
№1
第１７回千葉県ジュニアオリンピック選手最終選考会 予選・決勝記録一覧表（男子） 主催 千葉陸上競技協会

大会コード 16 12 0006
競技場コード 121010

種目
A100m 秀島 来 11.00 浅海 慎之助 11.25 後藤 健太 11.36 柴田 悠樹 11.37 小堺 勇太 11.57 堀部 航世 11.73 白井 大貴 12.47
決勝 +2.0m 幕張本郷 (+2.0) 御滝 (+2.0) 遠山 (+2.0) 松葉 (+2.0) 君津 (+2.0) 我孫子 (+2.0) 妙典 (+2.0)
A100m 柴田 悠樹 11.48 小堺 勇太 11.59 堀部 航世 11.73 白井 大貴 12.51
1組 +1.8m 松葉 (+1.8) 君津 (+1.8) 我孫子 (+1.8) 妙典 (+1.8)
A100m 秀島 来 11.14 浅海 慎之助 11.44 後藤 健太 11.46
2組 +2.5m 幕張本郷 (+2.5) 御滝 (+2.5) 遠山 (+2.5)
A200m 髙橋 直史 22.92 佐藤 識仁 23.01 唐牛 星南 24.14
決勝 +1.4m 八千代松陰 (+1.4) 習志野三 (+1.4) 八街 (+1.4)
A3000m 佐藤 一世 8:59.01 小安 凌生 9:04.61 松永 伶 9:07.96 並木 健介 9:09.67 辻 文哉 9:10.30 武内 陽大朗 9:14.13 豊田 将大 9:19.41 杉坂 侑紀 9:24.57

決勝 小金 五井 前原 富里 根木内 佐原 野田一 船橋
9 安井 悠真 9:27.26 中田 侑希 9:33.12 片野　優一 9:37.78 清田 真一 9:38.18 香西 優仁 9:44.19 中山 朝陽 9:45.15 小瀬 颯太 10:02.42 鈴木 由明 10:04.66

法田 大栄 野田南部 大貫 野田一 野田一 法田 法田
17 橋爪 智紀 11:21.78

大和田
A110mJH(0.990m) 柞山 真翔 15.10 土谷 遥輝 15.65 篠田 勇介 15.70 鮫島 幸紀 15.97 松田 歩 16.59 林 拓海 17.45 稲留 昂玖 18.32

決勝 +1.5m 野田一 (+1.5) 太田 (+1.5) 船橋旭 (+1.5) ちはら台南 (+1.5) 八木 (+1.5) 八街南 (+1.5) 市川 (+1.5)
A走高跳 手島 一好 1m85 吉田 凌 1m80 永井 綜太 1m75 鳥海 勇斗 1m70 平野 太一 1m70 渡邉 翔英 1m65

決勝 東庄 鴨川 四街道西 久寺家 旭一 銚子六
A砲丸投(5.000kg) 菊池 拓海 12m68 中村 大翔 10m68

決勝 御滝 明海
B100m 吉田 誠 11.25 今井 佑里 11.49 藤原 寛人 11.62 関根 進吾 11.67 小池 素輝 11.79 飯塚 力太 11.82 広瀬 堅三 11.85 坂本 頼星 11.87

決勝　+0.9m 冨士見 (+1.1) 井野 (+1.1) 東海大浦安 (+1.1) 御滝 (+1.1) 井野 (+1.1) 野田一 (+1.1) 習志野一 (+1.1) ちはら台南 (+1.1)
B100m 佐藤 怜平 12.36 笠倉 侑真 12.63 木村 洸仁 12.86 横野 武 13.02 新井 大輝 13.14 畔田 健叶 13.15 大手 杏太 13.17 鳥居塚 旭 13.25
1組 +1.9m 豊四季 (+1.9) 豊四季 (+1.9) 松戸六 (+1.9) 栗ヶ沢 (+1.9) ちはら台南 (+1.9) 松戸六 (+1.9) 松戸六 (+1.9) ちはら台南 (+1.9)
B100m 根本 誉 12.25 佐久間 涼 12.39 宇田川 優輝 12.44 畑 和輝 12.44 石崎 凌平 12.52 滝口 彪輝 12.57 森 優介 12.60
2組 -0.2m 我孫子 (-0.2) 君津 (-0.2) 七次台 (-0.2) 市川八 (-0.2) 布佐 (-0.2) 大和田 (-0.2) 四街道北 (-0.2)
B100m 関根 進吾 11.82 飯塚 力太 11.92 藤見 真波人 12.00 藤井 祐作 12.03 野邊 紘矢 12.10 畔蒜 光 12.16 間立 海翔 12.23
3組 +2.5m 御滝 (+2.5) 野田一 (+2.5) 大和田 (+2.5) ちはら台南 (+2.5) 栗ヶ沢 (+2.5) 銚子五 (+2.5) 館山一 (+2.5)
B100m 小池 素輝 11.87 坂本 頼星 11.93 成沢 秀人 12.06 今野 竜誠 12.09 秋本 皐汰 12.21 伊藤 真基 12.53
4組 +0.7m 井野 (+0.7) ちはら台南 (+0.7) 船橋 (+0.7) 大貫 (+0.7) 太田 (+0.7) 辰巳台 (+0.7)
B100m 吉田 誠 11.40 今井 佑里 11.63 藤原 寛人 11.65 広瀬 堅三 11.90 戸塚 斗貴亜 11.98 佐藤 翔太朗 12.03 加藤 光乃晋 12.03 押山 修治 12.09
5組 +0.6m 冨士見 (+0.6) 井野 (+0.6) 東海大浦安 (+0.6) 習志野一 (+0.6) 増穂 (+0.6) 市川八 (+0.6) 我孫子 (+0.6) 東庄 (+0.6)

B1500m 藤島 幹大 4:15.44 島田 拓 4:22.92 林 翼 4:26.90 渡利 健人 4:27.49 名波 遼介 4:27.54 石井 優吉 4:28.98 佐久間 海成 4:29.59 髙橋 颯汰 4:33.50
決勝 旭町 銚子五 銚子 太田 増穂 五井 銚子一 銚子一

9 北山 舜 4:36.44 廣木 将人 4:37.63 橘 裕樹 4:38.25 大浦 駿介 4:39.09 諸岡 建志郎 4:39.61 小倉 丞正 4:40.29 長谷川 聖也 4:42.05 菅原 壮洸 4:44.74
御滝 野田一 ちはら台南 法田 市川八 清和 印旛 市川八

17 石塚 大貴 4:49.93 西谷 将弥 4:51.51 橋本 陽希 4:53.08
市川八 法田 磯辺

B110mH(0.914m) 安達 海渡 15.52 坂本 颯 15.68 三浦 慶大 15.69 能勢 航大 17.43 岸代 響己 18.33 伊藤 楓也 18.47 髙橋 恵達 19.02
決勝 +2.1m 湖北 (+2.1) 河原塚 (+2.1) 豊四季 (+2.1) 泉谷 (+2.1) 大和田 (+2.1) 千城台西 (+2.1) 磯辺 (+2.1)

B110mH(0.914m) 能勢 航大 18.71 岸代 響己 19.29 髙橋 恵達 19.38 伊藤 楓也 19.53
1組 +1.9m 泉谷 (+1.9) 大和田 (+1.9) 磯辺 (+1.9) 千城台西 (+1.9)

B110mH(0.914m) 安達 海渡 16.01 坂本 颯 16.02 三浦 慶大 16.05 熊谷 匡眞 17.52
2組 +1.8m 湖北 (+1.8) 河原塚 (+1.8) 豊四季 (+1.8) 館山一 (+1.8)

B走幅跳 酒井 雷熙 6m29 小林　央芽 6m10 宮越 凌玖 5m87 宮部 灯哉 5m85 吉野 颯人 5m79 山田 直輝 5m76 阪井 大介 5m74 大木 依織 5m68
決勝 田中 (+0.3) 成田 (+0.9) 七次台 (+1.2) 習志野二 (+1.3) 栗ヶ沢 (-0.8) 冨士見 (+2.1) 妙典 (+1.5) 中台 (+2.3)

9 高岡 淳司 5m58 佐藤 光樹 5m56 矢野 敬太 5m56 鳥羽 諒斗 5m45 鶴町 蓮太郎 5m40 丸山 諒也 5m36 榎本 翔太 5m30 多田 俊輔 5m22
太田 (+2.3) 七次台 (+0.9) 松戸六 (+2.4) 大栄 (+1.7) 布佐 (+3.3) 市川八 (+3.4) 辰巳台 (+1.4) 大和田 (+1.8)

17 萩原 悠翔 5m19
御滝 (+3.4)

B砲丸投(4.000kg) 井口 颯太 13m35 川口 雄太 11m16 栗田 拓実 10m87 斗舛 海斗 10m78 宮本 孝佑 10m45 涌井 晴人 10m43 鈴木 颯太 9m96 小野寺 飛 9m89
決勝 銚子 旭二 ちはら台南 栗ヶ沢 御滝 大和田 東庄 ちはら台南

9 永嶋 隼弥 9m86 加瀬 翔太郎 9m74 遠藤 匠 9m28
ちはら台南 大和田 大和田

平成２８年８月２８日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

8位1位 2位 3位 4位 6位 7位5位



№2
第１７回千葉県ジュニアオリンピック選手最終選考会 予選・決勝記録一覧表（男子） 主催 千葉陸上競技協会

大会コード 16 12 0006
競技場コード 121010

種目

平成２８年８月２８日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

8位1位 2位 3位 4位 6位 7位5位
C100m 加瀬 空 11.86 鈴木 海都 12.07 松井 颯希 12.13 臼井 大 12.16 鳥谷 彰義 12.38 宮地 康太朗 12.47 小倉 快 12.69 平野 暁大 12.90
決勝 +1.1m 銚子六 (+1.1) 長柄 (+1.1) 上志津 (+1.1) 栄 (+1.1) 千城台西 (+1.1) 木更津二 (+1.1) 太田 (+1.1) 大貫 (+1.1)
C100m 平野 暁大 12.82 石川 裕真 12.86 安田 陸人 12.98 佐藤 渉 12.98 片野 晴貴 14.11 鈴木 凌 14.90
1組 +2.0m 大貫 (+2.0) 君津 (+2.0) 市川八 (+2.0) 君津 (+2.0) 印旛 (+2.0) 市川八 (+2.0)
C100m 加瀬 空 11.91 鈴木 海都 12.13 臼井 大 12.17 松井 颯希 12.24 鳥谷 彰義 12.38 宮地 康太朗 12.48 小倉 快 12.55
2組 +1.5m 銚子六 (+1.5) 長柄 (+1.5) 栄 (+1.5) 上志津 (+1.5) 千城台西 (+1.5) 木更津二 (+1.5) 太田 (+1.5)

C1500m 田村　勝太郎 4:40.50 村中 大河 4:41.78 町田　龍太郎 4:42.27 藤井 陽平 4:43.18 新目 裕亮 4:44.05 清水 良平 4:45.30 堀田 龍生 4:45.37 大友 一希 4:45.84
決勝 野田東部 法田 野田東部 畑沢 栄 酒井根 野田一 妙典

9 酒田 康生 4:46.44 緒方 諒 4:46.52 今井 歩音 4:51.53 矢島 伶恩 4:59.87 渡邉 竜大 5:01.73 鮎川 晴大 5:11.80 石原 和真 5:11.82 齋藤 颯梧 5:19.01
新松戸南 大山口 富津 船橋旭 酒井根 五井 千城台西 印旛

17 田﨑 晃雅 5:24.28 中村 公亮 5:27.84
印旛 五井

C走幅跳 伊藤 隼人 5m69 本島 潤 5m60 鎌倉 滉太 5m57 染野 勇也 5m47 長濱 聖矢 5m32 松丸 健太郎 5m26 髙橋 秀都 5m20 髙根 凜門 5m00
決勝 西の原 (+1.4) 銚子三 (+1.3) 習志野七 (+3.1) 栗ヶ沢 (+0.5) 高浜 (+0.7) 太田 (+1.8) 栗ヶ沢 (+2.1) 栗ヶ沢 (+1.1)

9 大江 翔陽 4m68 齋藤 虎太郎 4m50 末廣 元斗 3m80 飯嶋 真士 3m10
印旛 (+0.4) 印旛 (+2.9) 小林 (+2.9) 市川八 (+3.1)

BC4X100mR 我孫子 46.96 ちはら台南 47.54 太田 47.57 栗ヶ沢 47.57 井野 47.57 東邦 47.60 御滝 47.82 豊四季 47.87
根本 誉 新井 大輝 秋本 皐汰 斗舛 海斗 鈴木 隆 鈴木 遥 萩原 悠翔 笠倉 侑真

加藤 光乃晋 藤井 祐作 地曳　祐人 野邊 紘矢 小池 素輝 麥野 晃正 大島 賢心 佐藤 怜平
決勝 吉田 広樹 鳥居塚 旭 渡利 健人 吉野 颯人 今井 佑里 川野 貴弘 遊佐 怜 坂本 壮太

福留 亮平 坂本 頼星 高岡 淳司 髙根 凜門 金森 永時 岸野 徹太 関根 進吾 三浦 慶大
BC4X100mR ちはら台南 47.54 栗ヶ沢 47.57 君津 48.47 館山一 49.25 大栄 49.59 木刈 52.59

新井 大輝 斗舛 海斗 石川 裕真 仲村 将 富岡 歩紀 折原 祥太
藤井 祐作 野邊 紘矢 浅倉 和紀 間立 海翔 鳥羽 諒斗 稲葉 源

1組 鳥居塚 旭 吉野 颯人 八木 遥己 青木 蕗敏 佐藤 理仁 小澤 力斗
坂本 頼星 髙根 凜門 佐久間 涼 熊谷 匡眞 所 侑季 宮尾 玲宏

BC4X100mR 我孫子 46.96 太田 47.57 豊四季 47.87 千城台西 51.60
根本 誉 秋本 皐汰 笠倉 侑真 伊藤 楓也

加藤 光乃晋 地曳　祐人 佐藤 怜平 鳥谷 彰義
2組 吉田 広樹 渡利 健人 坂本 壮太 中澤 啓太

福留 亮平 高岡 淳司 三浦 慶大 石原 和真
BC4X100mR 井野 47.57 西の原 50.02 松戸六 50.61 銚子 51.33 七次台 56.23 東海大浦安 市川

鈴木 隆 伊藤 隼人 大手 杏太 髙橋 優良 佐藤 光樹 倉科 匠汰 DQ R3
小池 素輝 牧田 飛翔 木村 洸仁 林 翼 宮越 凌玖 藤原 寛人

3組 今井 佑里 菅原 大也 畔田 健叶 生田 彪馬 守 祐陽 町山 優月
金森 永時 篠塚 柊 矢野 敬太 井口 颯太 山本 陸久 宮本 拓來

BC4X100mR 東邦 47.60 御滝 47.82 東深井 49.31 船橋旭 49.74 習志野三 51.38 妙典 51.66 葛飾
鈴木 遥 萩原 悠翔 松枝 成実 大関 凌平 島田 涼太 田村 一樹

麥野 晃正 大島 賢心 田邉 諒人 久芳 大悟 山田 颯真 阪井 大介
4組 川野 貴弘 遊佐 怜 熊谷 優希 藤井 耀鷹 石井 誠也 菅野 雄斗

岸野 徹太 関根 進吾 小池 泰嗣 新井 渉 平船 遥翔 石橋 琉雅
小森 裕翔 31m36 三坂 拓夢 29m12 井上 光陽 28m78 石岡 建人 27m90 細川 大貴 25m01 猪口 剣仁 23m36 岩本 大知 20m31 飛座 大地彦 20m00
我孫子 白山 海神 原山 おゆみ野南 飯山満 おゆみ野南 南山

9 髙科 晶豊 16m14 宍倉 柊哉 15m62
東庄 ちはら台南

ABCｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 鏑木 颯太朗 53m60 服部 司 53m52 中村 裕翔 51m37 浅倉 優也 49m90 結縄 卓也 47m83 山田 貴幸 45m08 大川 皓斗 44m55 須賀 裕太郎 44m42
決勝 流山北部 市川 御滝 君津 嶺南 清和 松戸六 妙典

9 神原 駿 41m92 長嶋 駿佑 39m56 五十嵐 豪紀 38m85 比連崎 琉聖 35m87 岩間 仁志 33m66 ﾍﾞﾙｶﾞﾗ ﾚﾝｿ 32m54 篠田 康達 31m05 鎌形 晃煕 29m80
松戸六 君津 君津 太田 八街中央 八街 松戸六 銚子五

17 武井 輝 22m59
八街北

気象記録

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 審判長　ﾄﾗｯｸ  隅坂　道昭  ﾌｨｰﾙﾄﾞ　水野　了一 記録主任　　黒田　泰三
10:00 曇 24.0 71 2.4 北北東
11:00 曇 24.5 76 2.4 北東
12:00 曇 24.5 76 3.4 北東
13:00 曇 24.7 76 1.1 北東
14:00 曇 25.0 76 3.6 北北東
15:00 雨 24.5 82 3.1 北東
15:30 雨 23.8 83 1.9 北東

ABC円盤投
(1.500kg)

風速(ｍ)


