
主催 千葉県小中学校体育連盟陸上競技専門部

大会コード
競技場コード 122010

種目
山口　竜 (1) 11.52 諸星　真優 (1) 11.63 黒沼　陽太 (1) 11.67 神戸　毅裕 (1) 11.89 4 内山　清春 (1) 11.89 大竹　爾喜 (1) 11.94 鈴木　武蔵 (1) 12.16 中村　駿太朗 (1) 12.18

神奈川:宮内 (0.0) 東京:清明学園 (0.0) 神奈川:つきみ野 (0.0) 東京:明星学園 (0.0) 千葉:八街南 (0.0) 東京:ひばりが丘 (0.0) 神奈川:浦島丘 (0.0) 東京:渋谷 (0.0)
高橋 悠斗 (2) 11.48 大島　琉偉 (2) 11.49 橋本　結生 (2) 11.51 矢口　峻慈 (2) 11.54 影山　雄翔 (2) 11.57 田畑　隼 (2) 11.58 小河　空矢 (2) 11.65 佐野　勝哉 (2) 11.66

名瀬 (0.0) 神奈川:すすき野 (0.0) 神奈川:岡津 (0.0) 神奈川:岡津 (0.0) 東京:拝島 (0.0) 東京:日野二 (0.0) 神奈川:岡津 (0.0) 東京:東葛西 (0.0)
佐野　勝哉 (2) 22.69 橋本　結生 (2) 22.87 鳥谷　彰義 (2) 22.93 大島　琉偉 (2) 23.19 高橋 悠斗 (2) 23.20 髙根　凜門 (2) 23.36 日髙　裕喜人 (2) 23.53 影山　雄翔 (2) 23.55
東京:東葛西 (0.0) 神奈川:岡津 (0.0) 千葉:千城台西 (0.0) 神奈川:すすき野 (0.0) 名瀬 (0.0) 千葉:栗ｹ沢 (0.0) 神奈川:荏田南 (0.0) 東京:拝島 (0.0)
日髙　裕喜人 (2) 51.91 酒匂　康輝 (2) 52.82 長間　琉 (2) 52.89 吉留　龍之介 (2) 52.95 保坂　仁喜太 (2) 53.50 岩瀬　航 (2) 53.69 松田　悠汰 (2) 53.89 竹尾　拓真 (2) 53.91
神奈川:荏田南 千葉:久寺家 神奈川:都田 千葉:朝日ｹ丘 東京:三鷹六 神奈川:大綱 東京:八坂 東京:鶴川
門間　結乃進 (2) 2:03.10 松田　悠汰 (2) 2:03.45 平林　啓樹 (2) 2:04.13 村中　大河 (2) 2:04.54 牧野　裕一 (2) 2:05.80 入江　大士 (2) 2:06.43 ｸﾚｲ　ｺﾅ大波 (2) 2:06.52 川嶋　康駿 (2) 2:08.56
東京:八王子四 東京:八坂 千葉:高津 千葉:法田 神奈川:宮前平 千葉:西初石 神奈川:片瀬 東京:田無四
藤田　大翔 (2) 4:12.65 山口　智規 (2) 4:14.48 川嶋　康駿 (2) 4:14.95 ﾛﾎﾏﾝ　ｼｭﾓﾝ (2) 4:17.08 鈴木　航平 (2) 4:17.22 斉藤　泰河 (2) 4:17.42 小松　恵達 (2) 4:17.66 伊藤　優真 (1) 4:18.88
千葉:湖北 千葉:銚子二 東京:田無四 神奈川:逗子 神奈川:追浜 神奈川:関東学院 千葉:流山東部 東京:足立十一

相澤　拓摩 (2) 8:54.60 栗田　隆希 (2) 8:54.86 緒方　澪那斗 (2) 8:58.38 山口　智規 (2) 9:11.32 宮岡　凜太 (2) 9:11.87 酒田　康生 (2) 9:14.03 薗部　恭大 (2) 9:17.36 高木　颯大 (2) 9:17.66
千葉:常盤松 千葉:逆井 千葉:大網 千葉:銚子二 神奈川:大正 千葉:新松戸南 神奈川:菅生 東京:砧
矢口　峻慈 (2) 14.78 佐藤　歩海 (2) 15.29 竹尾　和真 (2) 15.32 麻生　悠斗 (2) 15.42 白井　伶欧 (2) 15.58 安藤　晴輝 (2) 15.67 小堀　翔太 (2) 15.69 武藤　隼太 (2) 15.77
神奈川:岡津 (0.0) 神奈川:小田 (0.0) 東京:鶴川 (0.0) 東京:椚田 (0.0) 千葉:二川 (0.0) 東京:本郷 (0.0) 東京:葛美 (0.0) 東京:八王子六 (0.0)
加瀬　塁 (2) 1m79 倉田　智徳 (2) 1m79 ﾀﾞｰｷｰ　ｶｲ栄太 (2) 1m76 南部　宏明 (2) 1m76 戸堀　壮琉 (2) 1m73 山本　拓海 (2) 1m73 櫻井　愛貴 (2) 1m70 加藤　慎之介 (2) 1m65
千葉:旭二 神奈川:伊勢原 神奈川:小田 神奈川:樽町 東京:小岩三 東京:新宿西戸山 東京:立川四 神奈川:塚越
篠塚　浩斗 (2) 4m20 宇佐美　優生 (2) 3m70 島村　涼太 (2) 3m70 麻野　大成 (2) 3m70 青木　悠一郎 (2) 3m50 加瀬 遼大 (2) 3m40 小山　涼介 (1) 3m40 岸本　泰地 (2) 3m30
千葉:小見川 千葉:佐原 東京:立川四 神奈川:田奈 神奈川:保土ｹ谷 嶺南 東京:八王子二 神奈川:小田
坂田　生成 (2) 6m68 植木　優太 (2) 6m55 染野　勇也 (2) 6m46 篠塚　浩斗 (2) 6m44 岡部　聖希士 (2) 6m38 陣立　智弘 (2) 6m32 海野　真斗 (2) 6m22 鳥谷　彰義 (2) 6m18
神奈川:春日野 (0.0) 千葉:本埜 (0.0) 千葉:栗ｹ沢 (0.0) 千葉:小見川 (0.0) 東京:由井 (0.0) 神奈川:大津 (0.0) 神奈川:池上 (0.0) 千葉:千城台西 (0.0)

共通砲丸投
(5.000kg)

岩城　青空 (2) 12m59 飯塚　京介 (2) 12m35 室井　裕貴 (2) 12m10 伊藤　勝也 (2) 11m53 小川　育大 (2) 11m33 角田　翔馬 (2) 11m27 吹田　大知 (2) 11m23 福田　涼太 (2) 10m79
（5.000Kg) 神奈川:浦島丘 千葉:神崎 千葉:土気南 神奈川:南大師 東京:深川五 神奈川:上菅田 神奈川:保土ｹ谷 千葉:旭二

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
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