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日付 種目

浮谷 幸司(3) 11.81 阿部 悠利(3) 11.98 浮谷 健司(3) 12.00 大八木 優生(3) 12.07 八幡 琉空(2) 12.13 島田 駿(3) 12.17 平川 唯莉(3) 12.25 田畑 颯大(2) 12.50

常盤平中 市川八中 常盤平中 渋谷幕張中 鎌ケ谷五中 常盤平中 豊四季中 流山北部中

岩下 直哉(3) 23.27(-0.8) 木村 拓真(3) 23.59(-0.8) 山﨑 陸斗(3) 23.65(-0.8) 相良 治毅(2) 23.94(0.0) 佐々木 昴(2) 24.34(0.0) 髙橋 俊佑(2) 24.40(-0.8) 八幡 琉空(2) 24.47(0.0) 堀 颯太(2) 24.67(+0.2)

渋谷幕張中 小金中 松戸一中 西原中 松戸一中 西初石中 鎌ケ谷五中 久寺家中

福田 悠介(3) 51.66 細野 大雅(3) 52.37 岩下 直哉(3) 53.29 寺井 優人(2) 55.65 阿山 珠吏(2) 56.93 柿沼 光希(3) 56.95 畔田 朋弥(2) 57.24 鈴木 智也(3) 57.64

小金中 渋谷幕張中 渋谷幕張中 根木内中 小金南中 松戸二中 松戸六中 渋谷幕張中

小西 晃歩(2) 2:06.12 細野 大雅(3) 2:09.08 名和 純希(2) 2:10.95 田中 智也(2) 2:11.87 飯島 颯梧(2) 2:12.46 阿山 珠吏(2) 2:12.53 石原 義康(3) 2:12.89 長嶋 拓海(2) 2:13.08

牧野原中 渋谷幕張中 根木内中 木間ケ瀬中 二川中 小金南中 芝浦工大柏中 木間ケ瀬中

佐藤 聖也(3) 9:30.61 飛永 祐輝(3) 9:30.62 大平 華蓮(2) 9:37.06 及川 諒平(3) 9:37.53 本地 悠真(2) 9:40.33 板敷 直明(3) 9:43.30 大澄 謙真(2) 9:44.56 深田  健斗(2) 9:45.66

小金北中 常盤平中 野田北部中 岩名中 鎌ケ谷五中 渋谷幕張中 光ケ丘中 光ケ丘中

吉村 統哉(3) 15.64(+0.4) 鈴木 智也(3) 16.83(+0.4) 大森 達仁(2) 16.87(+0.4) 田子 直樹(3) 17.40(+0.4) 遠藤 竜之介(2) 18.17(0.0) 藤井 優人(2) 18.56(-0.1) 佐藤 瑞記(2) 18.90(-0.1) 宮地 優太(3) 18.97(0.0)

豊四季中 渋谷幕張中 野田一中 松戸二中 手賀中 豊四季中 野田南部中 渋谷幕張中

小金中A 44.46 松戸一中B 44.52 渋谷幕張中A 45.28 鎌ケ谷五中A 46.64 岩名中A 47.67 小金南中A 48.06 西初石中A 48.06 古ケ崎中A 48.17

吉村 瞬(2) GR 峰 茂翔(3) GR 細野 大雅(3) 末田 和真(2) 出村 治暉(2) 西尾 諒亮(2) 鷲谷 慎之助(2) 橋本 貴久(2)

木村 拓真(3) 加藤 史也(3) 岩下 直哉(3) 八幡 琉空(2) 宮下 凱(2) 松崎 零(2) 滝本 愛斗(2) 菅原 悠人(2)

小塙 大雅(2) 山﨑 陸斗(3) 大八木 優生(3) 往古 竜輝(2) 山口 裕大(2) 武末 櫂斗(2) 井上 翔太郎(2) 富田 啓介(2)

福田 悠介(3) 松木 慎(3) 川端 大斗(3) 清水 琉成(2) 高須賀 悠人(1) 村田 光翼(2) 髙橋 俊佑(2) 金子 優汰(2)

ﾁｭｸﾈﾚ ｼﾞｮｴﾙ優人(3) 2m03 堀内 勇希(3) 1m76 磯部 雅隆(2) 1m65 片山 楓真(2) 1m65 宮下 凱(2) 1m60 礪波 蒼馬(2) 1m60 清水 裕斗(3) 1m60 坂本 颯汰(2) 1m60

小金中 GR 豊四季中 中原中 豊四季中 岩名中 湖北中 野田二中 湖北台中

大河 将太郎(3) 6m47(+0.6) 鈴木 雄也(2) 6m12(+0.1) 宮地 優太(3) 6m10(-0.1) 松崎 零(2) 5m78(+0.1) 田中 悠介(3) 5m45(+0.1) 村田 光翼(2) 5m43(+0.7) 三浦 壮駿(2) 5m35(-0.1) 古賀 大翔(2) 5m22(+0.1)

旭町中 鎌ケ谷四中 渋谷幕張中 小金南中 渋谷幕張中 小金南中 河原塚中 流山南部中

横尾 樹(3) 14m33 佐藤 大翔(3) 10m53 奥川 波音(2) 10m12 雨宮 慶太(2) 10m02 杉山 和希(2) 9m13 入谷 春士(2) 8m26 板津 宏和(2) 8m21 田中  勇翔(1) 8m21

新松戸南中 GR 松戸六中 高谷中 古ケ崎中 野田一中 小金南中 豊四季中 古ケ崎中

ＧＲ：大会新記録
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                                                                                                                決勝一覧表（中学男子)

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

8月31日 400m

9月1日 800m

8月31日
100m

風：-2.0

9月1日

9月1日 砲丸投(5.000kg)

9月1日 110mH(0.914m)

9月1日 4X100mR

9月1日 走高跳

8月31日 3000m

8月31日 走幅跳


