
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

男　子
篠原 輝 (3) 16.70 前田 拓輝 (3) 16.74 竹内 丈 (3) 16.83 大久保 芯馬 (3) 16.84 千島 大芽 (3) 16.88 小幡 俊輔 (3) 16.89 水谷 陽亮 (3) 17.11 小松 悠稀 (3) 18.78

成田西 (+1.3) 酒々井 (+1.3) 東邦大東邦 (+1.3) 木刈 (+1.3) 太田 (+1.3) 習志野四 (+1.3) 蘇我 (+1.3) 誉田 (+1.3)

齋藤 幸昌 (3) 14.89 田中 温羽 (3) 14.97 栃木 匠吾 (3) 15.46 戸村 息吹 (3) 16.17 戸田 陸音 (3) 16.20 枝澤 怜音 (3) 16.21

田中 CJHR(+2.0) 五井 CJHR(+2.0) 浦安 (+2.0) 四街道旭 (+2.0) 生浜 (+2.0) 公津の杜 (+2.0)

伊藤 悠ﾉ介 (3) 2:37.12 川口 ﾑｻ慧 (2) 2:38.58 斎藤 晴樹 (3) 2:38.64 ﾌｫﾚｯﾄ 伊庵 (3) 2:39.01 髙澤 颯 (3) 2:39.14 小用 太陽 (3) 2:40.07 渡邉 翔悟 (2) 2:41.10 伊東 直太郎 (2) 2:41.64

酒井根 木間ケ瀬 君津MSCRC 田中 千葉若松 太田 八日市場二 高柳
西の原A 47.64 葛飾A 47.91 市川四A 47.95 千葉若松A 48.30 新松戸南A 48.37 富里A 48.64 前原A 48.85 太田A 49.15

小諸 温太 (2) 菊池 将伍 (2) 小西 創太 (2) 染谷 龍輝 (2) 清山 兼資 (1) 高山 晃雅 (1) 栁田 直希 (1) 岩下 蓮 (2)

寳正 晃輔 (2) 宮内 凛太郎 (2) 桝崎 吾人 (2) 相葉 瑛介 (2) 牧野 稜平 (2) 兼平 奨空 (2) 君塚 蓮 (2) 吉田 陸 (2)

田中 丈偉 (2) 大澤 澄空 (2) 藤城 星来 (2) 大澤 龍聖 (2) 横田 夢生 (2) 南 涼太郎 (2) 三宅 悠慎 (2) 小池 勇人 (2)

塚田 恵生 (2) 熊岡 圭吾 (2) 秋山 煌太 (2) 大澤 龍翔 (2) 岡田 亮虎 (2) 吉澤 大夢 (2) 土井 樹 (2) 加瀬 輝翔 (2)

青木 琉希弥 (3) 13m15 田伏 兜真 (2) 12m80 大場 琥汰朗 (3) 12m25

吾妻 (+4.1) 田中 CJHR(+0.5) 西の原 (+1.2)

林 成海 (3) 33m33 石田 岳士 (2) 31m50 中村 颯来 (3) 31m27 中村 奏太 (2) 28m37 大曽根 右京 (3) 26m24 山大路 健斗 (3) 25m85 石毛 順人 (3) 25m22 林 奎澄 (3) 21m45

小見川 泉谷 船橋芝山 千葉若松 中台 御滝 旭二 飯岡

宮下 輝一 (3) 57m40 白尾 幸音 (3) 53m43 斎田 愛琉 (3) 49m71 鈴丸 悠 (2) 39m51 横手 駿汰 (3) 39m30 坂上 晴麻 (3) 37m77 及川 皇凱 (2) 34m69 澤原 佑太郎 (2) 34m48

八日市場一 福栄 栗源 市川四 船橋旭 御滝 泉谷 東邦大東邦

女　子
伊藤 優亜 (2) 18.34 佐々木 柚夏 (3) 18.72 奈良 和奏 (3) 18.74 内藤 美紗 (2) 18.81 磯部 明音 (3) 18.96 多田 りり子 (3) 19.11 木村 美紅 (3) 19.15 櫻田 彩実 (3) 19.41

旭二 (+2.2) 八木が谷 (+2.2) 吾妻 (+2.2) 桜台 (+2.2) 松戸二 (+2.2) 佐原 (+2.2) 四街道西 (+2.2) 小金北 (+2.2)

坂田 涼音 (3) 14.06 多田 藍璃 (3) 14.19 髙橋 結愛 (3) 15.13 武藤 妃美夏 (3) 16.67

太田 CJHR(+1.6) 佐倉東 (+1.6) 海上 (+1.6) 東邦大東邦 (+1.6)

手塚 蕾 (3) 2:57.98 渡辺 光桃 (3) 2:58.75 寺田 莉子 (3) 3:00.83 天羽 海乃 (2) 3:01.54 宮野原 叶芽 (3) 3:02.88 保坂 知穂 (2) 3:03.31 吉田 夏美 (3) 3:04.75 加藤 真緒 (2) 3:08.12

佐倉東 常盤平 田中 岩名 七次台 五井 光ケ丘 下貝塚
桜台A 51.99 成田西A 53.38 妙典A 53.43 公津の杜A 55.41 七次台A 55.52 葛飾A 56.52 習志野二A 56.54 太田A 56.66

川村 真優 (2) 牧野 那美 (2) 神之田 雅 (1) 枝澤 百音 (2) 大野 心美 (1) 福島 千帆 (2) 北村 和香 (2) 三山 珉志 (2)

内藤 美紗 (2) 伊藤 良愛 (1) 津村 汐里 (2) 達川 七海 (2) 武田 柚暖 (2) 加藤 愛 (2) 田中 希乃 (2) 鈴木 美羽 (2)

上野 裕菜 (2) 斉藤 優空 (2) 小宮 由依 (1) 木内 咲良 (2) 寺嶋 波琉 (1) 瀧澤 瑠美 (1) 菅野 優月 (2) 真板 花菜 (2)

瀧田 七生 (2) 大曽根 有紗 (2) 奥井 花 (2) 高橋 杏和 (2) 森田 稀星 (1) 中村 奈琴 (2) 影井 夢華 (2) 杉山 愛実 (2)

髙橋 菜波 (2) 2m85 蔭山 知春 (3) 2m80 2 松下 仁美 (3) 2m80 寺田 心 (3) 2m70 橋本 紗依 (3) 2m70 嶋田 寧々 (3) 2m60 市原 凛々花 (2) 2m50 7 小出 遥珈 (2) 2m50

館山 IPVA IPVA 神崎 千葉若松 おゆみ野南 千葉若松 佐倉東

林 実和 (3) 10m82 田中 優桜 (2) 10m56 林 真央 (3) 9m79

坪井 (+2.5) 銚子西 (+1.7) 旭一 (+0.2)

三浦 姫乃 (2) 24m07 山室 香苗 (3) 19m74 前田 美尋 (2) 18m15 石川 七夢 (2) 16m89 小島 弓依 (3) 16m59

千葉若松 田中 泉谷 富里 我孫子
二本柳 ひかり (2) 31m70 中山 実希 (2) 30m60 藤谷 詞葉 (2) 28m36 田中 実生 (2) 27m84 黒﨑 望心 (3) 27m66 工藤 さくら (3) 24m66 高川 詩恵梨 (3) 23m59 須田 杏奈 (2) 22m84

市川五 井野 市川四 我孫子 市川四 神崎 東海大浦安 習志野台

CJHR:千葉県中学記録

U16男子三段跳：青木琉希弥　12ｍ72+1.1　CJHR 審判長：　隅 坂　道 昭 記録主任：　矢 野　隆 照

気象記録　28日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

9:30 雨 26.1 80 北北東

10:00 雨 25.4 83 北東

11:00 雨 25.5 84 北東

12:00 雨 25.3 84 東北東

13:00 雨 25.3 84 北東

U16陸上競技大会千葉県選手選考会
決勝記録一覧表（男女）
令和４年８月２８日（日） 22 12 0006

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 121010
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