
第39回　千葉県中学校陸上競技記録会　千葉大会 主催 千葉陸上競技協会・千葉県小中学校体育連盟

平成30年６月２日（土）・３日（日）
青葉の森公園陸上競技場

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

12.32 12.44 12.75 12.78 12.87 13.02 13.09 13.10
(+0.6) (+0.6) (+0.6) (+0.6) (+1.7) (+0.6) (+0.0) (+0.6)
11.69 11.82 11.95 12.08 12.26 12.30 12.34 12.40
(+0.0) (+0.0) (+0.0) (-0.2) (+0.0) (-0.6) (+1.6) (+0.0)
11.22 11.34 11.38 11.43 11.70 11.73 11.76 11.77
(+0.1) (+0.1) (+0.1) (+0.1) (-1.5) (-1.5) (+0.1) (+0.0)
23.03 23.17 23.21 23.22 23.62 23.96 24.03 24.03
(+0.9) (+0.9) (+0.9) (+0.9) (+0.9) (-0.4) (+0.9) (-3.1)
51.41 51.68 53.60 54.42 55.35 55.71 55.80 56.14

2.01.71 2.03.86 2.07.81 2.08.71 2.10.64 2.11.30 2.11.58 2.12.60

五木田 剣心 1 4.45.13 小栗 大和 1 4.48.52 積田 幸侑 1 4.53.37 土田 結良 1 4.53.80 谷川 蒼太 1 4.59.37 成瀬 雄大 1 5.01.60 前島 皓 1 5.02.57 比嘉 拓也 1 5.04.68

緒方 澪那斗 3 4.20.98 澤田 薫 3 4.24.23 川嶋 海勢 3 4.25.54 荒竹 洋俊 3 4.27.90 金井 太一 3 4.28.43 亀倉 一輝 3 4.29.69 松井 隼斗 2 4.29.98 山口 龍之介 2 4.30.73

緒方 澪那斗 3 9.09.82 中村 碧海 3 9.14.02 鎗田 光希 3 9.30.31 山口 翔輝 2 9.36.01 麻生 洸晴 2 9.39.76 山﨑 元 3 9.51.48 亀倉 一輝 3 9.51.69 大嶋 優斗 2 9.52.97

16.17 17.26 17.46 17.55 17.70 17.81 17.93 18.02
(+1.1) (+1.1) (+1.1) (+1.1) (+1.1) (+0.2) (+0.9) (+0.2)

45.16 45.79 45.82 46.22 46.5 46.6 46.71 46.84

佐々木 勇人 3 1.75 三谷 羅風 3 1.65 東島 礼治 2 1.65 君塚 祐哉 2 1.60 山中 陽佑 3 1.55 根本 武昇 3 1.55 片岡 瞭夫 3 1.55 小野寺 樹 2 1.45

古屋 匠 3 2.90 仲村 渉 3 2.40 前田 庸介 2 2.40 駒路 弘幸 2 2.30 浅川 和真 2 2.20 万沢 修人 1 2.20 清宮 蓮 1 2.00

尾島 佳 1 5.19 村上 友哉 1 4.96 三浦 凛太郎 1 4.65 宮内 考征 1 4.52 神尾 裕世 1 4.48 中須賀 晴 1 4.38 佐々木 綾人 1 4.34 渡邉 吏来 1 4.33
+1.0 +3.2 +1.2 +0.0 +0.8 +0.0 +2.2 +0.4

長濱 聖矢 3 6.19 土田 蓮 3 5.92 反町 優太 3 5.88 浜田 涼誠 3 5.83 吉江 冴太朗 3 5.82 塩田 颯士 3 5.56 岩澤 光成 3 5.50 根本 淳史 3 5.45
+1.9 +0.3 -0.5 -0.8 +1.7 -0.8 +0.6 -0.7

多田 潤也 2 10.00 塚本 淳生 3 9.52 宮﨑 駿也 2 9.21 川﨑 祐 2 9.19 鎌田 尚樹 2 9.03 宮崎 寛大 2 8.87 加藤 匠 3 8.61 長尾 龍飛 3 8.33

岡田 健吾 3 2177 石井 利士 3 2041 鈴木 颯真 3 1982 近田 亮介 3 1673 盛岡 優喜 3 1669 佐藤 凌 3 1647 堀内 碧斗 2 1505 斉藤 大知 2 1453

687 619 603 427 506 387 318 433
437 452 452 349 391 435 392 341
496 520 381 496 338 449 360 283
557 450 546 401 434 376 435 396

審判長 記録主任トラック　高津　乙郎 吉本　一紀
フィールド　吉田辰栄・床枝悟

59.36 1.00.5056.05 58.95 56.35 1.00.37 59.39 1.01.12

8.43 7.57
1.64 1.67 1.49 1.64 1.43 1.58 1.46 1.35
9.19 9.44 9.44 7.71 8.42 9.15

八千代 大和田 八千代 八千代松陰
16.41(+0.0) 17.05(-1.7) 17.21(+0.0) 19.06(+0.0) 18.19(-1.7) 19.53(-1.7) 20.41(+0.0) 18.99(-1.7)2

3
四種競技

(砲丸投4.0kg)

千葉 おゆみ野南 山武 東金 千葉 おゆみ野南 八千代 大和田 八千代 八千代松陰 山武 成東

千葉 生浜 千葉 稲毛 千葉 泉谷

千葉 山王 山武 光 山武 山武南

共通砲丸投(5.0kg)
八千代 八千代松陰 千葉 県千葉 八千代 八千代松陰 八千代 大和田 長生 茂原東

共通走幅跳
千葉 高浜 八千代 大和田 八千代 村上 山武 東金 千葉 新宿

千葉 山王

3

１年走幅跳
千葉 千葉大附 千葉 若松 千葉 稲毛 長生 本納 八千代 高津 千葉 磯辺 千葉 若松

八千代 萱田 八千代 萱田

共通棒高跳
千葉 稲毛 千葉 生浜 千葉 おゆみ野南 千葉 稲毛 千葉 おゆみ野南 千葉 若松 千葉 若松

2
共通走高跳

長生 茂原南 山武 光 千葉 高浜 市原 辰巳台 八千代 萱田 長生 冨士見

岩澤 光成  3 鶴岡 賢哉  3
白石 雄大  3 川上 響生  3 藤田 優斗  3 岡田 健吾  3 大久保 拓真  3 坪井 康平  2 大木 皓介  2 小林 亮介  3
平林 啓樹  3 渡辺 智輝  2 多田 嘉奇  3 立岩 拓也  3 田島 聡  3 本多 春輝  2

三谷 羅風  3 芝越 慧汰  3
進藤 慧士  3 濁川 優  2 長濱 聖矢  3 春名 一汰  2 田島 優  3 根津 流星  3 大木 翔太朗  3 柳本 陸空  3

 県千葉  村上東  光  大和田 
佐野 澄  3 篠塚 康佑  3 横林 直哉  3 鈴木 颯真  3 塚本 淳生  3 田中 彪雅  3

八千代 大和田 八千代 八千代松陰 千葉 稲毛

3 共通４×１００ｍＲ

 高津  小中台  高浜  おゆみ野南 

藤田 康太郎 3 堀田 康平 3 橋爪 義典 3 二井谷 龍心 3 内田 友海 2
千葉 稲毛高附 長生 本納 八千代 高津 八千代 八千代松陰 千葉 稲毛

千葉 貝塚 八千代 村上東 八千代 大和田 千葉 越智

2 共通１１０ｍＨ 末藤 隆之介 3 梅田 悠斗 3 佐野 澄 3

3 共通３０００ｍ
山武 大網 夷隅 岬 夷隅 岬 市原 五井

山武 東金

共通１５００ｍ
山武 大網 千葉 渋谷幕張 八千代 村上 千葉 打瀬 千葉 有吉 八千代 大和田 山武 東金 千葉 打瀬

千葉 有吉

2
１年１５００ｍ

山武 成東 千葉 泉谷 市原 五井 夷隅 岬 八千代 萱田 山武 東金 山武 東金

山口 龍之介 2 市原 幹太 3 金井 太一 3
夷隅 岬 八千代 高津 八千代 村上 山武 光 千葉 泉谷 千葉 打瀬 千葉 加曽利

3 共通８００ｍ 中村 貴浩 2 平林 啓樹 3 北野 広大 2 花澤 康樹 3 熊谷 祥大 3

宍戸 奎吾 3 松田 空大 3
千葉 朝日ケ丘 八千代 高津 八千代 大和田 千葉 おゆみ野南 八千代 村上 八千代 八千代松陰 千葉 打瀬 八千代 萱田

八千代 高津 八千代 村上東

2 共通４００ｍ 吉留 龍之介 3 白石 雄大 3 柳本 陸空 3 立岩 拓也 3 石井 悠翔 3 松本 侑樹 3

和賀 弘志 3 立岩 拓也 3 進藤 慧士 3 坪井 康平 2
山武 光 八千代 高津 山武 大網 千葉 朝日ケ丘 長生 本納 千葉 おゆみ野南

千葉 有吉

3 共通２００ｍ 大木 祥太朗 3 白石 雄大 3 古賀 誠也 3 吉留 龍之介 3

鈴木 将真 3 進藤 慧士 3 飯室 優輝 3
千葉 千城台西 長生 本納 山武 光 八千代 高津 千葉 朝日ケ丘 千葉 稲毛高附 八千代 高津

３年１００ｍ 鳥谷 彰義 3 和賀 弘志 3 大木 祥太朗 3 白石 雄大 3 吉留 龍之介 3

金澤 拓海 2 金澤 竜平 2
八千代 村上東 八千代 八千代松陰 山武 大網 千葉 おゆみ野南 千葉 生浜 千葉 おゆみ野南 千葉 稲毛 長生 茂原東

千葉 千城台西 八千代 高津

2
２年１００ｍ 坪井 康平 2 池田 瑞基 2 齋藤 拓巳 2 春名 一汰 2 加藤 拓翔 2 鈴木 皐矢 2

鈴木 爽生 1 浜田 翔真 1 寺島 晴希 1 磯野 浩輝 1
千葉 千葉大附 長生 長柄 八千代 高津 市原 五井 千葉 おゆみ野南 山武 東金

3 １年１００ｍ 尾島 佳 1 前田 波響 1 神尾 裕世 1 後田 大翔 1

　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

6 7 8

種　　目 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

日

決勝記録表（男子）

順　　位 1 2 3 4 5


