
主催 （一財）千葉陸上競技協会

大会コード 21 12 3717
競技場コード 主管 （一財）千葉陸上競技協会

種目

小出 秀政 (2) 11.12 對馬 玲 (2) 11.22 山口 秀都 (3) 11.59 大久保 芯馬 (1) 11.64 戸田 耕輝 (2) 11.66 篠原 輝 (1) 11.70 福田 孝汰 (2) 11.75 金居 秀弥 (2) 11.76

木刈 (+0.5) 常盤平 (+0.5) 葛飾 (+0.5) 木刈 (+1.3) 松戸一 (+0.5) 成田西 (+0.9) 成田高付 (+0.9) 葛飾 (+0.9)

秋田 真宗 (2) 23.49 鈴木 涼太 (2) 23.73 福田 晴仁 (2) 23.95 露崎 翔暉 (2) 24.66 田邉 颯良 (2) 24.74 黒岩 丈豊 (2) 24.92 村尾 海音 (2) 25.24 藤波 翔大 (2) 25.66

太田 (+0.9) 松戸六 (+0.9) 木更津二 (+0.9) 五井 (+1.8) 幕張本郷 (+0.9) 松戸二 (+0.9) 葛飾 (+1.8) 太田 (+1.8)

石渡 翔 (2) 4:14.94 松村 達也 (2) 4:15.17 斎藤 晴樹 (1) 4:18.11 亀井 元己 (2) 4:22.44 桶田 悠生 (2) 4:33.81 木村 直哉 (2) 4:34.42 谷田部 來愛 (1) 4:39.61 今 諒多 (2) 4:41.24

周西 大網 大佐和 浦安 船橋 松戸二 栗源 五井

八木澤 透 (2) 15.64 山崎 伸太郎 (2) 15.91 賀川 然太 (2) 16.53 渡邉 真大 (2) 16.96 冨澤 晴人 (2) 17.49 鈴鹿 左京 (2) 17.95 田中 温羽 (1) 18.09 鈴木 航太 (2) 19.03

松戸六 (-1.4) 房南 (+0.4) 葛飾 (-1.4) 坪井 (-1.4) 木刈 (-1.4) 葛飾 (-1.4) 五井 (-1.4) 松戸二 (-1.4)

松戸六 44.86 太田 45.46 葛飾 46.62 五井 47.50 習志野台 47.50 松戸二 47.61 市川四 48.56 幕張本郷 51.32

小林 温人 (2) 菅野 暖翔 (2) 小野 海城 (2) 小川 隼世 (1) 柵木 一徳 (1) 原 天斗 (2) 弘田 龍之介 (2) 牧野 侑青 (2)

鈴木 涼太 (2) 渡部 透悟 (2) 鈴鹿 左京 (2) 露崎 翔暉 (2) 梁瀬 大幹 (2) 鈴木 航太 (2) 山本 悠樹 (2) 田邉 颯良 (2)

田中 生 (2) 相川 晃彦 (2) 賀川 然太 (2) 青柳 巧海 (2) 白濱 陽太 (1) 宍戸 遥斗 (2) 松岡 幸星 (1) 樋口 翔己 (2)

八木澤 透 (2) 秋田 真宗 (2) 金居 秀弥 (2) 國吉 結稀 (2) 山口 空 (1) 黒岩 丈豊 (2) 白井 勘太郎 (2) 相葉 修斗 (2)

浅井 優 (2) 1m82 1 鵜澤 光佑 (2) 1m82 鈴木 拓翔 (2) 1m73 岡本 英大 (3) 1m70 山口 雄世 (2) 1m65 吉田 景一 (2) 1m60 渡部 透悟 (2) 1m55

松戸五 大穴 田中 房南 ちはら台南 葛飾 太田

糸川 天彰 (2) 3m50 三宅 柊吾 (2) 2m90 井形 庚紀 (2) 2m70

船穂 畑沢 佐倉東

武岡 世航 (2) 6m36 坂田 有弥 (2) 6m25 日開 弘喜 (3) 6m21 樋口 翔己 (2) 6m14 國吉 結稀 (2) 5m85 安永 拓耶 (2) 5m80 齋藤 悠太郎 (2) 5m73 椿 真拓 (1) 5m64

浦安 (+0.1) 畑沢 (+0.6) 葛飾 (-1.3) 幕張本郷 (+0.2) 五井 (-0.7) 新松戸南 (+0.1) 印旛 (+0.4) 大栄 (-0.2)

共通砲丸投 矢野 結蒔 (3) 12m06 加藤 政樹 (2) 10m77 大江 陽斗 (2) 10m73 山本 凌翔 (2) 9m75 ｸｲﾝ ｼﾞｪｲ (2) 9m43 横尾 叡 (2) 9m17 相葉 修斗 (2) 8m36 赤城 翔斗 (1) 7m18

（5.000kg) 新松戸南 八街中央 印旛 新松戸南 松戸六 新松戸南 幕張本郷 松戸六

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)舟橋　昭太　 (ﾌｨｰﾙﾄﾞ)猊倉　克也 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)
9:30 曇 14.5℃ 67% 1.4 m/s
10:00 曇 16.0℃ 74% 1.1 m/s
11:00 曇 17.0℃ 61% 1.0 m/s
12:00 曇 20.0℃ 56% 0.5 m/s
13:00 曇 22.0℃ 50% 1.4 m/s
14:00 曇 19.5℃ 54% 1.1 m/s
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主催 （一財）千葉陸上競技協会

大会コード 21 12 3717
競技場コード 主管 （一財）千葉陸上競技協会

種目

杉本 心結 (2) 12.90 ｵﾋﾞｱｺ 慈那ｲﾌｫｰﾏ (2) 12.95 宇山 理央 (2) 12.97 亀山 美南 (2) 13.00 福井 咲 (2) 13.08 梶ヶ谷 小春 (2) 13.10 小林 卯乃 (2) 13.14 稲田 千夏 (2) 13.18

幕張西 (-1.3) 松戸二 (-0.9) 和名ケ谷 (-1.3) 高柳 (-1.3) 新松戸南 (+1.3) 八街 (-1.3) 井野 (-1.3) 幕張本郷 (-0.9)

佐藤 瑠菜 (2) 26.93 磯部 明音 (1) 27.53 都 優恵 (2) 27.54 水岡 季良 (2) 28.26 大圖 希々 (2) 28.45 辻村 碧彩 (2) 28.50 佐久間 咲稀 (2) 28.52 渡邉 蒼羽 (2) 28.73

松戸六 (-1.1) 松戸二 (-1.1) 新松戸南 (-1.1) 柏南部 (-0.3) 根郷 (-1.1) 習志野四 (-1.1) 五井 (-1.1) 幕張本郷 (-1.1)

石川 舞桜 (1) 4:44.01 手塚 蕾 (1) 4:44.11 今井 悠月 (1) 4:44.16 鵜澤 里桜 (2) 4:45.27 大畑 希來 (2) 4:45.88 菅原 仁子 (1) 4:46.43 寺田 莉子 (1) 4:59.75 島井 彩衣 (2) 5:00.66

岬 佐倉東 五井 本納 土 三田 田中 公津の杜

濱元 香帆 (2) 15.38 坂田 涼音 (1) 15.72 加藤 充悟 (2) 15.78 髙田 千愛 (2) 16.34 上永野 恵茉 (2) 16.51 林田 陽菜花 (2) 16.65 小野島 陽菜 (2) 16.84 藤木 菜月 (2) 16.93

小金 (+0.1) 太田 (+0.1) 西の原 (+0.1) 新松戸南 (+0.1) 葛飾 (-2.0) ちはら台南 (+0.1) 新松戸南 (-3.2) 田中 (-3.2)

新松戸南 50.62 松戸二 52.33 太田 52.66 小金北 52.88 幕張本郷 52.98 松戸六 53.07 葛飾 53.52 五井 54.51

髙田 千愛 (2) ｵﾋﾞｱｺ 慈那ｲﾌｫｰﾏ (2) 江里口 凛 (2) 水島 胡花 (2) 多田 充希 (2) 清水 珠里菜 (2) 有本 実花 (2) 齋藤 あかり (1)

福井 咲 (2) 磯部 明音 (1) 武藤 礼奈 (2) 恩賀 衣音 (2) 稲田 千夏 (2) 佐藤 瑠菜 (2) 永吉 ﾏﾘﾝ (2) 佐久間 咲稀 (2)

都 優恵 (2) 浦上 ちひろ (1) 小池 美桜 (2) 石井 瑠暖 (2) 引地 瑠菜 (2) 大槻 果穂 (2) 上永野 恵茉 (2) 上原 実穂 (2)

八木 南海 (2) 有賀 望織 (1) 坂田 涼音 (1) 大里 知菜 (2) 渡邉 蒼羽 (2) 安本 史佳 (2) 櫻井 空 (2) 山﨑 いろ花 (1)

宮澤 莞子 (2) 1m35 夏海 乃愛 (2) 1m35 中村 藍 (2) 1m30 鈴木 真実 (2) 1m30

大穴 佐倉東 鎌ケ谷 松戸六

小島 満咲 (2) 2m40 鈴木 美羽 (2) 2m10 ｱｽﾗﾝ ｻﾗ (2) 2m00

船穂 太田 太田

峠田 夏希 (2) 5m27 美代 妃美莉 (2) 5m17 武藤 礼奈 (2) 4m85 佐々木 結凪 (1) 4m81 遠藤 唯華 (1) 4m80 大槻 果穂 (2) 4m67 小田 菜々美 (1) 4m57 日比生 希実 (1) 4m56

真砂 (+1.7) 鎌ケ谷二 (+2.1) 太田 (+1.6) 幕張本郷 (+1.3) 西の原 (+0.5) 松戸六 (+2.2) 小金 (+2.2) 西の原 (0.0)

共通砲丸投 山下 春花 (2) 12m05 小野寺 結菜 (2) 11m68 野口 利菜子 (2) 10m03 山室 智咲 (2) 9m15 萩平 美雪 (2) 8m31 牟田 花那 (2) 8m05 瀧澤 紗季 (1) 6m96 千本松 矢茉葉

（2.721kg) 新松戸南 太田 松戸五 田中 鎌ケ谷 新松戸南 五井

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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