
No 1

主 催
千葉県小中学校体育連盟

大 会コード 22 12 3302 主 管 千葉県小中学校体育連盟陸上競技専門部
競技場コード 122060  

日付 種目

白土 航 (1) 12.57 齋藤 光希 (1) 12.67 須賀 巧 (1) 12.81 本田 好夢 (1) 13.05 小玉 旭樹 (1) 13.09 伊藤 誠 (1) 13.13 松川 司 (1) 13.23 滝本 理人 (1) 13.24

六実 (+1.8) 小金 (+2.0) 常盤松 (+2.0) 柏南部 (+2.0) 川間 (+0.3) 小金 (+2.8) 川間 (+0.7) 西初石 (+0.7)

田伏 兜真 (2) 11.74 髙橋 謙志郎 (2) 11.96 松井 佑斗 (2) 12.02 木全 吟慈 (2) 12.03 ｱﾌﾞﾄﾞｩﾙ ﾜﾋﾄﾞ (2) 12.04 工藤 爽士 (2) 12.12 吉田 悠希 (2) 12.15 中山 晴喜 (2) 12.21

田中 (+1.6) 野田北部 (+1.6) 古ケ崎 (+1.6) 野田一 (+1.3) 木間ケ瀬 (+1.6) 酒井根 (+1.5) 岩名 (+1.6) 小金 (+1.6)

ﾊｯｻﾝ ｱｲﾏﾝ (3) 11.07 小山 広大 (3) 11.20 合田 翔空 (3) 11.23 舘 侑規 (3) 11.37 中島 大輝 (3) 11.50 酒井 慎之介 (3) 11.68 林 子睿 (3) 11.75 玉木 勇樹 (3) 11.80

松戸五 (+1.6) 松戸五 (+0.5) 根木内 (+1.6) 流山北部 (+1.6) 河原塚 (+1.6) 松戸六 (+1.6) 松戸一 (+0.5) 柏南部 (+1.6)

石山 優弥 (3) 23.33 舘 侑規 (3) 23.35 大森 奏人 (3) 23.59 辻 蓮司 (3) 23.71 酒井 慎之介 (3) 23.83 大津 直生 (3) 24.04 渡辺 悠斗 (3) 24.12 清水 琉海 (3) 24.12

古ケ崎 (-1.8) 流山北部 (-1.8) 常盤松 (-1.8) 根木内 (-1.8) 松戸六 (-1.8) 柏南部 (+1.7) 小金南 (-1.8) 柏三 (-1.8)

笹原 匠実 (3) 54.09 ｱﾌﾞﾄﾞｩﾙ ﾜﾋﾄﾞ (2) 54.23 石山 輝空 (3) 54.23 藤田 隆成 (3) 54.66 今野 巧望 (3) 54.94 渡辺 悠斗 (3) 56.00 千葉 聖輝 (3) 56.12 朝賀 誠也 (2) 56.36

高柳 木間ケ瀬 野田南部 流山南部 中原 小金南 野田北部 松戸二

笹原 匠実 (3) 2:00.06 川口 ﾑｻ慧 (2) 2:00.48 伊藤 悠ﾉ介 (3) 2:00.77 荒井 大翔 (3) 2:06.07 石井 琢也 (3) 2:06.30 久場 育哉 (3) 2:07.26 渡辺 蘭勇 (3) 2:07.32 大須賀 陽人 (3) 2:08.05

高柳 木間ケ瀬 酒井根 野田一 古ケ崎 大津ケ丘 根木内 流山南部

飯塚 篤弥 (1) 4:32.67 薮崎 一心 (1) 4:37.99 根上 漣 (1) 4:42.22 吉岡 俊樹 (1) 4:45.48 砂永 莉玖 (1) 4:47.49 西島 優希 (1) 4:49.14 高田 和幸 (1) 4:52.25 佐藤 歩斗 (1) 4:52.51

野田南部 常盤平 柏三 田中 河原塚 酒井根 逆井 逆井

中川 朝陽 (3) 4:12.56 北村 侑也 (3) 4:12.78 島田 陽平 (3) 4:13.51 野口 稜将 (3) 4:13.69 北川 寛人 (3) 4:14.00 伊東 直太郎 (2) 4:14.56 持田 泰宏 (2) 4:15.04 川口 ﾑｻ慧 (2) 4:15.76

古ケ崎 酒井根 流山北部 野田一 小金 高柳 古ケ崎 木間ケ瀬

ﾌｫﾚｯﾄ 伊庵 (3) 8:53.96 北川 寛人 (3) 8:54.57 北村 侑也 (3) 9:16.53 大熊 寛和 (2) 9:19.87 橘 遼 (3) 9:22.60 西田 歩 (3) 9:22.87 梅澤 翼 (3) 9:23.30 佐藤 伶哉 (2) 9:23.85

田中 小金 酒井根 流山北部 柏四 松戸六 柏二 東葛飾

共通110mH 齋藤 幸昌 (3) 15.88 中山 葵 (2) 17.81 青柳 柊 (3) 18.31 斉藤 修也 (3) 19.37 程田 威吹 (3) 19.72 富田 大樹 (2) 20.18 横尾 悠 (3) 20.77 木内 聖真 (2) 23.05

(0.914m/9.14m) 田中 (-0.2) 南流山 (-0.2) 松戸六 (-0.2) 小金南 (-0.2) 流山南部 (-0.9) 八木 (-0.9) 逆井 (-0.2) 栗ケ沢 (-0.9)

松戸五 43.83 古ケ崎 45.21 根木内 45.44 小金南 45.54 岩名 46.10 野田一 46.11 流山南部 46.30 柏三 46.45

野田 翔太 (3) 松井 佑斗 (2) 中村 青生 (2) 森田 暖人 (3) 高須賀 遥人 (2) 田中 翔 (2) 新岡 明日翔 (3) 上原 大河 (3)

ﾊｯｻﾝ ｱｲﾏﾝ (3) 石山 優弥 (3) 片山 涼太 (3) 渡辺 悠斗 (3) 大坪 勇貴 (3) ｷｱﾝ ﾛﾝｷﾘｵ (3) 鈴木 雄馬 (3) 清水 琉海 (3)

菅原 舜 (3) 石井 琢也 (3) 辻 蓮司 (3) 井澤 煌月 (3) 吉田 悠希 (2) 染谷 亜怜 (3) 程田 威吹 (3) 中山 杜蒼 (3)

小山 広大 (3) 木暮 亮太 (3) 合田 翔空 (3) 丹生 将虎 (3) 溝上 優空 (3) 木全 吟慈 (2) 立原 珠惟 (3) 小田 和人 (3)

朝岡 光輝 (3) 1m85 福田 奏空 (3) 1m73 白上 凌大 (3) 1m65 宮尾 愛翔 (3) 1m65 戸邉 慶一 (3) 1m65 中島 征夫 (3) 1m60 服部 航大 (2) 1m60 宮村 拓実 (2) 1m55

松戸六 流山南部 岩名 松戸六 野田一 松戸二 岩名 南流山
8) 宮崎 寛大 (2) 1m55

流山南部

多賀 涼太 (1) 5m19 呉 英真 (1) 4m99 坂 桜介 (1) 4m85 猪瀬 海 (1) 4m82 野澤 颯太 (1) 4m79 西村 和真 (1) 4m65 山田 健登 (1) 4m55 宗像 航輝 (1) 4m53

高柳 (+0.9) 小金南 (-0.9) 柏 (-0.8) 柏四 (+0.8) 小金南 (-0.1) 野田北部 (+0.8) 松戸四 (+1.0) 南流山 (+1.9)

丸井 一晟 (3) 6m11 田伏 兜真 (2) 6m01 西村 直澄 (3) 5m83 石山 優弥 (3) 5m70 菅原 舜 (3) 5m63 丹生 将虎 (3) 5m60 小松 寛基 (2) 5m58 堺 悠晴 (3) 5m45

河原塚 (+1.0) 田中 (0.0) おおたかの森 (0.0) 古ケ崎 (-0.2) 松戸五 (+0.1) 小金南 (+0.8) 高柳 (-0.1) 柏四 (+0.4)
共通砲丸投 山本 玲緒 (3) 11m21 赤城 翔斗 (3) 9m75 宮澤 海斗 (3) 9m61 宮澤 彪我 (3) 9m54 平石 蔵甫 (2) 8m49 高橋 渉 (3) 8m48 中城 陽翔 (3) 8m33 髙橋 周平 (3) 8m08
(5.000kg) 河原塚 松戸六 松戸六 逆井 南流山 松戸六 和名ケ谷 小金南

共通四種競技 森田 暖人 (3) 2393 大平 颯汰 (2) 1596 谷口 愛蘭 (2) 1536 高妻 泰志 (2) 1400 稲村 拓哉 (2) 1383

小金南 木間ケ瀬 田中 田中 小金南
110mH(0.914m/9.14m) 15.27 -0.9 817 19.26 -0.9 410 19.50 -0.9 390 20.26 -0.9 329 20.50 -0.9 311

砲丸投(4.000kg) 11m01 546 7m34 327 8m02 367 6m78 294 7m19 318

走高跳 1m58 449 1m52 404 1m49 381 1m52 404 1m43 338

400m 55.44 581 58.79 455 1:00.45 398 1:01.20 373 59.92 416
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グラウンドコンディション

8位

第43回千葉県中学校陸上競技記録会柏大会 Top８一覧表（男子）

令和4年6月4日（土）5日（日）
千葉県立柏の葉公園総合競技場

1位 5位2位 3位 4位 6位 7位

4

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2022/06/04 09:30 晴 28.0 36.0 東 0.4 2022/06/05 09:30 曇 20.0 64.0 北西 2.0

10:00 晴 28.0 36.0 北 0.7 10:00 曇 23.0 65.0 北東 1.7

11:00 晴 28.0 35.0 北北西 1.7 11:00 晴 27.0 52.0 南西 1.6

12:00 晴 26.0 39.0 南東 0.3 12:00 晴 26.0 52.0 南西 2.4

13:00 晴 26.0 37.0 北 0.1 13:00 曇 26.0 55.0 南西 2.0

14:00 晴 25.0 37.0 南東 0.8 14:00 曇 26.0 54.0 南西 2.0

14:45 晴 25.0 47.0 南東 2.2

審判長　(トラック)　弘永　修二郎（フィールド）篠塚　弘明　記録主任　濱田　聡彦



No 2

主 催
千葉県小中学校体育連盟

大 会コード 22 12 3302 主 管 千葉県小中学校体育連盟陸上競技専門部
競技場コード 122060  

日付 種目

（一財）千葉陸上競技協会 

8位

第43回千葉県中学校陸上競技記録会柏大会 Top８一覧表（男子）

令和4年6月4日（土）5日（日）
千葉県立柏の葉公園総合競技場

1位 5位2位 3位 4位 6位 7位

審判長　(トラック)　弘永　修二郎（フィールド）篠塚　弘明　記録主任　濱田　聡彦


