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米山　和磨(3) 10.62 佐々木　寛大(2) 10.94 石井　一真(3) 11.06 坂本　琥五郎(3) 11.13 大滝　航(2) 11.16 竹内　嵩真(3) 11.24 近藤　琉章(3) 11.25 井上　大河(3) 11.34

茅ケ崎 PR,GR 都田 西本郷 西高津 中島 栗田谷 南大師 港南

村山　哲郎(3) 22.65 竹下　結翔(3) 22.83 松井　元(3) 22.87 大竹　正樹(3) 22.95 髙城　幸太郎(3) 22.96 石丸　達也(3) 23.15 根本　祐(3) 23.32 佐藤　和哉(3) 23.48

末吉 西高津 宮前平 平間 大正 玉縄 YC 伊勢原中沢 岩瀬

越智　叶(3) 50.95 勝野　翔大(3) 51.41 溝川　達生(3) 51.42 村松　蒼空(3) 52.29 吉田　明暉(3) 53.25 石井　ニコラス　蓮(3) 53.41 松田　琉唯(3) 53.50 伊藤　洸太朗(3) 53.55

日大 相原 三崎 茅ケ崎 すすき野 つきみ野 横浜田奈 岩井原

湯川　月翔(3) 2:02.35 須田　勝也(3) 2:02.40 三浦　大侍(3) 2:03.94 小張　祐貴(3) 2:04.65 富阪　倫太郎(3) 2:04.67 小林　歩夢(3) 2:04.98 市原　銀河(3) 2:07.16 田島　啓大(2) 2:12.19

秦野東 酒匂 松林 浦島丘 岩井原 岡村 釜利谷 新町

門間 蒼大(3) 4:00.84 貝原　悠里(3) 4:02.10 山本　祐貴(3) 4:03.48 小沼　虎白(3) 4:06.49 谷﨑　然(3) 4:11.14 山口幸太郎(3) 4:14.54 齊藤　颯汰(3) 4:14.93 近藤　寿樹(3) 4:15.54

秋葉台 塚越 藤沢第一 浜須賀 南郷 横浜旭 光丘 麻生

伊藤　優喜(3) 9:03.55 鈴木　啓斗(3) 9:10.80 小島　大輝(3) 9:12.38 川口　貴城(3) 9:12.97 内山　眞之介(2) 9:14.22 冨樫　宙大(3) 9:15.25 小池　大晴(2) 9:15.68 千葉　健志朗(3) 9:19.57

横浜田奈 大津 西高津 千代 慶應藤沢 平塚中等 鵠沼 寺尾

村上　祥太郎(3) 14.16 古賀　ｼﾞｪﾚﾐｰ(3) 14.47 林　櫂央(3) 14.69 井上　翔斗(3) 14.85 元久　伊織(3) 14.92 杉浦　周(3) 15.29 髙橋　幸大(3) 15.39 髙橋　和希(2) 15.93

藤沢六会 保土ケ谷 十日市場 湘光 西高津 はるひ野 向丘 港南

寺尾 46.25 川崎有馬 47.25 玉縄 47.57 光丘 47.70 東山田 47.74 中川西 47.81 大津 47.86

濵田  空希(2) 高橋　恵瑠(2) 井田　貴楽(2) 相原　幸太朗(2) 米倉　充輝(2) 小林　巧磨(2) 萩原　千尋(2)

大野　秀斗(1) 大津　康太(1) 森内　湊(1) 武田　波芦(1) 本間　紫苑(1) 大久保　響生(1) 森　宗一朗(1)

杉浦　聖成(1) 髙橋　蒐(1) 田中　恒輝(1) 村木　玲(1) 桑本　侍輝 (1) 上野　来羽(1) 髙橋　翔(1)

浅川　大治(2) 髙橋　魁(2) 仲西　周佑(2) 高桒　裕輝(2) 水藻　新(2) 槻田　蓮(2) 小澤　翔馬(2)

平間 43.56 藤沢六会 43.68 都田 43.75 西高津 44.15 岡津 44.26 瀬谷 44.35 浦島丘 44.55 稲田 44.66

石井　佑典(3) 郡司　直輝(2) 木竜　誠人(2) 大野　翔栄(3) 廣井　永空(3) 石垣　龍翔(3) 髙橋　佳聖(3) 福島　蕾斗(2)

大竹　正樹(3) 玉川　聖皓(3) 佐々木　寛大(2) 竹下　結翔(3) 廣井　大空(3) 小関　健太(3) 新名　潤(3) 奥村　悠駕(3)

阿部　聖士(3) 櫛田　裕太(3) 佐藤　亘哲(3) 元久　伊織(3) 佐藤　颯人(3) 宮下　康(3) 三好　宗摩(3) 鈴木　健将(3)

髙橋　光祐(3) 村上　祥太郎(3) 髙橋　朝陽(3) 坂本　琥五郎(3) 末宗　凌太(3) 篠島　斗颯(3) 岩井　祐樹(3) 石橋　快琉(3)

斉藤　慶汰(2) 1m78 浅井　隆惺(3) 1m75 北村　晃希(3) 1m75 五十嵐　息吹(3) 1m75 井倉　大凱(3) 1m75 坂巻　康稔(3) 1m75 長谷川　怜音(3) 1m70 鈴木　澪穏(3) 1m70

横浜吉田 藤ヶ岡 荏田南 大津 富士見 高浜 茅ケ崎 南毛利

加藤　佑弥(3) 4m20 早田　蒼生(2) 3m80 水谷　蓮(3) 3m50 金城　智也(3) 3m40 安藤　輝(2) 3m40 三浦　奏汰(3) 3m40 油井　一樹(3) 3m40 白井　陸翔(3) 3m20

中山 柿生 浦賀 小田 保土ケ谷 浦賀 柿生 東橘

栁澤　響喜(3) 6m57(+2.0) 光井 涼真(3) 6m56(+2.4) 居塚　悠生(3) 6m44(+0.8) 皆川　悠大(3) 6m42(+2.5) 佐藤　希(3) 6m16(+2.6) 来住南　太心(3) 6m10(+0.8) 星野　礼翔(3) 6m09(+0.5) 大内　健太郎(3) 6m05(+1.1)

保土ケ谷 秋葉台 公認6m52(+0.9) 横浜旭 相原 公認6m26(+1.9) 茅ケ崎 公認6m11(+1.6) 川崎橘 舞岡 浦島丘

泉ﾓﾝｶﾀﾞ　漣音(3) 13m46 小島　平(3) 12m90 境　春睦(3) 12m73 堀江　義人(3) 11m84 菊池　将翔(3) 11m69 中村　咲(2) 11m52 山仲　悠介(2) 11m48 嶋田　好希(3) 11m45

神田 いずみ野 宮前平 金旭 南生田 公郷 中山 片瀬

東海　晴(3) 2711点 座間　信之介(3) 2703点 内山　潤太(3) 2675点 島　恭介(3) 2364点 八田　晃輝(3) 2338点 幸野　健吾(2) 2227点 槻田　蓮(2) 2207点 佐々木　結翔(2) 2149点

厚木 中山 横須賀鴨居 柿生 井田 大正 中川西 横須賀鴨居

凡例  YC:警告 PR:県中学記録 GR:大会記録

西舘　健吾　・　深谷　昇平

大黒　信貴　・　野村　香織

三橋　政義

大場　一子　・　石渡　淳史

津國　洋和

田口　裕二　・　宮城　弘之

國枝　信孝

第７５回神奈川県中学校陸上競技大会 【22143004】
三ツ沢公園陸上競技場 【142070】
2022/10/01

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月1日
男子共通100m

風：+0.9

10月1日
男子共通200m

風：0.0

10月1日 男子共通400m

10月1日 男子共通800m

10月1日 男子共通1500m

10月1日 男子共通3000m

10月1日
男子共通110mH
(0.914m／9.14m)

風：0.0

10月1日 男子低学年4X100mR

10月1日 男子共通4X100mR

10月1日 男子共通走高跳

10月1日 男子共通棒高跳

10月1日 男子共通走幅跳

10月1日 男子共通砲丸投(5.000kg)

14.96(+0.2)-10m81-1m84-53.46

10月1日 男子共通四種競技

14.80(+1.5)-11m39-1m69-52.01 15.19(+1.4)-11m58-1m78-53.57 15.17(+1.8)-8m36-1m63-53.54 15.23(+0.2)-8m21-1m78-56.84 16.46(+1.5)-10m74-1m60-56.21 16.90(+1.4)-10m48-1m63-55.76 16.95(+0.2)-9m76-1m69-57.22
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西舘　健吾　・　深谷　昇平

大黒　信貴　・　野村　香織

三橋　政義

大場　一子　・　石渡　淳史

津國　洋和

田口　裕二　・　宮城　弘之

國枝　信孝

第７５回神奈川県中学校陸上競技大会 【22143004】
三ツ沢公園陸上競技場 【142070】
2022/10/01

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

吉永　ひまり(1) 12.18 江口　美玲(2) 12.39 三枝木　結衣(2) 12.44 望月　美希(2) 12.59 星澤　綾音(2) 12.61 芳賀　恵夏(3) 12.71 石川　彩花(3) 12.76 山本　美空(3) 12.95

御幸 GR 大綱 港南 茅ケ崎 岡本 東林 あかね台 東山田

エゼ　アマカ(3) 25.56 吉田　茜(3) 25.61 折原　凜(2) 25.76 洪　鈴和(3) 25.91 藤澤　里優(3) 26.26 大竹　風愛莉(2) 26.49 塩塚　実里(3) 26.73 篠原　美羽(2) 26.92

久里浜 港南 向丘 依知 相原 万騎が原 厚木 湘光

田久保 きらら(3) 2:24.51 上原　未羽(3) 2:24.60 山下　想和(1) 2:25.29 山崎　夢花(3) 2:25.55 松田　風香(2) 2:26.29 田口  えりか(2) 2:27.90

寺尾 春日野 小田原城山 汲沢 汲沢 寺尾

白川　真帆(3) 2:27.90

大津

岡崎　萌々(3) 4:32.76 伊東　輝恵(3) 4:39.62 河合　春奈(3) 4:42.23 佐藤　美緒(2) 4:45.26 草野　美佳子(3) 4:46.10 伊藤　美喜(3) 4:47.25 藤木　秋(2) 4:49.49 村井　菊理(3) 4:51.06

あかね台 鵠沼 東山田 国府津 岩井原 横浜田奈 深沢 久里浜

加藤　美都(3) 14.17 品川　心寧(3) 14.45 近藤　優羽(2) 14.76 嶋中　心優(1) 14.79 大継　想瑠(3) 14.81 横澤　優衣(3) 15.21 渡邊　菜乃(3) 15.41

横浜緑が丘 中山 大庭 相洋 秦野南 久里浜 高津

鵠沼 51.69 御幸 52.03 大庭 52.82 保土ケ谷 53.19 中山 53.21 川崎橘 53.21 樽町 53.24 相原 53.68

岩田　凪海(2) 泉﨑　友莉(2) 近藤　優羽(2) 中島　夏海(2) 阿部　遥風(2) 林　千桜(2) 仁谷　美咲(2) 平本 　美咲(2)

氏家　美心(1) 吉永　ひまり(1) 西田　あおば(1) 栗原　清菜(1) 猪膝　奈乃(1) 緑川　愛夏(1) 佐々木　愛里沙(1) 山口　紗來(1)

和田　涼香(1) 初崎　梨鈴(1) 入内嶋　美瑳(1) 小澤　琴羽(1) 勝岡 茉小乃(1) 小原　希子(1) 西島　圭保(1) 武重　沙紀(1)

中澤　美咲(2) 西山　明里(2) 清水　芽衣(2) 渡邊　菜音(2) 石川　愛美(2) 松橋　蒼波(2) 横山　かのん(2) 小島 　奈央(2)

港南 49.22 厚木 50.38 大綱 50.56 塚越 50.90 六角橋 50.96 東山田 50.97 万騎が原 51.18 鵠沼 51.25

和田　唯実(1) 磯部　未来(2) 手塚　友美子(3) 石田　もも(3) 巴　飛鳥(3) 中嶋　凛(3) 桑原　穂楓(3) 小野　里桜(3)

吉田　茜(3) 久保　怜梛(3) 小林　麗那(3) 櫻井　笙子(3) 笠原　一華(2) 山本　美空(3) 穴久保　莉心(2) 鵜飼　塔子(3)

三ヶ尻　実悠(3) 塩塚　実里(3) 兒玉　美結(3) 柘植　一花(3) 赤峰　菜月(2) 川越　瑚々(3) 杉中　萌苺(3) 大﨑　春希(3)

三枝木　結衣(2) 岡本　莉子(3) 江口　美玲(2) 黒澤　美優(3) 藤田　早紀(3) 大脇　心愛(3) 大竹　風愛莉(2) 山本　葵(3)

鴨田　るな(2) 1m59 達川　萌乃(3) 1m59 原口　優香(2) 1m53 川口　翠(3) 1m50 立石花鈴美(3) 1m50 鶴見　奈緒(3) 1m45 渡辺　ゆう(3) 1m45

相模原旭 池上 高田 大綱 松浪 土沢 相模原旭

工藤　彩月(3) 1m45

二宮

八木下　想南(3) 1m45

寺尾

後藤　千里(3) 5m25(+1.6) 齊藤　葵(2) 5m16(+0.5) 酒井　珂璃那(2) 5m05(+0.9) 石田　もも(3) 4m90(+0.4) 飯島　まな(3) 4m81(+0.3) 鈴木　陽葉(3) 4m76(+0.8) 福田　絆(3) 4m69(+0.1) 石川　結(3) 4m62(-0.3)

平 犬蔵 愛川中原 塚越 野比 茅ヶ崎第一 深沢 すすき野

早乙女　美月(3) 13m12 片岡　心(1) 12m20 福澤　美空(2) 11m49 藤田　愛海(3) 11m06 鈴木　莉未(3) 10m77 三根　伊織(3) 10m67 青柳　桜芽(3) 10m47 小出　ののか(2) 10m17

あかね台 横浜田奈 横浜緑が丘 塚越 東山田 中山 南林間 保土ケ谷

三ヶ尻　実悠(3) 2721点 藤田　歩夢(3) 2700点 岩瀬　優希(3) 2531点 兒玉　美結(3) 2447点 吉田　帆乃夏(3) 2302点 馬場　幸子(3) 2246点 エジコム　梨奈(3) 2235点 鈴木  桃(2) 2232点

港南 保土ケ谷 東橘 大綱 横浜緑が丘 西本郷 塚越 西本郷

対抗得点 男子総合 西高津 27点 保土ケ谷 19点 茅ケ崎 19点 中山 17点 秋葉台/藤沢六会 15点 柿生/大津 14点

対抗得点 女子総合 港南 29点 大綱 23点 あかね台 18点 横浜緑が丘 18点 塚越 17点 鵠沼 16点 御幸 15点 中山 14点

対抗得点 男女総合 保土ケ谷 32点 港南 31点 中山 31点 西高津 27点 茅ケ崎 24点 塚越 24点 大綱 23点 寺尾 20.5点

凡例  YC:警告 PR:県中学記録 GR:大会記録

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

10月1日
女子共通100m

風：+0.6

10月1日
女子共通200m

風：0.0

10月1日 女子共通800m

10月1日 女子共通4X100mR

10月1日 女子共通走高跳

10月1日 女子共通1500m

10月1日
女子共通100mH
(0.762m／8.00m)

風：+0.7

10月1日 女子低学年4X100mR

10月1日 女子共通走幅跳

10月1日 女子共通砲丸投(2.721kg)

14.98(+0.8)-1m52-9m41-26.64(+0.4)

10月1日 女子共通四種競技

15.97(+2.3)-1m43-7m84-28.65(+0.4)14.76(+2.3)-1m58-8m02-26.98(+0.4) 15.23(+2.8)-1m43-8m95-26.96(+0.4) 15.35(+0.8)-1m43-8m13-27.15(+0.4) 15.63(+2.8)-1m35-8m93-28.11(+0.4) 15.45(+0.8)-1m30-8m57-28.16(+0.4) 16.09(+2.3)-1m35-9m70-28.89(+0.4)


