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種目
1年100m 小寺  慎之助 (1) 11.98 深野  匠馬 (1) 12.59 徳川  翔悟 (1) 12.87 髙橋  波瑠 (1) 12.87 植囿  善 (1) 13.10 千葉  凛太郎 (1) 13.55
１組 習志野四 (-0.3) 習志野五 (-0.3) 習志野一 (-0.3) 習志野六 (-0.3) 習志野六 (-0.3) 習志野六 (-0.3)

1年100m 白髪  湧 (1) 13.33 杉山  知弥 (1) 13.40 木室  貴久 (1) 13.59 佐久間  俊輔 (1) 13.82 中村 樹 (1) 13.89 小幡  遼輔 (1) 14.01 進  善太朗 (1) 14.10 野口  暁司 (1) 14.62
２組 習志野一 (-1.1) 習志野五 (-1.1) 東邦大東邦 (-1.1) 東邦大東邦 (-1.1) 習志野四 (-1.1) 習志野四 (-1.1) 習志野七 (-1.1) 東邦大東邦 (-1.1)

1年100m 江村  桜太 (1) 13.35 森本  海心 (1) 13.71 岡野  悠希 (1) 13.83 今泉  康佑 (1) 13.94 平岡  輝星希 (1) 14.16 馬場  康太 (1) 14.55 豊山  和樹 (1) 15.74
３組 習志野一 (-0.6) 習志野五 (-0.6) 東邦大東邦 (-0.6) 習志野四 (-0.6) 習志野七 (-0.6) 習志野二 (-0.6) 習志野六 (-0.6)

1年100m 小林  太陽 (1) 14.45 白井  惇之介 (1) 14.55 進藤  琉英 (1) 14.78 原田 悠吏 (1) 14.79 森岡  翔太 (1) 14.83 肥田 優輝 (1) 15.36
４組 習志野四 (+0.1) 東邦大東邦 (+0.1) 東邦大東邦 (+0.1) 習志野三 (+0.1) 東邦大東邦 (+0.1) 習志野三 (+0.1)

1年100m 川原  敦也 (1) 14.60 山口 雄雅 (1) 14.72 松下  己皇 (1) 15.03 三代川  諒 (1) 15.23 平野  琉樹 (1) 15.33 石井  誠人 (1) 15.52 佐藤  柊羅 (1) 17.77
５組 習志野四 (-0.7) 習志野三 (-0.7) 東邦大東邦 (-0.7) 習志野一 (-0.7) 習志野四 (-0.7) 習志野五 (-0.7) 習志野六 (-0.7)

1年100m 小澤  ?駕 (1) 14.57 志方  優斗 (1) 15.04 渡辺 雄大 (1) 15.28 園川  悠翔 (1) 15.28 髙橋 吏埜 (1) 15.38 松添  陽葵 (1) 15.50
６組 習志野二 (+0.6) 習志野四 (+0.6) 習志野三 (+0.6) 習志野一 (+0.6) 習志野三 (+0.6) 習志野二 (+0.6)

1年100m 中村  寅泰 (1) 15.22 鈴木  息吹 (1) 15.82 浅野  建太朗 (1) 15.91 並木  駿 (1) 16.21 越川  晴 (1) 16.43 小川  悠翔 (1) 16.90 田島  誠志 (1) 16.97
７組 習志野一 (-1.1) 習志野四 (-1.1) 東邦大東邦 (-1.1) 習志野一 (-1.1) 習志野四 (-1.1) 東邦大東邦 (-1.1) 習志野五 (-1.1)

2年100m 寺田  怜生 (2) 11.98 千坂  翔馬 (2) 12.05 山崎 良輔 (2) 12.17 佐々木  耀久 (2) 12.19 千葉  蒼真 (2) 12.48 臼井  涼 (2) 12.58 久野  匠輝 (2) 13.04
１組 習志野四 (0.0) 習志野二 (0.0) 習志野三 (0.0) 習志野二 (0.0) 東邦大東邦 (0.0) 習志野六 (0.0) 習志野六 (0.0)

2年100m 佐々木  奏太朗 (2) 12.61 村山  陽斗 (2) 12.95 村中  聖弥 (2) 12.96 吉塚  賢太郎 (2) 13.01 細野  琥白 (2) 13.13 櫻井  敦喜 (2) 13.14 大庭  翔太 (2) 13.41
２組 習志野四 (+1.3) 習志野三 (+1.3) 習志野二 (+1.3) 習志野三 (+1.3) 東邦大東邦 (+1.3) 東邦大東邦 (+1.3) 習志野二 (+1.3)

2年100m 村山 隆之助 (2) 12.84 ｼｭﾎﾟｰﾝ ﾌｪﾘｯｸｽ (2) 12.95 瀧澤  一結 (2) 13.18 木村  壮汰 (2) 13.49 永吉  遥稀 (2) 13.60
３組 習志野三 (-0.5) 習志野五 (-0.5) 習志野四 (-0.5) 習志野三 (-0.5) 習志野四 (-0.5)

2年100m 渡辺  竜矢 (2) 13.45 片岡  心温 (2) 13.46 髙橋  健太 (2) 13.85 秋月  映人 (2) 14.01 澤原  佑太郎 (2) 14.02 上滝  翔大 (2) 14.75
４組 習志野二 (+0.5) 習志野二 (+0.5) 習志野二 (+0.5) 習志野四 (+0.5) 東邦大東邦 (+0.5) 習志野五 (+0.5)

2年100m 守屋  凜太郎 (2) 13.49 生田  拓己 (2) 14.01 伊藤  真夏 (2) 14.60 三矢本  志輝 (2) 14.95 稲葉  陽怜 (2) 15.11 岡元  柊斗 (2) 15.86
５組 習志野五 (-0.7) 習志野二 (-0.7) 習志野二 (-0.7) 習志野一 (-0.7) 習志野三 (-0.7) 習志野五 (-0.7)

共通200m 寺田  怜生 (2) 24.66 千坂  翔馬 (2) 25.07 千葉  蒼真 (2) 25.22 久野  匠輝 (2) 26.65 木室  貴久 (1) 27.96 佐久間  俊輔 (1) 28.51
１組 習志野四 (+0.8) 習志野二 (+0.8) 東邦大東邦 (+0.8) 習志野六 (+0.8) 東邦大東邦 (+0.8) 東邦大東邦 (+0.8)

共通200m 服部  大輝 (2) 27.06 岡野  悠希 (1) 28.62 進藤  琉英 (1) 29.90 森岡  翔太 (1) 31.99 浅野  建太朗 (1) 33.65 小川  悠翔 (1) 35.75
２組 習志野一 (+1.0) 東邦大東邦 (+1.0) 東邦大東邦 (+1.0) 東邦大東邦 (+1.0) 東邦大東邦 (+1.0) 東邦大東邦 (+1.0)

共通800m 竹内  徠 (2) 2:12.50 金内  貫汰 (2) 2:12.50 古屋  陽輝 (2) 2:14.30 佐々木  耀久 (2) 2:14.82 片岸  逞人 (2) 2:17.26 有村  奏飛 (2) 2:29.01 渡辺  竜矢 (2) 2:30.19 花香  将輔 (1) 2:30.24
１組 習志野四 習志野一 習志野六 習志野二 習志野二 習志野四 習志野二 習志野四

9 中村  海斗 (1) 2:36.98 秋月  映人 (2) 2:40.74
習志野六 習志野四

共通800m タパ  玲音サファル (1) 2:30.24 宮沢  海翔 (1) 2:30.77 髙橋  樹生 (1) 2:32.45 山本  義智 (1) 2:32.60 髙橋  晃希 (2) 2:38.76 菅谷  滋晃 (2) 2:38.90 髙橋  慶成 (1) 2:51.41 妹尾  拓海 (1) 2:53.24
２組 習志野六 習志野四 東邦大東邦 習志野六 習志野二 習志野四 習志野四 東邦大東邦

9 小林  弘武 (1) 3:01.07
習志野七

共通1500m 金内  貫汰 (2) 4:34.09 濵村  航平 (2) 4:35.22 印東  勇人 (2) 4:44.54 榊原  力 (2) 4:57.37 近藤  駿介 (1) 5:03.83 宮沢  海翔 (1) 5:06.38 中村  海斗 (1) 5:06.51 花香  将輔 (1) 5:06.83
１組 習志野一 習志野一 習志野二 習志野三 習志野六 習志野四 習志野六 習志野四

9 谷中  優作 (2) 5:06.98 矢谷  悠翔 (2) 5:11.45 細川  裕樹 (2) 5:20.01 金谷 拓実 (2) 5:24.76
習志野四 習志野二 習志野二 習志野一

共通1500m 杉山  知弥 (1) 5:09.43 鈴木  蒼真 (1) 5:13.20 安馬  駿登 (1) 5:24.12 熊谷  湊 (1) 5:24.73 島本  賢斗 (1) 5:28.22 森  大輝 (1) 5:30.88 櫻井  俊輝 (1) 5:31.77 岩田  隆汰 (1) 5:33.34
２組 習志野五 習志野五 習志野三 習志野三 習志野二 習志野三 習志野五 習志野七

9 浅川  光流 (1) 5:36.71 妹尾  拓海 (1) 5:37.44 髙橋  慶成 (1) 5:38.02 菅谷  佳晃 (1) 5:57.32 伊藤  真夏 (2) 6:45.16
習志野二 東邦大東邦 習志野四 習志野四 習志野二

共通110mH(0.914m) 土岐  光喜 (2) 17.98 鎌田  圭允 (2) 18.94 蓮本  周哉 (2) 19.25 佐々木  泰河 (2) 19.42 中山  響太 (2) 20.45 鈴木  慶次 (2) 20.85 片桐  哉翔 (1) 24.79
１組 習志野一 (+0.2) 習志野三 (+0.2) 習志野六 (+0.2) 習志野六 (+0.2) 習志野四 (+0.2) 習志野六 (+0.2) 習志野六 (+0.2)

共通110mH(0.914m) 櫻井  敦喜 (2) 19.37 菅原  莉玖 (1) 19.77 白井  惇之介 (1) 20.60 石井  誠人 (1) 21.77 平岡  輝星希 (1) 22.51
２組 東邦大東邦 (0.0) 習志野五 (0.0) 東邦大東邦 (0.0) 習志野五 (0.0) 習志野七 (0.0)

共通走幅跳 9 中村 樹 (1) 4m17 吉澤  蒼馬 (1) 4m10 小澤  ?駕 (1) 4m07 馬場  康太 (1) 4m03 原田 悠吏 (1) 3m98 箭原  凛太郎 (1) 3m73 笠原  昊生 (1) 3m51 髙部  柊吾 (1) 3m46
習志野四 (+0.9) 習志野六 (+1.1) 習志野二 (+0.1) 習志野二 (+0.7) 習志野三 (+1.0) 習志野一 (+2.4) 習志野一 (+1.1) 習志野一 (+1.1)

17 松添  陽葵 (1) 3m45
習志野二 (+2.0)

共通砲丸投 9 松下  己皇 (1) 5m78 豊山  和樹 (1) 5m26 並木  駿 (1) 5m19 佐藤  柊羅 (1) 4m52 塩見  聡太 (1) 4m43
(4.000kg) 東邦大東邦 習志野六 習志野一 習志野六 習志野一

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

予選記録一覧表（市内中学男子）

令和４年９月４日（日）
船橋市運動公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

審判長　滝田　勝久　　　　記録主任　富所　　裕　


