
主催 千葉陸上競技協会
千葉県小中学校体育連盟

大会コード 16 12 3301
競技場コード 122010

日付 種目
吾妻 琉輝也 (1) 13.08 関 蔵人 (1) 13.37 村谷 怜音 (1) 13.42 藤田 大輝 (1) 13.44 三上 秀人 (1) 13.45 海谷 真生 (1) 13.47 阿部 竜希 (1) 13.48 高田 喬介 (1) 13.52
習志野七 (-1.5) 市川六 (-1.5) 鎌ケ谷二 (-1.5) 七林 (-1.5) 八木が谷 (-0.9) 葛飾 (-1.3) 習志野台 (-2.6) 下貝塚 (-1.0)

浦川 周士 (1) 13.52
市川六 (-1.5)

増田 周汰 (2) 12.19 藤原 寛人 (2) 12.52 佐藤 翔太朗 (2) 12.63 ｸﾚﾒﾝﾃ ｼﾞｮﾝｼﾞｮｼｭｱ (2) 12.79 岡本 優人 (2) 12.83 関田 滉太郎 (2) 12.93 髙橋 陸 (2) 12.94 岸野 徹太 (2) 12.96
福栄 (-4.1) 東海大浦安 (-4.1) 市川八 (-4.1) 妙典 (-4.1) 習志野四 (-4.1) 東海大浦安 (-5.9) 鎌ケ谷 (-2.4) 東邦 (-4.1)

古川 翔理 (3) 11.85 佐藤 識仁 (3) 12.02 塚田 大貴 (3) 12.04 浅海 慎之助 (3) 12.08 坂巻 知卓 (3) 12.15 吉田 拓海 (3) 12.16 三上 優馬 (3) 12.20 瀬ノ田 衛斗 (3) 12.26
白山 (-3.8) 習志野三 (-3.8) 七林 (-3.8) 御滝 (-3.8) 白山 (-3.8) 鎌ケ谷二 (-3.8) 八木が谷 (-3.8) 市川八 (-1.6)

廣瀬 翔 (3) 23.60 坂巻 知卓 (3) 23.82 吉田 航大 (3) 23.99 三上 優馬 (3) 24.08 本間 義弘 (3) 24.21 吉田 拓海 (3) 24.44 杉崎 聖斗 (3) 24.57 東 楓太 (3) 24.62
船橋旭 (-1.8) 白山 (-1.8) 宮本 (-1.7) 八木が谷 (-1.8) 白山 (-1.8) 鎌ケ谷二 (-1.8) 我孫子 (-1.3) 習志野二 (-1.7)

杉崎 聖斗 (3) 53.26 岩本 隼 (3) 53.51 成沢 秀人 (2) 53.53 池田 青 (3) 54.16 下江 謙二朗 (3) 55.19 椎名 由幸 (3) 55.23 清水 善仁 (3) 55.56 人見 明良 (3) 55.66
我孫子 八木が谷 船橋 市川八 高洲 三田 高根台 我孫子
島岡 優 (3) 2:04.71 山田 大貴 (2) 2:05.16 橋本 薫 (3) 2:06.90 福本 凌久 (2) 2:09.20 喜多 諒太朗 (3) 2:09.89 吉野 馨乙 (3) 2:10.10 加藤 寛大 (3) 2:10.88 小林 正陽 (3) 2:10.97
鎌ケ谷三 福栄 八木が谷 習志野台 習志野台 三田 東邦 行田
村中 大河 (1) 4:49.89 石原 正翔 (1) 4:53.83 大友 一希 (1) 4:54.15 平林 翼 (1) 4:56.30 大森 由翔 (1) 4:57.66 佐田 唯志 (1) 4:57.98 二瓶 剛徳 (1) 5:00.70 佐々井 源哉 (1) 5:00.78

法田 船橋 妙典 鎌ケ谷四 白山 行田 高根 高根
島岡 優 (3) 4:16.37 安井 悠真 (3) 4:16.67 板橋 遼大 (3) 4:18.86 佐藤 真優 (3) 4:19.63 井手 章瑛 (3) 4:20.53 藤原 潤乃佑 (3) 4:20.97 小林 颯太 (3) 4:21.79 小林 正陽 (3) 4:23.56
鎌ケ谷三 法田 高洲 我孫子 鎌ケ谷二 東邦 習志野台 行田
佐藤 真優 (3) 8:54.76 杉坂 侑紀 (3) 9:23.71 岩田 航 (3) 9:27.57 本橋 匠 (3) 9:27.90 川名 翔太 (2) 9:28.02 井手 章瑛 (3) 9:30.43 鶴﨑 創士 (3) 9:34.48 小瀬 颯太 (3) 9:36.93
我孫子 船橋 市川 久寺家 船橋 鎌ケ谷二 宮本 法田

篠田 勇介 (3) 16.30 多胡 太陽 (3) 17.64 武藤 陸 (3) 17.78 宮部 灯哉 (2) 17.91 稲留 昂玖 (3) 18.18 西岡 拓海 (3) 18.22 清水 洸次朗 (3) 18.22 三田 翼 (3) 18.37
船橋旭 (-1.5) 習志野四 (-1.5) 我孫子 (-1.5) 習志野二 (-4.4) 市川 (-4.4) 船橋芝山 (-4.4) 我孫子 (-1.5) 高根台 (-4.4)
白山 44.31 七林 45.17 船橋旭 45.44 市川八 45.50 御滝 45.76 宮本 46.04 我孫子 46.05 鎌ケ谷二 46.24

皆川 諒 (3) 大石 翔太 (3) 岡和田 泰志 (3) 吉岡 晃汰 (3) 大島 賢心 (2) 古川 翔大 (3) 人見 明良 (3) 山﨑 樹 (3)
坂巻 知卓 (3) 湯本 翔大 (3) 宮本 涼平 (3) 瀬ノ田 衛斗 (3) 林 航平 (3) 鈴木 圭達 (3) 堀部 航世 (3) 吉村 秀太 (2)
本間 義弘 (3) 多田 聖 (3) 早川 敬立 (3) 藤原 健豊 (3) 藤井 幸哉 (3) 吉田 航大 (3) 五十嵐 大典 (3) 渡辺 将輝 (3)
古川 翔理 (3) 塚田 大貴 (3) 廣瀬 翔 (3) 佐藤 翔太朗 (2) 浅海 慎之助 (3) 磯野 恭哉 (3) 杉崎 聖斗 (3) 吉田 拓海 (3)
髙木 陸 (3) 1m85 藤原 健豊 (3) 1m70 佐々木 航大 (3) 1m70 3 伊東 将吾 (3) 1m70 3 大川 晴斗 (2) 1m70 阿部 大成 (3) 1m70 永野 明斗 (2) 1m65 吉沢 陸 (3) 1m65
堀江 市川八 行田 習志野二 宮本 湖北台 習志野台 我孫子

片山 一生 (1) 5m12 岩本 大樹 (1) 4m95 見原 健太 (1) 4m93 三國 友椰 (1) 4m81 伊藤 楓偲 (1) 4m72 安納 大翔 (1) 4m62 小磯 秀太 (1) 4m57 髙橋 諒太 (1) 4m55
我孫子 (+4.8) 高根台 (+5.3) 船橋芝山 (+4.7) 東海大浦安 (+3.2) 鎌ケ谷 (+3.4) 行田 (+3.0) 高根 (+4.0) 日の出 (+3.6)

軍司 翔太 (3) 6m02 小森 裕翔 (3) 6m01 大場 息吹 (3) 5m84 鈴木 榛人 (3) 5m79 芝原 有羽太 (3) 5m78 渡辺 将輝 (3) 5m77 渡部 翔太 (3) 5m76 山本 蓮 (3) 5m71
高根台 (+1.3) 我孫子 (+1.1) 我孫子 (+2.2) 習志野三 (+1.1) 船橋芝山 (+2.1) 鎌ケ谷二 (+1.9) 船橋旭 (+2.5) 布佐 (+2.2)

中学共通男子砲 井上 光陽 (3) 12m78 菊池 拓海 (3) 11m69 中村 裕翔 (3) 11m55 中村 大翔 (3) 11m38 三坂 拓夢 (3) 11m28 猪口 剣仁 (3) 10m57 小森 裕翔 (3) 10m54 川崎 真碧 (3) 9m66
（5.000Kg) 海神 御滝 御滝 明海 白山 飯山満 我孫子 我孫子

共通四種競技 磯野 恭哉 (3) 1832 久嶋 友貴 (3) 1711 岡和田 泰志 (3) 1711 新井 渉 (2) 1449 髙橋 尚輝 (3) 1370 渡邊 蒼生 (3) 1150 藤井 耀鷹 (2) 871 稲葉 拓都 (2) 632
宮本 習志野二 船橋旭 船橋旭 海神 葛飾 船橋旭 海神

110mH(0.914m) 19.14 -2.4 420 18.00 -2.4 524 18.19 -2.4 506 20.29 -2.4 327 18.88 -2.4 443 18.86 -2.4 445 20.85 -2.4 285 19.92 -2.4 356
砲丸投(4.000kg) 7m91 361 7m70 349 7m28 324 7m44 333 9m11 432 7m42 332 6m06 252 6m47 276

走高跳 1m56 434 1m50 389 1m40 317 1m40 317 NM 0 NM 0 NM 0 NM 0
400m 54.55 617 58.97 449 55.89 564 58.32 472 57.69 495 1:01.22 373 1:02.44 334 DQ 0

共通110mH:高さ0.914m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ9.14m
共通砲丸投:重さ5.000kg 審判長　隅坂　道昭 記録主任　　黒田　泰三

気象記録
4日 5日 　

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
10:00 晴 26.0 52 3.8 南南西 9:30 曇 20.5 73 1.9 南西
11:00 晴 26.5 52 4.9 南南西 10:00 曇 22.0 58 2.1 南西
12:00 晴 26.0 55 3.5 南西 11:00 曇 22.5 58 2.4 南西
13:00 晴 25.5 57 4.0 南南西 12:00 曇 21.5 53 2.8 南
14:00 曇 24.5 64 3.7 南西 13:00 曇 21.0 61 2.6 南南西
15:00 曇 23.5 63 3.6 南 14:00 曇 22.0 58 2.1 南西
16:00 曇 23.5 67 3.9 南 15:00 晴 23.0 55 1.5 南南西

16:00 晴 21.5 61 1.7 南南西
17:00 晴 22.0 66 1.9 南西
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決勝記録一覧表（中学男子）
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主催 千葉陸上競技協会
千葉県小中学校体育連盟

大会コード 16 12 3301
競技場コード122010

日 種目
大内 紅葉 (1) 13.76 佐藤 幸彩 (1) 13.89 小山 莉子 (1) 14.02 清原 あかり (1) 14.15 林 紗衣 (1) 14.23 金谷 優帆 (1) 14.38 鈴木 芙果 (1) 14.42 福井 光 (1) 14.43

葛飾 (-1.6) 福栄 (-1.6) 鎌ケ谷五 (-1.6) 習志野台 (-1.6) 三田 (-1.6) 我孫子 (-1.6) 下貝塚 (-1.3) 白山 (-1.6)
森澤 佳菜 (2) 13.22 五十嵐 歩 (2) 13.81 伊東 知香 (2) 13.89 春日 優依里 (2) 13.92 石井 香名 (2) 14.06 熊谷 玲那 (2) 14.22 麻川 綾乃 (2) 14.22 青木 紫音 (2) 14.24

葛飾 (-3.3) 古和釜 (-3.3) 七林 (-3.3) 葛飾 (-3.3) 大穴 (-3.3) 七林 (-3.3) 市川四 (-3.3) 葛飾 (-5.0)
福井 好 (3) 13.08 菅原 唯 (3) 13.23 齋藤 理乃 (3) 13.25 土谷 栞乃 (3) 13.49 中島 さくら (3) 13.61 永沼 清香 (3) 13.77 関 優月 (3) 13.80 鈴木 紫穂子 (3) 13.82
我孫子 (-2.8) 我孫子 (-2.8) 高根 (-2.8) 我孫子 (-2.8) 湖北台 (-2.8) 古和釜 (-2.8) 葛飾 (-2.8) 船橋 (-2.9)
福井 好 (3) 26.83 森澤 佳菜 (2) 27.09 菅原 唯 (3) 27.19 中島 さくら (3) 27.81 齋藤 理乃 (3) 27.88 五十嵐 歩 (2) 27.94 石川 莉子 (2) 28.05 村上 来夢 (3) 28.12
我孫子 (-1.7) 葛飾 (-1.7) 我孫子 (-1.7) 湖北台 (-1.7) 高根 (-1.7) 古和釜 (-1.8) 御滝 (-1.8) 船橋旭 (-1.7)

風間 歩佳 (3) 2:19.50 橋口 凜花 (3) 2:24.67 小坂井 智絵 (2) 2:25.98 村岡 莉菜 (3) 2:26.30 中澤 萌々花 (2) 2:28.44 宮下 真弥 (2) 2:29.43 岡田 里優 (2) 2:30.22 橋本 萌 (3) 2:30.41
船橋旭 海神 御滝 御滝 湊 飯山満 明海 八木が谷

橋口 凜花 (3) 4:42.77 江森 南月 (3) 4:46.03 小杉 真生 (3) 4:46.57 金原 千尋 (2) 4:46.61 小林 陽花 (3) 4:49.56 中澤 萌々花 (2) 4:52.81 佐々木 梨音 (2) 4:54.38 西海 風 (2) 4:55.80
海神 我孫子 鎌ケ谷五 鎌ケ谷四 葛飾 湊 習志野台 布佐

増田 絢菜 (3) 14.99 作田 瑞希 (3) 15.73 鈴木 紫穂子 (3) 16.68 成井 莉紗 (3) 16.88 馬場 由華 (3) 16.94 久松 姫南乃 (3) 17.17 麻川 綾乃 (2) 17.20 加藤 雅央 (3) 17.36
白山 (-1.3) 我孫子 (-1.3) 船橋 (-1.3) 東邦 (-1.3) 習志野二 (-1.3) 船橋芝山 (-1.3) 市川四 (-1.2) 八木が谷 (-1.2)

我孫子 50.44 葛飾 50.71 船橋 51.93 鎌ケ谷二 52.08 白山 52.13 高根 52.28 船橋旭 52.81 古和釜 53.09
土谷 栞乃 (3) 加藤 明希 (2) 内藤 菜緒 (2) 石橋 琴音 (2) 増田 明莉 (3) 中嶋 優葉 (3) 茂木 千鶴 (3) 本田 菜々子 (3)

福井 好 (3) 春日 優依里 (2) 鈴木 紫穂子 (3) 長沼 泉里 (3) 増田 絢菜 (3) 齋藤 理乃 (3) 村上 来夢 (3) 五十嵐 歩 (2)

小林 莉子 (3) 青木 紫音 (2) 伊藤 眞利亜 (3) 宮崎 琴音 (3) 石井 琴美 (3) 清水 悠莉 (3) 大橋 侑生 (2) 近藤 聖捺 (3)

菅原 唯 (3) 森澤 佳菜 (2) 鎌田 早紀 (3) 白石 楓果 (3) 堤 ほのか (3) 大熊 楓 (3) 林 かえで (3) 永沼 清香 (3)

浮津 遥花 (3) 1m57 上野 佑季 (3) 1m51 長 ほのか (2) 1m51 酒井 さくら (3) 1m48 横田 千夏 (3) 1m45 三谷 夏鈴 (2) 1m45 大沼 萌乃 (3) 1m40 7 本田 菜々子 (3) 1m40
海神 船橋若松 習志野台 我孫子 行田 宮本 習志野二 古和釜

大中 彩音 (1) 4m53 田村 綾子 (1) 4m35 清原 あかり (1) 4m28 鈴木 瑠菜 (1) 4m24 浅水 優佳 (1) 4m19 島田 茉緒 (1) 4m19 齋藤 柚稀 (1) 4m03 山本 彩加 (1) 4m03
高洲 (+5.8) 習志野五 (+4.2) 習志野台 (+5.4) 御滝 (+5.3) 白山 (+3.8) 習志野四 (+7.6) 御滝 (+6.0) 船橋旭 (+4.4)

堤 ほのか (3) 5m22 斎藤 マイ (2) 4m96 石井 香名 (2) 4m96 米澤 里香 (3) 4m90 水戸 夏美 (3) 4m89 齊藤 夏帆 (3) 4m83 積田 涼加 (2) 4m83 鎌田 早紀 (3) 4m79
白山 (+2.3) 八木が谷 (+1.5) 大穴 (+1.3) 八木が谷 (+1.9) 布佐 (+2.4) 法田 (+2.4) 市川八 (+2.4) 船橋 (+1.6)

共通砲丸投 瀬賀 春香 (3) 10m78 塩谷 日向 (3) 10m55 栗崎 妃莉 (3) 10m26 内田 有香 (3) 10m24 大沢 沙采 (3) 10m23 増田 千華子 (3) 9m95 張替 萌花 (2) 9m87 上野 琴実 (3) 9m27
(2.721kg) 八木が谷 葛飾 下貝塚 高根 習志野四 葛飾 古和釜 七林

共通女子四種競技 大熊 楓 (3) 2423 長沼 泉里 (3) 2050 石田 麻由奈 (3) 1901 本田 菜々子 (3) 1854 森川 亜弥 (3) 1849 加藤 雅央 (3) 1716 林 かえで (3) 1658 宇田川 風花 (3) 1503
高根 鎌ケ谷二 東邦 古和釜 高根 八木が谷 船橋旭 鎌ケ谷二

100mH(0.762m) 16.10 -4.3 702 17.45 -2.3 547 17.63 -2.3 527 19.16 -2.3 376 17.60 -2.3 530 18.02 -2.9 486 20.04 -2.3 299 18.85 -2.3 404
走高跳 1m45 566 1m36 470 1m42 534 1m51 632 1m36 470 1m25 359 1m36 470 1m15 266

砲丸投(2.721kg) 10m10 536 7m84 389 7m11 342 8m08 405 7m60 374 6m77 320 7m04 338 7m40 361
200m 28.15 -1.2 619 27.83 -1.2 644 29.78 -1.2 498 30.60 -1.2 441 30.10 -1.2 475 29.05 -1.2 551 29.04 -1.2 551 30.14 -1.9 472

共通100mH:高さ0.762ｍ　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 8m
共通砲丸投:重さ2.721kg 審判長　隅坂　道昭 記録主任　　黒田　泰三
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第３７回千葉県中学校陸上競技記録会船橋大会 決勝記録一覧表（中学女子）

平成２８年６月４日（土）５日(日)
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1位 2位 3位 4位


