
第１2回相模原市フィールド競技＆リレー記録会 【22140716】
相模原ギオンスタジアム 【142080】
2022/07/31 ～ 2022/07/31

ト ラ ッ ク 審 判 長 江藤　安則

ス タ ー ト 審 判 長 佐藤　美知男

跳 躍 審 判 長 阿部　和夫

投 て き 審 判 長 大石　泰平

招 集 所 審 判 長 原口　和博

記 録 主 任 佐々木　渉

日付 種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

7月31日 小学男子100m
松岡　晶佑(6) 13.49(+2.5) 岩田　紘徳(6) 13.50(+2.7) 佐野　大河(6) 13.51(+2.5) 高橋　惺(6) 13.72(+2.7) 吉川　悠真(5) 13.74(+3.4) 森　蓮晴(6) 14.07(+1.6) 黒木　瑛介(5) 14.28(+1.6) 塚本　琳(6) 14.48(+1.6)
ちはやAC ちはやAC 相模原市小学生陸上教室 ちはやAC ちはやAC ちはやAC エクスプローマン ワールウインドAC

7月31日 ②中学男子4X100mR

谷口中A 45.85 エスフォーA 46.13 上溝中A 48.14 鵜野森中A 49.89 谷口中B 50.07 大野北中A 50.21 エスフォーB 50.32 鵜野森中B 51.13
鎌田　翼(2) 村本　倖右(3) 宮本　響(2) 亀山　駿介(3) 宇津　虎夏(2) 村島　温人(2) 山田　依吹(2) 保坂　拓海(2)
矢口　瑛大(3) 髙橋　聖央(2) 藤井　藍斗(2) 星　輝人(3) 生井　慎之介(2) 中山　隼斗(1) 小谷　琉維(2) 西山　大翔(2)
狩野　純毅(3) 本城　優志(2) 菅谷　篤郎(3) 桑原　健太(3) 川口　拓海(2) ?刀　昇陽(1) 宮原　佑弥(3) 地頭方　元彌(2)
三浦　怜生(3) 中野　垂シャワール(2) 會澤　優之介(3) 渡邉　湊梧(3) 田中　貴翔(2) 坂本　了牙(2) 田島　啓大(2) 小松　駿斗(2)

7月31日 ②共通男子4X100mR

都立大 41.37 鵠沼高校 44.91 光明学園相模原 44.97 大和南高校A 46.73 大和南高校B 48.62
坂本　悠宇(2) 森川　晴(1) 松下　柊大(2) 村松　蒼月(1) 石井　颯斗(1)
谷村　晃希(3) 上野　桜大(1) 濱田　孝太(2) 友井　浩貴(2) 土志田　侑翔(1)
神戸　拓哉(4) 牛山　翔月(2) 関向　摩侶(2) 関　正将(1) 大湾　朝左(1)
橋本　真志(M2) 渡辺　裕介(2) 山崎　大斗(1) 渡邉　湊(2) 髙木　祐翔(2)

7月31日 共通男子4X100mR

都立大 41.98 鵠沼高校 44.89 綾瀬高A 45.38 綾瀬高B 45.61 光明学園相模原 45.77 エスフォーA 46.29 谷口中A 46.42 平塚江南高A 47.01
坂本　悠宇(2) 狩野　悠真(1) 中田　智大(2) 島田　晃汰(1) 松下　柊大(2) 村本　倖右(3) 狩野　純毅(3) 中内　翔馬(1)
谷村　晃希(3) 上野　桜大(1) 石井　蓮馬(2) 竹重　龍乙(1) 濱田　孝太(2) 髙橋　聖央(2) 森本　幸喜(3) 馬鳥　翔太(1)
神戸　拓哉(4) 牛山　翔月(2) 橋本　未来翔(2) 仙田　友也(1) 関向　摩侶(2) 本城　優志(2) 三浦　怜生(3) 遠藤　友行(1)
橋本　真志(M2) 渡辺　裕介(2) 中山　広翔(2) 神田　陽太(1) 倉持　悠(2) 中野　垂シャワール(2) 矢口　瑛大(3) 田島　大介(1)

7月31日 共通男子4X400mR

綾瀬高A 3:33.91 光明学園相模原 3:39.40 都立大 3:40.41 鵠沼高校 3:40.78 Eaglerun 3:41.04 大和南高A 3:43.31 綾瀬高B 3:44.37 綾瀬高C 3:54.80
中田　智大(2) 倉持　悠(2) 根本　健吾(3) 渡辺　裕介(2) 小林　颯(2) 渡邉　湊(2) 一宮　僚太(1) 神田　陽太(1)
石井　蓮馬(2) 佐藤　悠太(2) 谷村　晃希(3) 上野　桜大(1) 田中　純白(3) 友井　浩貴(2) 井上　晴生(2) 島田　晃汰(1)
仙田　友也(1) 丸山　竜輝(2) 桐野　凌汰(3) 牛山　翔月(2) 高岡　志尚 槇納　光汰朗(2) 佐久間　駿汰(2) 橋本　未来翔(2)
豊島　孟綺(1) 小倉　望夢(2) 新井　温大(3) 奈良　優樹(1) 長谷川　英稔 土志田　侑翔(1) 金子　和矢(2) 中山　広翔(2)

7月31日 中学男子走高跳

長尾　優斗(2) 1m55 村島　温人(2) 1m35 大山　尚悟(2) 1m35 清水　日向(1) 1m30 岸谷　拓馬(2) 1m30 吉田　亮太(2) 1m25 遠藤　柊呂(2) 1m25
鵜野森中 大野北中 大野北中 大野北中 大野北中 藤野中 大野北中

宇津　虎夏(2) 1m30
谷口中

7月31日 高校一般男子走高跳
徳岡　颯(3) 1m80 中村　聡宏 1m50
國學院大 ワールウインドAC

7月31日 中学男子走幅跳
菅谷　篤郎(3) 5m41(+4.1) 小松　駿斗(2) 5m32(+3.0) 大塚　海斗(2) 5m32(+3.3) 藤井　藍斗(2) 5m18(+1.6) 鈴木　悠翔(3) 5m17(+2.5) 新谷　晃弘(3) 5m02(+2.5) 小林　諒大(3) 4m94(+3.7) 對馬　光輝(2) 4m82(+1.4)
上溝中 公認記録なし 鵜野森中 公認記録なし 旭中 公認5m06(+1.8) 上溝中 相武台中 公認5m05(+1.4) 北相中 公認4m56(+1.8) 相武台中 公認記録なし 上溝中

7月31日 中学男子走幅跳(2)
山田　裕士(2) 5m74(+2.6) 市川　輝(2) 5m60(+2.0) 鎌田　翼(2) 5m43(+1.5) 村本　倖右(3) 5m40(+2.1) 田島　啓大(2) 5m32(+2.8) 星　輝人(3) 5m32(+3.7) 赤川　音(3) 5m24(+2.1) 財前　月太(3) 5m19(+1.9)
SCDAC 公認5m37(+1.4) SCDAC 谷口中 エスフォー 公認記録なし エスフォー 公認5m25(+2.0) 鵜野森中 公認5m15(+1.8) 東海大相模中 公認記録なし SCDAC

7月31日 小学男子走幅跳
高橋　舜(6) 4m94(+0.5) 石川　佳樹(6) 4m14(+2.4) 高橋　尚希(6) 3m95(+0.3) 菅　颯真(6) 3m79(+3.3) 西野　蒼太(5) 3m74(+2.1) 有馬　遼成(5) 3m58(+2.1) 根布　琉央(6) 3m52(+1.0) 眞板　圭介(4) 3m28(+2.7)
エクスプローマン ちはやAC 公認3m94(+1.2) エスフォー エクスプローマン 公認記録なし 相模原市小学生陸上教室 公認3m18(+1.5) ワールウインドAC 公認2m76(-0.7) 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 公認3m23(+1.6)

7月31日 高校一般男子走幅跳
辻井　啓太(1) 6m73(+3.2) 田中　純白(3) 6m38(+4.0) 齊藤　颯(4) 6m25(+3.4) 高岡　志尚 5m72(+1.8) 狩野　悠真(1) 5m69(+3.1) 小林　颯(2) 5m60(+1.4) 長谷川　英稔 5m31(+0.5) 森川　晴(1) 5m25(+1.8)
ワールウインドAC 公認記録なし Eaglerun 公認6m20(+1.5) ワールウインドAC 公認記録なし Eaglerun 鵠沼高校 公認5m58(+1.8) Eaglerun Eaglerun 鵠沼高校

7月31日 高校一般男子三段跳
酒井　壮大(3) 14m72(+3.2) 堀田　祥史(2) 14m66(+2.5) 牛山　翔月(2) 12m94(+1.6) 岩永　悠(2) 11m03(+2.0) 川端　陸斗(1) 10m66(+2.5)
大和南高 公認14m55(+2.0) 桐蔭大 公認記録なし 鵠沼高校 國大同 SCDAC 公認記録なし

7月31日 中学男子砲丸投(5.000kg)
村田　弦生(3) 11m27 中村　竣(3) 8m06 田中　義大(3) 7m88 大良　航晴(2) 7m34 保坂　拓海(2) 7m30 加藤　祐樹(2) 6m44 西野　作(1) 6m22 小笠原　悠佐(1) 5m73
北相中 谷口中 大野南中 上溝中 鵜野森中 SCDAC 北相中 鵜野森中

7月31日 高校一般男子やり投(800g)
中山　広翔(2) 36m30 松本　蒼良(1) 31m46 加藤　一颯(1) 27m19
綾瀬高 平塚江南高 SCDAC

7月31日 小学女子100m
地頭方　爽(6) 14.79(+2.1) 古澤　紗歌(6) 15.15(+1.6) 加藤　芽依(5) 15.78(+1.6) 居城　咲枝(6) 16.06(+2.5) 三野　柚姫(6) 16.13(+2.1) 小椋　陽依(5) 16.14(+2.1) 坂東　優衣(5) 16.27(+2.1) 中村　萌愛(5) 16.34(+2.1)
相模原市小学生陸上教室 エクスプローマン ちはやAC エクスプローマン ちはやAC ワールウインドAC エクスプローマン 相模原市小学生陸上教室

7月31日 ②中学女子4X100mR

相模丘中 53.97 旭中A 54.92 谷口中A 55.64 上溝中A 56.19 藤野中 56.28 大野北中A 56.46 大野南中A 56.46 上溝中Ｂ 56.81
野瀬　葉月(3) 渡辺　ゆう(3) 馬場　莉碧(2) 中山　こなみ(3) 小嶋　優羽奈(2) 賀井　千晶(2) 石井　萌乃花(3) 中村　咲笑音(2)
佐藤　胡桃(2) 大塚　結愛(1) 山田　晶(2) 坂本　莉菜(3) 永井　聖華(2) 近藤　花奏(1) 槇原　小夏(3) 塚田　あや(1)
辻井　美羽(3) 廣瀬　菜摘(2) 山口　美紀(2) 泉　玲奈(3) 長久保　未那(2) 市川　希(1) 菅原　萌生(3) 佐藤　香明(1)
渡邉　千愛里(3) 城戸　優那(2) 宮内　菜々美(2) 前多　菜々実(3) 石井　玲奈(3) 坪根　由依(2) 花形　万由子(3) 中本　種(2)

7月31日 ②共通女子4X100mR

平塚江南高 53.19
桑原　安那(2)
米田　ナタリー(1)
髙橋　菜々美(2)
鈴木　雪乃(2)

7月31日 共通女子4X100mR

鵠沼高校A 52.70 平塚江南高A 53.29 鵜野森中A 53.57 綾瀬高 54.33 相模丘中 54.43 旭中A 54.50 鵠沼高校B 55.05 エスフォーA 55.12
中山　乃杏(1) 桑原　安那(2) 阿南　磨采(2) 丸古　玖羚愛(1) 野瀬　葉月(3) 渡辺　ゆう(3) 大原　明日香(1) 大和　音織乃(1)
安川　依織(1) 米田　ナタリー(1) 多々良　心優(2) 岡﨑　春美(2) 渡邉　千愛里(3) 大塚　結愛(1) 志村　茉優(1) 志田　識乃(3)
遠藤　愛(2) 髙橋　菜々美(2) 加藤　好未(3) 大竹　紗希音(2) 辻井　美羽(3) 廣瀬　菜摘(2) 柴田　結子(2) 伊藤　菜々美(3)
亀井　真尋(1) 鈴木　雪乃(2) 家弓　榛夏(1) 玉城　樂々(2) 佐藤　胡桃(2) 城戸　優那(2) 宗形　唯佳(1) 柴田　真綾(2)
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7月31日 共通女子4X400mR

鵠沼高校B 4:38.07 鵠沼高校A 5:15.56
大原　明日香(1) 柴田　結子(2)
遠藤　愛(2) 井上　珠希(2)
安川　依織(1) 澤口　実優(1)
志村　茉優(1) 宗形　唯佳(1)

7月31日 中学女子走高跳

渡辺　ゆう(3) 1m45 河瀬　菜々子(3) 1m40 洪　鈴和(3) 1m30 石井　乃葵(2) 1m25 関谷　桜(2) 1m20 河井　悠夏(1) 1m20
旭中 大野南中 SCDAC 麻溝台中 麻溝台中 旭中

柴田　真綾(2) 1m30 堀内　結衣華(1) 1m20
エスフォー 鵜野森中

7月31日 高校一般女子走高跳
丸古　玖羚愛(1) 1m45
綾瀬高

7月31日 中学女子走幅跳
鴨田　るな(2) 4m70(+3.1) 城戸　優那(2) 4m30(+2.5) 坂本　莉菜(3) 4m27(+3.2) 西澤　由奈(2) 3m94(+3.1) 石川　粋(1) 3m70(+2.3) 川田　朱音(3) 3m61(+2.4) 石川　桃花(1) 3m37(+3.7) 井上　愛彩(3) 3m37(+1.2)
旭中 公認4m67(+1.8) 旭中 公認記録なし 上溝中 公認4m13(+1.8) 麻溝台中 公認記録なし 旭中 公認記録なし 相武台中 公認3m51(+1.9) 相武台中 公認3m12(+1.0) 北相中

7月31日 中学女子走幅跳(2)
近藤　花奏(1) 4m60(+2.2) 阿南　磨采(2) 4m60(+0.5) 遠山　桃 4m48(+2.9) 安部　芽吹(2) 4m47(+2.2) 志田　識乃(3) 4m35(+2.6) 佐藤　香明(1) 4m15(+4.8) 永井　聖華(2) 4m02(+3.0) 真柴　優華(1) 3m93(+3.7)
大野北中 公認4m12(+1.6) 鵜野森中 ワールウインドAC 公認4m34(+1.6) 旭中 公認記録なし エスフォー 公認記録なし 上溝中 公認記録なし 藤野中 公認3m31(+1.9) 相武台中 公認3m47(+2.0)

7月31日 小学女子走幅跳
久代　百華(6) 3m93(+2.7) 井上　遙(6) 3m69(+2.3) 三野　涼穂(3) 3m65(+1.8) 佃　祐里(5) 3m61(+1.3) 山本　笑舞(5) 3m25(+1.1) 磯部　百花(6) 3m23(+1.7) 松本　莉歩(5) 3m18(+3.6) 小池　涼風(4) 2m92(+4.3)
エクスプローマン 公認3m59(+0.2) エクスプローマン 公認3m03(+0.9) ちはやAC ワールウインドAC ワールウインドAC 相模原市小学生陸上教室 相模原市小学生陸上教室 公認2m63(+0.9) 相模原市小学生陸上教室 公認2m73(+0.6)

7月31日 高校一般女子走幅跳
千葉　唯衣花(1) 4m41(+1.3) 玉城　樂々(2) 4m13(+3.0)
光明学園相模原 綾瀬高 公認記録なし

7月31日 高校一般女子三段跳
中澤　希緒 12m44(+2.7) 西澤　海来 11m44(+2.4) 筆野　友里 11m40(+1.9) 岡崎　帆乃夏(2) 9m95(+2.2)
ワセダクラブ 公認記録なし GOLD S GYM 公認11m31(+1.4) TACC SCDAC 公認記録なし

7月31日 中学女子砲丸投(2.721kg)
大滝　楓(3) 8m31 村上　百花(3) 7m96 本原　美和(2) 7m62 伊藤　未来(3) 7m16 鈴木　佐菜(1) 5m86 伊調　このか(2) 5m75 西川　奈那(2) 5m46 家弓　榛夏(1) 5m37
麻溝台中 大野北中 大野北中 麻溝台中 大野北中 大野北中 大野北中 鵜野森中

7月31日 高校女子砲丸投(4.000kg)
桑原　安那(2) 11m78 小泉　奈那(2) 8m52 亀井　真尋(1) 6m93 松ヶ野　莉夏(1) 6m90
平塚江南高 光明学園相模原 鵠沼高校 光明学園相模原

7月31日 高校女子円盤投(1.000kg)
小泉　奈那(2) 25m38 松ヶ野　莉夏(1) 19m69
光明学園相模原 光明学園相模原

7月31日 高校一般女子やり投(600g)
長沢　夕葵(2) 23m72
大和南高

7月31日 小学混合4X100mR

ちはやACA 53.65 相模原市小学生陸上教室A 58.72 ちはやACB 59.23 相模原市小学生陸上教室B 1:01.94 ワールウインドACA 1:03.28 ワールウインドACB 1:06.38 相模原市小学生陸上教室E 1:06.99 相模原市小学生陸上教室C 1:08.35
吉川　悠真(5) 酒井　寛士郎(6) 新井　優仁(5) 松本　莉歩(5) 塚本　琳(6) 小椋　陽依(5) 小笠原　悠佑(4) 川畑　幸大(4)
松岡　晶佑(6) 佐野　大河(6) 石川　征樹(6) 地頭方　爽(6) 武田　拓馬(6) 山本　笑舞(5) 根布　彪士(5) 酒井　悠之介(4)
岩田　紘徳(6) 西野　蒼太(5) 石川　佳樹(6) 中村　萌愛(5) 加藤　颯介(5) 佃　祐里(5) 佐藤　佑哉(5) 和田　大和(5)
森　蓮晴(6) 根布　琉央(6) 鮫島　啓杜(5) 磯部　百花(6) 佐藤　佳也(4) 中島　維摩(4) 小島　徳誠(4) 小島　聖明(5)


