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主催 千葉市陸上競技協会

大会コード
競技場コード

日付 種目
6月11日 高校一般男子100m 竹下 翔悟 11.52 小松 正博 11.77 関根 大樹 11.87 小林 智仁 (H2) 12.00 池崎 靖夫 12.19 藤田 公平 12.19 渡辺 譲二 12.75

ﾀｲﾑﾚｰｽ１組:-0.8m 千葉陸協 (-0.8) Team SHOIN (-0.8) SRC (-0.8) 市立千葉高 (-0.8) Team SHOIN (-0.8) SRC (-0.8) SRC (-0.8)
高校一般男子100m 平家 壮馬 (H2) 12.01 井上 悠 (H2) 12.01 里見 琉真 (H2) 12.17 古澤 賢一郎 12.30 志村 裕二 12.34 大島 武人 12.79 西脇 敏之 12.96
ﾀｲﾑﾚｰｽ２組:-0.5m 市立千葉高 (-0.5) 市立千葉高 (-0.5) 市立千葉高 (-0.5) Team SHOIN (-0.5) JR東日本千葉 (-0.5) Team SHOIN (-0.5) 轟AC (-0.5)
高校一般男子100m 岸本 竜司 (H1) 13.20 上田 圭一郎 13.21 宮地 羚 (H1) 13.29 中鹿 泰誠 (H1) 13.59 長塚 立樹 14.23 小泉 純生 16.25 澤野 能文 17.22
ﾀｲﾑﾚｰｽ３組:+0.3m 市立千葉高 (+0.3) 千葉マスターズ (+0.3) 市立千葉高 (+0.3) 市立千葉高 (+0.3) SRC (+0.3) SRC (+0.3) SRC (+0.3)

6月11日 高校一般男子400m 小林 智仁 (H2) 52.50 藤田 公平 53.36 渡辺 譲二 54.97 関根 大樹 55.14 古澤 賢一郎 55.34 井上 悠 (H2) 56.78

ﾀｲﾑﾚｰｽ１組 市立千葉高 SRC SRC SRC Team SHOIN 市立千葉高 DNS
高校一般男子400m 村上 友哉 (H2) 54.91 池崎 靖夫 57.24 木村 修斗 (H1) 58.03 竹下 翔悟 1:00.70 中鹿 泰誠 (H1) 1:03.73 小泉 純生 1:20.61 澤野 能文 1:21.65

ﾀｲﾑﾚｰｽ２組 市立千葉高 Team SHOIN 市立千葉高 千葉陸協 市立千葉高 SRC SRC
高校一般男子400m 森田 陽之心 (H1) 58.52 佐藤 亮太 (H1) 1:00.62 宮川 真宗 (H1) 1:00.75 岸本 竜司 (H1) 1:01.80 宮地 羚 (H1) 1:02.22 久保 佑月 (H1) 1:02.63

ﾀｲﾑﾚｰｽ３組 市立千葉高 市立千葉高 市立千葉高 市立千葉高 市立千葉高 市立千葉高
6月11日 一般男子40歳以上3000m 米良 善典 9:28.02 吉田 潤 9:35.55 大川 晃史 9:42.53 小島　和彦 9:50.57 加藤 文敏 11:25.95

ﾀｲﾑﾚｰｽ 幸はやぶさ 轟AC 千葉陸協 千葉陸協 幸はやぶさ
6月11日 高校一般男子5000m 櫻井 和輝 (H2) 17:16.38 髙橋 優輝 (H1) 17:19.95 坂本 拓己 17:20.64

ﾀｲﾑﾚｰｽ 市立千葉高 市立千葉高 SRC
6月11日 福原 将太 (H2) 1m65

市立千葉高
6月11日 飯島 篤史 6m25 志村 裕二 6m07 里見 琉真 (H2) 5m53 中村 航才 (H2) 5m20

千葉大学クラブ (+1.0) JR東日本千葉 (0.0) 市立千葉高 (+1.7) 市立千葉高 (+1.3)
6月11日 飯島 篤史 29m28

千葉大学クラブ
一般男子円盤投(2.000kg)

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

高校一般男子走高跳

高校一般男子走幅跳

令和4年度　千葉市民総合体育大会陸上競技大会 記録一覧表（一般・高校男子）

22 12 0703
青葉の森スポーツプラザ陸上競技場 123260
令和4年6月11日.12日（土・日曜日）


