
第14回渋谷区ジュニア陸上競技大会
第18回渋谷区陸上競技大会

2022年7月17日(日)～18日(月)      決勝一覧表
駒沢オリンピック公園陸上競技場

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 7/17 井上  雄斗 11.03/-2.8

青山学院大

古川  翔理 11.20/-1.5

國學院大

村田  愛武 11.24/-1.5

國學院大

鈴木  康平 11.37/-1.5

SKD

上野  弘裕 11.49/-3.2

青山学院大

村山  裕紀(高1) 11.51/-1.3

明中八王子高

藤田  輝(高2) 11.64/-1.5

国分寺高

額田  和真 11.68/-2.8

H2O

男子17日

１００ｍ 7/18 諸隈  航(高2) 11.31/-1.4

ゆめおりAC

北村  拓也 11.34/-1.4

ティガAC

小林  駿介 11.40/-1.4

東京陸協

谷  修一 11.51/-1.4

BreakthroughAC

桑本  慶(高2) 11.60/-1.9

明中八王子高

住田  意知 11.61/-1.9

i-Link

田中  夏樹 11.63/-1.9

i-Link

鈴木  恒平 11.70/-1.4

i-Link

男子18日

２００ｍ 7/18 井上  雄斗 21.84/-1.3

青山学院大

藤本  健汰 22.08/-1.3

國學院大

平岡  佳樹(高2) 22.52/-1.5

明中八王子高

谷  修一 22.66/-1.3

BreakthroughAC

栗原  主玖(高2) 22.69/-1.5

ゆめおりAC

村山  裕紀(高1) 22.91/-1.3

明中八王子高

森  響己(高2) 23.10/-1.5

都立川高

内田  誠也(高2) 23.39/-1.5

広尾学園高

４００ｍ 7/17 細谷  柊真 48.76

専修大

遠藤  太護 49.59

國學院大

今西  優豪 50.10

早稲田大

川嶋  敬典(高3) 50.65

明中八王子高

田中  智也(高3) 51.86

明中八王子高

鈴木  恒平 51.87

i-Link

上條  竜大 52.96

國學院大同好会

倉持  健夫 53.64

千葉陸協

８００ｍ 7/18 今西  優豪  1:58.30

早稲田大

葛西  亮太  2:02.48

國學院大同好会

岡本  拓也  2:02.92

東京陸協

野池  広大  2:03.67

東京陸協

福元  翔輝  2:05.16

東京陸協

古井  義文  2:05.34

東京マスターズ

山本  敦寛  2:05.58

佐賀陸協

熊谷  祐樹  2:09.78

東京陸協

１５００ｍ 7/17 山本  敦寛  4:15.85

佐賀陸協

笹原  夏樹(高1)  4:21.60

都新宿高

今村  友彰  4:22.66

横浜市陸協

原田  景人  4:26.09

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

葛西  亮太  4:26.44

國學院大同好会

千良  悠太郎  4:26.76

國學院大同好会

竹本  智博(高2)  4:27.49

都小山台高

佐藤  和隆(高1)  4:27.95

都小山台高

走高跳 7/18 上島  大輝 1m90

東京陸協

走幅跳 7/17 吉川  翔   7m14/+2.7

ティガAC

井上  雄斗   7m14/-0.4

青山学院大

上野  弘裕   6m98/+3.2

青山学院大

中島  貴大   6m93/+1.4

埼玉陸協

三宅  一輝   6m40/+0.2

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC

岩永  悠   6m30/+2.5

相模原市陸協

窪寺  伶哉(高1)   6m08/+1.8

都立川高

小俣  瑛溜(高2)   5m82/+3.7

都小山台高

やり投

(800g)

7/18 稲岡  憲吾  56m61

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

佐々木  瑛太(高1)  44m58

ゆめおりAC

山添  正信  31m07

日本精工

北村  知慈(高2)  24m80

聖学院高

４×１００ｍＲ 7/18 國學院大 41.56

大洲  蒼空

村田  愛武

藤本  健汰

古川  翔理

郁文館高 46.16

副島  蔵人(高1)

田沢  隼作(高1)

西村  礼一(高1)

北尾  優弥(高1)

都小山台高 47.54

飯田  鴻也(高1)

藤森  凰汰(高1)

小俣  瑛溜(高2)

小川  佳樹(高1)

都新宿高 48.19

田中  道大(高2)

髙丸  開(高1)

黒崎  龍(高2)

大場  康寛(高2)

男子

１００ｍ 7/18 久保  陽希(中1) 12.57/-1.0

広尾学園中

稲垣  航(中1) 12.83/-1.0

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

岩本  然(中1) 12.99/-1.0

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

高島  皐大(中1) 13.06/-1.0

高島三中

岩名  秀斗(中1) 13.06/-1.0

ゆめおりAC

村上  永遠(中1) 13.14/-1.0

原宿外苑中

ｼﾞｮｾﾌ  ﾆｺﾗｽ陸都(中1)13.14/-1.0

ゆめおりAC

１５００ｍ 7/17 野口  敬古(中1)  5:06.05

出雲中

中島  祥慈(中1)  5:13.91

渋谷本町学園中

五十嵐  巧真(中1)  5:18.73

松濤中

宇佐美  優斗(中1)  5:20.28

東大和一中

片岡  眞(中1)  5:26.12

ティガAC

田邊  蒼空(中1)  5:26.49

東大和一中

正能  創太(中1)  5:29.67

出雲中

中野  慧(中1)  5:32.51

松濤中

走幅跳 7/17 日比野  穣(中1)   5m08/+0.2

桜修館中等中

高島  皐大(中1)   4m89/+4.8

高島三中

櫻井  凜空(中1)   4m79/+3.8

荏原六中

川村  颯太(中1)   4m57/+2.9

桜修館中等中

五十嵐  巧真(中1)   4m53/+2.6

松濤中

村上  永遠(中1)   4m46/+2.0

原宿外苑中

西川  圭輔(中1)   4m40/+2.7

代々木中

水上  颯太(中1)   4m39/-0.5

松濤中

男子中学
1年

１００ｍ 7/17 奥澤  雄音(中2) 12.04/-1.3

ゆめおりAC

市川  優空(中2) 12.07/-1.3

清瀬五中

原  虎太朗(中2) 12.16/-1.3

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

沼澤  樹(中2) 12.20/-1.3

広尾学園中

新後閑  大和(中2) 12.25/-1.3

広尾学園中

吉村  成也(中2) 12.38/-1.3

松濤中

西岡  弥人(中2) 12.58/-1.3

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

高木  颯士(中2) 12.59/-1.3

国分寺四中

男子中学
2年

１００ｍ 7/17 高崎  颯太(中3) 11.71/-2.4

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

小泉  優星(中3) 11.73/-2.4

高島一中

大山  立起(中3) 11.84/-2.4

板橋一中

岡田  駿太(中3) 12.05/-2.4

代々木中

上村  謙心(中3) 12.14/-2.4

ゆめおりAC

松下  歩夢(中3) 12.24/-2.4

出雲中

小林  優太(中3) 12.34/-2.4

東大和一中

酒井  優誠(中3) 12.43/-2.4

ゆめおりAC

男子中学
3年

１５００ｍ 7/18 大木  朔(中3)  4:28.03

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

菅井  涼司(中3)  4:30.06

向丘中

加賀山  英太(中2)  4:39.74

エムズ８１

村田  康乃輔(中2)  4:40.70

都武蔵附中

ｷﾝｸﾞ  ﾚｲ(中2)  4:41.58

原宿外苑中

田端  響希(中2)  4:50.44

渋谷本町学園中

山田  航大(中3)  4:50.63

都武蔵附中

兼平  駿(中3)  4:59.19

都武蔵附中

走幅跳 7/18 原  虎太朗(中2)   5m92/+0.3

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

松下  歩夢(中3)   5m89/+1.7

出雲中

大山  立起(中3)   5m87/+1.7

板橋一中

根津  郁吹(中2)   5m80/+0.9

広尾学園中

三科  未来(中3)   5m63/+1.9

ゆめおりAC

関根  理穂寿(中3)   5m54/+1.5

明星学園中

村山  樟乃介(中3)   5m34/+3.2

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

植田  翔己(中2)   5m31/+2.6

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

男子中学
2・3年

２００ｍ 7/18 岡田  駿太(中3) 24.39/-4.2

代々木中

中原  靖仁(中3) 24.42/-4.2

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

櫻井  旭(中3) 24.95/-4.2

国分寺四中

新後閑  大和(中2) 25.15/-4.2

広尾学園中

沼澤  樹(中2) 25.16/-4.2

広尾学園中

高橋  好徳(中3) 25.43/-4.2

Espoir

関谷  瑛太(中3) 25.85/-4.2

都武蔵附中

４００ｍ 7/18 上村  謙心(中3) 53.26

ゆめおりAC

田中  大貴(中3) 55.91

都武蔵附中

高木  颯士(中2) 57.08

国分寺四中

小林  直飛(中3) 58.61

花小金井南中

一宮  匠(中3) 58.70

花小金井南中

魚住  朋矢(中2)  1:00.10

桜修館中等中

坂内  颯太(中3)  1:02.47

都武蔵附中

吉山  悠斗(中1)  1:08.25

代々木中

８００ｍ 7/18 田中  大貴(中3)  2:15.33

都武蔵附中

加賀山  英太(中2)  2:16.36

エムズ８１

村田  康乃輔(中2)  2:16.38

都武蔵附中

新井  幸雅(中2)  2:17.11

高島一中

笠原  悠杜(中3)  2:20.82

松濤中

渡部  裕介(中3)  2:20.98

東大和一中

会田  奏(中3)  2:31.68

原宿外苑中

走高跳 7/17 小沢  優樹(中3) 1m75

八王子四中

山本  龍(中3) 1m74

両国中

三枝  孝遥(中2) 1m68

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

河野  真弥(中3) 1m65

原宿外苑中

大塚  真誉(中3) 1m60

向丘中

ｷﾝｸﾞ  ﾚｲ(中2) 1m60

原宿外苑中

小林  直飛(中3) 1m55

花小金井南中

砲丸投

(5.000kg)

7/17 今  嵐太(中3)  11m19

板橋一中

築田  泰平(中3)  10m14

高島一中

野崎  留楓(中3)   9m43

八王子四中

山本  龍(中3)   9m29

両国中

奥永  聖(中3)   8m85

東大和一中

田中  宏季(中3)   8m78

東大和一中

嘉納  悠也(中2)   7m46

東大和一中

高崎  颯太(中3)   7m17

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

４×１００ｍＲ 7/18 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 46.02

植田  翔己(中2)

中原  靖仁(中3)

村山  樟乃介(中3)

高崎  颯太(中3)

高島一中A 46.22

阿部  勇大(中3)

川島  祥吾(中3)

湯本  貴文(中3)

小泉  優星(中3)

広尾学園中B 46.51

猪股  大彩(中3)

荒井  浩翔(中3)

佐藤  貴紘(中3)

並木  比呂(中3)

広尾学園中A 47.73

沼澤  樹(中2)

根津  郁吹(中2)

永尾  理(中2)

新後閑  大和(中2)

花小金井南中A 47.99

西野  竜太郎(中3)

祐保  佳太(中3)

内田  葵(中3)

小林  直飛(中3)

都武蔵附中 48.06

古性  聡一郎(中2)

関谷  瑛太(中3)

新石  雄大(中2)

田中  大貴(中3)

桜修館中等中A 48.45

日比野  穣(中1)

魚住  朋矢(中2)

小林  季(中2)

望月  律(中3)

高島三中A 48.84

村上  剛太(中2)

菊池  仁(中2)

黒田  渉(中2)

中村  蒼弥(中2)

男子中学
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駒沢オリンピック公園陸上競技場

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 7/18 米川  澄夜(小3) 15.27/-0.1

NGRゆめおりAC

洞澤  碧(小3) 15.54/-0.1

ゆめおりAC

真藤  悠生(小3) 16.17/-0.1

Espoir

中嶋  啓貴(小3) 16.17/-0.1

ゆめおりAC

毛利  仁智(小3) 17.11/-0.1

渋谷ＪＲＣ

星野  竜生(小3) 17.26/-0.1

ゆめおりAC

河合  陽生(小3) 17.40/-0.1

ティガAC

田嶋  悠紀(小3) 17.41/-0.1

東京ドリーム

８００ｍ 7/17 中井  湊斗(小3)  3:04.79

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

棚橋  慧(小3)  3:11.81

東京ドリーム

片岡  桜丞(小3)  3:23.52

東京ドリーム

林  丈太郎(小3)  3:29.88

渋谷ＪＲＣ

若松  憶人(小3)  3:34.47

渋谷ＪＲＣ

鈴木  聖海(小3)  3:42.66

渋谷ＪＲＣ

走幅跳 7/17 杉山  利仁(小3)   3m26/-0.7

ゆめおりAC

棚橋  慧(小3)   3m09/-3.0

東京ドリーム

片岡  桜丞(小3)   2m93/-0.7

東京ドリーム

藤田  和真(小3)   2m86/-0.7

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

左近  慎次郎(小3)   2m83/-0.5

FFTC

小川  雄慈(小3)   2m56/-2.9

渋谷ＪＲＣ

中嶋  啓貴(小3)   2m47/-1.0

ゆめおりAC

支倉  雄大(小3)   2m38/-1.8

東京ドリーム

男子小学
3年

１００ｍ 7/18 堀籠  優成(小4) 14.19/-0.5

NGRゆめおりAC

小山  凌瑛(小4) 14.78/-0.5

R-キッズ

菅野  優平(小4) 14.80/-0.5

ゆめおりAC

井手  希(小4) 15.36/-0.5

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

南出  朝葵(小4) 15.50/-0.5

Espoir

畑井  育眞(小4) 15.55/-0.5

東京ドリーム

丹羽  龍(小4) 15.60/-0.5

ゆめおりAC

松下  葵(小4) 15.96/-0.5

ゆめおりAC

８００ｍ 7/17 山口  譲司(小4)  2:51.07

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

中山  瑛介(小4)  2:52.60

ゆめおりAC

髙橋  蓮(小4)  2:53.52

ティガAC

高木  翔光(小4)  2:54.45

東京ドリーム

大西  元樹(小4)  2:58.60

渋谷ＪＲＣ

下村  侃三郎(小4)  2:59.99

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

清水  悠翔(小4)  3:00.69

東京ドリーム

伊神  希亮(小4)  3:09.49

ゆめおりAC

走幅跳 7/17 堀籠  優成(小4)   4m16/-0.8

NGRゆめおりAC

丹羽  龍(小4)   4m06/-1.9

NGRゆめおりAC

渡辺  泰成(小4)   3m78/+0.3

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

松下  葵(小4)   3m66/-1.7

ゆめおりAC

小山  凌瑛(小4)   3m64/-1.4

R-キッズ

菅野  優平(小4)   3m43/-0.7

ゆめおりAC

吉川  大智(小4)   3m26/+0.1

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

安藤  大朗(小4)   3m24/-1.0

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

男子小学
4年

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 7/18 松下  葵(小4)  35m94

NGRゆめおりAC

渡辺  泰成(小4)  34m41

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

井手  希(小4)  34m38

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

林  勇吹(小4)  33m26

東京ドリーム

藤本  賢慎(小4)  31m33

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

清水  悠翔(小4)  29m77

東京ドリーム

支倉  雄大(小3)  27m29

東京ドリーム

佐藤  巽己(小4)  20m85

MJアスリーツ

４×１００ｍＲ 7/17 ゆめおりAC A 57.80

NGR堀籠  優成(小4)

菅野  優平(小4)

丹羽  龍(小4)

米川  澄夜(小3)

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC  1:03.79

藤田  和真(小3)

渡辺  泰成(小4)

安藤  大朗(小4)

井手  希(小4)

ゆめおりAC B  1:04.33

中嶋  啓貴(小3)

伊神  希亮(小4)

中山  瑛介(小4)

洞澤  碧(小3)

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ  1:04.51

下村  侃三郎(小4)

吉川  大智(小4)

末次  理人(小4)

藤本  賢慎(小4)

東京ドリーム  1:05.73

田嶋  悠紀(小3)

高木  翔光(小4)

清水  悠翔(小4)

畑井  育眞(小4)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ  1:08.91

小島  慶(小4)

冨山  陽豊(小4)

山口  譲司(小4)

川畑  陽路(小3)

渋谷ＪＲＣ  1:10.46

若松  憶人(小3)

大西  元樹(小4)

小川  雄慈(小3)

内藤  翔仁(小4)

男子小学
3・4年

１００ｍ 7/17 峯川  裕太(小5) 14.27/-1.5

R-キッズ

新村  鳳麿(小5) 14.60/-1.5

R-キッズ

上原  正太郎(小5) 14.65/-1.5

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

大西  凌駆(小5) 14.66/-1.5

ゆめおりAC

加藤  嵩都(小5) 14.83/-1.5

ゆめおりAC

高尾  悠(小5) 14.95/-1.5

ゆめおりAC

門脇  蓮(小5) 15.01/-1.5

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

鈴木  郁巳(小5) 15.15/-1.5

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

８００ｍ 7/18 峯川  裕太(小5)  2:39.91

R-キッズ

行廣  駿太(小5)  2:39.91

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

北田  悠真(小5)  2:46.69

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

小澤  新平(小5)  2:49.20

渋谷ＪＲＣ

高橋  奏(小5)  2:51.61

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

門脇  蓮(小5)  3:02.09

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

小田  督士(小5)  3:03.42

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

谷田  尚揮(小5)  3:04.64

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

走幅跳 7/18 大西  凌駆(小5)   4m18/+0.4

ゆめおりAC

赤司  晟(小5)   3m98/+1.2

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

竹田  悠人(小5)   3m90/+0.9

ゆめおりAC

小澤  新平(小5)   3m83/+2.2

渋谷ＪＲＣ

平坂  亮燈(小5)   3m80/+0.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

峯川  裕太(小5)   3m77/-0.2

R-キッズ

新村  鳳麿(小5)   3m76/+1.0

R-キッズ

鈴木  郁巳(小5)   3m68/+1.3

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

男子小学
5年

１００ｍ 7/17 安波  慎二(小6) 12.93/-0.9

NGRゆめおりAC

髙橋  蒼史(小6) 13.48/-0.9

ゆめおりAC

伊藤  壮歩(小6) 13.52/-0.9

ゆめおりAC

市川  広大(小6) 13.60/-0.9

杉並Jr.

深谷  海樹(小6) 13.86/-0.9

ゆめおりAC

厨川  十羽(小6) 13.96/-0.9

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

金田  蓮馬(小6) 14.24/-0.9

Espoir

嶋津  海寿(小6) 14.35/-0.9

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

８００ｍ 7/18 豊里  壮矢(小6)  2:23.95

東京ドリーム

嶋津  海寿(小6)  2:27.39

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

岡田  海翔(小6)  2:28.45

東京ドリーム

楠本  陸登(小6)  2:32.80

東京ドリーム

市川  広大(小6)  2:33.25

杉並Jr.

唐鎌  琉依(小6)  2:36.33

東京ドリーム

田中  嵩人(小6)  2:40.68

渋谷本町学園小

佐藤  創志(小6)  2:56.13

ティガAC

走幅跳 7/18 厨川  十羽(小6)   4m87/+1.8

NGRｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

深谷  海樹(小6)   4m67/+0.3

ゆめおりAC

伊藤  壮歩(小6)   4m54/+0.6

ゆめおりAC

山本  遼汰(小6)   4m51/+0.7

ティガAC

嶋津  海寿(小6)   4m48/+1.9

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

久保  虎太郎(小6)   4m46/+1.2

ゆめおりAC

芳賀  淳平(小6)   4m33/+0.6

ゆめおりAC

藤田  優吾(小6)   4m20/+2.0

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

男子小学
6年

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 7/17 安波  慎二(小6)  50m63

NGRゆめおりAC

今井  夏(小6)  43m60

ゆめおりAC

藤本  航輔(小5)  42m43

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

藤田  優吾(小6)  40m20

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

赤司  晟(小5)  38m53

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

岡田  大空(小6)  38m47

東京ドリーム

岡田  薫(小6)  36m13

R-キッズ

厨川  十羽(小6)  34m67

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

４×１００ｍＲ 7/18 ゆめおりAC A 52.94

深谷  海樹(小6)

伊藤  壮歩(小6)

芳賀  淳平(小6)

髙橋  蒼史(小6)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸA 55.35

川畑  悠樹(小6)

厨川  十羽(小6)

平坂  亮燈(小5)

日野  颯介(小6)

東京ドリーム 56.31

楠本  陸登(小6)

豊里  壮矢(小6)

岡田  海翔(小6)

唐鎌  琉依(小6)

Espoir 57.09

深沢  祐仁(小6)

金田  蓮馬(小6)

平山  遼(小6)

谷口  逸之丞(小6)

R-キッズ 57.38

橋本  潤哉(小5)

峯川  裕太(小5)

舩場  蓮(小5)

新村  鳳麿(小5)

KMC陸上ｸﾗﾌﾞA 57.57

鈴木  郁巳(小5)

赤司  晟(小5)

門脇  蓮(小5)

嶋津  海寿(小6)

渋谷ＪＲＣ 57.91

田中  昭(小5)

小澤  新平(小5)

松田  ﾁｪﾙﾉｱﾐﾙ(小6)

小川  慧(小6)

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸB  1:01.29

小島  凜士(小6)

北田  悠真(小5)

杉田  晴哉(小5)

長崎  重心(小6)

男子小学
5・6年

凡例（NGR:大会新記録）



第14回渋谷区ジュニア陸上競技大会
第18回渋谷区陸上競技大会

2022年7月17日(日)～18日(月)      決勝一覧表
駒沢オリンピック公園陸上競技場

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 7/17 黛  来夢 12.67/-1.8

青山学院大

間渕  桃奈 12.79/-1.8

日本大

橋本  小春(高3) 12.95/-1.8

明中八王子高

西村  織羽 13.49/-1.8

日本大

市川  さつき(高2) 13.54/-1.8

明中八王子高

中川  澄惟(高1) 13.54/-1.8

ゆめおりAC

東  凪沙(高2) 13.61/-1.5

明中八王子高

堀  結里加(高1) 13.77/-1.5

日大豊山女高

女子17日

１００ｍ 7/18 黛  来夢 12.32/+0.7

青山学院大

間渕  桃奈 12.53/+0.7

日本大

秋庭  里彩 13.55/+0.7

ティガAC

宗原  綾美(高2) 13.59/+0.7

日大豊山女高

遠藤  友理 13.61/+0.7

i-Link

市田  叶美 13.70/+0.7

i-Link

原  えりか(高2) 13.72/+0.7

日大豊山女高

又多  紅樹 14.06/-0.4

ティガAC

女子18日

２００ｍ 7/18 橋本  小春(高3) 25.94/-1.2

明中八王子高

市川  さつき(高2) 26.46/-1.2

明中八王子高

西村  織羽 27.12/-1.2

日本大

齊藤  麻菜美(高2) 27.69/-1.2

日大豊山女高

東  凪沙(高2) 27.77/-1.2

明中八王子高

中川  澄惟(高1) 28.09/-1.2

ゆめおりAC

遠藤  友理 28.38/-0.7

i-Link

長谷  真悠(高1) 28.42/-1.5

明中八王子高

８００ｍ 7/18 德竹  陽乃(高1)  2:20.51

明中八王子高

鈴木  結衣(高1)  2:21.66

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

河口  莉菜(高2)  2:27.99

日大豊山女高

藤田  恋(高2)  2:30.65

日大豊山女高

橋本  萌生(高1)  2:32.00

明中八王子高

徳島  優奈(高1)  2:41.16

都小山台高

髙橋  彩心(高1)  2:42.95

日大豊山女高

嶋津  愛海(高2)  2:45.99

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

１５００ｍ 7/17 河口  莉菜(高2)  5:00.24

NHR日大豊山女高

藤田  恋(高2)  5:21.85

日大豊山女高

塩野  楓南(高1)  5:34.26

日大豊山女高

徳島  優奈(高1)  5:37.41

都小山台高

小宮  希佳(高2)  5:40.74

日大豊山女高

嶋津  愛海(高2)  5:42.33

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

井土  菜々恵(高1)  5:54.61

日大豊山女高

榎本  心海(高2)  5:57.26

日大豊山女高

走高跳 7/18 山岸  冴英子(高1) 1m58

=HR明中八王子高

山崎  優里(高2) 1m40

日大豊山女高

走幅跳 7/17 久保田  晴子(高2)   5m13/+1.7

都小山台高

原  えりか(高2)   4m87/+1.7

日大豊山女高

和田  真由子(高2)   4m32/+2.0

都小山台高

大田  ありさ(高2)   4m19/+2.2

都新宿高

新井  愛花(高2)   4m02/+2.2

都新宿高

４×１００ｍＲ 7/18 日大豊山女高 51.75

宗原  綾美(高2)

齊藤  麻菜美(高2)

梅澤  雫(高2)

原  えりか(高2)

ティガAC 54.18

勇  ちひろ

又多  紅樹

長谷川  知世

秋庭  里彩

都新宿高 54.59

新井  愛花(高2)

佐々木  優奈(高2)

柚原  彩乃(高2)

大田  ありさ(高2)

都小山台高 54.97

木村  里月花(高1)

松田  紗希子(高2)

久保田  晴子(高2)

和田  真由子(高2)

女子

１００ｍ 7/18 東山  幸穂(中1) 13.71/-0.8

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

田中  里音(中1) 13.93/-0.8

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

諏訪  帆菜(中1) 13.99/-0.8

出雲中

久保田  夏綺(中1) 14.43/-0.8

都武蔵附中

谷口  茉菜(中1) 14.51/-0.8

出雲中

蘆田  希実(中1) 14.53/-0.8

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

花田  海葵(中1) 14.56/-0.8

広尾学園中

８００ｍ 7/17 森田  彩空(中1)  2:36.36

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

石田  千晴(中1)  2:37.28

エムズ８１

神田  実優(中1)  2:37.37

八王子四中

本田  莉子(中1)  2:39.13

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

水守  かん菜(中1)  2:39.29

国分寺四中

村中  杏美(中1)  2:50.13

国分寺四中

奥住  瑶音(中1)  2:55.56

両国中

安田  瞳(中1)  2:55.73

東大和一中

走幅跳 7/17 東山  幸穂(中1)   4m51/-3.3

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

鈴木  緒実(中1)   4m39/-1.8

八王子四中

長江  二鼓(中1)   4m13/-1.4

松濤中

蘆田  希実(中1)   3m99/-1.3

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

三科  幸歩(中1)   3m92/-1.4

ゆめおりAC

田中  里音(中1)   3m91/-1.3

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

安藤  希歩(中1)   3m84/-2.0

いずみの森中

谷部  紀乃(中1)   3m77/-3.4

昭島多摩辺中

女子中学
1年

１００ｍ 7/17 井村  結香(中2) 13.35/-1.5

桜修館中等中

臼井  乃々香(中2) 14.03/-1.5

昭島多摩辺中

廣瀬  鈴依奈(中2) 14.07/-1.5

松濤中

布施  明愛(中2) 14.09/-1.5

板橋一中

金山  百合海(中2) 14.11/-1.5

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

山本  さくら(中2) 14.23/-1.5

FFTC

大橋  茜莉(中2) 14.34/-1.5

両国中

女子中学
2年

１００ｍ 7/17 槇村  せいあ(中3) 13.45/-1.2

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

本多  杏子(中3) 13.80/-1.2

国分寺四中

柳澤  夏南(中3) 13.90/-1.2

原宿外苑中

小木  かれん(中3) 14.37/-1.2

広尾学園中

加藤  杏梨(中3) 14.40/-1.2

両国中

岩﨑  帆音(中3) 14.41/-1.2

広尾学園中

岡本  虹湖(中3) 14.64/-1.2

都武蔵附中

女子中学
3年

８００ｍ 7/18 樋口  結月(中2)  2:30.49

代々木中

石田  咲綾(中2)  2:33.69

ゆめおりAC

二川  まるみ(中3)  2:40.72

代々木中

須田  愛鐘(中2)  2:45.55

両国中

井上  慧子(中3)  2:46.15

花小金井南中

黒澤  夏帆(中3)  2:48.35

都武蔵附中

堀  友郁子(中2)  2:49.41

都武蔵附中

森  美里(中2)  2:50.50

都武蔵附中

走幅跳 7/18 高橋  奏心(中3)   5m08/+1.8

ゆめおりAC

井上  可蓮(中3)   4m91/+1.0

八王子四中

岡野  蒼衣(中3)   4m81/+1.4

金町中

松田  冴(中3)   4m62/-0.1

慶應中

佐藤  蒼己(中3)   4m53/+2.1

松濤中

石田  凛々子(中2)   4m52/+1.8

金町中

名子  あおい(中2)   4m47/+2.7

東山中

小宮  幸来(中3)   4m34/+2.6

金町中

女子中学
2・3年

２００ｍ 7/18 槇村  せいあ(中3) 27.48/-1.6

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

佐藤  ひなの(中3) 28.06/-1.6

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

本多  杏子(中3) 28.30/-1.6

国分寺四中

布施  明愛(中2) 29.21/-1.6

板橋一中

中村  文(中2) 29.25/-1.6

国分寺四中

臼井  乃々香(中2) 29.32/-1.6

昭島多摩辺中

伊東  若菜(中3) 29.43/-1.6

向丘中

加藤  百花(中2) 29.48/-1.6

ゆめおりAC

１５００ｍ 7/17 森田  彩空(中1)  5:23.29

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

梅田  怜奈(中3)  5:29.17

向丘中

鈴木  真央(中3)  5:33.82

日大豊山女中

石田  千晴(中1)  5:34.29

エムズ８１

内山  あゆ美(中3)  5:36.08

東大和一中

服部  紗愛(中2)  5:37.74

松濤中

二川  まるみ(中3)  5:37.75

代々木中

井上  心音(中2)  5:38.73

松濤中

走高跳 7/17 ｶﾞｰﾄﾞﾅ  ﾚｲﾁｪﾙ(中3) 1m64

NGR松濤中

佐藤  ひなの(中3) 1m40

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

大橋  茜莉(中2) 1m40

両国中

宮崎  芙美恵(中3) 1m40

両国中

浅見  結衣(中3) 1m30

高島三中

佐藤  百香(中3) 1m30

向丘中

豊永  とな(中2) 松濤中 1m25

千葉  晴絵(中2) 花小金井南中

露木  佑紀奈(中3) 広尾学園中

砲丸投

(2.721kg)

7/17 佐藤  ひなの(中3)   9m20

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

田中  雅子(中3)   8m08

松濤中

梅田  怜奈(中3)   7m23

向丘中

東  杏胡(中3)   6m55

両国中

町田  瑠音(中2)   6m40

明晴学園

松永  菫(中2)   6m05

両国中

寺前  陽葵(中2)   5m65

明晴学園

村尾  茜(中2)   4m32

高島一中

４×１００ｍＲ 7/18 KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 51.33

金山  百合海(中2)

佐藤  ひなの(中3)

東山  幸穂(中1)

槇村  せいあ(中3)

桜修館中等中A 52.38

小笠原  栞奈(中2)

東  薫子(中2)

中川  颯来(中3)

井村  結香(中2)

国分寺四中A 54.45

酒詰  奈那(中3)

島田  愛子(中3)

阿部  七菜子(中3)

本多  杏子(中3)

都武蔵附中 54.84

山邉  百香(中3)

小林  愛果(中3)

黒澤  夏帆(中3)

岡本  虹湖(中3)

ゆめおりAC 55.02

加藤  百花(中2)

塩川  楓音(中3)

吉田  陽葵(中2)

神浦 珠永瑠ｼｬﾖｰﾅ(中2)

日大豊山女中 55.47

井手  凜々(中3)

嶋尾  妃良(中3)

舟木  愛莉(中3)

鈴木  真央(中3)

両国中A 55.73

石橋  菜花(中3)

加藤  杏梨(中3)

石田  梨乃(中3)

東  杏胡(中3)

広尾学園中A 55.88

渡辺  真絢(中2)

小木  かれん(中3)

山下  澄花(中2)

岩﨑  帆音(中3)

女子中学

凡例（NGR:大会新記録/ NHR:渋谷区大会高校新記録/ =HR:渋谷区大会高校ﾀｲ記録）



第14回渋谷区ジュニア陸上競技大会
第18回渋谷区陸上競技大会

2022年7月17日(日)～18日(月)      決勝一覧表
駒沢オリンピック公園陸上競技場

種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 7/18 西岡  笙(小3) 16.06/-0.5

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

斉藤  夏海(小3) 16.18/-0.5

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

﨑村  栞乃(小3) 16.40/-0.5

東京陸協

高橋  美咲(小3) 16.62/-0.5

FFTC

森近  花(小3) 16.90/-0.5

ゆめおりAC

栗原  りいこ(小3) 17.01/-0.5

エムズ８１

古尾谷  円香(小3) 17.04/-0.5

R-キッズ

敦賀  塔子(小3) 17.05/-0.5

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

８００ｍ 7/17 西岡  笙(小3)  2:50.83

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

藤本  英(小3)  2:53.62

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

高橋  美咲(小3)  2:59.23

FFTC

﨑村  栞乃(小3)  3:11.11

東京陸協

敦賀  塔子(小3)  3:13.09

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

花田  舞桜(小3)  3:14.04

渋谷ＪＲＣ

内山  珠里(小3)  3:14.77

ティガAC

走幅跳 7/17 斉藤  夏海(小3)   3m16/-1.2

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

西岡  笙(小3)   3m01/-3.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

敦賀  塔子(小3)   2m91/-0.8

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

古尾谷  円香(小3)   2m87/-0.9

R-キッズ

土井  虹奈(小3)   2m49/-1.3

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

小栁  ねね(小3)   2m37/-0.6

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

若山  佳穂(小3)   2m26/-0.4

FFTC

光永  茉央(小3)   2m18/-1.4

Espoir

女子小学
3年

１００ｍ 7/18 永田  愛香音(小4) 15.38/-2.0

Espoir

大井  名佐(小4) 15.46/-2.0

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

五十嵐  清音(小4) 15.70/-2.0

渋谷ＪＲＣ

小野  詩織(小4) KMC陸上ｸﾗﾌﾞ 15.72/-2.0

太田  萌彩(小4) ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

宮本  園子(小4) 15.89/-2.0

Espoir

内田  杏(小4) 15.96/-2.0

ゆめおりAC

宗像  美言(小4) 16.36/-2.0

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

８００ｍ 7/17 日野  紗彩(小4)  2:42.06

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

松村  樹生(小4)  2:42.46

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

大井  名佐(小4)  2:52.00

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

佐藤  莉緒(小4)  2:57.39

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

岡田  美海(小4)  3:00.65

東京ドリーム

大野  みな実(小4)  3:07.66

ゆめおりAC

大林  紗彩子(小4)  3:09.85

渋谷ＪＲＣ

本田  莉佳(小4)  3:11.56

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

走幅跳 7/17 太田  萌彩(小4)   3m45/-1.6

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

鈴木  希緒(小4)   3m43/-1.0

ゆめおりAC

日野  紗彩(小4)   3m27/-1.8

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

宇田川  愛菜(小4)   3m15/-1.3

ゆめおりAC

松村  樹生(小4)   3m15/-1.5

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

小野  詩織(小4)   3m11/-2.6

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

宮本  園子(小4)   3m05/-3.9

Espoir

内山  心晴(小4)   3m04/-2.1

ゆめおりAC

女子小学
4年

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 7/18 松尾  羅央(小4)  29m54

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

鈴木  希緒(小4)  28m27

ゆめおりAC

松村  樹生(小4)  26m93

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

東海林  茉乃(小4)  26m36

東京ドリーム

大井  名佐(小4)  25m93

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

﨑村  栞乃(小3)  23m21

東京陸協

朴  志雅(小3)  18m12

東京ドリーム

深谷  美波(小4)  18m05

ゆめおりAC

４×１００ｍＲ 7/17 ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ  1:02.86

太田  萌彩(小4)

日野  紗彩(小4)

松村  樹生(小4)

斉藤  夏海(小3)

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC  1:03.18

武田  桃(小4)

宗像  美言(小4)

佐藤  莉緒(小4)

大井  名佐(小4)

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ  1:04.49

敦賀  塔子(小3)

麻生  友奏(小4)

岩本  粋(小4)

小野  詩織(小4)

渋谷ＪＲＣ  1:05.24

荏原  由衣渚(小4)

児玉  杏(小4)

磯部  咲奈(小4)

五十嵐  清音(小4)

ゆめおりAC  1:05.57

宇田川  愛菜(小4)

内山  心晴(小4)

大野  みな実(小4)

鈴木  希緒(小4)

女子小学
3・4年

１００ｍ 7/17 加賀山  奈音(小5) 14.43/-1.3

エムズ８１

須藤  颯希(小5) 14.73/-1.3

エムズ８１

藤原  圭希(小5) 14.81/-1.3

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

長谷川  美風(小5) 14.90/-1.3

R-キッズ

若林  茜李(小5) 15.11/-1.3

ゆめおりAC

田部井  蘭(小5) 15.34/-1.3

バディ陸上

山本  彩夏(小5) 15.66/-1.3

R-キッズ

山本  陽(小5) 15.72/-1.3

FFTC

８００ｍ 7/18 加賀山  奈音(小5)  2:44.52

エムズ８１

辰井  陽香(小5)  2:48.17

FFTC

山崎  稟々輝(小5)  2:52.10

ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ

山﨑  光里(小5)  3:01.56

東京ドリーム

金子  明莉(小5)  3:02.16

R-キッズ

新田  梨紗(小5)  3:02.33

渋谷ＪＲＣ

井上  志奏(小5)  3:03.23

富谷小

中村  夏緒(小5)  3:03.24

渋谷ＪＲＣ

走幅跳 7/18 長谷川  美風(小5)   4m12/+1.1

R-キッズ

若林  茜李(小5)   3m99/+0.7

ゆめおりAC

加賀山  奈音(小5)   3m96/+1.2

エムズ８１

山本  彩夏(小5)   3m54/+0.2

R-キッズ

辰井  陽香(小5)   3m51/+4.0

FFTC

山崎  稟々輝(小5)   3m46/+0.9

ﾊﾞﾃﾞｨ陸上ｸﾗﾌﾞ

清水  萌愛(小5)   3m19/-0.2

渋谷本町学園小

上岡  珠緒(小5)   3m13/+3.1

渋谷本町学園小

女子小学
5年

１００ｍ 7/17 松井  杏莉(小6) 13.99/-1.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

根本  梨咲(小6) 14.11/-1.4

ゆめおりAC

児玉  羽生(小6) 14.65/-1.4

渋谷ＪＲＣ

太宰  玲(小6) 14.81/-1.4

ゆめおりAC

柴田  愛理(小6) 14.87/-1.4

ティガAC

山内  美沙(小6) 14.87/-1.4

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

田端  琴葉(小6) 15.03/-1.4

渋谷本町学園小

８００ｍ 7/18 長田  美海(小6)  2:32.67

渋谷ＪＲＣ

水野  明莉(小6)  2:41.76

東京ドリーム

伊藤  優樹奈(小6)  2:42.01

ﾌｧﾝｱﾝﾄﾞﾗﾝAC

依岡  志織(小6)  2:49.09

KMC陸上ｸﾗﾌﾞ

川又  舞花(小6)  2:50.75

FFTC

小杉  瑠々果(小6)  2:52.85

東京ドリーム

飼手  実鈴(小6)  2:53.79

杉並Jr.

川又  結花(小6)  2:57.78

FFTC

走幅跳 7/18 庄司  七萌(小6)   4m49/+0.9

東京ドリーム

栗原  杏奈(小6)   4m46/+0.5

渋谷本町学園小

松井  杏莉(小6)   4m40/+2.7

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

藤田  理央(小6)   4m33/+1.8

ゆめおりAC

柴田  愛理(小6)   4m29/+1.4

ティガAC

根本  梨咲(小6)   4m24/+1.1

ゆめおりAC

松川  玖歩(小6)   4m04/+1.8

ゆめおりAC

田端  琴葉(小6)   4m01/+2.1

渋谷本町学園小

女子小学
6年

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 7/17 山内  美沙(小6)  38m06

ｽﾎﾟｰﾂﾏｼﾞｯｸ

根本  梨咲(小6)  36m03

ゆめおりAC

柴田  愛理(小6)  34m32

ティガAC

長谷川  美風(小5)  31m48

R-キッズ

吉田  梨紗(小5)  29m47

ゆめおりAC

山本  彩夏(小5)  26m25

R-キッズ

一瀬  紗良(小6)  24m37

ゆめおりAC

徳谷  芽(小6)  22m79

R-キッズ

４×１００ｍＲ 7/18 ゆめおりAC A 56.65

藤井  日菜乃(小6)

根本  梨咲(小6)

藤田  凛音(小6)

若林  茜李(小5)

エムズ８１ 59.38

須藤  颯希(小5)

加賀山  奈音(小5)

増田  莉奈(小6)

松島  瑞希(小5)

ゆめおりAC B 59.55

藤田  理央(小6)

松川  玖歩(小6)

吉田  梨紗(小5)

ﾎﾞﾙﾀﾞ  小夜(小5)

東京ドリーム 59.92

水野  明莉(小6)

庄司  七萌(小6)

山﨑  光里(小5)

小杉  瑠々果(小6)

渋谷本町学園小  1:00.20

上岡  珠緒(小5)

田端  琴葉(小6)

徳増  憩(小6)

栗原  杏奈(小6)

FFTC  1:00.24

高羽  郁奈(小5)

辰井  陽香(小5)

川又  舞花(小6)

川又  結花(小6)

渋谷ＪＲＣ  1:01.68

金光  瑛美(小6)

吉村  希愛(小6)

中村  夏緒(小5)

児玉  羽生(小6)

R-キッズA  1:03.11

徳谷  芽(小6)

池田  万風奏(小6)

武田  優奈(小6)

横井  更紗(小6)

女子小学
5・6年


