
No 1
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 20 12 0709 習志野市教育委員会
競技場コード 122010

種目
1年100m 石川  新之助 (1) 15.51 大澤  泰生 (1) 15.54 加瀬  楓 (1) 15.61 狩野  蒼葵 (1) 16.52 山根  海玖渡 (1) 16.59 後藤  獅凰 (1) 17.10
１組 飯山満 (+0.8) 飯山満 (+0.8) 大穴 (+0.8) 大穴 (+0.8) 飯山満 (+0.8) 飯山満 (+0.8)

1年100m 伊藤  礼人 (1) 14.03 山崎  遥斗 (1) 14.12 遠藤  政陽 (1) 14.13 松岡  俊佑 (1) 15.59
２組 宮本 (+1.0) 宮本 (+1.0) 高根台 (+1.0) 宮本 (+1.0)

1年100m 昼間  凪 (1) 13.53 糺  和真 (1) 14.19 伊藤  倫太郎 (1) 14.21 林  翔真 (1) 14.61 寺田  浩盛 (1) 15.11
３組 宮本 (0.0) 坪井 (0.0) 坪井 (0.0) 飯山満 (0.0) 宮本 (0.0)

1年100m 関口  楓 (1) 13.47 櫛木  悠人 (1) 13.62 前島  結斗 (1) 13.78 宮原  悠惺 (1) 13.96 海野  陽一 (1) 14.19
４組 飯山満 (+0.3) 坪井 (+0.3) 宮本 (+0.3) 坪井 (+0.3) 大穴 (+0.3)

2年100m 若林  将生 (2) 13.68 齊藤  恵也 (2) 13.98 丸田  頼光 (2) 14.51
１組 高根台 (-0.4) 坪井 (-0.4) 飯山満 (-0.4)

2年100m 木村  航大 (2) 12.19 川田  智久 (2) 12.32 松井  一真 (2) 13.26 水貝  勇介 (2) 13.27 小松  羽月 (2) 13.71
２組 宮本 (+0.3) 坪井 (+0.3) 坪井 (+0.3) 宮本 (+0.3) 大穴 (+0.3)

共通1500m 9 佐藤  柊 (1) 5:16.30 10 佐藤  結善 (2) 5:23.98 11 小林  丈琉 (1) 5:33.92 12 飯田  旭 (2) 5:40.56 13 神保  朔弥 (1) 5:50.20 14 桒島  唯 (1) 5:57.66 15 石川  慧太 (1) 6:28.08
決勝 宮本 飯山満 宮本 飯山満 高根台 豊富 宮本

第54回習志野市市民総合体育大会陸上競技大会
　兼　第39回習志野市中学校陸上競技大会
  兼　第11回船橋市・習志野市中学校陸上競技大会

予選記録一覧表（市外中学男子）

令和２年９月６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　



No 1
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 20 12 0709 習志野市教育委員会
競技場コード122010

種目
1年100m 鍛治  日和梨 (1) 16.00 齋藤  優希和 (1) 16.45 齋藤  茜 (1) 17.03 若林  彩夏 (1) 17.71
１組 宮本 (0.0) 大穴 (0.0) 飯山満 (0.0) 豊富 (0.0)

1年100m 福森  香乃 (1) 15.06 阿部  桃子 (1) 15.32 佐尾  遥花 (1) 15.33 三橋  佳蓮 (1) 15.59 吉田  柚希 (1) 15.60 神永  空 (1) 15.83
２組 高根台 (+0.9) 宮本 (+0.9) 大穴 (+0.9) 大穴 (+0.9) 宮本 (+0.9) 大穴 (+0.9)

1年100m 林  実和 (1) 14.05 茅原  夏実 (1) 14.35 益子  穂乃花 (1) 14.60 岩倉  まり (1) 15.18 竹﨑  百音 (1) 15.41
３組 坪井 (-0.2) 坪井 (-0.2) 豊富 (-0.2) 大穴 (-0.2) 宮本 (-0.2)

共通走幅跳 9 吉田  琴音 (1) 3m07 10 坂田  奈那子 (1) 3m04
宮本 (+0.5) 大穴 (-1.9)

第54回習志野市市民総合体育大会陸上競技大会
　兼　第39回習志野市中学校陸上競技大会
  兼　第11回船橋市・習志野市中学校陸上競技大会

予選記録一覧表（市外中学女子）

令和２年９月６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　


