
主催 一般財団法人千葉陸上競技協会　
大会コード 千葉県小中学校体育連盟

競技場コード

種目
後藤 大樹 (1) 11.91 簗瀨 大葵 (1) 12.62 貴島 大翔 (1) 12.75 井林 祐海 (1) 12.76 宮川 祐輔 (1) 12.85 木川 閃汰 (1) 12.97 岸本 ｹﾝ (1) 13.03 佐藤 海人 (1) 13.07

四街道北 (+1.5) 四街道 (+1.5) 四街道 (-0.5) 木刈 (+1.5) 成田西 (+1.5) 旭一 (+1.2) 旭二 (+1.5) 七次台 (-0.5)

香取 佑京 (2) 11.62 山根 颯太 (2) 11.78 伊澤 圭冴 (2) 11.85 下岡 凌久 (2) 11.85 吉澤 大夢 (2) 11.90 小手 柊和 (2) 11.96 加々井 大河 (2) 12.02 鵜澤 公佑 (2) 12.05

東庄 (+0.9) 四街道西 (+0.9) 海上 (+0.9) 木刈 (+0.9) 富里 (+1.5) 印西 (+1.5) 小見川 (+0.7) 公津の杜 (+0.9)

前田 拓輝 (3) 11.35 福知 聖也 (3) 11.44 冠地 結稀 (3) 11.61 大久保 芯馬 (3) 11.63 鎌形 新太 (3) 11.63 神崎 由空 (3) 11.65 砂原 唯音 (3) 11.68 篠原 颯天 (3) 11.77

酒々井 (-1.2) 八街中央 (-1.2) 上志津 (+0.4) 木刈 (-1.2) 小見川 (-1.2) 木刈 (-1.2) 印西 (-1.2) 大栄 (-1.2)

篠原 輝 (3) 22.52 香取 佑京 (2) 23.08 永沼 大 (3) 23.44 鈴木 爽太 (3) 23.46 宮内 都至 (3) 23.55 大場 琥汰朗 (3) 23.59 藤波 空翼 (3) 23.62 牛玖 拓功 (3) 23.76

成田西 (+2.2) 東庄 (+2.2) 富里 (+2.2) 旭二 (+2.2) 銚子西 (+1.3) 西の原 (+1.3) 木刈 (+2.6) 根郷 (+2.2)

石毛 順人 (3) 54.16 林 倫生 (3) 54.59 伊藤 颯太 (3) 54.74 木間 惺雅 (2) 55.35 田中 亮多 (2) 56.51 中田 啓人 (3) 56.64 伊藤 碧海 (3) 56.91 安田 峻平 (2) 57.01

旭二 八街 多古 木刈 木刈 大山口 香取 栄

岩澤 慶史郎 (3) 2:02.80 渡邉 翔悟 (2) 2:03.31 伊藤 碧海 (3) 2:03.88 白井 涼 (3) 2:04.70 佐野 太翼 (3) 2:05.04 力根 和也 (2) 2:06.47 佐々木 十真 (3) 2:08.12 森 康誠 (3) 2:08.51

成田 八日市場二 香取 八街中央 銚子西 小見川 井野 吾妻

山下 匠 (1) 4:42.12 平野 稜人 (1) 4:46.09 植草 宏太 (1) 4:46.95 谷口 恵斗 (1) 4:47.00 髙橋 翼 (1) 4:51.13 和田 佳悟 (1) 4:54.90 塩原 凛太朗 (1) 4:56.36 前田 宥楽 (1) 5:00.97

八日市場二 銚子西 旭二 旭二 四街道北 富里 成田西 酒々井

石毛 翔麻 (3) 4:15.72 佐々木 虎太郎 (2) 4:16.31 佐藤 賢仁 (3) 4:17.92 渡邉 翔悟 (2) 4:18.31 髙橋 佳汰 (3) 4:21.05 宮内 駿汰 (3) 4:21.77 石原 拓磨 (3) 4:22.37 江本 純 (3) 4:23.29

旭二 七次台 志津 八日市場二 旭二 海上 成田 西の原

佐藤 賢仁 (3) 9:00.18 加藤 悠凌 (3) 9:02.12 加瀬 唯翔 (2) 9:03.73 宮内 駿汰 (3) 9:13.74 海老原 知記 (3) 9:16.67 江本 純 (3) 9:26.30 麻野 輝 (2) 9:28.36 髙橋 佳汰 (3) 9:36.93

志津 東庄 旭一 海上 印旛 西の原 八街北 旭二

藤波 空翼 (3) 15.74 枝澤 怜音 (3) 16.18 柴田 理澄 (2) 16.79 宇野 翔太 (3) 16.91 山本 秀乎 (3) 17.24 加瀬 瑛人 (3) 17.41 鎌形 新太 (3) 17.98 御代川 一登 (3) 18.12

木刈 (+0.1) 公津の杜 (+0.1) 木刈 (+0.1) 井野 (+0.1) 七次台 (+0.1) 旭二 (+0.1) 小見川 (-0.4) 井野 (-0.4)

木刈 44.48 旭二 44.67 酒々井 45.32 八日市場一 45.71 小見川 45.96 印西 46.06 大栄 46.14 西の原 46.26

神崎 由空 (3) 椎名 洸太 (3) 加瀬 倫太郎 (3) 鈴木 悠斗 (3) 髙塚 遼汰 (2) 湯浅 大翔 (2) 篠原 颯天 (3) 大場 琥汰朗 (3)

赤松 大遙 (3) 鈴木 爽太 (3) 前田 拓輝 (3) 宮下 輝一 (3) 力根 和也 (2) 小手 柊和 (2) 椿 真拓 (3) 赤堀 泰樹 (3)

藤波 空翼 (3) 大塚 陽翔 (3) 峯田 直明 (3) 金杉 拓哉 (3) 宇井野 吉翔 (3) 安藤 飛空 (3) 米澤 晴翔 (2) 小諸 温太 (2)

大久保 芯馬 (3) 石毛 順人 (3) 平井 晴 (3) 飯田 睦輝 (3) 鎌形 新太 (3) 砂原 唯音 (3) 佐藤 雄紅 (3) 仲 有馬 (3)

ﾎｾｲﾝ ｱﾊﾏﾄﾞ大空 (3) 1m70 村上 尚飛 (2) 1m70 佐藤 雄紅 (3) 1m65 石橋 颯太 (3) 1m65 加藤 黎音 (3) 1m60 加藤 陽太 (3) 1m60 筒井 駿斗 (3) 1m60 実川 陽向 (3) 1m55

臼井南 木刈 大栄 印西 木刈 井野 飯岡 干潟

入交 隆太 (3) 3m50 川﨑 空 (3) 3m30 岩立 亮太 (3) 3m10 江川 幸佑 (3) 3m10 神﨑 敦司 (2) 3m00 椿 洋夢 (2) 2m90 安藤 飛空 (3) 2m80 渡邊 蒼大 (3) 2m80

船穂 西の原 下総 佐倉東 神崎 神崎 印西 西の原

辻井 祐稀 (1) 5m12 小野寺 宙 (1) 4m82 石井 大稀 (1) 4m73 鼻和 慧太 (1) 4m61 三上 楓馬 (1) 4m60 正野 祐慎 (1) 4m57 永山 弐真 (1) 4m55 佐藤 健 (1) 4m21
西の原 (+0.6) 東庄 (+0.3) 下総 (+0.7) 四街道 (+1.1) 臼井 (+0.4) 旭二 (+0.8) 桜台 (-0.1) 酒々井 (+0.5)

菅澤 憲斗 (3) 6m36 瀧野 晴光 (3) 6m33 椿 真拓 (3) 6m27 青木 琉希弥 (3) 6m03 大場 琥汰朗 (3) 6m01 廣瀬 和真 (2) 5m94 皆川 大輝 (3) 5m88 八倉 皇 (3) 5m78

下総 (+0.9) 中台 (+2.7) 大栄 (+1.5) 吾妻 (+2.3) 西の原 (+1.4) 四街道 (+1.1) 八街 (+1.7) 桜台 (+1.1)

林 成海 (3) 10m93 大曽根 右京 (3) 10m54 前田 透和 (3) 10m41 鎌形 亮佑 (3) 10m23 尾原 陽 (3) 10m11 平山 克 (3) 9m30 宮﨑 春翔 (3) 8m93 鎌形 遥翔 (3) 8m75

小見川 中台 下総 小見川 西の原 飯岡 銚子西 八日市場一

宮下 輝一 (3) 2466 林 奎澄 (3) 2185 塚田 恵生 (2) 1525 服部 拓磨 (3) (同順)1466 篠原 悠斗 (3) (同順)1466

八日市場一 飯岡 西の原 成田西 富里南

110mH(0.914m) 15.64 +1.9 774 16.25 +1.9 705 18.60 +1.9 468 19.53 +1.9 387 19.47 +1.9 392

砲丸投(4.000kg) 11m44 572 10m48 515 6m69 289 9m39 449 7m50 337

走高跳 1m61 472 1m61 472 1m43 338 1m30 250 1m43 338

400m 53.80 648 57.75 493 59.52 430 1:00.99 380 1:00.41 399

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　　吉 原　　廣 記録主任　　蝦原　拓弥

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）
ＧＲ：大会記録
気象記録　4日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 5日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

9:00 晴 23.3 53.0 北東 9:00 晴 24.6 68.0 北北西
10:00 晴 25.6 48.0 北北西 10:00 曇 24.8 62.0 北
11:00 晴 26.4 41.0 北北東 11:00 晴 25.4 58.0 北東
12:00 晴 27.1 40.0 北東 12:00 晴 25.7 57.0 北東
13:00 晴 27.3 38.0 東南東 13:00 晴 24.8 60.0 東北東
14:00 晴 23.6 40.0 南東 14:00 曇 24.0 63.0 北東
15:00 晴 23.5 48.0 南南東
16:00 晴 23.1 51.0 南南東
16:30 晴 22.8 52.0 南南東

印西松山下運動公園陸上競技場
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決勝記録一覧表（男子）
令和4年6月4日（土）5日（日）

4位

22120502
124110
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