
種目

前田　波響(2) 11.57 鎌田　真(2) 11.67 阿部　慈心(2) 12.04 遠藤　善(2) 12.07 工藤　大喜(1) 12.26 丸　純真(2) 12.58 井上　陽輝(1) 13.11 片岡　裕希(1) 13.22
市原中央高 市原中央高 市原中央高 市原中央高 市原中央高 市原中央高 市原中央高 市原中央高
鎌田　真(2) 22.90 前田　波響(2) 23.59 阿部　慈心(2) 23.62 遠藤　善(2) 24.29 工藤　大喜(1) 24.31
市原中央高 市原中央高 市原中央高 市原中央高 市原中央高
陣野　咲太郎(1) 4:40.62
市原中央高
村澤　佑磨(2) 15:31.66 左古　一(2) 15:57.60 小野寺　匠(1) 16:16.50 瀬ノ田　赳斗(1) 16:23.06 植草　光遥(1) 16:25.12 村山　俊輔(2) 16:36.63 橋口　歩生(2) 16:50.70 森　海斗(1) 17:15.47
清和大 清和大 清和大 清和大 清和大 清和大 清和大 清和大
市原中央高A 45.27 市原中央高B 51.00
丸　純真(2) 井上　陽輝(1)
鎌田　真(2) 竹内　晴紀(2)
阿部　慈心(2) 関　寿真(1)
工藤　大喜(1) 森　実弥日(1)
竹内　晴紀(2) 1m55
市原中央高
丸　純真(2) 5m31
市原中央高
日野　雄惺(1) 12.58 曽子 陽多(1) 12.79 金親 亮太(1) 13.51 佐藤　璃空(1) 13.58 宮城 圭佑(1) 13.65 小島 煌之介(1) 13.80 中村　凌嘉(1) 13.98 中本　璃音(1) 14.10
五井中 富津中 太田中 ちはら台南中 太田中 太田中 ちはら台南中 ちはら台南中
碓井　琉輝亜(2) 12.39 吉田 陸(2) 12.51 鴇田　陸斗(2) 12.75 北島　凜空(2) 12.79 森田 惣介(2) 12.88 岩田　悠月(2) 12.91 髙橋　春樹(2) 13.05
長浦中 太田中 五井中 長浦中 富津中 蔵波中 五井中

本村　風月(2) 12.75
畑沢中

岩井　志穏(3) 11.69 小川　隼世(3) 11.78 吉田 吏玖(3) 11.93 米田 隼(3) 12.29 戸田　陸音(3) 12.68 後藤 将太(3) 12.79 大貫 蒔門(3) 12.90 岩本 太陽(3) 12.92
五井中 五井中 太田中 太田中 生浜中 太田中 君津中 畑沢中
岡澤 竜誠(3) 24.31 金子 颯希(3) 24.74 古谷　拓馬(3) 25.51 森田 惣介(2) 26.01 曽子 陽多(1) 26.37 河名　琉生(2) 26.68 岩田　悠月(2) 26.76 冨永　祥史(2) 27.50
君津中 太田中 ちはら台南中 富津中 富津中 周西南中 蔵波中 生浜中
千島 大芽(3) 52.60 福島　遥音(3) 55.97 大澤　龍翔(2) 58.63 大澤　龍聖(2) 59.93 牛越　輝真(3) 1:01.49 嶋　勇人(2) 1:04.26
太田中 千葉若松中 千葉若松中 千葉若松中 ちはら台南中 千葉若松中
加藤　直希(3) 2:03.30 澤田　紘己(3) 2:10.26 皆村　耕一郎(3) 2:11.11 菅谷　大翔(3) 2:12.98 堀江 翔太(3) 2:13.92 清末 綜亮(3) 2:17.48 大和田 悠月(3) 2:20.22 小川 遼介(2) 2:21.08
五井中 千葉若松中 千葉若松中 周西南中 畑沢中 太田中 君津中 蔵波中
小用 太陽(3) 4:21.50 髙澤　颯(3) 4:23.53 渡邉 大地(3) 4:28.06 小林 遼太郎(1) 4:28.20 浅海　太勇(1) 4:29.10 菅谷　大翔(3) 4:30.91 鈴木 啓夢(2) 4:42.72 平山 奏太(3) 4:43.55
太田中 千葉若松中 畑沢中 富津中 富津中 周西南中 太田中 太田中
渡邉 大地(3) 9:42.08 堀江 翔太(3) 9:48.95 吉野　滉洋(2) 9:51.00 藤谷　卓生(3) 10:00.43 江野澤 祐樹(3) 10:26.66 堀江 涼太(3) 10:39.89 松茂　立樹(3) 10:46.71 芳賀　優斗(3) 10:48.38
畑沢中 畑沢中 ちはら台西中 長浦中 富津中 畑沢中 千葉若松中 千葉若松中
田中　温羽(3) 15.17 戸田　陸音(3) 17.62 村田　智紀(3) 17.75 田村 陽(2) 17.89 福島　遥音(3) 19.22 常見　和希(3) 19.38 江澤 悠(2) 20.86 田中　蓮樹(1) 21.22
五井中 生浜中 五井中 太田中 千葉若松中 周西南中 太田中 生浜中
五井中 44.49 太田中 45.02 長浦中A 48.74 生浜中A 49.36 君津中 49.42 周西南中 50.14 蔵波中 52.14 長浦中B 53.39
長尾　星奏(3) 米田 隼(3) 碓井　琉輝亜(2) 戸田　陸音(3) 中村 亮太(3) 常見　和希(3) 岩田　悠月(2) 齊藤　悠斗(3)
小川　隼世(3) 千島 大芽(3) 藤谷　卓生(3) 海老原　群青(3) 岡澤 竜誠(3) 沓澤　清春(3) 籐 光希(2) 上野　龍馬(3)
田中　温羽(3) 金子 颯希(3) 北島　凜空(2) 冨永　祥史(2) 大和田 悠月(3) 河名　琉生(2) 阿部 椋太(2) 木幡　佑月(3)
岩井　志穏(3) 吉田 吏玖(3) 水上　琥(3) 宮下　優希(3) 大貫 蒔門(3) 菅谷　大翔(3) 倉田 惇平(3) 是恒　壮太(3)
安井　捷人(2) 1m60 梅村 俊哉(2) 1m50 前田 太地(2) 1m40 川合　惟心(2) 1m40 渡辺 彩仁(1) 1m35 磯部 廉(2) 1m35 井上 海斗(2) 1m30
千葉若松中 畑沢中 畑沢中 生浜中 太田中 太田中 太田中
岩本 太陽(3) 5m62 金子 颯希(3) 5m31 金巻　由暁(3) 5m20 海老原　群青(3) 5m17 鴇田　陸斗(2) 5m07 磯部 廉(2) 5m03 沓澤　清春(3) 4m98 西舘　悠斗(3) 4m96
畑沢中 太田中 ちはら台南中 生浜中 五井中 太田中 周西南中 生浜中
遠藤　楓斗(3) 11m79 中村　奏太(2) 10m57 大貫 蒔門(3) 9m34 小林　悠人(3) 9m32 星野　舜大(3) 7m74 平山　凌大(3) 7m72 平戸 大也(2) 7m62 髙山　喜久太郎(2) 7m41
ちはら台南中 千葉若松中 君津中 ちはら台南中 千葉若松中 千葉若松中 太田中 五井中
岡澤 竜誠(3) 2m90 平野　敬斗(3) 2m90 高橋 昊真(1) 2m80 常見　和希(3) 2m60 岡田 尚己(2) 2m20
君津中 千葉若松中 IPVA 周西南中 IPVA
平野 愛那香(1) 14.62 森 七星(1) 15.10 髙?? 心晴(1) 15.19 今島　日菜(1) 15.36 松永　莉緒(1) 15.47 石川 陽音(1) 15.79 糸村　楓香(1) 15.80 鈴木 夢歩(1) 15.82
富津中 富津中 君津中 生浜中 生浜中 太田中 生浜中 太田中
上村　愛美(2) 13.5 清水 結衣(2) 13.87 山口　優(2) 14.24 杉山 愛実(2) 14.37 鈴木 美羽(2) 14.40 御園生　冴奈(2) 14.43 巨海　咲蘭(2) 14.48 石丸　真央(2) 14.59
五井中 君津中 ちはら台南中 太田中 太田中 ちはら台南中 ちはら台南中 生浜中
千葉　有彩(3) 13.13 伊東　奈桜(3) 13.48 坂本 桃椛(3) 13.71 糟谷 知穂(3) 13.87 山﨑　いろ花(3) 14.30 平林　晴美(3) 14.34 三富 ひなた(3) 14.59
ちはら台南中 ちはら台南中 畑沢中 君津中 五井中 周西南中 太田中

川井　菜々子(3) 14.34
周西中

坂本 桃椛(3) 28.48 糟谷 知穂(3) 28.85 赤羽　真帆(3) 29.95 三富 ひなた(3) 30.33 大島 夏妃(2) 30.64 鳥羽 桃可(3) 30.8 木村　花梨(2) 31.05 鈴木　咲月(2) 31.97
畑沢中 君津中 周西南中 太田中 蔵波中 蔵波中 周西南中 周西南中

中学共通女子200m

中学1年女子100m

中学2年女子100m

中学3年女子100m

中学共通男子走高跳

ｵｰﾌﾟﾝ中学男子棒高跳

一般男子走幅跳

中学共通男子走幅跳

中学共通男子砲丸投
(5.000kg)

中学共通男子
110mH(0.914m)

一般男子4X100mR

中学共通男子4X100mR

一般男子走高跳

中学共通男子1500m

中学共通男子3000m

一般男子5000m

中学共通男子400m

中学共通男子800m

一般男子1500m

中学3年男子100m

一般男子200m

中学共通男子200m

8位

一般男子100m

中学1年男子100m

中学2年男子100m

市原市民大会
ゼットエーオリプリスタジアム 【123250】
2022/05/21

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位



保坂　知穂(2) 2:19.69 新倉　望華(2) 2:22.54 安西 樹珠(2) 2:24.41 山本桃華(1) 2:29.07 廣部　有華(3) 2:32.77 長峰　莉海南 2:32.93 稲毛　葵保(1) 2:32.94 和田 実日子(2) 2:37.14
五井中 五井中 君津中 周西南中 畑沢中 国分寺台西中 五井中 蔵波中
今井　悠月(3) 4:37.85 保坂　知穂(2) 4:38.59 茂木　美涼(3) 4:46.70 伊藤 夏樹(2) 5:00.41 長峰　莉海南 5:13.43 上舞　彩心 5:26.37 東　琴子(2) 5:28.18 秋葉　乃愛(2) 5:56.66
五井中 五井中 五井中 富津中 国分寺台西中 ちはら台南中 周西南中 生浜中
坂田 涼音(3) 14.59 齋藤　あかり(3) 15.63 草薙　優里(3) 17.19 上澤　虹心(3) 17.66 川井　菜々子(3) 17.67 野口　和奏(3) 17.74 小川　夏菜(3) 17.75 渡邉　絢音(2) 18.26
太田中 五井中 生浜中 五井中 周西中 ちはら台南中 生浜中 周西南中
髙嶋　美月(3) 1m51 樫田　美優(3) 1m40 齋藤　あかり(3) 1m35 馬場　理紗(2) 1m25 宮﨑　歩美(1) 1m25 杉山 愛実(2) 1m20 木村　美海(2) 1m20 宮内　楓花(2) 1m20
千葉若松中 五井中 五井中 生浜中 ちはら台南中 太田中 生浜中 ちはら台南中
高橋 まりな(3) 4m71 菅野 姫愛花(3) 4m70 山﨑　いろ花(3) 4m61 髙梨 紗(2) 4m58 佐々木　椛月(2) 4m52 小野　啓里(3) 4m33 黒田 千尋(2) 4m09 中務 藍理(3) 4m07
君津中 太田中 五井中 君津中 五井中 周西中 太田中 太田中
バヤカル　ニコル(3) 9m20 三浦　姫乃(2) 9m14 小川　華音(3) 8m68 瀧澤　紗季(3) 8m30 髙木　優波(2) 7m58 平林　晴美(3) 7m58 森本 楓香(3) 7m17 山田 琉月(3) 6m76
千葉若松中 千葉若松中 千葉若松中 五井中 千葉若松中 周西南中 富津中 富津中
橋本　紗依(3) 2m60 渡邉　未波(2) 2m40 佐々木 優奈(3) 1m60
千葉若松中 千葉若松中 君津中

市原　凛々花(2) 2m40
千葉若松中

凡例 
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