
第75回市民体育大会秋季陸上競技大会 22130805 2022年10月2日(日)      決勝一覧表
武蔵野市陸上競技場 133180
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 10/2 藤原　陽 11.16/+1.5

成蹊大

石崎　浩太郎 11.53/+1.5 下垣内　遥紀 11.68/+1.5

成蹊大

川崎　友裕 11.72/+1.5

都武蔵高

菊池　亮佑 11.75/+2.1

聖徳学園高

南井　洋人 12.00/+1.5

聖徳学園高

上本　達也 12.42/+2.1

横河電機

４００ｍ 10/2 中﨑　航希 51.05

成蹊大

渡邉　侑大 51.85

成蹊大

鷲野　聖太 55.13

成蹊大

松田 侑大  1:04.33

武蔵野東高等専修学校

富塚 光士郎  1:08.29

武蔵野東高等専修学校

走幅跳 10/2 瀬下　弘禎   5m48/+1.7 三枝　昭太   5m34/+1.1

成蹊大

岩田　一成   3m25/+1.8

TEAM武蔵野

男子高
校・一

般

１００ｍ 10/2 岡山　進也 11.29/+2.0

東京陸協

上村　洋太 11.52/+2.0

東京マスターズ

長尾　守 12.56/+2.0

TEAM武蔵野

福島　陽 13.05/+2.0

TEAM武蔵野

馬場　勝也 13.26/+2.0 墨　昭宏 13.58/+0.5 小薬　裕次 13.77/+2.0 相羽　吉男 14.25/+2.0

TEAM武蔵野

男子一
般40歳
以上

走幅跳 10/2 平山　瑞稀   4m53/+2.0

都武蔵高

女子高
校・一

般
１００ｍ 10/2 佐藤  圭真(中1) 12.65/+2.3

武蔵野六中

川田  凌大(中1) 12.91/+2.3

武蔵野二中

大澤  瑛多(中1) 13.43/+2.3

武蔵野二中

村尾  凪唯(中1) 14.12/+2.3

武蔵野六中

小泉  遥叶(中1) 14.23/+2.3

武蔵野二中

久島  颯天(中1) 14.37/+2.3

都立武蔵中

男子中
学1年
市内

１００ｍ 10/2 原  虎太朗(中2) 11.93/+1.8

学大小金井中

金子  悠輝(中2) 12.17/+1.8

聖徳学園中

西坂  秋郁(中2) 12.28/+1.5

武蔵野六中

怒賀  雄太(中2) 12.54/+1.5

聖徳学園中

三好  祐太(中2) 12.64/+1.8

武蔵野六中

岩本  義輝(中2) 12.65/+1.8

都立武蔵中

小島  蒼太(中2) 12.97/+1.5

都立武蔵中

齋藤  佑紀(中2) 13.70/+1.5

武蔵野二中

男子中
学2年
市内

２００ｍ 10/2 関谷  瑛太(中3) 25.01/+1.8

都立武蔵中

古性  聡一郎(中2) 25.01/+1.8

都立武蔵中

齊藤  佑哉(中3) 25.04/+1.8

武蔵野二中

坂内  颯太(中3) 25.94/+1.8

都立武蔵中

堀口  直人(中2) 26.32/+1.8

武蔵野二中

PHAM  DANH(中1) 26.83/+1.8

都立武蔵中

中村  一輝(中1) 27.43/+1.8

武蔵野六中

若子  尚頼(中1) 28.87/+1.8

都立武蔵中

８００ｍ 10/2 田中  大貴(中3)  2:16.74

都立武蔵中

矢野  礼人(中2)  2:20.44

都立武蔵中

刑部  颯一(中1)  2:23.01

武蔵野二中

久保宮  亜瑠(中2)  2:28.55

武蔵野六中

波多野  良季(中1)  2:30.79

武蔵野二中

矢嶋  優貴(中1)  2:52.62

武蔵野二中

１５００ｍ 10/2 山田  航大(中3)  4:50.85

都立武蔵中

一井  隼(中2)  5:02.58

武蔵野二中

上  雄二朗(中2)  5:04.19

都立武蔵中

稲木  航輔(中1)  5:04.64

武蔵野六中

春原  尊匡(中2)  5:22.85

武蔵野一中

三浦  想介(中1)  5:26.44

都立武蔵中

内藤  仁(中1)  5:30.89

武蔵野二中

中山  裕太(中1)  5:48.38

武蔵野二中

４×１００ｍ 10/2 都立武蔵中 47.04

古性  聡一郎(中2)

関谷  瑛太(中3)

菅原  慧(中3)

田中  大貴(中3)

武蔵野六中A 49.38

久保宮  亜瑠(中2)

西坂  秋郁(中2)

三好  祐太(中2)

藤原  慶尚(中2)

武蔵野二中B 52.15

刑部  颯一(中1)

波多野  良季(中1)

大澤  瑛多(中1)

川田  凌大(中1)

武蔵野二中A 52.67

小泉  遥叶(中1)

一井  隼(中2)

堀口  直人(中2)

齊藤  佑哉(中3)

武蔵野六中B 54.89

村尾  凪唯(中1)

佐藤  圭真(中1)

鈴木  琉偉(中1)

中村  一輝(中1)

武蔵野二中C 58.48

樋口  陽平(中1)

中山  裕太(中1)

矢嶋  優貴(中1)

内藤  仁(中1)

走幅跳 10/2 時安  凰生(中1)   4m97/+2.5

都立武蔵中

河野  亘流(中3)   4m82/+1.1

都立武蔵中

吉田  陽馬(中2)   4m65/+1.0

武蔵野六中

荒井  悠希(中2)   4m57/+0.5

武蔵野六中

佐藤  暖真(中2)   4m16/+1.9

都立武蔵中

鈴木  琉偉(中1)   3m90/+1.2

武蔵野六中

毛利  駿介(中1)   3m82/+0.4

武蔵野六中

男子中
学市内

砲丸投

(4.000kg)

10/2 樋口  陽平(中1)   6m02

武蔵野二中

男子中
学1・2
年市内

１００ｍ 10/2 髙野  怜生(中1) 12.21/+2.6

大泉二中

高橋  大燿(中1) 12.48/+2.6

緑野中

紺野  由成(中1) 12.58/+2.6

清瀬二中

仲田  拓真(中1) 12.60/+2.6

早稲田実業中

原嶋  真大(中1) 12.88/+1.4

小平二中

志賀  蒼(中1) 12.95/+2.6

緑野中

越智  悠太(中1) 13.05/+2.6

清瀬二中

田中  涼晟(中1) 13.06/+1.4

大泉二中

男子中
学1年
市外

１００ｍ 10/2 村田  一馬(中2) 11.72/+1.2

早稲田実業中

山田  陽翔(中2) 12.01/+1.2

立川五中

竹下  優仁(中2) 12.02/+1.2

立川五中

伴  隼人(中2) 三鷹四中 12.19/+1.2

荒井  世羅(中2) 福島中

望月  舜(中2) 12.36/+1.6

立川五中

高木  颯士(中2) 12.38/+1.6

国分寺四中

山土井  晃紀(中2) 12.43/+1.6

立川五中

男子中
学2年
市外

２００ｍ 10/2 田口  侑磨(中2) 23.88/+1.4

亀有中

古賀  心(中3) 24.28/+1.4

早稲田実業中

松浦  良介(中2) 24.36/+1.4

国分寺一中

竹野  翔陽(中2) 25.42/+1.4

亀有中

児玉  英太(中2) 25.80/+1.4

国分寺五中

鳴海  英翔(中2) 26.32/+1.8

国分寺三中

松本  清正(中2) 26.55/+1.8

清瀬二中

渡辺  至恩(中1) 26.76/+1.4

亀有中

１５００ｍ 10/2 平井  雄都(中2)  4:43.82

田無一中

大西  颯(中2)  4:48.14

緑野中

酒井  琉偉(中2)  4:50.95

東大和四中

高橋  律人(中2)  4:51.77

ひばりが丘中

渡辺  健悟(中3)  4:52.66

日本工大駒場中

左右田  優耶(中3)  4:53.05

日本工大駒場中

木暮  愛斗(中2)  4:54.18

東大和四中

大西  詠土(中2)  4:54.69

三鷹四中

４×１００ｍ 10/2 早稲田実業中B 45.53

西條  佑駿(中3)

松永  晃京(中3)

村田  一馬(中2)

古賀  心(中3)

亀有中 47.25

後藤  優心(中2)

田口  侑磨(中2)

竹野  翔陽(中2)

金村  志音(中2)

立川五中A 48.68

山土井  晃紀(中2)

竹下  優仁(中2)

望月  舜(中2)

山田  陽翔(中2)

大泉二中A 49.90

田中  涼晟(中1)

春田  啓吾(中2)

壁谷  奏志(中2)

髙野  怜生(中1)

東大和四中A 50.26

千葉  朝陽(中2)

篭原  凛(中2)

栗原  直和(中2)

吉田  郁斗(中2)

緑野中 50.29

志賀  蒼(中1)

山下  璃空(中2)

酒井  栄一(中2)

高橋  大燿(中1)

清瀬二中 50.41

五十嵐  裕次郎(中1)

紺野  由成(中1)

織茂  謙介(中1)

越智  悠太(中1)

国分寺三中B 50.58

長澤  瞬(中2)

今井  貴之(中2)

鳴海  英翔(中2)

野村  恵佑(中2)

走高跳 10/2 福士  翔太(中2) 1m75

田無一中

本多  剛丸(中1) 1m50

田無一中

武井  琉晟(中1) 1m40

田無一中

富永  花太郎(中1) 1m35

牛込二中

走幅跳 10/2 堀井  徳仁(中1)   5m39/+1.5

牛込二中

石田  耕吉(中2)   5m37/+2.5

石神井西中

長谷川  晴彦(中3)   5m36/+1.7

石神井西中

金村  志音(中2)   5m14/+1.1

亀有中

正田  蒼(中2)   5m12/+2.4

三鷹一中

関口  綾介(中2)   5m12/+1.7

福島中

矢澤  映大(中2)   5m04/+1.2

小平一中

中島  和絆(中1)   5m00/+1.1

国分寺四中

男子中
学市外

砲丸投

(4.000kg)

10/2 西  雄大(中1)   7m18

国分寺三中

千葉  季一(中2)   7m17

牛込二中

秋元  彪吾(中1)   6m64

石神井西中

中田  修平(中1)   6m46

多摩辺中

三池  煌志(中1)   5m98

立川五中

男子中
学1・2
年市外

１００ｍ 10/2 久保田  夏綺(中1) 13.81/+2.0

都立武蔵中

森本  あかり(中1) 14.10/+2.0

都立武蔵中

小西  希(中1) 14.27/+2.0

都立武蔵中

山根  理玖(中1) 14.70/+2.0

武蔵野二中

栁下  夏帆(中1) 15.07/+2.0

武蔵野二中

藪田  心結(中1) 16.02/+2.0

武蔵野六中

女子中
学1年
市内

１００ｍ 10/2 中村  美春(中2) 13.84/+3.0

武蔵野六中

森髙  榎梨(中2) 14.01/+3.0

武蔵野一中

秋山  里菜(中2) 14.09/+3.0

武蔵野六中

井藤  こなみ(中2) 14.10/+3.0

武蔵野二中

石川  真帆(中2) 14.35/+3.0

武蔵野二中

橋詰  咲和(中2) 14.65/+3.0

武蔵野二中

常深  日眞理(中2) 15.53/+3.0

武蔵野一中

女子中
学2年
市内

１００ｍ 10/2 桐谷  花奈(中3) 15.17/+1.7

都立武蔵中

女子中
学3年
市内

２００ｍ 10/2 黒澤  夏帆(中3) 28.29/+0.8

都立武蔵中

武内  瑠美(中2) 28.59/+0.6

武蔵野六中

岡本  虹湖(中3) 28.64/+0.6

都立武蔵中

山邉  百香(中3) 29.16/+0.8

都立武蔵中

小神野  釉理(中2) 29.66/+0.6

武蔵野二中

小林  愛果(中3) 30.65/+0.6

都立武蔵中

岩部  香乃(中2) 31.26/+0.8

武蔵野二中

荘司  美都(中2) 32.01/+0.8

武蔵野六中

８００ｍ 10/2 常田  咲帆(中1)  2:44.26

武蔵野二中

白土  嬉(中2)  2:49.48

武蔵野六中

森  美里(中2)  2:50.25

都立武蔵中

奥田  彩乃(中2)  3:00.51

武蔵野六中

１５００ｍ 10/2 菊池  理沙(中2)  5:19.70

武蔵野五中

西村  紅杏(中2)  6:06.73

都立武蔵中

４×１００ｍ 10/2 都立武蔵中A 53.74

山邉  百香(中3)

小林  愛果(中3)

黒澤  夏帆(中3)

岡本  虹湖(中3)

武蔵野六中A 54.67

白土  嬉(中2)

中村  美春(中2)

秋山  里菜(中2)

武内  瑠美(中2)

武蔵野二中A 55.37

岩部  香乃(中2)

塩川  乃蘭(中2)

小神野  釉理(中2)

井藤  こなみ(中2)

都立武蔵中B 55.45

下井  梨世(中2)

山口  夏乃(中2)

森本  あかり(中1)

久保田  夏綺(中1)

武蔵野二中C 57.45

加藤  心唯(中2)

靏田  希(中2)

栁下  夏帆(中1)

山根  理玖(中1)

武蔵野二中B 57.51

橋詰  咲和(中2)

安原  彩(中2)

佐々木  奏(中2)

石川  真帆(中2)

武蔵野六中B  1:04.09

土井  菜緒(中2)

荘司  美都(中2)

藪田  心結(中1)

奥田  彩乃(中2)

走高跳 10/2 佐々木  奏(中2) 1m35

武蔵野二中

靏田  希(中2) 1m15

武蔵野二中

走幅跳 10/2 塩川  乃蘭(中2)   4m15/+1.5

武蔵野二中

下井  梨世(中2)   4m11/+0.5

都立武蔵中

山口  夏乃(中2)   4m00/+0.9

都立武蔵中

加藤  心唯(中2)   3m38/+2.1

武蔵野二中

髙橋  花瑠(中1)   3m36/+1.8

武蔵野二中

土井  菜緒(中2)   3m24/+1.4

武蔵野六中

女子中
学市内



第75回市民体育大会秋季陸上競技大会 22130805 2022年10月2日(日)      決勝一覧表
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 10/2 中野  紬(中1) 14.09/+2.1

小平一中

菅  遥希(中1) 14.13/+1.1

国分寺四中

満園  一花(中1) 14.18/+0.8

清瀬二中

川村  理絵(中1) 14.18/+0.8

国分寺四中

望月  紗菜(中1) 14.26/+0.8

石神井西中

布施  里彩(中1) 14.29/+0.8

ひばりが丘中

池西  寧音(中1) 14.35/+2.1

国分寺一中

黒川  幸喜(中1) 14.36/+0.8

立川五中

女子中
学1年
市外

１００ｍ 10/2 野中  うらら(中2) 13.15/+1.2

国分寺一中

中村  絆(中2) 13.51/+2.3

石神井西中

德住  花野(中2) 13.66/+2.3

立川五中

相馬  桃佳(中2) 13.80/+2.3

石神井西中

酒井  心美(中2) 13.90/+2.3

石神井西中

宮沢  珠奈(中2) 13.95/+3.2

小平二中

中村  文(中2) 14.04/+2.3

国分寺四中

加藤  ことね(中2) 14.09/+0.3

東大和四中

女子中
学2年
市外

２００ｍ 10/2 早坂  世理(中3) 27.97/+0.3

石神井西中

安藤  こころ(中2) 28.20/+0.3

小平二中

岩谷  楓花(中3) 28.21/+0.3

石神井西中

望月  深緖(中2) 29.58/+1.7

早稲田実業中

鳥海  彩夜花(中1) 29.69/+0.3

国分寺三中

福永  美暖(中2) 29.69/+0.3

国分寺四中

佐野  ﾘﾝ心愛(中2) 30.38/+1.7

立川五中

柏木  渚音(中2) 30.93/+1.7

清瀬二中

８００ｍ 10/2 田中  琉愛(中2)  2:23.75

石神井西中

増田  千華子(中1)  2:32.42

国分寺一中

水守  かん菜(中1)  2:35.08

国分寺四中

永井  杏(中1)  2:35.86

緑野中

山崎  琉衣(中2)  2:37.39

三鷹一中

内田  杏花里(中2)  2:38.16

清瀬二中

増田  藍子(中2)  2:38.76

国分寺一中

島村  美弓子(中2)  2:39.14

国分寺三中

４×１００ｍ 10/2 石神井西中A 53.05

相馬  桃佳(中2)

野嶋  絵美(中2)

齋藤  千紘(中2)

中村  絆(中2)

石神井西中C 53.87

早坂  世理(中3)

酒井  心美(中2)

鈴木  遥菜(中3)

岩谷  楓花(中3)

緑野中A 54.19

持田  綾乃(中3)

渡邊  心遥(中3)

谷山  こころ(中3)

五十嵐  香羽(中3)

国分寺一中C 54.73

菅原  万結(中2)

増田  藍子(中2)

安藤  咲良(中2)

野中  うらら(中2)

緑野中B 55.13

青山  夢奈(中2)

番匠谷  柚希(中2)

芹田  愛歌(中2)

澁谷  なな子(中2)

小平二中 55.93

宮沢  珠奈(中2)

安藤  こころ(中2)

毛利  仁胡(中2)

佐々木  悠乃(中2)

国分寺一中A 55.93

松原  璃彩(中1)

間宮  梨央(中1)

池西  寧音(中1)

増田  千華子(中1)

国分寺四中A 56.51

井上  さくら(中2)

中村  文(中2)

津浦  胡春(中2)

福永  美暖(中2)

走高跳 10/2 八木  春花(中1) 1m35

国分寺三中

山﨑  日桜里(中2) 1m30

小平二中

福士  莉野(中1) 1m25

石神井西中

猪瀬  花南(中1) 1m25

小平二中

宮地  ゆら(中1) 1m25

国分寺三中

千葉  一花(中2) 1m15

小平二中

走幅跳 10/2 野嶋  絵美(中2)   4m99/+1.3

石神井西中

石塚  多恵(中2)   4m58/+1.6

大泉学園中

芹田  愛歌(中2)   4m46/+3.0

緑野中

川田  紫乃(中2)   4m27/+1.4

田無一中

毛井  菜月(中2)   4m21/+1.5

石神井西中

多並  百花(中1)   4m18/+0.9

国分寺四中

齋藤  千紘(中2)   4m17/+1.4

石神井西中

中澤  琉璃(中2)   4m11/+0.2

三鷹四中

砲丸投

(2.721kg)

10/2 谷山  こころ(中3)  11m90

緑野中

芝  春奈(中2)   9m98

牛込二中

番匠谷  柚希(中2)   9m70

緑野中

野澤  瑠華(中1)   7m51

立川五中

谷端  優那(中2)   6m85

小平二中

髙岡  奈央(中2)   6m82

田無一中

上野  泉(中1)   6m25

清瀬二中

根本  琉彩(中1)   6m04

清瀬二中

女子中
学市外

砲丸投

(7.260kg)

10/2 木村　太郎   7m34 野田　忠嗣   5m67 橋本　務   5m13男子高
校・一

般


