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平成２４年７月１５日（日） 予選記録表（男子）

陸協名 千葉陸上競技協会 競技会名　 第１９回市原市ナイター陸上競技記録会 大会コード　　 12120704 記録主任　： 　伊藤　定義
主　催 財団法人市原市体育協会　市原市陸上競技協会 競技場名　 市原臨海競技場 競技場コード　 122040

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録
組 風

中学男子１００ｍ
予選 -2.3 12.43 12.67 13.12 13.13 13.15 13.80 16.14

 1組
-4.8 12.52 13.05 13.36 14.44 15.41 15.89

 2組
-3.1 11.78 12.81 13.12 13.74 14.04 15.40

 3組
-2.8 12.80 13.04 13.44 14.28 14.60 15.04

 4組
-3.9 12.77 12.91 13.35 13.41 15.39

 5組
セカンド -2.7 11.81 12.89 12.65 12.89
トライアル

中学男子８００ｍ
予選 2.12.77 2.13.20 2.18.50 2.24.53 2.25.87 2.27.00 2.27.85

 1組
2.17.94 2.19.35 2.21.76 2.25.25 2.29.52 2.42.56 2.47.20

 2組
2.07.88 2.11.09 2.12.89 2.24.01 2.25.73 2.31.26 2.40.88

 3組

中学男子３０００ｍ
9.47.17 9.58.42 10.25.77 10.42.43 10.48.93 10.54.16 11.09.27 11.31.54

中学男子４×１００ｍＲ

46.02 46.48 46.80 47.54 48.45 52.07 54.28

中学男子走高跳
1.80=GR 1.75 1.70 1.60 1.60 1.45

中学男子走幅跳
5.86 5.74 5.63 5.59 5.36 5.20 5.12 5.03
+3.4 +3.8 +2.0 +3.0 +2.4 +3.9 +5.2 +3.6

9 山田 寛之 4.97 10 岡田 舜 4.88 11 金成 直 4.82 12 根本 輝晟 4.69 13 望月 天汰 4.66 14 小林 優 4.42 15 三澤 恵太 4.32 16 桐山 陸 4.24
+6.0 +3.4 +4.9 +4.0 +3.4 +4.8 +2.5 +2.1

17 小林 優輝 4.16 18 日暮 光来 4.03 19 小松 詩音 3.86 20 安田 蒼騎 3.20
+3.9 +3.1 +3.3 +2.2

中学男子砲丸投
9.54  GR 8.94 7.59

一般男子１００ｍ
予選 11.31 11.32 11.40 11.47 11.54 11.65 12.18

 1組
11.38 11.48 11.78 12.22 12.24 12.34 12.85

 2組
11.64 11.86 12.74 12.94 13.05

 3組
11.37 11.43 11.62 11.75 11.76 12.17 12.21

 4組
11.71 11.85 11.95 12.22 12.31 12.79

 5組

　　氏　　名 　　氏　　名
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

6 7 8
種　　目 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名
順　　位 1 2 3 4 5

-3.0
厚見 成 卜部 健太郎 山田 朝陽 星子 亮介 飯田 貴之 香取 良和 藤原 裕貴 

金澤 和生 田中 健太郎 
姉崎高 東京学館高 千葉商大(千葉) 成田高 国武大(神奈川) 千葉高 木更津高

-1.8 渡辺 一希 伏見 亮 宮山 翔 平山 裕太 林 大貴 

国武大(岐阜) 東海大望洋高 匝瑳高 清和大(千葉) 佐原高

佐原高

-5.4 平野 直人 齋藤 暁生 平山 瑞季 山田 雅治 笹本 直紀 
国武大(広島) ＡＳ市川(千葉) 市立船橋高 君津高 君津高 佐原高

-2.9 穐田 裕平 山田 亮輔 佐藤 慎太朗 浅井 大弥 石井 克哉 関根 翔 

鴇田 穂高 島田 綾介 
ＡＳ市川(千葉) 平成国際大(千葉) 東邦大(千葉) 東京学館高 千葉高 木更津高 匝瑳高

-2.2 伊藤 純一 山根 稜平 元吉 遼太郎 葉計 勇太 上野 尚久 

東京学館高 佐倉单高 佐倉单高 柏日体高 木更津高 君津高

五井中 ちはら台单中 辰巳台中 君津中 君津中 辰巳台中
塩見 宏人 釘本 道正 小野木 哉賀 篠原 祐樹 榎本 翔 安藤 雄大 

松橋 翼 
五井中 有吉中 君津中 五井中 ちはら台单中 辰巳台中 君津中

齋藤 涼介 大竹 颯也 矢内 智也 並木 栄輔 伊東 優樹 安藤 恵大 

五井中 君津中 有吉中 辰巳台中 辰巳台中 君津中
寺田 瑞 大瀬 友博 式田 拓海 高島 奨太 上松 祥大 佐野 元春 

辰巳台中 五井中 有吉中 ちはら台单中 ちはら台单中 君津中
平島 春信 木村 公明 大熊 一輝 伊藤 勇輝 難波 潤 村﨑 匠 

五井中 五井中 有吉中 有吉中
栃尾 央人 木村 公明 大竹 颯也 黒田 大地

五井中 有吉中 辰巳台中 ちはら台单中 君津中
栃尾 央人 黒田 大地 辻 航平 東城 智史 井上 峻 

福原 淳生 塚原 神威 桐谷 拓巳 佐藤 友哉 加瀬 蒼一郎 0 梅木 健太郎 窪田 永遠 

小川 和馬 菊池 航平 
五井中 君津中 君津中 有吉中 辰巳台中 君津中 辰巳台中

櫻井 駿 冨樫 主将 星野 涼平 髙塚 直樹 鹿目 善規 

五井中 辰巳台中 君津中 君津中 ちはら台单中 君津中 辰巳台中

君津中
鈴木 大我 梅村 大夢 河村 柊哉 田口 雄貴 永嶋 政弥 瀧川 真輝 金子 智哉 

君津中 五井中 有吉中 君津中 辰巳台中 ちはら台单中

決勝

 辰巳台中  五井中  有吉中  ちはら台单中  君津中Ａ  君津中Ｂ  君津中Ｃ 

山田 悠太朗 竹内 健悟 中田 幸希
周西单中 ちはら台单中 五井中 君津中 有吉中 辰巳台中 五井中

決勝 荒井 一輝 齋藤 洸希 前田 侑利 佐藤 伸哉 三浦 浩樹

篠原 祐樹  
石丸 荒人  寺田 瑞  黒田 大地  太刀川 翔平  柴﨑 邑規  河村 柊哉  田口 雄貴  
辻 航平  栃尾 央人  大熊 一輝  佐野 拓海  矢内 智也  佐藤 友哉  

辰巳台中

羽山 大樹
辰巳台中 五井中 君津中 ちはら台单中 ちはら台单中 辰巳台中

決勝
池田 直貴 安川 景汰 柴﨑 邑規 市川 大将 松浦 岳

井上 峻  
平島 春信  塩見 宏人  大竹 颯也  釘本 道正  大瀬 友博  根本 輝晟  佐野 元春  
池田 直貴  齋藤 涼介  山﨑 優輝  松浦　岳  古山 拓実  林田 英悟  

ちはら台单中 五井中

ちはら台单中 ちはら台单中 ちはら台单中 君津中 辰巳台中 君津中 君津中 ちはら台单中

君津中 ちはら台单中 ちはら台单中 辰巳台中 三和中 ちはら台单中
古山 拓実 佐野 拓海 太刀川 翔平 石丸 荒人 花沢 到 伊藤 克仁 細田 勇大 安藤 和真

ちはら台单中 ちはら台单中 ちはら台单中
決勝 小野 翼 森川 幸輝 米沢 雄飛

ちはら台单中 ちはら台单中 辰巳台中 辰巳台中

決勝



予選男子2/4

平成２４年７月１５日（日） 予選記録表（男子）

陸協名 千葉陸上競技協会 競技会名　 第１９回市原市ナイター陸上競技記録会 大会コード　　 12120704 記録主任　： 　伊藤　定義
主　催 財団法人市原市体育協会　市原市陸上競技協会 競技場名　 市原臨海競技場 競技場コード　 122040

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録
組 風

　　氏　　名 　　氏　　名
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

6 7 8
種　　目 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名
順　　位 1 2 3 4 5

11.58 11.70 11.71 11.75 11.80 11.97 12.20
 6組

11.55 11.70 11.81 11.89 12.31
 7組

11.73 11.74 11.77 11.85 11.89 12.29 12.37
 8組

11.49 12.26 12.40 12.48 12.57 12.71 13.18 13.23
 9組

11.98 12.40 12.53 12.61 12.82 12.86 13.15 13.24
 10組

11.95 12.11 12.25 12.30 12.40 12.49 13.29
 11組

12.25 12.30 12.30 13.02 13.45 13.58 13.63
 12組

12.12 12.69 12.96 13.17 13.24 13.44 13.44 13.89
 13組

12.17 12.28 12.36 12.49 12.64 12.90 13.09 14.50
 14組

セカンド 11.27 11.58 11.65 11.66 11.67 11.72 11.74 11.76
トライアル

一般男子４００ｍ
予選 51.24 51.82 52.22 52.42 54.94 56.01 56.75

 1組
49.67 51.83 51.97 52.92 53.16 57.20 59.53

 2組
51.40 51.59 51.98 52.37 54.77 55.43 56.16 57.54

 3組
48.97 51.65 51.86 53.32 55.74 58.64

 4組
48.63 51.38 52.51 54.10 54.96 56.22 56.25

 5組
52.70 53.96 54.43 55.75 56.15 56.99

 6組
50.20 52.88 53.52 54.09 54.51 54.96 56.18

 7組
48.73 50.21 50.93 54.06 54.92 55.17 1.01.16

 8組
50.61 52.54 52.81 55.01 58.88 1.00.71

 9組

一般男子１５００ｍ
予選 杉山 秀樹 4.18.83 矢部 直弘 4.19.54 山口 和樹 4.23.30 仲條 勇斗 4.24.25 布留川 和 4.24.69 園部 勝己 4.26.17 山下 理彦 4.29.84 大橋 将人 4.35.58

9 鈴木 真也 4.37.55 10 堀田 光輝 4.38.89 11 椎熊 隆生 4.40.87 12 関根 啓悟 4.47.00 13 大角 英己 4.48.16 14 川嵜 章敬 4.55.60 15 磯野 友介 4.58.38 16 青山 晃士 4.58.98

17 長岡 健太郎 5.09.46 18 小泉 凌我 5.14.41 19 斉藤 竜一 5.14.50 20 馬場 雄大 5.14.57

梅谷 健太 4.12.27 後藤 匠 4.19.76 小松 涼 4.23.05 足立 直哉 4.25.03 竹内 貴紀 4.25.32 川島 愛樹 4.27.54 金榮 秀平 4.28.02 小坂 啓悟 4.28.80

9 酒井 悠哉 4.29.19 10 茂木 健紘 4.31.38 11 高木 聖弥 4.32.06 12 地曳 亮太 4.32.38 13 若松 将太 4.38.68 14 君塚 隆弘 4.44.13 15 市原 弘康 4.44.72 16 小泉 将拓 5.00.83

17 田添 仁登 5.06.28

一般男子２部３０００ｍ
若林 厚志 11.16.07

柏日体高 市立船橋高 成田高 東京学館高 木総合高 君津高 佐原高
-3.2 志賀 大海 星 航 藤川 哲平 高橋 正行 宮窪 郁晃 大坪 佑太郎 寺本 章悟 

-4.1 菅原 健 二関 翔太郎 谷津 卓哉 関谷 涼 小澤 孟士 高宮 和哉 鈴木 敏一 
東京学館高 成田高 東海大望洋高 佐原高 小見川高

-4.2 酢﨑 充洋 石塚 海渡 小川 克幸 宮﨑 祐希 掛巣 将人 

岩本 航 
横芝敬愛高 千葉高 八千代松陰高 市立松戸高 東海大望洋高 横芝敬愛高 市立銚子高 東葛飾高

匝瑳高

-2.6 飯田 敬介 井上 瑞基 齋藤 佳貴 安岡 雄哉 伊藤 楓真 寺井 一義 岩田 脩弥 
国武大(北海道) 柏日体高 国武大(群馬) 市立船橋高 東京学館高 千葉商大(千葉)

東葛飾高

-3.0 鴇崎 悠来 北田 雅輝 三室 歩夢 小澤 尚輝 宇山 祥臣 古山 貴徳 武田 航 

田宮 瑠人 齋藤 淳大 太田 廉 
東海大望洋高 千葉高 磯辺高 千葉高 匝瑳高 横芝敬愛高 東海大望洋高

-4.9 白井 彪摩 長尾 貴将 土橋 隼人 山田 智也 飯田 裕也 

東海大望洋高 木総合高 東海大望洋高 千葉单高 館山総合高 千葉高 姉崎高

東葛飾高

-4.4 野村 尭弘 伊東 麟大 野島 宗呂 河上 静真 熊澤 吉鷹 斉藤 和輝 佐久間 涼太 
東京学館高 東海大望洋高 佐倉单高 千葉高 館山総合高 東海大望洋高

磯辺高

-4.5 髙安 涼太 浪川 寛規 今村 光亮 田辺 徳真 栗原 健 岩井 千明 松丸 智紀 安川 基喜 

田村 悠馬 下畦 真暉 鶴岡 隆広 
東海大望洋高 東海大望洋高 八千代松陰高 千葉高 埼玉医大(千葉) 姉崎高 千葉高

-5.5 工藤 公輝 石井 智大 小神 裕太 高原 拓己 串田 好宏 

平山 裕太
国武大（広島） ＡＳ市川（千葉） 千葉商大(千葉) 東京学館高 平成国際大（千葉） ＡＳ市川(千葉) 姉崎高 成田高

千葉单高 大網高

-3.5 厚見 成 卜部 健太郎 宮山 翔 伏見 亮 山根 稜平 伊藤 純一 渡辺 一希
成田高 成田高 磯辺高 八千代松陰高 東海大望洋高 京葉高

渡邉 悠弥 庄司 貴紀 鈴木 健太 飯田 惇生 木村 克徳 安藤 健太郎 松本 侑也 

日紫喜 大輝 安藤 貴紀 
国武大(千葉) 大多喜高 東京学館高 市立柏高 君津高 東海大望洋高 市立銚子高

長内 智 末吉 挙也 八代 力 鎮西 莉工 菅田 凌 

秋田 真悟 
市立柏高 平成国際大(千葉) 成田高 長生高 東海大望洋高 佐原高 市立銚子高 東葛飾高

磯辺高
小泉 拓基 斎藤 雄也 平野 友章 酒井 佑 田原 駿斗 飯田 悠斗 千葉 恭兵 

横芝敬愛高 東京学館高 市立船橋高 成田高 東海大望洋高 木更津高

板鼻 航平 馬場 雄希 吉田 隆晟 古川 敦也 岡田　涼 尾形 壱成 浦田 舜也 

勝田 統也 
ｼﾞｬﾊﾟﾅｽﾘｰﾄｹｱ(千葉) 木総合高 国武大(千葉) 市立松戸高 匝瑳高 姉崎高
糸川 航太 野村 剛史 藤本 雄大 山口 サイモン 斎藤 綾太 

千葉経済大附属高 市立松戸高 東葛飾高 千葉西高 木更津高 姉崎高

姉崎高
上野 弘貴 伊藤 太一 森 智之 安田 翼 本吉 広武 山崎 洋 

敬愛学園高 東葛飾高 柏日体高 東海大望洋高 八千代松陰高 佐原高

石田 裕介 柿澤 諒平 山縣 祐介 山森 章弘 茂垣 貴之 宇賀 直太 青柳 圭祐 

小川 喬也 山﨑 優輝 
日体大(千葉) 柏日体高 木総合高 東葛飾高 八千代松陰高 千葉单高 有吉中

宇津木 怜 山本 健介 山口 将大 畔蒜 祐樹 北澤 翔一郎 

東海大望洋高 ＡＳ市川(千葉) 成田高 市立船橋高 東葛飾高 大網高

佐原高
松崎 鷹森 中村 祐太 清宮 弘貴 山中 秀晋 浅野 翔 加藤 輝好 

市立船橋高 市立柏高 成田高 磯辺高 長生高 八千代松陰高

 2組

東海大望洋高 木更津高 千葉单高 東海大望洋高 佐原高

磯辺高

東葛飾高 磯辺高 大網高 磯辺高

鎌ヶ谷西高 東海大望洋高 木更津高

小見川高 五井中 木更津高 君津高 千葉西高 東海大望洋高 大多喜高 1組

佐原高 東邦大（千葉） 木更津高 磯辺高 東海大望洋高

磯辺高

京葉高

東海大望洋高 佐原高 東葛飾高

館山総合高 木更津高 木更津高 君津高 小見川高 大多喜高 君津高

市原陸橋



予選男子3/4

平成２４年７月１５日（日） 予選記録表（男子）

陸協名 千葉陸上競技協会 競技会名　 第１９回市原市ナイター陸上競技記録会 大会コード　　 12120704 記録主任　： 　伊藤　定義
主　催 財団法人市原市体育協会　市原市陸上競技協会 競技場名　 市原臨海競技場 競技場コード　 122040

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録
組 風

　　氏　　名 　　氏　　名
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

6 7 8
種　　目 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名
順　　位 1 2 3 4 5

一般男子５０００ｍ
予選 加藤 亮一 15.49.37 滝口 諒 16.05.15 斉藤 方大 16.09.06 松本 拓也 16.10.77 花島 優 16.12.03 原 昇平 16.15.36 田野倉 佑介 16.18.59 宍倉 康浩 16.24.00

9 山口 雄大 16.30.00 10 塩谷 敏規 17.09.02 11 椿 俊哉 17.17.31 12 高橋 雄太 17.35.95 13 藤崎 隆徳 18.04.81

長佐 拓海 16.59.84 山田 晃久 17.07.36 飛鋪 京一郎 17.12.89 生駒 大知 17.13.26 滝口 太郎 17.19.48 金丸 優人 17.23.53 山嵜 将成 17.31.00 棟方 洸貴 17.46.52

9 吉田 徹 18.12.04 10 鈴木 涼介 18.20.52 11 小倉 美樹 18.41.32 12 備中 文泰 19.06.72 13 黒沢 翔 19.42.07 14 志岐 優也 20.18.75

一般男子１１０ｍＨ
予選 16.34 17.19 17.31 18.79 20.20 21.06

 1組
16.93 17.60 17.97 18.29 18.97 19.58

 2組

一般男子４×１００ｍＲ
予選

 1組
42.13 44.06 45.20 45.59 45.90 46.54 46.70

 2組
41.82 44.05 44.23 44.41 44.59 44.98 47.72

 3組
43.04 44.75 44.76 45.11 45.77 47.23 47.35

 4組
44.03 44.48 45.21 45.68 46.25 46.84 47.18

 5組
43.38 44.25 44.53 45.87 56.18 46.69 47.55

一般男子走高跳
2.15=GR 1.95 2 宮沢 真人 1.95 1.90 1.90 1.85 1.85 7 根塚 裕己 1.85

9 荒谷 亘彦 1.80 9 神子 智孝 1.80 11 山口 洋介 1.75 11 河野 漢広 1.75 11 古川 広喜 1.75 11 小柳 浩章 1.75 15 二階堂 晃資 1.70 15 濱谷 翔 1.70

15 須貝 隆紀 1.70 18 河野 勇太 1.60 18 浅川 智史 1.60 18 長野 将大 1.60 18 平山 豪己 1.60 18 大湖 昭幸 1.60

千葉陸協(千葉) 木更津高

東葛飾高 東葛飾高 佐原高 佐原高 佐原高
 1組

空自木更津(千葉) 鎌ヶ谷西高 東葛飾高 東葛飾高 東海大望洋高 東葛飾高

-2.6 溝口 潤 岡本 慎太郎 田鎖 慎也 伊藤 智也 石井 春希 佐久間 大河 

東葛飾高 東海大望洋高 東海大望洋高

磯辺高 姉崎高 大網高 東海大望洋高 磯辺高 姉崎高

 2組 千葉单高 東葛飾高 東海大望洋高 東海大望洋高 東海大望洋高

千葉西高 木総合高 市立銚子高 東海大望洋高 佐原高 小見川高
-1.3 結城 伸悟 溝口 宏 宮内 聖也 大竹 亮太朗 福元 聖矢 飯笹 学 

成田高 東海大望洋高 東京学館高 佐原高 小見川高 大多喜高

小川 喬也  
伏見 亮  星 航  森　智之  本吉 広武  藤原 裕貴  山田 素久  松丸 智紀  

酢﨑 充洋  鈴木 健太  畔蒜 祐樹  鴇田 穂高  宮﨑 祐希  村田 義之  

 千葉单高 
穐田 裕平  佐々木 桂樹  金井 優  安藤 健太郎  寺本 章悟  今本 博也 河上 静真  

 東京学館高  市立船橋高Ｂ  東葛飾高Ａ  木更津高  佐原高  印旛明誠高 

鈴木 健也  
谷川 鈴扇  上野 尚久  浪川 寛規  伊藤 寛人  和山 太成  鈴木 貴之  瀧 奨太郎  
山田 朝陽  井上 瑞基  溝口　潤  佐藤 亮太郎  栗原 直也  飯田 敬介  

安井 健太郎  
 市立船橋高Ａ  千葉高Ａ  成田高Ｂ  千葉西高  市立松戸高Ｂ  横芝敬愛高  沼单高柳高 

葉計 勇太  関谷 涼  浅川 智史  田中 健太郎  香取 良和  松橋 博貴  

 佐倉单高Ｂ 
根岸 勇太  茂垣 貴之  大久保 亮汰  田辺 徳真  田村 悠馬  武田 航  石橋 航希  

 成田高Ａ  長生高  匝瑳高  八千代松陰高  姉崎高  東葛飾高Ｂ 

白畑 秀隆  
海老原 匠  金澤 和生  清宮 弘貴  結城 伸悟  伊藤 太一  寺井 一義  髙梨 雄斗  
竹吉 大記  長尾 貴将  久保田洸喜  池田 光次郎  古谷 樹  田宮 瑠人  

長谷部 航  
 成田高Ｃ  佐倉单高Ａ  木総合高  市立松戸高Ａ  小見川高  市立銚子高  犢橋高 

藤川 哲平  河野 雄介  林 大路  齋藤 佳貴  渡辺 一希  秋田 真悟  

秋山 昌洋  
飯田 惇生  酒井 佑  鈴木 敏一  北澤 翔一郎  山崎 洋  岩本 航  三須 隆之  
平山 裕太  二井 俊也  島田 綾介  宇賀 直太  浦田 舜也  浅野 翔  

安藤 洋介  
工藤 直也  佐藤 慎太朗  宮窪 郁晃  山口サイモン  佐藤 和希  宮内 聖也  山本 侑樹  
蓑輪 隆  三室 歩夢  山口 将大  岩楯 優貴  河野 勇太  安藤 翔也  

髙橋 瑠偉  
石塚 海渡  山田 亮輔  溝口 宏  三島 遼也  藤田 直樹  千葉 恭兵  石毛 秀岳  
山縣 祐介  横山 勇希  伊東 麟大  荻田 直明  伊藤 真楠  岩田 修耶  

平山 豪己  
小川 克幸  菅野 秀一  笹村 優  熊澤 吉鷹  高原 拓己  松井　喬  山森 章弘  
工藤 公輝  浅井 大弥  穴澤 幸司  宇山 祥臣  斉藤 和輝  飯田 貴之  

 磯辺高 
白井 彪摩  堀川 晴海  神谷 佑介  酒井 悠哉  小澤 尚輝 関根 翔  土橋 隼人  

 東海大望洋高  柏日体高  桜林高  館山総合高  千葉高Ｂ  君津高 

市立船橋高

長生高 東京情報大AC(千葉) 柏日体高 長生高 東海大望洋高 千葉单高 東海大望洋高 成田高

成田高 チームアイマ(千葉) 市立柏高 東邦大(千葉) 柏日体高 佐原高

今村 光亮  

高山 豊 蓑輪 隆 長塚 敏浩 安達 聡司 山﨑 公平 小林 慎
順大(群馬)

齋藤 暁生  志賀 大海  斉藤 永記  磯部 拓海  下畦 真暉  菅田 凌  

八千代松陰高 小見川高 東葛飾高 木総合高 磯辺高 木総合高
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平成２４年７月１５日（日） 予選記録表（男子）

陸協名 千葉陸上競技協会 競技会名　 第１９回市原市ナイター陸上競技記録会 大会コード　　 12120704 記録主任　： 　伊藤　定義
主　催 財団法人市原市体育協会　市原市陸上競技協会 競技場名　 市原臨海競技場 競技場コード　 122040

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録
組 風

　　氏　　名 　　氏　　名
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

6 7 8
種　　目 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名 　　氏　　名
順　　位 1 2 3 4 5

一般男子棒高跳
石橋 隆也 5.00 山本 智貴 5.00 上野 伊織 5.00 石川 文貴 4.90 藤野 亮太 4.90 桜井 駿 4.80 前田 健吾 4.70 毛呂 泰紘 4.70

9 高橋 祐介 4.60 10 小川 雄也 4.40 10 堀川 晴海 4.40 10 篠塚 祥喜 4.40 10 小林 亮太 4.40 10 堂本 貴之 4.40 15 渡邉 秀 4.20 15 増田 龍 4.20

17 磯部 拓海 4.00 17 高橋 昂久 4.00 17 砂川 将大 4.00 20 西村 陵 3.80 20 小川 京介 3.80 20 明瀬 広樹 3.80 23 立川 貴大 3.60 23 小川 純平 3.60

23 木内 智也 3.60 26 林田 英悟 3.40

一般男子走幅跳
西海 亮 7.61 峯島 喬久 7.38 谷山 宗敬 7.37 根岸 勇太 6.83 小田 豪生 6.75 井上 栄司 6.53 松本 健司 6.49 鈴木 修二郎 6.42

 1組 +3.5 +2.6 +3.3 +2.8 +2.3 +2.3 +1.4 +2.0
9 増渕 翔輝 6.37 10 佐藤 優市 6.33 11 金井 優 6.21 12 山本 雄大 6.11 13 兼岡 優太 6.07 14 鹿目 翔太 5.97 15 泉 勇気 5.95 16 二井 俊也 5.91

+5.5 +2.2 +2.0 +2.3 +2.8 +2.9 +3.2 +1.9
17 林 研太 5.90 18 山本 湧太 5.89 19 長永 拓記 5.66 20 及川 寛生 4.99 21 行木 勝哉 4.73

+2.1 +4.6 +3.7 +1.6 +1.6

髙政 知也 7.69 大宮 大知 7.46 髙橋 玲 7.08 市川 広武 6.98 9 角田 航平 6.79 田口 宣幸 6.55 山本 賢良 6.45 河野 雄介 6.31
 2組 +2.3 +3.9 +2.5 +3.8 +1.6 +3.5 +2.9 +3.0

9 久保田 洸喜 6.28 10 山岸 竜一 6.28 11 長井 静那 6.18 12 清水 駿 6.17 13 大掛 真実 6.12 14 田中 大地 6.02 15 佐伯 拓哉 5.86 16 神田 琢巳 5.74
+3.1 +3.0 +2.4 +1.8 +1.5 +2.0 +2.7 +3.2

17 林 祐太 5.64 18 伊藤 勝彦 5.15 19 水野 裕介 4.59
+3.4 +2.2 +2.8

高校男子砲丸投
12.52 11.93 11.58 10.79 10.71 10.18 10.04 9.67

8 芳村 進太朗 9.10 9 三浦 大拓 8.98 10 神場 樹 8.76 11 岡野 京介 6.70

一般男子砲丸投
9.16

GR ：大会新記録 =GR ：大会タイ記録

柏日体高

順大(群馬) 木総合高 柏日体高 小見川高 木総合高 日大(埼玉) 柏日体高 大谷場中

日大(千葉) 日体大(広島) 城西大（栃木） 順大(茨城) 日大(埼玉) 日大(千葉) 日大(鳥取)

柏日体高 東海大望洋高

東京学館高 市立柏高 東葛飾高 柏日体高 市原陸協(千葉) 君津高 八千代松陰高 長生高

順大(大阪) 千葉陸協(千葉) 順大(鹿児島) 成田高 東京情報大(千葉) 日体大(千葉)

日体大(大阪) 木総合高

佐原高 君津中

館山総合高 東京情報大(千葉) 木総合高 柏日体高 君津中 木総合高

順大(千葉) 平成国際大(千葉) 市立柏高 東海大望洋高 市立柏高 市立船橋高 ＡＳ市川(千葉) 長生高

匝瑳高 市立船橋高 千葉西高 市立松戸高 磯辺高

東海大望洋高 八千代松陰高

匝瑳高 佐原高 磯辺高

成田高 柏日体高 千葉单高 順大(長野) 日体大(広島) 市立松戸高

木更津高

木更津高 木総合高 京葉高 佐原高

柗本 一弘 小野 晋司 山下 洸
柏日体高 君津高 東葛飾高 佐原高 木総合高 東海大望洋高 木総合高

渡邉 翼 伊藤 優市 高田 崚平 篠塚 春基 大熊 賢也

東京情報大（千葉）
金澤　勲


