
主催 （一財）千葉陸上競技協会
千葉県小中学校体育連盟

大会コード 22 12 3301
競技場コード 122010

日付 種目
小寺　慎之介 (1) 12.41 上野　朔 (1) 12.75 美野　颯汰 (1) 12.80 篠原　蒼司 (1) 13.01 廣田　晴春 (1) 13.02 船田　健太 (1) 13.04 山田　悠太 (1) 13.09 土屋　大樹 (1) 13.11
習志野四 (-0.2) 下貝塚 (-0.2) 船橋旭 (0.0) 坪井 (-0.2) 鎌ケ谷五 (+0.1) 東海大浦安 (0.0) 市川二 (-0.2) 市川 (0.0)

村上　颯太朗 (2) 11.46 榊　俊樹 (2) 11.91 宇田川　滉太 (2) 11.93 青木　優翔 (2) 11.95 秋山　煌太 (2) 12.01 小西　創太 (2) 12.04 桝崎　吾人 (2) 12.05 松川　玄虹 (2) 12.05
千葉日大一 (-0.9) 船橋旭 (-0.9) 我孫子 (-0.9) 市川 (-0.9) 市川四 (-0.9) 市川四 (-0.9) 市川四 (+0.6) 宮本 (+1.6)
小幡　俊輔 (3) 11.44 竹内　丈 (3) 11.51 福原　敬尋 (3) 11.62 青山　竣哉 (3) 11.68 秋山　皓祇 (3) 11.75 舟山　莉功 (3) 11.81 友野　颯人 (3) 11.93 丸金　汰空海 (3) 11.96
習志野四 (-1.2) 東邦大東邦 (-1.2) 宮本 (-1.2) 千葉日大一 (-1.2) 堀江 (-0.2) 前原 (-1.2) 行田 (-0.2) 葛飾 (-1.2)

青山　竣哉 (3) 22.94 丸金　汰空海 (3) 23.11 舟山　莉功 (3) 23.32 片山　瑛太 (2) 23.77 青木　優翔 (2) 24.02 榊　俊樹 (2) 24.13 松岡　幸星 (3) 24.17 八島　拓輝 (3) 24.24
千葉日大一 (+0.2) 葛飾 (+0.2) 前原 (+0.2) 鎌ケ谷二 (0.0) 市川 (+0.7) 船橋旭 (0.0) 市川四 (+0.2) 福栄 (-1.3)
松村　成緒 (3) 52.04 小澤　基都 (3) 52.29 林　海里 (2) 52.35 遠藤　健蔵 (3) 53.72 山口　空 (3) 54.60 長船　瑞己 (3) 55.11 猪瀬　太一 (3) 55.26 内田　亮 (3) 55.28
東邦大東邦 習志野六 市川六 堀江 習志野台 習志野台 行田 坪井
松友　壮太 (3) 2:02.87 小澤　基都 (3) 2:03.65 吉村　威吹 (2) 2:08.35 寺下　惺生レオ (3) 2:09.45 猪瀬　太一 (3) 2:11.51 矢島　伶凰 (3) 2:13.11 中川　蒼翔 (2) 2:13.58 佐藤　隆太 (3) 2:13.77
習志野五 習志野六 福栄 二宮 行田 湊 御滝 習志野一

藤井　颯大 (1) 4:42.50 加藤　悠真 (1) 4:55.22 細貝　慶次郎 (1) 4:59.86 浅野　太陽 (1) 5:00.81 岩下　尚親 (1) 5:01.38 近藤　駿介 (1) 5:01.91 村岡　駿 (1) 5:01.98 佐藤　史規 (1) 5:02.94
船橋 下貝塚 前原 船橋旭 宮本 習志野六 市川 高根台

玉置　浬 (3) 4:18.56 中川　立規 (3) 4:20.83 米村　士琉 (3) 4:22.99 小畑　祐人 (3) 4:29.10 澤潟　洸士郎 (2) 4:29.34 市村　勇治 (3) 4:29.41 須山　匠 (3) 4:30.42 新居田　朝信 (2) 4:31.08
船橋旭 市川 葛飾 宮本 三田 御滝 小室 日の出

綾　秀人 (3) 9:01.15 安孫子　司 (3) 9:07.08 小池　翔太 (3) 9:07.56 小林　拓斗 (3) 9:09.27 澤潟　洸士郎 (2) 9:34.80 細貝　承太郎 (3) 9:38.56 宇野　匠朗 (2) 9:38.80 小林　千駕 (3) 9:40.97
浦安 鎌ケ谷四 鎌ケ谷 前原 三田 前原 習志野台 鎌ケ谷三

栃木　匠吾 (3) 15.24 杉田　遼真 (2) 16.10 奥田　俊晴 (3) 16.16 寺澤　尚惟 (3) 16.29 田中　蒼大 (3) 16.30 仁尾　海渡 (3) 16.54 冷水　俊介 (3) 16.88 越川　啓仁 (3) 17.63
浦安 (+1.0) 船橋旭 (-0.7) 鎌ケ谷三 (+1.0) 坪井 (+1.0) 美浜 (+1.0) 船橋旭 (+1.0) 習志野五 (-0.7) 堀江 (-0.6)
福栄 45.03 千葉日大一 45.13 東邦大東邦 45.61 我孫子 46.39 浦安 46.39 前原 46.40 市川四 46.41 高根台 46.53

八島　拓輝 (3) 赤嶺　海 (2) 大久保　公資 (3) 宇田川　滉太 (2) 栃木　匠吾 (3) 君塚　蓮 (2) 小泉　伸輝 (3) 遠藤　政陽 (3)
齋藤　悠仁 (3) 青山　竣哉 (3) 千葉　蒼真 (2) 郡司　晴輝 (3) 本澤　倭 (3) 舟山　莉功 (3) 小西　創太 (2) 根間　稜介 (3)
土方　空 (3) 平澤　昂大 (3) 島川　佳越 (3) 藤田　将寿 (3) 和田　朋大 (3) 木村　騎月 (3) 秋山　煌太 (2) 伊藤　悠真 (3)

藤田　洋平 (3) 村上　颯太朗 (2) 竹内　丈 (3) 嶋田　優斗 (3) 遠藤　敬太 (3) 土井　樹 (2) 松岡　幸星 (3) ZHANG　HUIKUN (3)
越川　啓仁 (3) 1m60 中野　友雅 (2) 1m60 中山　寧弦 (2) 1m55 3 三浦　匠馬 (2) 1m55 仁尾　海渡 (3) 1m50 5 伊藤　悠世 (3) 1m50 5 葛生　知将 (3) 1m50 田中　貴来 (3) 1m45

堀江 習志野台 行田 美浜 船橋旭 市川四 習志野四 小室
岡本　龍大 (3) 1m45

船橋旭
小寺　慎之介 (1) 4m98 由利　奈輝 (1) 4m56 近藤　駿介 (1) 4m44 栗田　悠平 (1) 4m42 野口　暁司 (1) 4m26 今泉　康佑 (1) 4m25 笛田　祐成 (1) 4m23 吉澤　蒼馬 (1) 4m22
習志野四 (+0.1) 船橋旭 (-0.2) 習志野六 (+0.4) 船橋旭 (+0.3) 東邦大東邦 (+2.0) 習志野四 (0.0) 坪井 (+0.6) 習志野六 (-0.8)

小野寺　誠太 (3) 5m99 伊藤　倫太郎 (3) 5m97 林　海里 (2) 5m92 藤田　洋平 (3) 5m77 白濱　陽太 (3) 5m72 川崎　慈虎 (3) 5m65 小畑　博暉 (3) 5m65 田頭　佑麻 (3) 5m49
七林 (+0.3) 坪井 (+1.8) 市川六 (+0.6) 福栄 (-0.4) 習志野台 (+1.3) 市川四 (+0.8) 美浜 (+1.3) 美浜 (+0.5)

共通砲丸投 中村　颯来 (3) 10m72 春日　大佑 (3) 10m00 山大路　健斗 (3) 9m83 横手　駿汰 (3) 9m70 進野　広陽 (3) 9m46 岡田　聖悟 (3) 9m37 中富　慶斗 (3) 9m26 佐々木　遥叶 (3) 9m18
（5.000kg) 船橋芝山 坪井 御滝 船橋旭 美浜 小室 行田 習志野台

共通四種競技 櫛木　悠人 (3) 2164 岡野　陸 (3) 2005 柵木　一徳 (3) 1669 小野　優陽 (3) 1605 岡本　龍大 (3) 1588 坂上　晴麻 (3) 1534 青木　瑠惟 (2) 1495 賀曽利　康太 (3) 791
坪井 湖北 習志野台 鎌ケ谷三 船橋旭 御滝 東邦大東邦 習志野台

110mH(0.914m) 15.86 -0.3 749 17.42 +0.3 581 19.18 +0.3 417 19.86 +0.3 360 18.73 +0.3 456 19.46 -0.3 393 18.61 -0.3 467 21.70 -0.3 227
砲丸投(4.000kg) 8m73 410 9m31 444 6m38 271 9m87 478 7m64 345 7m08 312 7m47 335 8m28 383

走高跳 1m62 480 1m65 504 1m59 457 1m45 352 1m45 352 1m45 352 1m40 317 NM 0
400m 56.89 525 58.21 476 56.93 524 59.96 415 59.37 435 58.19 477 1:01.12 376 1:08.04 181

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　鈴木　保之 記録主任　　黒田　泰三

気象記録
4日 5日 　 　

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
9:00 晴 22.8 46 1.1 南東 9:00 曇 26.8 51 0.3 東北東
10:00 晴 23.9 46 1.1 南東 10:00 曇 27.5 50 1.1 北東
11:00 晴 25.6 49 0.6 南東 11:00 曇 27.0 51 1.0 北東
12:00 晴 26.0 46 1.0 南南東 12:00 曇 24.9 60 3.0 北東
13:00 晴 25.7 47 1.5 南南東 13:00 曇 24.2 62 2.5 北東
14:00 晴 24.8 50 1.6 東南東 14:00 曇 22.8 69 3.2 北東
15:00 晴 23.8 52 1.6 東南東 15:00 雨 21.4 74 3.1 北東

15:30 曇 21.3 77 3.2 北東
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