
成績一覧表第６７回福島県高等学校駅伝競走大会
[コード：22071003]

2022年10月20日 9時20分　スタート

会場:猪苗代町総合体育館
[コード：]

主催：福島陸上競技協会
福島県高等学校体育連盟　福島県教育委員会　毎日新聞社

審 判 長:武田　正志
記録主任:稲村　泰伸

男子 駅伝
総合成績
順位 チーム 記録 備考

第１位 学法石川 2:06:34

第２位 田村 2:10:29

第３位 いわき秀英 2:13:56

第４位 帝京安積 2:16:53

第５位 会津 2:18:56

第６位 日大東北 2:20:40

第７位 会津工 2:21:38

第８位 会津学鳳 2:22:34

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(10.000km) 大湊　柊翔(3) ｵｵﾐﾅﾄ ｼｭｳﾄ 学法石川 29:47

第２区(3.000km) 小田切　幹太(3) ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ 学法石川  8:26

第３区(8.1075km) 薄根　大河(3) ｳｽﾈ ﾀｲｶﾞ 学法石川 23:58

第４区(8.0875km) 平賀　大貴(3) ﾋﾗｶﾞ ﾀﾞｲｷ 学法石川 25:33

第５区(3.000km) 野口　颯汰(3) ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ 学法石川  8:50

第６区(5.000km) 山崎　一吹(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ 学法石川 14:56

第７区(5.000km) 早乙女　良真(3) ｿｳﾄﾒ ﾘｮｳﾏ 学法石川 15:04
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第６７回福島県高等学校駅伝競走大会
第４０回福島県高等学校女子駅伝競走大会
主催：福島陸上競技協会
会場:猪苗代町総合体育館
福島県高等学校体育連盟　福島県教育委員会　毎日新聞社
日付:2022-10-20 最終コール:9:10 競技開始:9:20

大会記録(GR)：2:05:06

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区
10.000km 3.000km 8.1075km 8.0875km 3.000km 5.000km 5.000km

1 2:06:34 10 学法石川 大湊　柊翔(3) 小田切　幹太(3) 薄根　大河(3) 平賀　大貴(3) 野口　颯汰(3) 山崎　一吹(3) 早乙女　良真(3)
ｵｵﾐﾅﾄ ｼｭｳﾄ ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ ｳｽﾈ ﾀｲｶﾞ ﾋﾗｶﾞ ﾀﾞｲｷ ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ ｿｳﾄﾒ ﾘｮｳﾏ
(1) 29:47 (1) 38:13 (1) 1:02:11 (1) 1:27:44 (1) 1:36:34 (1) 1:51:30 (1) 2:06:34
(1) 29:47 (1) 8:26 (1) 23:58 (1) 25:33 (1) 8:50 (1) 14:56 (1) 15:04

2 2:10:29 7 田村 新谷　倖生(3) 國分　遥哉(2) 齋藤　健人(2) 石井　翔琉(2) 大田原　陸(3) 郡司　珀翔(2) 八巻　琉伊(3)
ﾆｲﾀﾆ ｺｳｾｲ ｺｸﾌﾞﾝ ﾊﾙﾔ ｻｲﾄｳ ｹﾝﾄ ｲｼｲ ｶｲﾘ ｵｵﾀﾜﾗ ﾘｸ ｸﾞﾝｼﾞ ﾊｸﾄ ﾔﾏｷ ﾙｲ
(2) 30:30 (2) 39:28 (2) 1:03:56 (2) 1:30:32 (2) 1:39:54 (2) 1:55:11 (2) 2:10:29
(2) 30:30 (2) 8:58 (2) 24:28 (2) 26:36 (2) 9:22 (2) 15:17 (2) 15:18

3 2:13:56 18 いわき秀英 植村　真登(2) 大石　崇貴(2) 吉田　滉太朗(2) 安斎　陸久(1) 芦澤　涼太郎(1) 坂部　澄(3) 神永　葵(1)
ｳｴﾑﾗ ﾏﾅﾄ ｵｵｲｼ ﾀﾂｷ ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｱﾝｻﾞｲ ﾘｸ ｱｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｻｶﾍﾞ ﾄｵﾙ ｶﾐﾅｶﾞ ｱｵｲ
(3) 30:33 (3) 39:42 (3) 1:05:36 (3) 1:32:16 (3) 1:42:03 (3) 1:58:09 (3) 2:13:56
(3) 30:33 (4) 9:09 (4) 25:54 (3) 26:40 (5) 9:47 (3) 16:06 (3) 15:47

4 2:16:53 5 帝京安積 橋本　健市(2) 浅井　颯(3) 村越　柊哉(1) 安濃　佑真(1) 有馬　悠翔(1) 中野　光翔(3) 渡邊　晄月(1)
ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁ ｱｻｲ ﾊﾔﾃ ﾑﾗｺｼ ｼｭｳﾔ ｱﾝﾉｳ ﾕｳﾏ ｱﾘﾏ ﾕｳﾄ ﾅｶﾉ ﾋｶﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾞｷ
(4) 32:21 (4) 41:26 (4) 1:07:09 (4) 1:34:43 (4) 1:44:28 (4) 2:01:01 (4) 2:16:53
(4) 32:21 (3) 9:05 (3) 25:43 (4) 27:34 (4) 9:45 (7) 16:33 (4) 15:52

5 2:18:56 12 会津 雅樂川　歩(3) 小林　叶夢(2) 小川　冬凱(1) 髙久　浩輔(2) 秋山　勇樹(2) 河原田　大樹(1) 齋藤　真那斗(3)
ｳﾀｶﾞﾜ ｱﾕﾑ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾑ ｵｶﾞﾜ ﾌｳｶﾞ ﾀｶｸ ｺｳｽｹ ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ ｶﾜﾗﾀﾞ ﾀｲｷ ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾄ
(5) 32:27 (5) 41:55 (7) 1:09:12 (5) 1:37:02 (5) 1:46:53 (5) 2:03:01 (5) 2:18:56
(5) 32:27 (6) 9:28 (9) 27:17 (5) 27:50 (6) 9:51 (4) 16:08 (5) 15:55

6 2:20:40 4 日大東北 黒澤　類(3) 佐藤　真央(3) 藤田　和生(1) 石井　将輝(2) 鈴木　一平(3) 圓谷　純一郎(2) 冠木　大和(2)
ｸﾛｻﾜ ﾙｲ ｻﾄｳ ﾏｵ ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ ｲｼｲ ｼｮｳｷ ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ ﾂﾑﾗﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｶﾌﾞｷ ﾔﾏﾄ

(8) 32:46 (6) 42:06 (6) 1:09:10 (7) 1:38:03 (6) 1:47:40 (6) 2:04:10 (6) 2:20:40
(8) 32:46 (5) 9:20 (7) 27:04 (9) 28:53 (3) 9:37 (6) 16:30 (7) 16:30

7 2:21:38 15 会津工 鵫巣　佑太(3) 大友　瑛太(2) 大橋　天(3) 遠藤　莉空(1) 国分　悠翔(1) 伊藤　友仁(1) 木村　豪希(3)
ﾄｳﾉｽ ﾕｳﾀ ｵｵﾄﾓ ｴｲﾀ ｵｵﾊｼ ﾃﾝ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸ ｺｸﾌﾞﾝ ﾊﾙﾄ ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾄ ｷﾑﾗ ｶﾂｷ

(11) 33:52 (10) 44:11 (8) 1:10:36 (8) 1:38:28 (8) 1:48:24 (7) 2:05:17 (7) 2:21:38
(11) 33:52 (11) 10:19 (6) 26:25 (6) 27:52 (7) 9:56 (9) 16:53 (6) 16:21

8 2:22:34 13 会津学鳳 馬場　真哉(3) 古川　慶稀(1) 佐藤　丞(2) 渡邉　龍燕(1) 鈴木　遥斗(1) 板垣　快(1) 内海　瞳己(2)
ﾊﾞﾊﾞ ﾏﾅﾔ ﾌﾙｶﾜ ｹｲｷ ｻﾄｳ ｼﾞｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｴﾝ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ ｲﾀｶﾞｷ ｶｲ ｳﾁｳﾐ ﾄｳｷ
(7) 32:36 (7) 42:24 (5) 1:08:39 (6) 1:37:15 (7) 1:47:54 (8) 2:05:41 (8) 2:22:34
(7) 32:36 (7) 9:48 (5) 26:15 (7) 28:36 (11) 10:39 (14) 17:47 (8) 16:53

9 2:24:53 6 清陵情報 池水　優杜(3) 星野　直樹(2) 加藤　悠太(3) 石川　知輝(2) 福田　晴貴(2) 渡邊　竣(3) 三瓶　隼大(1)
ｲｹﾐｽﾞ ﾏﾅﾄ ﾎｼﾉ ﾅｵｷ ｶﾄｳ ﾕｳﾀ ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ ｻﾝﾍﾟｲ ｼｭﾝﾀ
(10) 33:39 (8) 43:45 (9) 1:11:03 (9) 1:39:55 (9) 1:50:19 (9) 2:06:43 (9) 2:24:53
(10) 33:39 (9) 10:06 (10) 27:18 (8) 28:52 (10) 10:24 (5) 16:24 (15) 18:10

10 2:27:33 3 郡山 橋本　陸(3) 佐藤　陸斗(1) 鈴木　祐介(2) 三浦　公誠(2) 中村　直人(2) 鈴木　悠介(2) 平山　嵩真(3)
ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ ｻﾄｳ ﾘｸﾄ ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ ﾐｳﾗ ｺｳｾｲ ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾄ ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ ﾋﾗﾔﾏ ｼｭｳﾏ

(13) 34:19 (12) 44:40 (10) 1:11:45 (10) 1:41:23 (10) 1:53:01 (10) 2:10:37 (10) 2:27:33
(13) 34:19 (13) 10:21 (8) 27:05 (11) 29:38 (16) 11:38 (12) 17:36 (9) 16:56

11 2:28:31 17 平工 斎藤　武育(2) 飯島　颯樹(2) 髙田　登夢(1) 三浦　晃生(2) 藤原　央貴(1) 藤田　滉平(3) 小宅　匠(3)
ｻｲﾄｳ ﾀｽｸ ｲｲｼﾞﾏ ﾌｳｷ ﾀｶﾀﾞ ﾄﾑ ﾐｳﾗ ｺｳｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ ｵﾔｹ ﾀｸﾐ

(17) 35:17 (16) 45:36 (15) 1:14:13 (15) 1:44:05 (13) 1:54:06 (11) 2:11:11 (11) 2:28:31
(17) 35:17 (11) 10:19 (13) 28:37 (13) 29:52 (8) 10:01 (10) 17:05 (10) 17:20

12 2:29:29 8 白河 緑川　侑真(2) 佐藤　陸人(1) 増子　魁(1) 鈴木　一真(1) 津田　恭雅(1) 瀬戸　正篤(1) 大澤　悠希(1)
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕｳﾏ ｻﾄｳ ﾘｸﾄ ﾏｼｺ ｶｲ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ ﾂﾀﾞ ｷｮｳｶﾞ ｾﾄ ﾏｻﾋﾛ ｵｵｻﾜ ﾊﾙｷ
(12) 34:12 (9) 44:09 (11) 1:11:55 (13) 1:43:20 (12) 1:53:59 (12) 2:11:42 (12) 2:29:29
(12) 34:12 (8) 9:57 (11) 27:46 (17) 31:25 (11) 10:39 (13) 17:43 (12) 17:47

13 2:29:38 14 若松商 鈴木　優介(3) 佐野　楓(3) 武藤　拓己(3) 鈴木　大翔(2) 高橋　那茅(1) 伊藤　悠人(2) 遠藤　司(2)
ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ ｻﾉ ｶｴﾃﾞ ﾑﾄｳ ﾀｸﾐ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ﾀｶﾊｼ ﾅﾁ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ ｴﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ
(6) 32:34 (11) 44:28 (12) 1:13:13 (12) 1:42:58 (13) 1:54:06 (13) 2:12:03 (13) 2:29:38
(6) 32:34 (17) 11:54 (14) 28:45 (12) 29:45 (13) 11:08 (15) 17:57 (11) 17:35

14 2:30:20 1 安積 小林　太祐(2) 影山　裕士(2) 木谷　智哉(2) 橋本　和樹(1) 宇内　蒼(2) 有馬　由伸(2) 橋本　真佳(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｽｹ ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ ｷﾔ ﾄﾓﾔ ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ ｳﾅｲ ｱｵｼ ｱﾘﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｶ
(14) 34:39 (15) 45:29 (13) 1:13:29 (14) 1:43:55 (15) 1:55:03 (14) 2:12:11 (14) 2:30:20
(14) 34:39 (14) 10:50 (12) 28:00 (14) 30:26 (13) 11:08 (11) 17:08 (14) 18:09

15 2:31:44 9 白河旭 溝井　正貴(3) 渡邊　智哉(3) 遠藤　愛翔(3) 安藤　智(1) 藤田　昌也(1) 添田　悠翔(1) 菊池　大翔(1)
ﾐｿﾞｲ ﾏｻﾀｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ ｿｴﾀ ﾕｳﾄ ｷｸﾁ ﾋﾛﾄ
(16) 35:13 (14) 45:22 (17) 1:16:19 (17) 1:47:05 (16) 1:57:08 (16) 2:13:47 (15) 2:31:44
(16) 35:13 (10) 10:09 (17) 30:57 (15) 30:46 (9) 10:03 (8) 16:39 (13) 17:57

16 2:32:01 11 岩瀬農 冨士原　優(3) 國分　汰論(3) 神山　春輝(3) 高木　滉都(3) 安藤　光平(3) 佐久間　悠稀(2) 近藤　勇輝(1)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾙ ｺｸﾌﾞﾝ ﾀｲﾛﾝ ｶﾐﾔﾏ ﾊﾙｷ ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ ｻｸﾏ ﾕｳｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ
(9) 33:36 (13) 44:42 (14) 1:13:34 (11) 1:42:28 (11) 1:53:36 (15) 2:13:01 (16) 2:32:01
(9) 33:36 (15) 11:06 (15) 28:52 (10) 28:54 (13) 11:08 (17) 19:25 (17) 19:00

17 2:40:34 16 猪苗代 安部　拓海(3) 溝井　陽向(3) 甲斐　麗温(2) 吉野　心人(1) 小野寺　郁弥(1) 渡部　裕樹(2) 三浦　大地(3)
ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ ﾐｿﾞｲ ﾋﾅﾀ ｶｲ ﾚｵﾝ ﾖｼﾉ ﾏﾅﾄ ｵﾉﾃﾞﾗ ｲｸﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ ﾐｳﾗ ﾀﾞｲﾁ

(15) 34:45 (17) 46:02 (16) 1:16:15 (16) 1:47:02 (17) 1:59:43 (17) 2:20:55 (17) 2:40:34
(15) 34:45 (16) 11:17 (16) 30:13 (16) 30:47 (18) 12:41 (18) 21:12 (18) 19:39

18 2:42:20 2 郡山商 鈴木　智也(3) 北條　太基(3) 飯田　悠翔(1) 江口　悠祐(2) 新林　昂大(1) 高木　大和(1) 植田　悠司(2)
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀｲｷ ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ ｴｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ ｼﾝﾊﾞﾔｼ ｶﾀｵ ﾀｶｷﾞ ﾔﾏﾄ ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

(18) 37:00 (18) 49:24 (18) 1:21:19 (18) 1:52:55 (18) 2:05:14 (18) 2:23:39 (18) 2:42:20
(18) 37:00 (18) 12:24 (18) 31:55 (18) 31:36 (17) 12:19 (16) 18:25 (16) 18:41

OPN 2:20:48 19 県北連合A 松田　脩(3)・福島 藤田　悠舜(2)・福島 山田　皓亮(2)・福島成蹊 石井　慎人(1)・福島 飯沼　大晴(2)・福島成蹊 伊藤　雅敏(2)・福島成蹊 庄司　孔(2)・福島成蹊

ﾏﾂﾀ ｼｭｳ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｼｭﾝ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ ｲｼｲ ﾖｼﾄ ｲｲﾇﾏ ﾀｲｾｲ ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ ｼｮｳｼﾞ ｺｳ
(OPN) 32:03 (OPN) 41:27 (OPN) 1:08:08 (OPN) 1:36:53 (OPN) 1:47:23 (OPN) 2:04:30 (OPN) 2:20:48
(OPN) 32:03 (OPN) 9:24 (OPN) 26:41 (OPN) 28:45 (OPN) 10:30 (OPN) 17:07 (OPN) 16:18

OPN 2:22:30 20 県北連合Ｂ 長谷川　弘樹(2)・福島商 齋藤　佑成(2)・福島東 山田　輝(2)・福島東 細田　光祐(1)・福島東 佐藤　悠希(1)・福島明成 岩﨑　春翔(2)・福島南 熊谷　卓大(2)・福島南

ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｷ ｻｲﾄｳ ﾕｳｾｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ ﾎｿﾀﾞ ｺｳｽｹ ｻﾄｳ ﾕｳｷ ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾄ ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾄ
(OPN) 32:35 (OPN) 41:56 (OPN) 1:08:45 (OPN) 1:37:35 (OPN) 1:48:03 (OPN) 2:05:11 (OPN) 2:22:30
(OPN) 32:35 (OPN) 9:21 (OPN) 26:49 (OPN) 28:50 (OPN) 10:28 (OPN) 17:08 (OPN) 17:19

OPN 2:29:21 21 会津連合 矢部　剛氣(3)・会津西陵 山田　創史(3)・会津農林 猪股　秀哉(1)・葵 五十嵐　滉斗(3)・会津農林 佐藤　勇斗(1)・耶麻農 猪俣　虹太(3)・会津農林 清野　樹(1)・葵
ﾔﾍﾞ ｺﾞｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｼ ｲﾉﾏﾀ ｼｭｳﾔ ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛﾄ ｻﾄｳ ﾕｳﾄ ｲﾉﾏﾀ ｺｳﾀ ｾｲﾉ ｲﾂｷ

(OPN) 32:17 (OPN) 43:06 (OPN) 1:09:27 (OPN) 1:40:29 (OPN) 1:52:37 (OPN) 2:11:58 (OPN) 2:29:21
(OPN) 32:17 (OPN) 10:49 (OPN) 26:21 (OPN) 31:02 (OPN) 12:08 (OPN) 19:21 (OPN) 17:23

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区 第６区 第７区
10.000km 3.000km 8.1075km 8.0875km 3.000km 5.000km 5.000km

区間記録 山口　智規 齋藤　祐希 高嶺　秀仁 樋口　敏雄 渡部　栄二 西槇　駿祐 大内　一 
学法石川(R2) 田村(H16) 田村(H6) 平工(S52) 若松商(S63) 学法石川(R2) 田村(H7) 

29:10  8:14 23:28 24:15  8:28 14:37 14:09

凡例（OPN:オープン参加）



成績一覧表第４０回福島県高等学校女子駅伝競走大会
[コード：22071003]

2022年10月20日 11時50分　スタート

会場:猪苗代町総合体育館
[コード：]

主催：福島陸上競技協会
福島県高等学校体育連盟　福島県教育委員会　毎日新聞社

審 判 長:田中　信之
記録主任:稲村　泰伸

女子 駅伝
総合成績
順位 チーム 記録 備考

優　勝 学法石川 1:11:12

第２位 日大東北 1:17:29

第３位 郡山女大附 1:18:08

第４位 会津 1:21:24

第５位 田村 1:21:56

第６位 会津学鳳 1:22:10

第７位 帝京安積 1:22:39

第８位 安積黎明 1:25:10

区間賞
区間 氏名 チーム 記録 備考

第１区(6.000km) 岩崎　麻知子(3) 学法石川 20:27

第２区(4.0975km) 佐藤　瑠香(3) 学法石川 13:53

第３区(3.000km) 三科　文(3) 学法石川  9:52

第４区(3.000km) 山田　桃子(2) 学法石川  9:50

第５区(5.000km) 平尾　暁絵(3) 学法石川 17:10
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第６７回福島県高等学校駅伝競走大会
第４０回福島県高等学校女子駅伝競走大会
主催：福島陸上競技協会
会場:猪苗代町総合体育館
福島県高等学校体育連盟　福島県教育委員会　毎日新聞社
日付:2022-10-20 最終コール:11:40 競技開始:11:50

大会記録(GR)：1:09:37

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
6.000km 4.0975km 3.000km 3.000km 5.000km

1 1:11:12 11 学法石川 岩崎　麻知子(3) 佐藤　瑠香(3) 三科　文(3) 山田　桃子(2) 平尾　暁絵(3)
ｲﾜｻｷ ﾏﾁｺ ｻﾄｳ ﾙｶ ﾐｼﾅ ｱﾔ ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ ﾋﾗｵ ｱｷｴ
(1) 20:27 (1) 34:20 (1) 44:12 (1) 54:02 (1) 1:11:12
(1) 20:27 (1) 13:53 (1) 9:52 (1) 9:50 (1) 17:10

2 1:17:29 6 日大東北 山口　ありす(2) 近藤　美憂(1) 滝深　心咲(1) 橋本　瞳(3) 橋本　琴美(1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾘｽ ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾕ ﾀｷﾌｶ ﾐｻｷ ﾊｼﾓﾄ ﾋﾄﾐ ﾊｼﾓﾄ ｺﾄﾐ
(4) 21:34 (3) 36:37 (3) 47:02 (2) 58:16 (2) 1:17:29
(4) 21:34 (3) 15:03 (2) 10:25 (2) 11:14 (2) 19:13

3 1:18:08 8 郡山女大附 伊東　舞莉彩(3) 薄　ひなの(3) 市川　心菜(2) 西間木　侑果(3) 小林　凜香(3)
ｲﾄｳ ﾏﾘｱ ｳｽｷ ﾋﾅﾉ ｲﾁｶﾜ ｺｺﾅ ﾆｼﾏｷﾞ ｳｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｶ

(2) 21:02 (2) 35:51 (2) 46:52 (3) 58:35 (3) 1:18:08
(2) 21:02 (2) 14:49 (4) 11:01 (4) 11:43 (3) 19:33

4 1:21:24 12 会津 馬場　理奈(2) 新明　日和(1) 平野　花(2) 平野　友梨(1) 羽金　日陽(2)
ﾊﾞﾊﾞ ﾘﾅ ｼﾝﾐｮｳ ﾋﾖﾘ ﾋﾗﾉ ﾊﾅ ﾋﾗﾉ ﾕﾘ ﾊｶﾞﾈ ﾋﾖﾘ

(7) 22:44 (6) 38:41 (5) 49:50 (5) 1:01:48 (4) 1:21:24
(7) 22:44 (6) 15:57 (6) 11:09 (5) 11:58 (4) 19:36

5 1:21:56 10 田村 佐久間　珀亜(3) 久下　はる菜(2) 佐藤　結夏(3) 菅野　臨(2) 佐野　綾音(3)
ｻｸﾏ ﾊｸｱ ｸｹﾞ ﾊﾙﾅ ｻﾄｳ ﾕﾅ ｽｹﾞﾉ ﾉｿﾞﾐ ｻﾉ ｱﾔﾈ

(3) 21:05 (4) 36:56 (4) 48:57 (4) 1:01:38 (5) 1:21:56
(3) 21:05 (5) 15:51 (8) 12:01 (9) 12:41 (9) 20:18

6 1:22:10 13 会津学鳳 市毛　智菜(3) 須田　奈々美(2) 星　菫心(1) 佐藤　愛称(1) 鈴木　沙羅(3)
ｲﾁｹﾞ ﾁﾅ ｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ ﾎｼ ｽﾐﾚｺ ｻﾄｳ ｱｲﾅ ｽｽﾞｷ ｻﾗ

(10) 23:24 (8) 39:25 (6) 50:14 (6) 1:01:55 (6) 1:22:10
(10) 23:24 (8) 16:01 (3) 10:49 (3) 11:41 (8) 20:15

7 1:22:39 7 帝京安積 大島　梨瑚(2) 鈴木　菜々(2) 橋本　こころ(1) 松田　優奈(3) 須釜　凛(3)
ｵｵｼﾏ ﾘｺ ｽｽﾞｷ ﾅﾅ ﾊｼﾓﾄ ｺｺﾛ ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾅ ｽｶﾞﾏ ﾘﾝ

(9) 23:13 (7) 39:12 (7) 50:19 (7) 1:02:41 (7) 1:22:39
(9) 23:13 (7) 15:59 (5) 11:07 (7) 12:22 (7) 19:58

8 1:25:10 5 安積黎明 堀田　雅織(2) 渡邉　七瀬(3) 近内　咲花(1) 武田　侑佳(2) 小板橋　梨亜(1)
ﾎｯﾀ ｶｵﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅｾ ｺﾝﾅｲ ｻｷｶ ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｶ ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾘｱ

(12) 24:27 (11) 40:55 (10) 52:37 (8) 1:04:49 (8) 1:25:10
(12) 24:27 (10) 16:28 (7) 11:42 (6) 12:12 (10) 20:21

9 1:26:11 4 安積 小林　華佳(2) 鈴木　日奈子(1) 大木　紅璃(2) 平山　乃蒼(1) 真部　結(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅｶ ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ ｵｵｷ ｱｶﾘ ﾋﾗﾔﾏ ﾉｱ ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳ
(6) 22:36 (10) 40:20 (11) 53:10 (10) 1:06:23 (9) 1:26:11
(6) 22:36 (12) 17:44 (11) 12:50 (10) 13:13 (5) 19:48

10 1:28:46 3 福島成蹊 佐久間　雛(3) 石井　あゆみ(3) 堀　詩織(3) 半沢　瑠菜(2) 嶺岸　愛莉(2)
ｻｸﾏ ﾋﾅ ｲｼｲ ｱﾕﾐ ﾎﾘ ｼｵﾘ ﾊﾝｻﾞﾜ ﾙﾅ ﾐﾈｷﾞｼ ｱｲﾘ

(11) 24:10 (12) 41:34 (12) 55:32 (11) 1:08:07 (10) 1:28:46
(11) 24:10 (11) 17:24 (13) 13:58 (8) 12:35 (11) 20:39

11 1:29:51 1 福島 今村　学実(2) 須藤　睦実(2) 森口　結羽(1) 秋山　遥花(1) 寅磐　友里(1)
ｲﾏﾑﾗ ﾏﾅﾐ ｽﾄﾞｳ ﾑﾂﾐ ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕｳ ｱｷﾔﾏ ﾊﾙｶ ﾄﾗｲﾜ ﾕﾘ
(5) 22:10 (5) 37:34 (8) 51:22 (9) 1:06:14 (11) 1:29:51
(5) 22:10 (4) 15:24 (12) 13:48 (13) 14:52 (14) 23:37

12 1:30:08 14 いわき秀英 菊地　花音(3) 坂部　涼々子(1) 草野　美空(2) 太田　香織(2) 小野　彩心(1)
ｷｸﾁ ｶﾉﾝ ｻｶﾍﾞ ｽｽﾞｺ ｸｻﾉ ﾐｸ ｵｵﾀ ｶｵﾘ ｵﾉ ｱﾔﾐ

(8) 23:07 (9) 39:30 (9) 52:14 (12) 1:10:13 (12) 1:30:08
(8) 23:07 (9) 16:23 (10) 12:44 (14) 17:59 (6) 19:55

13 1:34:01 2 福島南 八巻　美璃禾(2) 丹治　結彩(2) 星　眞緒(2) 本多　美楓(1) 大越　紗智(3)
ﾔﾏｷ ﾐﾘｶ ﾀﾝｼﾞ ﾕｱ ﾎｼ ﾏｵ ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾌｳ ｵｵｺｼ ｻﾁ

(13) 25:34 (13) 44:48 (13) 56:57 (13) 1:11:19 (13) 1:34:01
(13) 25:34 (13) 19:14 (9) 12:09 (12) 14:22 (13) 22:42

14 1:40:16 9 あさか開成 藤宮　遥香(1) 岡部　真歩(1) 笹島　志音梨(2) 伊東　さくら(1) 馬場　陽菜(1)
ﾌｼﾞﾐﾔ ﾊﾙｶ ｵｶﾍﾞ ﾏﾎ ｻｻｼﾞﾏ ｼｵﾘ ｲﾄｳ ｻｸﾗ ﾊﾞﾊﾞ ｱｷﾅ
(14) 29:46 (14) 49:28 (14) 1:03:28 (14) 1:17:35 (14) 1:40:16
(14) 29:46 (14) 19:42 (14) 14:00 (11) 14:07 (12) 22:41

OPN 1:26:54 15 県北連合 菅野　心花(1)・福島東 森　愛歩(2)・福島東 渡辺　娃夢(1)・福島東 橘　智花(1)・桜の聖母 氏家　千尋(1)・福島東

ｽｹﾞﾉ ｺﾉｶ ﾓﾘ ﾏﾅﾎ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾑ ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｶ ｳｼﾞｲｴ ﾁﾋﾛ
(OPN) 23:20 (OPN) 40:40 (OPN) 52:29 (OPN) 1:05:21 (OPN) 1:26:54
(OPN) 23:20 (OPN) 17:20 (OPN) 11:49 (OPN) 12:52 (OPN) 21:33

第１区 第２区 第３区 第４区 第５区
6.000km 4.0975km 3.000km 3.000km 5.000km

区間記録 蛭田ちなみ  田邉　美咲  渡辺　芳子  吉田真由美  渡辺　芳子  
いわき総合(H19) 田村(H24)   田村(H8)    田村(H13)   田村(H10)   

19:38 13:01  9:18  9:20 15:51

凡例（OPN:オープン参加）



第６７回福島県高等学校駅伝競走大会　コード:22071003 Page:1
第４０回福島県高等学校女子駅伝競走大会 2022/10/20 16:20 
主催：福島陸上競技協会
福島県高等学校体育連盟　福島県教育委員会　毎日新聞社
会場:猪苗代町総合体育館　コード:      

Ground Condition (ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ)
Date(日付) Time Weather(天候) Temp. Humid. Wind(風向風速) Place(場所)
20/10/2022  9:00 Cloudy 曇り 15.8℃ 40％ WNW  4m/s 猪苗代町総合体育館

10:00 Cloudy 曇り 16.7℃ 47％ WNW  4m/s 猪苗代町総合体育館
11:00 Cloudy 曇り 20.0℃ 36％ WNW  7m/s 猪苗代町総合体育館
12:00 Cloudy 曇り 16.5℃ 47％ W    5m/s 猪苗代町総合体育館
13:00 Cloudy 曇り 15.1℃ 50％ WNW  4m/s 猪苗代町総合体育館



 
 

 
 
 
 



 
 

 




