
ト ラ ッ ク 審 判 長 新村 浩章，北原慎也

ス タ ー ト 審 判 長 石川 毅

跳 躍 審 判 長 出野 晃平

投 て き 審 判 長 出野 晃平

招 集 所 審 判 長 門目 誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

チュクネレ　ジョエル優人(04) 49.45 菊谷　和磨(06) 49.78 中田　恵介(03) 49.85 平野　豪琉(05) 50.05 田邊　一芽(05) 50.26 清宮　弘貴(95) 50.63 星野　慶(04) 50.88

八千代松陰高 東京学館船橋高 千葉大 千葉黎明高 西武台千葉高 ＳＰＡＲＫ 西武台千葉高

佐藤　聖也(04) 50.88

千葉黎明高

中村　碧海(03) 4:13.80 森　俊稀(05) 4:16.10 佐藤　優太(06) 4:16.24 條川　武志(02) 4:16.78 小保方　俊貴(05) 4:16.95 桂　空吾(05) 4:17.14 大澄　謙真(05) 4:17.15 後閑　俊介(84) 4:17.34

千葉陸協 長生高 小金高 千葉大 市立銚子高 検見川高 東葛飾高 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ

塚田　大翔(04) 56.29 稲田　晴基(04) 57.18 廣野　正夫(05) 57.58 宮原　蓮(04) 57.67 中須賀　晴(06) 58.12 大森　達仁(05) 58.15 寺井　優人(05) 58.18 川上　裕大(05) 58.92

西武台千葉高 木更津高専 四街道高 千葉黎明高 検見川高 西武台千葉高 東京学館船橋高 千葉北高

戸栗　新太(01) 10:07.50 髙橋　駿(06) 10:15.28 松本　大河(05) 10:26.27 大和　将也(05) 10:28.10 髙橋　優輝(07) 10:29.24 清谷　駿(06) 10:38.05 阪井　禅(06) 10:39.29 笹木　夢太(05) 10:39.98

都市大 検見川高 柏高 国府台高 市立千葉高 小金高 国府台高 長生高

堀川　晴海(95) 4m80 村社　亮太(05) 4m70 宮嵜　裕大(05) 4m60 渡辺　大和(05) 4m20 皆川　旺佑(06) 3m90 片岡　琉星(05) 3m70 宮本　稜(05) 3m70

陸桜会千葉 日体大柏高 日体大柏高 日体大柏高 日体大柏高 木更津総合高 佐原高

工藤　雷文(04) 14m83(+4.1) 作家　弥希(01) 14m75(+2.9) 加瀬　祥希　(01) 14m50(+2.0) 越川　大輝(02) 14m37(+1.1) 島田　喜文(84) 13m94(+2.4) 伊藤　魁文(99) 13m39(+2.4) 鵜澤　光佑(06) 13m26(+2.8) 佐々木　健志郎(05) 13m25(+1.7)

流山南高 公認記録なし 駿河台大 公認14m56(+1.2) 駿河台大 順天堂大 土気TFC 公認13m50(+2.0) 千葉陸協 公認記録なし 東京学館船橋高 公認13m10(+1.9) 東京学館高

米倉　伸之助(06) 32m63 大江　陽斗(06) 32m49 加藤　政樹(06) 32m45 奥川　波音(05) 32m18 沓内　滉太(05) 31m93 石田　琉晟(06) 30m98 三橋　拓海(06) 30m00 花岡　航大(07) 29m53

成東高 東京学館高 千葉黎明高 日体大柏高 東京学館船橋高 千城台高 八千代松陰高 東京学館高

塙　幸雄(71) 32m16 島田　喜文(84) 27m83

千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ 土気TFC

山口　弘太郎(05) 52m64 鈴木　駿星(06) 42m45 林　拓海(06) 42m42 杉村　航太(06) 41m67 佐久間　亮汰(05) 40m31 米倉　伸之助(06) 40m05 福田　駿太(06) 39m86 堀越　駿杜(05) 38m63

木更津総合高 長生高 小見川高 八千代松陰高 茂原高 成東高 匝瑳高 佐原白陽高

平野　迅人(00) 45m34 高橋　実(71) 32m87 水間　幹大(02) 30m14

清和大 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ 清和大
凡例 

11月12日
高校男子ハンマー投
(6.000kg)

11月12日
一般男子ハンマー投
(7.260kg)

11月13日  男子三段跳

11月13日 高校男子円盤投(1.750kg)

11月13日 一般男子円盤投(2.000kg)

11月13日
 男子
400mH(0.914m/35.00m)

11月12日  男子3000mSC(0.914m)

11月12日  男子棒高跳

11月13日  男子1500m
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11月12日  男子400m



ト ラ ッ ク 審 判 長 新村 浩章，北原慎也

ス タ ー ト 審 判 長 石川 毅

跳 躍 審 判 長 出野 晃平

投 て き 審 判 長 出野 晃平
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記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

アケンタ　グロリア(04) 56.84 渡邉　菜央(05) 58.89 西野　未倖(05) 59.20 坂本　渚咲(06) 59.31 髙橋　久美(04) 59.62 姥山　叶奈(06) 1:00.02 山﨑　晏奈(06) 1:00.35 石井　颯來(05) 1:00.63

西武台千葉高 東京学館高 西武台千葉高 西武台千葉高 船橋法典高 千葉黎明高 八千代松陰高 西武台千葉高

齋藤　一乃(05) 4:55.10 大森　美咲(06) 4:55.55 荒井　しずく(05) 5:00.42 鈴木　英奈(06) 5:00.86 近藤　花音(06) 5:01.77 垣屋　琴美(98) 5:03.25 小高　緋月(06) 5:04.24 伊藤　颯香(05) 5:04.57

長生高 小金高 船橋二和高 成田国際高 検見川高 轟ＡＣ 茂原高 千葉南高

清水　千夏(01) 1:06.61 西崎　愛加(05) 1:07.68 榎本　妃ノ香(04) 1:10.35 齋藤　歌乃(06) 1:11.24 上野　留実(05) 1:11.65 森田　樹菜(06) 1:12.36 佐々木　藍(06) 1:12.38 仁　寿々子(06) 1:13.47

城西大 検見川高 日大 長生高 西武台千葉高 成田国際高 東京学館高 千葉南高

大森　美咲(06) 12:13.01 黒澤　杏花(06) 12:30.48

小金高 小金高

吉澤　珠理(05) 3m60 齊藤　佳子(06) 3m10 平原　日和(05) 2m50 濱嶋　悠(06) 2m30

日体大柏高 日体大柏高 佐原高 日体大柏高

鈴木　美羽(06) 2m30

木更津総合高

美代　妃美莉(06) 11m27(+1.5) 長谷川　璃音(06) 11m04(+1.6) 三坂　彩風(05) 10m95(+1.7) 大野　鈴菜(05) 10m90(+0.4) 進士　珠名(00) 10m82(+1.1) 清水　珠里菜(06) 10m57(+1.4) 深江　咲穂(05) 10m52(+2.8) 小林　千都(06) 10m49(+1.0)

東京学館高 市立稲毛高 松戸馬橋高 市立銚子高 川村学園女子大 松戸馬橋高 日体大柏高 公認記録なし 国府台高

上原　彩香(04) 33m65 山下　春花(06) 27m79 武井　紗希(02) 27m28 新村　久美子(76) 25m40 千本松　矢茉葉(06) 24m06 辻岡　真波(05) 23m57 伊藤　美幸(06) 22m67 野口　利菜子(06) 22m41

東海大浦安高 日体大柏高 国武大 幸はやぶさ 千葉黎明高 佐原高 市立銚子高 船橋法典高

宮﨑　梨緒(05) 41m11 鈴木　萌々花(04) 40m74 萩平　美雪(06) 35m20 宮川　聖菜(06) 27m75 向　真由香(05) 27m58 鈴木　夏妃(06) 26m97 勝俣　ひなた(06) 22m44

東京学館高 東京学館高 市立松戸高 市立松戸高 茂原高 翔凛高 佐原白陽高

凡例 

11月12日  女子三段跳

11月13日  女子円盤投(1.000kg)

11月12日  女子ハンマー投(4.000kg)

11月12日  女子3000mSC(0.762m)

11月13日  女子棒高跳

8位

11月12日  女子400m

11月13日  女子1500m

11月13日
 女子
400mH(0.762m/35.00m)

2022　千葉県陸上競技第２回秋季記録会 【22120314】　　　　　　　　　　　　　　決勝一覧（女子）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】
2022/11/12 ～ 2022/11/13

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


