
主催 関東中学校体育連盟　千葉県教育委員会
千葉市教育委員会　関東陸上競技協会

大会コード 18 50 1303 (公財)東京陸上競技協会
競技場コード 121010 主管 千葉県小中学校体育連盟　(一財)千葉陸上競技協会

日付 種目
藤井　清雅 (1) 11.49 上原　逞雅 (1) 11.49 森本　宗介 (1) 11.62 栗原　主玖 (1) 11.77 山村　直人 (1) 11.78 中谷　郁斗 (1) 11.82 秋谷　優斗 (1) 11.83 金　寛人 (1) 11.83
千葉:君津 (+1.3) 埼玉:草加栄 (+0.6) 埼玉:川口西 (+2.4) 東京:松江第四 (+2.4) 東京:亀有 (+0.6) 栃木:栃木西 (+0.6) 埼玉:宮代百間 (+1.3) 東京:板橋一 (+1.3)
山口　竜 (2) 11.25 名取　航輝 (2) 11.34 吉次　悠真 (2) 11.43 長谷川　巧光 (2) 11.44 近藤　里玖 (2) 11.44 濁川　優 (2) 11.47 神戸　毅裕 (2) 11.48 DEENUKU KITTITHAT (2) 11.48

神奈川:宮内 (+0.8) 埼玉:小手指 (+1.0) 群馬:休泊 (+1.0) 千葉:八街南 (+1.1) 神奈川:稲田 (+1.1) 千葉:小中台 (+1.0) 東京:明星学園 (+1.1) 茨城:岩井 (+1.1)
井上　直紀 (3) 10.60 土谷　歩夢 (3) 10.89 大島　琉偉 (3) 10.90 白石　柚樹 (3) 10.92 松本　涼 (3) 10.93 加瀬　空 (3) 10.98 岩浪　巧実 (3) 10.99 江上　開星 (3) 11.05
群馬:群馬南 (+2.2) 栃木:三島 (+2.2) 神奈川:すすき野 (+2.0) 埼玉:住吉 (+2.0) 栃木:小山三 (+1.2) 千葉:銚子六 (+2.0) 埼玉:春日部武里 (+2.2) 東京:松沢 (+1.2)
安藤　李空 (3) 22.51 髙橋　悠斗 (3) 22.56 小林　翔大 (3) 22.62 佐野　勝哉 (3) 22.70 橋本　結生 (3) 22.75 吉木　翼 (3) 22.79 高田　和 (3) 22.80 佐藤　智也 (3) 22.82
埼玉:所沢美原 (+0.8) 神奈川:名瀬 (+0.6) 栃木:豊郷 (+1.3) 東京:東葛西 (+0.6) 神奈川:岡津 (+1.3) 千葉:柏第二 (+1.3) 埼玉:坂戸桜 (+0.6) 群馬:吉井西 (+0.8)
酒匂　康輝 (3) 52.02 日髙　裕喜人 (3) 52.02 BURGA ARIEL (3) 52.14 中村　航星 (3) 52.65 白石　雄大 (3) 52.66 吉留　龍之介 (3) 52.77 宮川　玲 (3) 53.07 犬飼　侑樹 (3) 53.20
千葉:久寺家 神奈川:荏田南 栃木:城東 茨城:城ノ内 千葉:高津 千葉:朝日ケ丘 山梨:押原 栃木:国分寺
大楢　龍輝 (3) 1:59.05 日髙　志允 (3) 1:59.97 川嶋　康駿 (3) 2:00.03 佐倉　由樹 (3) 2:00.48 樋口　ワシリー (3) 2:01.57 牧野　裕一 (3) 2:02.20 金澤　良太 (3) 2:02.58 中山　和海 (3) 2:02.77
群馬:利根 埼玉:久喜 東京:田無第四 埼玉:越谷大相模 神奈川:末吉 神奈川:宮前平 埼玉:鴻巣赤見台 茨城:八千代東

吉村　虎乃輔 (1) 4:25.09 酒井　忠久 (1) 4:25.63 綿貫　風雅 (1) 4:25.64 大久保　綾 (1) 4:25.96 寺田　向希 (1) 4:25.98 中村　伸太朗 (1) 4:26.75 武藤　稜河 (1) 4:29.41 冨田　洋輔 (1) 4:29.50
群馬:城西 埼玉:新座第五 群馬:中之条 群馬:塚沢 東京:立川第五 千葉:船橋海神 茨城:瑞竜 埼玉:さいたま第二東

帰山　侑大 (3) 4:09.14 小山　翔也 (2) 4:09.97 山口　智規 (3) 4:10.67 小野　透 (3) 4:11.37 樫村　将矢 (3) 4:12.01 杉森　星彦 (3) 4:12.08 赤間　瑠衣 (3) 4:12.08 手塚　太一 (3) 4:13.46
群馬:桐生清流 埼玉:蓮田平野 千葉:銚子二 埼玉:戸田 茨城:北茨城中郷 群馬:中央中等 埼玉:日進 栃木:氏家
滝澤　愛弥 (3) 9:04.42 堀口　花道 (3) 9:04.51 塩原　匠 (3) 9:05.54 栗田　隆希 (3) 9:10.54 東泉　大河 (3) 9:11.78 生駒　直幸 (3) 9:13.27 齋藤　英介 (3) 9:13.45 永島　陽介 (3) 9:15.36
栃木:藤原 群馬:甘楽 群馬:中之条 千葉:逆井 栃木:三島 埼玉:吉川南 千葉:白山 栃木:真岡東
中里　碧翔 (3) 14.39 佐藤　歩海 (3) 14.53 矢口　峻慈 (3) 14.58 伊藤　優眞 (3) 14.58 竹尾　和真 (3) 14.63 阿部　天馬 (3) 14.71 小川　輝 (3) 14.74 永井　誠也 (3) 14.78
栃木:大谷 (+0.7) 神奈川:小田 (+1.9) 神奈川:岡津 (+0.6) 栃木:小山城南 (+1.9) 東京:鶴川 (+1.9) 千葉:船橋御滝 (+0.7) 埼玉:高階 (+0.6) 栃木:鹿沼北 (+0.6)

栃木:小山三 43.89 1)埼玉:深谷幡羅 43.89 千葉:松戸六 43.90 東京:本郷 44.01 群馬:群馬南 44.06 神奈川:名瀬 44.14 群馬:前橋富士見 44.17 千葉:松戸栗ケ沢 44.24
吉川　昂佑 (3) 飯原　圭祐 (3) 馬塲　一彰 (3) 持田　優達 (3) 田中　隆己 (3) 和田　芽生 (2) 五十嵐　大樹 (3) 髙橋　秀都 (3)

松本　涼 (3) 磯部　隼汰 (3) 黒田　太陽 (3) 安藤　晴輝 (3) 坂本　渓輔 (2) 西田　拓途 (3) 城田　楓雅 (3) 渡邉　涼太 (3)

齋藤　蒼 (3) 大須賀　智紀 (3) 吉川　浩志 (3) 板垣　心陽 (3) 有賀　光希 (3) 玉木　颯馬 (3) 伊藤　莉玖 (3) 染野　勇也 (3)

松嶋　伶弥 (3) 齊藤　友哉 (3) 恩田　翼早 (3) 吉野　晃平 (3) 井上　直紀 (3) 髙橋　悠斗 (3) 宮崎　隼一 (3) 髙根　凜門 (3)

渡邊　一輝 (3) 1m94 阿見　凜人 (3) 1m91 長谷川　契 (3) 1m88 橘田　幸成 (3) 1m85 角田　リコ (3) 1m85 細川　未空翔 (3) 1m85 横山　剛 (3) 1m85 横田　空羽太 (3) 1m80
埼玉:越谷南 栃木:西那須野 群馬:伊勢崎境西 山梨:甲府西 埼玉:川柳 栃木:鹿沼北 群馬:群馬南 埼玉:所沢東
篠塚　浩斗 (3) 4m40 池田　悠人 (3) 4m30 小暮　七斗 (3) 4m20 岩沢　優真 (3) 4m00 4)手島　遼太 (3) 4m00 堀田　優之介 (2) 4m00 青木　悠一郎 (3) 4m00 8)麻野　大成 (3) 3m80
千葉:小見川 神奈川:上菅田 群馬:太田南 茨城:豊里 群馬:前橋第七 埼玉:昭和 神奈川:保土ケ谷 神奈川:横浜田奈

8)島村　涼太 (3) 3m80
東京:立川第四

髙原　一希 (1) 5m90 根本　ルイ (1) 5m84 伊橋　璃矩 (1) 5m74 滝澤　悠貴 (1) 5m66 梶谷　皇光斗 (1) 5m65 鈴木　爽生 (1) 5m63 宮坂　潤 (1) 5m62 松本　純弥 (1) 5m47
東京:立川第七 (+2.0) 神奈川:東橘 (+1.8) 千葉:蓮沼 (+3.4) 埼玉:川口領家 (+1.6) 栃木:山前 (+1.8) 千葉:おゆみ野南 (+1.1) 群馬:伊勢崎第一 (+2.4) 神奈川:緑が丘 (+4.4)
伊藤　隼人 (3) 7m16 植木　優太 (3) 7m15 栁田　大輝 (3) 7m05 坂田　生成 (3) 6m94 松木　悠眞 (3) 6m83 松村　匠真 (3) 6m64 深沢　瑞樹 (2) 6m63 片山　大地 (2) 6m55
千葉:西の原 (+3.8) 千葉:本埜 GR(+0.8) 群馬:館林第一 (+1.9) 神奈川:春日野 (+2.2) 栃木:旭 (+4.7) 千葉:七林 (+1.8) 山梨:早川 (+2.0) 東京:杉並和田 (+0.9)
小森　直吏 (3) 14m89 中郷　成生 (3) 14m00 阿南　渉真 (3) 13m94 今村　天春 (3) 13m73 関山　洸哉 (3) 13m64 唐澤　孝英 (3) 13m61 川奈　優叶 (3) 13m50 岩城　青空 (3) 13m27
山梨:早川 栃木:片岡 埼玉:熊谷東 東京:神谷 栃木:小山城南 茨城:土浦三 千葉:佐原 神奈川:浦島丘

共通四種競技 達川　廉 (3) 2651 津山　将汰 (3) 2588 村上　兼太郎 (3) 2581 大須賀　智紀 (3) 2510 南部　宏明 (3) 2489 星野　愛弥 (3) 2481 野口　健太 (3) 2406 姉帶　晋之 (3) 2393
神奈川:池上 千葉:柏 栃木:若松原 埼玉:深谷幡羅 神奈川:樽町 群馬:前橋第七 埼玉:さいたま大成 千葉:古ケ崎

110mH(0.914m) 14.65 +1.5 892 15.07 +1.5 841 15.41 +0.8 801 15.54 +1.5 785 15.43 +0.8 798 15.25 +1.5 820 16.13 +0.8 718 16.09 +0.8 723
砲丸投(4.000kg) 12m08 611 11m54 579 12m10 612 11m81 595 11m11 553 11m50 576 11m75 591 10m32 505

走高跳 1m68 528 1m71 552 1m71 552 1m77 602 1m77 602 1m68 528 1m68 528 1m71 552
400m 54.47 620 54.58 616 54.58 616 56.82 528 56.59 536 56.07 557 55.75 569 54.64 613

埼玉県 121.5 千葉県 108 群馬県 101.5 栃木県 97.5 神奈川県 94.5 東京都 51.5 茨城県 20.5 山梨県 17
千葉県 121.5 東京都 96.5 埼玉県 80 栃木県 77 神奈川県 58.5 群馬県 46.5 茨城県 21 山梨県 3
千葉県 229.5 埼玉県 201.5 栃木県 174.5 神奈川県 153 群馬県 148 東京都 148 茨城県 41.5 山梨県 20

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 記録主任:　　黒田　泰三
四種競技:（110mH:高さ0.914m ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 9.14m 砲丸投:重さ4.000kg)
GR：大会新記録
※台風のため２日間開催を１日開催とした。トラック競技はタイムレース、走幅跳・砲丸投は３回の試技で実施。

気象記録 ８日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 ９日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

12:00 雨 25.3 86 北北東 9:00 曇 30.9 64 0.9 北東
13:00 雨 25.5 86 東北東 10:00 晴 31.0 62 0.5 東北東
14:00 雨 25.9 91 北東 11:00 晴 31.5 58 1.0 北東
15:00 雨 26.0 88 北北東 12:00 雨 30.2 69 0.3 北東
16:00 雨 26.1 88 北北東 13:00 曇 30.3 71 1.9 東北東
17:00 雨 26.0 87 北東 14:00 晴 30.9 67 1.9 北東
18:00 雨 26.0 85 北北東 15:00 雨 30.7 68 1.1 東北東
18:30 雨 26.0 84 北北東 15:20 曇 30.3 70 1.2 北東
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決勝記録一覧表（男子）

平成３０年８月８日（水）、９日（木）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

風速(ｍ/s)

審判長：(ﾄﾗｯｸ) 隅坂　道昭　　(ﾌｨｰﾙﾄﾞ・混成) 吉原　 廣　　(ｽﾀｰﾄ) 西山　道広　　(招集所) 門目　 誠

8位
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風速(ｍ/s)
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