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主催 （一財）千葉陸上競技協会

千葉県小中学校体育連盟

大会コード 22 12 3305 主管 千葉県小中学校体育連盟陸上競技専門部
競技場コード 123230

日付 種目

曽子 陽多 (1) 12.17 日野 雄惺 (1) 12.45 金親 亮太 (1) 13.07 宮城 圭佑 (1) 13.13 前田 祐樹 (1) 13.19 山田 煌騎 (1) 13.31 小島 煌之介 (1) 13.34 石井 聖那 (1) 13.45

富津 (+1.6) 五井 (-0.3) 太田 (+1.3) 太田 (-0.1) 周西南 (+0.4) 館山一 (+0.4) 太田 (-0.3) 太田 (+0.7)

碓井 琉輝亜 (2) 12.01 中村 海陸 (2) 12.17 吉田 陸 (2) 12.31 北島 凜空 (2) 12.35 本村 風月 (2) 12.39 櫟原 宗太 (2) 12.40 伊藤 優希 (2) 12.56 森田 惣介 (2) 12.56

長浦 (+0.9) 館山一 (+0.9) 太田 (+0.3) 長浦 (+0.9) 畑沢 (+0.3) 嶺南 (+0.3) 木更津二 (+0.3) 富津 (+0.9)

小川 隼世 (3) 11.50 岩井 志穏 (3) 11.54 亘 大河 (3) 11.93 吉川 頼人 (3) 11.96 布留川 慧大 (3) 12.04 赤尾 浩斗 (3) 12.06 米田 隼 (3) 12.08 長尾 星奏 (3) 12.10

五井 (-0.5) 五井 (-0.5) 鴨川 (+0.7) 昭和 (-0.5) 山武 (-0.5) 房南 (-0.5) 太田 (+0.7) 五井 (-0.5)

吉田 吏玖 (3) 23.00 吉川 頼人 (3) 24.10 荒木 那柘 (3) 24.45 古谷 拓馬 (3) 24.50 櫟原 宗太 (2) 24.94 森田 惣介 (2) 25.08 曽子 陽多 (1) 25.10 平野 歩夢 (3) 25.63

太田 (+1.4) 昭和 (+1.4) 木更津二 (+2.4) ちはら台南 (+1.4) 嶺南 (+2.4) 富津 (+1.4) 富津 (+1.4) 館山一 (+2.4)

千島 大芽 (3) 52.73 伯部 ひなた (3) 57.11 西川 青波 (3) 57.55 牛越 輝真 (3) 59.17 沓沢 清春 (3) 1:00.79 直井 優真 (2) 1:03.80 酒井 優治 (2) 1:04.40 池田 裕樹 (2) 1:04.60

太田 上総小櫃 鋸南 ちはら台南 周西南 房南 周西 嶺南

斎藤 晴樹 (3) 2:01.01 加藤 直希 (3) 2:01.84 吉田 翔真 (3) 2:06.23 菅谷 大翔 (3) 2:09.75 清末 綜亮 (3) 2:13.33 堀江 翔太 (3) 2:13.57 平山 奏太 (3) 2:17.79 粕谷 賢吾 (3) 2:21.53

大佐和 五井 鴨川 周西南 太田 畑沢 太田 嶺南

小林 遼太郎 (1) 4:29.10 浅海 太勇 (1) 4:29.48 坂井 擢斗 (1) 4:42.50 佐久間 聡介 (1) 4:48.93 鴫原 蒼祐 (1) 5:01.11 鹿嶌 厚希 (1) 5:02.20 佐々木 陸跡 (1) 5:05.46 松澤 幹太 (1) 5:17.39

富津 富津 周西南 五井 ちはら台南 富津 姉崎東 館山

小用 太陽 (3) 4:14.91 吉田 翔真 (3) 4:26.12 菅谷 大翔 (3) 4:27.10 吉野 滉洋 (2) 4:32.98 池田 脩斗 (2) 4:34.71 大塚 奏空 (3) 4:36.47 鈴木 啓夢 (2) 4:36.53 江野澤 祐樹 (3) 4:40.05

太田 鴨川 周西南 ちはら台西 畑沢 ちはら台南 太田 富津

斎藤 晴樹 (3) 9:05.75 渡邉 大地 (3) 9:36.26 森田 陽登 (3) 9:44.41 吉野 滉洋 (2) 9:59.29 堀江 翔太 (3) 10:00.93 仲居 海斗 (3) 10:14.32 堀江 涼太 (3) 10:15.66 江野澤 祐樹 (3) 10:37.64

大佐和 畑沢 富津 ちはら台西 畑沢 畑沢 畑沢 富津

共通110mH 田中 温羽 (3) 14.86 米持 和真 (3) 16.57 川﨑 琥太郎 (3) 16.88 村田 智紀 (3) 16.98 田村 陽 (2) 17.79 船宝 遥太 (3) 18.71 江澤 悠 (2) 20.19 笹子 優音 (3) 20.49

(0.914m) 五井 (+1.2) ちはら台南 (+1.2) 鋸南 (+1.2) 五井 (+1.2) 太田 (+1.2) 鋸南 (+1.2) 太田 (+2.2) 嶺南 (+2.2)

五井 43.96 太田 44.40 昭和 47.04 ちはら台南 47.35 木更津二 47.65 館山 48.17 上総小櫃 49.37 嶺南 49.41

長尾 星奏 (3) 米田 隼 (3) 山田 蒼人 (2) 牛越 輝真 (3) 野村 流星 (3) 龍﨑 吏功 (3) 小川 隼跳 (2) 鈴木 琉希 (2)

小川 隼世 (3) 吉田 吏玖 (3) 長谷川 蓮蒔 (3) 古谷 拓馬 (3) 池田 大翼 (3) 須田 悠史 (3) 花澤 愛希 (3) 櫟原 宗太 (2)

田中 温羽 (3) 金子 颯希 (3) 木村 侑雅 (2) 米持 和真 (3) 青柳 虎汰朗 (3) 安西 陸哉 (3) 伯部 ひなた (3) 野口 輝 (3)

岩井 志穏 (3) 千島 大芽 (3) 吉川 頼人 (3) 河野 健太 (2) 荒木 那柘 (3) 堀 晴翔 (2) 明田 蘇等 (2) 笹子 和也 (3)

小倉 由也 (3) 1m70 南部 未來 (3) 1m65 野村 流星 (3) 1m55 髙梨 風我 (3) 1m50 4)花澤 愛希 (3) 1m50 梅村 俊哉 (2) 1m50 井上 海斗 (2) 1m50 笹子 和也 (3) 1m45

五井 白浜 木更津二 鴨川 上総小櫃 畑沢 太田 嶺南

常見 和希 (3) 2m85 鈴木 琉希 (2) 2m60 池田 裕樹 (2) 2m60 鳥海 蓮 (3) 2m50 山﨑 瑠希歩 (2) 2m40 前田 太地 (2) 2m10 梅村 俊哉 (2) 2m00

周西南 嶺南 嶺南 太田 白浜 畑沢 畑沢

中村 凌嘉 (1) 4m89 佐藤 璃空 (1) 4m58 三枝 楓 (1) 4m54 小澤 康生 (1) 4m34 笹子 敦也 (1) 4m26 早川 詠空 (1) 4m25 鈴木 遼人 (1) 4m02 野口 良太 (1) 3m69

ちはら台南 (+1.2) ちはら台南 (+1.7) 五井 (+2.4) 房南 (+0.3) 嶺南 (+1.3) 鋸南 (-0.6) 太田 (0.0) 房南 (+1.8)

青柳 虎汰朗 (3) 6m38 渡邉 陽介 (3) 5m77 川﨑 琥太郎 (3) 5m73 野崎 優生 (3) 5m70 岩本 太陽 (3) 5m54 鴇田 陸斗 (2) 5m47 磯部 廉 (2) 5m32 沓沢 清春 (3) 5m31

木更津二 (+1.4) 館山一 (+1.2) 鋸南 (+2.0) 太田 (+0.8) 畑沢 (+1.4) 五井 (+0.2) 太田 (+1.9) 周西南 (+0.8)
共通砲丸投 遠藤 楓斗 (3) 11m65 池田 大翼 (3) 9m06 玉子石 晴 (3) 8m85 鴇田 陸斗 (2) 7m89 髙山 喜久太郎 (2) 7m76 平戸 大也 (2) 6m82 小畠 真光 (3) 6m76 小原 大翔 (2) 6m65
(5.000kg) ちはら台南 木更津二 鴨川 五井 五井 太田 鴨川 房南

第４３回千葉県中学校陸上競技記録会南房総大会 Top8一覧表（男子）

令和4年6月11日（土）
鴨川市陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１年100m

２年100m

３年100m

共通200m

共通4X100mR

共通400m

共通800m

1年1500m

共通1500m

共通3000m

共通走幅跳

<グラウンドコンディション>

共通走高跳

共通棒高跳

1年走幅跳

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)
2022/06/11 09:30 曇 24.0 68.0 南東 1.1

10:00 曇 24.0 71.0 東 1.2
11:00 曇 25.0 61.0 南南東 1.2
12:00 曇 25.0 65.0 南南東 1.5
13:00 曇 24.0 68.0 南南東 0.9
14:00 曇 23.0 73.0 南 0.5
15:00 曇 23.0 73.0 東 0.2
15:30 曇 23.0 79.0 東 0.5

審判長　鈴木　智夫　記録主任　矢野　隆照


