
主催（公財）日本陸上競技連盟 （公財）日本中学校体育連盟
大会コード 千葉県教育委員会 千葉市教育委員会

競技場コード （公財）千葉県体育協会 千葉県小中学校体育連盟
（一財）千葉陸上競技協会

日付 種目
１年100m 濁川 優 (1) 12.31 内山 清春 (1) 12.37 永井 大道 (1) 12.46 宮崎 留樺 (1) 12.63 春名 一汰 (1) 12.64 北奥 黎児 (1) 12.64 山﨑 真央 (1) 12.67 長谷川 巧光 (1) 12.75

風力：-1.3m 小中台 八街南 専修大松戸 山田 おゆみ野南 川間 成田西 八街南
２年100m 鳥谷 彰義 (2) 11.54 和賀 弘志 (2) 11.69 黒澤 亮太 (2) 11.78 大木 祥太朗 (2) 11.85 髙根 凜門 (2) 11.92 6) 馬場 聖也 (2) 11.97 6) 吉岡 道泰 (2) 11.97 金山 來生 (2) 12.14

風力：-0.8m 千城台西 本納 市川四 光 栗ヶ沢 富里 松戸四 松戸一
３年100m 藤原 寛人 (3) 11.08 増田 周汰 (3) 11.26 吉田 誠 (3) 11.31 海老澤 蓮 (3) 11.43 小池 素輝 (3) 11.55 武内 悠吾 (3) 11.60 高橋 直人 (3) 11.63

風力：-0.6m 東海大浦安 福栄 冨士見 西原 井野 生浜 新松戸南
共通200m 今井 佑里 (3) 22.62 中村 光太郎 (3) 22.81 長江 佑人 (3) 23.00 三田寺 虎琉 (3) 23.01 佐々木 駿 (3) 23.08 吉橋 孝維 (3) 23.35 小原 敏史 (3) 23.40 前田 夏輝 (3) 23.61

風力：-1.8m 井野 東高津 四街道 牧野原 千葉日大一 四街道西 嶺南 二宮
成沢 秀人 (3) 50.87 眞々田 洸大 (3) 51.50 後藤 瑠綺亜 (3) 51.58 山本 峻汰 (3) 51.70 藤見 真波人 (3) 52.00 佐藤 圭 (3) 52.09 本井 裕人 (3) 52.34 三井 暖 (3) 52.57

船橋 酒々井 山王 公津の杜 大和田 鴨川 習志野台 宮本
渡利 健人 (3) 1:59.30 吉田 力 (3) 1:59.40 中山 遥稀 (3) 1:59.48 名波 遼介 (3) 1:59.82 稲葉 源 (3) 2:01.66 田中 哲誠 (3) 2:02.15 油谷 航亮 (3) 2:04.98 佐々木 雄大 (3) 2:08.72

太田 小金南 小金北 増穂 木刈 辰巳台 打瀬 市川八
小松 優輝 (1) 4:26.33 小平 敦之 (1) 4:26.53 大沼 陽登 (1) 4:27.47 興野 晶洋 (1) 4:28.11 飯田 波輝 (1) 4:28.80 岩田 一冴 (1) 4:29.16 二井 琉輝 (1) 4:29.38 染谷 雄大 (1) 4:29.47

松葉 柏二 中原 湖北 岩名 小見川 我孫子 おおたかの森

佐藤 俊介 (3) 4:07.52 小林 爽 (3) 4:08.48 本木 寛大 (3) 4:09.29 小薬 空 (3) 4:09.58 吉田 優太 (3) 4:10.34 舘林 佑介 (3) 4:11.05 大賀 雄太 (3) 4:11.48 平野 佳祐 (3) 4:12.74
西初石 常盤平 横芝 中原 柏南部 西志津 船橋 松戸四

野島 健太 (3) 8:55.07 藤島 幹大 (3) 8:57.62 栗田 隆希 (2) 8:59.10 田村 龍一 (3) 9:02.73 親里 海輝 (3) 9:05.13 佐藤 条二 (3) 9:05.18 野島 悠太 (3) 9:05.21 椎木 幹太 (3) 9:06.08
白山 旭町 逆井 宮本 白山 新松戸南 白山 大網

共通110mH 安達 海渡 (3) 14.64 林 太一 (3) 14.79 鈴木 玖琉 (3) 14.99 三浦 慶大 (3) 15.04 志村 大貴 (3) 15.12 坂本 颯 (3) 15.26 安藤 良介 (3) 15.43 嶋田 健 (3) 15.56
風力：-1.1m 湖北 旭一 岩名 豊四季 柏二 河原塚 昭和 古ヶ崎

井野 43.50 松戸四 43.50 岩名 44.05 栗ヶ沢 44.15 御滝 44.23 嶺南 44.36 我孫子 44.39 太田 44.78
金森 永時 (3) GR 小玉 風太 (3) GR 石居 秀斗 (3) 斗舛 海翔 (3) 阿部 天馬 (2) 小宮 大貴 (3) 吉田 広樹 (3) 鈴木 文隆 (3)

小池 素輝 (3) 星 存人 (3) 鈴木 玖琉 (3) 吉野 颯人 (3) 大島 賢心 (3) 佐藤 翼 (3) 加藤 光乃晋 (3) 秋本 皐汰 (3)

今井 佑里 (3) 髙橋 佑汰 (3) 阿部 新 (3) 野邊 紘矢 (3) 中畑 生羽 (3) 伊藤 頼 (3) 草彅 康太 (3) 渡利 健人 (3)

鈴木 隆 (3) 吉岡 道泰 (2) 永井 嵩人 (3) 髙根 凜門 (2) 関根 進吾 (3) 小原 敏史 (3) 根本 誉 (3) 高岡 淳司 (3)

西山 望明 (3) 1m91 大津 晃樹 (3) 1m88 永野 明斗 (3) 1m85 岡安 正樹 (3) 1m85 西城 岳流 (3) 1m82 小林 龍音 (3) 1m79 鶴町 蓮太郎 (3) 1m79 名智 北斗 (3) 1m79
湖北 豊四季 習志野台 岩名 風早 井野 布佐 旭二

伊藤 頼 (3) 4m10 2)平原 蒼汰 (3) 4m00 2) 飯塚 蒼太 (3) 4m00 浅倉 和紀 (3) 3m90 岩﨑 大輝 (3) 3m80 佐藤 翼 (3) 3m70 柴入 拓矢 (3) 3m60 﨑山 友貴 (3) 3m60
嶺南 佐原 印西 君津 印西 嶺南 神崎 東庄

大河 将太郎 (1) 5m68 滝沢 毅 (1) 5m57 遠藤 祐翔 (1) 5m46 間宮 一颯 (1) 5m40 山口 幸樹 (1) 5m33 鈴木 悠友 (1) 5m26 福原 弘大 (1) 5m17 渡邊 耀介 (1) 5m05
旭町 (+0.1) 四街道 (+0.1) 下総 (0.0) 鴨川 (0.0) 中台 (0.0) 上志津 (-0.8) 周西 (-0.6) 前原 (-0.4)

酒井 雷熙 (3) 6m87 宮部 灯哉 (3) 6m73 酒巻 秀汰 (3) 6m43 中吉 紘也 (3) 6m42 吉野 颯人 (3) 6m36 山田 直輝 (3) 6m29 伊藤 隼人 (2) 6m27 佐久間 大貴 (3) 6m24
田中 (+2.0) 習志野二 (+4.5) 西初石 (+1.7) 宮本 (+1.8) 栗ヶ沢 (+3.4) 冨士見 (+2.8) 西の原 (+2.8) 小櫃 (+1.3)

共通砲丸投 井口 颯太 (3) 13m62 永嶋 隼弥 (3) 12m33 斗舛 海翔 (3) 12m14 宮本 孝佑 (3) 12m05 涌井 晴人 (3) 11m94 三上 大輝 (3) 11m64 幡野 柊治 (3) 11m43 笹 光希 (3) 11m34
（5.000kg) 銚子 ちはら台南 栗ヶ沢 御滝 大和田 船橋旭 飯山満 松戸一

共通四種競技 前川 千寛 (3) 2317 入佐 隼斗 (3) 2304 大保 海斗 (3) 2293 高岡 淳司 (3) 2198 佐藤 欧介 (3) 2185 吉野 綾馬 (3) 2185 能勢 航大 (3) 2164 加瀬 翔太郎 (3) 2127
おゆみ野南 常盤平 法田 太田 常盤平 西の原 泉谷 大和田

110mH(0.914m) 15.72 0.0 765 16.41 -0.3 687 16.89 -0.3 636 16.18 0.0 713 15.60 -0.3 778 16.86 0.0 639 16.09 -0.3 723 18.06 -0.3 518
砲丸投(4.000kg) 10m19 497 9m90 480 9m71 468 9m32 445 9m72 469 11m76 592 9m91 480 10m97 544

走高跳 1m62 480 1m65 504 1m68 528 1m56 434 1m62 480 1m56 434 1m62 480 1m71 552
400m 55.61 575 54.17 633 53.48 661 54.82 606 58.71 458 57.03 520 58.08 481 57.21 513

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)隅 坂 　道 昭　　(ﾌｨｰﾙﾄﾞ・混成)吉 原　　廣　　(招集所)門 目　　誠記録主任：黒 田　 泰 三

四種競技：(110ｍＨ 高さ0.914m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ9.14m  砲丸投 重さ4.000kg）
ＧＲ：大会記録

気象記録　1日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 2日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

9:00 曇 25.3 90.0 北東 9:30 晴 26.2 78.0 北北東
10:00 雨 25.4 95.0 南南東 10:00 晴 26.8 73.0 北東
11:00 曇 25.3 94.0 南南東 11:00 晴 28.1 68.0 南西
12:00 曇 25.4 94.0 北北東 12:00 晴 28.9 64.0 南南西
13:00 曇 25.5 94.0 北北東 13:00 晴 28.7 64.0 南
14:00 曇 24.8 86.0 北北東 14:00 晴 29.6 59.0 南
15:00 曇 25.0 74.0 北北東 15:00 晴 29.2 62.0 南
16:00 雨 24.8 73.0 北北東 16:00 晴 28.9 63.0 南
17:00 曇 24.9 71.0 東
17:30 晴 25.0 70.0 南南西

共通走高跳

決勝記録一覧表（男子）
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第６３回全日本中学校通信陸上競技大会　千葉県大会
兼第44回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
兼第45回関東中学校陸上競技大会予選会
兼第72回国体千葉県大会陸上競技会少年の部選考会

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

共通400m

1.3
1.7
2.02.5

風速(ｍ)

0.9
1.30.5

8位1位 2位 3位 4位 6位 7位5位

1.3

1.6

1.7

1.1

１年走幅跳

1.0

風速(ｍ)

1.4

共通走幅跳

2.9

1.3

1.8
1.7

0.5


