
             

第36回千葉県中学校陸上競技記録会千葉大会 主催 千葉陸上競技協会

平成27年６月６日（土）７日（日） ｺｰﾄﾞ 15123304 千葉県小中学校体育連盟

青葉の森公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ 122030

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

12.23 12.59 12.68 13.02 13.09 13.13 13.16 13.16
(+1.7) (+0.2) (+1.7) (+1.4) (+0.2) (+1.4) (+1.1) (+1.7)
11.70 11.97 12.00 12.04 12.07 12.17 12.27 12.29
(+1.2) (+3.1) (+1.2) (+3.1) (+1.2) (+1.4) (+3.1) (+1.4)
10.96 11.52 11.67 11.67 11.71 11.73 11.76 11.78
(+1.5) (+1.5) (+2.0) (+0.8) (+2.0) (+1.5) (+1.5) (+1.5)
22.17 23.26 23.48 23.54 23.58 23.72 23.76 23.93
(+0.0) (+0.0) (+0.0) (+1.2) (+0.1) (+0.0) (+0.0) (+2.2)
52.40 53.37 54.62 54.92 55.09 55.22 55.80 55.95

2.00.66 2.03.90 2.07.92 2.08.88 2.09.08 2.09.79 2.09.85 2.10.66

本木 寛太 1 4.38.69 柴田 祐輔 1 4.40.44 鈴木 康也 1 4.44.01 石井 優吉 1 4.47.38 菱田 貴大 1 4.59.39 椎木 幹太 1 4.59.71 佐伯 凜 1 5.05.15 竹澤 裕人 1 5.05.22

小安 凌生 2 4.14.20 梅谷 康太 3 4.15.07 鈴木 啓磨 3 4.15.42 佐藤 直明 3 4.22.65 北 厚 3 4.22.88 松田 盛登 3 4.23.85 平賀 光貴 3 4.23.88 米田 翔哉 3 4.24.69

梅谷 康太 3 9.20.22 佐藤 直明 3 9.21.22 米田 翔哉 2 9.22.69 平賀 光貴 3 9.24.15 岡本 優星 2 9.24.27 松田 盛登 3 9.24.51 大竹 将生 3 9.24.88 小林 広周 3 9.44.91

15.52 16.35 16.43 16.49 16.73 17.12 17.27 17.31
(-0.4) (-0.4) (-0.4) (-0.4) (-0.4) (+1.3) (-0.4) (-0.4)

44.91 45.79 46.12 46.46 46.53 46.58 46.77 46.9

6日 田宮 千暉 3 1.65 野島 瑛貴 3 1.60 2 石田 真太郎 2 1.60 髙橋 和樹 3 1.60 鈴木 大和 3 1.60 浅井 修哉 3 1.60 行宗 進太郎 3 1.55 丸山 広人 3 1.55

前川 千寛 1 4.59 中村 光太郎 1 4.57 郡司 渉太 1 4.51 伊藤 楓也 1 4.48 山田 直輝 1 4.43 四之宮 丈二 1 4.40 平野 漸 1 4.34 矢崎 健太 1 4.31
+0.8 +3.1 -+0.8 -+0.3 -+0.7 +3.0 -+0.4 -+0.3

牧野 竜人 3 5.92 古沢 宙紀 3 5.85 六川 慶胤 3 5.83 根本 渉 3 5.76 4 平田 晃聖 3 5.76 5 佐藤 隆也 3 5.68 6 鎌田 大智 3 5.68 深尾 一成 3 5.67
+0.5 +1.2 +1.0 -+0.2 +2.2 -+0.1 +2.9 +0.0

武田 誠 3 3.20 山下 響生 3 3.00 金杉 之光 3 2.80 渡邉 凱 3 2.80 内藤 奎 3 2.70 佐竹 隆亮 3 2.20 冠野 瑞稀 2 2.00 宮本 弦 2 2.00

飯村 真慈 3 9.62 中村 海里 3 9.15 岩瀬 一馬 3 9.14 青柳 真司 3 8.69 木村 洸仁 3 8.67 仲野 雅人 3 8.54 久米 謙一郎 3 8.30 新井田 晃宏 3 8.26

舟越 泰介 3 2096 根本　渉　3 2016 城 雄大 3 1872 清宮 雷己 3 1846 八木田 怜 2 1801 飯村 真慈　3 1692 市毛 君明　3 1554 橋爪 智紀 2 1413

640 710 510 491 563 390 496 373
436 387 291 386 361 524 306 275
449 449 472 472 360 360 381 426
571 470 599 497 517 418 371 339

共通110mH：高さ0.914m　ハードル間9.14m
共通砲丸投：5kg 　審判長　　髙津　乙郎（トラック）　　吉田　辰栄（フィールド） 　記録主任　　渡辺　基博
四種競技：110mH（高さ0.914m　ハードル間9.14m）　砲丸投（4kg）

グランドコンディション　６月６日（土） ６月６日（土）
時刻 天気 気温 風向 風速 湿度 時刻 天気 気温 風向 風速 湿度
9:05 曇 19.5℃ 北東 2.2m/s 81% 9:00 晴 24.5℃ 東南東 1.9m/s 56%
10:00 曇 20.6℃ 北東 1.4m/s 81% 10:00 晴 25.5℃ 東南東 1.2m/s 49%
11:00 曇 21.0℃ 北北東 1.9m/s 77% 11:00 晴 25.6℃ 南南西 1.5m/s 44%
12:00 曇 21.2℃ 北東 1.7m/s 73% 12:00 晴 25.2℃ 東 2.0m/s 44%
13:00 曇 22.0℃ 南南東 1.4m/s 70% 13:00 晴 25.4℃ 南南東 2.1m/s 46%
14:00 曇 22.0℃ 東北東 2.0m/s 70% 14:00 晴 24.9℃ 南東 1.9m/s 49%
15:00 曇 21.8℃ 南東 2.3m/s 70% 15:00 曇 24.8℃ 東南東 1.7m/s 53%
15:23 曇 22.4℃ 東北東 2.4m/s 67% 15:26 曇 24.1℃ 東北東 2.3m/s 56%

日

決勝記録表（男子）

順　　位 1 2 3 4 5 6 7 8

種　　目 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

越川 正也 1 後藤 瑠綺亜 1 中村 光太郎 1 藤見 真波人 1
長生 冨士見 長生 茂原南 山武 増穂 長生 茂原 山武 横芝 千葉 山王
吉田 誠 1 村野 誠 1 戸塚 斗貴亜 1 佐々木 翔英 1

八千代 東高津 八千代 大和田

２年１００ｍ 秀島 来 2 河本 直弥 2 村山 了太 2 髙橋 直史 2 宮田 隼輔 2 藤ヶ崎 諒 2 鈴木 拳 2

１年１００ｍ

須田 夏月 2
千葉 幕張本郷 八千代 萱田 千葉 松ヶ丘 八千代 八千代松陰 千葉 昭和秀英 千葉 誉田 八千代 八千代台西 千葉 打瀬

四方 光一 3 大場 涼史 3 實川 博紀 3 山口 瑞貴 3 三枝 歩 3
長生 冨士見 千葉 渋谷幕張 千葉 打瀬 八千代 萱田 千葉 稲毛
平野 壮太 3 吉村 昌紘 3 土屋 泰一郎 3

山武 光 長生 冨士見 山武 大網

7日 共通２００ｍ 平野 壮太 3 吉村 昌紘 3 實川 博紀 3 小島 諄也 3 髙橋 直史 2

6日

３年１００ｍ

秀島 来 2 山本 慧 3 市川 愉大 3
長生 冨士見 千葉 渋谷幕張 山武 光 千葉 渋谷幕張 八千代 八千代松陰 千葉 幕張本郷 長生 茂原 長生 茂原

6
日

共通４００ｍ 齊藤 悠太 3 中山 颯志朗 3 阿部 翼 3 二宮 龍 3 高橋 雄大 3 臼井 達哉 3 石井 恒輝 3 鬼嶋 優希 3
千葉 県千葉 長生 本納 千葉 打瀬 八千代 大和田 千葉 こてはし台 千葉 おゆみ野南 山武 大網 千葉 有吉

7日 共通８００ｍ 鵜澤 葉月 3 北 厚 3 平出 峻也 3 村山 友吾 3 中埜 貴宏 3 梅谷 康太 3 石井 智也 3 梅田 翔太 3
山武 増穂 千葉 幕張本郷 八千代 萱田 千葉 土気南 千葉 泉谷 千葉 千城台西 長生 冨士見 山武 光

千葉 有吉 山武 大網 山武 大網 千葉 幕張西

6日 共通１５００ｍ
市原 五井 千葉 千城台西 山武 東金東 八千代 大和田

6日 １年１５００ｍ
山武 横芝 市原 ちはら台西 木・袖 岩根 市原 五井

千葉 幕張本郷 千葉 千城台南 長生 茂原 千葉 有吉

7日 共通３０００ｍ
千葉 千城台西 八千代 大和田 千葉 有吉 長生 茂原 山武 山武南 千葉 千城台南 千葉 こてはし台 八千代 大和田

7日 共通１１０ｍＨ 土屋 泰一郎 3 宮嵜 将之介 3 二宮 龍 3 澤田 颯 3 増本 大吾 3 武田 誠 3 石井 和人 3 三枝 歩 3
千葉 打瀬 千葉 真砂 八千代 大和田 長生 茂原南 千葉 打瀬 千葉 山王 千葉 大椎 山武 大網

7日 共通４×１００ｍＲ

渋谷幕張  千葉 冨士見  長生 松ヶ丘  千葉 小中台  千葉

遠山 悠大  3 平野 壮太  3 大野 弘毅  3 田尻 泰大  3

県千葉  千葉 萱田  八千代 おゆみ野南  千葉 土気南  千葉
山本 脩真  3 林 大輝  3 根本 翔悟  3 三舩 龍誠  2 弓長 宇博  2 小林 葵  2

小島 諄也  3 石井 健介  3 佐藤 栄介  3 小糸 竜生  3 若松 龍一  3 児玉 佳祐  3

深尾 一成  3 尾本 裕樹  3
吉村 昌紘  3 山口 瑞貴  3 村山 了太  2 城 雄大  3 齊藤 悠太  3 四方 光一  3 臼井 達哉  3 根本 渉  3

舟越 泰介  3 勝股 祐基  3
鎌田 大智  3 河本 直弥  2 小野 将馬  3 中谷 亮太  3

共通走高跳
千葉 打瀬 千葉 山王 千葉 幕張本郷 長生 本納 千葉 千城台南 千葉 磯辺 千葉 小中台 八千代 八千代松陰

長生 冨士見 山武 大網 千葉 山王 山武 光

7日 共通走幅跳
八千代 八千代松陰 千葉 真砂 千葉 大椎 千葉 土気南

7日 １年走幅跳
千葉 おゆみ野南 八千代 東高津 山武 光 千葉 千城台西

千葉 有吉 山武 大網 千葉 県千葉 千葉 おゆみ野南

6日 共通棒高跳
千葉 山王 千葉 おゆみ野南 千葉 貝塚 千葉 千城台西 千葉 千城台西 千葉 貝塚 千葉 幕張本郷 千葉 おゆみ野南

7日 共通砲丸投
千葉 渋谷幕張 千葉 千城台南 千葉 稲毛 山武 光 千葉 千城台西 八千代 大和田 千葉 大椎 千葉 こてはし台

6・
7
日

四種競技

千葉 おゆみ野南 千葉 土気南 千葉 小中台 山武 東金 千葉 花園 千葉 渋谷幕張 千葉 千城台西 八千代 大和田
16.85 16.19 18.15 18.34 17.60 19.46 18.30 19.68
9.17 8.35 6.73 8.33 7.91 10.64 6.97 6.45

1.49 1.55
55.71 58.37 54.99 57.64 57.11 59.85 61.26 62.26
1.58 1.58 1.61 1.61 1.46 1.46



             

第36回千葉県中学校陸上競技記録会千葉大会 主催 千葉陸上競技協会

平成２７年６月６日（土）７日（日） ｺｰﾄﾞ 15123304 千葉県小中学校体育連盟

青葉の森公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ 122030

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

13.32 13.72 13.85 13.88 14.02 14.25 14.25 14.25
(+1.2) (+1.2) (+2.1) (+1.2) (+2.2) (+2.8) (+1.2) (+0.7)
12.78 12.94 13.14 13.25 13.30 13.41 13.479 13.480
(+1.9) (+1.9) (+1.9) (+1.9) (+1.9) (+1.9) (+0.9) (+0.5)
12.66 13.05 13.06 13.20 13.21 13.29 13.42 13.46
(+1.7) (+1.7) (+1.7) (+1.7) (+1.7) (+1.7) (+1.0) (+2.0)
26.66 26.86 27.01 27.18 27.31 27.33 27.64 28.00
(+2.3) (+2.3) (+2.3) (-1.6) (-1.6) (+2.3) (+2.3) (-1.1)
2.22.64 2.24.78 2.25.68 2.25.91 2.26.85 2.27.11 2.27.35 2.28.90

土井 菜摘 2 4.48.03 出口 楓希 3 4.49.29 河端 さくら 2 4.55.81 森岡 夏生 3 4.58.71 内海 舞衣子 2 4.59.84 安田 乃々香 2 5.00.08 守角 彩絵 3 5.00.65 亀倉 萌々 2 5.00.67

15.89 16.10 16.27 16.31 16.71 17.29 17.48 17.49
(+0.3) (-2.1) (+0.6) (-2.1) (-2.1) (-2.1) (-1.1) (+0.6)

51.58 51.69 51.78 52.67 52.95 53.04 53.28 53.40

7日 野村 希咲 2 1.51 1 石毛 鼓実 3 1.51 池田 遥香 2 1.51 齋藤 優菜 2 1.45 河野 ひな美 3 1.40 5 星野 有紀 3 1.40 佐藤 愛華 3 1.40 梅津 美佑 2 1.40

仙田 結乃 1 4.14 野田 ひまり 1 4.11 滝頭 かのん 1 3.97 于 秋瀛 1 3.96 本山 みさき 1 3.95 佐藤 ちひろ 1 3.86 船見 京妃 1 3.86 辻本 柚衣 1 3.83
+1.5 +0.1 +1.0 +0.7 +1.0 +0.1 +0.8 +1.7

6日 山本 美優 3 5.10 有本 遥香 2 4.97 伊藤 花名 3 4.92 野口 百合江 3 4.57 石渡 碧紗 3 4.53 野口 美優 3 4.51 海老澤 愛 2 4.50 山下 愛結 3 4.41
+1.4 +1.3 +0.5 +0.1 +0.0 +0.9 +1.8 +2.7

五十部 智佳 3 2.50 安西 里菜子 3 2.40 戸水 咲希 2 2.30 竹本 恵里菜 3 2.30 鷹野 未来 3 2.30 尾形 美優 3 2.20 石井 水稀 3 2.00 福田 朝香 2 1.90

8 飯田 彩花 2 1.90

6日 馬嶋 美有 3 12.41 豊川 日加里 2 9.98 石井 美緒 3 9.74 有安 友香 3 9.15 吉田 さと 3 9.01 芦沢 菜月 2 8.86 海老原 美空 2 8.71 篠﨑 杏海 3 8.60

二宮 尚美 3 2537 道又 明華 3 2169 鴻巣 萌 3 2131 岡田 香菜 3 2003 佐藤 綾乃 2 1943 三島 サラ 3 1775 宮澤 みらい 1615 清水 梨沙 3 1601

773 602 625 515 569 569 443 270
632 632 502 470 439 470 439 409
451 420 417 365 343 566 276 417
681 515 587 653 592 470 457 505

共通100mH：高さ0.762m　ハードル間8.00m
共通砲丸投：2.721kg 　審判長　　髙津　乙郎（トラック）　　吉田　辰栄（フィールド） 　記録主任　　渡辺　基博
四種競技：100mH（高さ0762m　ハードル間8.00m）　砲丸投（2.721kg）

日

決勝記録表（女子）

順　　位 1 2 3 4 5 6 7 8

種　　目 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

中嶋 向日葵 1 鈴木 彩恵 1 仙田 結乃 1 大倉 萌 1
市原 五井 山武 大網 長生 茂原 山武 東金西 千葉 山王 山武 大網
林 愛純 1 山下 凜子 1 成田 優衣 1 海保 菜々 1

八千代 大和田 八千代 東高津

２年１００ｍ 塩田 夏帆 2 有本 遥香 2 中村 華子 2 樋口 碧心 2 海老澤 愛 2 田中 杏奈 2 萬 里奈 2

１年１００ｍ

根本 華帆 2
千葉 花園 八千代 村上 千葉 松ヶ丘 千葉 幕張本郷 千葉 千城台西 千葉 打瀬 千葉 幕張本郷 山武 山武南

中村 美結 3 野口 百合江 3 前田 涼香 3 伊藤 花名 3 曽我 有希 3
八千代 高津 八千代 大和田 山武 大網 千葉 昭和秀英 山武 芝山
清水 玲那 3 玄角 有紗 3 椎名 ゆり子 3

千葉 花園 千葉 磯辺 千葉 幕張西

7日 共通２００ｍ 玄角 有紗 3 椎名 ゆり子 3 樋口 碧心 2 中川 真優子 3 中村 華子 2

6日

３年１００ｍ

萬 里奈 2 日野 恵理香 3 馬場 萌香 3
八千代 大和田 山武 大網 千葉 幕張本郷 千葉 稲毛 千葉 松ヶ丘 千葉 幕張本郷 千葉 打瀬 市原 五井

6日 共通８００ｍ 出口 楓希 3 山田 梨加 3 森岡 夏生 3 河端 さくら 2 関口 莉佳 2 山口 紗穂 3 小野 汐音 3 中田 梨音 2
木・袖 昭和 千葉 有吉 千葉 大椎 君津 大貫 木・袖 昭和 千葉 有吉 千葉 幕張西 山武 東金西

7日 共通１５００ｍ
木・袖 昭和 木・袖 昭和 君津 大貫 千葉 大椎 千葉 県千葉 千葉 松ヶ丘 市原 五井 八千代 大和田

7日 共通１００ｍＨ 向後 梨里香 2 飯田 菜々子 3 齋藤 亜由加 1 原 菜摘 3 山口 姫也乃 2 河野 優香 3 川崎 花菜 2 舟生 いずみ 3
千葉 こてはし台 千葉 土気南 山武 増穂 市原 五井 市原 五井 千葉 稲毛 山武 大網 千葉 稲毛

7日 共通４×１００ｍＲ

稲毛  千葉 五井  市原 幕張本郷  千葉 高津  八千代

中川 真優子  3 馬場 萌香  3 桑原 里佳  3 山保 優衣  3

千城台西  千葉 大網  山武 昭和  木・袖 泉谷  千葉
吉田 れな  3 石渡 碧紗  3 樋口 碧心  2 沢井 美帆  3 清水 梨沙  3 八角 ひより  3

堀 春花  2 加藤 伶奈  2 小林 英里佳  3 清水 玲那  3 海老澤 愛  2 安藤 真由  3

太田 舞  3 吉野 あすみ  3
川島 綾乃  3 原 菜摘  3 萬 里奈  2 野村　希咲  2 箭内 祐紀  3 椎名 ゆり子  3 嶋田 真白  3 小田 晴香  3

庄司 萌花  3 押元 里菜  2
鷹野 未来  3 山下 凜子  1 松村 歩果  3 粟飯原 茉結  2

共通走高跳
八千代 高津 千葉 貝塚 市原 五井 市原 五井 八千代 八千代松陰 千葉 泉谷 千葉 幕張西 千葉 幕張西

6日 １年走幅跳
八千代 大和田 八千代 八千代台西 八千代 八千代松陰 八千代 八千代松陰 長生 茂原 長生 茂原南 八千代 大和田 千葉 幕張西

共通走幅跳
千葉 県千葉 八千代 村上 千葉 磯辺 山武 芝山 市原 五井 長生 白子 千葉 千城台西 千葉 千葉若松

6日 共通棒高跳
千葉 山王 千葉 幕張西 千葉 花園 千葉 千城台西 千葉 千城台西 千葉　山王 千葉 大椎

共通砲丸投
千葉 磯辺 八千代 大和田 千葉 千城台西 市原 五井

千葉　おゆみ野南

千葉　おゆみ野南

八千代 村上東 長生 茂原南 千葉 有吉 千葉 稲毛

6・
7
日

四種競技

千葉・磯辺  千葉・磯辺 千葉・誉田 千葉・おゆみ野南 木・袖 昭和 千葉・千城台西 千葉・稲毛  2 千葉・千城台西 
15.53 16.95 16.75 17.74 17.24 17.23 18.42 20.36
1.51 1.51 1.39 1.36 1.33 1.36 1.33 1.30

6.07 8.28
27.38 29.53 28.57 27.72 28.50 30.17 30.36 29.68
8.80 8.32 8.27 7.47 7.12 5.92


