
富士北麓ワールドトライアル２０２２ 【22150027】

富士北麓公園陸上競技場 【152020】 2022年8月27日(土）

日付 種目

伊藤　孝太郎 10.23(0.0) 矢橋　寛明 10.36(0.0) 竹田　一平 10.38(0.0) 川西　裕太 10.40(0.0) 前田　拓夢 10.46(0.0) 宮城　辰郎 10.46(0.0) 稲毛　碧 10.51(0.0)

神奈川・東京ガスエコモ 三重・ヴィアティン三重RC 静岡・スズキ 大阪・Gollirab 福岡・東洋大学 静岡・日星電気株式会社 新潟・早稲田大学

倉澤　幹拡 10.46(-0.4)

宮崎・ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎

伊藤　孝太郎 10.27(-1.1) 矢橋　寛明 10.36(-1.1) 竹田　一平 10.44(-1.1) 川上　拓也 10.51(-1.1) 前田　拓夢 10.51(-1.1) 倉澤　幹拡 10.56(-1.1) 井上　直紀 10.57(-1.1) 川西　裕太 10.57(-1.1)

神奈川・東京ガスエコモ 三重・ヴィアティン三重RC 静岡・スズキ 大阪・大阪ガス 福岡・東洋大学 宮崎・ｱｽﾚﾁｯｸ宮崎 群馬・早稲田大学 大阪・Gollirab

染谷　佳大 20.70(+0.6) 三浦　励央奈 20.72(+0.6) 川端　魁人 20.80(+0.6) 安田　圭吾 20.94(+0.2) 澤　大地 20.95(+0.2) 西　裕大 20.96(+0.6) 木下　裕貴 21.00(+0.2) 山路　康太郎 21.14(+0.6)

東京・大和ハウス工業 神奈川・早稲田大学 愛知・中京大クラブ 兵庫・住友電工 滋賀・早稲田大学 埼玉・早稲田大学 宮崎・順天堂大学 三重・法政大学

伊藤　孝太郎 20.70(-0.7) 染谷　佳大 20.71(-0.7) 三浦　励央奈 20.75(-0.7) 山路　康太郎 20.85(+1.5) 安田　圭吾 20.92(-0.7) 樋口　一馬 20.94(+1.5) 木下　裕貴 20.95(+1.5) 川端　魁人 20.95(-0.7)

神奈川・東京ガスエコモ 東京・大和ハウス工業 神奈川・早稲田大学 三重・法政大学 兵庫・住友電工 東京・MINT TOKYO 宮崎・順天堂大学 愛知・中京大クラブ
中島 　佑気ジョセフ 45.51 岩崎　立来 45.78 野瀬　大輝 46.41 吉津　拓歩 46.45 志賀　優晟 46.66 松本　純弥 46.76 竹内　彰基 46.79 河内　光起 46.91

東京・東洋大学 奈良・大阪体育大学 滋賀・立命館大学 埼玉・TOYO TC 埼玉・駿河台大学 神奈川・法政大学 愛知・早稲田大学 大阪・大阪ガス

久保田　太一 14.18(+1.4) 久保田　健介 14.24(+0.3) 小池　綾 14.28(+1.4) 徳岡　凌 14.31(+1.4) 丸山　壮 14.32(+0.3) 香取　直樹 14.33(+1.4) 加藤　秀彬 14.36(+1.4) 鐵口　蓮 14.64(+1.4)

兵庫・筑波大学 埼玉・早稲田大学陸上同好会大阪・法政大学 兵庫・KAGOTANI 京都・筑波大学 千葉・Accel Track Club 神奈川・BeyonD 神奈川・日本体育大学

藤原　孝輝 13.72(+0.8) 徳岡　凌 13.83(+0.8) 小池　綾 14.04(+0.8) 久保田　太一 14.20(+0.8) 香取　直樹 14.34(+0.8) 久保田　健介 14.36(+0.8) 加藤　秀彬 14.43(+0.8) 奥野　遼平 14.47(+0.1)

埼玉・東洋大学 兵庫・KAGOTANI 大阪・法政大学 兵庫・筑波大学 千葉・Accel Track Club 埼玉・早稲田大学陸上同好会神奈川・BeyonD 千葉・ATC

田中　天智龍 49.45 筒江　海斗 49.65 髙橋　祐満 49.96 山内　大夢 50.24 松下　祐樹 50.42 高田　一就 50.42 村冨　浩太朗 50.60 岸本　鷹幸 50.87

鹿児島・早稲田大学 福岡・ｽﾎﾟｰﾂﾃｸﾉ和広 兵庫・西宮市陸協 福島・東邦銀行 神奈川・ミズノ 東京・ROOTS TOKYO 宮崎・筑波大学 東京・富士通

蛭子屋　雄一 2m15 平松　祐司 2m10 後藤　昂 2m05 宮田　風 2m00 大橋　駿音 2m00

埼玉・埼玉陸協 大阪・辰野(株) 東京・東京陸協 東京・日本大学 千葉・流通経済大学

藤原　孝輝 7m78(-0.5) 谷口　祐 7m46(-0.5) 吉田　弘道 7m44(+1.2) 海老沼　勝輝 7m42(+0.1) 津藤　広夢 7m32(+0.5) 水野　遥人 7m15(+0.8) 長尾　行浩 7m15(+0.7) 松下　凌晟 6m80(+0.6)

埼玉・東洋大学 大阪・新日本住設 兵庫・神崎郡陸協 大阪・三和建設 群馬・順天堂大 東京・日本大学 山梨・山梨学院大学 岐阜・岐阜協立大学

池畠　旭佳瑠 15m85(+0.4) 城崎　滉青 15m32(-0.5) 中島　陸斗 15m02(+1.2) 北川　凱 14m67(-0.9) 鈴木　憲伸 14m40(+0.2) 丸山　圭太 14m33(-1.2)

埼玉・駿河台大学AC 福岡・東洋大学 埼玉・駿河台大学 静岡・東海大学 東京・明治大学 兵庫・大阪体育大学

青木　益未 11.56(+0.3) 髙橋　明日香 11.78(+0.3) 坂野　七海 11.89(+0.3) 齋藤　愛美 11.90(+0.3) 田中　きよの 11.97(+1.1) 名倉　千晃 11.97(+0.3) 小針　涼葉 12.13(+1.1) 小倉　梨央 12.14(+1.1)

宮城・七十七銀行 東京・バリュエンス 大阪・大阪体育大学 大阪・大阪成蹊ＡＣ 群馬・駿河台大学 三重・NTN 静岡・駿河台大学 茨城・駿河台大学

青木　益未 11.48(+0.4) 名倉　千晃 11.80(+0.4) 髙橋　明日香 11.81(+0.4) 坂野　七海 11.94(+0.4) 田中　きよの 11.95(+0.4) 齋藤　愛美 11.98(+0.4) 小針　涼葉 12.08(+0.4) 小倉　梨央 12.21(+0.7)

宮城・七十七銀行 三重・NTN 東京・バリュエンス 大阪・大阪体育大学 群馬・駿河台大学 大阪・大阪成蹊ＡＣ 静岡・駿河台大学 茨城・駿河台大学

齋藤　愛美 24.56 安田　明日翔 24.89 児玉　楓夏 25.15 山﨑　有紀 25.19 吉永　葉月 25.19 谷﨑　仁美 25.43 星野　莉亜 25.54 奥　珠杏 25.79

大阪・大阪成蹊ＡＣ 兵庫・KAGOTANI 秋田・駿河台大学 静岡・スズキ 埼玉・豊岡高校 三重・omg 東京・法政大学 神奈川・相洋高校

齋藤　愛美 24.62 安田　明日翔 25.06 児玉　楓夏 25.40 吉永　葉月 25.70 谷﨑　仁美 25.72 星野　莉亜 25.86

大阪・大阪成蹊ＡＣ 兵庫・KAGOTANI 秋田・駿河台大学 埼玉・豊岡高校 三重・omg 東京・法政大学

松尾　季奈 54.58 畑　和希 58.32 岩間　彩芽 58.52

兵庫・立命館大学 神奈川・相洋高校 山梨・駿台甲府高校

福部　真子 12.88(0.0) 田中　陽夏莉 13.43(0.0) 林　美希 13.54(0.0) 小宮　いつき 13.63(0.0) 佐藤　美憂 13.68(-0.1) 藤原　未来 13.71(0.0) 佐々木　天 13.73(-0.1) 山﨑　有紀 14.06(-0.1)

東京・日本建設工業 山梨・富士山の銘水 愛知・中京大附属中京高校 東京・ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ陸上競技部 長崎・山梨学院大学 兵庫・住友電工 東京・ROOTS TOKYO 静岡・スズキ

福部　真子 13.11(-0.4) 田中　陽夏莉 13.51(-0.4) 林　美希 13.55(-0.4) 佐々木　天 13.72(-0.4) 小宮　いつき 13.73(-0.4) 山﨑　有紀 13.87(-0.4) 藤原　未来 13.92(-0.4) 佐藤　美憂 13.92(-0.4)

東京・日本建設工業 山梨・富士山の銘水 愛知・中京大附属中京高校 東京・ROOTS TOKYO 東京・ｼﾞｰｹｰﾗｲﾝ陸上競技部 静岡・スズキ 兵庫・住友電工 長崎・山梨学院大学

宇都宮　絵莉 57.45 伊藤　明子 58.50 横田　華恋 58.70 川端　涼夏 59.96

兵庫・長谷川体育施設 東京・セレスポ 兵庫・KAGOTANI 長野・松本土建

JAPAN 3:33.34 インターナショナル 3:48.72

久保山　晴菜 大野　瑞奈

松本　奈菜子 藤崎　ありす

岩田　優奈 大野　梨里葵

松尾　季奈 アシィしおりパメラ

平加　有梨奈 5m76(+1.3) 橋本　結空 5m55(+1.6) 脇坂　早也 5m06(+0.7) 丸山　星乃 5m04(+1.0)

神奈川・ニッパツ 埼玉・国際学院高校 山梨・都留高校 山梨・甲府昭和高校

剱持　早紀 12m32(-0.5) 剱持　クリア 11m92(+0.4) 田口　侑楽 11m78(+0.7) 平山　果歩 11m14(-0.9)

山梨・長谷川体育施設 山梨・KENNYa.c. 埼玉・国際学院高等学校 山梨・甲府南高校
凡例 

女子　４００ｍ

27日 女子　１００ｍH　第１レース

27日 女子　１００ｍ　第１レース

27日 女子　１００ｍ　第２レース

27日
女子　２００ｍ　第１レース

風：-0.9

27日 女子　三段跳

27日 女子　１００ｍH　第２レース

27日 女子　４００ｍH

27日 女子4X400mR

27日 男子　走高跳

27日 男子　走幅跳

27日 男子　三段跳

27日 男子　１１０ｍＨ　第１レース

27日 男子　１１０ｍＨ　第２レース

27日 男子　４００ｍＨ

27日 男子　２００ｍ　第１レース

27日 男子　２００ｍ　第２レース

27日 男子　４００ｍ

8位

27日 男子　１００ｍ　第１レース

27日 男子　１００ｍ　第２レース

27日 女子　走幅跳

27日
女子　２００ｍ　第２レース

風：-1.3

27日

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
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