
主催 千葉陸上競技協会
千葉県小中学校体育連盟

大会コード 17 12 3301
競技場コード 122010

日付 種目
宮本 源志朗 (1) 12.68 小竹 博之 (1) 12.69 今村 誠慈 (1) 12.72 関 祥冴 (1) 12.82 森川 悠士 (1) 12.94 星 勝輝 (1) 12.94 阿部 悠利 (1) 13.00 峠 歩武 (1) 13.09
鎌ケ谷四 (+2.8) 妙典 (+1.8) 鎌ケ谷四 (+2.8) 白山 (+1.8) 大穴 (+1.4) 小室 (+1.8) 市川八 (+2.8) 日の出 (+2.8)
黒澤 亮太 (2) 11.93 海谷 真生 (2) 12.09 浦川 周士 (2) 12.15 宮本 拓來 (2) 12.21 三上 秀人 (2) 12.24 村谷 怜音 (2) 12.31 6 岡山 直樹 (2) 12.31 町山 優月 (2) 12.36
市川四 (-2.5) 葛飾 (-2.5) 市川六 (-2.5) 東海大浦安 (-2.5) 八木が谷 (-2.0) 鎌ケ谷二 (-2.5) 東邦 (-2.5) 東海大浦安 (-2.5)

藤原 寛人 (3) 11.20 増田 周汰 (3) 11.41 佐藤 翔太朗 (3) 11.80 広瀬 堅三 (3) 11.82 佐々木 駿 (3) 11.84 髙澤 優生 (3) 11.90 畑 和輝 (3) 11.91 加藤 光乃晋 (3) 11.94
東海大浦安 (-2.9) 福栄 (-1.8) 市川八 (-2.9) 習志野一 (-2.9) 千葉日大一 (-2.9) 習志野一 (-3.0) 市川八 (-1.8) 我孫子 (-1.8)
藤原 寛人 (3) 22.47 佐々木 駿 (3) 22.96 成沢 秀人 (3) 23.20 佐藤 翔太朗 (3) 23.33 加藤 光乃晋 (3) 23.43 ｸﾚﾒﾝﾃ ｼﾞｮﾝｼﾞｮｼｭｱ (3) 23.50 安達 海渡 (3) 23.63 前田 夏輝 (3) 23.69
東海大浦安 (+2.5) 千葉日大一 (+2.5) 船橋 (+2.5) 市川八 (+2.5) 我孫子 (+0.3) 妙典 (+2.5) 湖北 (+2.5) 二宮 (+2.5)
三井 暖 (3) 51.92 本井 裕人 (3) 51.98 成沢 秀人 (3) 52.37 河本 響 (3) 52.74 秋森 哉人 (3) 53.07 佐々木 雄大 (3) 53.28 駒場 陸 (3) 53.82 川野 貴弘 (3) 53.95
宮本 習志野台 船橋 千葉日大一 鎌ケ谷五 市川八 二宮 東邦

佐々木 雄大 (3) 2:03.50 難波 大祐 (3) 2:05.92 諸岡 建志郎 (3) 2:05.98 人見 哲也 (3) 2:06.24 中西 優希 (3) 2:06.73 西谷 将弥 (3) 2:07.48 竹下 舜人 (3) 2:07.86 福本 凌久 (3) 2:09.13
市川八 二宮 市川八 我孫子 久寺家 法田 二宮 習志野台

興野 晶洋 (1) 4:41.03 柳澤 智希 (1) 4:47.67 大塚 一輝 (1) 4:47.81 川上 翔太 (1) 4:48.71 二井 琉輝 (1) 4:51.09 安武 克 (1) 4:52.14 工藤 慎作 (1) 4:52.21 広瀬 光之介 (1) 4:54.41
湖北 御滝 久寺家 鎌ケ谷 我孫子 久寺家 三田 白山

大賀 雄太 (3) 4:13.15 川名 翔太 (3) 4:20.25 石原 正翔 (2) 4:23.97 村中 大河 (2) 4:24.38 今泉 幹太 (3) 4:25.64 藤井 哲平 (2) 4:25.80 難波 大祐 (3) 4:28.27 竹下 舜人 (3) 4:28.85
船橋 船橋 船橋 法田 船橋 鎌ケ谷二 二宮 二宮

田村 龍一 (3) 9:24.04 上野 敏嗣 (3) 9:24.26 楊井 暖 (3) 9:28.50 松下 陽喜 (3) 9:31.79 相澤 駿輝 (3) 9:31.81 岡崎 瑛 (3) 9:34.24 駒形 亮太 (3) 9:35.11 中島 脩瑠 (3) 9:37.38
宮本 習志野台 久寺家 市川八 我孫子 日の出 浦安 船橋旭

新井 渉 (3) 16.30 ﾍﾞｲﾌｫｰﾄﾞ 友安 (3) 16.31 北澤 宏太郎 (3) 16.31 宮地 歩夢 (3) 16.48 久芳 大悟 (3) 16.71 中嶋 優斗 (3) 16.75 今関 秋翔 (3) 16.89 久保 陽平 (3) 17.01
船橋旭 (+1.3) 鎌ケ谷 (+0.6) 市川 (+1.3) 市川六 (+1.3) 船橋旭 (+0.6) 葛飾 (+1.3) 七林 (+1.3) 習志野四 (+0.6)

東海大浦安 44.24 市川八 45.00 我孫子 45.22 東邦 45.79 福栄 45.80 船橋 45.97 二宮 45.98 鎌ケ谷 46.26
宮本 拓來 (2) 佐々木 雄大 (3) 福留 亮平 (3) 麥野 晃正 (3) 森 滉太 (3) 本谷 友瑚 (3) 松坂 悠翔 (2) 川原 悠翔 (3)

関田 滉太郎 (3) 畑 和輝 (3) 加藤 光乃晋 (3) 岸野 徹太 (3) 増田 周汰 (3) 金田 竣佑 (3) 駒場 陸 (3) 髙橋 陸 (3)
町山 優月 (2) 板橋 巧真 (3) 草彅 康太 (3) 鈴木 遥 (3) 本田 裕真 (3) 成沢 秀人 (3) 小松 竜士 (3) 滑川 勇太 (3)
藤原 寛人 (3) 佐藤 翔太朗 (3) 根本 誉 (3) 岡山 直樹 (2) 中島 虹太 (3) 大崎 龍之介 (3) 前田 夏輝 (3) ﾍﾞｲﾌｫｰﾄﾞ 友安 (3)
西山 望明 (3) 1m84 永野 明斗 (3) 1m81 大川 晴斗 (3) 1m78 根本 誉 (3) 1m70 北澤 宏太郎 (3) 1m60 5 山口 拓久 (3) 1m60 5 結田 龍一郎 (3) 1m60 榎本 剛大 (3) 1m60

湖北 習志野台 宮本 我孫子 市川 鎌ケ谷二 白山 習志野六
大島 晃陽 (1) 4m95 門倉 実 (1) 4m94 小澤 悠太 (1) 4m91 渡邊 耀介 (1) 4m85 菊池 翔太 (1) 4m55 岩上 建太 (1) 4m54 中 佑希 (1) 4m49 東海林 壱信 (1) 4m42
鎌ケ谷五 (+3.4) 習志野六 (+1.4) 御滝 (+4.2) 前原 (+2.5) 船橋旭 (+1.8) 前原 (-1.6) 船橋旭 (+2.5) 市川五 (+3.7)
飯塚 悟 (3) 6m03 阪井 大介 (3) 5m87 常泉 光佑 (2) 5m72 片山 一生 (2) 5m72 泉 将太 (3) 5m71 宮部 灯哉 (3) 5m71 丸山 諒也 (3) 5m66 若松 風河 (3) 5m59
白山 (+1.8) 妙典 (+1.4) 船橋旭 (-1.4) 我孫子 (+1.3) 前原 (+1.6) 習志野二 (-2.0) 市川八 (-1.4) 三田 (+1.3)

共通砲丸投 幡野 柊治 (3) 11m11 宮本 孝佑 (3) 11m09 三上 大輝 (3) 10m55 青木 ﾏｯﾁｭｳｱｯｼｬｰ (3) 10m14 長山 幸輝 (3) 9m91 五味 賢祥 (3) 9m75 小野 恭雅 (3) 9m53 山下 翔梧 (3) 9m40
（5.000Kg) 飯山満 御滝 船橋旭 小室 三田 明海 習志野台 日の出

共通四種競技 大保 海斗 (3) 2074 髙岡 風音 (3) 1984 藤井 耀鷹 (3) 1919 磯野 光基 (3) 1890 荒川 諒介 (3) 1697 藤田 雄一 (3) 1594 小林 諒太 (2) 1530 平山 康介 (2) 1516
法田 習志野六 船橋旭 宮本 古和釜 習志野六 習志野六 市川六

110mH(0.914m) 18.19 -0.7 506 16.54 +1.0 673 16.54 +1.0 673 17.84 -0.7 540 19.67 +1.0 376 18.79 -0.7 451 19.71 +1.0 372 20.45 -0.7 314
砲丸投(4.000kg) 9m21 438 8m74 410 8m84 416 9m21 438 8m32 385 6m39 272 7m03 309 7m48 336

走高跳 1m71 552 1m53 411 1m50 389 1m56 434 1m62 480 1m56 434 1m56 434 1m35 283
400m 55.52 578 57.83 490 59.20 441 58.17 478 58.78 456 59.30 437 59.95 415 55.40 583

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　隅坂　道昭 記録主任　　黒田　泰三

気象記録
3日 4日 　

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
9:00 晴 27.0 47 1.9 北西 9:00 晴 24.5 46 2.6 北西
10:00 晴 28.0 45 1.4 北北西 10:00 晴 27.0 32 2.0 北西
11:00 晴 28.0 43 2.9 南 11:00 晴 27.0 32 3.0 北北西
12:00 晴 27.5 39 2.8 南南西 12:00 晴 28.0 32 2.4 北西
13:00 晴 26.5 37 3.2 南西 13:00 晴 26.5 30 1.5 北西
14:00 晴 27.0 35 2.7 南 14:00 晴 27.0 32 1.1 北北西
15:00 晴 26.5 40 2.5 南西 15:00 晴 26.0 45 1.4 南南西
15:15 晴 26.5 42 1.9 南西 15:58 晴 25.0 47 2.0 南西
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