
主催 （一財）千葉陸上競技協会
千葉県小中学校体育連盟

大会コード 21 12 3301
競技場コード 122010

日付 種目
猪俣　隼人 (1) 12.69 林　海里 (1) 12.78 秋山　滉太 (1) 12.87 小田原　葵空 (1) 12.91 上田　絢翔 (1) 12.97 土井　樹 (1) 13.09 小西　創太 (1) 13.09 川畑　雄史 (1) 13.28

飯山満 (+2.3) 市川六 (+0.3) 市川四 (+0.3) 三田 (-1.1) 高谷 (+0.3) 前原 (-0.2) 市川四 (+0.3) 鎌ケ谷三 (+0.2)
小幡　俊輔 (2) 11.96 竹内　丈 (2) 12.20 山口　空 (2) 12.26 大塚　琢磨 (2) 12.34 5 秋山　晧祇 (2) 12.34 舟山　莉功 (2) 12.36 福原　敬尋 (2) 12.51 7 佐藤　佑耶 (2) 12.51
習志野四 (-1.6) 東邦大東邦 (-1.6) 習志野台 (-1.6) 東海大浦安 (-1.6) 堀江 (-1.3) 前原 (-1.5) 宮本 (-1.5) 鎌ケ谷二 (-1.5)

進藤　涼太 (3) 11.81 木村　航大 (3) 12.03 弓狩　凪輝 (3) 12.07 川畑　祥五 (3) 12.08 鈴木　俊輔 (3) 12.10 小野　海城 (3) 12.16 柳岡　竜輔 (3) 12.19 金居　秀弥 (3) 12.20
三田 (-3.0) 宮本 (-2.2) 船橋 (-3.0) 鎌ケ谷三 (-3.0) 鎌ケ谷三 (-3.0) 葛飾 (-2.7) 鎌ケ谷 (-2.2) 葛飾 (-3.0)

梁瀬　大幹 (3) 23.29 月野　天夢 (3) 23.42 鈴木　俊輔 (3) 23.72 丸山　拓海 (3) 23.81 大谷　琢斗 (3) 23.91 萩上　明夫 (3) 23.91 白井　勘太郎 (3) 23.97 幡田　裕亮 (3) 23.98
習志野台 (+0.1) 我孫子 (+0.1) 鎌ケ谷三 (+0.1) 市川六 (+0.1) 前原 (+0.1) 東海大浦安 (+0.1) 市川四 (+0.2) 明海 (+0.1)

梁瀬　大幹 (3) 52.99 橋川　仁 (3) 54.04 白野　恭梧 (3) 55.40 松村　成緒 (2) 55.43 葉茂　一貴 (3) 55.76 片野　利玖 (3) 55.85 本間　裕一郎 (3) 56.76 伊藤　翼 (3) 56.89
習志野台 東邦大東邦 習志野四 東邦大東邦 宮本 東邦大東邦 日の出 宮本

石本　一登 (3) 2:02.70 葉茂　一貴 (3) 2:05.72 栗坂　一誠 (3) 2:06.41 美藤　悠海 (3) 2:06.88 亀井　元己 (3) 2:08.57 西田　一風樹 (3) 2:08.79 内田　貴也 (3) 2:09.35 泉妻　智博 (3) 2:10.84
船橋旭 宮本 宮本 船橋 浦安 海神 行田 前原

立花　朝陽 (1) 4:50.16 原　智尋 (1) 4:50.77 有延　和真 (1) 4:53.84 澤潟　洸士郎 (1) 4:54.96 奈喜良　健 (1) 5:04.58 吉村　威吹 (1) 5:04.82 工藤　匠眞 (1) 5:05.11 門馬　充希 (1) 5:06.40
鎌ケ谷四 明海 市川二 三田 七林 福栄 宮本 御滝

新居田　晴信 (3) 4:22.78 桶田　悠生 (3) 4:24.71 田中　俊輔 (3) 4:28.29 中島　貴一 (3) 4:33.05 矢路川　優介 (3) 4:33.38 内藤　翔輝 (3) 4:35.27 泉妻　智博 (3) 4:35.30 上野　泰馳 (3) 4:35.39
日の出 船橋 宮本 習志野台 船橋 高谷 前原 市川四

敦賀　蓮 (3) 9:18.46 桶田　悠生 (3) 9:20.32 小杉　啓 (3) 9:28.66 綾　秀人 (2) 9:35.46 新居田　晴信 (3) 9:36.40 田中　俊輔 (3) 9:41.57 吉橋　一真 (3) 9:43.28 上野　泰馳 (3) 9:44.61
鎌ケ谷 船橋 鎌ケ谷五 浦安 日の出 宮本 鎌ケ谷五 市川四

賀川　然太 (3) 16.14 田中　蒼大 (2) 16.74 松井　一真 (3) 17.25 山村　翔 (3) 17.63 奥田　俊晴 (2) 17.95 鈴鹿　左京 (3) 18.41 水貝　勇介 (3) 18.75 石上　朝飛 (3) 19.08
葛飾 (-2.5) 美浜 (-2.5) 坪井 (-2.5) 浦安 (-2.5) 鎌ケ谷三 (-4.3) 葛飾 (-2.5) 宮本 (-4.3) 船橋旭 (-4.3)
白山 44.57 鎌ケ谷三 45.12 船橋 45.23 葛飾 45.24 前原 45.72 宮本 46.07 東海大浦安 46.13 習志野二 46.33

矢島　伸一 (3) 神品　栄士 (3) 池田　明来 (3) 熊谷　知哉 (3) 勝呂　陸生 (3) 水貝　勇介 (3) 知久　來都 (3) 佐々木　晃大 (3)
長潟　航 (3) 鈴木　俊輔 (3) 弓狩　凪輝 (3) 石田　柊介 (3) 大谷　琢斗 (3) 木村　航大 (3) 萩上　明夫 (3) 植村　陽人 (3)

鈴木　尋翔 (3) 太田　遥翔 (3) 阪口　誠真 (3) 賀川　然太 (3) 舟山　莉功 (2) 福原　敬尋 (2) 吉野　空 (2) 平　晴行 (3)
内海　皓登 (3) 川畑　祥五 (3) 笠井　耀暁 (3) 金居　秀弥 (3) 柳田　昇吾 (3) 伊藤　翼 (3) 大塚　琢磨 (2) 島本　優斗 (3)
鵜澤　光佑 (3) 1m79 小野　稜河 (3) 1m76 水上　はる (3) 1m73 福田　一心 (3) 1m70 吉田　丈太郎 (3) 1m65 吉田　景一 (3) 1m60 鈴木　優一 (3) 1m55 末森　蒼空 (3) 1m55

大穴 飯山満 習志野一 前原 習志野六 葛飾 船橋旭 習志野台
近藤　兼彩 (1) 4m93 榊　俊樹 (1) 4m82 青木　瑠惟 (1) 4m69 土井　翔雅 (1) 4m63 長谷川　祥彦 (1) 4m61 佐々木　耀久 (1) 4m59 佐藤　優祐 (1) 4m54 源新　陽斗 (1) 4m48

船橋旭 (+2.4) 船橋旭 (+3.9) 東邦大東邦 (+4.6) 市川四 (+3.7) 坪井 (+3.2) 習志野二 (+4.4) 宮本 (+3.0) 妙典 (+2.1)
武岡　世航 (3) 6m36 平　晴行 (3) 6m25 山﨑　陽太 (3) 6m12 山本　悠樹 (3) 6m02 山﨑　勇人 (3) 5m95 鵜澤　光佑 (3) 5m94 佐藤　隆治 (3) 5m85 麻生　悠琉 (3) 5m84

浦安 (+1.9) 習志野二 (+4.1) 七林 (+2.1) 市川四 (+1.5) 船橋旭 (+2.2) 大穴 (-1.0) 葛飾 (+1.0) 習志野六 (+0.6)
共通砲丸投
(5.000kg

坂本　貴之 (3) 10m15 前田　鉄馬 (3) 9m21 板垣　弥輝 (3) 9m12 春日　大佑 (2) 8m86 榎　流星 (3) 8m63 野田　大和 (3) 8m54 中村　凱 (3) 8m39 津田　直哉 (3) 8m30
（5.000Kg) 海神 八木が谷 鎌ケ谷三 坪井 我孫子 習志野台 習志野台 高谷

共通四種競技 櫛木　悠人 (2) 1763 仁尾　海渡 (2) 1402 鎌田　涼央 (2) 1392 岡本　龍大 (2) 799 谷端　佑真 (2) 761 林　竜次 (3) 467
坪井 船橋旭 七林 船橋旭 七林 習志野台

110mH(0.914m) 17.75 -2.4 548 19.74 -2.4 370 21.98 -2.4 210 20.83 -2.4 287 23.10 -2.4 146 24.36 -2.4 87
砲丸投(4.000kg) 7m54 339 7m35 328 6m44 274 5m88 242 5m79 237 5m29 208

走高跳 1m53 411 1m45 352 1m59 457 NM 0 NM 0 NM 0
400m 58.53 465 1:01.87 352 58.91 451 1:04.62 270 1:01.05 378 1:08.43 172

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　ﾄﾗｯｸ　隅坂　道昭　ﾌｨｰﾙﾄﾞ　鈴木　保之 記録主任　　芝塚　洸太

気象記録
29日 30日 　 　

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
9:00 曇 22.4 71 2.8 南 9:00 曇 23.0 58 0.9 北東
10:00 曇 23.3 71 4.1 南南東 10:00 曇 23.8 58 1.2 南南東
11:00 曇 24.1 66 3.2 南南東 11:00 曇 24.5 55 2.4 北東
12:00 曇 24.2 65 2.4 南東 12:00 曇 24.5 55 0.3 東北東
13:00 曇 24.7 63 3.3 南南東 13:00 曇 24.2 55 2.8 南東
14:00 曇 24.6 63 2.8 南南東 14:00 晴 24.8 54 2.1 南南東
15:00 曇 24.1 66 3.3 南東 15:00 曇 23.9 57 1.3 南東
15:10 曇 23.9 67 4.2 南東 15:20 曇 23.5 57 1.2 南南東

第４２回千葉県中学校陸上競技記録会船橋大会
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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 21 12 3301
競技場コード 122010

日 種目
垣添　愛芽 (1) 13.81 山口　亜紗実 (1) 14.31 高橋　里茉 (1) 14.31 武藤　綾香 (1) 14.40 古山　梢 (1) 14.54 小池　優里菜 (1) 14.56 佐藤　花音 (1) 14.61 朝武　実咲 (1) 14.61
習志野四 (+0.2) 法田 (+0.2) 大穴 (+0.2) 市川五 (+0.4) 三田 (+0.2) 船橋旭 (+0.7) 東邦大東邦 (+0.7) 鎌ケ谷四 (+0.4)
田中　真央 (2) 13.17 佐々木　柚夏 (2) 13.19 林　実和 (2) 13.28 望月　渚紗 (2) 13.53 蔭山　知春 (2) 13.57 松下　仁美 (2) 13.71 山仲　遥 (2) 13.76 岡田　理奈 (2) 13.77

宮本 (-2.0) 八木が谷 (-2.0) 坪井 (-2.0) 船橋若松 (-2.0) 習志野台 (-2.0) 習志野台 (-2.0) 美浜 (-2.0) 鎌ケ谷四 (-2.5)
金子　美月 (3) 13.18 本田　はるな (3) 13.34 西村　遥香 (3) 13.55 竹内　楓 (3) 13.56 櫻井　空 (3) 13.61 鈴木　麗 (3) 13.61 飯塚　結 (3) 13.61 鳩　藍良 (3) 13.73

市川五 (-1.9) 船橋若松 (-1.9) 前原 (-1.9) 船橋旭 (-3.3) 葛飾 (-1.9) 八木が谷 (-1.9) 船橋旭 (-3.3) 習志野五 (-3.3)
飯塚　結 (3) 26.97 佐々木　柚夏 (2) 27.03 本田　はるな (3) 27.44 真島　菜穂 (3) 27.56 鈴木　麗 (3) 27.60 林　実和 (2) 27.79 長嶺　千洋 (3) 27.87 宇宿　綾乃 (3) 28.01
船橋旭 (-0.6) 八木が谷 (-0.4) 船橋若松 (-0.4) 宮本 (-0.6) 八木が谷 (-0.6) 坪井 (-0.6) 七林 (-0.4) 東邦大東邦 (-0.4)

加藤　真緒 (1) 2:29.46 清水　明希乃 (1) 2:32.79 宮﨑　花音 (1) 2:35.32 守屋　咲希 (1) 2:38.77 佐々木　玲奈 (1) 2:41.97 河野　結咲 (1) 2:42.51 渡邊　夏帆 (1) 2:45.12 由田　愛菜 (1) 2:46.30
下貝塚 大穴 宮本 鎌ケ谷四 鎌ケ谷五 二宮 葛飾 習志野一

江﨑　舞佳 (3) 2:19.90 宮前　心凪 (2) 2:20.18 黒岩　桧菜子 (3) 2:23.82 市耒　歩実 (3) 2:25.88 砂田　百葉 (3) 2:26.48 綱島　洋 (3) 2:27.68 小山　三春 (2) 2:27.96 渋谷　そらの (2) 2:28.25
高洲 宮本 福栄 船橋芝山 御滝 習志野一 湊 前原

菅原　仁子 (2) 4:44.90 宮前　心凪 (2) 4:47.78 渡邉　夏帆 (3) 4:53.17 黒岩　桧菜子 (3) 4:58.54 小山　三春 (2) 4:59.29 橋本　梨愛 (2) 4:59.52 新倉　奈那子 (2) 5:00.68 髙橋　日和梨 (3) 5:04.43
三田 宮本 小室 福栄 湊 法田 法田 七林

大内　琴葉 (3) 15.67 金子　美月 (3) 15.69 吉満　菜由 (3) 15.88 宇宿　綾乃 (3) 16.07 岩渕　陽香 (2) 16.13 萩原　理美 (2) 16.19 田中　真央 (2) 16.22 松野　日菜子 (2) 16.40
宮本 (+1.0) 市川五 (+1.0) 宮本 (+1.0) 東邦大東邦 (+1.0) 法田 (+1.0) 八木が谷 (+1.0) 宮本 (+1.0) 東邦大東邦 (+1.0)
船橋旭 49.97 宮本 50.56 八木が谷 51.11 我孫子 51.40 習志野台 51.87 船橋若松 52.21 鎌ケ谷四 52.32 白山 52.65

竹内　楓 (3) 吉満　菜由 (3) 島田　沙耶 (2) 上岡　瑞姫 (3) 長　あおい (3) 山本　紗羅 (3) 中島　恵美 (2) 高城　さくら (3)

飯塚　結 (3) 田中　真央 (2) 鈴木　麗 (3) 伊藤　ひかり (3) 松下　仁美 (2) 望月　渚紗 (2) 増澤　ゆり (3) 氏家　ひかる (3)

近藤　花音 (3) 大内　琴葉 (3) 山本　陽香 (3) 高野　結羽 (3) 蔭山　知春 (2) 石田　はな (3) 須藤　乃愛 (3) 仲代　彩乃 (3)

林　千尋 (2) 真島　菜穂 (3) 佐々木　柚夏 (2) 水野　るうな (3) 山口　結楽 (3) 本田　はるな (3) 岡田　理奈 (2) 山口　咲紀 (3)

倉田　心夏 (2) 1m54 林　千尋 (2) 1m51 袴田　心花 (2) 1m40 3 粒来　葉菜乃 (3) 1m40 中村　藍 (3) 1m40 山方　花音 (3) 1m40 山根　萠花 (3) 1m40 大石　一葵 (2) 1m35
坪井 船橋旭 習志野二 堀江 鎌ケ谷 行田 坪井 東邦大東邦

関本　晴加 (1) 4m57 武藤　綾香 (1) 4m34 奥井　花 (1) 4m30 石垣　七海 (1) 4m25 井上　明梨 (1) 4m03 松本　陽菜 (1) 4m02 櫻井　美羽 (1) 4m02 重村　くるみ (1) 3m98
鎌ケ谷四 (+3.5) 市川五 (+1.8) 妙典 (+2.3) 鎌ケ谷二 (+4.0) 法田 (+3.8) 船橋旭 (+2.6) 宮本 (+3.7) 習志野二 (+2.8)

美代　妃美莉 (3) 5m27 竹内　楓 (3) 5m02 澤田　実里 (2) 4m85 関根　優花 (2) 4m84 吉満　菜由 (3) 4m73 小林　千都 (3) 4m70 田尻　帆菜海 (3) 4m67 田中　日菜 (3) 4m64
鎌ケ谷二 (+0.9) 船橋旭 (+0.7) 習志野一 (+1.9) 船橋旭 (+1.1) 宮本 (+1.0) 習志野六 (+2.3) 高洲 (+0.1) 法田 (+0.4)

共通砲丸投 萩平　美雪 (3) 10m53 船本　香莉 (3) 9m14 山田　采奈 (3) 9m14 立花　姫和 (3) 9m08 森　美緒 (3) 8m97 中岫　陽奈 (3) 8m69 前田　愛莉 (3) 8m62 渡辺　小春 (3) 8m56
(2.721kg) 鎌ケ谷 高根 宮本 美浜 船橋旭 船橋芝山 堀江 我孫子

共通四種競技 鈴木　萌々那 (3) 2220 上永野　恵茉 (3) 2197 林　千尋 (2) 2173 西田　美真 (3) 2093 細井　美里 (3) 1952 坂本　麗 (3) 1799 橋本　紗羅 (3) 1597 森　茉奈実 (3) 1591
御滝 葛飾 船橋旭 宮本 坪井 御滝 習志野二 習志野一

100mH(0.762m) 16.65 -0.9 637 15.74 -0.9 746 17.43 -3.0 549 16.80 -3.0 619 17.15 -0.9 580 18.35 -3.0 453 19.84 -0.9 316 18.83 -0.9 406
走高跳 1m51 632 1m36 470 1m48 599 1m33 439 1m33 439 1m39 502 1m33 439 1m20 312

砲丸投(2.721kg) 7m41 361 8m25 416 7m14 344 7m95 396 6m33 292 6m83 324 8m07 404 7m12 343
200m 28.52 -1.1 590 28.85 -1.1 565 27.38 -1.1 681 27.90 -1.1 639 27.87 -1.1 641 29.47 -1.1 520 30.64 -0.7 438 29.33 -0.7 530

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　ﾄﾗｯｸ　隅坂　道昭　ﾌｨｰﾙﾄﾞ　鈴木　保之 記録主任　　芝塚　洸太

第４２回千葉県中学校陸上競技記録会船橋大会

令和３年５月２９日（土）３０日(日)
船橋市運動公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位

Top 8 記録一覧表（中学女子）

5位 6位 7位 8位

30
1年100m
Top8

29

2年100m
Top8

3年100m
Top8

30
共通200m

Top8

29
1年800m

共通800m

30

共通1500m
Top8

共通100mH(0.762m)
Top8

共通4X100mR

共通走高跳

29 1年走幅跳

30
共通走幅跳

29

30


