
主催（公財）日本陸上競技連盟 （公財）日本中学校体育連盟
大会コード 千葉県教育委員会 千葉市教育委員会
競技場コード （公財）千葉県体育協会 千葉県小中学校体育連盟

（一財）千葉陸上競技協会
日付 種目

鳥谷　彰義 (1) 12.52 加瀬　空 (1) 12.62 臼井　大 (1) 12.75 和賀　弘志 (1) 12.92 鈴木　海都 (1) 12.92 吉岡　道泰 (1) 13.09 卯月　汰樹 (1) 13.15 金山　來生 (1) 13.28
千城台西 銚子六 栄 本納 長柄 松戸四 流山北部 松戸一
吉田　誠 (2) 11.66 増田　周汰 (2) 11.84 戸塚　斗貴亜 (2) 11.92 藤原　寛人 (2) 11.93 吉橋　孝維 (2) 12.06 村野　誠 (2) 12.10 長江　佑人 (2) 12.19
冨士見 福栄 増穂 東海大浦安 四街道西 茂原南 四街道

吉田　有佑 (3) 11.17 宇佐美　祐太 (3) 11.53 島村　英太 (3) 11.53 塚田　大貴 (3) 11.62 神門　寛之 (3) 11.66 後藤　健太 (3) 11.68 本間　義弘 (3) 11.72 小堺　勇太 (3) 11.75
東深井 公津の杜 六実 七林 原山 遠山 白山 君津
秀島　来 (3) 22.29 五味　直也 (3) 22.89 髙橋　直史 (3) 22.90 坂巻　知卓 (3) 23.04 佐藤　識仁 (3) 23.10 佐渡　規央 (3) 23.12 三上　優馬 (3) 23.39 吉田　航大 (3) 23.46
幕張本郷 松戸三 八千代松陰 白山 習志野三 柏二 八木が谷 宮本

柏木　陸也 (3) 51.13 河本　直弥 (3) 51.86 藤田　敦史 (3) 51.93 晝間　裕翔 (3) 52.01 栗原　康滉 (3) 52.04 高橋　勢波 (3) 52.44 住谷　龍 (3) 52.72 田中　友也 (3) 55.93
常盤松 萱田 八街北 光ヶ丘 山王 館山二 逆井 古ヶ崎

安井　悠真 (3) 2:00.99 清田　真一 (3) 2:01.25 横田　悠斗 (3) 2:02.23 池上　和真 (3) 2:02.45 佐藤　俊介 (2) 2:02.62 並木　健介 (3) 2:05.13 岩田　伊織 (3) 2:05.38 山中　泰地 (3) 2:06.18
法田 大貫 富勢 神崎 西初石 富里 小金 志津

入江　大士 (1) 4:24.13 栗田　隆希 (1) 4:25.87 篠原　悠 (1) 4:26.29 吉野　碧 (1) 4:28.74 相澤　拓摩 (1) 4:30.06 加藤　優門 (1) 4:31.56 小峯　創太 (1) 4:32.71 村中　大河 (1) 4:32.76
西初石 逆井 小見川 常盤平 常盤松 白山 西原 法田

林田　隼一郎 (3) 4:13.54 小安　凌生 (3) 4:13.78 島岡　優 (3) 4:14.26 井手　章瑛 (3) 4:17.75 米田　善真 (3) 4:18.16 小林　颯太 (3) 4:18.88 横尾　尚樹 (3) 4:19.67 藤澤　翔延 (3) 4:20.18
白山 五井 鎌ケ谷三 鎌ケ谷二 鎌ケ谷 習志野台 松戸三 松戸五

佐藤　真優 (3) 8:53.17 石井　一希 (3) 8:53.55 松永　伶 (3) 8:54.29 野島　健太 (2) 8:56.32 橋本　基紀 (3) 8:56.61 佐藤　一世 (3) 9:00.27 辻　文哉 (3) 9:06.79 浅海　崇志 (3) 9:07.53
我孫子 富里 前原 白山 常盤松 小金 根木内 鎌ケ谷四

柞山　真翔 (3) 15.14 松田　歩 (3) 15.40 源田　凱 (3) 15.59 篠田　勇介 (3) 15.74 鮫島　幸紀 (3) 15.78 土谷　遥輝 (3) 16.04 森田　智也 (3) 16.24 作家　真都 (3) 16.33
野田一 八木 磯辺 船橋旭 ちはら台南 太田 富里南 西原
東深井 43.51 白山 43.87 ちはら台南 43.91 柏二 44.00 六実 44.13 臼井 44.27 御滝 44.39 君津 44.88

片倉　琉偉 (3) GR 皆川　諒 (3) 熊谷　隆矢 (3) 志村　大貴 (2) 堤　大樹 (3) 堀越　零 (3) 林　航平 (3) 小川　遼人 (3)

中村　優輝 (3) 坂巻　知卓 (3) 坂本　頼星 (2) 佐渡　規央 (3) 林田　潤 (3) 平井　洸綺 (3) 関根　進吾 (2) 森本　竜二 (3)

菅原　響喜 (3) 本間　義弘 (3) 玉井　颯 (3) 逆井　大輝 (3) 川島　智和 (3) 石井　陽大 (3) 藤井　幸哉 (3) 水野谷　海斗 (3)

吉田　有佑 (3) 古川　翔理 (3) 三辻　拓也 (3) 亀井　颯人 (3) 島村　英太 (3) 高山　幸翼 (3) 浅海　慎之助 (3) 小堺　勇太 (3)

青沼　徳大 (3) 1m95 吉田　凌 (3) 1m85 幡谷　優喜 (3) 1m85 3 永井　綜太 (3) 1m85 高木　陸 (3) 1m85 鳥海　勇斗 (3) 1m85 手島　一好 (3) 1m85 小幡　大輝 (3) 1m76
河原塚 鴨川 行田 四街道西 堀江 久寺家 東庄 神崎

共通走高跳 永井　綜太 (3) 1m88 幡谷　優喜 (3) NM
※関東大会出場決定戦 四街道西 行田

山田　直季 (3) 4m00 森本　竜二 (3) 4m00 渡邊　虹太 (3) 3m90 伊藤　頼 (2) 3m80 加瀬　樹 (3) 3m60 大野　英祐 (3) 3m60 篠塚　征哉 (3) 3m60 常世田　義正 (3) 3m60
佐原 君津 神崎 嶺南 嶺南 神崎 小見川 東庄

本島　潤 (1) 5m52 櫻木　翔馬 (1) 5m43 伊藤　隼人 (1) 5m42 西　修太朗 (1) 5m37 安達　洸太 (1) 5m25 染野　勇也 (1) 5m25 伊藤　楓偲 (1) 5m20 鷺嶋　隼 (1) 5m14
銚子三 (+1.6) 習志野五 (+1.7) 西の原 (+0.9) 西原 (+2.1) 千葉大附 (+5.5) 栗ヶ沢 (+3.6) 鎌ケ谷 (+1.6) 習志野二 (+2.7)

本田　隼二郎 (3) 6m74 伊藤　匠巳 (3) 6m64 依田　怜樹 (3) 6m45 軍司　翔太 (3) 6m43 酒井　雷熙 (2) 6m33 鈴木　克拓 (3) 6m32 田中　陸登 (3) 6m32 鈴木　悠斗 (3) 6m27
流山東部 (+2.7) ちはら台南 (+3.4) 中原 (+2.0) 高根台 (+2.2) 田中 (+3.9) 幕張本郷 (+3.2) 大栄 (+5.0) 東庄 (+3.5)

共通砲丸投 髙橋　優斗 (3) 12m81 菊池　拓海 (3) 12m75 井上　光陽 (3) 12m48 橋爪　嵐挑 (3) 11m96 石岡　建人 (3) 11m56 中村　裕翔 (3) 11m23 金芝　玄 (3) 11m14 井口　颯太 (2) 11m10
（5.000kg) 神崎 御滝 海神 四街道北 原山 御滝 松戸一 銚子

共通四種競技 清水　将貴 (3) 2397 平野　太一 (3) 2238 佐藤　天馬 (3) 2143 山賀　千夏 (3) 2102 橋爪　智紀 (3) 2048 磯野　恭哉 (3) 1984 櫻田　優哉 (3) 1951 広田　義紀 (3) 1903
常盤平 旭一 八千代松陰 鋸南 大和田 宮本 西の原 木刈

110mH(0.914m) 15.98 -1.9 735 16.77 -2.3 648 16.53 -1.9 674 17.09 -1.5 615 17.11 -1.5 613 17.79 -2.3 544 16.97 -1.5 627 18.25 -1.9 500
砲丸投(4.000kg) 9m82 475 9m77 472 10m23 499 9m94 482 8m73 410 7m86 358 9m46 453 9m28 443

走高跳 1m68 528 1m74 577 1m53 411 1m53 411 1m62 480 1m62 480 1m56 434 1m68 528
400m 53.54 659 56.48 541 56.00 559 55.13 594 56.38 545 54.91 602 59.31 437 59.44 432

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：隅坂　道昭　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）

気象記録　2日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 3日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

9:00 曇 26.6 76.0 南南西 9:30 晴 29.5 71.0 南西
10:00 晴 28.8 73.0 南 10:00 晴 30.6 69.0 南
11:00 晴 29.6 71.0 南 11:00 晴 31.3 66.0 南南西
12:00 晴 29.8 67.0 南 12:00 晴 31.4 66.0 南南西
13:00 晴 29.4 71.0 南西 13:00 晴 31.8 65.0 南南西
14:00 晴 30.2 70.0 南 14:00 晴 31.8 64.0 南南西
15:00 晴 29.3 72.0 南東 15:00 晴 31.3 63.0 南南西
16:00 晴 29.6 72.0 南南東 16:00 晴 31.1 66.0 南南西
17:00 晴 29.1 71.0 南南西
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第６２回全日本中学校通信陸上競技大会　千葉県大会
兼第23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
兼第22回関東中学校陸上競技大会予選会
兼第71回国体千葉県大会陸上競技会少年の部選考会
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