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第65回福島県高等学校体育大会陸上競技県北地区予選会 2019年5月10日(金)～12日(日)

県北陸上競技選手権大会 決勝一覧表
福島市信夫ケ丘競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子 5/11 １００ｍ 大町　知寛(3) 11.10 志賀　理望(2) 11.12 齋藤　　陸(2) 11.17 佐藤　龍介(2) 11.21 五十嵐大己(2) 11.40 佐藤　勇樹(2) 11.50 佐藤　玲緒(2) 11.52 景井綺李也(1) 11.54

福島高 -0.8 福島高 -0.8 橘高 -0.8 福島成蹊高 -0.8 橘高 -0.8 福島南高 -0.8 安達高 -0.8 福島商高 -0.8 
男子 5/12 ２００ｍ 木戸　悠介(3) 22.41 齋藤　　陸(2) 22.73 佐藤　龍介(2) 23.27 五十嵐大己(2) 23.41 佐藤　玲緒(2) 23.78

福島高 -2.7 橘高 -2.7 福島成蹊高 -2.7 橘高 -2.7 安達高 -2.7 

男子 5/10 ４００ｍ 木戸　悠介(3) 49.53 大波　龍登(2) 50.92 横山　裕紀(3) 52.05 幕田　康貴(2) 52.45 大竹　琉芽(3) 52.83 村上　桜介(3) 53.10 阿部　颯翔(2) 53.69 番匠　　翠(3) 54.25
福島高 福島成蹊高 福島東高 福島成蹊高 福島成蹊高 聖光学院高 福島東稜高 福島高

男子 5/12 ８００ｍ 成田　　匠(3)  2:01.43 小林　晴樹(2)  2:04.39 瓜生　一輝(3)  2:05.18 菅野　裕太(3)  2:07.16 川村　大樹(2)  2:09.00 有路　結斗(3)  2:10.19 菅野　友喜(2)  2:13.39
福島成蹊高 聖光学院高 聖光学院高 福島商高 福島東高 福島東高 安達東高

男子 5/10 １５００ｍ 石幡　　廉(3)  4:10.76 佐久間光紀(3)  4:12.69 阿部　俊太(3)  4:13.15 佐藤　　樹(3)  4:13.27 成田　　匠(3)  4:13.65 宍戸　智紀(3)  4:14.18 瓜生　一輝(3)  4:14.34 八巻　伶門(2)  4:14.55
聖光学院高 福島高 福島明成高 福島高 福島成蹊高 福島東高 聖光学院高 福島東高

男子 5/11 ５０００ｍ 佐藤悠貴也(3) 15:40.53 佐久間光紀(3) 15:42.83 八巻　伶門(2) 15:54.74 佐藤　　樹(3) 16:00.77 石井　京輔(2) 16:04.33 佐藤　眞尋(2) 16:17.92 齋藤　良平(2) 16:30.15 阿部　俊太(3) 16:34.23
福島成蹊高 福島高 福島東高 福島高 福島東高 福島成蹊高 聖光学院高 福島明成高

男子 5/12 １１０ｍＨ 伊藤　黛士(1) 15.30 根本　祥希(2) 16.17 山北　大暉(3) 16.34 菅野　智敬(2) 16.49 赤井　智紀(2) 17.00 下田　雄太(2) 17.55
(1.067m) 福島商高 +1.2 福島東高 +1.2 福島東高 +1.2 福島西高 +1.2 福島商高 +1.2 福島成蹊高 +1.2 

男子 5/11 ４００ｍＨ 遊佐　孔明(3) 58.32 山北　大暉(3) 58.49 赤井　智紀(2) 58.72 桐山　悠月(3) 58.88 加納　雅也(3)  1:00.44 番匠　　翠(3)  1:01.84 本田　聖翔(2)  1:02.46 大友　温生(2)  1:03.08
(0.914m) 福島成蹊高 福島東高 福島商高 橘高 福島東稜高 福島高 福島工高 福島東高

男子 5/12 ３０００ｍＳＣ 石幡　　廉(3)  9:52.04 朝倉　　樹(3)  9:59.43 松浦　毅弥(3) 10:04.31 佐藤　寿彦(3) 10:21.90 土屋　優斗(2) 10:23.93 入江　勇祐(3) 10:35.79 関根　天斗(2) 10:36.55 石井　健暉(2) 10:47.98
(914mm) 聖光学院高 福島南高 福島高 橘高 福島工高 福島東高 福島成蹊高 福島東高

男子 5/10 ５０００ｍＷ 木村　真心(3) 24:52.25 齋藤　丈斗(3) 25:51.56 佐藤　　望(3) 26:11.46 高野　啓太(3) 28:26.65 齋藤　　学(2) 29:41.62 本多　勇輝(2) 30:26.95
福島高 福島成蹊高 聖光学院高 福島工高 聖光学院高 安達東高

男子 5/11 ４×１００ｍ 福島高 42.42 橘高 43.04 福島成蹊高 43.30 福島商高 44.04 福島東高 44.16 福島工高 44.94 聖光学院高 45.19
  佐藤　七沖(2)   海老原　龍(3)   黒沢　竜生(1)   菅野　雄弥(2)   塩見　颯己(3)   大橋　拓海(3)   山崎　龍聖(3)
  志賀　理望(2)   齋藤　　陸(2)   佐藤　龍介(2)   伊藤　黛士(1)   早川　瑛士(3)   本田　聖翔(2)   村上　桜介(3)
  大町　知寛(3)   菅野　柊生(1)   野村　奎太(3)   佐藤　魁飛(3)   阿部　栞太(2)   星　一馬(2)   齋藤　駿一(3)
  木戸　悠介(3)   五十嵐大己(2)   佐藤　大夢(3)   景井綺李也(1)   根本　祥希(2)   塚田　夕太(2)   石川　大輝(3)

男子 5/12 ４×４００ｍ 福島高  3:24.33 橘高  3:29.28 福島成蹊高  3:31.25 福島東高  3:33.94 福島商高  3:38.75 聖光学院高  3:42.53 安達高  3:43.45 福島東稜高  3:43.83
  志賀　理望(2)   穂住　響也(3)   幕田　康貴(2)   早川　瑛士(3)   景井綺李也(1)   石川　大輝(3)   野地　大介(3)   加納　雅也(3)
  大町　知寛(3)   五十嵐大己(2)   佐藤　龍介(2)   横山　裕紀(3)   佐藤　魁飛(3)   山崎　龍聖(3)   橋本真那斗(2)   橋本　渉(3)
  番匠　　翠(3)   齋藤　　陸(2)   大波　龍登(2)   有路　結斗(3)   武田　隼弥(2)   岡崎　由暉(3)   佐藤　紘汰(2)   阿部　颯翔(2)
  木戸　悠介(3)   市川　尚弥(3)   大竹　琉芽(3)   山北　大暉(3)   赤井　智紀(2)   村上　桜介(3)   安齋　陸(3)   遠藤　春斗(1)

男子 5/10 走高跳 川　玄人(3) 1m80 佐藤　洸輔(2) 1m75 大貫　歩夢(2) 1m75 引地　直登(2) 1m70 小針　優汰(2) 1m65 渡邊　芳紀(3) 1m55 守岡　悠希(2) 1m45 佐藤　柊吾(1) 1m40
橘高 福島明成高 安達東高 福島成蹊高 福島高 福島高 福島東高 松韻福島高

男子 5/10 棒高跳 金澤　颯汰(2) 4m20 渡邉　章太(2) 4m00 同順：佐藤　翔太(2) 4m00 森田　勇(3) 3m90 武田　隼弥(2) 3m50
福島成蹊高 安達東高 福島成蹊高 保原高 福島商高

男子 5/10 走幅跳 熊田　統弥(3) 6m80 菅野　柊生(1) 6m56 早川　瑛士(3) 6m51 黒沢　竜生(1) 6m39 尾形　優斗(2) 6m37 海老原　龍(3) 6m16 服部　　拓(2) 6m08 下田　雄太(2) 5m93
福島成蹊高 -0.2 橘高 +1.3 福島東高 +1.4 福島成蹊高 +0.6 福島東高 +2.3 橘高 +1.7 橘高 -2.5 福島成蹊高 -0.5 

男子 5/12 三段跳 市川　尚弥(3) 13m97 熊田　統弥(3) 13m24 菅野　柊生(1) 12m86 髙橋　秀熙(3) 12m49 尾形　優斗(2) 12m33 齋藤　光紀(3) 12m18 武藤　渚(2) 11m91 宗像　真椰(2) 11m83
橘高 +3.4 福島成蹊高 +2.0 橘高 +2.0 福島南高 +2.9 福島東高 +3.5 福島東高 +1.1 福島明成高 +0.8 福島明成高 +2.8 

男子 5/10 砲丸投 三本木良坤(3)  13m83 福井　隼人(3)  12m19 小野　凌雅(3)  11m66 加藤　　周(3)  11m61 菅野　隼斗(2)  11m42 齋藤　大成(1)  10m97 菅野　怜音(3)  10m40 丹野　健人(1)   9m81
(6.000kg) 福島成蹊高 福島成蹊高 福島東高 福島成蹊高 福島南高 安達東高 聖光学院高 福島工高

男子 5/12 円盤投 三本木良坤(3)  40m52 梅原　徳真(2)  33m95 中村　健人(3)  31m71 齋藤　大成(1)  31m27 佐々木　太輝(2)  30m83 加藤　　周(3)  30m27 氏家　大智(3)  30m10 黒沢　亘汰(2)  25m93
(1.750kg) 福島成蹊高 安達東高 福島南高 安達東高 保原高 福島成蹊高 松韻福島高 福島明成高

男子 5/10 ハンマー投 遠藤　委吹(3)  52m49 渡邉　皇人(3)  49m38 武藤　寿樹(2)  48m85 小野　凌雅(3)  43m49 梅原　徳真(2)  39m78 菅野　怜音(3)  39m70 菅野　駿太(2)  38m33 菅野　隼斗(2)  37m08
(6.000kg) 安達東高 保原高 福島工高 福島東高 安達東高 聖光学院高 安達東高 福島南高

男子 5/11 やり投 福井　隼人(3)  56m97 氏家　大智(3)  54m74 阿部　琉輝(3)  52m13 加藤　　周(3)  49m07 髙橋　秀熙(3)  45m67 渡邉　悠佑(3)  42m00 遠藤　委吹(3)  39m51 森田　勇(3)  34m75
(0.800kg) 福島成蹊高 松韻福島高 保原高 福島成蹊高 福島南高 二本松工高 安達東高 保原高

男子 5/10 八種競技 高橋　一生(3)  4028
5/11 橘高

11.60/+0.6-5m63/+1.4-7m75-55.64

17.57/-1.1-34m42-1m53-5:06.33

女子 5/11 １００ｍ 旭　　叡子(2) 12.58 渡邉　陽菜(3) 12.71 松本　寛菜(2) 13.01 三浦みづき(3) 13.15 松田　愛美(1) 13.24 根本　優花(2) 13.34 須田茉凪美(2) 13.54
福島高 -0.7 福島成蹊高 -0.7 橘高 -0.7 福島明成高 -0.7 福島成蹊高 -0.7 福島高 -0.7 福島南高 -0.7 

女子 5/12 ２００ｍ 渡邉　陽菜(3) 25.80 旭　　叡子(2) 26.06 鹿股　梨乃(2) 26.18 松本　寛菜(2) 26.57 根本　優花(2) 27.12 三浦みづき(3) 27.61 土田　愛璃(3) 27.69
福島成蹊高 -0.3 福島高 -0.3 福島成蹊高 -0.3 橘高 -0.3 福島高 -0.3 福島明成高 -0.3 福島南高 -0.3 

女子 5/10 ４００ｍ 千葉　愛里(3) 59.62 鹿股　梨乃(2)  1:01.12 板倉はづき(3)  1:02.63 氏家　玲奈(3)  1:04.44 二瓶　麻衣(3)  1:05.26 八巻美耶妃(3)  1:06.69 渡辺　栞奈(1)  1:07.78 土田　愛璃(3)  1:10.10
福島成蹊高 福島成蹊高 福島成蹊高 安達高 福島東高 福島商高 橘高 福島南高

女子 5/12 ８００ｍ 遠藤　梨帆(2)  2:24.09 菅野　美咲(2)  2:26.03 嶺岸　咲歩(2)  2:28.33 木曽　綾音(3)  2:30.02 山際　七莉(3)  2:34.14 郷家　和海(3)  2:37.66 金澤　陶子(1)  2:40.59 大波ほのか(2)  2:44.59
福島成蹊高 福島成蹊高 福島東高 福島成蹊高 福島高 桜の聖母学院高 福島西高 福島商高

女子 5/10 １５００ｍ 菅野　美咲(2)  5:03.82 佐藤　美陽(3)  5:06.27 木曽　綾音(3)  5:07.08 松本　怜美(1)  5:08.98 菊地　凛(2)  5:11.18 大内　美怜(2)  5:14.54 郷家　和海(3)  5:17.94 長谷川笑花(3)  5:21.21
福島成蹊高 福島東高 福島成蹊高 福島東高 福島明成高 福島東高 桜の聖母学院高 福島高

女子 5/12 ３０００ｍ 菊地　凛(2) 11:01.23 松本　怜美(1) 11:02.78 佐藤　美陽(3) 11:03.94 大内　美怜(2) 11:12.06 木曽　綾音(3) 11:24.08 長谷川笑花(3) 11:47.98 山貝　翠来(2) 11:56.63 吉田　　楓(1) 12:05.54

100m-走幅跳-砲丸投-400m

110mH-やり投-走高跳-1500m
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第65回福島県高等学校体育大会陸上競技県北地区予選会 2019年5月10日(金)～12日(日)

県北陸上競技選手権大会 決勝一覧表
福島市信夫ケ丘競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
福島明成高 福島東高 福島東高 福島東高 福島成蹊高 福島高 福島高 福島成蹊高

女子 5/12 １００ｍＨ 髙橋　美帆(3) 14.79 大石　美夢(3) 16.50 佐藤こころ(2) 16.79 紺野　莉音(3) 17.31 半沢菜々美(1) 17.84 丹治　沙月(2) 18.42 平石　　凜(2) 18.78 高橋　沙来(2) 23.48
(0.840m) 橘高 -0.2 福島成蹊高 -0.2 福島南高 -0.2 福島成蹊高 -0.2 福島成蹊高 -0.2 福島明成高 -0.2 福島高 -0.2 福島西高 -0.2 

女子 5/11 ４００ｍＨ 大石　美夢(3)  1:08.49 板倉はづき(3)  1:10.72 栗原　愛加(2)  1:11.04 安齋　葵和(3)  1:12.32 丹治　沙月(2)  1:15.39 佐藤　芽(3)  1:16.71 佐藤こころ(2)  1:16.89
(0.762m) 福島成蹊高 福島成蹊高 福島成蹊高 福島工高 福島明成高 福島工高 福島南高

女子 5/12 ２０００ｍＳＣ 鈴木　琴音(3)  8:24.30 鈴木ほのか(2)  8:31.91 眞壁ひとみ(3)  9:02.55 古川奈菜子(2)  9:07.12
福島東稜高 福島南高 福島東高 福島東稜高

女子 5/10 ５０００ｍＷ 上澤　　鈴(2) 31:01.51
福島成蹊高

女子 5/11 ４×１００ｍ 福島成蹊高 48.88 橘高 50.69 安達高 52.47 福島南高 52.64 福島明成高 52.95 福島東高 53.31 福島高 53.89 福島商高 53.89
  松田　愛美(1)   春日　心愛(1)   渡邊　菜乃(2)   須田茉凪美(2)   佐藤　未優(3)   渡邉こころ(2)   平石　　凜(2)   齋藤　美月(2)
  千葉　愛里(3)   髙橋　美帆(3)   氏家　玲奈(3)   土田　愛璃(3)   三浦みづき(3)   二瓶　麻衣(3)   旭　　叡子(2)   齋藤はる香(2)
  渡邉　陽菜(3)   松本　寛菜(2)   橋本花七海(3)   佐藤こころ(2)   管野　陽菜(3)   齋藤　菜月(1)   根本　優花(2)   八巻美耶妃(3)
  鹿股　梨乃(2)   引地菜々華(2)   根本　颯香(3)   熊田　小町(2)   丹治　沙月(2)   服部　尚美(2)   山下真由子(3)   今村　愛海(3)

女子 5/12 ４×４００ｍ 福島成蹊高  4:03.47 橘高  4:19.39 福島高  4:22.81 福島東高  4:24.14 福島商高  4:24.89 福島南高  4:25.43 福島明成高  4:25.44 安達高  4:27.56
  千葉　愛里(3)   髙橋　美帆(3)   山際　七莉(3)   二瓶　麻衣(3)   今村　愛海(3)   須田茉凪美(2)   丹治　沙月(2)   氏家　玲奈(3)
  渡邉　陽菜(3)   春日　心愛(1)   根本　優花(2)   服部　尚美(2)   八巻美耶妃(3)   土田　愛璃(3)   佐藤　未優(3)   根本　颯香(3)
  鹿股　梨乃(2)   松本　寛菜(2)   平石　　凜(2)   渡邉こころ(2)   齋藤はる香(2)   佐藤こころ(2)   三浦みづき(3)   橋本花七海(3)
  板倉はづき(3)   渡辺　栞奈(1)   旭　　叡子(2)   嶺岸　咲歩(2)   齋藤　美月(2)   熊田　小町(2)   菊地　凛(2)   渡邊　菜乃(2)

女子 5/11 走高跳 宍戸　日和(1) 1m55 児玉　亜依(1) 1m50 加藤南々帆(2) 1m45 今村　愛海(3) 1m45 須田茉凪美(2) 1m40 佐藤　明奈(3) 1m35 菅野　茉子(3) 1m35 桑原さくら(1) 1m35
福島工高 福島高 福島成蹊高 福島商高 福島南高 桜の聖母学院高 福島東稜高 橘高

女子 5/10 棒高跳 小板橋茉由(1) 2m70 斎藤　珠理(2) 2m50 鎌田梨夏渚(2) 2m40
福島成蹊高 福島成蹊高 福島成蹊高

女子 5/12 走幅跳 松田　愛美(1) 5m21 管野　陽菜(3) 4m93 三浦恵都子(1) 4m92 熊田　小町(2) 4m87 斎藤　珠理(2) 4m86 加藤南々帆(2) 4m75 橋本花七海(3) 4m61 齋藤はる香(2) 4m44
福島成蹊高 +1.0 福島明成高 +2.2 福島南高 +0.4 福島南高 -0.7 福島成蹊高 +1.1 福島成蹊高 -0.1 安達高 +0.8 福島商高 +0.9 

女子 5/11 三段跳 熊田　小町(2) 10m87 三浦恵都子(1) 10m29 管野　陽菜(3) 10m21 斎藤　珠理(2) 10m15 佐藤穂乃香(3) 10m03 桑原さくら(1) 9m95 佐藤　明奈(3) 8m92
福島南高 +0.2 福島南高 -2.9 福島明成高 -0.3 福島成蹊高 -1.2 聖光学院高 -1.2 橘高 -0.9 桜の聖母学院高 -1.2 

女子 5/12 砲丸投 野田　優奈(1)  10m52 大内　世捺(2)   9m74 中野　胡桃(2)   9m73 相馬　陽菜(1)   9m53 小野田恵弥(3)   9m11 安田　友香(1)   9m06 丹治　愛(2)   8m45 横山　史香(3)   7m70
(4.000kg) 福島成蹊高 福島成蹊高 福島成蹊高 安達東高 福島東稜高 聖光学院高 保原高 福島工高

女子 5/10 円盤投 大内　世捺(2)  33m28 門脇　　翠(3)  27m64 安田　友香(1)  27m41 石井　美咲(3)  27m32 阿部　雪那(3)  24m86 伊藤　風香(2)  23m64 佐藤　　唯(2)  23m52 小野田恵弥(3)  23m28
(1.000kg) 福島成蹊高 福島成蹊高 聖光学院高 保原高 聖光学院高 松韻福島高 福島成蹊高 福島東稜高

女子 5/10 ハンマー投 小野田恵弥(3)  45m01 武田　千都(3)  44m50 阿部　雪那(3)  40m34 横山　史香(3)  39m74 大橋　風花(3)  38m16 渡邊　彩葉(2)  32m92 栗原　陽愛(2)  28m94 相馬　陽菜(1)  27m74
(4.000kg) 福島東稜高 保原高 聖光学院高 福島工高 福島南高 福島東稜高 松韻福島高 安達東高

女子 5/11 やり投 中野　胡桃(2)  44m84 武田　千都(3)  35m61 阿部　来美(3)  30m21 鈴木　那奈(2)  27m93 阿部　雪那(3)  27m22 関根　　和(2)  27m00 石井　美咲(3)  25m83 西本　夏穂(3)  25m57
(0.600kg) 福島成蹊高 保原高 聖光学院高 福島成蹊高 聖光学院高 松韻福島高 保原高 福島工高

女子 5/11 七種競技 中里　真菜(1)  2517 佐藤　緋里(2)  2462 山下真由子(3)  2265
5/12 福島成蹊高 福島成蹊高 福島高

19.84/-1.0-1m23-7m34-27.92/+1.5 20.23/-1.0-1m14-5m81-28.95/+1.5 19.61/-1.0-1m26-5m85-31.22/+1.5

3m97/-0.1-15m07-2:59.67 3m67/-0.1-24m56-2:46.96 3m49/-1.4-18m08-2:51.52

男子1年5/10 ３０００ｍ 武藤　巧真(1)  9:41.74 菅野　大地(1)  9:42.90 遠藤　滉己(1)  9:51.27 鈴木　諒(1) 10:01.44 佐藤　実吹(1) 10:06.20 髙橋　大河(1) 10:07.73 朽木　颯辰(1) 10:08.24 武藤　楓輝(1) 10:13.76
聖光学院高 福島明成高 福島東高 福島東高 福島南高 福島商高 聖光学院高 福島高

男子1年5/11 ４×１００ｍ 福島商高 45.29 福島成蹊高 47.71 福島東高 48.81 二本松工高 48.82 福島南高 49.79 橘高 49.89 安達東高 52.76
  大槻　駿成(1)   黒沢　竜生(1)   長澤　椋(1)   間島　創詩(1)   大谷　　陸(1)   八島　陸飛(1)   佐藤　圭悟(1)
  伊藤　黛士(1)   二瓶　琉佳(1)   添田　昂弥(1)   安田　悠護(1)   星　龍之介(1)   菅野　柊生(1)   佐久間　累(1)
  菊地　航平(1)   渡辺　　陸(1)   遠藤　卓(1)   松浦　健真(1)   佐藤　実吹(1)   庄司　　凌(1)   宗形　　誠(1)
  景井綺李也(1)   安部　雄大(1)   古川　大稀(1)   橋本　優雅(1)   栁沼　紘太(1)   三瓶　晟那(1)   齋藤　大成(1)

女子1年5/11 ４×１００ｍ 福島成蹊高 53.44 福島西高 57.07 福島南高 57.51 福島高 59.09 桜の聖母学院高  1:00.49
  阿部　心音(1)   佐藤　春日(1)   櫻田　真夕(1)   渡邉　愛月(1)   鈴木　佑梨(1)
  齋藤　咲花(1)   金澤　陶子(1)   三浦恵都子(1)   大野　真依(1)   鈴木満穂佳(1)
  半沢菜々美(1)   大室　来未(1)   坂内　陽花(1)   児玉　亜依(1)   三浦　一葉(1)
  小板橋茉由(1)   冨田あかり(1)   吾妻　和香(1)   武田　実黎(1)   三浦　万葉(1)

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m


