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第４９回全日本中学校陸上競技選手権大会 2022年8月18日(木)～21日(日)

All-Japan junior high school track and field championship 2022 決勝一覧表
とうほう・みんなのスタジアム

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子 8/21 １００ｍ 舛田　快理(3) 10.72 大西　立空(3) 10.81 丸山　竜平(3) 10.84 米山　和磨(3) 10.87 伊藤　大翔(3) 10.88 安川　飛翔(3) 10.89 石田　正龍(3) 10.92 松井　悠真(3) 11.00
北海道･札幌簾舞 +1.4 岡山･味野 +1.4 長野･須坂相森 +1.4 神奈川･茅ケ崎 +1.4 滋賀･日吉 +1.4 大阪･枚方一 +1.4 北海道･浦幌 +1.4 愛媛･内子 +1.4 

男子 8/19 ２００ｍ 黒澤　諒介(3) 22.40 山本　柊希(3) 22.47 大城　直也(3) 22.51 合田　翔空(3) 22.53 本多遥流斗(3) 22.56 木林　悠翔(3) 22.58 山下　学仁(3) 22.63 中島　悠太(3) 22.68
茨城･水戸三 -1.5 兵庫･浜脇 -1.5 宮崎･檍 -1.5 千葉･松戸根木内 -1.5 福島･矢吹 -1.5 愛知･豊川東部 -1.5 福岡･平野 -1.5 奈良･白鳳 -1.5 

男子 8/20 ４００ｍ 佐藤　克樹(3) 48.78 坂井　駿介(3) 49.61 久保　拓己(3) 49.79 小沢　耀平(3) 49.86 金森　　陽(3) 50.16 平賀　優聖(3) 50.29 青木　康太(3) 50.48 タムララウロ(3) 50.51
新潟･南魚沼六日町 新潟･新潟松浜 兵庫･西宮塩瀬 東京･明星学園 東京･青梅西 東京･町田つくし野 神奈川･法政第二 岐阜･可児中部

男子 8/19 ８００ｍ 鈴木　太智(3)  1:55.20 小倉　天心(3)  1:56.55 山本　祐貴(3)  1:57.10 白岩　敬吾(3)  1:57.99 赤坂　勇輔(3)  1:58.19 伊勢村羚太(3)  1:58.76 板倉　大和(3)  1:59.47 小林　　漣(3)  1:59.84
愛知･東陽 愛知･豊橋南陽 神奈川･藤沢第一 大阪･さだ 兵庫･三田八景 滋賀･明富 京都･男山第三 福井･角鹿

男子 8/21 １５００ｍ 渡辺　敦紀(3)  4:03.02 栗村　　凌(3)  4:03.23 梅原　俊太(3)  4:03.35 保芦摩比呂(3)  4:03.39 菊池　晴太(3)  4:03.98 青島　大陸(3)  4:04.67 横田　隼人(3)  4:05.53 貝原　悠里(3)  4:05.53
和歌山･岩出二 福島･会津若松第四 栃木･間々田 山形･大石田 岩手･紫波第一 福島･福島第三 福島･安積 神奈川･塚越

男子 8/19 ３０００ｍ 増子　陽太(3)  8:18.49 新妻　遼己(3)  8:20.60 奥野　恭史(3)  8:21.05 新妻　昂己(3)  8:24.27 菅野　元太(3)  8:26.20 曽我　　瑛(3)  8:33.82 上杉　敦史(3)  8:36.12 佐藤　瑞城(3)  8:37.04
福島･鏡石 NGR 兵庫･平岡 NGR 京都･藤森 NGR 兵庫･平岡 NGR 山形･山形第十 NGR 東京･江戸川葛西三 千葉･常盤松 静岡･浜松南部

男子 8/21 １１０ｍＨ 岩本　咲真(3) 13.51 村田　　隼(3) 13.70 酒井　大輔(3) 13.82 嶋﨑　結己(3) 13.97 猪口　幸祐(3) 14.06 濱崎　秀馬(3) 14.35 日隅　陸斗(3) 14.49 田中　温羽(3) 14.71

(0.914m) 福岡･八屋 +0.4 NGR NJH 兵庫･尼崎立花 +0.4 NGR 岡山･金浦 +0.4 茨城･竹園東 +0.4 兵庫･宝梅 +0.4 静岡･牧之原榛原 +0.4 北海道･函館青柳 +0.4 千葉･市原五井 +0.4 

男子 8/21 ４×１００ｍ 新潟鳥屋野 42.89 日吉 42.89 豊岡 43.02 玉穂 43.55 詳徳 43.57 五所川原第一 43.74 一条 43.83 亀戸 43.85

  脇川　光貴(3)   河原　響希(3)   鷹野　颯斗(3)   中里　優太(3)   木曽　颯人(3)   黒滝　　和(3)   古谷　　大(3)   粕谷　拓海(3)

  大崎　遥輝(3)   山本悠一郎(3)   大河原遥斗(3)   中山　翔吾(3)   寸田　蓮人(2)   其田　裕斗(3)   一色　晴樹(3)   﨑山　蒼空(3)
  田村　健成(3)   林　　碧海(3)   石井　　颯(3)   小山　朝陽(3)   仲里　佑大(2)   長利　京征(3)   長瀧　虹太(3)   岸　　俊仁(3)

  宮村　　温(3)   伊藤　大翔(3)   勅使川原海斗(3)   鈴木　弘斗(3)   長尾琥汰朗(3)   大渕凛之介(3)   佐藤　空河(3)   飯塚　亮太(3)
男子 8/21 走高跳 東　　隆臣(3) 1m94 伊東　大寿(3) 1m94 横山　風汰(3) 1m91 寺要　幸明(3) 1m88 保苅　楓太(3) 1m88 中村　佳吾(3) 1m88 同順：平松　直登(3) 1m88 成澤　宏樹(3) 1m88

青森･常盤野 富山･速星 山形･楯岡 香川･高瀬 新潟･新潟石山 大阪･堺三国丘 岡山･岡山御南 静岡･静岡高松

男子 8/19 棒高跳 杉本　惺昭(3) 4m40 上野　颯勢(3) 4m35 齋藤　成輝(3) 4m30 大西　亮暉(3) 4m30 井上　直哉(3) 4m25 田中　倖仁(3) 4m20 土江　駿多(3) 4m20 宮﨑　志世(2) 4m10
兵庫･上野 三重･桜浜 群馬･南橘 香川･観音寺 徳島･羽ノ浦 北海道･旭川広陵 島根･出雲大社 埼玉･片柳

男子 8/21 走幅跳 佐々木景亮(3) 7m18 大平　琳音(3) 7m00 辻本　悠晴(3) 6m93 中村　健心(3) 6m91 高見　海都(3) 6m79 平川　靖士(3) 6m73 大森恵偉音(3) 6m66 水井　楓太(3) 6m63
愛媛･立花 +3.2 大阪･大阪夕陽丘 +4.0 和歌山･貴志川 +2.9 奈良･田原本北 +2.0 群馬･大間々東 +1.1 兵庫･御影 +1.6 福岡･城西 +1.2 大阪･八尾大正 -0.1 

男子 8/18 砲丸投 石丸　大智(3)  14m93 山下　巧翔(3)  14m21 稲倉　陽斗(3)  14m07 鋳形　夢絃(3)  14m00 井上　颯晟(3)  13m90 前田　実輝(3)  13m72 佐藤慎之介(3)  13m63 小河　　琉(3)  13m51
(5.000kg) 福岡･西福岡 大阪･大阪今市 高知･北陵 徳島･高浦 山形･山形第四 高知･青柳 青森･尾上 兵庫･神戸高倉

男子 8/19 四種競技 千葉　　遼(3)  2920 内山　潤太(3)  2785 宮下　輝一(3)  2746 織田　　要(3)  2709 小畑　仁人(3)  2693 木田　充海(3)  2659 渡辺　佑希(3)  2653 東海　　晴(3)  2637
8/20 宮城･南方 神奈川･横須賀鴨居 千葉･八日市場一 兵庫･神戸押部谷 奈良･天理北 三重･五十鈴 富山･福光 神奈川･厚木

14.38/+1.3-12m74-1m81-52.41 15.15/-0.3-12m17-1m84-53.12 15.54/-0.3-12m17-1m72-50.67 15.43/+1.3-13m18-1m78-54.41 15.42/-0.3-13m33-1m60-51.58 14.98/+1.3-12m75-1m69-54.49 14.52/-0.3-8m99-1m66-50.15 15.03/+0.4-10m25-1m81-53.65

女子 8/21 １００ｍ 寺平　祈愛(3) 11.89 小池　　雛(3) 12.04 渡邉ひより(3) 12.09 北尾　心映(3) 12.10 同順：吉永ひまり(1) 12.10 山崎　心愛(3) 12.19 松田　　冴(3) 12.20 石川　暖菜(3) 12.26
長野･木祖 +1.0 静岡･浜松積志 +1.0 宮崎･延岡東海 +1.0 三重･厚生 +1.0 神奈川･川崎御幸 +1.0 北海道･音更共栄 +1.0 東京･慶應義塾 +1.0 福島･白河中央 +1.0 

女子 8/19 ２００ｍ 岡林　結衣(1) 25.13 佐美三ひなた(3) 25.15 市原　奈那(3) 25.17 木下　絢菜(3) 25.19 江田はつみ(3) 25.35 小林　心澄(3) 25.39 松本　真奈(3) 25.45 エゼアマカ(3) 25.64
高知･大津 +0.5 熊本･出水南 +0.5 岐阜･苗木 +0.5 静岡･東海大翔洋 +0.5 新潟･見附西 +0.5 埼玉･草加 +0.5 広島･広島古田 +0.5 神奈川･久里浜 +0.5 

女子 8/19 ８００ｍ 久保　　凛(3)  2:09.96 蒲生　悠桜(3)  2:10.95 木田美緒莉(3)  2:12.38 野口紗喜音(3)  2:12.44 松岡　美来(3)  2:13.41 橘　　のん(2)  2:13.67 渡辺　光桃(3)  2:15.94 松下　千紗(3)  2:18.04
和歌山･潮岬 島根･出雲三 北海道･千歳富丘 鹿児島･東谷山 愛媛･宇和島城南 鹿児島･舞鶴 千葉･常盤平 静岡･静岡東豊田

女子 8/21 １５００ｍ ﾄﾞﾙｰﾘｰ朱瑛里(3)  4:23.79 金子　瑛怜(3)  4:28.87 大谷　芽以(3)  4:29.33 手塚　　蕾(3)  4:29.98 長谷川采花(3)  4:31.02 杉安　一葉(2)  4:31.06 丹野　星愛(2)  4:31.71 井上　穂奏(2)  4:32.22
岡山･津山鶴山 山口･高川学園 静岡･浜松細江 千葉･佐倉東 北海道･遺愛女子 熊本･南小国 福島･大鳥 神奈川･山内

女子 8/21 １００ｍＨ 香取　奈摘(2) 13.42 坂田　涼音(3) 13.71 丸山　彩華(3) 13.84 梅澤　杏茉(3) 13.84 加藤　美都(3) 13.95 並木　彩華(3) 13.96 峯岸　美來(2) 14.03 槇村せいあ(3) 14.20
(0.762m) 茨城･三和 +1.4 NJH NGR 千葉･木更津太田 +1.4 北海道･北斗上磯 +1.4 群馬･群馬中央 +1.4 神奈川･横浜緑が丘 +1.4 長野･野沢 +1.4 北海道･旭川神居東 +1.4 東京･日体大桜華 +1.4 

女子 8/21 ４×１００ｍ 小俣 48.07 京都光華 48.25 阿久根 48.29 咲くやこの花 48.76 泉 48.90 金光学園 48.91 長崎大附属 49.16 帯広南町 49.58

  角田ルビイ(2)   岩出　麻央(2)   西園　麻央(3)   増田　彩乃(3)   永山　未悠(3)   水流和々花(2)   戸塚　麗奈(1)   上妻　咲桜(1)

  辰巳ひより(3)   川野　心菜(2)   髙口　永恋(3)   後藤　千都(2)   猪狩　らん(3)   佐藤　地央(2)   本多　和佳(3)   槙　　涼奈(3)

  西嶋　夏鈴(2)   薬師寺愛葉(1)   楠田ゆうな(2)   久世　菜月(2)   藤田　桜愛(2)   爲房　百恵(3)   岩永　陽花(3)   山根　楓來(2)

  西嶋　和奏(3)   今井凛々心(3)   上野　亜暢(3)   大野　心愛(3)   岡部　知捺(3)   瀧本椰々子(2)   三浦　　歌(3)   槙　　杏奈(3)
女子 8/18 走高跳 鴨田　るな(2) 1m63 中山　綾音(2) 1m60 佐藤那々子(2) 1m60 竹中　　雫(3) 1m60 小林　日和(3) 1m60 増田　悠乃(3) 1m55 三宅　莉歩(3) 1m55

神奈川･相模原旭 鹿児島･種子島 東京･板橋志村五 大阪･河南 長野･長野広徳 福井･鯖江市中央 岡山･市操山

井内　志織(3)

和歌山･白浜

倉田　心夏(3)

千葉･坪井

女子 8/20 走幅跳 成澤　柚日(3) 5m91 寺本　栞那(3) 5m73 荻野　由侑(3) 5m62 石原　南菜(2) 5m56 岡島　奏音(3) 5m53 小林　　夢(2) 5m44 佐藤　地央(2) 5m41 中野　花美(3) 5m38
群馬･藪塚本町 +1.9 福井･小浜二 +1.3 新潟･小千谷 +1.4 栃木･足利二 +0.9 三重･多気 +2.8 福島･本宮第二 +0.8 岡山･金光学園 -0.2 島根･浜田一 +0.3 

女子 8/21 砲丸投 筒井　幸咲(3)  14m86 川浦　もえ(3)  14m68 長谷川　有(3)  14m03 小川　莉緒(2)  13m73 原田　詩音(3)  13m68 田中美彩妃(3)  13m66 福士　　諒(2)  13m53 鈴木　彩夏(3)  13m31

(2.721kg) 大阪･墨江丘 群馬･群馬南 兵庫･志方 三重･東海 京都･京都光華 大阪･堺金岡南 東京･八王子二 大阪･泉ヶ丘東

女子 8/19 四種競技 井上　凪紗(3)  2965 本多　　七(3)  2943 ｶﾞｰﾄﾞﾅ ﾚｲﾁｪﾙ(3)  2936 宮内　綾花(3)  2892 井坂　優里(3)  2841 泉谷　真那(3)  2837 大森　玲花(3)  2747 諸木陽菜紗(3)  2723

8/20 兵庫･神戸北神戸 石川･松任 東京･松濤 兵庫･福崎西 愛知･長久手南 群馬･塚沢 長野･芦原 滋賀･県立守山

14.22/-0.9-1m60-8m36-25.30/+1.8 14.65/-0.9-1m51-12m08-26.47/+1.8 14.84/-0.9-1m63-8m88-25.45/+1.8 14.64/-1.5-1m57-10m28-26.51/+1.8 14.53/-1.5-1m54-10m37-26.95/+1.8 14.69/-1.5-1m57-10m62-27.35/+1.8 14.56/-1.5-1m51-10m09-27.40/+1.8 14.95/-0.9-1m51-10m59-27.45/+1.8

110mH-砲丸投-走高跳-400m

100mH-走高跳-砲丸投-200m

凡例（ NGR: 大会新記録/ NJH: 日本中学新記録）


