
主催 千葉県教育委員会　千葉市教育委員会
千葉県小中学校体育連盟

大会コード 22 12 3002 (公財)千葉県体育協会

競技場コード 121010 (一財)千葉陸上競技協会
日付 種目

後藤　大樹 (1) 12.07 小寺　慎之助 (1) 12.14 岩瀨　遙希 (1) 12.17 白土　航 (1) 12.29 曽子　陽多 (1) 12.46 為我井　大翔 (1) 12.50 日野　雄惺 (1) 12.50 宮城　圭佑 (1) 12.66
四街道北 (-1.5) 習志野四 (-1.5) おゆみ野南 (-1.5) 六実 (-1.5) 富津 (-1.5) 湖北 (-1.5) 五井 (-1.5) 太田 (-1.5)

岡澤　凜併 (2) 11.54 片山　瑛太 (2) 11.68 大森　歩真 (2) 11.84 相葉　瑛介 (2) 11.88 山家　理仁 (2) 12.04 米満　朔空 (2) 12.06 小西　創太 (2) 12.12 青木　優翔 (2) 12.21
土気南 (-1.2) 鎌ケ谷二 (-1.2) 高浜 (-1.2) 千葉若松 (-1.2) 打瀬 (-1.2) 根郷 (-1.2) 市川四 (-1.2) 市川 (-1.2)

小山　広大 (3) 11.21 前田　拓輝 (3) 11.22 篠原　輝 (3) 11.31 大楽　翔 (3) 11.35 ハッサン　アイマン (3) 11.43 竹内　丈 (3) 11.43 大久保　芯馬 (3) 11.51 水谷　陽亮 (3) 11.56
松戸五 (-2.0) 酒々井 (-2.0) 成田西 (-2.0) 風早 (-2.0) 松戸五 (-2.0) 東邦大東邦 (-2.0) 木刈 (-2.0) 蘇我 (-2.0)

合田　翔空 (3) 22.54 丸金　汰空海 (3) 23.12 村上　颯太朗 (2) 23.21 小松　悠稀 (3) 23.25 冠地　結稀 (3) 23.29 石山　優弥 (3) 23.31 田口　優斗 (3) 23.51 東島　権治 (3) 23.67
根木内 (-3.1) 葛飾 (-3.1) 千葉日大一 (-3.1) 誉田 (-3.1) 上志津 (-3.1) 古ケ崎 (-3.1) 湖北 (-3.1) 高浜 (-3.1)

保科　遼陽 (3) 51.46 岡野　遥斗 (3) 51.93 永沼　大 (3) 52.06 朝雛　蒼馬 (3) 52.43 松村　成緒 (3) 52.54 小澤　基都 (3) 52.60 石毛　順人 (3) 53.14 石山　輝空 (3) 53.29
佐原 大椎 富里 昭和秀英 東邦大東邦 習志野六 旭二 野田南部

川口　ムサ慧 (2) 2:00.63 北村　侑也 (3) 2:00.99 谷田部　來愛 (3) 2:01.33 松友　壮太 (3) 2:02.38 江本　純 (3) 2:02.67 鈴木　貴裕 (3) 2:03.16 吉田　翔真 (3) 2:04.01 高橋　翔 (3) 2:06.35
木間ケ瀬 酒井根 栗源 習志野五 西の原 村上東 鴨川 松戸二

小林　遼太郎 (1) 4:24.49 藤井　颯大 (1) 4:26.19 藤田　悠聖 (1) 4:26.86 薮﨑　一心 (1) 4:28.20 森田　侑吉 (1) 4:29.97 葛生　信進 (1) 4:33.63 吉岡　俊樹 (1) 4:33.66 小石沢　大翔 (1) 4:34.32
富津 船橋 佐原 常盤平 流山南部 布佐 田中 西初石

伊藤　悠ノ介 (3) 4:04.15 斎藤　晴樹 (3) 4:04.42 吉村　莉一郎 (3) 4:05.13 髙澤　颯 (3) 4:05.32 小用　太陽 (3) 4:05.33 佐藤　賢仁 (3) 4:06.60 伊東　直太郎 (2) 4:08.05 島田　陽平 (3) 4:09.84
酒井根 大佐和 古ケ崎 千葉若松 太田 志津 高柳 流山北部

石井　琉之介 (3) 8:54.55 加藤　悠凌 (3) 8:57.13 佐々木　虎太郎 (2) 8:57.89 加瀬　唯翔 (2) 9:00.42 石毛　翔麻 (3) 9:04.00 黒澤　昊 (3) 9:05.62 中川　朝陽 (3) 9:07.56 宮内　駿汰 (3) 9:09.06
布佐 東庄 七次台 旭一 旭二 久寺家 古ケ崎 海上

田中　温羽 (3) 14.46 齋藤　幸昌 (3) 14.49 鳥井　大輝 (3) 14.79 菊地　倫成 (3) 15.58 櫛木　悠人 (3) 15.66 根岸　永真 (3) 15.72 奥田　俊晴 (3) 15.81
五井 (-2.5) 田中 (-2.5) 佐倉 (-2.5) 幕張本郷 (-2.5) 坪井 (-2.5) 南流山 (-2.5) 鎌ケ谷三 (-2.5)

松戸五 43.63 五井 43.73 太田 43.91 木刈 44.22 葛飾 44.56 蘇我 44.75 湖北 44.97 千葉日大一 45.00
早川　大翔 (3) 長尾　星奏 (3) 米田　隼 (3) 赤松　大遙 (3) 芦澤　遥都 (3) 小林　琉輝 (3) 白川　大翔 (3) 赤嶺　海 (2)

ハッサン　アイマン (3) 小川　隼世 (3) 吉田　吏玖 (3) 大久保　芯馬 (3) 西野　健太 (3) 清水　陽友 (3) 長谷部　凌 (3) 青山　竣哉 (3)

菅原　舜 (3) 田中　温羽 (3) 金子　颯希 (3) 藤波　空翼 (3) 箕浦　泉 (3) 並木　瑠偉 (3) 東　琉聖 (3) 平澤　昂大 (3)

小山　広大 (3) 岩井　志穏 (3) 千島　大芽 (3) 神崎　由空 (3) 丸金　汰空海 (3) 水谷　陽亮 (3) 田口　優斗 (3) 村上　颯太朗 (2)

朝岡　光輝 (3) 1m79 白上　凌大 (3) 1m76 小倉　由也 (3) 1m76 佐藤　雄紅 (3) 1m76 福田　奏空 (3) 1m73 今井　凌駕 (3) 1m73
松戸六 岩名 五井 大栄みらい 流山南部 松戸四

臼井　颯 (3) 1m76 中村　正哉 (3) 1m73
南流山 白山

入交　隆太 (3) 3m70 押元　洸太 (3) 3m60 神﨑　敦司 (2) 3m40 栗田　澪 (2) 3m30 安藤　飛空 (3) 3m30 平野　敬斗 (3) 3m20 高橋　昊真 (1) 3m00 鈴木　琉希 (2) 2m90
船穂 泉谷 神崎 千葉若松 印西 千葉若松 東高津 嶺南

櫻井　翔一朗 (1) 5m56 霜﨑　孝太朗 (1) 5m56 江尻　真澄 (1) 5m42 杉﨑　幹大 (1) 5m36 多賀　涼太 (1) 5m33 山影　英汰 (1) 5m31 辻井　祐稀 (1) 5m31 武藤　大晟 (1) 5m22
八街 (+1.2) 打瀬 (+3.2) 大和田 (+2.2) 打瀬 (+2.2) 高柳 (+2.3) 岩名 (+1.2) 西の原 (+3.4) 千葉若松 (+2.5)

椿　真拓 (3) 6m64 目原　碧人 (3) 6m59 小野寺　誠太 (3) 6m51 林　海里 (2) 6m42 菅澤　憲斗 (3) 6m41 中島　健太 (3) 6m37 田伏　兜真 (2) 6m33 廣瀬　和真 (2) 6m15
大栄みらい (+1.9) 誉田 (+3.2) 七林 (+2.3) 市川六 (+2.1) 下総みどり (+2.1) 岩名 (+1.9) 田中 (+3.3) 四街道 (+3.2)
中村　颯来 (3) 12m70 茂原　宏典 (3) 11m69 尾原　陽 (3) 11m56 大曽根　右京 (3) 11m53 山本　玲緒 (3) 11m47 中村　奏太 (2) 11m27 遠藤　楓斗 (3) 11m16 藤森　琉生 (3) 11m12
船橋芝山 白山 西の原 中台 河原塚 千葉若松 ちはら台南 大和田

共通四種競技 宮下　輝一 (3) 2573 大場　琥汰朗 (3) 2206 青栁　遥希 (3) 2146 岡野　陸 (3) 2022 林　奎澄 (3) 2013 福島　遥音 (3) 1804 青木　虎太郎 (3) 1799 仁尾　海渡 (3) 1778
八日市場一 西の原 泉谷 湖北 飯岡 千葉若松 八千代松陰 船橋旭

110mH(0.914m) 16.14 -2.7 717 16.62 -2.2 665 16.69 -2.3 657 17.71 -2.2 552 17.46 -2.7 577 18.32 -2.3 494 18.52 -2.2 475 17.65 -2.7 558
砲丸投(4.000kg) 12m79 654 9m73 469 9m09 431 9m05 429 10m43 512 9m31 444 6m81 296 8m53 398

走高跳 1m59 457 1m59 457 1m71 552 1m71 552 1m56 434 1m40 317 1m59 457 1m50 389
400m 51.53 745 54.60 615 57.39 506 57.86 489 57.83 490 56.26 549 55.70 571 59.42 433

千葉若松 25 五井 22 松戸五 20 西の原 19 打瀬 16 酒井根 15 佐原 14 泉谷 13
船橋旭 24 海上 18.5 西の原 17 坪井 15 4) 松戸二 15 行田 14 海神 14 佐倉東 14

千葉若松 36.5 西の原 36 五井 34 船橋旭 25 岩名 21.5 松戸五 20 海上 19.5 坪井 19
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 審判長：(ﾄﾗｯｸ) 隅坂　道昭　　(ﾌｨｰﾙﾄﾞ・混成) 吉原　 廣　　(招集所) 門目　 誠 記録主任:　　矢野　隆照
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)
CJHR: 県中学記録　　GR：大会新記録

気象記録 ２７日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 ２８日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

09:00 晴 31.3 70.0 2.6 南南西 09:00 晴 31.8 66.0 2.1 南南西
10:00 晴 31.5 66.0 3.6 南西 10:00 晴 32.2 63.0 2.1 南南東
11:00 晴 32.1 64.0 4.6 南南西 11:00 晴 32.6 61.0 3.1 南南西
12:00 晴 32.3 64.0 3.5 南西 12:00 晴 32.8 58.0 2.0 南南東
13:00 晴 32.1 66.0 3.5 南南西 13:00 晴 32.7 54.0 3.8 南南西
14:00 晴 32.2 63.0 4.4 南西 14:00 晴 32.7 59.0 2.4 南南西
15:00 晴 32.0 63.0 3.5 南西 15:00 晴 32.5 61.0 3.1 南南西
16:00 晴 31.4 66.0 3.1 南
17:00 晴 31.2 66.0 4.4 南西

決勝記録一覧表（男子）

令和４年７月２７日（水）、２８日（木）
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男女総合の部

第７６回千葉県中学校総合体育大会陸上競技の部
兼第４９回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
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３年100m
風力：-2.0m

共通棒高跳
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女子総合の部


