
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 松村  成緒 (1) 12.83 竹内  丈 (1) 12.93 小幡  俊輔 (1) 13.01 吉原  銕郎 (1) 13.17 小澤  基都 (1) 13.47 大久保  公資 (1) 13.48 古澤  真拓 (1) 13.49 濱田  琉 (1) 13.58

Top8 東邦 (+0.4) 東邦 (+0.4) 習志野四 (+0.1) 習志野一 (+0.4) 習志野六 (+0.4) 東邦 (+0.4) 習志野一 (+0.1) 習志野五 (+0.1)
２年100m 前田  凌斗 (2) 12.27 島本  優斗 (2) 12.46 鈴木  正之介 (2) 12.55 平  晴行 (2) 12.66 宮嶋  雄大 (2) 12.77 宮澤  優輝 (2) 12.81 植村  陽人 (2) 12.94 羽田野  泰寛 (2) 12.95

Top8 習志野七 (+1.5) 習志野二 (+0.7) 習志野四 (+0.7) 習志野二 (+1.5) 習志野一 (+0.3) 習志野四 (+0.7) 習志野二 (+0.7) 習志野四 (+1.5)
共通200m 前田  凌斗 (2) 25.51 島本  優斗 (2) 25.90 鈴木  正之介 (2) 26.01 吉田  涼雅 (2) 26.33 中石  大稀 (2) 26.51 大和  秀吾 (2) 26.53 竹内  丈 (1) 26.98 中花  礼大 (2) 27.66

Top8 習志野七 (+0.2) 習志野二 (+0.4) 習志野四 (+0.4) 習志野六 (+0.2) 習志野六 (-0.1) 習志野六 (+0.2) 東邦 (+0.4) 習志野三 (+0.4)
共通400m 橋川  仁 (2) 57.11 大和  秀吾 (2) 59.31 河田  隼人 (2) 1:04.30 粕谷  明生 (1) 1:16.41

決勝 東邦 習志野六 習志野三 習志野六
共通800m 濵田  歩生 (2) 2:24.65 松友  壮太 (1) 2:29.16 染谷  葵 (2) 2:31.59 白野  恭梧 (2) 2:33.20 舟木  裕哉 (1) 2:58.68 中村  圭佑 (1) 3:12.63

決勝 習志野六 習志野五 習志野七 習志野四 習志野一 習志野五
共通1500m 濵田  歩生 (2) 4:52.70 八木橋  遼人 (2) 4:54.75 木村  駿太 (2) 4:56.96 佐藤  光 (2) 5:05.33 杉浦  颯太 (2) 5:09.00 白野  恭梧 (2) 5:12.87 三浦  蓮也 (2) 5:16.16 戸田  遥輝 (1) 5:22.81

決勝 習志野六 習志野四 習志野二 習志野一 習志野六 習志野四 習志野七 習志野五
共通3000m 長井  碧波 (2) 10:30.54 胡桃澤  翼 (1) 11:08.09 市原  瑞紀 (2) 11:18.04 胡桃澤  優 (1) 11:18.58 上原  陽太 (1) 12:40.74 西山  祥太郎 (1) 13:21.02

決勝 習志野六 習志野一 習志野四 習志野一 習志野一 習志野一
共通110mH(0.914m) 髙山  晄喜 (2) 20.30 佐賀  丈眞 (2) 20.54 渋谷  悠季 (2) 21.21 奥本  康太郎 (2) 22.22

決勝 習志野六 (-0.6) 習志野五 (-0.6) 習志野四 (-0.6) 習志野五 (-0.6)
習志野四 48.80 習志野二 49.53 習志野六 49.74 習志野五 51.86 習志野一 53.11 習志野三 55.25

宮澤  優輝 (2) 佐々木  晃大 (2) 吉田  涼雅 (2) 熊村  隼 (2) 宮嶋  雄大 (2) 千葉  翔朗 (2)
羽田野  泰寛 (2) 植村  陽人 (2) 麻生  悠琉 (2) 奥本  康太郎 (2) 吉原  銕郎 (1) 河田  隼人 (2)
白野  恭梧 (2) 平  晴行 (2) 中石  大稀 (2) 笹本  莱 (1) 古澤  真拓 (1) 石川  陽輝 (2)

決勝 鈴木  正之介 (2) 島本  優斗 (2) 濵田  歩生 (2) 佐賀  丈眞 (2) 木津  諒大 (1) 中花  礼大 (2)
共通走高跳 山﨑  煌大 (2) 1m35 吉田  丈太郎 (2) 1m35 吉原  銕郎 (1) 1m30

決勝 習志野六 習志野六 習志野一
共通走幅跳 麻生  悠琉 (2) 5m23 松村  成緒 (1) 5m08 平  晴行 (2) 5m02 小澤  大和 (2) 4m90 佐々木  晃大 (2) 4m79 野原  渉 (2) 4m68 石川  陽輝 (2) 4m46 東垣  希海 (1) 4m32

決勝 習志野六 (+0.9) 東邦 (+1.0) 習志野二 (+0.9) 習志野四 (+0.9) 習志野二 (-0.1) 習志野七 (+0.1) 習志野三 (-0.2) 習志野三 (+0.1)
共通砲丸投(4.000kg) 原勢  朔之助 (1) 4m84 白倉  遥斗 (1) 4m06

決勝 習志野六 習志野四
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
気象記録
6日

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
9:00 晴 27.3 79 2.5 東南東
10:00 晴 26.8 80 2.0 東南東
11:00 雨 25.1 90 0.7 東
12:00 晴 27.0 100 0.0
13:00 曇 28.1 79 0.9 東北東
14:00 曇 26.9 90 0.8 南東
15:00 雨 26.0 90 0.0
15:50 曇 27.5 89 0.5 南南西

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（市内中学男子）

令和２年９月６日（日）
船橋市運動公園陸上競技場
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