
No 1
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 3305 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 123230

日付 種目
１年100m 宮城 圭佑 (1) 13.13 鈴木 颯太 (1) 13.45 村上 歩志 (1) 13.65 中川 生翔 (1) 14.01 笹子 敦也 (1) 14.04 近藤 陽斗 (1) 16.23
1組:(-0.1) 太田 (-0.1) 館山一 (-0.1) 鴨川 (-0.1) 木更津二 (-0.1) 嶺南 (-0.1) 太田 (-0.1)
１年100m 石井 聖那 (1) 13.45 西城 陽介 (1) 13.55 福原 昊陽 (1) 14.36 泉水 智道 (1) 14.93 丸 侑叶 (1) 15.45 田丸 結大 (1) 15.85 宇畑 颯人 (1) 16.52
2組:(+0.7) 太田 (+0.7) 太田 (+0.7) 鋸南 (+0.7) 木更津二 (+0.7) 房南 (+0.7) 鴨川 (+0.7) 館山 (+0.7)
１年100m 前田 祐樹 (1) 13.19 山田 煌騎 (1) 13.31 佐久間 稔 (1) 14.05 松澤 幹太 (1) 14.34 吉野 健琉 (1) 15.49 中島 琥旺 (1) 15.85 齋藤 真優 (1) 17.14
3組:(+0.4) 周西南 (+0.4) 館山一 (+0.4) 富津 (+0.4) 館山 (+0.4) 鴨川 (+0.4) 太田 (+0.4) 鋸南 (+0.4)
１年100m 曽子 陽多 (1) 12.17 進藤 康希 (1) 13.94 川名 大夢 (1) 14.26 三枝 真 (1) 14.41 加瀨 暖馬 (1) 14.70 赤羽 一馬 (1) 15.93 鈴木 遥斗 (1) 16.08 佐藤 蓮 (1) 18.50
4組:(+1.6) 富津 (+1.6) 周西 (+1.6) 鋸南 (+1.6) 上総小櫃 (+1.6) 東金北 (+1.6) 鴨川 (+1.6) 太田 (+1.6) 館山 (+1.6)
１年100m 金親 亮太 (1) 13.07 早川 詠空 (1) 13.88 熊田 瑛斗 (1) 14.44 鈴井 巧 (1) 14.52 渡邉 翔人 (1) 14.91 加藤 勇希 (1) 15.27 松苗 良輔 (1) 15.51
5組:(+1.3) 太田 (+1.3) 鋸南 (+1.3) 太田 (+1.3) 鴨川 (+1.3) 鴨川 (+1.3) 太田 (+1.3) 館山 (+1.3)
１年100m 玉木 崇太 (1) 13.97 中村 颯太 (1) 14.05 小澤 康生 (1) 14.25 吉田 悠人 (1) 14.26 鳥飼 勘太 (1) 14.64 小坂 珂毅 (1) 15.53 鈴木 綾真 (1) 16.08 北山 大翔 (1) 16.46
6組:(+1.3) 木更津二 (+1.3) 太田 (+1.3) 房南 (+1.3) 鴨川 (+1.3) 周西 (+1.3) 館山 (+1.3) 鴨川 (+1.3) 東金北 (+1.3)
１年100m 日野 雄惺 (1) 12.45 小島 煌之介 (1) 13.34 三瓶 蓮太 (1) 13.52 馬場 琉人 (1) 13.73 大塚 陽翔 (1) 13.83 幸谷 蒼也 (1) 14.75 大山 真佑 (1) 15.37 伊藤 優樹 (1) 15.87
7組:(-0.3) 五井 (-0.3) 太田 (-0.3) 鴨川 (-0.3) 太田 (-0.3) 周西南 (-0.3) 畑沢 (-0.3) 館山一 (-0.3) 嶺南 (-0.3)
１年100m 鈴木 条治 (1) 13.52 亘 海里 (1) 15.24 船宝 陽太 (1) 15.33 石川 拓海 (1) 15.39 髙梨 彪磨 (1) 15.44 石井 斗馬 (1) 17.60
8組:(+0.5) 嶺南 (+0.5) 鴨川 (+0.5) 鋸南 (+0.5) 太田 (+0.5) 鴨川 (+0.5) 房南 (+0.5)
２年100m 碓井 琉輝亜 (2) 12.01 中村 海陸 (2) 12.17 北島 凜空 (2) 12.35 森田 惣介 (2) 12.56 河名 琉生 (2) 12.97 阿部 椋太 (2) 13.26
1組:(+0.9) 長浦 (+0.9) 館山一 (+0.9) 長浦 (+0.9) 富津 (+0.9) 周西南 (+0.9) 蔵波 (+0.9)
２年100m 吉田 陸 (2) 12.31 本村 風月 (2) 12.39 櫟原 宗太 (2) 12.40 伊藤 優希 (2) 12.56 岩田 悠月 (2) 12.57 高橋 憲太朗 (2) 12.71 磯﨑 修雅 (2) 12.86
2組:(+0.3) 太田 (+0.3) 畑沢 (+0.3) 嶺南 (+0.3) 木更津二 (+0.3) 蔵波 (+0.3) 東金北 (+0.3) 東金北 (+0.3)
２年100m 加瀬 輝翔 (2) 12.72 世永 真生 (2) 12.78 小池 勇人 (2) 12.98 粕谷 昂生 (2) 13.03 岩下 蓮 (2) 13.13 羽根 空 (2) 13.39
3組:(+0.4) 太田 (+0.4) 山武 (+0.4) 太田 (+0.4) 鴨川 (+0.4) 太田 (+0.4) 五井 (+0.4)
２年100m 堀 晴翔 (2) 12.65 横山 晴生 (2) 12.87 鈴木 京獅朗 (2) 13.07 小野寺 琥大 (2) 13.19 明田 蘇等 (2) 13.20 籐 光希 (2) 14.11
4組:(-0.5) 館山 (-0.5) 太田 (-0.5) 五井 (-0.5) 木更津二 (-0.5) 上総小櫃 (-0.5) 蔵波 (-0.5)
２年100m 河野 健太 (2) 12.83 吉田 洋祐 (2) 13.23 岡田 大和 (2) 13.42 石渡 央悠 (2) 13.46
5組:(+0.1) ちはら台南 (+0.1) 木更津二 (+0.1) 房南 (+0.1) 鴨川 (+0.1)
２年100m 鈴木 響 (2) 13.02 小曽根 雅海 (2) 13.46 北川 力誉 (2) 13.49 小柴 圭太 (2) 13.57 赤川 奏介 (2) 13.63 近藤 一虎 (2) 13.64 小川 隼跳 (2) 13.96
6組:(+0.1) 太田 (+0.1) 富津 (+0.1) 蔵波 (+0.1) 富津 (+0.1) 山武 (+0.1) 鴨川 (+0.1) 上総小櫃 (+0.1)
２年100m 仲島 光輝 (2) 13.34 細川 遥真 (2) 13.85 島田 唯人 (2) 14.15 小原 大翔 (2) 14.34 須賀 兼一 (2) 14.95 西澤 倭 (2) 15.43 大津 直人 (2)

7組:(+1.3) 館山 (+1.3) 鴨川 (+1.3) 房南 (+1.3) 房南 (+1.3) 館山一 (+1.3) 館山 (+1.3) 館山 DNS(+1.3)

３年100m 小川 隼世 (3) 11.50 岩井 志穏 (3) 11.54 吉川 頼人 (3) 11.96 布留川 慧大 (3) 12.04 赤尾 浩斗 (3) 12.06 長尾 星奏 (3) 12.10

1組:(-0.5) 五井 (-0.5) 五井 (-0.5) 昭和 (-0.5) 山武 (-0.5) 房南 (-0.5) 五井 (-0.5)

３年100m 亘 大河 (3) 11.93 米田 隼 (3) 12.08 青柳 虎汰朗 (3) 12.17 須田 悠史 (3) 12.41 花澤 愛希 (3) 12.57 古川 晟 (3) 12.97

2組:(+0.7) 鴨川 (+0.7) 太田 (+0.7) 木更津二 (+0.7) 館山 (+0.7) 上総小櫃 (+0.7) 東金北 (+0.7)

３年100m 西川 青波 (3) 12.36 平野 天翔 (3) 12.63 笹子 和也 (3) 12.72 玉子石 晴 (3) 12.75 田仲 冬夜 (3) 12.77 中原 佑玖 (3) 12.83 平野 真大 (3) 13.03

3組:(+1.1) 鋸南 (+1.1) 畑沢 (+1.1) 嶺南 (+1.1) 鴨川 (+1.1) 白浜 (+1.1) 畑沢 (+1.1) 白浜 (+1.1)

３年100m 龍﨑 吏功 (3) 12.91 大熊 千颯 (3) 12.95 船宝 遥太 (3) 13.15 野口 輝 (3) 13.18 島本 虎之佑 (3) 13.21 安西 陸哉 (3) 13.26 笹子 優音 (3) 13.33

4組:(-0.5) 館山 (-0.5) 山武 (-0.5) 鋸南 (-0.5) 嶺南 (-0.5) 畑沢 (-0.5) 館山 (-0.5) 嶺南 (-0.5)

３年100m 三浦 虎佑 (3) 12.87 緒方 伊吹 (3) 13.15 鎌田 澪 (3) 13.19 小畠 真光 (3) 13.31 伊藤 悠真 (3) 13.80 鈴木 大翔 (3) 15.17

5組:(+1.7) 鴨川 (+1.7) 木更津二 (+1.7) 木更津二 (+1.7) 鴨川 (+1.7) 山武 (+1.7) 木更津二 (+1.7)

共通200m 吉田 吏玖 (3) 23.00 吉川 頼人 (3) 24.10 古谷 拓馬 (3) 24.50 森田 惣介 (2) 25.08 曽子 陽多 (1) 25.10

1組:(+1.4) 太田 (+1.4) 昭和 (+1.4) ちはら台南 (+1.4) 富津 (+1.4) 富津 (+1.4)

共通200m 荒木 那柘 (3) 24.45 櫟原 宗太 (2) 24.94 平野 歩夢 (3) 25.63 平野 真大 (3) 26.24 明田 蘇等 (2) 26.54 龍﨑 吏功 (3) 26.65 前田 祐樹 (1) 26.91

2組:(+2.4) 木更津二 (+2.4) 嶺南 (+2.4) 館山一 (+2.4) 白浜 (+2.4) 上総小櫃 (+2.4) 館山 (+2.4) 周西南 (+2.4)

共通200m 佐藤 璃空 (1) 26.63 仲島 光輝 (2) 27.64 大塚 陽翔 (1) 28.11 小川 隼跳 (2) 28.61 島田 唯人 (2) 29.98 三枝 真 (1) 31.39

3組:(+1.9) ちはら台南 (+1.9) 館山 (+1.9) 周西南 (+1.9) 上総小櫃 (+1.9) 房南 (+1.9) 上総小櫃 (+1.9)

共通400m 千島 大芽 (3) 52.73 伯部 ひなた (3) 57.11 西川 青波 (3) 57.55 牛越 輝真 (3) 59.17 沓沢 清春 (3) 1:00.79 直井 優真 (2) 1:03.80

１組 太田 上総小櫃 鋸南 ちはら台南 周西南 房南

共通400m 酒井 優治 (2) 1:04.40 池田 裕樹 (2) 1:04.60 下村 倫太郎 (2) 1:06.75 大高 光惣 (2) 1:14.82

２組 周西 嶺南 房南 房南 DNS

第４３回千葉県中学校陸上競技記録会南房総大会 記録一覧表（男子）

令和4年6月11日（土）
鴨川市陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

審判長　鈴木　智夫　記録主任　　矢野
隆照
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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 3305 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 123230

日付 種目

第４３回千葉県中学校陸上競技記録会南房総大会 記録一覧表（男子）

令和4年6月11日（土）
鴨川市陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

共通800m 斎藤 晴樹 (3) 2:01.01 加藤 直希 (3) 2:01.84 吉田 翔真 (3) 2:06.23 菅谷 大翔 (3) 2:09.75 清末 綜亮 (3) 2:13.33 平山 奏太 (3) 2:17.79
1組 大佐和 五井 鴨川 周西南 太田 太田

共通800m 堀江 翔太 (3) 2:13.57 粕谷 賢吾 (3) 2:21.53 田丸　滉大 (3) 2:27.28 上野 龍馬 (3) 2:28.64 酒井 優治 (2) 2:33.48 山中 春道 (3) 2:34.69 藤枝 稀里斗 (3) 2:42.81
2組 畑沢 嶺南 清川 長浦 周西 鴨川 畑沢

共通800m 齋藤 寛斗 (2) 2:25.28 中村 温音 (3) 2:31.19 東條 結斗 (2) 2:42.80 磯野 大獅 (1) 2:50.68 八木 啓隼 (1) 2:57.95 野口 琉生 (1) 3:28.93 石井 琉貴羽 (3) 5:42.20
3組 三和 畑沢 嶺南 周西 太田 太田 房南

1年1500m 小林 遼太郎 (1) 4:29.10 浅海 太勇 (1) 4:29.48 坂井 擢斗 (1) 4:42.50 佐久間 聡介 (1) 4:48.93 鴫原 蒼祐 (1) 5:01.11 鹿嶌 厚希 (1) 5:02.20 佐々木 陸跡 (1) 5:05.46 松澤 幹太 (1) 5:17.39

１組 富津 富津 周西南 五井 ちはら台南 富津 姉崎東 館山
9) 村上 歩志 (1) 5:24.44 10)長嶺 一希 (1) 5:24.66 11)松原 凰雅 (1) 5:30.22 12)川崎 暖陽 (1) 5:35.47 13)安田 敬翔 (1) 5:38.81 14)上野 隼和 (1) 5:40.89 15)成田 悠真 (1) 5:42.59 16)磯野 大獅 (1) 5:54.48

鴨川 富津 鴨川 山武 白浜 五井 五井 周西

17)丸 侑叶 (1) 6:24.71 18)稲森 楓雅 (1) 6:49.32

房南 五井

共通1500m 小用 太陽 (3) 4:14.91 吉田 翔真 (3) 4:26.12 菅谷 大翔 (3) 4:27.10 吉野 滉洋 (2) 4:32.98 池田 脩斗 (2) 4:34.71 大塚 奏空 (3) 4:36.47 鈴木 啓夢 (2) 4:36.53 江野澤 祐樹 (3) 4:40.05

１組 太田 鴨川 周西南 ちはら台西 畑沢 ちはら台南 太田 富津
9) 遠山 卓也 (3) 4:41.11 10)小川 遼介 (2) 4:41.17 11)石井 勝景 (3) 4:46.22 12)齋藤 寛斗 (2) 4:56.92

木更津二 蔵波 太田 三和

共通1500m 山口 琉摩 (2) 4:44.65 堀江 涼太 (3) 4:46.79 鶴岡 空惺 (2) 4:52.49 山下 智也 (2) 4:53.87 大塚 一輝 (3) 4:59.12 鈴木 琉生 (2) 5:02.03 永井 唯音 (2) 5:03.30 千田 虎琉 (3) 5:04.69

２組 五井 畑沢 蔵波 東金北 周西南 木更津二 蔵波 ちはら台南
9) 中村 温音 (3) 5:12.26 10)木村 陸斗 (2) 5:14.33 11)出口 壱乃介 (2) 5:14.45 12)吉田 礼生 (2) 5:27.13

畑沢 昭和 太田 蔵波

共通1500m 秋田 郁知 (3) 5:04.77 下村 倫太郎 (2) 5:16.96 平嶋 裕希 (2) 5:19.73 直井 優真 (2) 5:21.00 重田 昊輝 (2) 5:22.34 靏岡 優太朗 (2) 5:24.90 渋谷 英杜 (2) 5:27.27 嶋田 真人 (2) 5:29.33

３組 蔵波 房南 嶺南 房南 館山 鴨川 館山 蔵波

9) 川 大悟 (2) 5:30.53 10)鳩飼 尚人 (2) 5:31.20 11)大高 光惣 (2) 5:40.64 12)石丸 謙心 (2) 5:40.96 13)東條 結斗 (2) 5:49.53 14)大橋 幸央 (2) 6:16.11

鴨川 蔵波 房南 館山一 嶺南 鴨川
共通3000m 斎藤 晴樹 (3) 9:05.75 渡邉 大地 (3) 9:36.26 森田 陽登 (3) 9:44.41 吉野 滉洋 (2) 9:59.29 堀江 翔太 (3) 10:00.93 仲居 海斗 (3) 10:14.32 堀江 涼太 (3) 10:15.66 江野澤 祐樹 (3) 10:37.64

１組 大佐和 畑沢 富津 ちはら台西 畑沢 畑沢 畑沢 富津
9)山中 春道 (3) 11:58.47 10)藤枝 稀里斗 (3) 11:59.71

鴨川 畑沢
共通110mH(0.914m) 田中 温羽 (3) 14.86 米持 和真 (3) 16.57 川﨑 琥太郎 (3) 16.88 村田 智紀 (3) 16.98 田村 陽 (2) 17.79 船宝 遥太 (3) 18.71 安西 陸哉 (3) 20.52 小磯 銀志 (1) 20.95

1組:(+1.2) 五井 (+1.2) ちはら台南 (+1.2) 鋸南 (+1.2) 五井 (+1.2) 太田 (+1.2) 鋸南 (+1.2) 館山 (+1.2) 木更津二 (+1.2)
共通110mH(0.914m) 江澤 悠 (2) 20.19 笹子 優音 (3) 20.49 鈴木 琉希 (2) 20.62 野口 輝 (3) 20.68 赤川 奏介 (2) 21.05 山﨑 瑠希歩 (2) 22.19 西澤 倭 (2) 23.56 橋本 礼央 (1) 23.63

2組:(+2.2) 太田 (+2.2) 嶺南 (+2.2) 嶺南 (+2.2) 嶺南 (+2.2) 山武 (+2.2) 白浜 (+2.2) 館山 (+2.2) 館山 (+2.2)

共通4X100mR 太田 44.40 木更津二 47.65 上総小櫃 49.37 房南 52.96

１組 米田 隼 (3) 野村 流星 (3) 小川 隼跳 (2) 赤尾 浩斗 (3)

吉田 吏玖 (3) 池田 大翼 (3) 花澤 愛希 (3) 岡田 大和 (2)

金子 颯希 (3) 青柳 虎汰朗 (3) 伯部 ひなた (3) 小原 大翔 (2)

千島 大芽 (3) 荒木 那柘 (3) 明田 蘇等 (2) 島田 唯人 (2)

共通4X100mR 五井 43.96 昭和 47.04 ちはら台南 47.35 館山 48.17 嶺南 49.41 周西南 49.98

２組 長尾 星奏 (3) 山田 蒼人 (2) 牛越 輝真 (3) 龍﨑 吏功 (3) 鈴木 琉希 (2) 常見 和希 (3)

小川 隼世 (3) 長谷川 蓮蒔 (3) 古谷 拓馬 (3) 須田 悠史 (3) 櫟原 宗太 (2) 沓沢 清春 (3)

田中 温羽 (3) 木村 侑雅 (2) 米持 和真 (3) 安西 陸哉 (3) 野口 輝 (3) 河名 琉生 (2)

岩井 志穏 (3) 吉川 頼人 (3) 河野 健太 (2) 堀 晴翔 (2) 笹子 和也 (3) 菅谷 大翔 (3)

審判長　鈴木　智夫　記録主任　　矢野
隆照



No 3
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 3305 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 123230

日付 種目

第４３回千葉県中学校陸上競技記録会南房総大会 記録一覧表（男子）

令和4年6月11日（土）
鴨川市陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
共通走高跳 9)渡辺 彩仁 (1) 1m40 10)田仲 冬夜 (3) 1m35

太田 白浜
1年走幅跳 9)鈴木 皇良 (1) 3m68 10)伊藤 優樹 (1) 3m54 11)野端 光 (1) 3m49 12)宇畑 颯人 (1) 3m47 13)船宝 陽太 (1) 3m47 14)福原 昊陽 (1) 3m43 15)橋本 礼央 (1) 3m40 16)吉野 健琉 (1) 3m38

周西南 (+1.7) 嶺南 (+0.9) 嶺南 (+2.2) 館山 (+0.2) 鋸南 (+0.8) 鋸南 (+1.4) 館山 (+1.6) 鴨川 (+2.2)
17)伊菅 祐來 (1) 3m32 18)小坂 珂毅 (1) 3m26 19)松苗 良輔 (1) 3m20 20)齋藤 真優 (1) 3m18 21)大塚 竜仁 (1) 3m17 22)田丸 結大 (1) 3m10 23)石井 斗馬 (1) 2m85

嶺南 (+2.4) 館山 (+0.9) 館山 (+2.0) 鋸南 (0.0) 房南 (-0.9) 鴨川 (-0.6) 房南 (+1.0)
共通走幅跳 9)後藤 将太 (3) 5m30 10)中村 海陸 (2) 5m24 11)竹内　涼 (3) 5m20 12)実形 充喜 (3) 5m20 13)橋本 美樹 (3) 5m10 14)堀 晴翔 (2) 4m87 15)中島 世旺 (3) 4m85 16)須田 悠史 (3) 4m79

太田 (+1.8) 館山一 (+1.8) ちはら台南 (+1.1) 太田 (+0.7) 山武 (+1.5) 館山 (+0.4) 太田 (+2.1) 館山 (+0.8)
17)倉田 惇平 (3) 4m78 18)三浦 虎佑 (3) 4m34 19)河原 大悟 (2) 4m30 20)丸 禮文 (2) 4m14 21)齋藤 光希 (2) 4m13 22)鎌田 蓮也 (2) 4m11 23)庄司 伊織 (3) 4m08 24)犬石 陽貴 (2) 3m82

蔵波 (+1.7) 鴨川 (+2.3) 畑沢 (+1.3) 富津 (+0.5) 富津 (+2.6) 鴨川 (+0.8) 館山一 (+0.7) 鴨川 (+1.9)
25)鈴木 大翔 (3) 2m75
木更津二 (+1.2)

共通砲丸投 9)近藤 一虎 (2) 6m11 10)濱﨑 隼渡 (2) 5m97 11)細川 遥真 (2) 5m78 12)石井 裕太 (1) 5m20 13)細井 遥斗 (1) 4m14
(5.000kg) 鴨川 房南 鴨川 嶺南 太田

審判長　鈴木　智夫　記録主任　　矢野
隆照


