
ト ラ ッ ク 審 判 長 小林義孝･市川陽明

ス タ ー ト 審 判 長 明星光信･黒岡孝信

跳 躍 審 判 長 林　　一哉

投 て き 審 判 長 林　　一哉

招 集 所 審 判 長 山村　晃泰

記 録 主 任 上田　祐貴

日付 種目

戸田　源大(2) 10.91 新井　楓斗(2) 11.02 日髙　嘉恩(1) 11.06 小畑　拓継(2) 11.15 西屋　太雅(2) 11.18 押田　周真(2) 11.25 鈴木　颯人(1) 11.33 中川　雅希(1) 11.41

安城学園 人環大岡崎 三好 刈谷 三好 岡崎北 愛産大三河 愛教大附

加藤　颯真(2) 22.73 戸田　源大(2) 22.89 西屋　太雅(2) 22.92 鈴木　颯人(1) 23.70 森本　ハル(1) 23.70 吉野　朱祐(1) 23.74 藤井　幸之介(2) 23.78 中川　雅希(1) 23.80

岡崎城西 安城学園 三好 愛産大三河 豊田大谷 安城学園 刈谷北 愛教大附

柴田　大和(1) 51.34 原　壮輝(2) 51.68 館山　晄希(2) 51.87 土生　樹幸(2) 51.91 久田　竜士(2) 51.96 吉野　朱祐(1) 52.05 山本　拓海(2) 52.14 鈴木　健友(2) 54.91

岡崎城西 三好 刈谷 愛産大三河 岡崎城西 安城学園 岡崎城西 岡崎

加納　駿翔(1) 1:57.84 小林　泰旗(2) 2:00.48 渡邉　陽奈太(1) 2:01.02 河野　成那(2) 2:01.28 佐々木　太馳(2) 2:01.29 山本　航之介(2) 2:01.34 中谷　天星(2) 2:01.45 日野　宙良(1) 2:05.95

岡崎城西 刈谷 豊田大谷 豊田大谷 豊田高専 愛産大三河 刈谷 豊田大谷

黒野　大和(2) 4:07.54 原　一成(2) 4:08.75 豊田　雄大(1) 4:08.85 谷澤　遼(2) 4:09.13 渡邉　陽奈太(1) 4:10.84 井野　開(2) 4:10.85 川本　隼汰(2) 4:11.13 齊藤　巧茉(1) 4:14.91

岡崎城西 豊田大谷 豊田大谷 科技豊田 豊田大谷 刈谷 西尾 岡崎城西

豊田　雄大(1) 15:46.00 辻　陽介(2) 15:57.70 八尋　友希(2) 16:10.86 谷澤　遼(2) 16:16.42 井野　開(2) 16:16.75 片山　健二郎(1) 16:18.10 岩本　樹(2) 16:21.58 黒野　大和(2) 16:34.21

豊田大谷 岡崎 豊田大谷 科技豊田 刈谷 岡崎城西 刈谷北 岡崎城西

髙須　敦史(2) 15.90 杉浦　颯志(1) 15.91 浦口　泰陽(2) 15.97 加藤　颯真(2) 16.00 大畑　貴裕(2) 16.23 海老原　竜也(2) 16.36 沓名　麟太郎(1) 17.09 大林　航哉(2) 18.18

西尾 安城学園 安城学園 岡崎城西 知立東 刈谷工科 岡崎 岡崎西

小崎　真之介(2) 54.93 原　壮輝(2) 55.57 大畑　貴裕(2) 55.79 押田　周真(2) 57.22 浦口　泰陽(2) 57.52 杉浦　颯志(1) 58.16 髙須　敦史(2) 58.67 山田　壮真(2) 1:01.91

刈谷 三好 知立東 岡崎北 安城学園 安城学園 西尾 豊田西

宮﨑　颯来(2) 9:47.31 山本　優晟(2) 9:51.68 吉田　龍海(2) 10:03.00 中谷　天星(2) 10:12.73 熊谷　豪流(1) 10:13.52 佐野　颯太(1) 10:15.71 山上　俊汰(2) 10:42.06 稲吉　健(2) 11:01.18

豊田大谷 豊田大谷 岡崎城西 刈谷 豊田大谷 岡崎城西 岡崎北 岡崎

前原　凌(2) 24:21.30 鈴木　逞太(2) 25:13.47 小川　睦生(2) 29:39.70 鎌倉　馴(1) 31:49.82 宇佐美　幸喜(2) 33:56.60 鈴木　琉音(1) 34:21.39

愛産大三河 *S 岡崎北 知立 愛産大三河 豊田 安城

三好 42.67 岡崎城西 42.68 安城学園 42.73 愛産大三河 43.33 豊田大谷 43.86 刈谷 44.11 豊田西 44.29 人環大岡崎 45.09

日髙　嘉恩(1) 松永　航太朗(2) *S 上村　玲大(1) *S 増田　敬亮(1) 久米　博人(2) 館山　晄希(2) 則竹　璃琥(2) 中根　直人(2)

西屋　太雅(2) 山田　凱斗(1) 戸田　源大(2) 土生　樹幸(2) 森本　ハル(1) 小畑　拓継(2) 近藤　紘史(1) 新井　楓斗(2)

原　壮輝(2) 鈴木　由舞(2) 松山　大輝(2) 栗林　優也(1) 釜屋　空悟(1) 小崎　真之介(2) 山田　壮真(2) 島川　一志(2)

ペニーラ　アンドルウ(2) 上村　拓未(1) 浦口　泰陽(2) 鈴木　颯人(1) 立松　諒(2) 三上　心貴(2) 鈴木　孝太郎(2) 朝倉　和弥(2)

岡崎城西 3:23.25 三好 3:26.21 安城学園 3:30.30 岡崎北 3:33.71 愛産大三河 3:33.75 知立東 3:33.84 豊田大谷 3:34.53 豊田西 3:34.84

柴田　大和(1) 原　壮輝(2) 吉野　朱祐(1) 藤澤　祐樹(2) 土生　樹幸(2) 高橋　佑多(1) 釜屋　空悟(1) 則竹　璃琥(2)

久田　竜士(2) 日髙　嘉恩(1) 浦口　泰陽(2) 杉浦　駿(2) 鈴木　颯人(1) 大畑　貴裕(2) 森本　ハル(1) 森　大地(1)

山田　凱斗(1) 三輪　椋大(2) 松山　大輝(2) 近藤　準之助(2) 栗林　優也(1) 石川　稜大(2) 立松　諒(2) 須藤　雅人(2)

加藤　颯真(2) 西屋　太雅(2) 戸田　源大(2) 押田　周真(2) 梅村　ブライヤン(2) 田中　叶太(2) 河野　成那(2) 鈴木　孝太郎(2)

冨山　ダイム(2) 1m88 高木　魁里(2) 1m88 近藤　準之助(2) 1m85 磯貝　洋聡(1) 1m85 鈴木　琉太(1) 1m85 西口　温(2) 1m85 鈴木　羽玖斗(1) 1m80 田中　聡真(2) 1m75

安城学園 岡崎城西 岡崎北 安城学園 豊田南 人環大岡崎 三好 豊田高専

時原　仁(2) 4m01 牧野　絃輝(2) 3m81 河合　崚弥(1) 3m41 有馬　亘紀(1) 3m01 榊原　聖陽(2) 1m81

岡崎城西 岡崎城西 岡崎城西 西尾東 西尾東

磯貝　洋聡(1) 6m35(+0.8) 岩瀬　颯汰(2) 6m27(+0.8) 近藤　晃由(2) 6m24(+0.3) 上村　玲大(1) 6m23(+0.7) 久野　聡(1) 6m22(+1.0) 山敷　圭太(2) 6m19(+2.8) 日比　建汰(1) 6m19(-0.4) 鈴木　耀(2) 6m15(+0.4)

安城学園 岡崎城西 鶴城丘 安城学園 岡崎城西 岡崎 公認6m17(+1.4) 刈谷 刈谷北

冨山　ダイム(2) 13m41(+2.4) 鈴木　孝太郎(2) 13m17(+2.6) 日比　建汰(1) 12m92(+2.4) 古橋　航青(2) 12m79(+2.2) 小野　煌蘭(2) 12m71(+3.8) 久德　一翔(2) 12m63(+2.1) 上村　玲大(1) 12m63(+3.2) ペニーラ　アンドルウ(2) 12m35(+4.4)

安城学園 公認記録なし 豊田西 公認12m60(+1.9) 刈谷 公認記録なし 豊田南 公認12m12(+1.8) 岡崎北 公認記録なし 西尾東 公認12m35(+1.4) 安城学園 公認12m27(+1.5) 三好 公認記録なし

尾﨑　涼(2) 13m09 福原　希未(2) 11m80 岸本　翔真(1) 10m86 永谷　捷人(1) 10m64 山本　瑛仁(1) 9m41 冨田　航希(1) 9m33 佐藤　光一(2) 9m24 荒武　秀真(1) 8m73

三好 *S 刈谷北 安城学園 刈谷 三好 愛産大三河 岡崎工科 碧南工科

尾﨑　涼(2) 36m60 岸本　翔真(1) 31m68 中村　俊郎(1) 31m14 齋藤　和弥(2) 30m58 皆川　朋輝(2) 28m70 岩瀬　一樹(1) 26m29 山下　侍稔(2) 25m98 永谷　捷人(1) 24m84

三好 安城学園 西尾東 安城 三好 三好 人環大岡崎 刈谷

皆川　朋輝(2) 51m48 中村　俊郎(1) 32m79 北岡　知也(1) 32m73 髙岡　翔太(1) 31m89 平　煌成(1) 28m06 稲垣　慶大(2) 21m19 河合　巧芽(2) 18m96

三好 *S 西尾東 安城学園 三好 三好 愛教大附 安城

中村　俊郎(1) 35m14 髙岡　翔太(1) 32m28 北岡　知也(1) 30m19 平　煌成(1) 29m60

西尾東 +Q 三好 安城学園 三好

小崎　颯汰(2) 51m20 杉浦　青空(2) 51m01 山下　侍稔(2) 48m67 石原　颯星(1) 44m22 吉田　仁(1) 41m22 宮田　来樹(1) 40m83 鳥居　　大智(1) 39m20 山田　楓貴(2) 38m14

幸田 西尾東 人環大岡崎 三好 安城 安城学園 西尾東 豊田高専

男子総合 岡崎城西 73点 安城学園 71点 三好 62点 豊田大谷 45点 刈谷 32点 愛産大三河 22点 西尾東 20点 岡崎北 18点

男子トラック 岡崎城西 46点 豊田大谷 45点 安城学園 33点 三好 31点 刈谷 25点 愛産大三河 21点 岡崎北 12点 知立東 7点

男子フィールド 安城学園 38点 三好 31点 岡崎城西 27点 西尾東 20点 刈谷 7点 幸田 6点 岡崎北 6点 刈谷北/豊田西 5点

凡例  *S:ｼｰﾄﾞ選手またはﾁｰﾑ +Q:県大会予選通過

令和４年度愛知県高等学校新人体育大会陸上競技西三河支部予選会 【22222023】
2022/09/03 マルヤス岡崎龍北スタジアム 【223160】
2022/09/04 ウェーブスタジアム刈谷 【223130】

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月3日
男子100m 
風：-1.0

9月4日
男子200m 
風：-3.4

9月3日 男子400m

9月4日 男子800m

9月3日 男子1500m

9月4日 男子5000m

9月3日
男子110mH(1.067m/9.14m) 

風：-3.4

9月4日 男子400mH(0.914m/35.00m)

9月3日 男子3000mSC(0.914m)

9月4日 男子5000mW

9月3日 男子4X100mR

9月4日 男子4X400mR

9月4日 男子走高跳

9月3日 男子棒高跳

9月3日 男子走幅跳

9月4日 男子三段跳

9月3日 男子砲丸投(6.000kg)

9月4日 男子円盤投(1.750kg)

対抗得点

9月4日 男子ハンマー投(6.000kg)

9月4日
男子ハンマー投(6.000kg)

県大会予選

9月3日 男子やり投(800g)



ト ラ ッ ク 審 判 長 小林義孝･市川陽明

ス タ ー ト 審 判 長 明星光信･黒岡孝信

跳 躍 審 判 長 林　　一哉

投 て き 審 判 長 林　　一哉

招 集 所 審 判 長 山村　晃泰

記 録 主 任 上田　祐貴

日付 種目

杉浦　千恵(1) 12.61 岡部　百海(2) 12.84 望月　遥(2) 12.89 吉本　結羅(1) 12.92 青山　和奏(2) 12.93 橋本　清愛(1) 12.99 時吉　真生(2) 13.14 吉見　心春(2) 13.44

岡崎城西 安城学園 光ヶ丘女子 岡崎城西 安城学園 安城学園 豊田北 光ヶ丘女子

杉浦　千恵(1) 25.85 長野　沙弥(2) 26.14 岡部　百海(2) 26.29 大和　令奈(1) 26.57 青山　和奏(2) 26.63 望月　遥(2) 26.64 川口　莉絆(2) 26.65 小島　奈々(1) 26.91

岡崎城西 岡崎北 安城学園 岡崎城西 安城学園 光ヶ丘女子 安城学園 岡崎城西

川口　莉絆(2) 1:00.11 小島　奈々(1) 1:00.45 佐藤　菜月(2) 1:01.83 髙橋　智子(2) 1:02.15 森　日菜子(1) 1:02.39 神谷　美雨(1) 1:03.26 鈴木　瑚々(1) 1:05.43 伊藤　華(2) 1:05.68

安城学園 岡崎城西 豊田西 愛教大附 岡崎北 刈谷 安城学園 知立東

林　彩夢(1) 2:16.37 都築　優衣華(1) 2:18.81 宇井　優月(2) 2:20.62 榊原　奈美希(2) 2:21.56 森　日菜子(1) 2:24.71 佐野　結夏(1) 2:25.18 田中　小萩(2) 2:27.17 神谷　美雨(1) 2:28.06

岡崎城西 *S 岡崎城西 *S 刈谷 光ヶ丘女子 岡崎北 安城学園 安城学園 刈谷

森　千莉(2) 4:37.56 林　彩夢(1) 4:38.33 都築　優衣華(1) 4:38.71 火山　華(1) 4:38.82 宇井　優月(2) 4:42.43 天野　花音(2) 4:43.09 坂田　朋花(2) 4:46.67 馬場　月咲(2) 4:51.97

豊田大谷 岡崎城西 *S 岡崎城西 安城学園 刈谷 光ヶ丘女子 安城学園 安城学園

火山　華(1) 10:05.43 石川　桜子(2) 10:08.17 天野　花音(2) 10:09.93 太田　美晴(2) 10:13.78 坂田　朋花(2) 10:37.56 嵯峨崎　恋花(2) 10:47.89 佐々木　莉愛(1) 10:59.92 平岡　那奈(2) 11:04.01

安城学園 豊田大谷 光ヶ丘女子 安城学園 安城学園 豊田大谷 岡崎城西 光ヶ丘女子

長野　沙弥(2) 14.42 時田　真歩(2) 16.15 那波　瞳(1) 16.47 杉浦　育(2) 16.84 佐々木　莉里(1) 16.96 仙石　華子(1) 16.97 成田　雛乃(1) 17.56 新美　千穂(1) 17.56

岡崎北 光ヶ丘女子 刈谷 安城学園 安城東 安城学園 岡崎東 岡崎城西

時田　真歩(2) 1:10.28 筒井　優佳(1) 1:11.86 山田　遥乃(1) 1:12.18 松山　由奈(1) 1:12.74 花澤　凜(2) 1:12.80 三矢　心夏(2) 1:14.32 杉浦　育(2) 1:14.45 奥山　紗愛(1) 1:15.30

光ヶ丘女子 安城学園 知立 安城学園 愛教大附 光ヶ丘女子 安城学園 刈谷

柘植　八重華(2) 30:34.15 土井　結菜(1) 37:44.06 成瀬　柚衣(1) 39:17.65

安城 *S 知立 安城

岡崎城西 48.46 安城学園 48.82 光ヶ丘女子 50.71 三好 52.03 刈谷北 52.17 豊田西 52.32 岡崎北 52.92 岡崎 57.11

大和　令奈(1) *S 岡部　百海(2) 安藤　奏乃(2) 尾形　瑞予(1) 松永　彩織(1) 村山　莉彩(1) 坂下　優衣(1) 内藤　紗也(1)

杉浦　千恵(1) 青山　和奏(2) 吉見　心春(2) 齊藤　羽花(2) 松下　芽已(2) 佐藤　菜月(2) 長野　沙弥(2) 宮宇地　彬(2)

小島　奈々(1) 酒井　菜胡(2) 時田　真歩(2) 岸田　澪(1) 重松　歩香(1) 川端　愛奈(2) 久田　愛季(2) 實田　結(1)

吉本　結羅(1) 川口　莉絆(2) 望月　遥(2) 馬場　琴音(2) 寺田　花南(2) 宮嵜　梨乃(2) 川田　知宙(2) 佐藤　陽菜(2)

岡崎城西 4:09.74 安城学園 4:13.44 刈谷 4:18.34 岡崎北 4:20.26 刈谷北 4:22.07 岡崎 4:23.85 豊田西 4:25.00 三好 4:25.50

吉本　結羅(1) *S 岡部　百海(2) *S 神谷　美雨(1) 森　日菜子(1) 牧野　桃花(1) 内藤　紗也(1) 佐藤　菜月(2) 齊藤　羽花(2)

杉浦　千恵(1) 鈴木　瑚々(1) 宇井　優月(2) 高木　晴菜(2) 松下　芽已(2) 佐藤　陽菜(2) 村山　莉彩(1) 岸田　澪(1)

大和　令奈(1) 筒井　優佳(1) 那波　瞳(1) 本田　万結(2) 鈴木　寧々(1) 實田　結(1) 伊藤　由依子(1) 馬場　琴音(2)

小島　奈々(1) 川口　莉絆(2) 野村　彩湖(1) 長野　沙弥(2) 渡邉　亜実(2) 宮宇地　彬(2) 川端　愛奈(2) 尾形　瑞予(1)

藤井　咲楽(1) 1m50 澤　実伶(2) 1m50 久田　愛季(2) 1m45 北林　優奈(1) 1m45 遠藤　志帆子(1) 1m45 鈴村　里緒葉(2) 1m40

刈谷 光ヶ丘女子 *S 岡崎北 岡崎城西 豊田西 豊田高専

安藤　奏乃(2) 1m45 稲垣　空良(1) 1m40

光ヶ丘女子 岡崎城西 *Q1

岡部　陽奈(1) 3m01 澤　あやめ(2) 2m01

岡崎 *S 西尾東

齊藤　羽花(2) 5m41(+1.6) 酒井　菜胡(2) 5m38(+1.1) 市川　彩乃(2) 4m95(-0.2) 工藤　千愛(2) 4m85(+2.5) 岩田　祐香(1) 4m84(-0.3) 寺田　花南(2) 4m84(-1.0) 平岩　穂(2) 4m82(+0.7) 川田　知宙(2) 4m75(+0.6)

三好 安城学園 安城学園 岡崎西 公認4m83(+1.2) 岡崎城西 刈谷北 西尾東 岡崎北

酒井　菜胡(2) 11m16(+1.8) 仙石　華子(1) 11m05(+2.7) 市川　彩乃(2) 10m91(+2.1) 岩田　祐香(1) 10m61(+1.9) 稲垣　空良(1) 10m56(+1.8) 杉浦　愛菜(1) 10m45(+0.9) 川端　愛奈(2) 10m23(+1.8) 平岩　穂(2) 10m19(+1.5)

安城学園 安城学園 公認10m65(+0.8) 安城学園 公認10m77(+1.1) 岡崎城西 岡崎城西 岡崎城西 豊田西 西尾東

山田　真央(2) 12m74 木下　みなみ(1) 10m19 安藤　瑞七海(1) 9m68 今村　藍子(2) 7m95 鈴木　小萩(2) 7m94 花井　茉結(1) 7m66 渡邉　花(2) 7m23 旗見　結実(1) 5m35

安城学園 GR,*S 安城学園 三好 岡崎北 三好 三好 碧南 碧南工科

安藤　瑞七海(1) 31m76 川本　菜々香(2) 30m71 鈴木　きょうこ(2) 30m02 山田　春香(2) 27m45 鋤柄　玖莉亜(2) 26m77 今村　藍子(2) 24m18 熊谷　真那(2) 22m09 植田　理菜(2) 20m57

三好 三好 安城学園 三好 愛教大附 岡崎北 岩津 岩津

川本　菜々香(2) 47m55 鈴木　小萩(2) 39m51 山田　真央(2) 38m11 岩木　美夕愛(1) 29m63 内海  　葵(2) 22m99 伊藤  　夢華(2) 22m74 鋤柄　玖莉亜(2) 14m98 粟田　遥菜(1) 11m34

三好 GR,*S 三好 安城学園 三好 知立 知立 愛教大附 知立

内海  　葵(2) 24m09 伊藤  　夢華(2) 23m83

知立 +Q 知立 +Q

鈴木　きょうこ(2) 40m62 木下　みなみ(1) 32m84 山田　春香(2) 32m04 岩木　美夕愛(1) 26m01 佐治　育実(1) 24m86 磯貝　菜々美(2) 23m35 加藤　紗彩(2) 22m50 粟田　遥菜(1) 22m05

安城学園 *S 安城学園 三好 三好 岡崎西 愛教大附 西尾 知立

女子総合 安城学園 111点 岡崎城西 65点 三好 51点 光ヶ丘女子 37.5点 岡崎北 25.5点 刈谷 21点 豊田大谷 12点 知立 12点

女子トラック 安城学園 57点 岡崎城西 55点 光ヶ丘女子 29点 岡崎北 18点 刈谷 15点 豊田大谷 12点 安城 10点 知立 9点

女子フィールド 安城学園 54点 三好 48点 岡崎城西 10点 光ヶ丘女子 8.5点 岡崎北 7.5点 刈谷/岡崎 6点 西尾東 5点

凡例  GR:大会記録 *S:ｼｰﾄﾞ選手またはﾁｰﾑ *Q1:県大会出場(順位決定試技によるもの) +Q:県大会予選通過

令和４年度愛知県高等学校新人体育大会陸上競技西三河支部予選会 【22222023】
2022/09/03 マルヤス岡崎龍北スタジアム 【223160】
2022/09/04 ウェーブスタジアム刈谷 【223130】

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

9月3日
女子100m 
風：-1.4

9月4日
女子200m 
風：-1.3

9月3日 女子400m

9月4日 女子800m

9月3日 女子1500m

9月4日 女子3000m

9月3日
女子100mH(0.838m/8.50m) 

風：-0.9

9月4日 女子400mH(0.762m/35.00m)

9月4日 女子5000mW

9月3日 女子4X100mR

9月4日 女子4X400mR

9月3日 女子走高跳

女子ハンマー投(4.000kg)

9月3日 女子棒高跳

9月3日 女子走幅跳

9月4日 女子三段跳

9月4日
女子ハンマー投(4.000kg)

県大会予選

9月3日 女子やり投(600g)

対抗得点

9月3日 女子砲丸投(4.000kg)

9月4日 女子円盤投(1.000kg)

9月4日


