
主催 習志野市陸上競技協会
習志野市体育協会

大会コード 20 12 0709 習志野市教育委員会
競技場コード122010

種目
１年100m 関口  楓 (1) 13.47 昼間  凪 (1) 13.53 櫛木  悠人 (1) 13.62 前島  結斗 (1) 13.78 宮原  悠惺 (1) 13.96 伊藤  礼人 (1) 14.03 山崎  遥斗 (1) 14.12 遠藤  政陽 (1) 14.13

Top8 飯山満 (+0.3) 宮本 (0.0) 坪井 (+0.3) 宮本 (+0.3) 坪井 (+0.3) 宮本 (+1.0) 宮本 (+1.0) 高根台 (+1.0)
２年100m 木村  航大 (2) 12.19 川田  智久 (2) 12.32 松井  一真 (2) 13.26 水貝  勇介 (2) 13.27 若林  将生 (2) 13.68 小松  羽月 (2) 13.71 齊藤  恵也 (2) 13.98 丸田  頼光 (2) 14.51

Top8 宮本 (+0.3) 坪井 (+0.3) 坪井 (+0.3) 宮本 (+0.3) 高根台 (-0.4) 大穴 (+0.3) 坪井 (-0.4) 飯山満 (-0.4)
共通200m 照井  梁太 (2) 27.27 川田  若弥 (1) 28.80 根石  颯人 (1) 30.70 横江  皓之郎 (1) 34.77 芳賀  翔 (1) 36.15

決勝 坪井 (+0.8) 坪井 (+0.8) 坪井 (+0.8) 飯山満 (+0.8) 坪井 (+0.8)
共通400m 今関  篠 (2) 1:00.29 鈴木  瀬浪 (2) 1:09.32

決勝 高根台 高根台
共通800m 葉茂  一貴 (2) 2:13.09 今  海隼 (2) 2:18.71 岡村  琉矢 (2) 2:27.30

決勝 宮本 宮本 高根台
共通1500m 田中  俊輔 (2) 4:45.05 岩下  侑誠 (1) 4:53.55 小畑  祐人 (1) 4:55.23 鈴木  大海 (2) 5:02.32 上栫  萌 (1) 5:06.41 内田  亮 (1) 5:11.96 密本  将希 (2) 5:13.50 相沢  孝太郎 (1) 5:13.56

決勝 宮本 宮本 宮本 大穴 高根台 坪井 飯山満 大穴
共通3000m 幾野  優斗 (1) 10:15.23 栗坂  一誠 (2) 10:20.89 髙橋  明日真 (2) 11:04.26

決勝 坪井 宮本 坪井
共通110mH(0.914m) 渡邉  真大 (2) 16.62 並木  優虎 (2) 18.82 井野  聡太 (2) 19.27 寺澤  尚惟 (1) 21.20

決勝 坪井 (+1.0) 坪井 (+1.0) 坪井 (+1.0) 坪井 (+1.0)
坪井 48.40 大穴 52.13 宮本 53.54

照井  梁太 (2) 海野  陽一 (1) 前島  結斗 (1)
渡邉  真大 (2) 鵜澤  光佑 (2) 木村  航大 (2)
井野  聡太 (2) 鈴木  大海 (2) 水貝  勇介 (2)

決勝 川田  智久 (2) 小松  羽月 (2) 伊藤  翼 (2)
共通走高跳 鵜澤  光佑 (2) 1m71 小野  稜河 (2) 1m65 松岡  晃司 (1) 1m30 渡邉  雄大 (1) 1m25

決勝 大穴 飯山満 豊富 大穴
共通走幅跳 竹内  慎 (2) 4m13 島田  心温 (2) 3m56 田中  佑季 (2) 3m52

決勝 飯山満 (-0.1) 大穴 (+0.1) 飯山満 (-0.3)
共通砲丸投(4.000kg) 春日  大佑 (1) 7m82 伊藤  翼 (2) 6m55

決勝 坪井 宮本
共通110mH:高さ0.914m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ9.14m

共通砲丸投:重さ4.000kg 審判長　滝田　勝久 記録主任　　富所　　裕
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第54回習志野市市民総合体育大会陸上競技大会
　兼　第39回習志野市中学校陸上競技大会
  兼　第11回船橋市・習志野市中学校陸上競技大会

決勝記録一覧表（市外中学男子）
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