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主催 （公財）日本陸上競技連盟 （一財）千葉陸上競技協会
大会コード
競技場コード

種目

共通100m 馬原　浩志郎 (2) 11.61 豊田　恭也 (3) 11.66 清水　琉成 (3) 11.68 松崎　零 (3) 12.07 弓狩　凪輝 (2) 12.09 栗原　青空 (2) 12.16 大川　和真 (2) 12.43

予選１組:-2.1m 土気南 (-2.1) 西の原 (-2.1) 鎌ケ谷五 (-2.1) 小金南 (-2.1) 船橋 (-2.1) 風早 (-2.1) ちはら台南 (-2.1)

共通100m 出口　輝 (3) 11.35 鈴木　爽生 (3) 11.51 堀　ひかる (3) 11.73 山崎　伸太郎 (2) 11.97 長潟　航 (2) 12.09 月野　天夢 (2) 12.10 目黒　達也 (2) 12.20 前田　波響 (3) 12.26

予選２組:+0.7m 幕張本郷 (+0.7) おゆみ野南 (+0.7) 成田西 (+0.7) 房南 (+0.7) 白山 (+0.7) 我孫子 (+0.7) 貝塚 (+0.7) 長柄 (+0.7)

共通100m 飯田　晴斗 (3) 11.70 斎藤　優登 (3) 11.81 宮川　優希 (3) 11.83 越智　隆成 (3) 11.85 羽鳥　陽紀 (2) 12.21 戸田　耕輝 (2) 12.26 川畑　祥五 (2) 12.33 八幡　琉空 (3)

予選３組:-1.5m 成田 (-1.5) 大山口 (-1.5) 五井 (-1.5) 新宿 (-1.5) 長浦 (-1.5) 松戸一 (-1.5) 鎌ケ谷三 (-1.5) 鎌ケ谷五 DNS(-1.5)

共通100m 瓜田　友聖 (3) 11.34 後田　大翔 (3) 11.73 町田　兼仁 (3) 11.99 福田　孝汰 (2) 12.09 小出　秀政 (2) 12.15 中島　勇大 (2) 12.44 山﨑　直人 (2)

予選４組:-2.9m 臼井南 (-2.9) 五井 (-2.9) 松戸二 (-2.9) 成田高付 (-2.9) 木刈 (-2.9) 南山 (-2.9) 成田西 DNS(-2.9)

共通100m 山口　秀都 (3) 11.66 末田　和真 (3) 11.78 對馬　玲 (2) 11.83 正岡　奏人 (3) 11.94 崎山　隆 (2) 12.18 福田　晴仁 (2) 12.43 大平　悠真 (2) 12.63

予選５組:-2.5m 葛飾 (-2.5) 鎌ケ谷五 (-2.5) 常盤平 (-2.5) 福栄 (-2.5) 旭二 (-2.5) 木更津二 (-2.5) 長浦 (-2.5)

共通100m 後田　大翔 (3) 11.66 越智　隆成 (3) 11.81 堀　ひかる (3) 11.82 宮川　優希 (3) 11.85 正岡　奏人 (3) 斎藤　優登 (3) 末田　和真 (3) 對馬　玲 (2)

Ｂ決勝:-1.9m 五井 (-1.9) 新宿 (-1.9) 成田西 (-1.9) 五井 (-1.9) 福栄 DNS(-1.9) 大山口 DNS(-1.9) 鎌ケ谷五 DNS(-1.9) 常盤平 DNS(-1.9)

共通100m 町田　兼仁 (3) 11.81 福田　孝汰 (2) 11.94 弓狩　凪輝 (2) 11.96 松崎　零 (3) 11.97 山崎　伸太郎 (2) 12.01 月野　天夢 (2) 小出　秀政 (2) 長潟　航 (2)

C決勝:-1.4m 松戸二 (-1.4) 成田高付 (-1.4) 船橋 (-1.4) 小金南 (-1.4) 房南 (-1.4) 我孫子 DNS(-1.4) 木刈 DNS(-1.4) 白山 DNS(-1.4)

共通200m 藤橋　亮太郎 (3) 23.66 髙橋　俊佑 (3) 23.69 相良　治毅 (3) 23.74 尾花　雷人 (3) 23.83 宇野澤　陸斗 (3) 24.15 吉益　和輝 (3) 24.34 武末　櫂斗 (3) 24.62
予選１組:-3.3m 大山口 (-3.3) 西初石 (-3.3) 西原 (-3.3) 東金 (-3.3) 銚子五 (-3.3) 根木内 (-3.3) 小金南 (-3.3)

共通200m 民谷　頼里 (3) 22.94 齊藤　優歩 (3) 23.45 上條　寛太 (3) 23.48 森　大和 (3) 24.04 渋谷　一彰 (3) 24.20 中山　幸紀 (3) 24.26 菊地　将吾 (3) 24.63
予選２組:+0.2m 前原 (+0.2) 富里 (+0.2) 福栄 (+0.2) 田中 (+0.2) 幕張本郷 (+0.2) 八木が谷 (+0.2) 蘇我 (+0.2)

共通200m 伊藤　晴 (3) 22.97 大山　竜輝 (3) 24.03 寺田　智彦 (3) 24.20 福田　佳樹 (3) 24.46 高田　幸秀 (3) 24.86 自谷　拓真 (3) 24.89 川村　瑞記 (3)

予選３組:-0.9m 泉谷 (-0.9) 福栄 (-0.9) 松葉 (-0.9) 西志津 (-0.9) 東海大浦安 (-0.9) 日出学園 (-0.9) 印旛 DNF(-0.9)

共通200m 宇野澤　陸斗 (3) 24.03 寺田　智彦 (3) 24.08 森　大和 (3) 24.19 渋谷　一彰 (3) 24.38 中山　幸紀 (3) 24.53 大山　竜輝 (3)

Ｂ決勝:-0.3m 銚子五 (-0.3) 松葉 (-0.3) 田中 (-0.3) 幕張本郷 (-0.3) 八木が谷 (-0.3) 福栄 DNS(-0.3)

共通200m 吉益　和輝 (3) 24.21 福田　佳樹 (3) 24.33 武末　櫂斗 (3) 24.34 菊地　将吾 (3) 24.58 高田　幸秀 (3) 24.84 自谷　拓真 (3)

C決勝:-1.7m 根木内 (-1.7) 西志津 (-1.7) 小金南 (-1.7) 蘇我 (-1.7) 東海大浦安 (-1.7) 日出学園 DNS(-1.7)

共通400m 古宇田　和輝 (3) 51.59 増澤　涼太 (3) 52.67 吉田　新 (2) 53.72 佐久間　竜斗 (3) 55.90 佐々木　綾人 (3) 56.47 石鍋　巴琉 (2) 57.56
予選１組 野田南部 蘇我 小金南 冨士見 千葉若松 柏南部
共通400m 太田　瑞渉 (3) 51.56 冨田　凌一朗 (3) 52.58 金子　塑良 (3) 53.04 寺井　優人 (3) 54.10 木村　楓雅 (3) 57.22 酒田　凛久 (3) 58.16
予選２組 土気南 八千代松陰 野田南部 根木内 柏二 銚子
共通400m 久保田　航生 (3) 50.46 清水　敬太 (3) 53.60 川口　一路 (3) 54.19 谷口　博睦 (3) 55.20 山﨑　成美 (3) 56.51 畠山　晃輔 (3) 57.90
予選３組 我孫子 大穴 習志野台 ちはら台南 大多喜 九十九里
共通400m 寺井　優人 (3) 54.88 川口　一路 (3) 55.85 佐久間　竜斗 (3) 57.24 佐々木　綾人 (3) 58.15 谷口　博睦 (3)

Ｂ決勝 根木内 習志野台 冨士見 千葉若松 ちはら台南 DNS
共通400m 酒田　凛久 (3) 56.27 山﨑　成美 (3) 56.50 畠山　晃輔 (3) 58.70 石鍋　巴琉 (2) 木村　楓雅 (3)

C決勝 銚子 大多喜 九十九里 柏南部 DNS 柏二 DNS

共通800m 広松　大和 (3) 2:01.78 阿山　珠吏 (3) 2:05.22 渡邊　駿 (3) 2:06.36 石川　宗吾 (3) 2:07.51 長谷川　陽人 (3) 2:10.32 成瀬　雄大 (3)

予選１組 豊四季 小金南 蘇我 御滝 酒井根 東金 DNS

共通800m 平野　豪琉 (3) 2:02.20 長岡　航 (3) 2:05.13 河崎　雄輝 (3) 2:06.37 正野　巧磨 (3) 2:09.03 齋藤　玲亜良 (3) 2:15.23 岳　穂里 (3) 2:17.33

予選２組 旭二 打瀬 湊 宮本 千葉若松 新松戸南

共通800m 小西　晃歩 (3) 2:04.33 伊藤　太志 (3) 2:04.81 森田　皓大 (3) 2:05.11 坂口　穂太 (3) 2:05.63 多々良　志苑 (2) 2:06.64 岡本　龍司 (3) 2:09.08

予選３組 牧野原 豊四季 流山南部 三田 三田 市川五

共通800m 渡邊　駿 (3) 2:07.07 多々良　志苑 (2) 2:07.34 河崎　雄輝 (3) 2:09.03 正野　巧磨 (3) 2:19.58 石川　宗吾 (3)

Ｂ決勝 蘇我 三田 湊 宮本 御滝 DNS

共通800m 齋藤　玲亜良 (3) 2:10.37 長谷川　陽人 (3) 2:12.94 岳　穂里 (3) 岡本　龍司 (3)

C決勝 千葉若松 酒井根 新松戸南 DNS 市川五 DNS

共通1500m 9 名和　純希 (3) 4:22.94 10 河嶋　晃汰 (2) 4:23.71 11 卯月　秀磨 (3) 4:24.68

決勝 根木内 松戸六 流山北部

共通3000m 9 山口　陸 (3) 9:24.26 10 阿部　結斗 (3) 9:29.19 11 山口　周十 (3) 9:29.41 12 請井　快星 (3) 9:30.42 13 唐澤　大地 (2) 9:38.51 14 加藤　彬芙 (2) 9:38.87 15 本地　悠真 (3) 9:49.48 林　晄生 (3)

決勝 松戸五 大津ケ丘 我孫子 松戸二 野田南部 東庄 鎌ケ谷五 白山 DNS

共通110mH(0.914m) 峯元　宏将 (3) 15.34 長濵　隼 (3) 16.58 飯村　柊冴 (3) 16.60 遠藤　竜之介 (3) 16.81 田中　真優 (3) 17.50 伊橋　璃矩 (3)

予選１組:+0.9m 酒々井 (+0.9) 御滝 (+0.9) 松戸六 (+0.9) 手賀 (+0.9) 銚子五 (+0.9) 蓮沼 DNS(+0.9)

共通110mH(0.914m) 山中　恭介 (3) 15.03 熊澤　輝琉吾 (3) 15.94 大西　拓未 (3) 16.14 村上　友哉 (3) 17.31 柴﨑　康生 (3) 18.34 白鳥　朝悠 (3)

予選２組:-1.3m 松戸六 (-1.3) 坪井 (-1.3) 田中 (-1.3) 千葉若松 (-1.3) 冨士見 (-1.3) 湖北台 DNS(-1.3)

共通110mH(0.914m) 宇田川　大志 (3) 15.12 井上　和馬 (3) 15.56 柿森　勇希 (3) 15.64 西村　紀憧 (3) 16.21 浜田　翔真 (3) 16.59 青木　珂那斗 (3) 16.87 山里　煌 (3) 17.29

予選３組:-1.1m 大山口 (-1.1) 七次台 (-1.1) 幕張本郷 (-1.1) 宮本 (-1.1) 東金 (-1.1) 西の原 (-1.1) 畑沢 (-1.1)

共通110mH(0.914m) 長濵　隼 (3) 16.26 飯村　柊冴 (3) 16.41 青木　珂那斗 (3) 16.71 遠藤　竜之介 (3) 16.83 浜田　翔真 (3) 17.28

Ｂ決勝:-1.2m 御滝 (-1.2) 松戸六 (-1.2) 西の原 (-1.2) 手賀 (-1.2) 東金 (-1.2)

共通110mH(0.914m) 村上　友哉 (3) 17.32 柴﨑　康生 (3) 17.34 山里　煌 (3) 17.83 田中　真優 (3) 17.97

C決勝:-3.6m 千葉若松 (-3.6) 冨士見 (-3.6) 畑沢 (-3.6) 銚子五 (-3.6)

予選･準決勝記録一覧表（男子）
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JOCジュニアオリンピックカップ
全国中学生陸上競技大会２０２０

千葉県選手タイムトライアル
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20 12 0006
121010千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

令和２年８月３０日（日）

審判長：(トラック)　隅坂　 道昭　(フィールド・混成)　吉原　廣　記録主任：黒田　泰三　


