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第１９回千葉県ジュニアオリンピック選手最終選考会 決勝・Top 8 記録一覧表（男子） 主催 千葉陸上競技協会

大会コード 18 12 0006
競技場コード 121010

種目
A100m 加瀬　空 (3) 11.26 和賀　弘志 (3) 11.31 大木　祥太朗 (3) 11.44 宮地　康太朗 (3) 11.46 鈴木　拓海 (3) 11.79 伊東　大翔 (3) 11.91 田村　一樹 (3) 11.91 姉帶　晋之 (3) 11.94

決勝 -1.8m 銚子六 (-1.8) 本納 (-1.8) 光 (-1.8) 木更津二 (-1.8) 田中 (-1.8) ちはら台南 (-1.8) 妙典 (-1.8) 古ヶ崎 (-1.8)
A200m 鳥谷　彰義 (3) 23.54 馬場　聖也 (3) 23.58 古賀　誠也 (3) 23.61 大野　陽斗 (3) 23.90 守　祐陽 (3) 23.95 小倉　裕也 (3) 24.15 小池　祐斗 (3) 24.54

決勝 -2.6m 千城台西 (-2.6) 富里 (-2.6) 大網 (-2.6) 玉造 (-2.6) 七次台 (-2.6) 四街道 (-2.6) 大山口 (-2.6)
A3000m 栗田　隆希 (3) 9:03.38 山口　智規 (3) 9:03.40 篠原　悠 (3) 9:20.68 酒田　康生 (3) 10:00.64 松尾　翔太 (3) 10:02.98 大友　一希 (3) 10:12.50 東　佑飛 (3) 10:19.77 新井　舞宙 (3) 10:44.79

決勝 逆井 銚子二 小見川 新松戸南 東庄 妙典 葛飾 上志津
A110mJH(0.990m) 白井　伶欧 (3) 16.11 竹崎　雅人 (3) 16.15 阿部　竜希 (3) 16.72 毛口　嵐太 (3) 17.08 池田　真土惟 (3) 17.46 髙橋　巧実 (3) 18.22 岩戸　駿介 (3) 18.72

決勝 -3.6m 二川 (-3.6) 岩名 (-3.6) 習志野台 (-3.6) 大栄 (-3.6) 銚子六 (-3.6) 四街道西 (-3.6) 栄 (-3.6)
A走高跳 惠　和將 (3) 1m86 小林　諒太 (3) 1m83 富田　隆之 (3) 1m70

決勝 幕張西 習志野六 古ヶ崎
A砲丸投(5.000kg) 飯塚　京介 (3) 13m45 川奈　優叶 (3) 13m35 佐藤 夢真 (3) 12m69 室井　裕貴 (3) 12m12

決勝 神崎 佐原 君津 土気南
B100m 長谷川　巧光 (2) 11.49 松嶋　飛希 (3) 11.69 永井　大道 (2) 11.76 濁川　優 (2) 11.76 畔柳　颯斗 (3) 11.86 内山　清春 (2) 11.88 坪井　康平 (2) 12.00 佐藤　鈴音 (3) 12.02

決勝 -1.0m 八街南 (-1.0) 中原 (-1.0) 専修大松戸 (-1.0) 小中台 (-1.0) 新松戸南 (-1.0) 八街南 (-1.0) 村上東 (-1.0) 習志野台 (-1.0)
B1500m 染谷　雄大 (2) 4:21.68 藤井　陽平 (3) 4:22.66 岩田　一冴 (2) 4:22.67 緒方　澪那斗 (3) 4:25.89 小平　敦之 (2) 4:28.96 綾　一輝 (2) 4:29.49 池澤　悠冬 (2) 4:29.52 野口　颯汰 (2) 4:30.58

Top 8 おおたかの森 畑沢 小見川 大網 柏二 浦安 大津ヶ丘 東庄
B110mH(0.914m) 塚田　大翔 (2) 15.74 島田　駿 (2) 16.10 鎌田　悠杜 (2) 16.61 柴崎　勝治 (2) 16.70 細谷　大智 (2) 18.83 清古　愛翔 (2) 19.10 石井　篤也 (2) 19.17

決勝 -1.9m 田中 (-1.9) 常盤平 (-1.9) 成田 (-1.9) 成田 (-1.9) 新松戸南 (-1.9) 泉谷 (-1.9) 銚子 (-1.9)
B走幅跳 大河　将太郎 (2) 6m42 後藤　海斗 (2) 6m16 香取　宝良 (2) 5m89 渡邊　耀介 (2) 5m88 須藤　壮太 (2) 5m86 小澤　悠太 (2) 5m83 岩上　建太 (2) 5m78 大門　世弥 (2) 5m50

決勝 旭町 (+1.5) 花園 (+0.6) 佐原 (+3.4) 前原 (+2.3) 四街道北 (+1.1) 御滝 (+1.4) 前原 (+2.7) 泉谷 (+0.7)
B砲丸投(4.000kg) 星野　浩明 (2) 12m42 多田　潤也 (2) 11m63 森　匡平 (2) 11m46 宮﨑　駿也 (2) 11m33 山寺　伊織 (2) 10m74 染谷　拓海 (2) 10m29 髙橋　大希 (2) 10m08 関口　和真 (2) 10m04

決勝 海神 八千代松陰 ちはら台南 八千代松陰 八千代松陰 幕張本郷 古ヶ崎 太田
C100m 金枝　青空 (1) 12.22 飯田　晴斗 (1) 12.34 鈴木　爽生 (1) 12.47 能渡　敬一 (2) 12.49 松本　斗輝 (1) 12.51 山田　悠人 (2) 12.51 ラビン　拓海 (2) 12.64 川上　翔 (1) 12.77

決勝 -0.6m 専修大松戸 (-0.6) 成田 (-0.6) おゆみ野南 (-0.6) 新松戸南 (-0.6) 川間 (-0.6) 昭和 (-0.6) 松戸六 (-0.6) 白山 (-0.6)
C1500m 中村　伸太朗 (1) 4:26.10 広松　大和 (1) 4:35.35 吉岡　龍一 (1) 4:36.47 平山　櫂吏 (1) 4:38.69 成田　直生 (2) 4:39.53 石川　宗吾 (1) 4:39.73 金子　勇斗 (2) 4:41.94 谷口　博睦 (1) 4:44.15

Top 8 海神 豊四季 田中 八日市場二 千葉若松 御滝 東深井 ちはら台南
C走幅跳 高瀬　陽太 (2) 5m82 伊橋　璃矩 (1) 5m63 ｼﾞｮｾﾌ ﾗﾙﾁｬﾝﾁｭｳﾗ (1) 5m59 佐々木　琉聖 (2) 5m45 鈴木　雄也 (1) 5m43 飯塚　翼 (1) 5m32 髙橋　裕貴 (1) 5m25 藤本　泰地 (2) 5m20

決勝 銚子 (+1.6) 蓮沼 (+1.3) 大洲 (+4.2) 酒井根 (+0.2) 鎌ケ谷四 (+3.0) 印旛 (+0.7) 新松戸南 (+0.6) ちはら台南 (-1.4)
BC4X100mR 大網 45.67 成田 46.46 渋谷幕張 46.97 新松戸南 47.26 妙典 47.50 白山 47.57 柏二 47.65 野田南部 47.95

髙城　将 (2) 鎌田　悠杜 (2) 川端　大斗 (2) 菅原　正輝 (2) 吉田　蒼二朗 (2) 川上　翔 (1) 佐藤　愛生 (2) 竹内　陽海 (1)
山下　遥也 (2) 金子　侑磨 (2) 岩下　直哉 (2) 魚津　慶吾 (2) 小竹　博之 (2) 関　祥冴 (2) 小谷　永和 (2) 松元　洋輝 (2)

Top 8 佐藤　聖也 (2) 飯田　晴斗 (1) 大八木　優生 (2) 髙橋　裕貴 (1) 土岐　孝太朗 (2) 徳橋　遼 (2) 渡部　優真 (2) 稲﨑　隆士 (2)
齋藤　拓巳 (2) 柴崎　勝治 (2) 細野　大雅 (2) 能渡　敬一 (2) 大塚　雷兎 (1) 鈴木　龍真 (2) 志村　将貴 (2) 木村　凜翔 (2)

ABC円盤投(1.500kg) 福田　涼太 (3) 30m90 髙科　晶豊 (3) 29m76
決勝 旭二 東庄

ABCｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 浅海　悠斗 (3) 56m70 栗城　諒眞 (3) 55m99 竹内　崚真 (3) 54m20 坪井　優大 (3) 48m29 片倉　隆之介 (3) 45m81 長嶋　百音 (3) 45m53 西　剣佑 (3) 44m03 松重　蒼吾 (3) 42m35
決勝 学館浦安 酒々井 妙典 泉谷 周西南 高谷 栗源 花園

気象記録

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 審判長　隅坂　道昭 記録主任　　黒田　泰三
9:30 晴 34.0 58 1.7 南
10:00 晴 34.6 58 1.8 南
10:00 晴 35.2 55 2.6 南
12:00 晴 35.8 54 0.8 東南東
13:00 晴 35.8 53 0.4 南西
14:00 晴 36.0 50 1.3 南南西
15:00 晴 35.2 54 2.8 南西
15:45 晴 34.5 58 1.8 南西
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