
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 22 12 0709 習志野市教育委員会
競技場コード122010

種目
1年100m 篠原  蒼司 (1) 12.68 久保田  凪冴 (1) 13.22 笛田  祐成 (1) 13.54 今敷  翔太 (1) 13.76 阿部  純太 (1) 13.96 三小田  丈留 (1) 14.06 成毛  颯涼 (1) 14.16 野嶋  晴空 (1) 14.32

Top8 坪井 (+0.1) 坪井 (+0.1) 坪井 (+0.1) 習志野台 (+0.1) 習志野台 (+0.1) 習志野台 (-0.1) 習志野台 (+0.1) 習志野台 (+0.1)
新井  優 (1) 14.32
飯山満 (-0.1)

2年100m 宇梶  聡太 (2) 12.79 濵田  悠瑚 (2) 13.43 潮村  莞爾 (2) 13.43 辻村  総悟 (2) 13.84 中村  友哉 (2) 14.01 廣田  浩一 (2) 14.27
Top8 坪井 (+1.1) 飯山満 (+1.1) 飯山満 (+1.1) 坪井 (+1.1) 坪井 (+1.1) 坪井 (+1.1)

共通200m 黒沢  紗良衣 (2) 26.34 髙橋  颯揮 (2) 26.60 細井  淳平 (2) 27.94 西村  翔真 (1) 29.87
決勝 習志野台 (+1.4) 習志野台 (+1.4) 飯山満 (+1.4) 習志野台 (+1.4)

共通400m 小松  蓮 (2) 55.79 實方  麟太朗 (2) 1:00.29 永田  佑翔 (2) 1:02.20 高橋  志昂 (2) 1:02.34 髙山  春樹 (2) 1:05.63
決勝 飯山満 船橋芝山 坪井 習志野台 習志野台

共通800m 藤井  颯大 (1) 2:09.62 吉田  悠人 (2) 2:14.81 宇野  匠朗 (2) 2:15.86 花岡  夢路 (2) 2:21.47 中野  瑛介 (1) 2:26.93 曽我部  龍優 (1) 2:37.80 井戸田  蒼空 (1) 2:41.63 猿谷  晃大 (1) 2:57.38
決勝 船橋 船橋 習志野台 習志野台 坪井 習志野台 習志野台 習志野台

共通1500m 山中  真 (2) 4:48.73 鈴木  健人 (2) 4:53.51 岩佐  琉希亜 (1) 4:55.16 木村  恵莉斗 (1) 5:01.69 新井  誠人 (2) 5:01.83 美藤  銘寿 (2) 5:02.93 川口  蒼斗 (1) 5:03.42 荒木  陽登 (2) 5:13.64
決勝 船橋 習志野台 坪井 習志野台 飯山満 船橋 飯山満 飯山満

共通3000m 塩入  柊 (2) 10:56.96 吉村　騎一 (2) 11:54.67

決勝 坪井 船橋芝山
共通110mH(0.914m) 齋藤  秀 (2) 16.48 竹下  誠馬 (1) 19.24 橋田  幹大 (2) 19.24 平古場  蓮 (1) 19.91 沖野  伶 (1) 20.81 長谷川  陽貴 (1) 20.97 川上  有智 (2) 23.40 丸尾  陽理 (1) 24.11

決勝 船橋 (+0.5) 坪井 (+0.5) 坪井 (+0.5) 坪井 (+0.5) 坪井 (+0.5) 船橋 (+0.5) 坪井 (+0.5) 船橋 (+0.5)
飯山満 48.30 坪井 48.81 船橋 49.88 習志野台 50.58

潮村  莞爾 (2) 宇梶  聡太 (2) 安保  和真 (2) 中村  柊哉 (2)
小松  蓮 (2) 長谷川  祥彦 (2) 齋藤  秀 (2) 髙橋  颯揮 (2)

細井  淳平 (2) 篠原  蒼司 (1) 塚脇  遼 (1) 今敷  翔太 (1)
決勝 猪俣  隼人 (2) 竹下  誠馬 (1) 服部  爽平 (2) 黒沢  紗良衣 (2)

共通走高跳 中野  友雅 (2) 1m60 中村  柊哉 (2) 1m55 渡邊  颯 (2) 1m40 原口  空和 (2) 1m35 安保  和真 (2) 1m35
決勝 習志野台 習志野台 飯山満 飯山満 船橋

共通走幅跳 長谷川  祥彦 (2) 5m07 猪俣  隼人 (2) 4m97 中野  瑛斗 (2) 4m74 塚脇  遼 (1) 4m50 小林  寛大 (2) 4m49 馬場  琥己 (1) 4m34
決勝 坪井 (+0.3) 飯山満 (-0.4) 坪井 (-0.3) 船橋 (+0.1) 坪井 (+0.9) 習志野台 (+0.4)

共通砲丸投(4.000kg) 井野  晃太 (2) 7m78 丸田  瑠意 (2) 6m90 髙城  悠人 (1) 6m42 梅原  幹太 (1) 6m40 服部  爽平 (2) 5m48 田村  太一 (1) 4m41 金髙  駿佑 (1) 4m29
決勝 坪井 飯山満 習志野台 船橋 船橋 船橋 坪井

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　　黒田　泰三
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第56回習志野市市民総合体育大会陸上競技大会
　兼　第41回習志野市中学校陸上競技大会
  兼　第13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）

令和４年９月４日（日）
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