
ト ラ ッ ク 審 判 長 隅坂　道昭

跳 躍 審 判 長 隅坂　道昭

投 て き 審 判 長 隅坂　道昭

招 集 所 審 判 長 門目　　誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

後藤　大樹(1) 11.84(+1.6) 簗瀨　大葵(1) 12.19(-0.8) 岸本　ケン(1) 12.24(+1.9) 上野　朔(1) 12.37(-0.6) 寺田　陸大(1) 12.42(-2.0) 佐藤　璃空(1) 12.45(+0.3) 井上　丈偉(1) 12.51(+0.3) 稲毛　陽輝(1) 12.70(+0.6)

ima kids 轟AC 旭二中 下貝塚中 轟AC ちはら台南中 臼井南中 昭和中

稲田　武蔵(5) 13.88(+1.8) 阿比留　聖汰(5) 13.91(+0.5) 金子　颯真(5) 14.09(+1.1) 近藤　颯(5) 14.22(+2.1) 猪狩　惺吾(5) 14.28(+0.2) 寺嶋　旺生(5) 14.35(+2.5) 相葉　健吾(5) 14.36(+1.1) 花澤　煌右(5) 14.39(+1.2)

SAA 轟AC ima kids 轟AC AccelTC ima kids 海神JAC ウイニングファーストAC

佐久間　聡介(1) 2:50.48 山下　匠(1) 2:51.50 浅海　太勇(1) 2:52.37 坂井　擢斗(1) 2:53.55 吉岡　俊樹(1) 2:55.32 大塚　亮仁(1) 2:55.91 宍倉　遙馬(6) 2:57.54 村松　邑斗(6) 2:58.95

五井中 八日市場二中 君津ＭＳＣＲＣ 君津ＭＳＣＲＣ 田中中 小金南中 東葛RC 小見川陸上クラブ

高橋　悠翔(5) 3:06.57 山上　大空心(4) 3:08.55 住谷　琉碧(5) 3:09.91 松下　琉翔(5) 3:11.57 東　圭太(5) 3:15.23 山浦　千樹(5) 3:16.59 栗原　寧士(5) 3:17.81 藤井　翔大(4) 3:20.26

市原AC 野田ジュニア陸上クラブ 君津ＭＳＣＲＣ 小見川陸上クラブ 君津ＭＳＣＲＣ 土気AC チーム柏 夏見クラブ

ima kids 47.99 太田 49.48 ちはら台南 50.10 みちるAC 50.14 小金南 50.92 松戸六A 51.34 五井 51.77 木更津二 52.12

辻井　祐稀(1) 渡辺　彩仁(1) 礒島　優人(1) 佐々木　洸成(6) 呉　英真(1) 佐久間　駿至(1) 神山　颯斗(1) 中川　生翔(1)

後藤　大樹(1) 宮城　圭佑(1) 中本　璃音(1) 永岩　賢大(1) 原田　樹(1) 石井　達平(1) 石井　卓翔　(1) 小磯　銀志(1)

大木　千宙(1) 小島　煌之介(1) 佐藤　璃空(1) 羽鳥　朔空(1) 渡部　太一(1) 榎本　陽向(1) 白熊　謙己(1) 玉木　崇太(1)

小野寺　宙(1) 金親　亮太(1) 柿倉　大輝(1) 田山　蒼空(1) 野澤　颯太(1) 中村　碧吹(1) 征矢　啓介(1) 泉水　智道(1)

佐藤　琉惺(1) 1m57 伊藤　昂生(1) 1m54 煙草　希弥(1) 1m42 白井　陽真(6) 1m42 小嶋　隼人(1) 1m42 渡部　太一(1) 1m42 正野　祐慎(1) 1m39 揃江　優文(1) 1m36

村上中 松戸六中 生浜中 野田ジュニア陸上クラブ 大和田中 小金南中 旭二中 七林中

永岩　賢大(1) 5m35(+1.4) 野澤　颯太(1) 5m23(+1.9) 呉　英真(1) 5m14(-0.8) 鈴木　輝(1) 5m08(+1.5) 羽鳥　朔空(1) 5m07(+1.6) 小島　煌之介(1) 4m98(+2.8) 石井　達平(1) 4m93(+0.9) 石井　大稀(1) 4m93(-0.3)

みちるAC 小金南中 小金南中 誉田中 みちるAC 太田中 公認4m83(+0.9) 松戸六中 下総みどり中

小磯　銀志(1) 12.67(+0.7) 松本　隼(6) 12.70(-0.5) 岡野　丈(6) 12.98(+1.7) 白井　惇之介(1) 13.21(+0.7) 青木　琉煌(6) 13.35(-0.1) 礒島　優人(1) 13.35(+1.7) 木島　輝　(1) 13.72(-0.5) 五十嵐　由翔(6) 13.95(-0.1)

木更津二中 新木小 ima kids 東邦大東邦中 ima kids ちはら台南中 大和田中 海神JAC

戸村　健大(6) 48m41 高野　恭梧(6) 45m38 今井　碧(6) 40m90 大木　涼平(5) 40m17 神山　恵大(5) 39m37 鈴木　碧(6) 36m09 櫻井　柊大(5) 33m62 山本　浬(5) 32m13

いんばジュニア いんばジュニア 新木小 ima kids いんばジュニア 習志野ＮＢＳ 野田ジュニア陸上クラブ ちはら台TFC

10月23日 共通走幅跳

10月23日 U13８０ｍH

10月23日 共通ジャベリックボール投

10月23日 U12(小学4年・5年)1000m

10月23日 共通4X100mR

10月23日 共通走高跳

8位

10月23日 U13(小学6年・中学1年)100m

10月23日 U12(小学4年・5年)100m

10月23日
U13(小学6年・中学1

年)1000m

2022　CHIBA U13 ATHLETICS MEET 【22120311】　　　　　　　決勝一覧（男子）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】　　　　　2022/10/23 ～ 2022/10/23

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



ト ラ ッ ク 審 判 長 隅坂　道昭

跳 躍 審 判 長 隅坂　道昭

投 て き 審 判 長 隅坂　道昭

招 集 所 審 判 長 門目　　誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

西山　凛星(1) 12.55(+0.9) 石郷岡　暖(1) 13.05(-0.5) 太田　湊(1) 13.39(+0.6) 小谷　梨音(1) 13.50(-1.0) 秦　悠華(6) 13.51(-0.5) 伊辺　來未(6) 13.56(+0.9) 小川　心愛(1) 13.70(+1.0) 山田　奈央(6) 13.85(-0.6)

ima kids ima kids 東邦大東邦中 誉田中 いんばジュニア ちはら台TFC 七林中 船橋陸上クラブ

今岡　星奈(5) 14.29(+1.9) 竹沢　明音羽(5) 14.39(+1.1) 林　心麗(5) 14.42(+1.9) 浮貝　幸歩(5) 14.49(+0.9) 江花　瑞穂(5) 14.65(+0.9) 菅谷　心優(5) 14.67(+0.9) 秋吉　ひまり(4) 14.68(+0.9) 辻井　杏莉(4) 14.77(+1.9)

SAA ちはら台TFC SAA ima kids いんばジュニア SAA 船橋陸上クラブ ima kids

小森　心結(6) 3:03.08 矢萩　芽衣(1) 3:07.12 森谷　日向夕(6) 3:10.05 小林　杏菜(6) 3:13.61 山本　桃華(1) 3:14.52 飯田　優里菜(1) 3:14.63 足達　結依(1) 3:15.18 西川　綾乃(1) 3:15.74

東葛RC 君津ＭＳＣＲＣ 東葛RC 東葛RC 君津ＭＳＣＲＣ 多古中 昭和中 旭二中

鈴木　ふたば(5) 3:20.17 森田　莉穂奈(4) 3:27.22 飯塚　真結(4) 3:27.75 久保木　千晴(5) 3:27.97 宮内　梨花(5) 3:28.55 飯田　陽菜乃(5) 3:28.74 石山　結菜(5) 3:31.45 小林　優空(4) 3:31.50

小見川陸上クラブ 東葛RC 東葛RC 小見川陸上クラブ 幸はやぶさ ima kids 市原AC 東葛RC

ima kids 51.01 松戸五 54.02 誉田 54.07 みちるAC 54.23 東邦大東邦 55.20 新松戸南 55.49 大和田A 55.50 SAA 55.82

平野　いろは(1) 福士　碧(1) 矢野　心愛(1) 比嘉　杏樹(1) 岡田　桃花(1) 洞澤　莉央(1) 山口　紗英　(1) 今岡　星奈(5)

西山　凛星(1) ハッサン　アマール(1) 小谷　梨音(1) 渡邊　愛花(6) 太田　湊(1) 恩田　りの(1) 白井　凛(1) 橋口　結希(1)

青木　愛莉(6) 平河内　奈那(1) 小川　凛(1) 比嘉　杏奈(6) 片岡　優奈(1) 謝　鎧琪(1) 花野　玉枝　(1) 室田　璃海(6)

石郷岡　暖(1) 東條　咲和(1) 山崎　唯菜(1) タネル　心泰乃(6) 安部　夏生(1) 浅野　すみれ(1) 力石　美咲　(1) 三瓶　柚衣(6)

日野口　美桜(1) 1m48 小林　未來(5) 1m28 漆戸　友里(1) 1m28 本繁　枇奈乃(6) 1m25 齊藤　まりあ(1) 1m20 島林　愛(1) 1m20 酒井　みう(6) 1m15

南山中 いんばジュニア 稲毛中 野田ジュニア陸上クラブ 誉田中 松戸五中 新木小

塩沢　ひなた(1) 1m15

大和田中

黒澤　夏音(1) 4m69(+0.3) 平野　いろは(1) 4m67(-1.4) 佐藤　妃莉(6) 4m55(+0.6) 青野　梨茉(1) 4m50(-1.3) ハッサン　アマール(1) 4m47(-0.2) 花野　玉枝　(1) 4m37(+0.6) 小川　凛(1) 4m36(+0.3) 大西　美羽(1) 4m35(-0.8)

印旛中 ima kids いんばジュニア SAA 松戸五中 大和田中 誉田中 南山中

齋藤　菜々佳(1) 12.89(+1.0) 矢野　心愛(1) 13.32(+1.0) 鶴岡　美佑(1) 13.41(-0.1) 酒井　かのは(1) 13.46(-0.1) 村上　とき(1) 13.50(+0.6) 岡田　桃花(1) 13.62(-0.1) 三瓶　柚衣(6) 13.64(+2.3) 室田　璃海(6) 13.78(0.0)

ima kids 誉田中 大原中 小金南中 稲毛中 東邦大東邦中 SAA SAA

片倉　心優(6) 44m58 平野　帆夏(6) 43m49 武内　美鈴(5) 43m07 藤崎　姫菜乃(1) 42m60 込山　梨奈(6) 37m88 吉川　絢菜(5) 37m21 加藤　彩花(5) 26m96 百武　六花(5) 25m65

いんばジュニア 田原小 野田ジュニア陸上クラブ 西志津中 いんばジュニア いんばジュニア ima kids 勝浦ジュニア

凡例 

8位

2022　CHIBA U13 ATHLETICS MEET 【22120311】　　　　　　　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】　　　　　2022/10/23 ～ 2022/10/23

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

10月23日 共通走幅跳

10月23日 U13８０ｍH

10月23日 共通ジャベリックボール投

10月23日 U12(小学4年・5年)1000m

10月23日 共通4X100mR

10月23日 共通走高跳

10月23日 U13(小学6年・中学1年)100m

10月23日 U12(小学4年・5年)100m

10月23日
U13(小学6年・中学1

年)1000m


