
記 録 主 任 佐藤信彰

日付 種目

小針　幸誠(2) 11.33 泉谷　翔(2) 11.37 北島　圭吾(1) 11.38 小室　旬悟(1) 11.43 村上　晃太(2) 11.54 和泉　架(2) 11.55 芳賀　秀哉(2) 11.72 遠藤　琢磨(1) 11.89
日大東北 光南 白河 白河 日大東北 郡山 日大東北 安積
髙水　明(1) 22.25 小針　幸誠(2) 22.56 小室　旬悟(1) 22.97 泉谷　翔(2) 23.03 緑川　唯斗(2) 23.24 松﨑　大周(1) 23.29 遠藤　瑛汰(1) 23.35 渡部　桜哉(1) 23.53
帝京安積 日大東北 白河 光南 帝京安積 日大東北 日大東北 安積
髙水　明(1) 49.90 大竹　和真(2) 51.18 亀山　幹人(2) 51.62 渡部　桜哉(1) 51.97 吉田　ゆう(1) 52.05 星　幸多(2) 52.49 菊地　駿介(1) 53.24
帝京安積 光南 郡山東 安積 日大東北 光南 帝京安積
増子　風希(2) 1:55.85 有馬　悠翔(1) 1:56.73 松本　樹伊(2) 1:56.76 石井　将輝(2) 1:59.48 齋藤　康太郎(1) 2:02.50 國分　渉夢(1) 2:03.79 佐藤　陸人(1) 2:04.69 添田　悠翔(1) 2:06.33
学法石川 帝京安積 学法石川 日大東北 学法石川 田村 白河 白河旭
増子　風希(2) 3:58.27 小川　心徠(1) 3:58.35 國分　遥哉(2) 4:06.91 村越　柊哉(1) 4:07.82 石井　将輝(2) 4:12.66 豊田　廣(2) 4:17.87 石川　知輝(2) 4:19.42 佐久間　大貴(1) 4:19.99
学法石川 学法石川 田村 帝京安積 日大東北 白河実 清陵情報 田村
谷中　晴(2) 14:37.11 馬場　アンジェロ光(2) 14:54.37 安濃　佑真(1) 15:11.61 國分　遥哉(2) 15:15.02 生江　倫太郎(1) 15:17.40 郡司　珀翔(2) 15:20.07 生天目　温(1) 15:37.00 鈴木　颯大(1) 16:17.26
帝京安積 GR 学法石川 帝京安積 田村 学法石川 田村 学法石川 日大東北
渡部　舜(1) 16.14 郷　鳳斗(2) 17.24 深谷　健一郎(1) 17.37 竹田　輝(1) 18.68 鈴木　倫太朗(2) 19.99 増子　温大(2) 20.10 本多　幸馬(2) 20.33
郡山東 白河旭 白河旭 安積黎明 日大東北 日大東北 日大東北
野崎　凰惺(1) 56.29 竹田　輝(1) 1:01.41 井上　琉之亮(1) 1:01.53 菅野　楓真(2) 1:04.00 大熊　一輝(1) 1:04.96
日大東北 安積黎明 日大東北 郡山北工 郡山東
鈴木　奏真(2) 9:18.42 石井　翔琉(2) 9:21.22 大澤　琉欧(2) 9:36.13 渡邊　晄月(1) 9:40.62 菅野　優空(2) 9:42.22 橋本　健市(2) 9:53.04 石川　知輝(2) 10:06.40 渡邉　煉仁(2) 10:07.06
学法石川 田村 学法石川 帝京安積 学法石川 帝京安積 清陵情報 田村
大竹　雄大(1) 25:28.35 甲野藤　直輝(1) 33:23.76 塚本　颯太(1) 33:25.43
郡山東 郡山東 安積黎明
日大東北 42.78 帝京安積 43.50 光南 43.60 郡山 44.11 郡山東 44.34 郡山商 45.64
曲山　純平(2) 緑川　唯斗(2) 星　幸多(2) 落合　遥己(1) 大石田　青空(1) 岡部　亜沙斗(2)
小針　幸誠(2) 髙水　明(1) 泉谷　翔(2) 和泉　架(2) 渡邉　拓磨(2) 根来　流唯(1)
芳賀　秀哉(2) 菊地　駿介(1) 鈴木　彰斗(2) 佐藤　陸斗(1) 大熊　一輝(1) 松本　悠希(2)
村上　晃太(2) 滝田　海翔(1) 大竹　和真(2) 坂梨　陽哉(2) 亀山　幹人(2) 北條　亨和(2)
学法石川 3:24.89 郡山東 3:25.48 日大東北 3:25.55 帝京安積 3:26.24 郡山 3:30.64 郡山商 3:35.39 清陵情報 3:35.84 安積黎明 3:35.90
鈴木　優平(1) 亀山　幹人(2) 日比野　匠(1) 菊地　駿介(1) 佐藤　陸斗(1) 根来　流唯(1) 福田　晴貴(2) 関根　僚哉(2)
増子　風希(2) 渡部　舜(1) 野崎　凰惺(1) 髙水　明(1) 和泉　架(2) 飯田　悠翔(1) 星野　直樹(2) 竹田　輝(1)
松本　樹伊(2) 大熊　一輝(1) 井上　琉之亮(1) 井出　希(1) 鈴木　悠介(2) 北條　亨和(2) 菅野　羽琉希(1) 橋本　直也(1)
齋藤　一筋(2) 渡邉　拓磨(2) 吉田　ゆう(1) 緑川　唯斗(2) 坂梨　陽哉(2) 菊地　凛太郎(2) 石井　勇翔(2) 堀川　祥吾(2)
高橋　光貴(2) 1m84 井出　希(1) 1m78 佐藤　漣(1) 1m75 鈴木　斗大(1) 1m75 曾澤　大雅(1) 1m70 木村　凪冴(1) 1m65 吉田　凌駕(2) 1m60
日大東北 帝京安積 日大東北 郡山 白河 日大東北 郡山
大河内　渉(1) 3m40 吉田　圭吾(1) 2m60 京谷　雅仁(1) 2m30
白河旭 安積 安積
曲山　純平(2) 7m12(+0.6) 箭内　洸斗(2) 6m66(+1.4) 木村　凪冴(1) 6m61(+0.9) 和田　佳大(2) 6m34(+0.1) 大石田　青空(1) 6m19(+0.3) 関根　僚哉(2) 6m14(-1.0) 橋本　直也(1) 6m00(-0.9) 髙岡　幸太(1) 5m77(+0.8)
日大東北 GR 日大東北 日大東北 白河 郡山東 安積黎明 安積黎明 郡山
曲山　純平(2) 14m01(+1.8) 和田　佳大(2) 12m42(+0.3) 安齋　智稀(1) 12m40(+1.1) 高橋　光貴(2) 12m12(+0.3) 大石田　青空(1) 12m11(+0.4) 室井　愛翔(2) 11m89(+0.6) 関根　僚哉(2) 11m58(+1.1) 吉田　凌駕(2) 11m39(+1.6)
日大東北 白河 日大東北 日大東北 郡山東 光南 安積黎明 郡山
新妻　大希(2) 12m60 山口　晄澄(2) 11m91 小野　大輝(1) 11m61 草野　翼(2) 10m68 大須賀　駿廉(1) 9m16 大森　悠斗(1) 8m70 本田　優希(2) 7m11 塙　英慶(2) 6m97
日大東北 日大東北 日大東北 岩瀬農 清陵情報 修明 郡山東 帝京安積
小野　大輝(1) 35m51 大須賀　駿廉(1) 26m91 新妻　大希(2) 26m51 山口　晄澄(2) 24m48 草野　翼(2) 23m58 中澤　大麒(1) 22m58 鈴木　銀次朗(1) 22m32 佐々木　哉斗(2) 21m53
日大東北 清陵情報 日大東北 日大東北 岩瀬農 白河実 郡山東 尚志
齋藤　翔哉(2) 39m38 草野　翼(2) 26m40 古市　瑛士(2) 21m41 小林　奏人(2) 11m72
光南 岩瀬農 修明 白河旭
坂本　奨悟(1) 50m87 石井　優貴(2) 45m86 新妻　大希(2) 44m40 塙　英慶(2) 40m43 大和田　康平(2) 40m18 山口　晄澄(2) 38m24 髙田　和史(2) 37m72 本田　優希(2) 36m65
白河旭 修明 日大東北 帝京安積 郡山東 日大東北 帝京安積 郡山東
石井　勇翔(2) 3801点 日比野　匠(1) 3774点 菅野　羽琉希(1) 3133点 柳沼　詩音(1) 3055点
清陵情報 日大東北 清陵情報 日大東北

男子トラック 学法石川 48点 帝京安積 44点 日大東北 44点 郡山東 30点 光南 18点 田村 14点 安積黎明 12点 白河 11点
男子フィールド 日大東北 72点 白河旭 15点 修明 10点 岩瀬農/白河 10点 安積 9点 帝京安積 8点 光南 7点

男子総合 日大東北 124点 帝京安積 52点 学法石川 48点 郡山東 36点 光南 25点 白河旭 24点 白河 21点 清陵情報 17点
凡例  GR:大会記録

第62回福島県高等学校新人体育大会陸上競技県南地区大会 【22072012】 
郡山ヒロセ開成山陸上競技場 【73120】 
2022/08/26 ～ 2022/08/28

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月27日
男子100m 
風：-1.6

8月28日
男子200m 
風：+0.8

8月26日 男子400m

8月28日 男子800m

8月26日 男子1500m

8月27日 男子5000m

8月28日
男子110mH 

風：+0.6

8月27日 男子400mH

8月28日 男子3000msc

8月26日 男子5000mW

8月27日 男子4X100mR

8月28日 男子4X400mR

8月26日 男子走高跳

8月27日 男子棒高跳

8月27日 男子走幅跳

8月28日 男子三段跳

8月27日 男子砲丸投

8月28日 男子円盤投

8月28日 男子ハンマー投

8月26日 男子やり投

12.15(+0.7)-5m49(-0.6)-8m25-55.66

18.36(+0.2)-30m79-1m58-5:11.20

8月26日 
～27日

男子八種競技

対抗得点

12.17(+0.7)-5m51(+1.1)-8m59-53.74

19.66(+0.2)-29m95-1m43-4:51.77

12.35(+0.7)-5m20(+1.2)-7m25-55.82

24.16(+0.2)-37m61-1m43-5:30.25

11.98(+0.7)-5m52(+1.7)-6m14-56.40

22.17(+0.2)-11m89-1m40-5:02.93



記 録 主 任 佐藤信彰

日付 種目

陣野　莉心(1) 12.42 成田　朱里(2) 12.60 竹本　千夏(2) 12.81 橋矢田　朱里(2) 12.90 石井　怜美(2) 12.93 阿部　朋香(1) 13.15 佐藤　悠(2) 13.24 古川　明花(1) 13.56
日大東北 郡山 白河旭 郡山東 郡山女大附 郡山 日大東北 郡山東
成田　朱里(2) 25.48 陣野　莉心(1) 25.80 橋矢田　朱里(2) 26.58 石井　怜美(2) 26.66 竹本　千夏(2) 26.96 藤田　抄己(2) 27.56
郡山 日大東北 郡山東 郡山女大附 白河旭 日大東北
塩田　彩華(2) 1:01.06 近藤　美憂(1) 1:02.66 藤田　抄己(2) 1:03.53 吉田　琉那(1) 1:04.43 鈴木　美凜彩(2) 1:05.43 井上　愛菜(2) 1:06.56 真部　結(2) 1:07.34
白河 日大東北 日大東北 郡山東 郡山東 安積黎明 安積
近藤　美憂(1) 2:20.30 芥川　七海(1) 2:21.21 小林　華佳(2) 2:23.91 堀金　遥菜(1) 2:26.97 石川　乃亜(1) 2:27.95 鈴木　美凜彩(2) 2:28.80 井上　愛菜(2) 2:29.04 齋藤　　莉穂(1) 2:32.01
日大東北 学法石川 安積 学法石川 学法石川 郡山東 安積黎明 日大東北
山田　桃子(2) 4:41.82 山口　ありす(2) 4:49.38 小林　華佳(2) 4:49.56 井澤　裕佳(2) 4:52.89 佐藤　美空(2) 4:52.92 橋本　琴美(1) 4:54.88 久下　はる菜(2) 4:56.18 菅野　臨(2) 5:10.37
学法石川 日大東北 安積 学法石川 学法石川 日大東北 田村 田村
山田　桃子(2) 10:12.79 宮下　麗美(2) 10:23.64 山口　ありす(2) 10:27.22 小林　華佳(2) 10:36.04 大島　梨瑚(2) 10:36.81 橋本　琴美(1) 10:51.21 金丸　姫菜(2) 11:00.59 堀田　雅織(2) 11:02.40
学法石川 学法石川 日大東北 安積 帝京安積 日大東北 学法石川 安積黎明
秋山　心優(1) 16.46 白土　心(1) 17.03 瀬尾　愛実(1) 18.22 佐藤　蓮華(1) 18.45 阿部　寧々(1) 18.86 古川　澪李(1) 20.57 上遠野　光稀(1) 20.75 宮川　結羽(1) 21.36
安積黎明 光南 安積黎明 日大東北 郡山 尚志 日大東北 須賀川桐陽
真部　結(2) 1:09.59 瀬尾　愛実(1) 1:11.46 白土　心(1) 1:11.86 秋山　心優(1) 1:15.59 坂路　成葉(1) 1:15.89 山口　桃香(1) 1:17.71 宮川　結羽(1) 1:22.05
安積 安積黎明 光南 安積黎明 光南 白河旭 須賀川桐陽
瀬戸　悠理(2) 7:00.68 大島　梨瑚(2) 7:25.81 滝深　心咲(1) 7:38.53 安齋　響(1) 7:45.81 堀田　雅織(2) 7:50.71 岩崎　聖奈(2) 7:54.15 木戸　愛花(1) 7:54.78 吉村　栞(1) 8:08.48
学法石川 GR 帝京安積 日大東北 日大東北 安積黎明 学法石川 学法石川 郡山東
市川　心菜(2) 25:34.88 佐々木　心陽(1) 30:10.71 成瀬　陽菜(2) 30:51.56 鈴木　日奈子(1) 32:32.95 猪狩　樹莉亜(1) 33:59.25
郡山女大附 GR 郡山東 安積黎明 安積 須賀川桐陽
日大東北 49.39 郡山 49.41 白河旭 51.18 光南 51.69 安積黎明 52.65 白河 52.87 郡山商 54.48
佐藤　悠(2) 櫻田　歩未(1) 尾亦　聖(2) 白土　心(1) 安部　陽南(2) 須藤　咲季(2) 上野　遙夏(2)
陣野　莉心(1) 成田　朱里(2) 菊地　寧々(1) 北村　舞奈(1) 斎田　あず(2) 塩田　彩華(2) 伊藤　友茄(1)
藤田　抄己(2) 鎌倉　和奏(1) 野口　蓮夏(1) 坂路　成葉(1) 松本　茜音(2) 佐藤　真悠子(2) 本田　玖妃(2)
佐藤　蓮華(1) 阿部　朋香(1) 竹本　千夏(2) 佐久間　友愛(2) 秋山　心優(1) 目黒　倫(2) 武田　ひなた(2)
郡山東 4:17.16 郡山 4:18.43 安積黎明 4:20.54 日大東北 4:21.37 光南 4:29.72 安積 4:31.34 帝京安積 4:32.51 郡山商 4:36.96
吉田　琉那(1) 櫻田　歩未(1) 安部　陽南(2) 近藤　美憂(1) 白土　心(1) 真部　結(2) 大島　梨瑚(2) 佐藤　美怜(1)
橋矢田　朱里(2) 成田　朱里(2) 秋山　心優(1) 山口　ありす(2) 坂路　成葉(1) 鈴木　日奈子(1) 鈴木　菜々(2) 上野　遙夏(2)
古川　明花(1) 鎌倉　和奏(1) 瀬尾　愛実(1) 齋藤　　莉穂(1) 北村　舞奈(1) 小林　華佳(2) 橋本　こころ(1) 伊藤　友茄(1)
髙木　遥菜(2) 阿部　朋香(1) 井上　愛菜(2) 橋本　琴美(1) 鈴木　奏渚(1) 平山　乃蒼(1) 會川　万麻(1) 武田　ひなた(2)
三宅　花音(2) 1m57 近内　愛理(1) 1m35 内藤　脩奈(1) 1m35 尾崎　美結(1) 1m30
日大東北 郡山 白河旭 須賀川桐陽
茂呂　華菜子(2) 2m70 曽我　和花(2) 2m60 須藤　咲季(2) 2m30 高橋　すずか(2) 2m20 大木　紅璃(2) 2m20
白河旭 安積 白河 安積 安積
本田　玖妃(2) 5m06(0.0) 尾亦　聖(2) 5m04(+0.6) 髙木　遥菜(2) 4m96(+0.2) 三宅　花音(2) 4m88(+1.1) 安部　陽南(2) 4m74(-0.8) 小澤　莉実(1) 4m69(+1.5) 新田　未悠(1) 4m51(-0.8) 佐藤　悠(2) 4m47(-2.1)
郡山商 白河旭 郡山東 日大東北 安積黎明 学法石川 郡山 日大東北
本田　玖妃(2) 10m78(+0.6) 尾亦　聖(2) 10m53(-0.8) 髙木　遥菜(2) 10m31(-1.9) 安部　陽南(2) 10m22(-1.4) 佐藤　悠(2) 9m86(-0.5) 栗原　めい(2) 9m70(-1.6) 平山　乃蒼(1) 9m63(-0.6) 三宅　花音(2) 9m55(+0.1)
郡山商 白河旭 郡山東 安積黎明 日大東北 白河旭 安積 日大東北
宗像　亜恋(1) 10m13 杉内　彩乃(2) 9m94 鈴木　嶺菜(2) 9m64 門馬　穂乃華(2) 9m58 佐原　琉那(2) 9m37 山口　愛梨(2) 9m17 橋本　愛菜(1) 8m96 小瀧　吏南(2) 7m95
郡山女大附 郡山女大附 郡山女大附 日大東北 安積黎明 安積黎明 須賀川桐陽 聴覚支援
鈴木　嶺菜(2) 32m66 宗像　亜恋(1) 32m46 杉内　彩乃(2) 27m91 桐生　彩花(2) 27m65 佐原　琉那(2) 27m23 石黒　華蓮(2) 24m25 大竹　来実(2) 23m56 小瀧　吏南(2) 22m18
郡山女大附 郡山女大附 郡山女大附 日大東北 安積黎明 小野 小野 聴覚支援
門馬　穂乃華(2) 18m21 杉内　彩乃(2) 17m57 佐久間　美紀(2) 14m42 桐生　彩花(2) 13m80
日大東北 郡山女大附 郡山商 日大東北
桐生　彩花(2) 31m01 門馬　穂乃華(2) 31m00 山口　愛梨(2) 30m97 宗像　亜恋(1) 28m32 相楽　雛那(1) 26m66 伊藤　綾(2) 24m97 鈴木　嶺菜(2) 24m83 熊田　みなみ(1) 24m41
日大東北 日大東北 安積黎明 郡山女大附 清陵情報 小野 郡山女大附 郡山商
目黒　倫(2) 3219点 松本　茜音(2) 2788点 鈴木　奏渚(1) 2026点
白河 安積黎明 光南

女子トラック 日大東北 50点 学法石川 32点 安積黎明 29点 郡山 24点 郡山東 24点 安積 21点 光南 16点 郡山女大附 11点
女子フィールド 郡山女大附 38点 日大東北 37点 白河旭 21点 郡山商 16点 安積黎明 14点 安積 10点 郡山東 8点 郡山 5点

女子総合 日大東北 87点 郡山女大附 49点 安積黎明 48点 学法石川 33点 白河旭 32点 郡山東 32点 安積 31点 郡山 29点
凡例  GR:大会記録

第62回福島県高等学校新人体育大会陸上競技県南地区大会 【22072012】 
郡山ヒロセ開成山陸上競技場 【73120】 
2022/08/26 ～ 2022/08/28

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月27日
女子100m 
風：-2.6

8月28日
女子200m 
風：+0.1

8月26日 女子400m

8月28日 女子800m

8月26日 女子1500m

8月27日 女子3000m

8月28日
女子100mH 

風：+0.8

8月27日 女子400mH

8月26日 女子2000msc

8月26日 女子5000mW

8月27日 女子4X100mR

8月28日 女子4X400mR

8月28日 女子走高跳

8月27日 女子棒高跳

8月26日 女子走幅跳

4m58(+1.8)-25m02-2:51.87

8月27日 
～28日

女子七種競技

8月27日 女子三段跳

8月28日 女子砲丸投

8月26日 女子円盤投

19.84(-0.4)-1m29-6m59-28.81(-0.3)

4m12(+0.3)-22m34-2:44.03

20.20(-0.4)-1m14-5m29-30.27(-0.3)

4m20(+0.4)-13m12-3:10.08

対抗得点

8月28日 女子ハンマー投

8月27日 女子やり投

17.18(-0.4)-1m32-7m39-28.67(-0.3)


