
主催 （一財）千葉陸上競技協会

大会コード 22 12 3717
競技場コード 主管 （一財）千葉陸上競技協会

種目

東島 権治 (2) 11.67 水谷 陽亮 (2) 11.88 舘 侑規 (2) 11.90 竹内 丈 (2) 11.94 香取 佑京 (1) 11.94 大森 奏人 (2) 12.00 小川 隼世 (2) 12.02 岩井 志穏 (2) 12.16

高浜 (-2.1) 蘇我 (-1.7) 流山北部 (-1.7) 東邦大東邦 (-1.7) 東庄 (-2.1) 常盤松 (-1.7) 五井 (-1.7) 五井 (-1.7)

小幡 俊輔 (2) 23.86 千島 大芽 (2) 23.92 丸金 汰空海 (2) 23.93 吉田 吏玖 (2) 24.48 石崎 大獅 (2) 24.59 清水 琉海 (2) 25.15 大久保 公資 (2) 25.44 藤田 将寿 (2) 25.87

習志野四 (-3.1) 太田 (-3.1) 葛飾 (-3.1) 太田 (-2.7) 小金北 (-1.4) 柏三 (-3.1) 東邦大東邦 (-3.1) 我孫子 (-2.6)

松村　成緒 (2) 54.08 保志 智成 (2) 56.93 寺内 友輝 (2) 57.51 及川 皇凱 (1) 57.64 布施 悠晟 (2) 59.08 岡名 翔太 (2) 59.12 岩朝 大和 (2) 59.44 海邉 翔巴 (2) 1:07.28

東邦大東邦 新松戸南 八木が谷 泉谷 東邦大東邦 泉谷 大穴 泉谷

笹原　匠実 (2) 2:05.95 加藤 直希 (2) 2:06.52 小澤 基都 (2) 2:12.15 中川 蒼翔 (1) 2:17.27 小松﨑 瑛太 (2) 2:20.44 村上 悠人 (2) 2:20.74 前野 大希 (1) 2:21.97 清末 綜亮 (2) 2:22.10

高柳 五井 習志野六 御滝 我孫子 習志野六 我孫子 太田

斎藤 晴樹 (2) 4:16.53 小用 太陽 (2) 4:24.86 佐々木 虎太郎 (1) 4:25.12 木村 洸太 (1) 4:28.04 市川 朝陽 (2) 4:28.62 金指 亮汰 (1) 4:35.58 米村 士琉 (2) 4:36.92 日置 琥大郎 (1) 4:39.04

大佐和 太田 七次台 常盤松 西原 泉谷 葛飾 周南

加藤 悠凌 (2) 9:18.00 加瀬 唯翔 (1) 9:21.64 佐藤 賢仁 (2) 9:27.61 綾 秀人 (2) 9:32.03 上杉 敦史 (2) 9:32.78 山田 蒼太 (2) 9:43.50 大松澤 皇貴 (2) 9:53.26 秋山 紘介 (2) 9:53.45

東庄 旭一 志津 浦安 常盤松 南流山 我孫子 白山

田中 温羽 (2) 16.02 田中 蒼大 (2) 16.89 戸村 息吹 (2) 17.01 櫛木 悠人 (2) 17.51 米持 和真 (2) 18.81 山本 秀乎 (2) 19.00 井上 瑛太 (2) 19.21 村田 智紀 (2) 19.21

五井 (-2.1) 美浜 (-2.1) 四街道旭 (-2.1) 坪井 (-2.1) ちはら台南 (-1.7) 七次台 (-1.7) 松戸六 (-2.2) 五井 (-2.1)

五井 45.49 太田 46.57 東邦大東邦 47.05 葛飾 48.17 新松戸南 48.46 市川四 48.50 御滝 48.70 松戸六 48.76

長尾 星奏 (2) 後藤 将太 (2) 大久保 公資 (2) 宮内 凛太郎 (1) 原田 匠 (1) 土井 翔雅 (1) 平塚 煌徠 (2) 赤城 翔斗 (2)

小川 隼世 (2) 千島 大芽 (2) 松村 成緒 (2) 芦澤 遥都 (2) 鉄羅 悠音 (2) 小泉 伸輝 (2) 笹野 将太 (2) 海老原 克哉 (2)

田中 温羽 (2) 金子 颯希 (2) 島川 佳越 (2) 箕浦 泉 (2) 福場 大成 (2) 小西 創太 (1) 坂上 晴麻 (2) 朝岡 光輝 (2)

岩井 志穏 (2) 吉田 吏玖 (2) 竹内 丈 (2) 丸金 汰空海 (2) 保志 智成 (2) 松岡 幸星 (2) 髙橋 良太 (2) 鈴木 欧介 (2)

朝岡 光輝 (2) 1m73 中村 正哉 (2) 1m65 青栁 遥希 (2) 1m65 宮尾 愛翔 (2) 1m65 小倉 由也 (2) 1m60 白上 凌大 (2) 1m60 渡邉 雄大 (2) 1m55 粟屋 颯月 (2) 1m55

松戸六 白山 泉谷 松戸六 五井 岩名 大穴 八木が谷

入交 隆太 (2) 3m30 押元 洸太 (2) 3m00 2 坂本 楓磨 (3) 3m00 神﨑 敦司 (1) 2m60 今井 晴稀 (2) 2m60 志内 朋生 (1) 2m60

船穂 泉谷 神崎 神崎 神崎 泉谷

田伏 兜真 (1) 6m18 野崎 優生 (2) 5m65 村田 遼介 (1) 5m64 坂上 晴麻 (2) 5m61 安永 拓耶 (3) 5m60 相内 大和 (1) 5m54 今井 草介 (1) 5m51 川崎 慈虎 (2) 5m47

田中 (+2.1) 太田 (+1.8) 白井 (+1.8) 御滝 (+2.4) 新松戸南 (+1.9) 湖北台 (+3.4) 幕張西 (+3.5) 市川四 (+2.6)

共通砲丸投 遠藤 楓斗 (2) 11m51 茂原 宏典 (2) 10m62 山本 玲緒 (2) 10m59 高桑 幹太 (2) 9m91 赤城 翔斗 (2) 9m54 鏡 優樹 (2) 8m90 山大路 健斗 (2) 8m81 鳥海 琉翔 (1) 8m15

（5.000kg) ちはら台南 白山 河原塚 新宿 松戸六 新松戸南 御滝 七次台

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)猊倉　克也　 (ﾌｨｰﾙﾄﾞ)吉原　　　廣 記録主任：　矢野　隆照

気象記録
20日

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ/ｓ)
10:00 曇 14.9℃ 67% 2.0 m/s
11:00 曇 15.6℃ 75% 3.9 m/s
12:00 曇 16.1℃ 70% 3.9 m/s
13:00 曇 16.1℃ 74% 4.8 m/s
14:00 曇 15.8℃ 81% 5.4 m/s
15:00 曇 15.5℃ 85% 4.4 m/s
15:10 曇 15.6℃ 85% 4.6 m/s
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Top 8 記録一覧表（男子）

令和４年３月２６日（土）
船橋市運動公園陸上競技場
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主催 （一財）千葉陸上競技協会

大会コード 22 12 3717
競技場コード 主管 （一財）千葉陸上競技協会

種目

伊藤 優亜 (1) 12.94 佐藤 鈴音 (1) 13.12 山田 姫蘭 (2) 13.20 佐々木 柚夏 (2) 13.25 多田 りり子 (2) 13.27 千葉 有彩 (2) 13.56 伊東 奈桜 (2) 13.65 髙橋 あおい (1) 13.89

旭二 (-1.9) 幕張西 (-2.3) 旭一 (-1.9) 八木が谷 (-1.9) 佐原 (-1.9) ちはら台南 (-1.9) ちはら台南 (-2.3) 白山 (-2.3)

櫻田 彩実 (2) 26.90 矢ヶ部 七妃真 (2) 27.73 照井 結桜 (2) 28.01 那須 美月 (2) 28.28 鎌形 美緒 (2) 29.57 中村 奈琴 (1) 30.07 澤石 萌々香 (2) 30.40 親里 美咲 (2) 32.86

小金北 (-1.6) 福栄 (-1.6) 松戸二 (-1.6) 新松戸南 (-1.6) 白山 (-1.6) 葛飾 (-1.6) 大穴 (-3.0) 白山 (-3.0)

宮野原 叶芽 (2) 2:25.06 安西 樹珠 (1) 2:25.38 杉山 心優 (2) 2:26.10 清水 明希乃 (1) 2:26.33 廣瀨 眞希 (3) 2:26.65 田中 里奈 (2) 2:31.04 岩田 千怜 (2) 2:32.40 土田 埜乃 (1) 2:32.90

七次台 君津 松戸六 大穴 佐原 八木が谷 柏三 岬

手塚 蕾 (2) 4:39.29 石川 舞桜 (2) 4:41.43 今井 悠月 (2) 4:44.27 保坂 知穂 (1) 4:45.19 茂木 美涼 (2) 4:48.99 寺田 莉子 (2) 4:50.48 横山 桃花 (2) 4:52.41 池永 優莉 (2) 4:53.70

佐倉東 岬 五井 五井 五井 田中 千城台南 白山

坂田 涼音 (2) 14.86 髙橋　結愛 (2) 16.05 武藤 妃美夏 (2) 16.65 大豆生田 結 (2) 17.08 松野 日菜子 (2) 17.26 上澤 虹心 (2) 17.77 小林 実優 (2) 18.06 當麻 日彩乃 (2) 18.10

太田 (-3.8) 海上 (-3.8) 東邦大東邦 (-3.5) 新松戸南 (-3.8) 東邦大東邦 (-3.8) 五井 (-1.8) 松戸二 (-3.8) 大穴 (-3.5)

八木が谷 52.42 松戸二 52.44 ちはら台南 54.01 太田 54.17 五井 54.27 白山 54.68 大穴 54.70 小金北 54.79

長澤 観奈 (2) 真田 花南 (2) 山口 優 (1) 杉山 愛実 (1) 上澤 虹心 (2) 塚田 百南 (2) 佐尾 遥花 (2) 吉川 芽瑠 (1)

萩原 理美 (2) 磯部 明音 (2) 千葉 有彩 (2) 髙橋 柚 (2) 齋藤 あかり (2) 鎌形 美緒 (2) 高橋 里茉 (1) 櫻田 彩実 (2)

島田 沙耶 (2) 照井 結桜 (2) 益田 凛 (2) 菅野 姫愛花 (2) 山﨑 いろ花 (2) 三浦 百音 (2) 澤石 萌々香 (2) 高橋 華恋 (2)

佐々木 柚夏 (2) 浦上 ちひろ (2) 伊東 奈桜 (2) 坂田 涼音 (2) 上村 愛美 (1) 髙橋 あおい (1) 坂田 奈那子 (2) 松丸 仁心 (1)

林 千尋 (2) 1m40 樫田 美優 (2) 1m40 齋藤 あかり (2) 1m35 杉山 愛実 (1) 1m30 山本 咲希 (1) 1m25 5 本間 小春 (1) 1m25 5 塚田 百南 (2) 1m25 舘田 歩乃佳 (1) 1m25

船橋旭 五井 五井 太田 泉谷 白山 白山 大穴

齊藤 佳子 (3) 2m60 宮﨑 羽詩 (2) 2m30 寺田 心 (2) 2m30

佐原 神崎 神崎

林 実和 (2) 5m25 関根 優花 (2) 5m20 原 佑奈 (1) 5m12 井髙 優有愛 (1) 4m82 市川 結唯 (1) 4m81 櫻井 爽乃 (2) 4m60 山﨑 いろ花 (2) 4m60 五十嵐 彩 (2) 4m52

坪井 (+3.0) 船橋旭 (+3.9) 南流山 (+2.0) 鋸南 (+2.7) 旭二 (+1.3) 松戸六 (+2.5) 五井 (+3.1) 市川四 (+2.0)

共通砲丸投 鈴木 瑠華 (2) 10m01 小島 弓依 (2) 9m50 田中 実生 (1) 8m91 瀧澤 紗季 (2) 7m68 鳥海 優奈 (2) 7m12 的場 愛華 (2) 6m88 石井 千尋 (2) 6m42 立原 美鈴 (2) 6m37

（2.721kg) 鋸南 我孫子 我孫子 五井 太田 習志野六 太田 東邦大東邦

共通100mH:高さ0.762m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ8.00m

共通砲丸投:重さ2.721kg 審判長：(ﾄﾗｯｸ)舟橋　昭太　 (ﾌｨｰﾙﾄﾞ)猊倉　克也 記録主任：　矢野　隆照
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