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日付 種目

今西　康太(3) 10.91 長澤　蒼馬(2) 10.94 佐々木　　翼(3) 11.01 吉井　悠真 11.02 田嶋　柚希(3) 11.03 横山　尚明 11.06 大河原　拓人(2) 11.10 原田　　勇吹(3) 11.25
城西大 城西大 城西大 JAWS 聖学院大 群大TF 関東学園大 上尾中
坂本　康輔(3) 49.02 高石　飛翔(3) 49.77 青木　心(2) 50.17 斉藤　直人(2) 51.03 松崎　僚輝(1) 52.36 阿部　聖也(2) 52.67 桑名　隆雅(4) 52.80 岡田　春樹(1) 53.05
関東学園大 庄和高 関東学園大 滑川総合高 聖学院大 桶川高 尚美学大 川口市立高
遠藤　哲哉 1m90 久家　迅男 1m85 斉藤　大翔(1) 1m80 清水　　瑛介(2) 1m80 田島　舜也(1) 1m75 大道寺　悠翔(1) 1m75 志田　響(2) 1m55 黒田　陸央(2) 1m45
埼大TC 守谷ＴＦＦ 草加南高 越谷西高 羽生一高 桶川高 上尾原市中 さいたま与野東
宮本　嶺 4m80 鈴木　天我(1) 4m50 宮﨑　志世(2) 3m90 石田　幸輝(1) 3m90 倉地　崚太(1) 3m60 遠藤　瑠久斗(2) 3m60 宮本　魁(3) 3m40
KPVC 城西大 KPVC 草加南高 大宮東高 加須棒クラブ KPVC
上野　弘裕(2) 6m88(+0.8) 蓬田　昂生(3) 6m62(+1.0) 岡田　喬一郎 6m61(+1.2) 小出　優太(4) 6m43(+0.5) 森本　輝琉(1) 6m39(+2.2) 前田　日向(1) 6m36(+1.1) 矢口　俊太(2) 6m11(+1.5) 牛込　堅大(1) 6m06(+1.8)
青学大 聖学院大 Ａ．Ｉ．Ｒ Bloom PJT 聖学院大 公認6m29(+1.6) 立大 大宮光陵高 大宮高
今井　海人(2) 10m29 石﨑　朱羅(2) 9m03 伊藤　夏夢(3) 8m25 落合　悠真(1) 8m13
聖学院大 平国大 聖学院大 平国大
佐藤　弘人(4) 61m68 天間　大空(3) 50m57 吉川　公平 50m49 有坂　凰(2) 50m41 勝山　恵介 48m27 小島　郁也 47m59 天沼　紘汰(2) 46m88 栁田　　大樹(2) 44m18
国武大 GR ふじみ野高 埼玉陸協 ふじみ野高 豊高クラブ 小島郁也 平国大 越谷西高
髙橋　佑生弥(3) 12.57 前野　来実(4) 12.59 小柳　奈々美(3) 13.13 後藤　さくら(3) 13.14 金子　実央(3) 13.15 永田　葉月(2) 13.49 谷川　小雪(3) 13.59 木村　由奈(1) 13.62
Ｓ＆Ｋ 聖学院大 聖学院大 新座第三中 葛飾中 鷲宮東中 新座第六中 川口市立高 風：-2.7
三島　菜楠(1) 58.95 橋本　結空(3) 59.39 川田　倫子(3) 1:00.72 並木　胡桃(3) 1:01.18 関川　莉良(1) 1:01.37 真下　愛理(1) 1:02.78 古河原　愛美(1) 1:04.33
国際学院高 国際学院高 ＣＯＲＳＡ ＣＯＲＳＡ 国際学院高 国際学院高 国際学院高
田村　茉優(1) 1m58 髙橋　蒼生(3) 1m58 大澤　晴佳(2) 1m55 栗屋　萌也圭(2) 1m46 近藤　愛乙(1) 1m40 辻　紗那恵(2) 1m40 小山　未来(2) 1m35 髙野　陽香理(2) 1m30
立大 Ｓ＆Ｋ 所沢向陽中 久喜菖蒲中 桶川加納中 鷲宮東中 久喜菖蒲中 さいたま与野東

菅原　悠以(1) 1m30
桶川加納中

木澤　仁海(3) 3m70 渡邊　冴璃(2) 3m60 田畠　杏純 3m30 岩下　栞(1) 3m20 細村　芽生(2) 3m20 坂上　凜璃(2) 3m00 進藤　夢菜(2) 3m00 中川　菜緒(3) 2m80
城西大 GR 大宮東高 =GR KPVC 城西大 日大 加須棒クラブ 羽生一高 大谷場中
佐藤　友海(2) 5m16(+2.3) 植田　莉生(3) 4m68(+3.5) 麦谷　優來(2) 4m67(+0.7) 金久保　巴那(2) 4m48(+1.0) 小澤　美音(2) 4m47(+1.8) 荒井　雛子(2) 4m37(-0.2) 保坂　由奈(1) 4m37(+2.0) 大屋　南月(1) 4m26(+1.6)
川口市立高 公認4m96(+0.9) Ｓ＆Ｋ 公認4m50(+0.8) Ｓ＆Ｋ 騎西中 鷲宮東中 越谷西高 越谷西高 葛飾中
谷本　アイウ(2) 9m08 小島　彩也(4) 8m93 矢作　彩(2) 6m87
聖学院大 早大同 国際学院高
福岡　未花(2) 31m38 山田　陽菜多(1) 23m04 和室　奈央(2) 22m28 清水　菜々美(1) 21m13 前原　奈津美(2) 20m68 山本　莉亜奈(1) 16m66
草加南高 国際学院高 草加南高 国際学院高 浦和北高 羽生一高

凡例  GR:大会記録 =GR:大会タイ記録

8位

第16回蓮田市選手権大会　兼　2022長距離記録会 【22110720】 
上尾運動公園陸上競技場 【112040】 
2022/10/29 ～ 2022/10/29

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

10月29日 選手権 男子走高跳

10月29日
選手権 男子100m

風：+0.4

10月29日 選手権 男子400m

10月29日 選手権 男子砲丸投(7.260kg)

10月29日 選手権 男子棒高跳

10月29日 選手権 男子走幅跳

10月29日 選手権 女子走高跳

10月29日 選手権 女子400m

10月29日 選手権 男子やり投(800g)

10月29日
選手権 女子100m(2) 

風：-1.8

10月29日 選手権 女子砲丸投(4.000kg)

10月29日 選手権 女子やり投(600g)

10月29日 選手権 女子棒高跳

10月29日 選手権 女子走幅跳


