
19分22秒48永田 佳秀 深大寺走友会 石沢 友典 紺野 勝規 調布陸協5000m 18分16秒49 19分19秒97

□開催日／令和4年10月2日(日) □開催会場／味の素スタジアム ＡＧＦフィールド

□参加者数／299人

第三中 神代中 第五中 52秒53

1・2年／走幅跳 藤井 隼斗 第三中 5ｍ28 荘司 龍玖 第三中 5ｍ09 鈴木 智也

1年／4×100m 51秒96 52秒35

神代中

12秒46

2年／1500m 藤原 虎太朗 第五中 4分32秒70

5分24秒041年／1500m 川手 真識 第五中 5分10秒58 川島 正大 調布中 5分12秒64 野口 諒太郎 神代中

中学生男子の部

1年／100m 劔持 陸 第三中 13秒05 沼田 隆之介 第五中 13秒12 坂井 正汰朗 第三中 13秒13

走幅跳 河出住純 チーム河出 2ｍ76

1500m 永田 真登里 6分58秒16 荻窪 絢 7分19秒03

一般女子の部

100m 河出住純 チーム河出 18秒57

いきるちからファインキッズ

深大寺走友会

チーム河出

深大寺走友会

13秒15 斎藤 茂樹

種目

日本ウエルネススポーツ大学

くまクラブ

調布市文化コミュニティ振興財団

乗松 良昌 5分22秒70 野中 裕之

羽岡 健史 4分30秒22（大会新） 松本 直也

金子 幸司 6m16

50歳以上1500m

一般男子の部

阿部 達希 1m75 藤尾 高寛 1m70 山浦 堅心 1m40

100m

5分31秒39 篠子 修 6分21秒57NTT東日本

4分51秒94 永田 佳秀 4分56秒94

9秒50

斉藤 莞太 5m95

50歳以上60m

200m

400m

800m

1500m

4×100ｍ

走高跳

走幅跳

三段跳

砲丸投（7.26Kg）

40歳以上100m

40歳以上1500m

13秒18三鷹市陸協

安田 幸男

松澤  誠 12秒70 高橋 秀之

渡邊 義彦 4分37秒34 本間 友樹 6分32秒13

49秒69 52秒11調布オールスターズ SOMECHI

増田 光一 5m26 河出 雄作 4m01

河出 雄作 7m35

金山 拓郎 2分31秒90 小畠 忠博 3分02秒11

松澤  誠 25秒10

石橋 元邦 59秒56 紺野 勝規 1分05秒47 梅本 興円 1分07秒69

東京陸協

調布陸協

平田  瑶 22秒17 秋山 広樹 23秒96 三鷹市陸協

城西大学平田 瑶 10秒81（大会新） 白庄司 陸斗 11秒29 秋山 広樹

第３位記録第１位記録 第２位記録

日本ウエルネススポーツ大学 11秒48東京陸協

調布中 4分49秒76

2年／100m 近藤 大裕 第五中 11秒78 見竹 功 第三中 12秒00 田中 蒼悟 神代中

舘坂 慶一郎 第五中 4分48秒02 上田 舜

2年／4×100m 48秒04 49秒04 52秒34第五中 神代中 調布中

12秒02

共通／3000m 舘坂 慶一郎 第五中 10分40秒04 野元 俊介 第五中 10分43秒40 竹田 惺 調布中 10分50秒60

3年／100m 田中 大貴 第五中 11秒71 櫛谷 蒼真 ドルトン 11秒92 矢野 樹 第五中

4ｍ98

3年／走高跳

共通／200ｍ 田中 大貴 第五中 23秒62 チェトリ ディペン 第三中 24秒73 見竹 功 第三中 25秒09

3年／走幅跳 金野 來仁 第三中 5m35 荻原 瞬矢 第五中 5m33

1・2年／砲丸投（4Kg） 小澤 夏輝 第三中 7ｍ98

1分05秒10

共通／800m 藤原 虎太朗 第五中 2分19秒89 荻原 瞬矢 第五中 2分22秒28 中平 岳斗 第七中 2分24秒91

共通／400m 石原 葉 第三中 58秒76 鈴木 智也 神代中 1分02秒23 今井 翼 調布中

河野 禾洸 第三中 1m40

【陸上競技】

チーム金子

チーム河出

ソメチ-ズ



種目 第３位記録第１位記録 第２位記録

2分50秒06

3年／走高跳 森 瑠碧 第三中 1ｍ30 杉本 衿佳 桐朋女子中 1ｍ25 久津川 理乃 桐朋女子中 1ｍ15

第三中 1ｍ35 田中 みのり 第三中 1ｍ20 安和 美海 第三中1・2年／走高跳

第七中 2分49秒95 海老原 花帆 第五中

共通／4×100m 47秒19 54秒87第五中 第七中

56秒89

14秒111年／100m 秋川 美空 第三中 13秒93 田中 理音 第七中 13秒95 中村 珠理 第五中

1年／4×100mR 55秒47 56秒06桐朋女子中A 第三中 第七中

2年／100m 渡慶次 心花 第五中 13秒55 小倉 千奈 第五中 13秒66 廣田 理紗 第三中

2年／4×100mR 57秒46 58秒04神代中 第七中 第五中

1・2年／100mH 大橋 澪 桐朋女子中 18秒06 佐藤 嶺 ドルトン 19秒24

3年／100m 橋口 沙良 桐朋女子中 12秒89 山口 采実 第三中 13秒19 町井 れい 晃華学園

3年／100mYH 稲田 明恵 桐朋女子中 25秒35

1・2年／砲丸投（2.721Kg） 宮内 優那 神代中 7ｍ44

1・2年／800m 板垣 穂香 第五中 2分49秒09 西 奈々水

小学生男子の部

28秒13

共通／1500m 山下 桃愛 調布中 5分31秒79 宮森 咲来 晃華学園 5分48秒68 飯塚 涼子 調布中 6分32秒14

共通／200m 橋口 沙良 桐朋女子中 27秒18 小倉 千奈 第五中 28秒00 渡慶次 心花 第五中

共通／4×100mR 53秒95 54秒06

3年／800m 浦上 あすな 桐朋女子中 2分31秒80 木下 りつこ 桐朋女子中 2分43秒37 中田 汐俐 晃華学園

54秒80

1・2年／走幅跳 廣田 理紗 第三中 4ｍ61 秋川 美空 第三中 4ｍ44 小針 瑚奈紬 第五中 4ｍ37

1ｍ15志賀 南実

58秒12

14秒40

2分45秒52

9秒34

低学年／走幅跳 廣橋 一希 プロキッズ 3m18 高橋 覇 柏野小 2ｍ91 樋口 大空 ファインキッズ 2m35

低学年／50m 廣橋 一希 プロキッズ 9秒06 斉藤 翔 プロキッズ 9秒07 高橋 覇 柏野小

15秒32

高学年／1000m 永田 信繁 滝坂小 3分36秒73 石川 千歳 上ノ原小 3分38秒93 渡慶次 遥朱 飛田給小 3分53秒89

高学年／100m 千葉 康陽 1Sーsports 14秒76 白旗 圭佑 滝坂小 15秒10 窪田 圭悟 プロキッズ

3m66

小学生女子の部

低学年／50m 渡慶次 萌花 飛田給小 9秒59 日下部 碧 プロキッズ 9秒65 中村 明佳莉 プロキッズ 9秒87

高学年／走幅跳 白旗 圭佑 滝坂小 3m93 中村 環久 多摩川小 3m71 渡慶次 遥朱 飛田給小

2m46

高学年／100m 窪田 真結 プロキッズ 15秒54 柏原 佐恵 プロキッズ 16秒13 江口 優菜 プロキッズ 16秒20

低学年／走幅跳 宮内 優衣 プロキッズ 2m93 渡慶次 萌花 飛田給小 2m61 日下部 碧 プロキッズ

第五中 桐朋女子中 第三中

高学年／走幅跳 河出 愛理 チーム河出 3m51 窪田 真結 上ノ原小 3m36 柏原 佐恵 プロキッズ 3m24

高学年／1000m 永田 珠理 晃華学園小 4分10秒75 江口 優菜 プロキッズ 4分27秒92

共通／砲丸投（2.721Kg） 関 杏奈 第三中 11ｍ99 工藤 海寿寿 桐朋女子中 7ｍ69

14秒19

中学生女子の部


