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山田　佑輔 10.54 西屋　太雅(2) 11.05 服部　辰也 11.06 生田　幸長(3) 11.11 戸田　源大(2) 11.13 窪田　駿 11.17 小畑　拓継(2) 11.33 川村　渉斗(4) 11.52

小島プレス GR 三好高 小島プレス 安城学園高 安城学園高 豊田自動織機 刈谷高 中部大

鳥居　大隼(3) 22.28 戸田　源大(2) 22.49 日髙　嘉恩(1) 22.54 前畑　有輝 22.80 小畑　拓継(2) 23.02 鈴木　由舞(2) 23.52

安城学園高 安城学園高 三好高 東海学園TC 刈谷高 岡崎城西高

原　壮輝(2) 50.20 三輪　椋大(2) 50.83 吉野　朱祐(1) 51.67 釜屋　空悟(1) 51.75 山本　拓海(2) 51.75

三好高 三好高 安城学園高 豊田大谷高 岡崎城西高

盛　耕太朗(3) 1:58.91 山本　航之介(2) 2:01.00 岡本　宏基 2:01.41 酒井　朝陽(3) 2:01.69 舩山　歩(2) 2:02.12 河野　成那(2) 2:02.55 白井　悠翔(2) 2:03.82 伊藤　奨真(1) 2:07.87

岡崎城西高 愛産大三河高 小島プレス 豊田工科高 愛教大附属高 豊田大谷高 岡崎西高 岡崎城西高

松浦　光希 4:06.07 松原　栄一 4:06.67 村松　稜太(2) 4:07.10 中川　大輔 4:09.34 岡本　宏基 4:11.11 谷澤　遼(2) 4:11.16 柴田　開陸(3) 4:11.56 古賀　雅也(1) 4:11.85

I.A.R.C I.A.R.C 豊田高専 愛知陸協 小島プレス 科技高豊田 岡崎城西高 豊田大谷高

平岩　篤弥 15:05.46 村山　悠斗 15:16.02 緒方　航 15:25.75 高橋　佳希 15:30.84 園田　英義 15:36.94 中川　大輔 15:38.12 山本　優晟(2) 15:48.35 江川　大志 15:49.34

チームカケル トヨタＳＣ I.A.R.C I.A.R.C TPAC 愛知陸協 豊田大谷高 トヨタＳＣ

杉浦　颯志(1) 15.62 浦口　泰陽(2) 15.63 髙須　敦史(2) 15.82 加藤　颯真(2) 16.10 柴田　一輝 16.55 橋本　稜芽(1) 17.03 山田　蓮也(1) 17.62 飯星　亮斗(1) 17.74

安城学園高 安城学園高 西尾高 岡崎城西高 愛知陸協 岡崎商業高 刈谷北高 岡崎商業高

押田　周真(2) 53.72 杉浦　颯志(1) 57.24 葛城　広登(4) 58.35 原　壮輝(2) 59.63 山田　壮真(2) 1:00.22 上野　靖起(2) 1:01.31 髙橋　洸将(2) 1:01.74

岡崎北高 安城学園高 愛知教育大 三好高 豊田西高 三好高 三好高

磯部　太一 23:14.26 小川　睦生(2) 28:42.80 成瀬　晴琉(1) 36:19.09

愛知陸協 知立高 豊田高

三好高 42.45 岡崎城西高 42.99 安城学園高 43.02 西尾東高 43.67 知立東高 43.97 人環大岡崎高 44.40

川島　孝史(1) 柴田　大和(1) 富川　空翔(1) 齋藤　優光(2) 田中　叶太(2) 島川　一志(2)

西屋　太雅(2) 山田　凱斗(1) 戸田　源大(2) 今井　陸翔(2) 大畑　貴裕(2) 新井　楓斗(2)

原　壮輝(2) 鈴木　由舞(2) 松山　大輝(2) 中根　　蒼惟(1) 石川　稜大(2) 榊原　幸一郎(1)

日髙　嘉恩(1) 上村　拓未(1) 上村　玲大(1) 近藤　　蒼泉(1) 竹内　寛人(2) 朝倉　和弥(2)

三好高 3:20.39 安城学園高 3:27.63 愛産大三河高 3:28.77 愛知教育大 3:30.75 豊田大谷高 3:31.09 刈谷高 3:32.63 豊田西高 3:33.87 西尾東高 3:34.06

三輪　椋大(2) 杉浦　颯志(1) 林　秀吉(3) 久野　明(3) 森本　ハル(1) 館山　晄希(2) 山田　壮真(2) 金原　弦汰(2)

西屋　太雅(2) 浦口　泰陽(2) 鈴木　颯人(1) 斎藤　宥太(3) 釜屋　空悟(1) 小畑　拓継(2) 森　大地(1) 今井　陸翔(2)

原　壮輝(2) 富川　空翔(1) 栗林　優也(1) 福山　斗偉(3) 河野　成那(2) 小林　伊織(2) 近藤　紘史(1) 齋藤　優光(2)

日髙　嘉恩(1) 吉野　朱祐(1) 増田　敬亮(1) 葛城　広登(4) 高須　空魚(3) 山口　紘熙(2) 鈴木　孝太郎(2) 近藤　　蒼泉(1)

早川　颯(2) 1m96 牧村　尚磨 1m93 近藤　準之助(2) 1m80 高木　魁里(2) 1m80 大塚　陽平(2) 1m80 磯貝　洋聡(1) 1m80 稲垣　宏康(2) 1m75

東海学園大 愛知陸協 岡崎北高 岡崎城西高 豊田西高 安城学園高 安城南高

鈴木　琉太(1) 1m80 真鍋　周平 1m75

豊田南高 トヨタ自動車

西口　温(2) 1m75

人環大岡崎高

松嶋　愛太(2) 4m60 村田　敦哉(2) 4m40 一ノ瀬　航 4m40 畔栁　凌大(3) 4m00 河合　崚弥(1) 3m20

中京大 中京大 XNOS 岡崎城西高 岡崎城西高

神谷　将希(3) 7m46(+2.6) 岡田　崇平 6m79(+2.0) 加藤　隆一 6m78(+1.8) 生田　幸長(3) 6m70(+2.2) 平林　駿登(1) 6m64(+2.4) 久野　聡(1) 6m58(+1.4) 福井　篤輝(3) 6m54(+2.6) 東　孝一 6m52(+1.0)

西尾高 GR,◎ 小島プレス 豊田自動織機 安城学園高 公認記録なし 安城東高 公認6m50(+1.8) 岡崎城西高 安城学園高 公認記録なし 小島プレス

公認7m36(+1.9)

神谷　将希(3) 13m85(+0.5) 冨山　ダイム(2) 13m52(+1.6) 金田　純弥 13m51(+0.8) 鈴木　孝太郎(2) 12m92(-0.7) 藤井　幸之介(2) 12m67(+0.1) 日比　建汰(1) 12m63(-0.3) 田中　仁貴(1) 12m35(+1.3) ペニーラ　アンドルウ(2) 12m33(+0.8)

西尾高 安城学園高 チームカケル 豊田西高 刈谷北高 刈谷高 安城高 三好高

山口　北斗 9m95 新井　利範 9m78 金原　幸太(3) 8m21

岡崎TFC 岡崎TFC 一色高

永井　宏典 40m24 吉田　俊哉 33m31 山口　北斗 30m56

岡崎TFC 三好乃風 岡崎TFC

石田　考正 55m17 能塚　友太 41m27 髙岡　翔太(1) 24m48 日下部　正美 15m05

愛知陸協 岡崎TFC 三好高 富士松ＡＣ

榊原　寛紀 62m57 高橋　峻也 57m93 吉田　俊哉 54m44 石原　颯星(1) 50m42 山下　侍稔(2) 49m54 岩瀬　一輝(1) 49m50 三島　悠大(1) 48m31 杉浦　青空(2) 46m60

豊田自動織機 トヨタ自動車 三好乃風 三好高 人環大岡崎高 三好高 碧南高 西尾東高

凡例  GR:大会記録 ◎:公認記録が大会記録

第55回西三河陸上競技選手権大会 【22220504】 
マルヤス岡崎龍北スタジアム 【223160】 
2022/10/15 ～ 2022/10/16

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月15日
男子100m 
風：-2.3

10月16日
男子200m 
風：-3.1

10月15日 男子400m

10月16日 男子800m

10月15日 男子1500m

10月16日 男子5000m

10月15日
男子110mH(1.067m/9.14m) 

風：-0.3

10月16日 男子400mH(0.914m/35.00m)

10月15日 男子5000mW

10月15日 男子4X100mR

10月16日 男子4X400mR

10月16日 男子走高跳

10月15日 男子棒高跳

10月16日 男子走幅跳

10月15日 男子三段跳

10月15日 男子砲丸投(7.260kg)

10月16日 男子円盤投(2.000kg)

10月16日 男子ハンマー投(7.260kg)

10月15日 男子やり投(800g)
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森下　愛梨(3) 11.95 遠山　早織 12.49 伊藤　風香(3) 12.49 中内　彩虹 12.52 杉浦　千恵(1) 12.55 吉本　結羅(1) 12.63 小島　奈々(1) 12.69 橋本　清愛(1) 12.76

岡崎城西高 GR 愛知アスリート 岡崎城西高 東海学園TC 岡崎城西高 岡崎城西高 岡崎城西高 安城学園高

杉浦　千恵(1) 25.56 青山　和奏(2) 26.15 中内　彩虹 26.22 川口　莉絆(2) 26.56 岡部　百海(2) 26.72 橋本　清愛(1) 26.88 髙橋　智子(2) 26.90

岡崎城西高 安城学園高 東海学園TC 安城学園高 安城学園高 安城学園高 愛教大附属高

矢頭　幸鈴(3) 1:00.83 佐藤　菜月(2) 1:01.18 松山　由奈(1) 1:03.03 神谷　美雨(1) 1:03.54 加藤　千愛(1) 1:03.87 重松　歩香(1) 1:04.12 岸田　澪(1) 1:05.97

三好高 豊田西高 安城学園高 刈谷高 安城東高 刈谷北高 三好高

河村　英理香 2:19.29 宇井　優月(2) 2:20.41 渡邉　亜実(2) 2:26.70 神谷　美雨(1) 2:28.49 野村　彩湖(1) 2:36.63 實田　絢(1) 2:37.31 渡邉　有咲(1) 2:38.67 伊藤　由依子(1) 2:42.34

Pasco 刈谷高 刈谷北高 刈谷高 刈谷高 豊田西高 岡崎西高 豊田西高

河村　英理香 4:41.71 宇井　優月(2) 4:42.45 山﨑　萌瑛(1) 5:04.18 石井　香凛(1) 5:10.15 野村　彩湖(1) 5:10.71 松浦　紗理奈(1) 5:18.88 志智　結萌(1) 5:23.28 川口　歌菜(1) 5:24.10

Pasco 刈谷高 岡崎城西高 豊田高専 刈谷高 岡崎城西高 豊田高専 岡崎西高

山下　美智乃(3) 9:56.59 坂田　朋花(2) 10:18.69 原田　采奈 10:18.96 安部　真里奈(3) 10:24.14 火山　華(1) 10:28.56 太田　美晴(2) 10:31.63 田中　小萩(2) 10:35.07 佐野　結夏(1) 10:38.38

安城学園高 安城学園高 富士松ＡＣ 安城学園高 安城学園高 安城学園高 安城学園高 安城学園高

長野　沙弥(2) 14.36 田中　千尋(3) 15.85 時田　真歩(2) 15.91 杉浦　育(2) 16.24 那波　瞳(1) 17.22 石川　梓 17.32 成田　雛乃(1) 17.76 中山　綾乃(1) 18.53

岡崎北高 至学館大 光ヶ丘女子高 安城学園高 刈谷高 岡崎TFC 岡崎東高 岡崎北高

西川　ひより(3) 1:03.84 時田　真歩(2) 1:07.64 筒井　優佳(1) 1:08.59 加藤　千愛(1) 1:10.52 山田　遥乃(1) 1:11.18 花澤　凜(2) 1:11.79 成瀬　すみれ(2) 1:15.26 新美　千穂(1) 1:15.65

東海学園大 光ヶ丘女子高 安城学園高 安城東高 知立高 愛教大附属高 岡崎商業高 岡崎城西高

柘植　八重華(2) 28:30.43 高柳　百花 28:39.02 土井　結菜(1) 33:54.08 成瀬　柚衣(1) 34:35.12 范　美奈(1) 40:52.67

安城高 トヨタ自動車 知立高 安城高 豊田高

岡崎城西高 48.03 三好高 50.20 光ヶ丘女子高 51.75 岡崎北高 52.02 豊田西高 52.12 知立高 52.71 豊野高 53.79 西尾東高 54.22

中野　希望(1) 尾形　瑞予(1) 安藤　奏乃(2) 小川　凪(1) 村山　莉彩(1) 山田　遥乃(1) 渡部　美咲(2) 平岩　穂(2)

杉浦　千恵(1) 齊藤　羽花(2) 吉見　心春(2) 長野　沙弥(2) 佐藤　菜月(2) 森   　星姫(2) 門田　亜都(2) 白川　舞衣(2)

大和　令奈(1) 岸田　澪(1) 時田　真歩(2) 久田　愛季(2) 川端　愛奈(2) 工藤　陽菜(1) 竹田　奈央(2) 花村　真優(2)

吉本　結羅(1) 矢頭　幸鈴(3) 永田　さち(1) 川田　知宙(2) 宮嵜　梨乃(2) 田口　莉帆(1) 山口　貴菜(1) 小倉　零(1)

岡崎城西高 4:01.17 三好高 4:11.22 安城学園高 4:13.68 刈谷北高 4:18.90 光ヶ丘女子高 4:21.49 豊田西高 4:25.74 刈谷高 4:27.96 知立高 4:33.01

小島　奈々(1) 矢頭　幸鈴(3) 鈴木　瑚々(1) 重松　歩香(1) 吉見　心春(2) 佐藤　菜月(2) 奥山　紗愛(1) 森   　星姫(2)

杉浦　千恵(1) 齊藤　羽花(2) 竹内　理桜華(2) 松下　芽已(2) 三矢　心夏(2) 村山　莉彩(1) 神谷　美雨(1) 山田　遥乃(1)

吉本　結羅(1) 岡戸　優芽(3) 吉田　二菜(1) 中川　友良(1) 永田　さち(1) 伊藤　由依子(1) 宇井　優月(2) 工藤　陽菜(1)

中野　希望(1) 岸田　澪(1) 青山　和奏(2) 渡邉　亜実(2) 時田　真歩(2) 川端　愛奈(2) 藤井　咲楽(1) 田口　莉帆(1)

北林　優奈(1) 1m56 久田　愛季(2) 1m50 遠藤　志帆子(1) 1m45 藤井　咲楽(1) 1m45 鈴村　里緒葉(2) 1m40 安藤　奏乃(2) 1m40

岡崎城西高 岡崎北高 豊田西高 刈谷高 豊田高専 光ヶ丘女子高

澤　実伶(2) 1m45 西山　葵良(2) 1m40

光ヶ丘女子高 豊野高

横井　綾(3) 3m00 武山　ひかり(3) 2m90

岡崎城西高 岡崎城西高

中尾　優里 5m61(-0.6) 酒井　菜胡(2) 5m42(-0.9) 齊藤　羽花(2) 5m09(-1.0) 尾形　瑞予(1) 4m95(-0.6) 寺田　花南(2) 4m89(-0.2) 工藤　千愛(2) 4m89(+1.4) 川端　愛奈(2) 4m78(-1.1) 吉本　結羅(1) 4m77(-1.1)

小島プレス 安城学園高 三好高 三好高 刈谷北高 岡崎西高 豊田西高 岡崎城西高

糟谷　友里 12m43(+1.9) 酒井　菜胡(2) 11m32(+0.6) 仙石　華子(1) 11m25(+1.7) 稲垣　空良(1) 10m93(+0.7) 岩田　祐香(1) 10m74(+3.5) 岡戸　優芽(3) 10m69(+3.7) 市川　彩乃(2) 10m48(+1.8) 杉浦　愛菜(1) 10m44(+1.0)

小島プレス =GR 安城学園高 安城学園高 岡崎城西高 岡崎城西高 公認10m73(+1.2) 三好高 公認10m47(+1.8) 安城学園高 岡崎城西高

山田　真央(2) 12m28 木下　みなみ(1) 10m35 安藤　瑞七海(1) 9m51 花井　茉結(1) 7m56 渡邉　花(2) 7m41

安城学園高 GR 安城学園高 三好高 三好高 碧南高

近藤　未空 37m28 鶴井　美里 32m99 別所　りなみ(3) 32m73 安藤　瑞七海(1) 32m48 川本　菜々香(2) 31m75 鈴木　きょうこ(2) 28m96 山田　春香(2) 28m38 横山　花音(3) 28m19

トヨタ自動車 安城クラブ 三好高 三好高 三好高 安城学園高 三好高 三好高

川本　菜々香(2) 50m52 近藤　未空 38m72 長尾　環(3) 37m65 塩原　愛生(3) 36m73 山田　真央(2) 34m36 岩木　美夕愛(1) 32m88 内海  　葵(2) 24m17 伊藤  　夢華(2) 23m29

三好高 GR トヨタ自動車 三好高 三好高 安城学園高 三好高 知立高 知立高

鈴木　きょうこ(2) 43m92 木下　みなみ(1) 32m04 佐治　育実(1) 28m67 山田　春香(2) 28m42 岩木　美夕愛(1) 27m79 久保見　文音(2) 24m08 加藤　紗彩(2) 23m82 佐々木　愛子(3) 23m16

安城学園高 安城学園高 岡崎西高 三好高 三好高 豊田西高 西尾高 岡崎工科高

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

10月15日 女子やり投(600g)

10月15日 女子砲丸投(4.000kg)

10月16日 女子円盤投(1.000kg)

10月16日 女子ハンマー投(4.000kg)

10月16日 女子棒高跳

10月15日 女子走幅跳

10月16日 女子三段跳

10月15日 女子4X100mR

10月16日 女子4X400mR

10月16日 女子走高跳

10月15日
女子100mH(0.838m/8.50m) 

風：-1.0

10月16日 女子400mH(0.762m/35.00m)

10月15日 女子5000mW

10月16日 女子800m

10月15日 女子1500m

10月16日 女子3000m

8位

10月15日
女子100m 
風：+0.6

10月16日
女子200m 
風：-1.4

10月15日 女子400m

第55回西三河陸上競技選手権大会 【22220504】 
マルヤス岡崎龍北スタジアム 【223160】 
2022/10/15 ～ 2022/10/16

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


