
No 1
主催 （一財）千葉陸上競技協会

千葉県小中学校体育連盟
主管 千葉県小中学校体育連盟陸上競技専門部

大会コード 19 12 3302 柏・松戸・葛北支部
競技場コード 122060

日付 種目
栗原 青空 (1) 12.15 鈴木 涼太 (1) 12.30 對馬 玲 (1) 12.53 山本 健心 (1) 12.59 石鍋 巴琉 (1) 13.07 田中 凜 (1) 13.23 中村 圭佑 (1) 13.25 久保田 陸翔 (1) 13.26
風早中 (+0.7) 松戸六中 (+0.7) 常盤平中 (+0.7) 中原中 (+0.7) 柏南部中 (+0.7) 和名ケ谷中 (+0.5) 六実中 (+0.5) 東深井中 (+0.6)

髙橋 俊佑 (2) 11.82 寺田 智彦 (2) 11.86 相良 治毅 (2) 11.92 田畑 颯大 (2) 11.95 松崎 零 (2) 12.06 竹内 陽海 (2) 12.11 金枝 青空 (2) 12.15 磯部 雅隆 (2) 12.24
西初石中 (-0.2) 松葉中 (+0.6) 西原中 (-0.2) 流山北部中 (-0.2) 小金南中 (-0.2) 野田南部中 (+0.9) 専修大松戸中 (-0.2) 中原中 (-0.2)
永井 大道 (3) 11.29 浮谷 幸司 (3) 11.62 塚田 大翔 (3) 11.71 志村 将貴 (3) 11.77 大橋 貫太 (3) 11.80 魚津 慶吾 (3) 11.83 小谷 永和 (3) 11.86 木村 凜翔 (3) 11.94

専修大松戸中 (-0.1) 常盤平中 (-0.1) 田中中 (-0.1) 柏二中 (-0.1) 松葉中 (-0.1) 新松戸南中 (-0.1) 柏二中 (+0.7) 野田南部中 (-0.1)
永井 大道 (3) 22.55 塚田 大翔 (3) 23.47 髙橋 俊佑 (2) 23.71 浮谷 幸司 (3) 23.72 魚津 慶吾 (3) 23.73 若松 莉玖 (3) 23.82 古宇田 和輝 (2) 23.88 中村 優 (3) 23.93

専修大松戸中 (-0.2) 田中中 (-0.2) 西初石中 (-0.2) 常盤平中 (-0.4) 新松戸南中 (-0.2) 野田一中 (-0.1) 野田南部中 (-0.2) 松葉中 (+0.1)
浮谷 健司 (3) 53.57 古宇田 和輝 (2) 53.79 田口 真裟斗 (3) 54.88 千田 泰己 (3) 55.10 野崎 愛翔 (3) 55.36 金子 塑良 (2) 55.53 矢尾板 泰輝 (3) 55.55 寺井 優人 (2) 55.74
常盤平中 野田南部中 柏二中 酒井根中 野田一中 野田南部中 酒井根中 根木内中
鈴木 奥介 (3) 2:01.54 大沼 陽登 (3) 2:02.33 田代 陽斗 (3) 2:03.31 長野 天輝 (3) 2:06.02 吉岡 龍一 (2) 2:06.60 亀田 伊織 (3) 2:06.82 阿山 珠吏 (2) 2:07.84 丹野 人和 (3) 2:10.09
中原中 中原中 柏五中 南流山中 田中中 野田二中 小金南中 根木内中

唐澤 大地 (1) 4:34.54 石井 優太 (1) 4:35.79 俄羽 波來斗 (1) 4:36.59 河嶋 晃汰 (1) 4:37.39 渡邉 樹 (1) 4:38.14 高塚 陽向 (1) 4:41.45 森田 瑛斗 (1) 4:41.75 轟 敦史 (1) 4:41.98
野田南部中 流山南部中 野田北部中 松戸六中 松葉中 西原中 西原中 松葉中
小平 敦之 (3) 4:04.39 染谷 雄大 (3) 4:06.76 大沼 陽登 (3) 4:12.74 小松 優輝 (3) 4:14.36 児玉 康介 (3) 4:14.52 荒井 一翔 (2) 4:15.12 澤田 勇希 (3) 4:18.57 佐々木 笙伍 (3) 4:19.81
柏二中 おおたかの森中 中原中 松葉中 柏中 野田一中 柏五中 西原中

染谷 雄大 (3) 8:55.38 小松 優輝 (3) 8:57.91 小平 敦之 (3) 8:58.19 児玉 康介 (3) 8:59.76 宮崎 優 (2) 9:14.98 阿部 結斗 (2) 9:19.03 鈴木 健太 (3) 9:19.04 荒井 一翔 (2) 9:24.31
おおたかの森中 松葉中 柏二中 柏中 大津ケ丘中 大津ケ丘中 常盤平中 野田一中

共通110mH 塚田 大翔 (3) 15.32 吉村 統哉 (3) 15.98 中島 景太 (3) 16.10 山中 恭介 (2) 16.75 加藤 輝哉 (3) 16.76 染谷 倫太郎 (3) 17.11 和美 真平 (3) 17.25 榊田 弘貴 (3) 17.72
(0.914m) 田中中 (-0.5) 豊四季中 (-0.5) 柏南部中 (-0.5) 松戸六中 (-0.5) 松戸四中 (-0.5) 野田東部中 (-0.8) 中原中 (-0.8) 逆井中 (0.0)

野田南部中 45.11 松葉中 45.12 小金中 45.51 野田一中 45.68 野田北部中 45.97 川間中 46.16 西初石中 46.22 新松戸南中 46.28
佐藤 唯人 (3) 中村 優 (3) 吉村 瞬 (2) 鈴木 颯真 (3) 浅野 晃輝 (3) 小玉 来樹 (2) 鷲谷 慎之助 (2) 波平 倫弥 (3)

稲崎 隆士 (3) 黒澤 奈士 (3) 木村 拓真 (3) 若松 莉玖 (3) 飯塚 琉之助 (3) 北奥 黎児 (3) 髙橋 俊佑 (2) 魚津 慶吾 (3)

古宇田 和輝 (2) 寺田 智彦 (2) ﾁｭｸﾈﾚ ｼﾞｮｴﾙ優人 (3) 内田 煌也 (3) 池田 柊 (3) 金杉 渉夢 (3) 滝本 愛斗 (2) 髙橋 裕貴 (2)

木村 凜翔 (3) 大橋 貫太 (3) 福田 悠介 (3) 野崎 愛翔 (3) 大塚 翔太 (3) 松本 斗輝 (2) 山﨑 康平 (3) 能渡 敬一 (3)

堀内 勇希 (3) 1m79 茂木 奏太 (3) 1m76 古賀 大翔 (2) 1m70 福井 新登 (3) 1m65 菊池 真人 (3) 1m60 鈴木 鳳竜 (3) 1m60 片山 楓真 (2) 1m55 帆刈 大夢 (2) 1m55
豊四季中 野田一中 流山南部中 豊四季中 野田北部中 松戸四中 豊四季中 風早中

四野宮 希歩 (1) 5m33 對馬 玲 (1) 5m19 久保田 陸翔 (1) 5m03 中野 元喜 (1) 4m77 稲崎 隆斗 (1) 4m54 川久保 勇輝 (1) 4m52 岡﨑 陽士 (1) 4m48 金子 智哉 (1) 4m42
南流山中 (+0.3) 常盤平中 (+1.0) 東深井中 (+0.8) 野田二中 (+0.4) 野田南部中 (-0.1) 柏五中 (+0.3) 新松戸南中 (+0.2) 川間中 (+0.3)

佐々木 琉聖 (3) 5m85 久代 晴己 (3) 5m74 宮川 仁来 (3) 5m71 松崎 零 (2) 5m68 鈴木 志晟 (3) 5m67 大鷲 泰生 (3) 5m62 中丸 創 (3) 5m60 内田 煌也 (3) 5m50
酒井根中 (+0.8) 流山南部中 (0.0) 小金南中 (+0.9) 小金南中 (+0.7) 柏中 (0.0) 流山東部中 (-0.7) 常盤松中 (+0.6) 野田一中 (-0.8)

砲丸投 横尾 樹 (3) 14m30 髙橋 大希 (3) 11m17 渡辺 諒 (3) 9m43 若菜 大知 (3) 9m35 木村 勇志 (3) 9m24 荒 巧 (3) 8m99 矢野 結蒔 (2) 8m63 入谷 春士 (2) 8m54
(5.000kg) 新松戸南中 古ケ崎中 松戸四中 酒井根中 おおたかの森中 野田南部中 新松戸南中 小金南中

共通男子四種 島田 駿 (3) 2392 山田 凌輔 (3) 1672 大野 天望呈 (3) DNF
常盤平中 常盤平中 小金南中

110mH(0.914m) 15.81 -0.4 754 18.41 -0.4 486 16.51 -0.4

砲丸投(4.000kg) 8m81 414 8m53 398 7m70
走高跳 1m76 593 1m40 317
400m 54.22 631 58.34 471

1
・
2

1年走幅跳

2 共通走幅跳

1

2 走高跳

1

2

1

共通3000m

1

2 共通4X100mR

2

1

1

2

共通800m

１年1500m

共通1500m

3年100m

1年100m

2年100m

2

1

グラウンドコンディション

8位

第40回千葉県中学校陸上競技記録会柏大会 決勝一覧表（男子）
令和元年6月1日（土）2日（日）
千葉県立柏の葉公園総合競技場
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日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2019/06/01 08:00 晴 23.0 50.0 北西 0.8 2019/06/02 08:00 曇 25.0 55.0 西北西 0.1

09:00 晴 24.0 50.0 北北西 0.7 09:00 曇 25.0 60.0 北 0.1

10:00 晴 26.0 40.0 南東 1.8 10:00 曇 26.0 47.0 北西 0.7

11:00 晴 26.0 40.0 北西 1.6 11:00 曇 26.0 45.0 南 0.8

12:00 晴 27.0 40.0 北北西 1.5 12:00 曇 26.0 45.0 北西 0.0

13:00 晴 26.0 43.0 北西 1.5 13:00 曇 27.0 45.0 南南西 1.1

14:00 曇 25.0 42.0 南西 1.4 14:00 曇 26.0 40.0 南西 1.8

15:00 曇 25.0 40.0 南西 1.2 14:47 曇 26.0 38.0 南 0.7

15:15 曇 26.0 42.0 西 3.4

審判長　(トラック)　黒岩　裕（フィールド）篠塚　弘明　記録主任　矢野　隆照


