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日付 種目

岡澤 凜併(1) 12.60(-1.3) 中村 遙人(1) 13.32(+0.2) 相葉 瑛介(1) 13.36(-4.2) 岩井 和人(1) 13.43(-1.7) 土屋 孝広(1) 13.48(-2.1) 広田 晴大(1) 13.73(-2.9) 今井 草介(1) 13.74(-3.0) 染谷 龍輝(1) 13.78(-4.2)
土気南 こてはし台 千葉若松 村上 おゆみ野南 稲毛 幕張西 千葉若松

吉野　心翔(1) 13.78(-1.7)
大和田

水谷 陽亮(2) 12.02(-3.5) 小松 悠稀(2) 12.30(-4.3) 石井 順大(2) 12.35(-0.3) 蜂須賀 大輝(2) 12.36(-3.5) 佐貫 ﾚｲｱﾝｿﾆｰ(2) 12.47(-4.3) 森川 竜乃介(2) 12.58(-3.5) 菊地 倫成(2) 12.63(-2.2)
蘇我 誉田 長生 大和田 おゆみ野南 大網 幕張本郷

井上 大空(2) 12.58(-0.3)
こてはし台

馬原 浩志郎(3) 11.48(-2.1) 田原 慶人(3) 11.66(-2.1) 新谷 羚(3) 11.72(-2.1) 大江 志和(3) 11.87(-2.1) 松永 勇輝(3) 11.93(-2.1) 平野 将之(3) 11.98(-2.1) 田辺 貴也(3) 12.02(-2.1) 樋口 翔己(3) 12.12(-2.3)
土気南 土気南 大網 高津 生浜 八千代台西 渋谷幕張 幕張本郷
田原 慶人(3) 22.87(0.0) 田辺 貴也(3) 23.67(0.0) 平野 将之(3) 23.85(0.0) 髙梨 佑斗(3) 23.92(+1.1) 小松 悠稀(2) 24.02(+0.1) 山田 逞智(3) 24.34(0.0) 臼井 啓悟(3) 24.56(+0.1) 川島 知高(3) 24.67(+1.1)
土気南 渋谷幕張 八千代台西 千葉若松 誉田 高津 泉谷 稲毛
田辺 貴也(3) 52.72 田原 慶人(3) 53.09 平野 将之(3) 54.10 増田 優士(3) 55.07 額賀 雄大(3) 55.44 松岡 佳心(3) 55.49 臼井 啓悟(3) 55.83 吉村 柊志(3) 57.27
渋谷幕張 土気南 八千代台西 大和田 大網 土気南 泉谷 生浜
舛中 あさひ(3) 2:04.19 朝雛 蒼馬(2) 2:06.87 渡邊 太智(3) 2:07.66 髙橋 優輝(3) 2:07.86 永峰 陽彩(3) 2:07.89 米木 僚(3) 2:09.43 内藤 健人(3) 2:10.32 伊藤 聡志(3) 2:11.36
泉谷 昭和秀英 蘇我 有吉 土気南 大網 千葉若松 八千代松陰
中野 大翔(3) 4:12.91 布施 尚希(3) 4:15.56 松村 達也(3) 4:18.97 舛中 あさひ(3) 4:21.18 武藤 空多(3) 4:23.15 永峰 陽彩(3) 4:23.25 髙橋 優輝(3) 4:27.22 榎本 陸(3) 4:27.56
東金 光 大網 泉谷 東金 土気南 有吉 松ケ丘
金指 亮汰(1) 4:53.59 渋木 翔太(1) 5:01.04 北村 優季(1) 5:03.73 鵜澤 孝平(1) 5:06.04 永田 悠翔(1) 5:07.60 中野 優星(1) 5:14.61 矢代 大士(1) 5:15.18 越塚 岳(1) 5:21.67
泉谷 村上 村上 村上 八千代松陰 東金 八千代松陰 葛城
中野 大翔(3) 8:56.89 松村 達也(3) 9:05.94 武藤 空多(3) 9:13.38 布施 尚希(3) 9:20.77 加藤 久志(3) 9:59.75 蓮沼 英悟(3) 10:08.56 陣野 咲太郎(3) 10:18.90 鈴木 貴裕(2) 10:19.64
東金 大網 東金 光 泉谷 大和田 泉谷 村上東
猪股 直輝(3) 16.18(0.0) 菊地 倫成(2) 17.63(0.0) 榎本 匠希(3) 17.92(0.0) 森藤 遥大(3) 17.99(0.0) 山田 凜(3) 18.00(0.0) 川島 颯斗(3) 18.38(0.0) 榊 昴(3) 18.49(0.0) 内田 空良(3) 18.59(0.0)
千葉若松 幕張本郷 高津 有吉 稲毛 稲毛 土気南 有吉
土気南 44.31 泉谷 45.65 大和田 45.66 大網 45.77 高津 45.88 生浜 46.22 千葉若松 46.40 蘇我 46.43
松岡 佳心(3) 臼井 啓悟(3) 蜂須賀 大輝(2) 山本 慎太郎(2) 山田 逞智(3) 近藤 義音(2) 藤川 大来(3) 清水 陽友(2)
田原 慶人(3) 植村 翔(3) 増田 優士(3) 新谷 羚(3) 大江 志和(3) 松永 勇輝(3) 髙梨 佑斗(3) 北岸 航貴(3)
細川 稜太(3) 岩田 大悟(3) 鈴木 脩斗(3) 及川 涼太(2) 會田 直人(2) 長友 飛鳥(3) 猪股 直輝(3) 小林 琉輝(2)
馬原 浩志郎(3) 石田 琉晟(3) 犬伏 涼空(3) 森川 竜乃介(2) 西野 皇希(3) 吉村 柊志(3) 能勢 拓実(3) 水谷 陽亮(2)
大野 佑馬(3) 1m79 中村 眞成(3) 1m70 五十嵐 優斗(3) 1m60 中谷 柊星(3) 1m60 米川 歩夢(3) 1m50 藤内 海月(3) 1m45 長澤 光希(2) 1m45
千葉大附 花園 磯辺 八千代松陰 誉田 大和田 松ケ丘

吉野 広大(2) 1m45
有吉

能勢 拓実(3) 3m20 平田 樹希(3) 2m70 押元 洸太(2) 2m50 山田 凜(3) 2m40 澤田 駿汰(3) 2m30
千葉若松 稲毛 泉谷 稲毛 花園
樋口 翔己(3) 6m23(+1.9) 目原 碧人(2) 6m04(+2.5) 植村 翔(3) 5m96(+1.9) 増田 優士(3) 5m66(+1.0) 江幡 祐亮(3) 5m64(+1.1) 松永 勇輝(3) 5m43(+2.5) 北岸 航貴(3) 5m43(+0.1) 牧野 侑青(3) 5m30(+2.3)
幕張本郷 誉田 公認5m82(+0.7) 泉谷 大和田 誉田 生浜 公認5m39(+0.8) 蘇我 幕張本郷 公認5m01(+1.4)

染谷 龍輝(1) 5m17(+2.6) 岡澤 凜併(1) 4m71(+1.6) 栗田 澪(1) 4m65(+1.2) 峯嶋 梨音(1) 4m31(+3.5) 髙木 泰成(1) 4m29(+3.8) 中谷 珀斗(1) 4m28(+2.3) 萩島 大翔(1) 4m22(-0.2) 中村 太陽(1) 4m21(-0.1)
千葉若松 公認4m89(+1.5) 土気南 千葉若松 茂原南 公認4m19(+0.4) 花園 公認記録なし 八千代松陰 公認記録なし 村上 土気南
石田 琉晟(3) 11m56 花岡 航大(3) 9m62 菊地 大和(3) 9m33 藤野 悠太(3) 9m08 三橋 拓海(3) 8m80 相葉 修斗(3) 8m53 小泉 結生(3) 8m04 万沢 寛人(3) 7m96
泉谷 大和田 更科 萱田 八千代松陰 幕張本郷 大和田 千葉若松
小池 悠文(1) 15.40
蘇我
関根 黎琉(3) 1720点 青栁 遥希(2) 1605点 山本 築輝(3) 1515点 福島 遥音(2) 1394点 岡部 圭汰(3) 1199点
有吉 泉谷 稲毛 千葉若松 おゆみ野南

伊藤 瑠花(1) 14.04(0.0) 佐藤 鈴音(1) 14.16(-1.8) 池田 祐香(1) 14.31(0.0) 佐々木 杏(1) 14.40(0.0) 山﨑 月陽(1) 14.48(0.0) 松浦 可穏(1) 14.72(0.0) 篠原 みゆ(1) 14.73(-5.2)
光 幕張西 茂原東 八千代松陰 八千代松陰 土気南 村上東

野原 梨乃(1) 14.72(0.0)
有吉

鈴木 茉奈(2) 13.69(-3.2) 石橋 ひより(2) 13.80(-2.8) 佐山 凛香(2) 13.92(-5.2) 金杉 虹杏(2) 13.96(-3.2) 菅原 涼(2) 14.04(-5.2) 星野 遥(2) 14.10(-3.2) 内田 そら(2) 14.24(-5.2)
稲浜 こてはし台 八千代松陰 誉田 高津 大和田 八千代松陰

山本 茜(2) 14.24(-1.3)
幕張本郷

笠野 心結(3) 13.15(-3.8) 稲田 千夏(3) 13.43(-3.8) 磯野 美莉(3) 13.69(-3.8) 大塚 実弥(3) 13.71(-3.8) 市原 美姫(3) 13.81(-4.0) 齋藤 美裕(3) 13.84(-3.8) 塩入 美咲(3) 13.89(-4.0) 小笠原 花音(3) 14.13(-4.0)
八千代松陰 幕張本郷 茂原東 生浜 誉田 大網 千葉若松 村上
稲田 千夏(3) 26.87(+0.8) 磯野 美莉(3) 27.20(+0.8) 山﨑 晏奈(3) 27.63(+0.8) 塩入 美咲(3) 27.64(+0.9) 大島 香澄(3) 27.97(+0.9) 市原 美姫(3) 28.27(-0.9) 渡邉 蒼羽(3) 28.36(+0.8) 山本 茜(2) 28.39(+2.1)
幕張本郷 茂原東 花園 千葉若松 蘇我 誉田 幕張本郷 幕張本郷

5位 6位 7位 8位

5月29日 中学１年男子100m

5月29日 中学２年男子100m

第42回千葉県中学校陸上競技記録会　千葉大会 【21123304】 
青葉の森スポーツプラザ陸上競技場 【123260】 
2021/05/29 ～ 2021/05/30

1位 2位 3位 4位

5月29日 中学３年男子100m

5月30日 中学共通男子200m

5月29日 中学共通男子400m

5月30日 中学共通男子800m

5月29日 中学共通男子1500m

5月29日 中学１年男子1500m

5月29日 中学共通男子走高跳（決勝）

5月29日 中学共通男子棒高跳

5月30日 中学共通男子3000m

5月30日
中学共通男子
110mH(0.914m)

5月30日 中学共通男子4X100mR

5月30日 中学共通男子走幅跳　決勝

5月30日 中学１年男子走幅跳　決勝

5月30日
中学共通男子砲丸投

(5.000kg)

19.07(-1.6)-7m32

1m35-58.09

19.22(-1.6)-5m40

1m40-58.94

5月29日
中学1年男子100ｍ再レース 

風：-2.5

19.48(-1.6)-8m24

1m55-56.98

5月29日 
～30日

中学共通男子四種競技

5月29日 中学２年女子100m

5月29日 中学３年女子100m

22.72(-1.6)-8m35

1m35-1:01.51

5月29日 中学１年女子100m

19.53(-1.6)-6m66

1m60-58.47

5月30日 中学共通女子200m



松本 理子(1) 2:46.28 伊藤 未紗(1) 2:48.85 三石 優月(1) 2:52.48 山本 亜弥(1) 2:53.54 比嘉 愛美(1) 2:53.77 大森 摩耶(1) 2:55.57 入野 七瀬(1) 2:55.70 梅田 そよ夏(1) 2:55.98
蘇我 横芝 稲毛 土気南 東金 茂原南 花園 花園
片山 梨彩(2) 2:23.33 日髙 杏泉(3) 2:25.39 山口 涼香(2) 2:25.88 鈴木 優菜(2) 2:31.43 椎名 恵(3) 2:32.11 野口 美玖(2) 2:32.57 渡辺 こころ(2) 2:32.94 大森 晃子(3) 2:34.25
千葉大附 泉谷 稲毛 大和田 光 高津 高津 渋谷幕張
鵜澤 里桜(3) 4:51.50 椎名 美月(1) 4:55.43 横山 桃花(2) 4:55.46 日髙 杏泉(3) 5:01.00 山口 涼香(2) 5:02.40 ﾏｻﾊｰﾄ 茉那(2) 5:02.80 陳 里侑(2) 5:06.81 野口 美玖(2) 5:16.88
本納 光 千城台南 泉谷 稲毛 松ケ丘 高津 高津
松本 小雪(3) 16.12(+1.3) 引地 瑠菜(3) 16.48(+1.3) 髙知尾 優(3) 16.89(+1.3) 村瀬 真帆(2) 17.51(+1.5) 矢野 伶奈(2) 17.82(+1.3) 畑中 そら(1) 18.15(+1.3) 井口 瑛里奈(2) 18.30(+1.5) 鴻巣 すみれ(3) 18.33(+1.2)
小中台 幕張本郷 大網 稲毛 八千代松陰 本納 稲毛 誉田
八千代松陰 50.75 幕張本郷 51.74 大和田 52.00 大網 52.88 誉田 53.11 稲毛 53.64 千葉若松 54.01 生浜 54.40
内田 そら(2) 多田 充希(3) 星野 遥(2) 千葉 乃愛(2) 馬場 麗奈(3) 石川 璃奈(2) 長田 韻野(3) 小川 夏菜(2)
佐山 凛香(2) 渡邉 蒼羽(3) 福貝 紗良(3) 齋藤 美裕(3) 市原 美姫(3) 合馬 瞳(2) 塩入 美咲(3) 田村 紗彩(2)
長谷川 真子(2) 引地 瑠菜(3) 難波 心花(3) 髙知尾 優(3) 金杉 虹杏(2) 白石 蒼菜(2) 引地 奈津美(3) 鹿野 紗菜(3)
笠野 心結(3) 稲田 千夏(3) 池田 羽琉(3) 古屋 明紗(2) 森 瑠香(3) 髙丸 里穂(3) 羽田 歩未(2) 大塚 実弥(3)
小原 優海(3) 1m40 髙嶋 美月(2) 1m40 甲斐 凪紗(2) 1m40 中西 美羽(2) 1m35 河原 美夕(3) 1m35 尾﨑 夏帆(3) 1m35
東高津 千葉若松 泉谷 大網 有吉 八千代松陰

川鍋 美稀(3) 1m40 関口 月乃(2) 1m35
萱田 稲毛

嶋田 寧々(2) 2m70 藤澤 美夢(3) 2m50 永松 久乃(3) 2m40 橋本 紗依(2) 2m30 本重 侑希(2) 2m00 鈴木 莉音(3) 1m80 坪井 乃音(2) 1m80
おゆみ野南 生浜 七林 千葉若松 稲毛 泉谷 千葉若松

伊藤 かえで(3) 1m80
稲毛

佐山 凛香(2) 5m11(+2.7) 小笠原 花音(3) 5m02(+3.7) 戸倉 知世(3) 4m76(+2.0) 池田 羽琉(3) 4m53(+2.1) 長田 韻野(3) 4m51(+3.9) 植草 花音(3) 4m43(+4.7) 西田 美月(2) 4m38(+0.7) 田久保 実桜(2) 4m37(+6.1)
八千代松陰 公認記録なし 村上 公認記録なし 泉谷 大和田 公認4m34(+1.9) 千葉若松 公認3m90(+1.1) 稲毛 公認4m20(+1.0) 稲毛 有吉 公認記録なし

岡田 真奈(1) 4m16(+2.7) 宮坂 凛(1) 4m13(+3.6) 篠原 みゆ(1) 4m03(+3.5) 佐々木 杏(1) 3m88(+2.4) 久野 柚希(1) 3m87(+3.9) 伊藤 愛生(1) 3m84(+2.6) 根本 麻衣(1) 3m78(+3.6) 横山 咲世里(1) 3m75(+3.4)
幕張西 公認3m87(+1.1) 稲毛 公認記録なし 村上東 公認記録なし 八千代松陰 公認3m29(+1.9) 有吉 公認3m65(+1.8) 泉谷 公認記録なし 花園 公認3m55(+1.3) 泉谷 公認3m08(+2.0)

大島 菜奈(3) 9m21 原 愛花(3) 8m72 ﾊﾞﾔｶﾙ ﾆｺﾙ(2) 8m54 稲毛 遥(3) 8m35 上塚 祐菜(3) 8m20 今井 咲良(2) 8m15 京谷 雪乃(2) 7m99 髙橋 ななみ(3) 7m95
泉谷 磯辺 千葉若松 大和田 生浜 八千代松陰 蘇我 磯辺
笠野 心結(3) 2522点 松延 帆乃(3) 1207点 佐々木 綺音(3) 1115点
八千代松陰 土気南 土気南

凡例 

5月29日 中学１年女子800m

5月29日 中学共通女子800m

5月30日 中学共通女子走高跳　決勝

5月29日 中学共通女子棒高跳

5月30日 中学共通女子1500m

5月30日
中学共通女子
100mH(0.762m)

5月30日 中学共通女子4X100mR

5月29日 中学共通女子走幅跳（決勝）

5月29日 中学１年女子走幅跳（決勝）

5月29日
中学共通女子砲丸投

(2.721kg)

22.75(-1.9)-1m20

6m62-31.57(+1.6)

15.64(-1.9)-1m48

7m94-26.32(+1.6)

5月29日 
～30日

中学共通女子四種競技
21.63(-1.9)-1m20

5m95-30.53(+1.6)


