
主催 千葉県教育委員会　千葉市教育委員会
千葉県小中学校体育連盟

大会コード 14 12 3002 (公財)千葉県体育協会
競技場コード 121010 (一財)千葉陸上競技協会

日付 種目
小堺　勇太 (1) 11.97 吉田　有佑 (1) 12.02 塚田　大貴 (1) 12.22 柴田　悠樹 (1) 12.29 古川　翔理 (1) 12.41 松田　歩 (1) 12.48 坂巻　知卓 (1) 12.54 黒田　怜央 (1) 12.73

君津 (-1.7) 東深井 (-1.7) 七林 (-1.7) 松葉 (-1.7) 白山 (-1.7) 八木 (-1.7) 白山 (-1.7) 県千葉 (-1.7)
平野　壮太 (2) 11.58 金谷　将伸 (2) 11.70 實川　博紀 (2) 11.70 吉田　絃汰 (2) 11.72 黒田　雄太 (2) 11.87 安永　雄貴 (2) 11.95 佐藤　龍馬 (2) 11.99 小林　隼人 (2) 12.10

冨士見 (-1.3) 旭二 (-1.3) 光 *TK(-1.3) 四街道西 (-1.3) 松戸三 (-1.3) 習志野台 (-1.3) 野田一 (-1.3) 多古 (-1.3)
吉田　有伯 (3) 11.35 林　航大 (3) 11.42 伊東　優樹 (3) 11.44 田中　陸登 (3) 11.64 坂倉　悠太 (3) 11.66 白石　幸大 (3) 11.67 草野　宏穂 (3) 11.72 鳥居　泰成 (3) 11.79

御滝 (-2.3) 風早 (-2.3) ちはら台南 (-2.3) 七林 (-2.3) 冨士見 (-2.3) 光ヶ丘 (-2.3) 貝塚 (-2.3) 酒々井 (-2.3)
石井　豪 (3) 23.00 斎藤　海都 (3) 23.18 渋谷　拓生 (3) 23.27 島根　海都 (3) 23.37 栗原　聖弥 (3) 23.49 武田　ｼﾞｪｲｿﾝ (3) 23.60 水上　隼人 (3) 23.61 久我　英二 (3) 23.65
茂原南 (-1.7) 岩名 (-1.7) 市川七 (-1.7) 豊四季 (-1.7) 臼井南 (-1.7) 佐倉南部 (-1.7) 逆井 (-1.7) 習志野台 (-1.7)

末永　司 (3) 51.44 山ノ内　颯人 (3) 51.94 石鍋　俊介 (3) 52.05 嶋津　光 (3) 52.12 佐々木　捺渉 (3) 52.67 土屋　太一 (3) 52.78 三橋　勇斗 (3) 53.13 平野　達也 (3) 53.53
千葉日大一 習志野二 印西 銚子一 新松戸南 船橋 県千葉 冨士見
田口　雄貴 (3) 1:58.67 鵜澤　葉月 (2) 1:59.35 梅村　大夢 (3) 1:59.64 本間　千勝 (3) 2:01.19 荻原　陸斗 (3) 2:01.58 川島　大輝 (2) 2:03.69 櫛野　公資 (2) 2:07.69 井上　颯輝 (3) 2:11.67

君津 増穂 辰巳台 東国分 岩名 上志津 桜台 四街道旭
武内　陽大朗 (1) 4:25.13 安井　悠真 (1) 4:30.14 小安　凌生 (1) 4:30.66 林田　隼一郎 (1) 4:31.31 島岡　優 (1) 4:32.08 池上　和真 (1) 4:33.24 塚田　康祐 (1) 4:33.65 津田　克樹 (1) 4:34.21

佐原 法田 五井 白山 鎌ヶ谷三 神崎 常盤松 野田南部
中光　捷 (3) 4:08.60 川端　脩也 (3) 4:09.30 杉山　魁声 (3) 4:10.44 飯田　貴之 (3) 4:11.81 室伏　祐吾 (3) 4:11.96 小糸　悠太 (3) 4:12.77 佐々木　颯太 (3) 4:12.82 松本　薫 (2) 4:13.55

白山 木刈 鎌ヶ谷四 東庄 流山東部 福田 木刈 二宮
永山　龍吉 (2) 9:07.50 安田　博登 (2) 9:08.15 狐塚　凌 (3) 9:08.41 実川　将大 (3) 9:08.92 藤田　龍聖 (3) 9:09.65 浅井　楓貴 (3) 9:10.24 宮内　明人 (3) 9:12.21 川上　勇士 (2) 9:13.30
鎌ヶ谷五 常盤平 古ヶ崎 松戸四 蘇我 有吉 銚子六 鎌ヶ谷
森戸　信陽 (3) 15.14 高橋　斗南 (3) 15.18 奈桐　弘和 (3) 15.70 世良田　基暉 (3) 15.76 米須　玲雄 (3) 15.91 小川　力哉 (3) 15.92 鈴木　英司 (3) 16.05 秋山　健太朗 (3) 16.17

誉田 (-2.2) 増穂 (-2.2) 柏 (-2.2) 我孫子 (-2.2) 畑沢 (-2.2) 稲毛 (-2.2) 湖北台 (-2.2) 西原 (-2.2)
白山 46.34 君津 46.91 流山東部 47.97 東邦 48.22 松戸六 48.28 ちはら台南 48.52 四街道 48.74 県千葉 49.09

坂巻　知卓 (1) 森本　竜二 (1) 樋口　昂輝 (2) 武内　駿介 (1) 大友　裕也 (1) 熊谷　隆矢 (1) 宮崎　悠斗 (1) 黒田　怜央 (1)
油川　和輝 (2) 小堺　勇太 (1) 石井　宏和 (2) 榎本　裕樹 (2) 佐藤　新 (1) 野口　拓真 (2) 冨田　典克 (2) 齊藤　悠太 (2)
古川　翔理 (1) 園田　悠斗 (2) 野田　有杜 (1) 真木　大輔 (1) 関根　啓 (2) 三辻　拓也 (1) 桑原　龍司 (2) 若松　龍一 (2)
三坂　裕大 (2) 白井　遊戯 (2) 本田　隼二郎 (1) 大峽　颯 (2) 小林　泰地 (2) 浅見　悠介 (2) 小川　大起 (1) 弓長　宇博 (1)
ちはら台南 43.99 逆井 44.61 習志野二 44.81 白山 44.86 西原 44.96 茂原南 45.00 県千葉 45.04 岩名 45.11
浅井　大河 (3) 住谷　駿 (3) 山ノ内　颯人 (3) 深井　翔太 (3) 村上　知彦 (3) 田中　佑典 (3) 鎌田　大智 (2) 三輪　ｼﾞｪｲｿﾝ (3)
難波　潤 (3) 水上　隼人 (3) 鷺嶋　剛 (3) 大石　武史 (3) 宇田川　惇平 (3) 上川路　天弥 (3) 染谷　祐太郎 (3) 吉原　創太 (3)
浅井　大岳 (3) 遠藤　誠也 (3) 島　颯人 (2) 寺尾　吉平 (3) 小島　龍慶 (3) 山場　脩也 (3) 大熊　建 (3) 山本　康太 (3)
伊東　優樹 (3) 丸田　貴正 (3) 伊藤　晏輝 (3) 田島　拓也 (3) 秋山　健太朗 (3) 石井　豪 (3) 三橋　勇斗 (3) 斎藤　海都 (3)
青木　乾人 (3) 1m85 吉原　創太 (3) 1m85 久家　迅雄 (3) 1m82 林　賢吾 (3) 1m79 佐野　稜 (3) 1m79 高橋　竜輝 (3) 1m76 武内　渉 (3) 1m76 井田　岳志 (3) 1m76
八街中央 岩名 印西 千城台西 高根台 蘇我 入船 大椎
池上　佳希 (3) 4m00 中山　仁 (3) 4m00 越川　滉二 (3) 3m90 海老田　そら (3) 3m90 柳田　一樹 (3) 3m80 5)横山　拳大 (3) 3m80 平川　雅仁 (3) 3m80 鈴木　悠汰 (3) 3m80

神崎 君津 小見川 木刈 佐原 富来田 千城台西 神崎
本田　隼二郎 (1) 5m63 野田　有杜 (1) 5m51 鈴木　隼斗 (1) 5m50 篠塚　征哉 (1) 5m34 武藤　愛哉 (1) 5m27 川上　大吾 (1) 5m27 田中　陸登 (1) 5m23 渡邉　圭勝 (1) 5m19
流山東部 (+2.0) 流山東部 (+0.7) 四街道北 (+1.9) 小見川 (+1.8) 蘇我 (+0.8) 松戸四 (+0.4) 大栄 (+1.6) 本埜 (+1.2)
青柳　柾希 (3) 6m73 神戸　鴻郎希 (3) 6m65 宮﨑　諒也 (2) 6m64 大熊　建 (3) 6m57 伊藤　晏輝 (3) 6m56 小林　弘 (3) 6m51 金成　直 (3) 6m30 野崎  智義 (3) 6m25

佐倉 (+2.3) 新松戸南 (+1.8) 佐倉東 (+1.7) 県千葉 (+2.8) 習志野二 (+1.4) 佐原五 (+2.5) ちはら台南 (+0.6) 松戸五 (+0.9)
浅井　大河 (3) 14m00 本元　忠勝 (3) 13m17 岡田　一真 (3) 11m76 中村　健太郎 (3) 11m70 伊藤　風美 (3) 11m62 鈴木　皓也 (3) 11m08 井村　海心 (3) 10m58 吉田　龍己 (3) 10m46
ちはら台南 金ヶ作 白山 稲毛 東国分 飯山満 習志野五 西原

ｵｰﾌﾟﾝ四種競技 大森　和輝 (3) 2169 今　拓実 (3) 1903
野田一 真砂

110mH(0.914m) 16.71 -2.2 655 18.73 -2.2 456
砲丸投(4.000kg) 8m90 420 9m82 475

走高跳 1m69 536 1m63 488
400m 56.04 558 57.99 484

白山 38 君津 30 ちはら台南 27 流山東部 25 岩名 19 習志野二 17 増穂 14 木刈 14
松戸一 36 白山 31 西原 23 御滝 18 中原 16 神崎 15 旭二 15 野田南部 15
白山 69 松戸一 36 ちはら台南 35 君津 30 西原 29 神崎 27 御滝 26 木刈 26

共通110mH:高さ0.914m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ9.14m
共通砲丸投:重さ5.000kg 審判長　（ﾄﾗｯｸ）　中田　勝偉　　（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）吉原　　廣 記録主任　　黒田　泰三
四種競技:（110mH:高さ0.914m ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 9.14m 砲丸投:重さ4.000kg)
GR：大会新記録,CJH：千葉県中学新記録

気象記録 ２７日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 ２８日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

09:15 晴 32.3 67 3.4 南 09:00 晴 30.1 51 2.2 東南東
10:00 晴 32.9 63 3.2 南南西 10:00 曇 31.2 52 1.3 東北東
11:00 晴 33.1 61 4.7 南西 11:00 曇 30.9 51 1.6 南東
12:00 晴 33.7 60 3.2 南西 12:00 晴 31.4 47 2.6 南南東
13:00 晴 33.8 58 3.9 南 13:00 晴 31.2 46 1.3 南
14:00 晴 34.0 58 3.3 南西 14:00 晴 31.3 43 1.6 東南東
15:00 晴 32.8 61 2.9 南南東 15:00 晴 30.3 46 1.8 南東
16:00 晴 32.1 63 1.4 西北西 16:00 晴 30.0 45 2.3 南
16:15 晴 31.8 63 1.2 東北東 16:25 晴 29.9 45 2.7 南東
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風速(ｍ)風速(ｍ)

第６８回千葉県中学校総合体育大会陸上競技の部
兼第４１回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会

決勝記録一覧表（男子）

平成２６年７月２７日（日）、２８日（月）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
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風力：-1.7

1年1500m

共通200m
風力：-1.7
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