陸上競技部

高校総体

第３支部予選会

結果報告

【男子 100ｍ】

【男子 3000ｍＳＣ】

第６位 馬原 浩志郎 11.09（-1.9）

第１位 小栗 大和 9:35.34

第７位 山下 遥也 11.12（-2.8）

第２位 鈴木 駿介 9:45.36

第９位 藤橋 亮太郎 11.25（-1.9）

第４位 松井 隼斗 10:00.66

【男子 200ｍ】

【男子 4×100ｍR】

第３位 伊藤 晴 22.08（+0.9）

第１位 伊藤-藤橋-山下-馬原 40.92 大会新記録

【男子 400ｍ】

【男子 4×400ｍR】

第２位 井上 海人 49.86

第２位 遠藤-鈴木-山﨑-井上 3:22.13

第８位 福田 悠介 50.54
【男子走高跳】
【男子 800ｍ】

第２位 堀内 勇希 1ｍ91

第４位 中村 貴浩 1:56.98
第６位 高村 紀成 1:58.06

【男子走幅跳】

第 11 位 森田 皓大 1:59.69

第２位 北見 柊介 6ｍ81（+2.6）
第４位 坂田 有弥 6ｍ78（+1.0）

【男子 1500ｍ】
第２位 前川 拓斗 3:56.77

【男子三段跳】

第４位 川上 翔太 3:58.11

第１位 渡邊 耀介 14ｍ53（+0.6）

第５位 中村 貴浩 3:58.32

第５位 北見 柊介 13ｍ19（+1.5）
第８位 堀内 勇希 12ｍ94（+2.3）

【男子 5000ｍ】
第１位 川上 翔太 15:02.90

【男子八種競技】

第３位 前川 夏輝 15:15.69

第６位 輪千 浄司 3302

第６位 中岫 嶺騎 15:40.66
【男子 110ｍＨ】
第３位 山﨑 真央 16.22（-0.9）
【男子 400ｍＨ】
第２位 山﨑 真央 56.69
第９位 遠藤 竜己 59.68
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【女子 100ｍ】

【女子 400ｍＨ】

第１位 山田 裕未 11.97（+0.6）

第１位 星野 美優 1:07.02

第２位 佐藤 葵唯 12.02（+0.5）

第３位 伊藤 遥香 1:09.24

第３位 供田 柚香 12.34（+1.1）
【女子 4×100ｍＲ】
【女子 200ｍ】

第１位 篠原-供田-山田-佐藤 45.69

第１位 佐藤 葵唯 24.24（+0.6）

千葉県高校新記録

第２位 篠原 美咲 24.96（-0.5）
【女子 4×400ｍＲ】

第３位 宮地 利璃香 25.59（+0.7）

第１位 樋口-石川-星野-小澤 4:02.86
【女子 400ｍ】
第１位 篠原 美咲 57.10

【女子走幅跳】

第２位 宮地 利璃香 57.11

第１位 佐々木 千翔 5ｍ76（+1.3）

第３位 小澤 美咲 58.62

第３位 亀田 紘花 5ｍ39（+0.1）
第６位 飯島 香撫 5ｍ25（+0.2）

【女子 800ｍ】
第１位 中後 心晴 2:12:83

【女子三段跳】

第 10 位 瀧口 美玖 2:23:70

第１位 佐々木 千翔 12ｍ40（+0.4）大会新記録

第 13 位 岩井 蘭 2:24:43

第２位 亀田 紘花 11ｍ50（+0.8）
第４位 峠田 夏希 11ｍ23（+1.2）

【女子 1500ｍ】
第１位 中後 心晴 4:39:80

【女子七種競技】

第２位 吉井 優唯 4:39:93

第１位 橋本 季咲 4289

第３位 鈴木 天華 4:45:89

第２位 金子 美月 3589
第３位 松尾 あいみ 3287

【女子 3000ｍ】
第１位 吉井 優唯 9:54:71
第２位 鈴木 天華 10:24:40
【女子 100ｍＨ】
第１位 山田 裕未 13.97（-0.6）大会新記録
第２位 志水 芹菜 14.57（-2.9）
第３位 星野 美優 14.96（-0.7）
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