
主催 千葉県小中学校体育連盟
千葉県教育委員会　千葉市教育委員会

大会コード 20 12 0725 （公財）千葉県体育協会（一財）千葉陸上競技協会
競技場コード 主管 千葉県小中学校体育連盟

日 種目

前田　拓輝 (1) 11.60 大楽　翔 (1) 11.75 篠原　輝 (1) 11.88 生貝　奏人 (1) 11.93 玉木　勇樹 (1) 12.35 水谷　陽亮 (1) 12.36 舘　侑規 (1) 12.38

酒々井 =GR 風早 (-0.1) 成田西 (-0.1) 鴨川 (-0.1) 柏南部 (-0.1) 蘇我 (-0.1) 流山北部 (-0.1)

馬原　浩志郎 (2) 11.36 柄澤　修太 (2) 11.55 田原　慶人 (2) 11.67 弓狩　凪輝 (2) 11.80 戸田　耕輝 (2) 11.80 栗原　青空 (2) 11.81 羽鳥　陽紀 (2) 11.88

土気南 (+0.2) 市川三 (+0.2) 土気南 (+0.2) 船橋 (+0.2) 松戸一 (+0.2) 風早 (+0.2) 長浦 (+0.2)

對馬　玲 (2) 23.08 稲崎　隆斗 (2) 23.52 秋田　真宗 (2) 23.67 月野　天夢 (2) 24.02 山田　逞智 (2) 24.27 福田　晴仁 (2) 24.41 鈴木　涼太 (2) 24.63 櫻井　陸斗 (2) 24.88

常盤平 (+0.6) 野田南部 (+0.6) 太田 (+0.6) 我孫子 (+0.6) 高津 (+0.6) 木更津二 (+0.6) 松戸六 (+0.6) 四街道西 (+0.6)

吉田　新 (2) 53.49 梁瀬　大幹 (2) 54.31 岩﨑　航大 (2) 55.78 橋川　仁 (2) 56.41

小金南 習志野台 富津 東邦大東邦

石本　一登 (2) 2:06.78 多々良　志苑 (2) 2:06.92 葉茂　一貴 (2) 2:08.00 波多野　素暉 (2) 2:08.53 亀井　元己 (2) 2:08.83 米木　僚 (2) 2:10.22 三次　耕平 (2) 2:12.93 古舘　悠太 (2) 2:19.45

船橋旭 三田 宮本 常盤平 浦安 大網 岬 御滝

根本　佳信 (2) 4:10.15 米本　壮汰 (2) 4:10.46 石渡　翔 (2) 4:12.23 和久井　夏輝 (2) 4:12.75 佐藤　優太 (2) 4:17.72 梶原　慎司 (2) 4:19.63 桶田　悠生 (2) 4:20.29 内田　温規 (2) 4:20.87

鎌ケ谷三 GR 大多喜 GR 周西 常盤平 流山南部 野田一 船橋 岩名

鈴木　琉胤 (2) 9:06.59 河嶋　晃汰 (2) 9:07.29 唐澤　大地 (2) 9:09.15 松村　達也 (2) 9:09.66 中野　大翔 (2) 9:10.97 渡邉　樹 (2) 9:11.56 武藤　空多 (2) 9:13.73 加藤　彬芙 (2) 9:15.93

小金北 松戸六 野田南部 大網 東金 松葉 東金 東庄

共通110mH(0.914m) 佐藤　巧望 (2) 15.79 八木澤　透 (2) 16.18 阿部　颯斗 (2) 16.57 神成　怜有琉 (2) 16.94 渡邉　真大 (2) 17.05 冨澤　晴人 (2) 17.39

(風力:-0.2m) 南流山 (-0.2) 松戸六 (-0.2) 古ケ崎 (-0.2) 鎌ケ谷四 (-0.2) 坪井 (-0.2) 木刈 (-0.2)

太田 45.89 木刈 46.01 新松戸南 46.20 旭二 46.29 松戸六 46.60 田中 46.81 土気南 46.90 鴨川 46.93

菅野　暖翔 (2) 小出　秀政 (2) 安永　拓耶 (2) 伊藤　蒼 (2) 小林　温人 (2) 古川　開己 (2) 榊　昴 (2) 生貝　奏人 (1)

渡部　透悟 (2) 青栁　理仁 (2) 深澤　颯音 (2) 崎山　隆 (2) 田中　生 (2) 福島　涼太 (2) 田原　慶人 (2) 髙木　奏哉 (2)

相川　晃彦 (2) 瀧井　悠斗 (2) 岡田　涼 (2) 石毛　順人 (1) 常光　正聖 (2) 大田　鷹生 (2) 寺田　威久斗 (2) 伊藤　憂駕 (2)

秋田　真宗 (2) 大久保　芯馬 (1) 滝川　雅貴 (2) 伊藤　佑希 (2) 八木澤　透 (2) 青木　眞路 (2) 馬原　浩志郎 (2) 三浦　凜太 (2)

浅井　優 (2) 1m76 鵜澤　光佑 (2) 1m76 小野　稜河 (2) 1m73 山口　雄世 (2) 1m65 大台　優作 (2) 1m65 多田　将志 (2) 1m65 鈴木　拓翔 (2) 1m65 坂本　悠樹 (2) 1m65

松戸五 大穴 飯山満 ちはら台南 大佐和 高浜 田中 湖北

根本　日向 (2) 3m43 佐生　拓眞 (2) 3m20 鈴木　悠聖 (2) 3m00 3 糸川　天彰 (2) 3m00 三宅　柊吾 (2) 3m00 5 小野　泰雅 (2) 3m00 松井川　輝良 (2) 2m90 井形　庚紀 (2) 2m90

館山三 嶺南 佐原 船穂 畑沢 銚子一 嶺南 佐倉東

坂田　有弥 (2) 6m27 篠田　浩己 (2) 6m27 武岡　世航 (2) 5m98 長潟　航 (2) 5m95 伊藤　佑希 (2) 5m93 椿　真拓 (1) 5m81 白井　勘太郎 (2) 5m80 齋藤　悠太郎 (2) 5m60

畑沢 (+0.6) 小見川 (+0.6) 浦安 (+0.8) 白山 (+0.5) 旭二 (+0.3) 大栄 (+0.9) 市川四 (+0.4) 印旛 (-0.4)

共通砲丸投 石田　琉晟 (2) 12m35 加藤　政樹 (2) 12m17 大江　陽斗 (2) 11m84 横瀬　貴央 (2) 11m19 小島　桜雅 (2) 11m13 山本　凌翔 (2) 10m79 田中　勇翔 (2) 10m45 菅野　翔太 (2) 10m40

（4.000kg) 泉谷 八街中央 印旛 白山 木間ケ瀬 新松戸南 古ケ崎 松戸四

共通110mH:高さ0.914m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ9.14m GR:大会新記録 =GR:大会タイ記録

共通砲丸投:重さ4.000kg 審判長：(ﾄﾗｯｸ)隅坂　道昭　 (ﾌｨｰﾙﾄﾞ)吉原　　廣　 (招集所)門目　　誠 記録主任：　黒田　泰三

気象記録
3日 4日

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ/ｓ) 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ/ｓ)
10:00 晴 25.1℃ 47% 1.0 m/s 10:00 曇 22.9℃ 64% 0.4 m/s
11:00 晴 25.3℃ 40% 1.2 m/s 11:00 曇 24.3℃ 56% 0.3 m/s
12:00 晴 25.2℃ 45% 0.0 m/s 12:00 曇 24.8℃ 50% 0.7 m/s
13:00 曇 25.2℃ 42% 0.0 m/s 13:00 晴 24.9℃ 49% 1.3 m/s
14:00 曇 24.7℃ 45% 0.0 m/s 14:00 曇 24.7℃ 51% 0.5 m/s

（一財）千葉県陸上競技協会

第４５回千葉県中学校新人体育大会陸上競技大会 決勝記録一覧表（男子）

令和２年１０月３日（土）、４日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 121010
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