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平成２６年７月２０日
陸協名　千葉陸上競技協会 競技会名　　第２１回市原市ナイター陸上記録会 大会コード     14120704
主　催　　公益財団法人市原市体育協会　　市原市陸上競技協会 競技場名　　ゼット―エーオリプリスタジアム 競技場コード  122040 記録主任　　伊藤　定義

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録
組 風

中学男子１００ｍ
12.16 12.76 12.78 12.88 13.34 13.47 13.84 14.38

11.65 12.13 12.66 13.02 13.14 13.26 13.37 13.93

12.17 12.27 13.21 13.26 13.29 13.38 13.58

11.49 11.97 12.45 12.52 13.01 13.22 13.62

12.13 12.16 13.00 13.18 13.24 13.36 13.84 14.36

中学男子８００ｍ  
2.01.92 2.04.67 2.06.65 2.10.68 2.11.05 2.18.24

2.14.72 2.16.75 2.21.09 2.21.72 2.21.75 2.27.89

2.23.82 2.27.55 2.28.06 2.29.65 2.33.90 2.35.64 2.49.10

中学男子４×１００ｍＲ

44.79 47.44 49.50 50.51 51.86 52.08

46.90 48.10 48.27 49.60

中学男子走り高跳び

1.70 1.65 1.55 1.55 1.50 1.45 1.45 1.45

1.30

中学男子走り幅跳び

5.96（+0.8） 5.90（+0.9） 5.88（+0.9） 5.80（+0.1） 5.45（+0.6） 5.42（+1.0） 5.03（+0.5） 4.96（+0.7）

4.15（+0.4） 4.60（+1.0） 4.58（+0.6） 4.47（+0.1） 4.40（+1.0） 4.30（+1.4） 4.15（+0.4） 4.06（+0.1）

4.03（+0.2） 3.95（+0.8） 3.71（+0.3）

中学男子走り幅跳び

13.73 10.43 8.20 6.95 6.55

7 8
種　　目 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

順　　位 1 2 3 4 5 6

予選記録表（中学男子）

三枝 龍司 1 鈴木 大空人 1 上原 皐 1 松岡 大介 1
辰巳台中 ちはら台南中 君津中 千葉国際中 五井 君津中

 1組 -0.6
朝倉 麟太郎 2 浅見 悠介 2 園田 悠斗 2 渡邉 宏介 3

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

安田 蒼騎 3 西川 樹 2
ちはら台南中 君津中 木更津第二中 君津中 辰巳台中 ちはら台南中 辰巳台中 ちはら台南中

木更津第二中 ちはら台南中

 2組 -0.6
難波 潤 3 小堺 勇太 1 野村 圭佑 3 西田 光希 2 安藤 雄大 3 三辻 拓也 1

青木 昇真 1 玉井 颯 1 山本 海太 2
木更津第二中 五井 千葉国際中 君津中 辰巳台中

 3組 +0.1 白鳥 創大 2 高橋 大 2 佐藤 僚竜 3 木村 柊斗 2

ちはら台南中
望月 天汰 3 熊谷 隆矢 1 古瀬 稜太 2

ちはら台南中 君津中 五井 君津中 辰巳台中 ちはら台南中

ちはら台南中 君津中

 4組 -1.4 伊東 優樹 3 佐野 元春 3 滝口 真大 3 榎本 翔 3

景山 温太 1 佐久間 輝 1
ちはら台南中 君津中 辰巳台中 ちはら台南中 木更津第二中 君津中 五井 辰巳台中

 5組 -0.1 野口 拓真 2 白井 遊戯 2 小松 詩音 3 鮫島 幸紀 1 堤 隆造 3 小川 遼人 1

 1組 田口 雄貴 3 梅村 大夢 3 橘 昌希 3 小磯 佑介 3 永嶋 政弥 3 加藤 友麻 2

重田 悠来 2 葉梨 竜史 2
ちはら台南中 辰巳台中 君津中 君津中 木更津第二中 ちはら台南中

 2組 菅井 和也 2 金子 智哉 3 石川 晃汰 2 屋田 優仁 3
君津中 辰巳台中 ちはら台南中 木更津第二中 ちはら台南中 ちはら台南中

田村 直紀 2
ちはら台南中 君津中 ちはら台南中 君津中 君津中 君津中 辰巳台中

 3組
今関 颯大 2 鈴木 太稀 2 岩永 裕豊 2 田吉 悠吾 2 西田 光輝 1 稲葉 優輝 1

難波 潤  3 小堺 勇太  1 望月 天汰  3 西田 光希  2 高橋 大  2 鈴木 大空人  1

 君津中Ｄ 
浅井 大岳  3 森本 竜二  1 安田 蒼騎  3 木村 柊斗  2 塙 陸斗  1 小川 遼人  1

 ちはら台南中  君津中B  辰巳台中Ｂ  君津中C  五井Ｂ 

 2組

 君津中A  木更津第二中  ちはら台南中Ｂ  辰巳台中Ａ 

景山 温太  1 水野谷 海斗  1
伊東 優樹  3 白井 遊戯  2 安藤 雄大  3 村﨑 匠  3 三枝 龍司  1 齋藤 涼平  1

 1組
金成 直  3 園田 悠斗  2 小松 詩音  3 杉本 翔  2

榎本 翔  3 萓野 弘樹  3 三辻 拓也  1 青木 昇真  1
三澤 恵太  3 野村 圭佑  3 野口 拓真  2 石塚 大輔  2
井手 優斗  3 堤 隆造  3 熊谷 隆矢  1 髙橋 二翔  2

佐野 元春  3 葛田 佳以  3 浅見 悠介  2 朝倉 麟太郎  2

村﨑 匠　3 松山 翔　3 浅井 大岳　3 松浦 峻　2 松橋 翼　3 河本 晴太　2 萓野 弘樹　3 ⑦細野 航大　2

君津中 ちはら台南中 ちはら台南中 ちはら台南中 君津中 ちはら台南中 木更津第二中 五井中走高跳

砲丸投 浅井 大河　3 丸山 裕己　2 井上 峻　3 石川 竜慧　2 大塚 陸矢　2

ちはら台南中 君津中 君津中 君津中 木更津第二中

葛田 佳以　3 石塚　大輔　2 金成　直　3 井手　優斗　3 日暮　光来　3 三澤　恵太　3 齋藤　諒平　1 桐山　陸　3

木更津第二中 辰巳台中 ちはら台南中 君津中 ちはら台南中 君津中

ちはら台南中

９）　田島 勇輝　３

五井中

君津中 ちはら台南中

17）　宮山 翔　2 18）　野村 玲太　1 19）　藤田 奏汰　1

ちはら台南中 五井中 辰巳台中

走幅跳 9）　遠藤　広大　2 10）　水野谷　海斗　1 11）　藤本 隆暉　1 12）　込山 要　2 13）　髙橋 二翔　2 14）　永野 颯士　1 15）　遠藤 広大　2 　16）　伊藤　匠巳　1

君津中 君津中 ちはら台南中 ちはら台南中 辰巳台中 辰巳台中 君津中


