
№1
第１８回千葉県ジュニアオリンピック選手最終選考会 予選・決勝記録一覧表（男子） 主催 千葉陸上競技協会

大会コード 17 12 0006
競技場コード 121010

種目
A100m 吉田　誠 11.15 増田　周汰 11.32 小池　素輝 11.43 広瀬　堅三 11.52 小林　央芽 11.71 戸塚　斗貴亜 11.77 福田　峻大 11.79
決勝 -0.5m 冨士見 (-0.5) 福栄 (-0.5) 井野 (-0.5) 習志野一 (-0.5) 成田 (-0.5) 増穂 (-0.5) 四街道北 (-0.5)
A100m 福田　峻大 11.70 牧田　飛翔 11.76 竹内　魁星 11.81 郡司　渉太 11.92 佐久間　大貴 12.33
1組 +1.6m 四街道北 (+1.6) 西の原 (+1.6) 光 (+1.6) 光 (+1.6) 小櫃 (+1.6)
A100m 広瀬　堅三 11.50 小林　央芽 11.66 戸塚　斗貴亜 11.67 小原　敏史 11.74 飯塚　力太 11.81 越川　正也 12.04
2組 -1.1m 習志野一 (-1.1) 成田 (-1.1) 増穂 (-1.1) 嶺南 (-1.1) 野田一 (-1.1) 横芝 (-1.1)
A100m 吉田　誠 11.10 小池　素輝 11.25 海老澤　蓮 11.25 増田　周汰 11.27
3組 +0.5m 冨士見 (+0.5) 井野 (+0.5) 西原 (+0.5) 福栄 (+0.5)
A200m 今井　佑里 22.29 吉橋　孝維 22.90 成沢　秀人 22.93 加藤　光乃晋 23.05 佐藤　圭 23.19 小原　隆輝 23.34 渡利　健人 23.47 関川　芯 23.53
決勝 +0.8m 井野 (+0.8) 四街道西 (+0.8) 船橋 (+0.8) 我孫子 (+0.8) 鴨川 (+0.8) 鴨川 (+0.8) 太田 (+0.8) 旭一 (+0.8)
A200m 成沢　秀人 22.95 加藤　光乃晋 23.20 佐藤　圭 23.32 小原　隆輝 23.47 渡利　健人 23.57 関川　芯 23.59 本井　裕人 24.41
1組 +2.8m 船橋 (+1.9) 我孫子 (+1.9) 鴨川 (+1.9) 鴨川 (+1.9) 太田 (+1.9) 旭一 (+1.9) 習志野台 (+1.9)
A200m 今井　佑里 22.65 吉橋　孝維 23.30 前田　夏輝 23.60 ｸﾚﾒﾝﾃ ｼﾞｮﾝｼﾞｭｼｭｱ 23.64 中村　光太郎 45.42
2組 +1.7m 井野 (+0.2) 四街道西 (+0.2) 二宮 (+0.2) 妙典 (+0.2) 東高津 (+0.2)

A3000m 鶴　元太 9:14.88 佐藤　条二 9:20.45 本木　寛大 9:23.58 大賀　雄太 9:40.35 名波　遼介 9:47.38 篠谷　葵 9:50.43 橘　裕樹 10:21.40 小倉　丞正 10:36.33

決勝 坪井 新松戸南 横芝 船橋 増穂 妙典 ちはら台南 清和
9 芝崎　貴大 10:54.73 小泉　雄規 12:03.50

清和 清和
A110mJH(0.990m) 安達　海渡 14.81 林　太一 14.84 三浦　慶大 15.10 能勢　航大 16.45 宮部　灯哉 16.78 矢崎　健太 17.22

決勝 +1.3m 湖北 (+1.3) 旭一 (+1.3) 豊四季 (+1.3) 泉谷 (+1.3) 習志野二 (+1.3) 光 (+1.3)
A走高跳 永野　明斗 1m85 西山　望明 1m85 大津　晃樹 1m80 名智　北斗 1m75

決勝 習志野台 湖北 豊四季 旭二
A砲丸投(5.000kg) 井口　颯太 14m14 三上　大輝 12m10 幡野　柊治 11m91 伊達　匠 11m72 宮本　孝佑 11m45 笠倉　侑真 8m84

決勝 銚子 船橋旭 飯山満 花園 御滝 豊四季
B100m 鳥谷　彰義 11.58 馬場　聖也 11.64 臼井　大 11.76 加瀬　空 11.79 髙根　凜門 11.84 大木　祥太朗 11.87 松井　颯希 12.05 小池　祐斗 12.09

決勝　+0.7m 千城台西 (+0.7) 富里 (+0.7) 栄 (+0.7) 銚子六 (+0.7) 栗ケ沢 (+0.7) 光 (+0.7) 上志津 (+0.7) 大山口 (+0.7)
B100m 藤田　優斗 12.66 岩間　匠海 12.72 小川　航世 12.75 水津　雄貴 13.01 上田　拓夢 13.04 井上　大樹 13.28 會田　晴葵 13.30
1組 +1.3m 高浜 (+1.3) 我孫子 (+1.3) 坪井 (+1.3) 船橋旭 (+1.3) 松戸六 (+1.3) 船橋旭 (+1.3) 松戸六 (+1.3)
B100m 進藤　慧士 12.13 馬場　一彰 12.34 今井　歩音 12.38 安田　圭佑 12.47 恩田　翼早 12.47 依田　巧磨 12.56 大江　翔陽 13.18
2組 +2.0m 高津 (+2.0) 松戸六 (+2.0) 富津 (+2.0) 嶺南 (+2.0) 松戸六 (+2.0) 坪井 (+2.0) 印旛 (+2.0)
B100m 加瀬　空 11.72 白石　雄大 11.87 鈴木　海都 12.04 伊東　大翔 12.29 岡山　直樹 12.49 山中　綾人 12.60
3組 +0.8m 銚子六 (+0.8) 高津 (+0.8) 長柄 (+0.8) ちはら台南 (+0.8) 東邦 (+0.8) 西原 (+0.8)
B100m 松井　颯希 11.81 小池　祐斗 11.82 宮地　康太朗 11.86 黒田　太陽 11.90 守　祐陽 12.06 髙橋　涼平 12.13 小倉　快 12.30
4組 +1.4m 上志津 (+1.4) 大山口 (+1.4) 木更津二 (+1.4) 松戸六 (+1.4) 七次台 (+1.4) 法田 (+1.4) 太田 (+1.4)
B100m 鳥谷　彰義 11.65 馬場　聖也 11.71 臼井　大 11.74 大木　祥太朗 11.82 髙根　凜門 11.83 黒澤　亮太 11.89 海谷　真生 12.00 高橋　航生 12.15
5組 +0.0m 千城台西 (0.0) 富里 (0.0) 栄 (0.0) 光 (0.0) 栗ケ沢 (0.0) 市川四 (0.0) 葛飾 (0.0) 志津 (0.0)

B1500m 村中　大河 4:18.96 堀田　龍生 4:22.57 藤井　陽平 4:22.89 緒方　諒 4:23.73 平林　啓樹 4:24.80 酒田　康生 4:25.19 新目　裕亮 4:26.61 石原　正翔 4:27.09
決勝 法田 野田一 畑沢 大山口 高津 新松戸南 栄 船橋

9 加瀬　智也 4:27.12 谷口　陽哉 4:28.04 大友　一希 4:43.14 野崎　佑太 4:45.26 金子　裕太 4:47.53 平田　天龍 5:04.95 新井　舞宙 5:16.75
旭二 ちはら台南 妙典 土気南 船橋旭 清和 上志津

B110mH(0.914m) 阿部　天馬 15.90 池嶋　翔 15.97 多田　嘉奇 17.07 諸持　光祐 17.40 毛口　嵐太 17.49 益子　和樹 17.64 鈴木　亮祐 17.92 大脇　拓也 18.47
決勝 +1.4m 御滝 (+1.4) 酒井根 (+1.4) 高浜 (+1.4) 旭二 (+1.4) 大栄 (+1.4) 豊四季 (+1.4) 坪井 (+1.4) 我孫子 (+1.4)

B110mH(0.914m) 大脇　拓也 18.20 鈴木　亮祐 18.73 佐野　澄 19.07 石橋　利翼 19.19 矢島　伶恩 19.24 岩瀨　英脩 19.35 岩井　凜 21.73
1組 +0.3m 我孫子 (+0.3) 坪井 (+0.3) 高津 (+0.3) 船橋旭 (+0.3) 船橋旭 (+0.3) 坪井 (+0.3) 千城台西 (+0.3)

B110mH(0.914m) 阿部　天馬 16.30 池嶋　翔 16.42 諸持　光祐 17.22 益子　和樹 17.40 毛口　嵐太 17.91 多田　嘉奇 18.29 横林　直哉 20.69
2組 +1.6m 御滝 (+1.6) 酒井根 (+1.6) 旭二 (+1.6) 豊四季 (+1.6) 大栄 (+1.6) 高浜 (+1.6) 高浜 (+1.6)

B走幅跳 篠塚　浩斗 6m43 西　修太朗 6m35 染野　勇也 6m28 植木　優太 6m11 本島　潤 6m05 江﨑　大真 5m93 常泉　光佑 5m84 伊藤　隼人 5m83
決勝 小見川 (+2.4) 西原 (+0.6) 栗ケ沢 (+0.4) 本埜 (+1.7) 銚子三 (+0.1) 幕張本郷 (+3.0) 船橋旭 (+1.1) 西の原 (+1.4)

9 松丸　健太郎 5m64 玉造　廉 5m62 髙橋　秀都 5m60 永峯　巧海 5m58 長濱　聖矢 5m57 鷺嶋　隼 5m56 藤本　乙寿 5m43 片山　一生 5m40
太田 (+1.9) 成田 (+0.6) 栗ケ沢 (+2.4) 貝塚 (+1.4) 高浜 (+1.1) 習志野二 (+0.1) 我孫子 (+1.5) 我孫子 (-1.1)

17 坂野　優斗 5m36 飯岡　迪郞 5m30 吉川　浩志 4m96 根本　優人 4m47 大橋　透也 4m44
七次台 (-0.1) 成田 (+1.8) 松戸六 (+1.8) 千城台西 (-0.8) 泉谷 (-0.3)

B砲丸投(4.000kg) 福田　涼太 12m19 山本　佳汰 12m05 川奈　優叶 11m29 室井　裕貴 10m87 成嶋　祐輔 10m47 村上　大智 10m23 長尾　龍飛 7m34
決勝 旭二 公津の杜 佐原 土気南 豊四季 船橋旭 泉谷

平成２９年８月２７日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

8位1位 2位 3位 4位 6位 7位5位



№2
第１８回千葉県ジュニアオリンピック選手最終選考会 予選・決勝記録一覧表（男子） 主催 千葉陸上競技協会

大会コード 17 12 0006
競技場コード 121010

種目

平成２９年８月２７日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

8位1位 2位 3位 4位 6位 7位5位
C100m 濁川　優 12.08 内山　清春 12.09 塚田　大翔 12.31 北奥　黎児 12.35 三辻　友哉 12.73 宮﨑　秀彬 12.74 大木　皓介 12.78 関　祥冴 12.79
決勝 +2.0m 小中台 (+2.0) 八街南 (+2.0) 田中 (+2.0) 川間 (+2.0) ちはら台南 (+2.0) 坪井 (+2.0) 光 (+2.0) 白山 (+2.0)
C100m 宮﨑　秀彬 12.82 三辻　友哉 12.84 國分　蒼空 13.09 岩田　慎之介 13.13 佐藤　颯哉 13.22
1組 +1.8m 坪井 (+1.8) ちはら台南 (+1.8) 四街道北 (+1.8) 泉谷 (+1.8) 太田 (+1.8)
C100m 内山　清春 12.09 濁川　優 12.22 塚田　大翔 12.41 北奥　黎児 12.49 関　祥冴 12.75 大木　皓介 12.83 小竹　博之 13.15
2組 -0.1m 八街南 (-0.1) 小中台 (-0.1) 田中 (-0.1) 川間 (-0.1) 白山 (-0.1) 光 (-0.1) 妙典 (-0.1)

C1500m 髙尾　啓太朗 4:25.60 染谷　雄大 4:27.06 小松　優輝 4:28.89 小平　敦之 4:29.93 長谷川　秋義 4:30.17 田中　愛睦 4:33.67 岩田　一冴 4:34.83 佐久間　悠 4:39.00
決勝 旭二 おおたかの森 松葉 柏二 六実 増穂 小見川 大貫

9 濱口　泰斗 4:41.43 髙橋　悠汰 4:42.15 野口　遥斗 4:43.56 柳澤　智希 4:44.19 野口　颯汰 4:44.80 髙塚　航輝 4:54.89 山田　優治 4:58.09 前川　夏輝 5:00.53
ちはら台南 富津 東庄 御滝 東庄 高浜 富津 七次台

17 川上　翔太 5:02.81 武澤　慶和 5:05.53 吉田　颯 5:15.08 山口　宗 5:17.62
鎌ケ谷 七次台 高浜 七次台

C走幅跳 渡邊　耀介 5m56 鈴木　悠友 5m38 須藤　壮太 5m22 星川　侑輝 5m16 大門　世弥 4m97 岩上　建太 4m91 北見　柊介 4m91 白濱　智也　 4m69
決勝 前原 (-0.1) 上志津 (+1.7) 四街道北 (+3.0) 豊四季 (+2.4) 泉谷 (+1.8) 前原 (-0.5) 貝塚 (+0.9) 四街道北 (+3.7)

9 藤本　泰地 4m49 清古　愛翔 4m39 眞田　空 4m18
ちはら台南 (+0.8) 泉谷 (+1.4) 泉谷 (+2.5)

BC4X100mR 酒井根 46.90 栄 47.43 松戸六 47.50 高津 47.54 旭二 47.79 東海大浦安 47.84 木更津二 47.98 高浜 48.26
横濱　光流 岩戸　駿介 馬場　一彰 白石　雄大 加瀬　龍生 三國　友椰 大井手　暖 横林　直哉
池嶋　翔 臼井　大 恩田　翼早 進藤　慧士 江波戸　大地 町山　優月 宮地　康太朗 長濱　聖矢

Top8 五十嵐　光雅 石黒　太一 吉川　浩志 佐野　澄 諸持　光祐 宮本　拓來 金子　凜音 多田　嘉奇
髙村　俊喜 朝倉　陸人 黒田　太陽 平林　啓樹 石毛　悠愛 小林　眞寬 和歌　風真 藤田　優斗

BC4X100mR 旭二 47.79 東海大浦安 47.84 前原 49.51 市川五 54.66 大洲 54.89 土気南
加瀬　龍生 三國　友椰 岩上　建太 青木　崇真 小林　直矢
江波戸　大地 町山　優月 宇佐美　周平 宮脇　秀弥 原　一輝

1組 諸持　光祐 宮本　拓來 渡邊　耀介 木村　幸介 大越　雄太
石毛　悠愛 小林　眞寬 石島　優太 荒山　佑太 村上　瑛紀

BC4X100mR 栄 47.43 法田 48.70 妙典 49.20 船橋旭 49.65 泉谷 51.92 七次台
岩戸　駿介 岩崎　太一 石橋　琉雅 水津　雄貴 大橋　透也 皆越　啓太 DQ R2
臼井　大 髙橋　涼平 田村　一樹 矢島　伶恩 岩田　慎之介 坂野　優斗

2組 石黒　太一 長峯　晟生 竹内　崚真 石橋　利翼 兼山　和大 山本　陸久
朝倉　陸人 村中　大河 小竹　博之 常泉　光佑 坪井　優大 守　祐陽

BC4X100mR 木更津二 47.98 高根台 48.52 我孫子 48.54 豊四季 48.67 東邦 49.03 御滝 49.19 坪井 49.23
大井手　暖 宮本　京 岩間　匠海 松原　駿太 青木　祐樹 白澤　浩太郎 川﨑　優斗
宮地　康太朗 速水　健成 藤本　乙寿 益子　和樹 新郷　智也 針生　悠汰 宮﨑　秀彬

3組 金子　凜音 岩本　大樹 沖　康平 吉田　拓人 長川　真大 石井　幹大 小川　航世
和歌　風真 山岡　優太 大脇　拓也 成嶋　祐輔 岡山　直樹 黒木　純矢 依田　巧磨

BC4X100mR 酒井根 46.90 松戸六 47.50 高津 47.54 高浜 48.26 ちはら台南 48.48 太田 51.67
横濱　光流 馬場　一彰 白石　雄大 横林　直哉 瀬尾　匠 三好　哲生
池嶋　翔 恩田　翼早 進藤　慧士 長濱　聖矢 三浦　優杏 松丸　健太郎

4組 五十嵐　光雅 吉川　浩志 佐野　澄 多田　嘉奇 西川　柾 佐藤　颯哉
髙村　俊喜 黒田　太陽 平林　啓樹 藤田　優斗 伊東　大翔 小倉　快
川口　雄太 32m65 永嶋　隼弥 30m64 栗田　拓実 29m19 吉野　綾馬 28m38 髙科　晶豊 26m65 加瀬　翔太郎 22m18 猪俣　友輝 21m04

旭二 ちはら台南 ちはら台南 西の原 東庄 大和田 四街道西
ABCｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 山田　貴幸 51m77 竹内　崚真 48m34 大保　海斗 43m97 本川　藤也 42m04 渡辺　慎之介 41m30 宮脇　秀弥 40m37 海老根　優大 35m75 越川　大輝 32m90

決勝 清和 妙典 法田 大洲 市川 市川五 こてはし台 旭二
9 黒川　駿 32m75 山田　克明 32m74 鈴木　英心 32m22 間弓　太陽 31m32 新井　裕樹 29m39 平嶋　哲了 21m42

八街 清和 八街 木更津二 野田一 野田一

気象記録

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 審判長　隅坂　道昭 記録主任　　黒田　泰三
10:00 曇 29.4 60 1.5 東北東
11:00 曇 29.1 59 1.8 北北東
12:00 晴 30.4 47 2.4 北東
13:00 晴 29.9 44 2.1 東北東
14:00 晴 29.8 45 1.4 南南東
15:00 晴 29.5 42 2.4 東北東
16:00 晴 29.1 46 1.8 東南東

ABC円盤投
(1.500kg)

風速(ｍ)


