
ト ラ ッ ク 審 判 長 小出 敏之、竹田 道宏

跳 躍 審 判 長 国枝　信孝

投 て き 審 判 長 国枝　信孝

記 録 主 任 小澤　清治

日付 種目

大竹　春樹 10.52 藤原　巧成 10.61 吉原　杏(2) 10.77 上杉　高頼 10.78 棟長　祥輝(3) 10.88 松本　諒(3) 10.91 鈴木　諒(3) 10.94

早稲田大 上智大 川崎市立橘高 上智大 法政二高 法政二高 法政二高

服部　悠(3) 22.05 瀬川　晃暉 22.25 工藤　晧平 22.30 井ﾉ川　充 22.41 國田　凌輝 22.54 中臣　光輝(3) 22.55

川崎市立橘高 NUBS 専修大 SAC SAC 生田東高

碓井　涼 50.16 北畠　誉 50.29 谷　　修一 50.31 遠藤　太護 51.52 鈴木　蘭丸 51.98 吉村　直人 52.97 片山　滉平 53.18

ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 川崎市陸協 Break ThroughAC 國學院大 SAC 慶應義塾大 SAC

渋江　翔太(3) 1:53.95 服部　由弥(3) 1:56.33 神林　輝(3) 1:56.70 篠田　琉誓 1:57.50 三宅　誠人(2) 1:58.19 武藤　旺太朗(3) 2:04.78 塩谷　知己 2:10.86

法政二高 法政二高 法政二高 慶應義塾大 法政二高 川崎市立橘高 慶應義塾大

神林　輝(3) 3:55.96 服部　由弥(3) 3:58.97 田仲　巧(3) 4:06.00 北畠　誉 4:06.45 坂内　亮輔 4:17.21 竹下　雅之 4:17.52 笹木　大志(1) 4:24.14 高見　瑞樹 4:28.29

法政二高 GR 法政二高 法政二高 川崎市陸協 川崎市陸協 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 法政二高 川崎市陸協

須崎　裕也 15:45.84 下條　拓馬(3) 15:59.60 竹村　勇輝(2) 16:19.10 北島　亮太 16:20.91 泉　　広基(3) 17:10.09 角田　和久 17:14.65 根子　琢行 17:17.74 土谷　和史(1) 17:39.90

川崎市役所 生田高 高津高 川崎上下水道局 菅高 川崎市陸協 川崎市陸協 川崎総合科学高

尾﨑　俊祐 14.20(+0.4) 吉田　圭吾(3) 14.86(+0.4) 本間　貴裕 14.95(+0.4) 外山　樹 15.42(+0.4) 髙橋　隼 15.46(+0.4) 鎌形　圭佑 16.17(-0.6) 長友　龍一 16.18(-0.6) 本間　大輔 16.85(-0.6)

日油 GR 法政二高 SAC SAC 神奈川大 慶應義塾大 SAC ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ

細谷　柊真 53.10 猪俣　遼介 55.43 松本　昌人(2) 59.43 太田　琉(1) 1:03.50 谷　　健伸(2) 1:05.47 窪　　太陽(1) 1:06.58

専修大 東京外国語大 百合丘高 新城高 高津高 生田東高

専修大 42.24 SAC-A 42.71 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 42.88 NUBS 43.55 菅高 43.56 SAC-B 43.71 生田高A 45.00 高津高 45.74

増田　剛輝 叶　　隼人 中村　幸雅 神山　生 大矢　空(2) 片山　滉平 石崎　隼太郎(2) 能間　一輝(1)

工藤　晧平 山本　尚季 渡部　将平 田口　翔 熊　　颯斗(1) 山崎　泰央 稲本　大輝(1) 谷　　健伸(2)

佐久間　奎吾 井ﾉ川　充 疇地　大知 鈴木　千紘 遠藤　優磨(2) 國田　凌輝 佐藤　碧(1) 藤田　智博(2)

細谷　柊真 本間　貴裕 菊地　一輝 瀬川　晃暉 松澤　里和(2) 中元　栄太 小倉　大空(2) 藤田　晃輔(1)

SAC 3:29.96 生田高 3:34.62 菅高 3:34.95 高津高 3:36.59 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞB 3:37.02 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞA 3:37.46 生田東高 3:49.48 百合丘高 3:51.13

片山　滉平 石崎　隼太郎(2) 大矢　空(2) 谷　　健伸(2) 竹下　雅之 碓井　涼 下浦　凛人(1) 加藤　風雅(1)

長友　龍一 岩井田　裕斎(1) 小坂　宇輝(1) 安富　大智(2) 渡部　将平 下田　和秀 吉野　太陽(2) 堀　　祐輔(1)

鈴木　蘭丸 稲本　大輝(1) 松澤　里和(2) 藤田　智博(2) 本間　大輔 竹下　貴之 平澤　涼士(2) 水口　泰希(1)

井ﾉ川　充 下條　拓馬(3) 熊　　颯斗(1) 近藤　健心(1) 中山　勇人 高畑　翔 丹羽　晴久(2) 布施　和渡(1)

柴崎　健司 2m00 枝　　裕二 2m00 岡田　一希 1m95 宮本　隼汰 1m90 美村　波(3) 1m90 徳岡　颯 1m85 丹羽　晴久(2) 1m75 加藤　慎之介 1m75

川崎市陸協 M.A.K 川崎市陸協 国際武道大AC 川崎市立橘高 國學院大 生田東高 中大同

中野　悠哉 3m80 齋藤　恒 3m80 鎌形　圭佑 3m10 細野　公丈 3m00 石田　悠人(1) 2m80 岡本　修蒔(1) 2m30

慶應義塾大 慶應義塾大 慶應義塾大 川崎市陸協 法政二高 法政二高

宮崎　章光 7m07(0.0) 角屋　喜基 6m85(-0.2) 松本　諒(3) 6m82(+1.6) 呉山　伊織 6m61(+0.3) 山内　大河(3) 6m56(+1.0) 高橋　知多 6m55(+0.2) 坂本　圭鐘 6m53(-1.0) 小林　一揮 6m43(+0.2)

ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 法政二高 日本体育大 法政二高 國學院大 順天堂医学部 慶應義塾大

畠山　剛 14m53(0.0) 金成　悠司(2) 14m15(-0.5) 江戸　飛雄馬(3) 13m95(+1.2) 坂本　圭鐘 13m68(-0.9) 本間　貴裕 13m34(+0.5) 宮本　遥斗 13m28(-0.2) 枝　　裕二 13m02(+1.2) 黒澤　幹太(2) 12m45(+0.3)

東海大 法政二高 川崎市立橘高 順天堂医学部 SAC 神奈川大 M.A.K 百合丘高

佐藤　深苑 13m52 木村　研太 13m35 永山ﾊﾞｼﾅｶﾝ(3) 13m01 井上　直紀 10m77 高坂　邦宏 8m07 草野　健 7m72 齋藤　笙士(2) 6m99 佐藤　碧(1) 5m37

法大Ⅱ部 川崎市陸協 川崎市立橘高 川崎市陸協 川崎市陸協 川崎市陸協 生田高 川崎北高

木村　研太 35m92 小林　航希(1) 25m79 安達　一真(2) 18m34 伊藤　快人(1) 16m70 杉山　耕介 12m53

川崎市陸協 法政二高 法政二高 法政二高 川崎市陸協

内藤　幹太 42m48 宮﨑　虎太郎(2) 31m05 田口　稜哉(1) 21m62 河嵜　真大(1) 11m14 村上　竣哉(1) 9m14

川崎市陸協 法政二高 川崎工科高 法政二高 法政二高

井上　直紀 61m14 関　　聡二郎(3) 60m57 平田　洋周 57m12 山下　卓也 55m84 鈴木　天馬(3) 48m40 石橋　宙樹(2) 45m70 園田　倖生(1) 45m60 伊藤　来樹(2) 44m44

川崎市陸協 法政二高 H20 川崎市陸協 法政二高 川崎工科高 法政二高 川崎工科高

坂本　琥五郎(3) 11.22 近藤　琉章(3) 11.40 竹下　結翔(3) 11.46 大竹　正樹(3) 11.77 鈴木　健将(3) 11.82 国本　暉史(2) 11.97 榎丸　颯(3) 12.07 小野　真聖(3) 12.14

西高津中 南大師中 西高津中 平間中 稲田中 白鳥中 金程中 井田中

青木　康太(3) 22.63 中島　玲(3) 23.59 新保　碧偉(3) 23.66 加藤　舜大(3) 24.37 西内　光希(3) 24.41 加藤　柊平(3) 24.52 小野　真聖(3) 24.64

法政第二中 GR 川中島中 川･橘中 向丘中 東高津中 白鳥中 井田中

古保　慈良(3) 24.41

向丘中

遠藤　啓輔(3) 4:24.29 石橋　涼太(3) 4:28.87 手塚　聡(3) 4:31.12 井上　友希(2) 4:31.48 長谷川　峻介(2) 4:31.80 宮本　裕太郎(3) 4:33.05 嶋田　楓(2) 4:33.30 藤森　健太(3) 4:33.68

稲田中 川中島中 高津中 東橘中 宮内中 西中原中 王禅寺中央中 稲田中

八田　晃輝(3) 15.48(+0.6) 片桐　琉葵(3) 16.10(+0.6) 正井　良(3) 16.38(+0.6) 倉本　惺(2) 17.04(+0.6) 池田　仁(3) 17.22(+0.6) 瀬野尾　悠人(2) 17.31(-0.4) 岡　　潤之佑(3) 17.58(-0.4) 菅原　尚紀(3) 17.62(-0.6)

井田中 西中原中 平間中 川･橘中 川中島中 西中原中 向丘中 向丘中

平間中A 44.70 金程中A 45.87 西中原中A 45.97 川中島中A 46.34 向丘中A 46.39 法政第二中A 46.58 川･橘中A 46.61 宮内中A 47.55

石井　佑典(3) 榎丸　颯(3) 伊藤　悠太(3) 原　　鉄平(3) 竹添　廉哉(3) 坂下　智紀(1) 福田　貴史(3) 犬貝　翔真(3)

大竹　正樹(3) 長嶋　悠斗(3) 髙橋　励(3) 中島　玲(3) 加藤　舜大(3) 重松　大智(3) 新保　碧偉(3) 佐藤　勘太(3)

阿部　聖士(3) 髙根　優太郎(3) 佐伯　智宏(3) 木塚　拓海(3) 齋藤　玲王(3) 江田　湧翔(2) 来住南　太心(3) 北須賀　允(3)

髙橋　光祐(3) 西野　陽翔(3) 高木　聖大(3) 佐藤　翼空(3) 古保　慈良(3) 青木　康太(3) 古川　敦也(3) 鳩飼　晄太郎(3)

井倉　大凱(3) 1m80 外山　太一(2) 1m70 八田　晃輝(3) 1m65 岡　　潤之佑(3) 1m65 上野原　太知(3) 1m60 清田　侑(2) 1m60 井元　陽大(3) 1m60 髙橋　光祐(3) 1m55

川･富士見中 川･橘中 井田中 向丘中 東橘中 川･橘中 西中原中 平間中

河合　俊拓(2) 1m55

宮前平中

早田　蒼生(2) 3m80 白井　陸翔(3) 2m90 古田　有馬(2) 2m80

柿生中 東橘中 東橘中

来住南　太心(3) 6m08(+0.9) 原　　結人(3) 5m88(+1.9) 井倉　大凱(3) 5m81(+0.4) 小堀　泰河(3) 5m73(+1.6) 宮嵜　凛太郎(3) 5m60(+1.1) 椎木　聖(2) 5m52(+0.5) 石井　佑典(3) 5m49(+2.0) 正井　良(3) 5m36(+1.2)

川･橘中 宮前平中 川･富士見中 柿生中 川崎高附属中 西高津中 平間中 平間中

菊池　将翔(3) 11m27 小林　大真(3) 10m36 福井　陽太朗(3) 10m17 齋藤　友太(3) 10m05 増澤　奎人(3) 9m15 髙野　雄太郎(3) 9m05 柿沼　光樹(3) 8m55 池田　蓮(3) 8m47

南生田中 向丘中 南大師中 犬蔵中 金程中 野川中 川･富士見中 川中島中
凡例  GR:大会記録

6位 7位 8位

9月4日
 男子100m

風：+0.6

9月3日
 男子200m

風：+0.7

1位 2位 3位 4位 5位

9月3日  男子1500m

9月4日  男子5000m

9月4日  男子400m

9月4日  男子800m

9月3日  男子4X100mR

9月4日  男子4X400mR

9月4日  男子110mH(1.067m)

9月3日  男子400mH(0.914m)

9月3日  男子走幅跳

9月4日  男子三段跳

9月4日  男子走高跳

9月3日  男子棒高跳

9月3日  男子ハンマー投(7.260kg)

9月4日  男子やり投(800g)

9月4日  男子砲丸投(7.260kg)

9月3日  男子円盤投(2.000kg)

中学男子走高跳

9月3日 中学男子1500m

9月4日 中学男子110mH(0.914m)

9月4日
中学男子100m

風：+0.6

9月3日
中学男子200m

風：-0.1

9月3日 中学男子砲丸投(5.000kg)

第73回川崎市陸上競技選手権大会 【22140727】

川崎市等々力陸上競技場 【141050】

2022/09/03 ～ 2022/09/04

9月4日 中学男子棒高跳

9月3日 中学男子走幅跳

9月3日 中学男子4X100mR

9月3日



ト ラ ッ ク 審 判 長 小出 敏之、竹田 道宏

跳 躍 審 判 長 国枝　信孝

投 て き 審 判 長 国枝　信孝

記 録 主 任 小澤　清治

日付 種目

石井　美有(2) 12.40 児島　里菜 12.52 松田　唯歩(1) 13.00 竹原　由梨 13.43 荻原　あおい(1) 13.57 鎌田　怜花 13.72

法政二高 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 川崎市立橘高 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 川崎市立橘高 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ

石井　香奈(2) 25.66(+1.1) 長島　彩尚(2) 25.75(+1.1) 佐野　晴風(1) 26.73(+1.1) 伴　　佳恵 27.10(+1.1) 川畑　奏乃(1) 28.19(+0.5) 齋藤　舞音(1) 28.62(+0.5) 守西　秋花(2) 29.65(+0.5) 柏木　芽生(1) 32.55(+0.5)

法政二高 川崎市立橘高 川崎市立橘高 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 高津高 新城高 市立川崎高 市立川崎高

小林　珠花(2) 1:01.01 竹原　由梨 1:01.17 植村　友美 1:09.30 齋藤　舞音(1) 1:09.53 福田　葵(2) 1:13.55

洗足学園高 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 新城高 市立川崎高

植村　友美 2:23.73 徳永　昌子 2:26.28 門脇　有祈子(2) 2:27.09 北原　怜奈(2) 2:28.24 入江　弥花(2) 2:42.62 中村　心桜(2) 2:48.46 笠岡　希(1) 2:49.48 加藤　汐梨(1) 3:15.74

ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 洗足学園高 法政二高 法政二高 法政二高 生田東高 洗足学園高

照山　邑奈(2) 11:43.31 長田　紗也加(2) 12:14.51 阿部　美咲(1) 12:39.04 大家　真澄 12:40.97 栗原　彩悦(2) 13:41.24 栗原　珠実(2) 14:27.95

生田高 市立川崎高 菅高 川崎市陸協 洗足学園高 洗足学園高

本多　美沙 14.75(+0.8) 君塚　心優(2) 16.57(+0.8) 江川　怜那(2) 16.70(+0.8) 小嶋　美結(2) 17.29(+0.8) 福峯　佑季(2) 17.38(+0.8) 馬場　美織(2) 17.66(-0.3) 板倉　仁馨(1) 18.14(-0.3) 鈴木ﾊﾞﾈｯｻﾐｶｴﾗ(1) 18.30(+0.8)

立教大 GR 洗足学園高 川崎市立橘高 洗足学園高 新城高 法政二高 洗足学園高 生田東高

菅高 52.62 洗足学園高 52.70 新城高 54.36

ﾊﾟﾝｻｶﾞ ﾃｨﾀﾞｰﾗ(1) 君塚　心優(2) 後藤　美咲(2)

石原　真咲(1) 小林　珠花(2) 松本　楓未加(1)

佐藤　美薫(1) 若山　優理(1) 臼井　真央(1)

仲村　美有羽(1) 板倉　仁馨(1) 齋藤　舞音(1)

洗足学園高 4:22.88

君塚　心優(2)

小林　珠花(2)

小嶋　美結(2)

門脇　有祈子(2)

半田　瑞姫(1) 1m60 石原　真咲(1) 1m55 本多　美沙 1m55 鎌田　怜花 1m55 西条　夏歩(1) 1m40 小原　悠代(1) 1m35 小嶋　美結(2) 1m30

川崎市立橘高 菅高 立教大 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 川崎市立橘高 生田高 洗足学園高

山下　真由(1) 1m35

洗足学園高

坂口　楓(2) 2m80 山中　心温(1) 2m40 國友　琉花(1) 2m30

柿生中 法政二高 法政二高

児島　里菜 5m64(-0.4) 松本　楓未加(1) 4m85(+1.4) ﾊﾟﾝｻｶﾞ ﾃｨﾀﾞー ﾗ(1) 4m78(+1.7) 青木　詩織(2) 4m64(+0.3) 大平　知香(1) 4m60(-0.7) 若山　優理(1) 4m39(+0.5) 岩永　歩依(1) 4m25(+0.5) 窪　　志帆(1) 4m07(+0.8)

ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 新城高 菅高 法政二高 法政二高 洗足学園高 法政二高 洗足学園高

岩下　未聖(2) 12m59 河野　心優(1) 8m89 秋山　和佳奈(1) 4m99

生田東高 GR 法政二高 法政二高

佐藤　奏(1) 30m61 下山　とわ(2) 29m62 岩下　未聖(2) 27m16 大槻　南奈(2) 25m88 堀越　晴葉(1) 16m70 由上　舞(1) 15m07 堀江　美希(1) 13m69

幸高 法政二高 生田東高 法政二高 川崎総合科学高 法政二高 新城高

下山　とわ(2) 39m91 佐藤　奏(1) 30m24 馬場　美織(2) 24m73 河野　心優(1) 23m56 神山　歩夢(1) 16m05

法政二高 GR 幸高 法政二高 法政二高 幸高

青木　詩織(2) 29m58 臼井　真央(1) 26m79 森　　彩華(1) 25m91 神山　歩夢(1) 22m27 大平　知香(1) 19m91

法政二高 新城高 法政二高 幸高 法政二高

折原　凜(2) 12.68 野村　紗羅(3) 13.14 鈴木　彩日(2) 13.30 漆戸　ここも(3) 13.50 横須賀　さら(1) 13.58 森　　絢乃(3) 13.62 下山　わこ(2) 13.72 安田　芽紗(3) 13.79

向丘中 東橘中 柿生中 宮内中 井田中 王禅寺中央中 西中原中 井田中

緑川　愛夏(1) 27.39 松橋　蒼波(2) 27.69 豊田　尋夏(3) 27.69 山際　結衣(3) 27.77 齋藤　茉帆(3) 27.98 下山　わこ(2) 27.99 横須賀　さら(1) 28.11 角田　昌優(3) 28.43

川･橘中 川･橘中 宮前平中 白鳥中 南大師中 西中原中 井田中 南生田中

松田　莉歩(3) 2:28.69 藤谷　光希(3) 2:28.69 西山　稔莉(3) 2:28.92 高田　結和(3) 2:30.61 髙橋　葵(1) 2:35.83 加藤　美海(1) 2:37.37 吉田 優那(2) 2:38.18 梅田　怜奈(3) 2:38.55

稲田中 井田中 川崎高附属中 東高津中 臨港中 宮崎中 西中原中 向丘中

相川　美羽(3) 15.25(+0.2) 折原　凜(2) 15.49(+0.2) 佐々木　琴美(2) 15.50(+0.2) 野村　紗羅(3) 15.90(+0.2) 岩瀬　優希(3) 15.96(+0.2) 古畑　心結(3) 16.01(+0.2) 砂田　結菜(3) 16.40(-1.0) 宮下　りおん(3) 16.43(+0.2)

川･橘中 向丘中 稲田中 東橘中 東橘中 川中島中 野川中 王禅寺中央中

川･橘中A 51.56 東橘中A 52.29 西中原中A 52.96 井田中A 53.08 白鳥中A 53.25 川中島中A 53.68 大師中A 54.43 川中島中B 54.88

棚田　恵愛(3) 栗本　実紅(3) 河上　桜奈(3) 白戸　寧々(3) 笠原　和心(3) 村松　恵里(3) 加藤　佑菜(3) 竹田　百花(1)

喜多　桜子(3) 岩瀬　優希(3) 下山　わこ(2) 横須賀　さら(1) 矢島　朱莉(3) 吉岡　流碧(3) 磯部　優衣(2) 石川　結愛(1)

桴谷　莉央(3) 大野　美碧(3) 青木　あゆみ(3) 安田　芽紗(3) 山際　結衣(3) 胤末　捺媛(3) 加藤　優依(3) 栗田　実優(1)

相川　美羽(3) 野村　紗羅(3) 志方　玲(2) 桑名　かなえ(2) 大須賀　菜月(3) 古畑　心結(3) 江利川　愛莉(3) 神矢　愛姫(1)

三浦　紅音(2) 1m50 安藤　早秀(3) 1m45 村松　恵里(3) 1m35 岡　　笑実子(2) 1m35 岩瀬　優希(3) 1m35 伊達　生華(2) 1m35 梨田　茉桜(3) 1m30

南生田中 井田中 川中島中 野川中 東橘中 川･橘中 東橘中

川田　千暖(3) 1m45

稲田中

胤末　捺媛(3) 4m83(+0.8) 吉永　ひまり(1) 4m74(-0.2) 大橋　歩佳(2) 4m56(+0.4) 志方　玲(2) 4m54(+0.5) 喜多　桜子(3) 4m53(-0.2) 佐々木　琴美(2) 4m29(+1.0) 徳野　夏芭(3) 4m10(+1.3) 村社　美波(1) 4m10(-0.1)

川中島中 御幸中 南生田中 西中原中 川･橘中 稲田中 東高津中 向丘中

吉岡　愛琉(3) 10m69 緑川　愛泉(3) 9m61 上田　ｷﾅﾘ(2) 9m56 山畑　ゆら(3) 9m24 呉ｿﾌｨｱ かおり(3) 8m52 佐々木　梨杏(2) 8m50 兵藤　夢(3) 8m18 堀　　絢菜(2) 7m66

柿生中 川･橘中 西中原中 臨港中 井田中 川･富士見中 住吉中 向丘中
凡例  GR:大会記録

第73回川崎市陸上競技選手権大会 【22140727】

川崎市等々力陸上競技場 【141050】

2022/09/03 ～ 2022/09/04

2位 3位 4位 5位 6位1位 7位

9月4日  女子400m

9月4日  女子800m

8位

9月4日
 女子100m

風：+0.1

9月3日  女子200m

9月3日  女子4X100mR

9月4日  女子4X400mR

9月4日  女子3000m

9月4日  女子100mH(0.838m)

9月4日  女子棒高跳

9月4日  女子走幅跳

9月4日  女子走高跳

9月3日  女子ハンマー投(4.000kg)

9月4日  女子やり投(600g)

9月4日  女子砲丸投(4.000kg)

9月3日  女子円盤投(1.000kg)

9月4日 中学女子800m

9月4日 中学女子100mH(0.762m)

9月4日
中学女子100m

風：+0.2

9月3日
中学女子200m

風：+1.1

9月4日 中学女子走幅跳

9月3日 中学女子砲丸投(2.721kg)

9月3日 中学女子4X100mR

9月3日 中学女子走高跳


