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第２７回西東京陸上競技大会 2022年6月4日(土)
決勝一覧表

都立秋留台公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子小学４年 6/4 １００ｍ 市川 達也(4) 16.31 中嶋 羚(4) 16.50 廣瀬 陸凰(4) 16.61 齋藤 洸(4) 16.81 福澤 岳人(4) 16.88 松川 千晃(4) 17.33 田野倉 一翔(4) 17.37 片栁　 綾人(4) 17.96

東京･青梅ジュニア +0.0 東京･増戸小 +0.5 東京･増戸小 +0.0 東京･増戸小 +0.5 東京･府中AC +0.0 東京･くにたち陸上 +0.0 東京･増戸小 +0.5 東京･青梅ジュニア +0.5 

男子小学５年 6/4 １００ｍ 三浦 大地(5) 15.39 山本 朝(5) 17.14 柳澤 杏介(5) 17.30
東京･青梅ジュニア +0.8 東京･青梅ジュニア +0.8 東京･あきる野KC +0.8 

男子小学６年 6/4 １００ｍ 中川 夢絆(6) 13.77 渡邉 圭史(6) 14.76 新井 陵介(6) 15.68 石井 金之助(6) 15.87 大池 在人(6) 16.30 青木 大地(6) 16.70 髙田 琥太朗(6) 17.07 中前 陽斗(6) 17.14
東京･増戸小 +1.9 東京･TRC +1.9 東京･青梅ジュニア +1.9 東京･青梅ジュニア -1.8 東京･TRC +1.9 東京･青梅ジュニア -1.8 東京･増戸小 -1.8 東京･TRC -1.8 

男子小学４年 6/4 ８００ｍ 市川 達也(4)  3:02.97 猪鼻 空人(4)  3:14.65
東京･青梅ジュニア 東京

男子小学５年 6/4 ８００ｍ 阿部 透空(5)  2:41.90 三浦 大地(5)  2:41.97 太田 悠雅(5)  3:02.93 高石 芹(5)  3:28.80 柳澤 杏介(5)  3:48.85
東京･くにたち陸上 東京･青梅ジュニア 東京･あきる野KC 東京･増戸小 東京･あきる野KC

男子小学６年 6/4 ８００ｍ 中川 夢絆(6)  2:39.17 滝島 嵐(6)  2:40.91 中田 武尊(6)  2:47.56 石井 金之助(6)  2:54.44 新井 陵介(6)  2:57.09 瀬戸 健之介(6)  3:05.96 中前 陽斗(6)  3:06.41
東京･増戸小 東京･あきる野KC 東京･青梅ジュニア 東京･青梅ジュニア 東京･青梅ジュニア 東京･TRC 東京･TRC

男子小学共通 6/4 ４×１００ｍ 青梅ジュニアA  1:01.93立川ランニングクラブ 1:03.89 増戸小D  1:07.59 増戸小B  1:08.30 増戸小C  1:11.55
  新井 陵介(6)   大池 在人(6)   神波 春樹(4)   中嶋 羚(4)   長谷川 暖(4)
  石井 金之助(6)   瀬戸 健之介(6)   在原 彪真(4)   高石 芹(5)   木暮 優(4)
  中田 武尊(6)   中前 陽斗(6)   中根 駿文(4)   齋藤 洸(4)   田野倉 一翔(4)
  三浦 大地(5)   渡邉 圭史(6)   廣瀬 陸凰(4)   辻野 夢叶(5)   小山 祐人(4)

男子小学４年 6/4 走幅跳 齋藤 洸(4) 3m07 福澤 岳人(4) 3m02 神波 春樹(4) 2m95 滝口 瑞稀(4) 2m83 小山 祐人(4) 2m78
東京･増戸小  1.7 東京･府中AC  1.1 東京･増戸小  0.8 東京･府中AC  1.5 東京･増戸小  1.2 

男子小学５年 6/4 走幅跳 山本 朝(5) 2m96
東京･青梅ジュニア  0.0 

男子小学６年 6/4 走幅跳 渡邉 圭史(6) 3m90 大池 在人(6) 3m36 青木 大地(6) 3m01
東京･TRC  0.4 東京･TRC  0.0 東京･青梅ジュニア -0.3 

女子小学４年 6/4 １００ｍ 内山 心晴(4) 15.79 須田 遥(4) 16.37遠藤 ジュリアン　桜(4)16.37 伊藤 沙葵(4) 16.38 田邉 鈴(4) 16.42 関谷 友希(4) 16.94 尾崎 優柚(4) 17.27 吉﨑 美安(4) 17.45
東京･早実初等部 +0.3 東京･府中AC +3.2 東京･TRC +0.3 東京･府中AC +0.3 東京･増戸小 +3.2 東京･府中AC +3.2 東京･府中AC +0.3 東京･青梅ジュニア +3.2 

女子小学５年 6/4 １００ｍ 藤野 心晴(5) 15.69 須﨑 百加(5) 15.93 加藤 心琉(5) 16.92 吉田 彩純(5) 17.10 足立 和奏(5) 17.53 青木 優(5) 18.18 三浦 瑚桜(5) 19.51
東京･青梅ジュニア +0.6 東京･青梅ジュニア +0.6 東京･増戸小 +0.6 東京･青梅ジュニア +0.6 東京･青梅ジュニア +0.6 東京･あきる野KC +0.6 東京･青梅ジュニア +0.6 

女子小学６年 6/4 １００ｍ 秦 みすず(6) 14.08 原崎 菜緒(6) 14.85遠藤 アリーシャ　アン(6)14.99 萩原 沙羅(6) 15.43 森山 美咲(6) 15.55 佐野 ひなた(6) 16.05
東京･青梅ジュニア -0.1 東京･あきる野KC -0.1 東京･TRC -0.1 東京･青梅ジュニア -0.1 東京･青梅ジュニア -0.1 東京･あきる野KC -0.1 

女子小学４年 6/4 ８００ｍ 内山 心晴(4)  3:11.46 吉﨑 美安(4)  3:23.86
東京･早実初等部 東京･青梅ジュニア

女子小学５年 6/4 ８００ｍ 藤野 心晴(5)  3:11.30 吉田 彩純(5)  3:23.59
東京･青梅ジュニア 東京･青梅ジュニア

女子小学６年 6/4 ８００ｍ 内山 和奏(6)  2:31.16 青田 唯李(6)  2:57.87 森山 美咲(6)  3:01.56 新津 瑛菜(6)  3:03.49
東京･早実初等部 NGR 東京･TRC 東京･青梅ジュニア 東京･府中AC

女子小学共通 6/4 ４×１００ｍ 青梅ジュニア  1:00.59 府中AC  1:04.95
  森山 美咲(6)   伊藤 沙葵(4)
  秦 みすず(6)   須田 遥(4)
  藤野 心晴(5)   関谷 友希(4)
  萩原 沙羅(6)   尾崎 優柚(4)

女子小学４年 6/4 走幅跳 遠藤 ジュリアン　桜(4)3m19尾崎 優柚(4) 3m11伊藤 沙葵(4) 3m08須田 遥(4) 2m97臼井 琳香(4) 2m66関谷 友希(4) 2m63青木 風花(4) 2m34
東京･TRC +1.7 東京･府中AC -0.5 東京･府中AC +1.0 東京･府中AC +1.6 東京･青梅ジュニア +1.2 東京･府中AC +0.5 東京･青梅ジュニア +2.0 

女子小学５年 6/4 走幅跳 足立 和奏(5) 2m73
東京･青梅ジュニア  0.7 

女子小学６年 6/4 走幅跳 秦 みすず(6) 4m26 原崎 菜緒(6) 4m11 青田 唯李(6) 3m09 佐野 ひなた(6) 2m88
東京･青梅ジュニア  1.6 NGR 東京･あきる野KC  2.0 東京･TRC  2.6 東京･あきる野KC  2.2 

男子中学１年 6/4 １００ｍ 加藤 隼也(1) 12.98 渡邉 海斗(1) 13.31 坂口 雄吾(1) 13.61 鈴木 耕太(1) 13.67 横溝 拓人(1) 13.69 坂口 仁(1) 13.91 園花 海斗(1) 14.23 大坪 恵土(1) 14.45
東京･福生一 +0.8 東京･あきる野西中 +0.9 東京･福生一 +0.9 東京･青梅三中 -0.2 東京･あきる野西中 -0.2 東京･あきる野西中 +0.8 東京･御堂中 -0.2 東京･あきる野西中 +1.9 

男子中学２年 6/4 １００ｍ 問矢 勇太(2) 12.03 荒井 世羅(2) 12.29 大場 洋輝(2) 12.34 真島 悠吾(2) 12.34 深田 幸汰(2) 12.43 副島 晶(2) 12.45 菊池 空(2) 12.52 中根 侑翔(2) 12.83
東京･御堂中 +1.6 東京･福島中 +1.6 東京･羽村一中 +1.6 東京･大坂上中 -1.9 東京･八王子七中 +0.3 東京･霞台中 +1.6 東京･羽村三陸上部 +1.6 東京･羽村一中 +0.3 

男子中学３年 6/4 １００ｍ 煤賀 優太(3) 11.38 齋藤 道(3) 11.52 金森 陽(3) 11.54 添田 真利央(3) 11.79 井上 翼(3) 11.95 阿川 幸史郎(3) 12.00 小林 広夢(3) 12.04 関根 好希(3) 12.07
東京･立川九中 -1.1 東京･立川九中 -1.4 東京･青梅西中 +1.5 東京･福生二中 +5.6 東京･青梅三中 +0.7 東京･日野一中 -0.3 東京･拝島中 -1.0 東京･あきる野西中 +5.6 

男子中学１年 6/4 ２００ｍ 榎戸 翔和(1) 33.77 水野 豪(1) 34.72 村田 玲央馬(1) 36.46
東京･福生一 -0.6 東京･御堂中 -0.6 東京･御堂中 -0.6 

男子中学２・３年 6/4 ２００ｍ 金森 陽(3) 23.06 近藤 音緒(3) 24.17 添田 真利央(3) 24.51 三森 陽向(3) 24.53 問矢 勇太(2) 24.60 大峯 将吾(3) 24.74 鈴木 煉(3) 25.29 清水 烈(3) 25.59
東京･青梅西中 +0.0 東京･御堂中 +1.0 東京･福生二中 -0.4 東京･日野一中 +1.0 東京･御堂中 +0.1 東京･霞台中 -0.4 東京･青梅吹上 -0.4 東京･霞台中 +0.1 

男子中学１年 6/4 １５００ｍ 東 翼作(1)  5:02.89 西野 大志(1)  5:32.61 榊 閑一朗(1)  5:50.98
東京･あきる野西中 東京･あきる野西中 東京･あきる野西中

男子中学２・３年 6/4 １５００ｍ 寺内 頼(3)  4:15.95 濵中 章太郎(3)  4:34.27 加藤 向晃(3)  4:40.52 小松 謡汰(3)  4:45.17 河野 耀介(3)  4:45.37 石川 輝(3)  4:46.16 川原 空大(2)  4:49.51 八木 跳馬(3)  4:50.14
東京･あきる野西中 東京･青梅三中 東京･青梅吹上 東京･青梅西中 東京･福生二中 東京･青梅西中 東京･羽村三陸上部 東京･大坂上中

男子中学共通 6/4 ３０００ｍ 西岡 楓真(3)  9:23.58 若松 夏月(3)  9:59.96 雨貝 琉生(3) 10:18.00 小松 謡汰(3) 10:25.49 小澤 昇弘(2) 10:27.72 小俣 大地(3) 10:42.78 森田 柾輝(2) 10:54.29 向山 巧真(2) 10:54.98
東京･あきる野西中 NGR 東京･日野一中 東京･拝島中 東京･青梅西中 東京･日野一中 東京･拝島中 東京･あきる野西中 東京･青梅西中

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録）
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第２７回西東京陸上競技大会 2022年6月4日(土)
決勝一覧表

都立秋留台公園陸上競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
男子中学共通 6/4 ４×１００ｍ 福生一A 45.87 日野一A 46.22 立川九中A 46.45 大坂上A 46.86 青梅霞台 46.94 御堂中 47.55 あきる野西中Ａ 47.64 拝島中A 48.76

  三澤 煌月(2)   西山 颯(3)   尾上 瑠唯(3)   八木 跳馬(3)   清水 烈(3)   榮 凛空(2)   浦 勇貴(3)   小林 広夢(3)
  中沢 太紀(3)   三森 陽向(3)   齋藤 道(3)   古川 碧人(3)   大峯 将吾(3)   近藤 音緒(3)   関根 好希(3)   荒井 光(3)
  森田 暁(3)   三宅 虹旗(3)   煤賀 優太(3)   真島 悠吾(2)   楚南 琉奇(3)   酒井 蒼真(3)   森本 慈乃(3)   木村 大飛(3)
  坂本 昊(3)   阿川 幸史郎(3)   吉澤 佳汰(2)   清原 千聖(3)   島田 蒼也(3)   問矢 勇太(2)   藤川 真輔(3)   小俣 大地(3)

男子中学共通 6/4 走高跳 釼持 星空(3) 1m70 酒井 蒼真(3) 1m65 住谷 啓太(3) 1m50 鈴木 光樹(3) 1m45 藤村 恒太(2) 1m40 間野田 悠人(3) 1m40 平 奏人(2) 1m35 村中 遙太(3) 1m35
東京･霞台中 東京･御堂中 東京･羽村三陸上部 東京･八王子七中 東京･あきる野西中 東京･羽村三陸上部 東京･羽村三陸上部 東京･大坂上中

男子中学共通 6/4 走幅跳 清原 千聖(3) 6m07 真島 悠吾(2) 5m85 鈴木 煉(3) 5m79 小林 広夢(3) 5m63 酒井 蒼真(3) 5m59 亀ケ谷 智央(2) 5m44 大槻 敬人(2) 5m43 木原 碧芭(3) 5m42
東京･大坂上中 +0.0 東京･大坂上中 +1.3 東京･青梅吹上 +0.0 東京･拝島中 -0.2 東京･御堂中 +0.9 東京･羽村三陸上部  0.8 東京･福生一 -0.2 東京･あきる野東中  1.0 

男子中学共通 6/4 砲丸投 福田 晴輝(3)   9m62 嶋 亮太(3)   8m86 森田 大悟(3)   8m75 井戸沼 弘彰(3)   8m15 宮寺 真叶(2)   7m93 木村 大飛(3)   7m86 鈴木 壮太(3)   7m04 北田 優叶(2)   7m01
(5.000kg)東京･日野一中 東京･あきる野東中 東京･霞台中 東京･福島中 東京･青梅六中 東京･拝島中 東京･福島中 東京･清泉

女子中学１年 6/4 １００ｍ 末宗 希(1) 13.49 原 丹胡璃(1) 14.17 石橋 姫璃翔(1) 14.43 塩野 真衣亜(1) 14.48 長瀬 心奏(1) 14.55 福田 凛(1) 14.98 立山 侑佳(1) 15.02 富岡 麻央(1) 15.03
東京･あきる野東中 +1.5 東京･福生一 +1.5 東京･福生一 +1.4 東京･あきる野西中 +1.4 東京･福生一 +1.5 東京･御堂中 +1.4 東京･福生一 +1.4 東京･御堂中 +1.4 

女子中学２年 6/4 １００ｍ 後藤 凛(2) 13.59 朝川 華(2) 13.60 泉 百花(2) 13.78 渡邉 玲花(2) 13.80 大峯 璃桜(2) 13.91 山田 美羽(2) 13.91 小賀 百桃(2) 14.03 角谷 玲花(2) 14.10
東京･八王子七中 -1.5 東京･あきる野西中 -0.1 東京･霞台中 -1.3 東京･あきる野西中 +0.0 東京･霞台中 -0.6 東京･拝島中 -0.6 東京･日野一中 -1.3 東京･羽村三陸上部 -1.1 

女子中学３年 6/4 １００ｍ 松本 朱莉(3) 13.00 堀口 美空(3) 13.17 佐藤 琳音(3) 13.83 山内 花菜(3) 13.95 柴田 優(3) 14.14 藤村 好那(3) 14.15 中村 美結(3) 14.18 齋藤 春奈(3) 14.56
東京･大坂上中 -1.7 東京･青梅西中 -0.5 東京･霞台中 -0.1 東京･立川九中 -1.7 東京･福生二中 -0.1 東京･あきる野東中 -1.7 東京･拝島中 -1.7 東京･青梅吹上 -0.2 

女子中学１年 6/4 ２００ｍ 富岡 麻央(1) 31.49 福田 凛(1) 31.72
東京･御堂中 +0.4 東京･御堂中 +0.0 

女子中学２・３年 6/4 ２００ｍ 齋藤 礼穂(2) 29.44 原﨑 由衣(2) 29.86 中野 蓮奈(3) 30.09 小柳 心愛(3) 30.20 土田 莉子(2) 30.41 望月 美海(2) 30.51 百々 睦実(2) 30.83 柳内 かえで(3) 30.86
東京･八王子七中 +0.4 東京･あきる野東中 +0.0 東京･あきる野西中 +0.0 東京･御堂中 +0.4 東京･御堂中 +0.0 東京･日野一中 +0.0 東京･大坂上中 +0.0 東京･青梅六中 +0.4 

女子中学１年 6/4 ８００ｍ 西岡 樹沙(1)  2:49.25 小﨑 凪(1)  2:58.77 高石 なづな(1)  3:07.94
東京･あきる野西中 東京･あきる野西中 東京･あきる野西中

女子中学２・３年 6/4 ８００ｍ 河村 こころ(3)  2:25.95 伊藤 晴香(2)  2:26.04 原﨑 由衣(2)  2:28.23 三浦 栞奈(2)  2:36.80 小柳 心愛(3)  2:39.10 武田 彩華(2)  2:39.57 山口 耀穂(2)  2:41.59 寺内 優桜(2)  2:42.84
東京･福生一 東京･福生一 東京･あきる野東中 東京･拝島中 東京･御堂中 東京･拝島中 東京･福生一 東京･あきる野西中

女子中学共通 6/4 ４×１００ｍ 青梅霞台 53.67 大坂上A 54.37 日野一A 54.61 あきる野西中Ｂ 55.05 あきる野西中Ａ 55.33 御堂中 55.89 立川九中A 56.02 青梅三A 56.20
  泉 百花(2)   浅倉 和奏(3)   望月 美海(2)   小﨑 凪(1)   馬場 亜季(3)   小柳 心愛(3)   勝山 はるな(2)   藤本 あみ(2)
  佐藤 琳音(3)   浅見 陽彩(3)   大久保 結梨(2)   朝川 華(2)   寺内 優桜(2)   近藤 亜香里(3)   古賀 いろは(2)   坂本 雅(2)
  金子 朋希(3)   篠 愛美(3)   木崎 野乃花(2)   塩野 真衣亜(1)   中野 蓮奈(3)   小松 未紀(3)   山田 愛花(2)   梅田 葉月(2)
  大峯 璃桜(2)   松本 朱莉(3)   小賀 百桃(2)   渡邉 玲花(2)   山腰 乃愛(2)   二畠 陽茉(2)   山内 花菜(3)   大徳 杏(2)

女子中学共通 6/4 走高跳 島田 萌衣 1m50 佐藤 琳音(3) 1m45 金子 朋希(3) 1m35 浅見 陽彩(3) 1m35 福森 結梨(2) 1m30 小野 心寧(2) 1m30 泉 百花(2) 1m30 向野 陽菜(3) 1m20
東京･拝島中 東京･霞台中 東京･霞台中 東京･大坂上中 東京･拝島中 東京･福生二中 東京･霞台中 東京･大坂上中

山腰 乃愛(2) 1m20
東京･あきる野西中

女子中学共通 6/4 走幅跳 近藤 亜香里(3) 4m85 堀口 美空(3) 4m75 大峯 璃桜(2) 4m75 齋藤 春奈(3) 4m65 古賀 いろは(2) 4m43 加藤 ゆう(2) 4m24 谷藤 朱華里(2) 4m18 末宗 希(1) 4m10
東京･御堂中 +0.7 東京･青梅西中 +2.3 東京･霞台中 +1.1 東京･青梅吹上 +1.3 東京･立川九中 +0.9 東京･あきる野東中 +1.9 東京･霞台中 -1.3 東京･あきる野東中 +0.6 

女子中学共通 6/4 砲丸投 馬場 亜季(3)   9m47 鈴木 茉由(2)   9m26 内田 ひかり(2)   9m24 白井 優奈(2)   8m99 森田 萌寧(3)   8m24 藤本 あみ(2)   8m22 梅田 紗季(2)   8m08 高田 美空(2)   7m66
(2.721kg)東京･あきる野西中 東京･あきる野西中 東京･あきる野東中 東京･青梅三中 東京･青梅吹上 東京･青梅三中 東京･青梅三中 東京･青梅三中

男子一般 6/4 １００ｍ 古川 謙慎 11.06 友野 晃誓 11.06 一瀬 星和 11.14 金井 翔悟 11.21 荻野 晴也 11.28 石田 温大 11.31 山本 蒼輝 11.38 龍﨑 智史 11.44
東京･東大和高校 +0.5 =GR 東京･東大和高校 -0.6 =GR 東京･JAWS +0.1 東京･東村山西高 -0.6 東京･東京陸協 -0.6 新潟･専修大 -0.5 東京･東大和高校 +0.1 東京･福生高校 -1.8 

男子一般 6/4 １５００ｍ 小山 大輝  4:05.96 八田 康裕  4:12.95 加藤 春  4:13.74 大槻 海翔  4:15.31 湯沢 力斗  4:16.51 常木 聡史  4:16.90 小穴 英気  4:18.81 浅野 遥斗  4:20.73
東京･東京陸協 NGR 東京･東京陸協 東京･東大和高校 東京･東大和高校 東京･日野自動車 東京･G-tec 東京･G-tec 東京･東大和高校

男子一般 6/4 ５０００ｍ 小山 大輝 15:19.48 八田 康裕 15:42.98 小澤 廣大 16:18.33 小澤 駿平 16:27.83 常木 聡史 16:29.78 後町 康佑 16:47.83 出 義明 16:49.68 小原 陸 17:27.43
東京･東京陸協 NGR 東京･東京陸協 NGR 東京･東大和高校 東京･東大和高校 東京･G-tec 東京･G-tec 東京･東大和高校 東京･インターバル部

男子一般 6/4 ４×１００ｍ SHUES 45.83 法大工A 49.69
  千葉 涼平   岩間 智也
  堀江 凛星   伊藤 匠已
  鈴木 裕樹   日名子 颯介
  上本 達也   村上 大洋

男子一般 6/4 走幅跳 武田 光平 6m92 伊藤 匠已 6m70 友野 晃誓 6m58 深澤 裕年 6m43 村山 和晃 6m24 今 信行 6m07 西川 琉翔 5m55 天野 陽仁 5m51
東京･立川市陸協 -0.5 NGR 東京･法大工 -1.3 東京･東大和高校 -0.3 東京･RUNWAY  0.2 埼玉･ADLER  1.0 東京･東大和高校  1.3 東京･東大和高校  0.1 東京･東京陸協  0.3 

男子４０歳代 6/4 ３０００ｍ 井上 康訓  9:53.62 和田 正治 10:16.96 片岡 昭 10:28.17 星川 賢 10:57.11
東京･PTC 東京･東京陸協 東京･MMR 東京･青梅市陸協

男子５０歳以上 6/4 ３０００ｍ 上條 充洋  9:49.39 木屋村 守  9:51.39 高橋 俊幸 10:01.34 大木 晶宏 10:28.50 深沢 圭 11:44.27 小山 和茂 12:21.73 加藤 謙一 13:21.09
山梨･山梨陸協 NGR 東京･多摩川クラブ NGR 神奈川･川崎市陸協 NGR 東京･東京陸協 NGR 東京･日野自動車 東京･西多摩郡陸協 東京･東京陸協

女子一般 6/4 １００ｍ 佐々木 直美 18.23
東京･増戸小 +1.8 

女子一般 6/4 ３０００ｍ 野永 美咲 10:51.98 長野 桃子 13:01.32
東京･日野自動車 東京･福生高校

女子一般 6/4 ４×１００ｍ

女子一般 6/4 走幅跳 浅見 楓 4m29
東京･福生高校 -0.4 

凡例（NGR:大会新記録/ =GR:大会ﾀｲ記録）


