
№1

第２回千葉県・神奈川県中学校陸上競技合同練習会記録会 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
1､2年30m 臼井 大 (1) 4.29 小田 晃裕 (1) 4.35 小川 空矢 (1) 4.42 海谷 真生 (1) 4.44 瀬戸 徹眞 (1) 4.54 畠山 達哉 (1) 4.63

1組 千葉:栄 (-0.3) 神奈川:井田 (-0.3) 神奈川:岡津 (-0.3) 千葉:葛飾 (-0.3) 神奈川:湘洋 (-0.3) 千葉:土気南 (-0.3)
1､2年30m 安達 海渡 (2) 4.28 大野 智路 (2) 4.34 野邊 紘矢 (2) 4.37 新名 譲 (2) 4.46 加藤 光乃晋 (2) 4.48

2組 千葉:湖北 (-1.3) 千葉:幕張本郷 (-1.3) 千葉:栗ヶ沢 (-1.3) 神奈川:寺尾 (-1.3) 千葉:我孫子 (-1.3)
1､2年30m 中村 光太郎 (2) 4.26 大洲 蒼空 (2) 4.29 京谷 雄斗 (2) 4.34 福田 大貴 (2) 4.39 小島 隼人 (2) 4.69

3組 千葉:東高津 (-2.7) 神奈川:塚越 (-2.7) 神奈川:市場 (-2.7) 神奈川:塚越 (-2.7) 神奈川:大船 (-2.7)
1､2年30m 吉田 誠 (2) 4.14 今井 佑里 (2) 4.18 藤原 寛人 (2) 4.23 清水 凱斗 (2) 4.24 吉橋 孝維 (2) 4.28 飯田 夢空 (2) 4.36

4組 千葉:冨士見 (-1.9) 千葉:井野 (-1.9) 千葉:東海大浦安 (-1.9) 神奈川:原 (-1.9) 千葉:四街道西 (-1.9) 神奈川:六会 (-1.9)
1､2年30m 吉田 誠 (2) 4.14 今井 佑里 (2) 4.18 藤原 寛人 (2) 4.23 清水 凱斗 (2) 4.24 中村 光太郎 (2) 4.26 安達 海渡 (2) 4.28 6 吉橋 孝維 (2) 4.28 大洲 蒼空 (2) 4.29

top8 千葉:冨士見 (-1.9) 千葉:井野 (-1.9) 千葉:東海大浦安 (-1.9) 神奈川:原 (-1.9) 千葉:東高津 (-2.7) 千葉:湖北 (-1.3) 千葉:四街道西 (-1.9) 神奈川:塚越 (-2.7)
臼井 大 (1) 4.29
千葉:栄 (-0.3)

1､2年150m 小田 晃裕 (1) 18.00 臼井 大 (1) 18.24 瀬戸 徹眞 (1) 19.03
1組 神奈川:井田 (-0.8) 千葉:栄 (-0.8) 神奈川:湘洋 (-0.8)

1､2年150m 鳥谷 彰義 (1) 17.85 小川 空矢 (1) 18.40 清水 大地 (1) 18.90 畠山 達哉 (1) 20.17
2組 千葉:千城台西 (-2.9) 神奈川:岡津 (-2.9) 神奈川:手広 (-2.9) 千葉:土気南 (-2.9)

1､2年150m 片岡 巧 (2) 17.59 小林 真名世 (2) 17.74 関根 悠佑 (2) 18.35 新名 譲 (2) 18.37 高岡 淳司 (2) 18.62 内藤 幹太 (2) 19.02
3組 神奈川:塚越 (-3.2) 神奈川:奈良 (-3.2) 神奈川:樽町 (-3.2) 神奈川:寺尾 (-3.2) 千葉:太田 (-3.2) 神奈川:塚越 (-3.2)

1､2年150m 京谷 雄斗 (2) 17.46 佐藤 圭 (2) 17.93 大野 智路 (2) 18.10 細井 尚輝 (2) 18.35 木村 洸仁 (2) 18.36 西元 篤 (2) 18.70 宮地 玄 (2) 18.87
4組 神奈川:市場 (-1.3) 千葉:鴨川 (-1.3) 千葉:幕張本郷 (-1.3) 神奈川:奈良 (-1.3) 千葉:松戸六 (-1.3) 神奈川:樽町 (-1.3) 神奈川:並木 (-1.3)

1､2年150m 坂本 頼星 (2) 17.45 瀬川 晃暉 (2) 17.59 加藤 光乃晋 (2) 17.88 根本 誉 (2) 17.91 福田 大貴 (2) 17.98 野邊 紘矢 (2) 18.06
5組 千葉:ちはら台南 (-1.9) 神奈川:井田 (-1.9) 千葉:我孫子 (-1.9) 千葉:我孫子 (-1.9) 神奈川:塚越 (-1.9) 千葉:栗ヶ沢 (-1.9)

1､2年150m 吉田 誠 (2) 17.14 今井 佑里 (2) 17.22 清水 凱斗 (2) 17.30 吉橋 孝維 (2) 17.48 飯田 夢空 (2) 17.53 中村 光太郎 (2) 17.56 中村 圭汰 (2) 17.92
6組 千葉:冨士見 (-1.7) 千葉:井野 (-1.7) 神奈川:原 (-1.7) 千葉:四街道西 (-1.7) 神奈川:六会 (-1.7) 千葉:東高津 (-1.7) 神奈川:東橘 (-1.7)

1､2年150m 吉田 誠 (2) 17.14 今井 佑里 (2) 17.22 清水 凱斗 (2) 17.30 坂本 頼星 (2) 17.45 京谷 雄斗 (2) 17.46 吉橋 孝維 (2) 17.48 飯田 夢空 (2) 17.53 中村 光太郎 (2) 17.56
top8 千葉:冨士見 (-1.7) 千葉:井野 (-1.7) 神奈川:原 (-1.7) 千葉:ちはら台南 (-1.9) 神奈川:市場 (-1.3) 千葉:四街道西 (-1.7) 神奈川:六会 (-1.7) 千葉:東高津 (-1.7)

300m 渡利 健人 (2) 37.24 細井 尚輝 (2) 38.73 清水 大地 (1) 39.20 河合 聡宏 (2) 39.22 西元 篤 (2) 39.87
1組 千葉:太田 (0.0) 神奈川:奈良 (0.0) 神奈川:手広 (0.0) 神奈川:岡津 (0.0) 神奈川:樽町 (0.0)

300m 大洲 蒼空 (2) 36.62 坂本 頼星 (2) 37.22 佐藤 圭 (2) 38.12 宮地 玄 (2) 39.45 名波 遼介 (2) 39.46
2組 神奈川:塚越 (0.0) 千葉:ちはら台南 (0.0) 千葉:鴨川 (0.0) 神奈川:並木 (0.0) 千葉:増穂 (0.0)

300m 正岡 悠 (2) 37.20 1 平林 翼 (2) 37.20 関川 芯 (2) 38.17
3組 神奈川:清新 (0.0) 神奈川:日本大学 (0.0) 千葉:旭一 (0.0)

300m 大洲 蒼空 (2) 36.62 正岡 悠 (2) 37.20 2 平林 翼 (2) 37.20 坂本 頼星 (2) 37.22 渡利 健人 (2) 37.24 佐藤 圭 (2) 38.12 関川 芯 (2) 38.17 細井 尚輝 (2) 38.73
top8 神奈川:塚越 (0.0) 神奈川:清新 (0.0) 神奈川:日本大学 (0.0) 千葉:ちはら台南 (0.0) 千葉:太田 (0.0) 千葉:鴨川 (0.0) 千葉:旭一 (0.0) 神奈川:奈良 (0.0)

1000m 田村 悠至 (2) 2:46.04 橘 裕樹 (2) 2:46.32 河合 聡宏 (2) 2:49.39 内田 杜和 (2) 2:49.67 上山 時生 (2) 2:50.45 居馬 颯汰 (1) 2:51.35 中澤 浩太 (2) 2:52.12 杉本 健斗 (2) 2:55.79
1組 神奈川:南大師 千葉:ちはら台南 神奈川:岡津 神奈川:大綱 神奈川:新田 神奈川:東野 神奈川:引地台 神奈川:岡津

9 三橋 爽生 (2) 3:03.66
神奈川:西浜

1000m 渡利 健人 (2) 2:39.38 鳥塚 健太 (2) 2:45.41 菅野 真也 (2) 2:46.62 名波 遼介 (2) 2:48.49 石口 大地 (2) 2:49.23 田丸 颯 (2) 2:49.25 平林 翼 (2) 2:54.15
2組 千葉:太田 神奈川:中和田 神奈川:寺尾 千葉:増穂 神奈川:笹下 神奈川:都田 神奈川:日本大学

1000m 渡利 健人 (2) 2:39.38 鳥塚 健太 (2) 2:45.41 田村 悠至 (2) 2:46.04 橘 裕樹 (2) 2:46.32 菅野 真也 (2) 2:46.62 名波 遼介 (2) 2:48.49 石口 大地 (2) 2:49.23 田丸 颯 (2) 2:49.25
top8 千葉:太田 神奈川:中和田 神奈川:南大師 千葉:ちはら台南 神奈川:寺尾 千葉:増穂 神奈川:笹下 神奈川:都田

2000m 小林 爽 (2) 5:44.05 佐藤 俊介 (2) 5:44.25 五十嵐 太洋 (2) 5:44.29 藤島 幹大 (2) 5:44.30 内田 杜和 (2) 5:49.83 菅野 真也 (2) 5:55.48 田丸 颯 (2) 5:55.80 田村 悠至 (2) 6:01.40
千葉:常盤平 千葉:西初石 千葉:鎌ケ谷 千葉:旭町 神奈川:大綱 神奈川:寺尾 神奈川:都田 神奈川:南大師

9 川添 健人 (2) 6:01.91 山下 利玖 (1) 6:02.26 上山 時生 (2) 6:03.12 中澤 浩太 (2) 6:04.26 石口 大地 (2) 6:10.25 居馬 颯汰 (1) 6:12.94 三橋 爽生 (2) 6:18.36 杉本 健斗 (2) 6:18.73
千葉:鎌ケ谷五 千葉:布佐 神奈川:新田 神奈川:引地台 神奈川:笹下 神奈川:東野 神奈川:西浜 神奈川:岡津

60mH 1st 柾木 拓 (2) 8.97 大島 賢心 (2) 8.99 新井 渉 (2) 9.52 中嶋 優斗 (2) 9.56 鈴木 将馬 (2) 9.79 小島 隼人 (2) 10.40
1組 神奈川:宮前平 (-0.3) 千葉:御滝 (-0.3) 千葉:船橋旭 (-0.3) 千葉:葛飾 (-0.3) 千葉:君津 (-0.3) 神奈川:大船 (-0.3)

60mH 1st 片岡 巧 (2) 8.43 米山 大晟 (2) 8.48 小林 真名世 (2) 8.57 安達 海渡 (2) 8.75 林 太一 (2) 8.78 関根 悠佑 (2) 8.89 木村 洸仁 (2) 9.61
2組 神奈川:塚越 (-3.0) 神奈川:茅ヶ崎 (-3.0) 神奈川:奈良 (-3.0) 千葉:湖北 (-3.0) 千葉:旭一 (-3.0) 神奈川:樽町 (-3.0) 千葉:松戸六 (-3.0)

平成２９年３月２５日（土）
船橋市運動公園陸上競技場

8位1位 2位 3位 4位 6位 7位5位



№2

第２回千葉県・神奈川県中学校陸上競技合同練習会記録会 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２９年３月２５日（土）
船橋市運動公園陸上競技場

8位1位 2位 3位 4位 6位 7位5位
鶴町 蓮太郎 (2) 1m80 西山 望明 (2) 1m80 米井 賢伸 (2) 1m70 4 根本 誉 (2) 1m70 青木 隆幸 (2) 1m70 ﾀﾞｰｷｰ ｶｲ 栄太 (1) 1m60
千葉:布佐 千葉:湖北 千葉:幕張本郷 千葉:我孫子 神奈川:保土ケ谷 神奈川:小田
伊藤 頼 (2) 4m00 池田 悠人 (1) 4m00 平原 蒼汰 (2) 3m80 杉山 瑞輝 (2) 3m60 佐藤 迪冶 (2) 3m60 浅倉 和紀 (2) 3m60 石川 敬梧 (2) 3m20 徳永 暖大 (1) 2m50

千葉:嶺南 神奈川:上菅田 千葉:佐原 神奈川:小田 神奈川:上菅田 千葉:君津 千葉:桜台 千葉:君津
9 宇佐美 優生 (1) 2m30
千葉:佐原
小林 央芽 (2) 6m10 柾木 拓 (2) 6m08 酒井 雷熙 (2) 5m83 高岡 淳司 (2) 5m65 鳥谷 彰義 (1) 5m58 矢野 敬太 (2) 5m51 尾﨑 昴月 (2) 5m40
千葉:成田 (-0.1) 神奈川:宮前平 (-1.4) 千葉:田中 (-1.5) 千葉:太田 (-1.9) 千葉:千城台西 (+1.7) 千葉:松戸六 (+1.5) 千葉:松戸二 (+1.6)
政安 和 (2) 13m37 米山 大晟 (2) 12m76 内藤 幹太 (2) 12m76 宇田川 大翔 (2) 12m71 岩撫 健太郎 (2) 12m71 井口 颯太 (2) 11m97 坂井 優太 (2) 11m49 斗舛 海翔 (2) 10m81

神奈川:山内 神奈川:茅ヶ崎 神奈川:塚越 神奈川:南希望が丘 神奈川:中川西 千葉:銚子 神奈川:西谷 千葉:栗ヶ沢
9 宮本 孝佑 (2) 10m36 栗田 拓実 (2) 10m22 永嶋 隼弥 (2) 9m98
千葉:御滝 千葉:ちはら台南 千葉:ちはら台南

走高跳

棒高跳

走幅跳

砲丸投(5.000kg)


