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記 録 主 任 稲村泰伸

日付 種目

大堀　快士(2) 10.92 大塚　息吹(2) 11.23 山口　唯人(1) 11.54 二瓶　悠人(2) 11.57 佐藤　亜以斗(2) 11.58 山内　陽太(1) 11.58 山口　海兜(2) 11.67 結城　伶央(2) 11.78
葵 喜多方桐桜 若松商 会津工 喜多方 TK 喜多方 TK ザベリオ 会津
大堀　快士(2) 21.89 大塚　息吹(2) 22.70 二瓶　悠人(2) 23.18 若菜　理人(2) 23.19 渡部　壱清(2) 23.32 山口　海兜(2) 23.39 清野　陽平(2) 23.47 佐藤　亜以斗(2) 23.62
葵 GR 喜多方桐桜 会津工 葵 若松商 ザベリオ 葵 喜多方
小林　叶夢(2) 50.32 佐藤　雷安(2) 51.92 田中　仁晟(2) 51.92 阿部　大輝(2) 52.05 清野　陽平(2) 52.26 二瓶　巧太郎(2) 54.15 高橋　那茅(1) 54.27 古川　晋太郎(1) 55.16
会津 会津学鳳 TK 会津工 TK ザベリオ 葵 会津工 若松商 会津
小林　叶夢(2) 1:56.88 鈴木　ひかる(2) 2:00.92 遠藤　司(2) 2:01.69 猪股　秀哉(1) 2:01.85 小川　冬凱(1) 2:02.47 岩澤　昌利(2) 2:03.10 板垣　快(1) 2:03.19 福田　海斗(2) 2:05.30
会津 喜多方桐桜 若松商 葵 会津 葵 会津学鳳 田島
髙久　浩輔(2) 4:09.39 猪股　秀哉(1) 4:10.42 小川　冬凱(1) 4:11.63 国分　悠翔(1) 4:17.17 河原田　大樹(1) 4:17.69 大友　瑛太(2) 4:21.49 鈴木　ひかる(2) 4:23.87 内海　瞳己(2) 4:33.08
会津 葵 会津 会津工 会津 会津工 喜多方桐桜 会津学鳳
髙久　浩輔(2) 16:29.39 遠藤　莉空(1) 16:33.60 平野　悠樹(1) 17:06.51 伊藤　友仁(1) 17:09.51 鈴木　秀隆(2) 17:10.24 佐藤　丞(2) 17:22.38 渡邉　龍燕(1) 17:28.86 明間　絆(2) 17:54.72
会津 会津工 会津 会津工 喜多方 会津学鳳 会津学鳳 喜多方
高橋　駿士(1) 15.55 五十嵐　聖(2) 15.92 鈴木　瑛人(2) 17.33 古川　晋太郎(1) 18.79 日下部　翔汰(1) 19.68
会津学鳳 葵 会津 会津 会津工
五十嵐　聖(2) 56.77 若菜　理人(2) 57.63 高橋　駿士(1) 58.35 古川　晋太郎(1) 1:00.74 阿部　大輝(2) 1:01.68 中島　大地(2) 1:01.71 七海　琉星(1) 1:02.76
葵 葵 会津学鳳 会津 ザベリオ ザベリオ 会津
佐藤　丞(2) 10:14.24 国分　悠翔(1) 10:26.94 秋山　勇樹(2) 10:41.26 河原田　大樹(1) 10:44.95 鈴木　陽向汰(1) 10:45.85 高橋　禅(2) 11:11.68 鈴木　遥斗(1) 11:19.81
会津学鳳 会津工 会津 会津 会津学鳳 会津 会津学鳳
長　駿吾(2) 23:42.27 松川　瑞希(1) 27:38.34 大関　竜太(2) 32:10.24
会津 GR 葵 葵
葵 43.57 会津学鳳 44.05 会津工 44.11 若松商 44.41 ザベリオ 44.97 喜多方 45.00 喜多方桐桜 45.54 会津西陵 47.24
若菜　理人(2) 大井　優哉(1) 二瓶　巧太郎(2) 高橋　那茅(1) 阿部　大輝(2) 秋山　直毅(2) 渡部　稔也(2) 穴澤　将(2)
大堀　快士(2) 佐藤　雷安(2) 二瓶　悠人(2) 山口　唯人(1) 風間　邑桜(1) 遠藤　塑羅(2) 大塚　息吹(2) 小林　怜央(1)
清野　陽平(2) 川上　大翔(1) 大竹　翼(2) 渡部　壱清(2) 高久　将秀(1) 山内　陽太(1) 高橋　慧多(2) 菊地　悠基(2)
五十嵐　聖(2) 高橋　駿士(1) 小沼　煌(2) 大久保　一世(2) 山口　海兜(2) 佐藤　亜以斗(2) 大沼　咲太(1) 猪又　暁志(1)
葵 3:25.40 会津 3:29.48 会津工 3:30.27 会津学鳳 3:30.85 ザベリオ 3:32.84 若松商 3:35.66 喜多方桐桜 3:40.69 喜多方 3:40.79
若菜　理人(2) 古川　晋太郎(1) 二瓶　巧太郎(2) 高橋　駿士(1) 阿部　大輝(2) 高橋　那茅(1) 渡部　稔也(2) 山内　陽太(1)
大堀　快士(2) 結城　伶央(2) 田中　仁晟(2) 池田　翔吾(2) 風間　邑桜(1) 伊藤　悠人(2) 鈴木　ひかる(2) 髙野　駿(2)
清野　陽平(2) 小川　冬凱(1) 小林　空雅(1) 大井　優哉(1) 高久　将秀(1) 遠藤　司(2) 大塚　礼夢(2) 遠藤　塑羅(2)
五十嵐　聖(2) 小林　叶夢(2) 大竹　翼(2) 佐藤　雷安(2) 中島　大地(2) 渡部　壱清(2) 大塚　息吹(2) 佐藤　亜以斗(2)
五十嵐　聖(2) 2m01 鈴木　瑛人(2) 1m90 佐藤　雷安(2) 1m80 安部　港斗(2) 1m75 七海　琉星(1) 1m55 手代木　良介(1) 1m50
葵 =GR 会津 会津学鳳 葵 会津 会津
三浦　海詩(2) 3m80
会津
風間　邑桜(1) 5m93(-1.5) 遠藤　塑羅(2) 5m91(-1.7) 渡部　謙信(2) 5m87(-2.2) 山田　悠登(1) 5m74(-0.1) 黒岩　昇生(1) 5m68(-0.5) 渡部　裕樹(2) 5m62(-1.7) 管　佑梧(1) 5m44(-1.8) 大沼　咲太(1) 5m36(-0.1)
ザベリオ 喜多方 ザベリオ 会津工 若松商 猪苗代 会津工 喜多方桐桜
風間　邑桜(1) 13m08(+0.4) 遠藤　塑羅(2) 11m95(-0.4) 山口　海兜(2) 11m73(+1.2) 安部　港斗(2) 11m66(+0.3) 齋藤　優生(1) 11m13(+1.0) 管　佑梧(1) 10m64(+0.5) 猪又　暁志(1) 10m58(-0.3) 穴澤　将(2) 10m43(+0.5)
ザベリオ 喜多方 ザベリオ 葵 会津工 会津工 会津西陵 会津西陵
高久　将秀(1) 10m72 伊藤　希天(2) 10m55 塩生　滉人(2) 9m99 酒井　聡(1) 9m87 鈴木　龍聖(1) 9m73 大野　蒼太(2) 9m62 風間　邑桜(1) 9m10 鈴木　亮(2) 9m08
ザベリオ 会津工 田島 若松商 会津 若松商 ザベリオ 会津西陵
高久　将秀(1) 29m48 広野　悠真(2) 29m23 五十島　寿我(2) 28m35 酒井　聡(1) 27m77 山田　育磨(1) 26m60 金田　琉希(2) 26m22 鈴木　龍聖(1) 25m95 伊藤　希天(2) 25m69
ザベリオ 葵 会津西陵 若松商 会津学鳳 喜多方桐桜 会津 会津工
鈴木　亮(2) 37m42 猪股　浩聖(2) 27m78 鈴木　龍聖(1) 21m42 伊藤　希天(2) 17m39 五十島　寿我(2) 15m72 大竹　瑞樹(2) 15m32 嶋田　壮佑(1) 13m67
会津西陵 会津工 会津 会津工 会津西陵 葵 ザベリオ
大野　蒼太(2) 47m46 赤井　健太郎(2) 46m45 長谷川　未來(1) 46m33 阿久津　里仁(2) 40m74 広野　優太(1) 40m06 万﨑　羚生(1) 39m51 湯田　宥汰(1) 37m80 山田　育磨(1) 36m36
若松商 葵 会津 川口 田島 会津 田島 会津学鳳

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 TK:着差あり TL:着差なし

8月12日 男子ハンマー投(6.000kg)

8月12日 男子やり投(800g)

8月14日 男子三段跳

8月13日 男子砲丸投(6.000kg)

8月14日 男子円盤投(1.750kg)

8月12日 男子走高跳

8月13日 男子棒高跳

8月13日 男子走幅跳

8月12日 男子5000mW

8月12日 男子4X100mR

8月14日 男子4X400mR

8月14日
男子110mH(1.067m)

風：+1.1

8月13日 男子400mH(0.914m)

8月14日 男子3000mSC(0.914m)

8月14日 男子800m

8月12日 男子1500m

8月13日 男子5000m

8位

8月13日
男子100m
風：-1.8

8月14日
男子200m
風：-0.1

8月12日 男子400m
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記 録 主 任 稲村泰伸

日付 種目

添田　日佳理(2) 12.82 渡邉　春菜(1) 13.00 小林　千紗(2) 13.00 山口　ひなた(1) 13.08 蟻浪　小雪(2) 13.39 清野　咲希(1) 13.74 相良　那奈(1) 14.11
会津学鳳 ザベリオ TK 会津学鳳 TK 会津 葵 TL 会津学鳳 喜多方

売井坂　美才衣(1) 13.39
葵 TL

添田　日佳理(2) 26.12 渡邉　春菜(1) 26.38 小林　千紗(2) 26.97 永山　楓(2) 26.98 売井坂　美才衣(1) 27.19 佐藤　里緖菜(1) 28.16 山口　菜奈子(2) 28.83
会津学鳳 ザベリオ 会津学鳳 喜多方 葵 喜多方 会津学鳳
永山　楓(2) 1:02.13 福島　桜乃(1) 1:02.89 湯田　百佳(1) 1:03.03 江川　未夏(2) 1:04.32 山口　菜奈子(2) 1:04.46 売井坂　美才衣(1) 1:05.19 佐藤　里緖菜(1) 1:06.67 星　菫心(1) 1:07.40
喜多方 ザベリオ 会津 会津学鳳 会津学鳳 葵 喜多方 会津学鳳
新明　日和(1) 2:27.26 羽金　日陽(2) 2:27.41 星　菫心(1) 2:30.59 江川　未夏(2) 2:34.51 栗城　希未(1) 2:34.85 天野　心愛(2) 2:36.87 長谷川　美花(1) 2:37.76 江川　愛彩美(2) 2:47.13
会津 会津 会津学鳳 会津学鳳 葵 若松商 会津 喜多方桐桜
馬場　理奈(2) 4:55.99 新明　日和(1) 4:56.00 羽金　日陽(2) 5:02.08 早川　千尋(2) 5:20.27 佐藤　愛称(1) 5:22.76 栗城　希未(1) 5:25.98 江川　愛彩美(2) 5:46.66 目黒　陽菜(1) 5:47.92
会津 会津 会津 喜多方 会津学鳳 葵 喜多方桐桜 会津学鳳
馬場　理奈(2) 10:37.65 久家　すずか(2) 10:52.43 須田　奈々美(2) 11:14.91 平野　友梨(1) 11:34.88 早川　千尋(2) 11:40.28 佐藤　愛称(1) 11:50.72 酒井　悠果(1) 14:21.93
会津 会津学鳳 会津学鳳 会津 喜多方 会津学鳳 南会津
小池　ゆあ(2) 15.91 五十嵐　まど佳(2) 17.39 山口　ひなた(1) 17.76 清水　碧七(1) 17.79 小原　衣織(2) 18.33 長谷川　小乃夏(1) 18.48 渡部　空美(1) 19.06 黒石　日和(1) 20.74
ザベリオ 会津 会津 葵 葵 会津学鳳 若松商 会津西陵
永山　楓(2) 1:10.10 福島　桜乃(1) 1:10.19 酒井　夏美(2) 1:12.19 五十嵐　まど佳(2) 1:13.72 清水　碧七(1) 1:14.65 五十嵐　華愛(2) 1:24.53
喜多方 ザベリオ ザベリオ 会津 葵 葵
久家　すずか(2) 24:55.89 遠田　陽菜(2) 29:26.74 二瓶　若菜(2) 32:13.56
会津学鳳 GR ザベリオ 会津学鳳
ザベリオ 51.30 会津学鳳 51.57 葵 51.82 会津 53.87
福島　桜乃(1) 長谷川　小乃夏(1) 小原　衣織(2) 五十嵐　まど佳(2)
渡邉　春菜(1) 添田　日佳理(2) 売井坂　美才衣(1) 菊地　英(2)
小池　ゆあ(2) 小林　千紗(2) 清水　碧七(1) 湯田　百佳(1)
堀　友茄(2) 清野　咲希(1) 蟻浪　小雪(2) 山口　ひなた(1)
会津学鳳 4:17.08 ザベリオ 4:17.57 会津 4:19.42 葵 4:38.80 若松商 4:48.63
山口　菜奈子(2) 福島　桜乃(1) 山口　ひなた(1) 清水　碧七(1) 渡部　空美(1)
小林　千紗(2) 渡邉　春菜(1) 新明　日和(1) 売井坂　美才衣(1) 奈良橋　希空(1)
江川　未夏(2) 小池　ゆあ(2) 羽金　日陽(2) 髙橋　樹香(1) 二瓶　永(1)
添田　日佳理(2) 酒井　夏美(2) 湯田　百佳(1) 小原　衣織(2) 天野　心愛(2)
小池　ゆあ(2) 1m45 野中　瑠愛(1) 1m35
ザベリオ 会津西陵
谷田部　永愛(1) 1m90
ザベリオ
堀　友茄(2) 4m77(+1.3) 菊地　英(2) 4m58(+2.3) 小原　衣織(2) 4m42(+0.9) 二瓶　永(1) 4m41(+1.9) 渡部　佑芽(1) 4m34(+1.3) 齋藤　莉澄(1) 4m13(+1.2) 髙橋　樹香(1) 4m02(+0.9)
ザベリオ 会津 公認4m53(+1.4) 葵 若松商 ザベリオ ザベリオ 葵
小池　ゆあ(2) 10m52(+1.4) 二瓶　永(1) 9m59(+1.0) 小原　衣織(2) 9m29(+1.8) 野中　瑠愛(1) 8m77(+2.2)
ザベリオ 若松商 葵 会津西陵 公認8m61(+0.8)

村山　実優(2) 9m16 湯田　優愛(2) 8m86 古見　玲奈(2) 7m96 田澤　叶夢(2) 7m04 齋藤　莉澄(1) 4m80 佐藤　夢叶(1) 4m11
会津学鳳 会津学鳳 会津工 耶麻農 ザベリオ ザベリオ
田澤　叶夢(2) 29m42 湯田　優愛(2) 26m83 村山　実優(2) 26m70 斎藤　美凪(2) 23m56
耶麻農 会津学鳳 会津学鳳 ザベリオ
斎藤　美凪(2) 23m82 谷田部　永愛(1) 9m60
ザベリオ ザベリオ
古見　玲奈(2) 30m04 湯田　優愛(2) 25m30 柏倉　杏美(1) 24m56 斎藤　美凪(2) 23m64 梶　あおば(2) 22m14 福島　桜乃(1) 20m01
会津工 会津学鳳 葵 ザベリオ 会津工 ザベリオ
須田　奈々美(2) 7:33.46 平野　花(2) 8:25.32
会津学鳳 GR 会津
堀　友茄(2) 2928点 五十嵐　華愛(2) 2292点
ザベリオ 葵

男子トラック 会津 65点 葵 63点 会津工 39点 会津学鳳 32点 喜多方桐桜 15点 若松商 14点 ザベリオ 11点 喜多方 6点
男子フィールド ザベリオ 32点 会津 25点 葵 23点 会津工 19点 若松商 15点 会津西陵 12点 喜多方 10点 会津学鳳/田島 6点

男子総合 会津 90点 葵 86点 会津工 58点 ザベリオ 43点 会津学鳳 38点 若松商 29点 喜多方桐桜 16点 喜多方 16点
女子トラック 会津学鳳 66点 会津 61点 ザベリオ 46点 葵 24点 喜多方 21点 若松商 3点

女子フィールド ザベリオ 48点 会津学鳳 25点 会津工 12点 葵 12点 耶麻農 9点 若松商/会津西陵 8点 会津 5点
女子混成 ザベリオ 6点 葵 5点
女子総合 ザベリオ 100点 会津学鳳 91点 会津 66点 葵 41点 喜多方 21点 会津工 12点 若松商 11点 耶麻農 9点

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録 TK:着差あり TL:着差なし

19.88(+0.2)-1m18-5m41-30.83(-1.7)

4m02(+0.5)-19m52-2:52.78

対抗得点

対抗得点

第62回福島県高等学校新人体育大会陸上競技大会会津地区予選会 【22072013】
あいづ陸上競技場 【73150】
2022/08/12 ～ 2022/08/14

8月14日 女子2000mSC(0.762m)

17.45(+0.2)-1m30-7m01-28.18(-1.7)

4m30(-1.1)-24m76-3:11.95

8月13日
～14日

女子七種競技

8月14日 女子円盤投(1.000kg)

8月12日 女子ハンマー投(4.000kg)

8月12日 女子やり投(600g)

8月12日 女子走幅跳

8月13日 女子三段跳

8月13日 女子砲丸投(4.000kg)

8月14日 女子4X400mR

8月14日 女子走高跳

8月13日 女子棒高跳

8月13日 女子400mH(0.762m)

8月12日 女子5000mW

8月12日 女子4X100mR

8月12日 女子1500m

8月13日 女子3000m

8月14日
女子100mH(0.838m)

風：+0.3

8月14日
女子200m
風：+0.7

8月12日 女子400m

8月14日 女子800m

8月13日
女子100m
風：-1.5
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