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日付 種目

庄司 遥音 (1) 12.71 朝賀 誠也 (1) 12.88 田伏 兜真 (1) 12.92 吉江 寿人 (1) 13.00 森 未来哉 (1) 13.02 昼間 郁杜 (1) 13.07 黒沢 碧 (1) 13.18 横田 夢生 (1) 13.26

中原 (+1.4) 松戸二 (+1.4) 田中 (+1.4) 柏二 (+1.4) 流山南部 (+0.8) 富勢 (+1.4) 岩名 (+1.4) 新松戸南 (+0.4)

大楽 翔 (2) 11.53 合田 翔空 (2) 11.73 舘 侑規 (2) 11.74 大森 奏人 (2) 11.86 石山 優弥 (2) 11.95 小山 哲平 (2) 11.95 玉木 勇樹 (2) 12.08 大坪 勇貴 (2) 12.17

風早 (-0.2) 根木内 (-0.2) 流山北部 (-0.2) 常盤松 (-0.2) 古ケ崎 (-0.2) 柏二 (-0.2) 柏南部 (-0.2) 岩名 (-1.0)

澤田 ﾙｶ (3) 11.47 戸田 耕輝 (3) 11.52 濱田 大輔 (3) 11.65 山﨑 遥仁 (3) 11.70 深澤 颯音 (3) 11.92 佐藤 蓮 (3) 11.93 高須賀 悠人 (3) 11.96 栗原 青空 (3) 12.06

旭町 (-0.5) 松戸一 (-0.5) 柏 (-0.5) 光ケ丘 (-0.5) 新松戸南 (-0.5) 二川 (-0.1) 岩名 (-0.6) 風早 (-0.5)

稲﨑 隆斗 (3) 23.10 澤田 ﾙｶ (3) 23.14 鈴木 涼太 (3) 23.75 阿部 颯斗 (3) 23.76 山﨑 遥仁 (3) 24.09 舘 侑規 (2) 24.29 田中 生 (3) 24.30 佐藤 蓮 (3) 24.34

野田南部 (+0.5) 旭町 (+0.3) 松戸六 (+0.5) 古ケ崎 (+0.5) 光ケ丘 (+0.5) 流山北部 (+0.5) 松戸六 (+0.3) 二川 (-0.7)

常光 正聖 (3) 53.55 馬場 拓海 (3) 54.04 ｼｮｲﾔｰ 諒人 (3) 54.19 流川 廉大朗 (3) 54.83 石井 琢也 (2) 54.90 福島 涼太 (3) 55.53 小田口 浩晟 (3) 55.60 北川 優太 (3) 56.63

松戸六 牧野原 流山東部 松戸五 古ケ崎 田中 田中 根木内

波多野 素暉 (3) 2:03.92 鈴木 悠斗 (3) 2:06.82 服部 優輝 (3) 2:07.18 吉田 拓斗 (3) 2:07.37 馬場 拓海 (3) 2:08.12 山田 蒼太 (2) 2:08.15 栗原 吾玲 (3) 2:11.31 原 翔太 (3) 2:12.45

常盤平 根木内 松戸一 小金南 牧野原 南流山 八木 根木内

淺村 蒼士 (1) 4:42.43 佐藤 伶哉 (1) 4:42.83 関根 進太郎 (1) 4:43.15 水津 幸大 (1) 4:44.84 秋田 勇樹 (1) 4:45.21 木村 洸太 (1) 4:45.44 奥山 泰成 (1) 4:45.84 片岡 満 (1) 4:49.24

野田南部 東葛飾 野田南部 流山南部 柏二 常盤松 小金南 酒井根

河嶋 晃汰 (3) 4:16.32 渡邉 樹 (3) 4:17.29 宇津野 北斗 (3) 4:18.16 矢吹 惺真 (3) 4:18.24 湯浅 一稀 (3) 4:24.34 川越 琉樹 (3) 4:25.10 堀籠 雄翔 (3) 4:25.37 轟 敦史 (3) 4:27.28

松戸六 松葉 流山北部 金ケ作 光ケ丘 木間ケ瀬 柏二 松葉

河嶋 晃汰 (3) 9:06.79 和久井 夏輝 (3) 9:08.88 矢吹 惺真 (3) 9:11.76 伊藤 悠ﾉ介 (2) 9:20.22 唐澤 大地 (3) 9:21.85 宇津野 北斗 (3) 9:26.47 吉田 琉輝亜 (3) 9:26.53 上杉 敦史 (2) 9:28.24

松戸六 常盤平 金ケ作 酒井根 野田南部 流山北部 野田南部 常盤松

共通110mH 佐藤 巧望 (3) 15.08 八木澤 透 (3) 15.38 阿部 颯斗 (3) 15.67 山元 一哲 (3) 18.39 朝生 蓮 (3) 18.64 滝山 虹輝 (3) 18.72 星 月斗 (2) 18.73 諸橋 智則 (3) 19.01

(0.914m) 南流山 (+0.4) 松戸六 (+0.4) 古ケ崎 (+0.4) 常盤平 (+1.1) 松戸四 (+1.1) 新松戸南 (+0.4) 松戸四 (+1.1) 根木内 (+1.1)

古ケ崎 45.06 流山北部 45.14 松戸六 45.40 岩名 45.84 根木内 46.26 田中 46.33 二川 46.55 南流山 46.61

石山 優弥 (2) 西澤 拓利 (3) 堀川 唯人 (3) 中島 加衣 (3) 眞部 昌隆 (3) 古川 開己 (3) 上原 拓真 (3) 沼澤 翔 (3)

鈴木 昌希 (3) 白石 翔大 (3) 常光 正聖 (3) 高須賀 悠人 (3) 諸橋 智則 (3) 青木 眞路 (3) 佐藤 蓮 (3) 四野宮 希歩 (3)

高橋 大晄 (3) 相田 海音 (3) 鈴木 涼太 (3) 大坪 勇貴 (2) 向井 将人 (3) 福島 涼太 (3) 橋本 英虎 (3) 野端 悠史 (3)

阿部 颯斗 (3) 舘 侑規 (2) 田中 生 (3) 清水 陽人 (3) 合田 翔空 (2) 小田口 浩晟 (3) 相澤 算希 (3) 佐藤 巧望 (3)

鈴木 拓翔 (3) 1m73 臼井 颯 (2) 1m65 中島 征夫 (2) 1m55 今井 凌駕 (2) 1m50 今井 敦也 (3) 1m50 端山 雄太 (3) 1m50 朝岡 光輝 (2) 1m45

田中 南流山 松戸二 松戸四 中原 根木内 松戸六

福田 奏空 (2) 1m50

流山南部

田伏 兜真 (1) 5m43 小松 寛基 (1) 5m22 深井 陸 (1) 4m90 朝賀 誠也 (1) 4m76 檜垣 光佑 (1) 4m57 安田 芯 (1) 4m36 中山 葵 (1) 4m27 安藤 悠人 (1) 4m17

田中 (+1.0) 高柳 (0.0) 野田東部 (+0.2) 松戸二 (-0.1) 松戸二 (+0.1) 柏 (+0.8) 南流山 (+0.4) 田中 (+0.2)

對馬 玲 (3) 6m33 石山 優弥 (2) 5m96 常光 正聖 (3) 5m87 安永 拓耶 (3) 5m81 小林 祐大 (3) 5m81 澤村 壱颯 (3) 5m62 西村 直澄 (2) 5m60 橋本 英虎 (3) 5m55

常盤平 (+0.2) 古ケ崎 (-0.4) 松戸六 (+0.2) 新松戸南 (+1.7) 和名ケ谷 (-0.2) 田中 (+0.1) おおたかの森 (+0.9) 二川 (-0.7)
砲丸投 小島 桜雅 (3) 11m30 ｸｲﾝ ｼﾞｪｲ (3) 10m73 田中 勇翔 (3) 10m37 田中 凛 (3) 10m13 大手山 煌 (3) 10m09 横尾 叡 (3) 10m06 山本 玲緒 (2) 9m51 増井 悠人 (3) 9m02

(5.000kg) 木間ケ瀬 松戸六 古ケ崎 和名ケ谷 木間ケ瀬 新松戸南 河原塚 古ケ崎
共通四種競技 早川 玲雄 (3) 2220 四野宮 希歩 (3) 2027 青木 眞路 (3) 1993 森田 暖人 (2) 1951 齋藤 幸昌 (2) 1930 鈴木 航太 (3) 1879 宍戸 遥斗 (3) 1681 根岸 永真 (2) 1600

小金南 南流山 田中 小金南 田中 松戸二 松戸二 南流山

110mH(0.914m) 16.00 -0.4 733 15.83 -0.4 752 16.55 -0.4 672 15.90 -0.4 744 15.86 -0.4 749 17.25 -0.4 598 16.96 -0.4 628 17.88 -0.4 536

砲丸投(4.000kg) 8m04 369 8m06 370 7m63 344 8m11 373 7m04 310 7m80 354 6m69 289 8m62 403

走高跳 1m61 472 1m49 381 1m46 360 1m40 317 1m43 338 1m61 472 1m55 426 1m40 317

400m 53.85 646 56.92 524 54.56 617 57.11 517 56.68 533 58.81 455 1:02.30 338 1:02.10 344
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第42回千葉県中学校陸上競技記録会柏大会 Top８一覧表（男子）

令和3年5月29日（土）30日（日）
千葉県立柏の葉公園総合競技場

1位 5位2位 3位 4位 6位 7位
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日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2021/05/29 09:00 曇 22.0 60.0 北西 0.1 2021/05/30 09:00 晴 27.0 40.0 南西 1.1

10:00 曇 25.0 50.0 北 0.4 10:00 晴 28.0 40.0 北東 2.5

11:00 曇 25.0 50.0 南東 0.5 11:00 晴 28.0 40.0 北東 1.8

12:00 晴 27.0 48.0 南西 0.8 12:00 晴 28.0 42.0 北東 1.6

13:00 晴 28.0 48.0 東 0.7 13:00 晴 27.0 50.0 南東 1.2

14:00 晴 28.0 40.0 北 3.6 14:00 晴 26.0 50.0 南東 2.8

15:00 曇 28.0 42.0 北 2.3 14:15 晴 25.0 50.0 北 2.0

15:10 曇 28.0 42.0 北 2.8

審判長　(トラック)　弘永　修二郎（フィールド）篠塚　弘明　記録主任　矢野　隆照
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日付 種目

太田 七晴 (1) 13.60 杉本 百音 (1) 13.65 樋口 碧空 (1) 13.73 伊藤 智咲 (1) 13.91 海野 美優 (1) 14.06 小原 あかり (1) 14.07 木村 愛 (1) 14.10 三平 かのん (1) 14.16

野田南部 (+1.3) 八木 (+0.9) 常盤松 (+1.3) 小金南 (+1.3) 野田南部 (-1.6) 流山北部 (-1.2) 田中 (+1.3) 松葉 (+0.6)

磯部 明音 (2) 13.08 青木 まどか (2) 13.27 冨田 雫 (2) 13.31 鮎川 楓 (2) 13.38 岩間 絢香 (2) 13.43 林 友々菜 (2) 13.51 今給黎 碧 (2) 13.52 照井 結桜 (2) 13.54

松戸二 (+1.1) 柏南部 (+0.7) 河原塚 (+1.1) 南流山 (+1.1) 野田南部 (-0.1) 古ケ崎 (+0.7) 常盤平 (+0.7) 松戸二 (+1.1)

亀山 美南 (3) 12.85 佐藤 瑠菜 (3) 13.05 福井 咲 (3) 13.14 梅戸 咲 (3) 13.21 ｵﾋﾞｱｺ 慈那ｲﾌｫｰﾏ (3) 13.23 井坂 碧 (3) 13.33 都 優恵 (3) 13.35 清水 珠里菜 (3) 13.48

高柳 (-0.8) 松戸六 (-0.8) 新松戸南 (-0.8) 中原 (-0.8) 松戸二 (-0.8) 牧野原 (-0.9) 新松戸南 (-0.9) 松戸六 (-0.9)

坂本 渚咲 (3) 25.62 佐藤 瑠菜 (3) 26.73 櫻田 彩実 (2) 26.91 梅戸 咲 (3) 26.95 片桐 陽香 (3) 27.08 岡田 心愛 (3) 27.10 磯部 明音 (2) 27.19 都 優恵 (3) 27.22

野田南部 (-0.8) 松戸六 (-0.8) 小金北 (+0.2) 中原 (-0.8) 河原塚 (-0.8) 柏二 (+0.2) 松戸二 (+0.2) 新松戸南 (-0.8)

石川 由唯 (1) 2:35.03 樋田 香奈 (1) 2:37.79 伊藤 希寧 (1) 2:38.31 堀田 実夢 (1) 2:38.90 坪田 華歩 (1) 2:39.13 今井 ひより (1) 2:39.55 瀧川 愛莉 (1) 2:39.89 岩佐 咲良 (1) 2:40.00

中原 八木 高柳 野田一 野田一 柏二 柏四 松戸六

岩永 青葉 (2) 2:15.91 今西 紗世 (3) 2:15.91 渡辺 光桃 (2) 2:16.30 寺田 莉子 (2) 2:25.70 柳橋 ﾗﾗ (3) 2:26.28 杉山 心優 (2) 2:27.22 大畑 希來 (3) 2:27.55 奥津 和香 (3) 2:27.91

常盤平 八木 常盤平 田中 富勢 松戸六 土 松戸三

今西 紗世 (3) 4:34.11 岩永 青葉 (2) 4:53.43 渡辺 光桃 (2) 4:53.85 寺田 莉子 (2) 4:54.15 杉山 雫 (3) 4:55.61 小杉 凜 (3) 4:56.03 渡辺 真梨恵 (2) 4:56.42 増田 岬虹 (2) 4:56.43

八木 常盤平 常盤平 田中 大津ケ丘 南流山 松戸六 大津ケ丘

高田 千愛 (3) 14.94 濱元 香帆 (3) 15.21 小野島 陽菜 (3) 15.48 小林 実優 (2) 16.07 宮城 和花 (3) 16.12 戸田 莉緒 (2) 16.57 早矢仕 めい (3) 16.76 大豆生田 結 (2) 16.90

新松戸南 (+0.9) 小金 (+0.9) 新松戸南 (+0.9) 松戸二 (+0.9) 西原 (+0.9) 小金南 (+0.9) 松戸一 (+1.2) 新松戸南 (+0.9)

野田南部 50.16 50.48 松戸二 50.79 高柳 51.18 柏南部 51.33 小金北 51.53 松戸六 51.68 流山南部 51.76

染谷 寧々 (3) 高田 千愛 (3) ｵﾋﾞｱｺ 慈那ｲﾌｫｰﾏ (3) 小暮 楓 (3) 水岡 紗良 (3) 水島 胡花 (3) 大槻 果穂 (3) 狩谷 華 (2)

杉崎 光希 (2) 福井 咲 (3) 磯部 明音 (2) 戸塚 優奈 (3) 手島 恋雪 (3) 櫻田 彩実 (2) 佐藤 瑠菜 (3) 上原 凜音 (3)

岩間 絢香 (2) 都 優恵 (3) 浦上 ちひろ (2) 千葉 詩永 (3) 水岡 季良 (3) 石井 瑠暖 (3) 清水 珠里菜 (3) 中嶋 愛里 (2)

坂本 渚咲 (3) 小野島 陽菜 (3) 照井 結桜 (2) 亀山 美南 (3) 青木 まどか (2) 恩賀 衣音 (3) 内藤 幸愛來 (2) 安斉 未来 (3)

吉田 華妃 (3) 1m45 高橋 美羚 (3) 1m40 井口 怜奈 (2) 1m40 古谷 月咲 (3) 1m35 鈴木 真実 (3) 1m30 髙久 ﾐｼｪﾙ (2) 1m30

西原 柏 柏四 富勢 松戸六 松戸四

齋藤 朋音 (3) 1m35 寒河江 祐菜 (2) 1m30

南流山 おおたかの森

伊藤 智咲 (1) 4m33 杉本 百音 (1) 4m17 前田 紗希 (1) 4m06 室地 満帆 (1) 3m85 林 彩絢 (1) 3m73 花島 凛音 (1) 3m72 関本 浬 (1) 3m44 堺 蒼來 (1) 3m42

小金南 (+0.4) 八木 (+0.8) 光英V (+1.2) 高柳 (+0.2) 松戸六 (+0.9) 小金南 (+0.9) 小金南 (+0.6) 田中 (+0.7)

上原 凜音 (3) 5m00 染谷 寧々 (3) 4m78 小田 菜々美 (2) 4m59 福田 妃來 (2) 4m59 伊藤 樺音 (3) 4m51 遠藤 朱莉 (2) 4m51 大槻 果穂 (3) 4m47 齋藤 心暖 (3) 4m46

流山南部 (+0.5) 野田南部 (+0.5) 小金 (-0.2) 野田一 (+1.6) 東深井 (-0.4) 野田南部 (+0.3) 松戸六 (0.0) 川間 (-1.0)

共通砲丸投 山下 春花 (3) 11m87 山室 智咲 (3) 10m50 小野 里美 (3) 10m04 野口 利菜子 (3) 9m95 丹 小遙 (3) 9m83 坂本 優衣 (3) 8m90 髙野 玲愛 (3) 8m74 加良 萌結 (3) 8m55

(2.721kg) 新松戸南 田中 小金南 松戸五 小金南 松戸四 松戸四 逆井

共通四種競技 安斉 未来 (3) 2420 藤木 菜月 (3) 2292 平川 真奈香 (3) 2019 磯部 多蒔 (3) 1951 増宮 朋子 (3) 1739 青木 莉杏 (2) 1683 山崎 祐花 (3) 1482 坪井 美月 (2) 1458

流山南部 田中 小金南 南流山 小金 小金南 南流山 田中

100mH(0.762m) 15.35 +0.6 796 15.74 +0.6 746 17.45 +0.6 547 16.41 +0.6 665 17.29 +0.6 564 19.43 +0.6 351 20.85 +0.6 236 18.01 +0.6 487

走高跳 1m42 534 1m39 502 1m36 470 1m27 379 1m24 350 1m24 350 1m33 439 1m21 321

砲丸投(2.721kg) 8m81 452 8m70 445 8m25 416 7m60 374 7m34 357 8m17 410 7m66 377 6m09 277

200m 27.91 -2.3 638 28.41 -2.3 599 28.58 -2.3 586 29.29 -2.3 533 30.21 -2.3 468 28.76 -2.3 572 30.77 -2.3 430 31.65 -2.3 373
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29

29

1位

29
・
30

30 共通200m

30

29

１年800m

共通1500m

30

29

29

共通4X100mR

30

共通100mH
(0.762m)

共通走幅跳

29 共通走高跳

7位 8位

第42回千葉県中学校陸上競技記録会柏大会

２年100m

1年走幅跳

3位 4位

令和3年5月29日（土）30日（日）
千葉県立柏の葉公園総合競技場

新松戸南

１年100m

共通800m

30

Top８一覧表（女子）

6位5位

審判長　(トラック)　弘永　修二郎（フィールド）篠塚　弘明　記録主任　矢野　隆照


