
第４６回 青森県高等学校新人陸上競技代替競技会 結果 

令和３年１０月２９日（金）～１１月１日（月） 新青森県総合運動公園陸上競技場 

                      （カクヒログループアスレティックスタジアム） 

 

木幡 駿平（２２ＨＲ） ジュニア砲丸投 第１位 １４ｍ４２ 自己ベスト・大会新 

 【PB】13m58 

山田 大翔（２４ＨＲ） ４００ｍ    第１位 ５０″１２ 自己ベスト 

細川 稚尋（２２ＨＲ） 棒高跳     第１位 ３ｍ００  自己ベスト 【PB】2m90 

能登 勇馬（２２ＨＲ） 棒高跳     第１位 ４ｍ２０  自己ベスト 【PB】4m10 

男子 ４×４００ｍリレー        第２位 ３′２５″０６ 新チームベスト 

１走  手間本 凛（１１ＨＲ） 

 ２走  橋本  蓮（２３ＨＲ） 

     能登 勇馬（２２ＨＲ）予選 

３走  川端 俊輔（１２ＨＲ） 

    橋本  蓮（２３ＨＲ）予選 

４走  山田 大翔（２４ＨＲ） 

山崎 真衣（２４ＨＲ） やり投     第２位 ３１ｍ４９       【PB】31m86 

坂田 一護（１３ＨＲ） 棒高跳     第２位 ３ｍ５０ 自己ベストタイ 【PB】3m50 

南谷 朱音（１２ＨＲ） 棒高跳     第２位 ２ｍ３０ 自己ベスト 

橋本  蓮（２３ＨＲ） ８００ｍ    第４位 １′５９″８２   【PB】1′57″55 

山崎 真衣（２４ＨＲ） 円盤投     第５位 ２４ｍ５０ 自己ベスト 【PB】22m37 

齊藤 一愛（２２ＨＲ） １００ｍ    第６位 １３″０４（－0.2）  【PB】12”77 

種澤  楓（１２ＨＲ） １１０ｍＨ   第６位 １５″８０（＋1.2） 自己ベスト 

                                    【PB】16”55 

女子 ４×４００ｍリレー        第６位 ４′２３″６７ 新チームベスト 

１走  齊藤 一愛（２２ＨＲ） 

 ２走  畑中 羅乃（２１ＨＲ） 

３走  細川 稚尋（２２ＨＲ） 

４走  南谷 朱音（１２ＨＲ） 

加藤  諒（１１ＨＲ） 走高跳     第６位 １ｍ７５        【PB】1m86 

 

 

入賞以外の全結果 

畑中 羅乃（２１ＨＲ） １００ｍ    予選２着 １３″７１（＋0.1） 【PB】12″95 

            ２００ｍ    予選３着 ２７″９９（＋2.5） 【PB】27″46 

苅谷 彩香（２１ＨＲ） 砲丸投     ＤＮＳ             【PB】9m79 

山田 万紘（２１ＨＲ） ４×４００ｍリレー  

木幡 駿平（２２ＨＲ） ジュニアハンマー投  ＤＮＳ 

能登 勇馬（２２ＨＲ） １００ｍ    予選４着 １１″８９（＋0.8） 自己ベスト 

【PB】12″18 

齊藤 一愛（２２ＨＲ） ２００ｍ    ＤＮＳ             【PB】28″21 

細川 稚尋（２２ＨＲ） 走幅跳     決勝１９位 4m49（＋1.8） 



伊藤 大地（２３ＨＲ） ４００ｍ    予選２着 ５６″１０ 自己ベスト【PB】58″12 

            ２００ｍ    予選７着 ２５″６４（＋3.1） 

            ４００ｍＨ   予選３着 １′０３″１３ 自己ベスト 

【PB】1′05″73 

橋本  蓮（２３ＨＲ） ４００ｍ    予選３着 ５３″３２      【PB】51″81 

辻  飛生（２４ＨＲ） ８００ｍ    ＤＮＳ              

            １５００ｍ   予選６着 ４′２９″３７   【PB】4′25″73 

山田 大翔（２４ＨＲ） １００ｍ    予選１着 １１″４９（－0.3） 自己ベスト 

 【PB】11″57 

            ２００ｍ    予選１着 ２２″９９（＋1.2） 【PB】22″95 

坂本明優夢（１１ＨＲ） １００ｍ    予選４着 １２″２０（＋0.5） 【PB】12″14 

            ２００ｍ    予選４着 ２５″００（＋0.7） 自己ベスト 

【PB】25″15 

手間本 凛（１１ＨＲ） １００ｍ    予選４着 １１″６１（＋0.3） 自己ベスト 

【PB】12″14 

            ２００ｍ    予選２着 ２３″２８（＋1.9） 自己ベスト 

【PB】23″99 

            ４００ｍ    予選１着 ５２″８０      【PB】52″63 

古館  仁（１１ＨＲ） １００ｍ    ＤＮＳ             【PB】12″81 

            ２００ｍ    ＤＮＳ             【PB】26″16 

 

宮崎  蓮（１１ＨＲ） １００ｍ    予選９着 １３″３３（－0.8） 【PB】13″49 

            走幅跳     ＮＭ              【PB】3m31 

池田 夢空（１２ＨＲ） ８００ｍ    ＤＮＳ           【PB】2′36″90 

            １５００ｍ   予選９着 ４′４７″３４ 自己ベスト 

 【PB】4′48″03 

            ５０００ｍ   １７′３２″１４ 自己ベスト【PB】17′45″72 

川端 俊輔（１２ＨＲ） １００ｍ    予選６着 １２″３３（－0.3） 自己ベスト 

【PB】12″53 

            ４００ｍ    予選３着 ５３″９０ 自己ベスト 【PB】54″69 

種澤  楓（１２ＨＲ） ４００ｍＨ   予選３着 １′０１″６７ 【PB】1′00″76 

南谷 朱音（１２ＨＲ） １００ｍＨ   ＤＮＳ             【PB】19″20 

 

坂田 一護（１３ＨＲ） ２００ｍ    予選６着 ２６″２１（＋01） 自己ベスト 

【PB】27″74 

            ４００ｍ    予選４着 ５９″８２ 自己ベスト 

     【PB】1′05″82 

中村 天斗（１３ＨＲ） １００ｍ    予選７着 １２″９５（＋0.6） 自己ベスト 

【PB】13″52 

            走幅跳     ＮＭ              【PB】3m41 

女子 ４×１００ｍリレー        ＤＮＳ 

 


