
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 18 12 3301
競技場コード 122010

日付 種目
川上 翔 (1) 12.73 大塚 雷兎 (1) 12.87 前山 智彦 (1) 13.05 八幡 琉空 (1) 13.19 中山 幸紀 (1) 13.21 橋本 航 (1) 13.29 正岡 奏人 (1) 13.34 石野 永遠 (1) 13.45
白山 (-1.8) 妙典 (-1.8) 習志野五 (-1.9) 鎌ケ谷五 (-0.8) 八木が谷 (-1.8) 東海大浦安 (-1.8) 南行徳 (-1.8) 湊 (-1.4)

小竹 博之 (2) 12.04 阿部 悠利 (2) 12.11 今村 誠慈 (2) 12.13 竹内 智輝 (2) 12.24 土岐 孝太朗 (2) 12.37 中 佑希 (2) 12.42 安井 龍 (2) 12.44 宮本 源志朗 (2) 12.50
妙典 (-2.0) 市川八 (-2.1) 鎌ケ谷四 (-2.0) 習志野五 (-2.0) 妙典 (-2.0) 船橋旭 (-1.9) 鎌ケ谷二 (-3.2) 鎌ケ谷四 (-2.1)

三上 秀人 (3) 11.75 海谷 真生 (3) 11.77 田中 裕太 (3) 11.79 佐藤 鈴音 (3) 11.87 玉井 航太 (3) 11.91 黒澤 亮太 (3) 11.92 常泉 光佑 (3) 11.94 田村 一樹 (3) 11.94
八木が谷 (-1.0) 葛飾 (-1.0) 日の出 (-1.0) 習志野台 (-1.8) 高谷 (-1.0) 市川四 (-1.0) 船橋旭 (-1.0) 妙典 (-1.0)
阿部 天馬 (3) 23.49 村谷 怜音 (3) 23.58 岡山 直樹 (3) 23.64 田村 一樹 (3) 23.65 佐藤 鈴音 (3) 23.82 柳沼 祥太 (3) 23.91 神野 哲弥 (3) 24.00 宮本 拓來 (3) 24.00

御滝 (+0.2) 鎌ケ谷二 (-2.1) 東邦 (-0.7) 妙典 (-2.1) 習志野台 (-2.1) 葛飾 (-0.7) 市川六 (-2.1) 東海大浦安 (-0.7)
村中 大河 (3) 51.71 沖 康平 (3) 52.80 金子 大輝 (3) 53.35 岡山 直樹 (3) 53.38 平野 達也 (3) 53.44 石塚 江晟 (2) 54.12 米田 善臣 (3) 54.25 藤本 淳史 (3) 54.26

法田 我孫子 宮本 東邦 三田 習志野六 鎌ケ谷 八木が谷
村中 大河 (3) 2:03.18 小林 徹 (3) 2:03.35 久保園 達 (3) 2:04.41 竹内 崚真 (3) 2:07.77 鈴木 悠史 (3) 2:07.80 立原 吏 (3) 2:07.92 二瓶 剛徳 (3) 2:08.25 田口 和真 (3) 2:08.37

法田 浦安 習志野七 妙典 市川六 二宮 高根 高洲
中村 伸太朗 (1) 4:36.93 大槻 駿斗 (1) 4:45.56 伊藤 晴哉 (1) 4:47.28 石田 雄大 (1) 4:50.49 坂口 穂太 (1) 4:54.59 中島 空大 (1) 4:56.51 ｵｺｲﾝ 太郎 (1) 4:56.89 林 晄生 (1) 4:57.18

海神 宮本 我孫子 湊 三田 宮本 高根台 白山
石原 正翔 (3) 4:19.08 工藤 慎作 (2) 4:20.58 小林 徹 (3) 4:20.88 綾 一輝 (2) 4:20.95 泉妻 瑞樹 (3) 4:26.06 橋本 賢育 (3) 4:27.30 坂東 璃空 (3) 4:27.31 佐藤 春音 (2) 4:27.39

船橋 三田 浦安 浦安 前原 葛飾 湖北 習志野五
工藤 慎作 (2) 9:12.73 綾 一輝 (2) 9:12.75 東 佑飛 (3) 9:13.30 藤田 大翔 (3) 9:19.76 川上 翔太 (2) 9:25.53 服部 冬馬 (3) 9:29.01 水品 賢士郎 (3) 9:29.53 興野 晶洋 (2) 9:30.08

三田 浦安 葛飾 湖北 鎌ケ谷 鎌ケ谷 湖北 湖北
阿部 天馬 (3) 15.46 佐藤 大悟 (3) 16.29 石井 幹大 (3) 16.46 箭内 優輔 (3) 16.72 田中 裕太 (3) 16.80 鈴木 亮祐 (3) 16.81 小濱 順仁 (3) 16.90 大脇 拓也 (3) 16.92

御滝 (-0.7) 習志野六 (-0.7) 御滝 (+0.8) 鎌ケ谷二 (+0.8) 日の出 (-0.7) 坪井 (+0.8) 習志野六 (+0.8) 我孫子 (-0.7)
御滝 45.27 我孫子 45.52 葛飾 45.71 東海大浦安 46.04 習志野六 46.16 妙典 46.36 船橋旭 46.37 八木が谷 46.38

白澤 浩太郎 (3) 大脇 拓也 (3) 大橋 英晃 (2) 小林 眞寬 (2) 門倉 実 (2) 石橋 琉雅 (3) 石橋 利翼 (3) 中野 流星 (3)
針生 悠汰 (3) 藤本 乙寿 (3) 手塚 健太 (3) 町山 優月 (3) 小濱 順仁 (3) 田村 一樹 (3) 常泉 光佑 (3) 藤本 淳史 (3)
石井 幹大 (3) 岩間 匠海 (3) 柳沼 祥太 (3) 宮本 拓來 (3) 佐藤 大悟 (3) 土岐 孝太朗 (2) 矢島 伶恩 (3) 伊能 雅也 (3)
阿部 天馬 (3) 沖 康平 (3) 海谷 真生 (3) 三國 友椰 (3) 松岸 裕希 (3) 小竹 博之 (2) 岡元 奨真 (3) 三上 秀人 (3)
小林 諒太 (3) 1m82 早乙女 光聖 (3) 1m75 宮下 将多 (3) 1m75 高木 啓伍 (3) 1m70 大倉 惇 (3) 1m70 窪田 健甫 (3) 1m65 石田 和輝 (3) 1m65 田島 快都 (3) 1m65
習志野六 我孫子 鎌ケ谷二 我孫子 高谷 湖北 御滝 葛飾
大塚 雷兎 (1) 4m96 藤田 涼真 (1) 4m58 河上 勇太 (1) 4m56 西村 紀憧 (1) 4m54 内田 泰生 (1) 4m54 根岸 凜太朗 (1) 4m50 郡司 優輝 (1) 4m48 藤谷 和紀 (1) 4m47

妙典 (+1.9) 我孫子 (+1.1) 市川 (+1.8) 宮本 (+0.1) 鎌ケ谷五 (+2.0) 坪井 (-0.5) 我孫子 (+1.8) 東邦 (+1.7)
松村 匠真 (3) 6m55 鷺嶋 隼 (3) 6m24 岩間 匠海 (3) 6m19 常泉 光佑 (3) 6m17 村田 翔 (3) 5m97 渡邊 耀介 (2) 5m95 神野 哲弥 (3) 5m87 高橋 諒太 (3) 5m83

七林 (+5.0) 習志野二 (+2.0) 我孫子 (+2.6) 船橋旭 (+2.0) 鎌ケ谷 (+2.0) 前原 (+0.9) 市川六 (+2.2) 日の出 (+1.2)
共通砲丸投 村上 大智 (3) 11m29 岡元 奨真 (3) 10m84 星野 浩明 (2) 10m16 宇田川 琉星 (3) 10m12 西田 智輝 (3) 10m02 黒木 純矢 (3) 9m90 椎名 啓翔 (3) 9m60 浅海 悠斗 (3) 8m89
（5.000Kg) 船橋旭 船橋旭 海神 鎌ケ谷二 日の出 御滝 御滝 学館浦安

共通四種競技 伊藤 楓偲 (3) 2290 吉田 岳史 (3) 1980 石橋 利翼 (3) 1745 加藤 嵩翔 (2) 1742 見原 健太 (3) 1684 湯本 真輝 (2) 1550 大西 礼雅 (2) 1495 井上 大樹 (3) 1170
鎌ケ谷 三田 船橋旭 法田 船橋芝山 習志野台 法田 船橋旭

110mH(0.914m) 15.54 +0.6 785 17.27 +1.0 596 18.22 +1.0 503 18.44 +0.6 483 18.50 +1.0 477 20.37 +0.6 321 20.43 +1.0 316 18.68 +0.6 461
砲丸投(4.000kg) 10m52 517 8m83 416 10m17 496 7m95 363 8m17 376 7m83 356 6m53 280 6m67 288

走高跳 1m65 504 1m53 411 1m45 352 1m62 480 1m50 389 1m45 352 1m59 457 NM 0
400m 58.00 484 56.05 557 1:00.57 394 59.93 416 59.18 442 57.00 521 59.16 442 59.76 421

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　鈴木　保之 記録主任　　黒田　泰三

気象記録
2日 3日 　

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
9:00 晴 24.5 68 0 南西 9:00 晴 28.5 54 0.8 南東
10:00 晴 25.0 61 0.1 南南西 10:00 晴 29.5 52 0.1 北北東
11:00 晴 27.0 63 0.5 南西 11:00 晴 29.5 55 0.9 南
12:00 晴 28.0 57 1.0 南 12:00 晴 29.5 49 0.5 南東
13:00 晴 28.0 54 2.3 南南西 13:00 晴 29.5 49 0.8 南
14:00 晴 27.5 56 2.5 南南西 14:00 晴 29.5 49 1.9 南
15:00 晴 27.0 59 2.9 南南西 15:00 晴 28.0 54 2.2 南東
16:00 晴 27.0 66 2.8 南 16:00 晴 27.5 53 2.2 南東
16:50 晴 25.0 68 3.0 南 16:25 晴 27.0 63 2.0 南東

第３９回千葉県中学校陸上競技記録会船橋大会 Top 8 記録一覧表（中学男子）
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1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

3 １年100m

2
２年100m

３年100m

3 共通200m

2 共通400m

3 共通800m

2
１年1500m

共通1500m

3 共通3000m

2
共通110mH
(0.914m)

3 共通4X100mR

2
共通走高跳

１年走幅跳

3 共通走幅跳

2

2

3

風速(ｍ) 風速(ｍ)


