
ト ラ ッ ク 審 判 長 新村　浩章・出野　晃平

ス タ ー ト 審 判 長 山上　雅晴

跳 躍 審 判 長 新村　浩章・出野　晃平

投 て き 審 判 長 新村　浩章・出野　晃平

招 集 所 審 判 長 門目　誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

浅尾　英司 11.35
船橋市
相田　一輝 34.77
船橋夏見特支
正野　健志朗 21.97 岡本　渚生 30.26 本多　倖基 30.98
桜が丘特支 松戸特別支援 松戸特別支援
渡邉　悠平 11.52
船橋夏見特支
風間　順三 14.55
船橋市
加茂川　隆文 7.83 川口　寛 22.58
我孫子市 匝瑳市
中村　遙斗 11.75
one's
根本　大悟 17.08
船橋市
福田　柚稀 15.95
流山高等学園
金井　隆義 17.15
八千代身障会
大峯　充生 48.51
船橋夏見特支
北浦　義将 20.18 下村　将幸 25.89
市原市 市原市
山田　佳弘 24.02
SRC
渡邉　理仁 50.23
松戸特別支援
南原　聖寿 21.18
君津市
浦塚　日陽 12.41
千葉盲学校
村越　正明 48.87
市原市
海老原　修司 11.93 平山　航 13.15 坪井　梛月 13.20 横山　竜一 13.47 有田　愛翔 13.85 小野　颯大 14.01 須永　啓太 14.11
流山高等学園 東金特支 槇の実特支 さくら分校 ふる里学舎 湖北特別支援 銚子特支
重松　颯太 11.41 嶌田　開人 11.81 関　望 12.10 藤原　優宙 12.13 五木田　虎輝 12.17 會田　哲平 12.71 神﨑　瑠偉 12.80
one's ダイバシティ 流山高等学園 流山高等学園 東金特支 八街市 流山高等学園
上出　翔太 11.72 籠谷　士音 12.82
十条ＳＣ ふる里学舎
中谷　明 15.25
大久保学園
秋山　暖斗 25.98 青菜　海冬 27.68 黒川　育海 28.64
栄特支 つるまい 安房特職コ
河村　拓海 26.98 能城　裕人 27.32
one's ふる里学舎
園部　悟 31.77 吉川　修 33.73
富里福葉苑 富里福葉苑
岸田　悠弥 53.09 青木　聖真 53.79 眞次　駿英 54.31
ダイバシティ one's ダイバシティ
久保田　剛 1:06.31 鈴木　幹雄 1:14.19 鈴木　勝 1:30.16
富里福葉苑 富里福葉苑 ひかりAC
御園　政光 3:04.26
四街道市
佐藤　羽 2:15.93 牟田　圭吾 2:27.38 菅原　颯 2:30.94 長谷川　拓 2:31.72 増田　海翔 2:50.52 河野　修悟 3:00.77
SRC 市川大野 流山高等学園 安房特職コ 市川大野 市川大野
米澤　諒 2:01.91 岩田　悠希 2:06.81
ダイバシティ one's
白井　淳一 2:57.42
富里福葉苑

凡例  GR:大会記録

令和４年度千葉県障害者スポーツ大会
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】       2022/05/22 ～ 2022/05/22                              決勝一覧（男　子）

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

5月22日
競技No.1-1_５０ｍ 

風：+4.1

5月22日
競技No.3-4_５０ｍ 

風：+2.2

5月22日
競技No.4-6_５０ｍ 

風：+1.4

5月22日
競技No.1-2_５０ｍ 

風：+4.1

5月22日
競技No.6-8_５０ｍ 

風：+2.9

5月22日
競技No.2-3_５０ｍ 

風：+3.2

5月22日
競技No.12-1_１００ｍ 

風：+2.5

5月22日
競技No.13-3_１００ｍ 

風：+3.6

5月22日
競技No.13-5_１００ｍ 

風：+3.6

5月22日
競技No.13-4_１００ｍ 

風：+3.6

5月22日
競技No.15-10_１００ｍ 

風：+2.7

5月22日
競技No.16-12_１００ｍ 

風：+2.4

5月22日
競技No.16-13_１００ｍ 

風：+2.4

5月22日
競技No.14-8_１００ｍ 

風：+1.9

5月22日
競技No.14-9_１００ｍ 

風：+1.9

5月22日
競技No.18-17_１００ｍ 

風：+2.5

5月22日
競技No.18-16_１００ｍ 

風：+2.5

5月22日
競技No.9-2_少年_１００ｍ 

風：+3.2

5月22日
競技No.10-3_少年_１００ｍ 

風：+2.2

5月22日
競技No.8-1_青年_１００ｍ 

風：+3.2

5月22日
競技No.8-1_壮年_１００ｍ 

風：+3.2

5月22日
競技No.20-1_少年_２００ｍ 

風：+2.6

5月22日
競技No.20-1_青年_２００ｍ 

風：+2.6

5月22日
競技No.21-1_壮年_２００ｍ 

風：+3.3

5月22日 競技No.24-1_青年_４００ｍ

5月22日 競技No.24-1_壮年_４００ｍ

5月22日 競技No.35-1_８００ｍ

5月22日 競技No.31-1_少年_８００ｍ

5月22日 競技No.32-1_青年_８００ｍ

5月22日 競技No.32-1_壮年_８００ｍ



日付 種目

島原　愛喜 7:35.84
千葉盲学校
須賀　圭介 5:50.96
千葉盲学校
中村　朝日 5:02.56 櫻井　友斗 5:22.91
流山高等学園 流山高等学園
鈴木　愛翔 5:24.28 大沼　大地 5:46.33 小野寺　和万 5:46.52 佐久間　琉生 6:07.20 室井　裕太 6:16.53
印旛特支 ふる里学舎 市川大野 船橋市 さくら分校
大塚　怜 5:11.70 平山　元希 5:29.79 山口　翼 5:37.09 古谷　倖佑 5:37.54 小林　謙志郎 5:45.36 藤田　啓悟 5:50.25 林　優希 5:54.12
つるまい 飯高特支 銚子特支 市立船橋特支 香取特支 市立船橋特支 湖北特別支援
宮城　志愛翔 4:57.58 渡邉　大気 4:57.73 川端　潤 4:59.23 平野　玲音 5:05.09 高橋　一真 5:06.16 高橋　悠人 5:10.54 内藤　直樹 5:24.17 長谷川　蓮 5:28.75
安房特支本校 安房特職コ 市川大野 香取特支 流山高等学園 栄特支 ふる里学舎 さくら分校
岸本　和己 4:40.56 渡辺　尋斗 4:44.79 佐々木　駿 4:45.03 新宅　葉澄 4:52.41 岩屋　将 5:06.68 松丸　陽向太 5:12.76 伊藤　陸希 5:14.38 矢部　竜笙 5:18.79
佐倉市 湖北特別支援 市川大野 つるまい 流山高等学園 印旛特支 市川大野 社福　太陽会
在原　勇磨 6:36.91
富津市
加藤　諒 4:50.19 大野　修也 4:50.63 海老原　聖也 4:52.96 永沼　靖士 5:23.12 中村　直人 5:28.62 鳴海　直人 5:34.04 佐久間　勇希 5:54.27
ダイバシティ one's 我孫子市 松戸市 市原市 富里福葉苑 松戸市
佐野　祐一 5:31.19 高橋　健太 5:35.39 長尾　龍太郎 5:47.47 長尾　智博 6:02.29 小林　時和 6:10.38 石澤　国彦 6:10.40 鈴木　博已 7:07.35
船橋市 富里福葉苑 佐倉市 富里福葉苑 ひかりAC 栄町 富里福葉苑
大木　信夫 1m78(0.0)
多古町
南　廣雄 1m26(0.0)
富里市
萱野　好次 0m34(0.0)
館山福祉会
阿部　祐一 1m39(0.0)
富里市
貝谷　旭紀 2m57(0.0)
柏市
安食　輝和 1m84(0.0)
ひかりAC
松本　吏功 5m72(+5.1) 渡邉　拓海 4m97(+2.8) 佐久間　康太 4m49(+0.5) 安藤　廣平 4m34(+1.0)
湖北特別支援 公認記録なし 市川大野 公認4m55(+1.4) 流山高等学園 つるまい
野口　真博 3m11(+1.7)
富里市
大田　健二 4m16
多古町
髙田　晃一 9m88 山木　弘史 6m20
山武市 市原市
北原　靖幸 10m63
船橋市
黒田　一 5m13
富里市
大越　雄介 17m47
八千代身障会
加藤　正 8m36 小林　保雄 8m18
山武市 八千代身障会
立津　流星 45m06 西山　カイリ 36m00 間野　英太 20m14 諏訪　柊冴 17m31 諏訪　巽稀 16m33 粕谷　寛人 15m88 能條　隼 13m56
ふる里学舎 栄特支 湖北特別支援 印旛特支 印旛特支 安房特職コ 安房特職コ
滝田　悠真 13m12
湖北特別支援
植田　兼一 25m32
佐倉市
松丸　俊司 1:22.00
柏市
中村　賢人 58.00 中嶋　駿斗 1:38.00 加藤　孝紀 2:57.00 星野　佑典 9:39.00
柏市 船橋夏見特支 四街道市 船橋夏見特支
豊島　光翔 22m28
船橋夏見特支
熊切　茂 13m41
匝瑳市
関口　洋一朗 16m22
佐倉市
山田　龍太 11m64
船橋夏見特支

凡例  GR:大会記録

5月22日 競技No.36-1_１５００ｍ

5月22日 競技No.36-2_１５００ｍ

5月22日 競技No.37-1_少年_１５００ｍ

5月22日 競技No.37-2_少年_１５００ｍ

5月22日 競技No.38-3_少年_１５００ｍ

5月22日 競技No.38-4_少年_１５００ｍ

5月22日 競技No.40-5_少年_１５００ｍ

5月22日 競技No.39-1_青年_１５００ｍ

5月22日 競技No.40-2_青年_１５００ｍ

5月22日 競技No.39-1_壮年_１５００ｍ

5月22日 競技No.43-1_立幅跳

5月22日 競技No.43-2_立幅跳

5月22日 競技No.43-3_立幅跳

5月22日 競技No.43-4_立幅跳

5月22日 競技No.42-1_青年_立幅跳

5月22日 競技No.42-1_壮年_立幅跳

5月22日 競技No.44-1_少年_走幅跳

5月22日 競技No.44-1_青年_走幅跳

5月22日
競技No.53-4_砲丸投

(2.721kg)

5月22日
競技No.54-1_砲丸投

(2.721kg)

5月22日
競技No.54-3_砲丸投

(2.721kg)

5月22日 競技No.57-1_ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

5月22日 競技No.57-2_ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

5月22日 競技No.57-3_ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

5月22日
競技No.55-1_少年_ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ

ｽﾛｰ

5月22日
競技No.56-2_少年_ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ

ｽﾛｰ

5月22日
競技No.56-1_壮年_ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ

ｽﾛｰ

5月22日 競技No.26-1_ｽﾗﾛｰﾑ

5月22日 競技№27・28_スラローム

5月22日 競技No.47-5_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.47-6_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.47-1_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.47-2_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位



日付 種目

坂　幸徳 12m85
野田市
都丸　信彦 15m79
香取市
織戸　伸哉 34m11
習志野市
羽田　治行 23m22 金杉　芳徳 15m00 逆井　一 10m39 井之輪　淳 8m95
船橋市 匝瑳市 野田市 習志野市
茂木　克樹 10m90 高辺　律 10m40
我孫子市 桜が丘特支
稲垣　基行 16m43
習志野市
鈴木　真人 26m22
市川市
藤﨑　雅人 72m76 坪川　義人 62m11 海保　拓斗 60m32 彦野　惺矢 35m66
成田市 香取特支 湖北特別支援 栄特支
関根　とし彦 68m91
ふる里学舎
藤井　敏一 47m54 上嶋　秀夫 14m87 安藤　秀男 9m86
市原市 館山福祉会 匝瑳市
姥澤　樹生 7m04
袖ケ浦特支

凡例  GR:大会記録

5月22日 競技No.47-3_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.47-4_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.48-7_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.48-8_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.49-9_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.49-10_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.49-11_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日
競技No.46-1_少年_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

投

5月22日
競技No.46-1_青年_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

投

5月22日 競技No.49-12_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.52-1_ﾋﾞｰﾝﾊﾞｯｸ投

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位



ト ラ ッ ク 審 判 長 新村　浩章・出野　晃平

ス タ ー ト 審 判 長 山上　雅晴

跳 躍 審 判 長 新村　浩章・出野　晃平

投 て き 審 判 長 新村　浩章・出野　晃平

招 集 所 審 判 長 門目　誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

生田　萌 18.42
習志野市
川添　咲弥 29.22
松戸特別支援
吉井　まり子 10.68
山武市
鈴木　亜由美 22.98
柏市
渡辺　陽子 22.81 樋口　香南 31.17
船橋市 袖ケ浦特支
渡辺　明子 47.56 忍足　千代子 129.32
鎌ケ谷市 館山福祉会
葛西　瞳 33.51
富里市 GR
永井　優妃 19.21
千葉盲学校 GR
村岡　芳水 19.86 丸山　綾野 38.58
長南町身障 GR 市原市
星野　梓 15.87 佐藤　未奈 17.54 林　遥 17.69
槇の実特支 流山高等学園 ダイバシティ
鈴木　裕貴 13.30
ダイバシティ
鈴木　美奈 20.58
ひかりAC
小川　奈那 48.28
成田市
小倉　好美 35.26
安房特職コ
原野　史菜 28.12
我孫子市 GR
澁谷　美咲 1:13.23
市川大野 GR
土岐　章子 1:27.41
富里福葉苑
川上　優花 2:43.53 菅原　歩 2:50.37 八幡　結衣 3:29.93 藤原　楓 3:30.08 関　望花 3:32.56
湖北特別支援 安房特職コ 湖北特別支援 湖北特別支援 湖北特別支援
小塚　律子 3:40.45 萩原　宏美 3:52.99
富里福葉苑 富里福葉苑
山本　京子 3:21.39
ひかりAC
柏原　未知 5:54.24
船橋市 GR
川下　葵 5:27.94 米本　碧 5:37.82 髙橋　恋奈 5:55.28 中嶋　朋香 7:17.39
ダイバシティ 湖北特別支援 安房特職コ つるまい
玉井　典子 8:40.98
香取市
安田　智子 0m69(0.0)
富里福葉苑
渡邉　紫帆 3m85(+1.2)
one's GR
高原　麻衣子 14m95 作田　晴江 12m85
ひかりAC 富里福葉苑
江口　希星 1:51.00 伊丹　詩織 2:26.00
船橋夏見特支 市原市
益子　千枝 1:01.00
鎌ケ谷市 GR
藤田　久江 6m27
富里市
幡野　喜志子 9m03 村田　紀美子 7m27
野田市 富里市

凡例  GR:大会記録

5月22日
競技No.3-5_５０ｍ 

風：+2.2

令和４年度千葉県障害者スポーツ大会
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】       2022/05/22 ～ 2022/05/22                              決勝一覧（女　子）

1位 2位 3位

5月22日
競技No.5-7_５０ｍ 

風：+2.0

5月22日
競技No.7-9_５０ｍ 

風：+3.3

5月22日
競技No.12-2_１００ｍ 

風：+2.5

5月22日
競技No.17-15_１００ｍ 

風：+2.1

5月22日
競技№17-14_100m 

風：+2.1

5月22日
競技No.14-7_１００ｍ 

風：+1.9

5月22日
競技No.19-18_１００ｍ 

風：+1.1

5月22日
競技No.19-19_１００ｍ 

風：+1.1

5月22日
競技No.11-1_少年_１００ｍ 

風：+4.5

5月22日
競技No.11-1_青年_１００ｍ 

風：+4.5

5月22日
競技No.11-1_壮年_１００ｍ 

風：+4.5

5月22日
競技No.23-1_２００ｍ 

風：+2.9

5月22日
競技No.22-1_少年_２００ｍ 

風：+1.7

5月22日
競技No.22-1_青年_２００ｍ 

風：+1.7

5月22日 競技No.25-1_少年_４００ｍ

5月22日 競技No.25-1_壮年_４００ｍ

5月22日 競技No.33-1_少年_８００ｍ

5月22日 競技No.34-1_青年_８００ｍ

5月22日 競技No.34-1_壮年_８００ｍ

5月22日 競技No.36-3_１５００ｍ

5月22日 競技No.41-1_少年_１５００ｍ

5月22日 競技No.41-1_壮年_１５００ｍ

5月22日 競技No.42-1_壮年_立幅跳

5月22日 競技No.45-1_走幅跳

5月22日
競技No.56-1_壮年_ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ

ｽﾛｰ

5月22日 競技No.29-4_ｽﾗﾛｰﾑ

5月22日 競技No.30-5_ｽﾗﾛｰﾑ

5月22日 競技No.50-13_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.50-15_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5位 6位 7位 8位4位



日付 種目

兵藤　楓 2m86
松戸特別支援
木下　結衣 8m53
袖ケ浦特支
仲島　彩未 14m24
松戸特別支援
赤地　あい 5m19
袖ケ浦特支

凡例  GR:大会記録

5月22日 競技No.51-16_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.51-17_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.51-19_ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

5月22日 競技No.52-2_ﾋﾞｰﾝﾊﾞｯｸ投

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位


