
主催 千葉県教育委員会　千葉市教育委員会
千葉県小中学校体育連盟

大会コード 21 12 3002 (公財)千葉県体育協会

競技場コード 122010 (一財)千葉陸上競技協会
日付 種目

１年100m 村上 颯太朗 (1) 12.09 岡澤 凜併 (1) 12.50 山家 理仁 (1) 12.59 香取 佑京 (1) 12.70 相葉 瑛介 (1) 12.84 桝崎 吾人 (1) 12.85 髙橋 謙志郎 (1) 13.04 朽木 一史 (1) 13.09
風力：(-3.7) 千葉日大一 (-3.7) 土気南 (-3.7) 打瀬 (-3.7) 東庄 (-3.7) 千葉若松 (-3.7) 市川四 (-3.7) 野田北部 (-3.7) 館山 (-3.7)
２年100m 大楽 翔 (2) 11.54 水谷 陽亮 (2) 11.75 小幡 俊輔 (2) 11.93 齋藤 悠仁 (2) 11.97 青山 竣哉 (2) 12.01 小山 広大 (2) 12.09

風力：(-2.8) 風早 (-2.8) 蘇我 (-2.8) 習志野四 (-2.8) 福栄 (-2.8) 千葉日大一 (-2.8) 松戸五 (-2.8)
３年100m 小出 秀政 (3) 11.36 馬原 浩志郎 (3) 11.38 柄澤 修太 (3) 11.66 露崎 翔暉 (3) 11.82 澤田 ﾙｶ (3) 11.84 嶋田 直希 (3) 11.88 髙岡 珀人 (3) 11.92 羽鳥 陽紀 (3) 11.97

風力：(-2.0) 木刈 (-2.0) 土気南 (-2.0) 市川三 (-2.0) 五井 (-2.0) 旭町 (-2.0) 館山 (-2.0) 松戸一 (-2.0) 長浦 (-2.0)
共通200m 對馬　玲 (3) 23.56 田原 慶人 (3) 23.78 久保 勇太郎 (3) 23.86 稲﨑 隆斗 (3) 24.14 弓狩 凪輝 (3) 24.22 松永 勇輝 (3) 24.23 秋田 真宗 (3) 24.27 髙梨 佑斗 (3) 24.58

風力：(-3.8) 常盤平 (-3.8) 土気南 (-3.8) 市川 (-3.8) 野田南部 (-3.8) 船橋 (-3.8) 生浜 (-3.8) 太田 (-3.8) 千葉若松 (-3.8)
福田 晴仁 (3) 52.00 田辺 貴也 (3) 52.29 梁瀬 大幹 (3) 52.47 石本 一登 (3) 53.21 臼井 啓悟 (3) 53.34 宮内 波瑠 (3) 53.36 大田 鷹生 (3) 53.53 山﨑 直人 (3) 54.32
木更津二 渋谷幕張 習志野台 船橋旭 泉谷 小見川 田中 成田西
米本 壮汰 (3) 1:59.68 阿部 宥人 (3) 2:00.09 舛中 あさひ (3) 2:00.69 波多野 素暉 (3) 2:03.26 内田 温規 (3) 2:03.51 山田 優眞 (3) 2:05.20 千代田 真幸 (3) 2:05.56 渡邊 太智 (3) 2:07.22
大多喜 岩名 泉谷 常盤平 岩名 東深井 井野 蘇我

加瀬 唯翔 (1) 4:28.13 荒井 稜司 (1) 4:28.39 川口 ﾑｻ慧 (1) 4:28.50 佐々木 虎太郎 (1) 4:32.24 渡邉 翔悟 (1) 4:37.43 高野 蓮 (1) 4:37.65 森山 遼一 (1) 4:38.77 廣瀨 祐士 (1) 4:38.99
旭一 我孫子 木間ケ瀬 七次台 八日市場二 銚子一 白山 佐原

和久井 夏輝 (3) 4:12.28 廣瀬 賢之介 (3) 4:14.58 小杉 啓 (3) 4:15.03 小用 太陽 (2) 4:16.27 宇津野 北斗 (3) 4:17.96 桶田 悠生 (3) 4:18.35 俄羽 波來斗 (3) 4:18.65 永峰 陽彩 (3) 4:19.35
常盤平 白山 鎌ケ谷五 太田 流山北部 船橋 野田北部 土気南

鈴木 琉胤 (3) 8:42.21 根本 佳信 (3) 8:56.47 中野 大翔 (3) 8:57.81 河嶋 晃汰 (3) 9:08.97 布施 尚希 (3) 9:09.99 矢吹 惺真 (3) 9:12.03 斉藤 圭祐 (3) 9:14.03 伊藤 悠ﾉ介 (2) 9:14.45
小金北 GR 鎌ケ谷三 東金 松戸六 光 金ケ作 久寺家 酒井根

共通110mH(0.914m) 八木澤 透 (3) 15.15 佐藤 巧望 (3) 15.18 齋藤 幸昌 (2) 15.37 賀川 然太 (3) 15.45 猪股 直輝 (3) 15.66 山崎 伸太郎 (3) 15.92 阿部 颯斗 (3) 16.02 川田 智久 (3) 16.99
風力：(-2.0) 松戸六 (-2.0) 南流山 (-2.0) 田中 (-2.0) 葛飾 (-2.0) 千葉若松 (-2.0) 房南 (-2.0) 古ケ崎 (-2.0) 坪井 (-2.0)

松戸六 44.42 五井 44.43 太田 44.54 常盤平 44.56 葛飾 44.70 六実 45.21 大網 45.84 木刈 51.54
小林 温人 (3) 小川 隼世 (2) 菅野 暖翔 (3) 廣川 大和 (3) 石田 柊介 (3) 時本 理孝 (3) 及川 涼太 (2) 青栁 理仁 (3)

八木澤 透 (3) 露崎 翔暉 (3) 渡部 透悟 (3) 對馬　玲 (3) 金居 秀弥 (3) 中村 圭佑 (3) 新谷 羚 (3) 小出 秀政 (3)

鈴木 涼太 (3) 青柳 巧海 (3) 相川 晃彦 (3) 田之上 瑠斗 (3) 賀川 然太 (3) 三津田 悠叶 (3) 額賀 雄大 (3) 瀧井 悠斗 (3)

田中 生 (3) 岩井 志穏 (2) 秋田 真宗 (3) 山口 颯太 (3) 小野 海城 (3) 千葉 楓真 (3) 森川 竜乃介 (2) 大久保 芯馬 (2)

浅井 優 (3) 1m88 波田野 弘庸 (3) 1m82 髙橋 星河 (3) 1m79 鵜澤 光佑 (3) 1m79 鈴木 拓翔 (3) 1m79 山口 雄世 (3) 1m73 吉田 丈太郎 (3) 1m73 德田 智哉 (3) 1m73
松戸五 佐倉 井野 大穴 田中 ちはら台南 習志野六 布佐

鈴木 悠聖 (3) 4m00 糸川 天彰 (3) 3m60 松井川 輝良 (3) 3m50 松本 勇斗 (3) 3m40 4 根本 日向 (3) 3m40 4 佐生 拓眞 (3) 3m40 藤田 郁輝 (3) 3m40 坂本 楓磨 (3) 3m40
佐原 船穂 嶺南 佐倉東 館山 嶺南 西の原 神崎

田伏 兜真 (1) 5m61 相内 大和 (1) 5m54 林 海里 (1) 5m48 青木 優翔 (1) 5m44 寳正 晃輔 (1) 5m43 廣瀬 和真 (1) 5m41 村田 遼介 (1) 5m40 津嘉田 凰汰 (1) 5m17
田中 (+4.8) 湖北台 (+2.9) 市川六 (+4.2) 市川 (+3.1) 西の原 (+2.8) 四街道 (+4.9) 白井 (+4.1) 旭二 (+3.2)

樋口 翔己 (3) 6m84 坂田 有弥 (3) 6m65 武岡 世航 (3) 6m48 伊藤 佑希 (3) 6m46 三橋 蘭之介 (3) 6m37 北浪 佑磨 (3) 6m36 國吉 結稀 (3) 6m30 宮下 輝一 (2) 6m27
幕張本郷 (+3.3) 畑沢 (+4.1) 浦安 (+3.2) 旭二 (+2.0) 君津 (+5.3) 明海 (+6.0) 五井 (+3.0) 八日市場一 (+3.0)
大江 陽斗 (3) 11m75 石田 琉晟 (3) 11m66 ｸｲﾝ ｼﾞｪｲ (3) 11m42 増田 誠也 (3) 11m24 加藤 政樹 (3) 11m14 福田 孝汰 (3) 11m08 出口 皐月 (3) 10m80 横瀬 貴央 (3) 10m72

印旛 泉谷 松戸六 貝塚 八街中央 成田高付 房南 白山
共通四種競技 水上 はる (3) 2439 渡部 透悟 (3) 2325 中村 眞成 (3) 2204 早川 玲雄 (3) 2195 四野宮 希歩 (3) 2084

習志野一 太田 花園 小金南 南流山
110mH(0.914m) 16.03 -2.0 729 17.36 -2.0 587 17.02 -2.0 622 16.23 -2.0 707 16.18 -2.0 713

砲丸投(4.000kg) 11m97 605 10m73 530 9m07 430 8m66 406 8m52 397
走高跳 1m74 577 1m68 528 1m74 577 1m65 504 1m56 434
400m 56.81 528 53.04 680 55.60 575 55.51 578 56.50 540

松戸六 27 常盤平 26 土気南 22 田中 20 太田 20 泉谷 17 五井 14 千葉日大一 12
旭二 27 野田南部 22 新松戸南 20 太田 19 館山 15 5　 宮本 15 幕張西 14 7 八木が谷 14
常盤平 39 太田 39 旭二 33 田中 31 野田南部 27 5　 松戸六 27 館山 23 土気南 22

※7月27日（火）は台風接近のため中止
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・混成) 吉原　 廣　　(招集所) 門目　 誠 記録主任:　　濱田　聡彦
四種競技:（110mH:高さ0.914m ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 9.14m 砲丸投:重さ4.000kg)
CJHR: 県中学記録　　GR：大会新記録

気象記録 ２８日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 ２９日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

09:30 晴 29.0 78 2.4 南南西 09:30 晴 30.6 74 3.2 南西

10:00 晴 30.8 76 2.8 南西 10:00 晴 32.2 70 3.4 南南西

11:00 晴 31.7 75 3.6 南西 11:00 晴 32.6 70 3.8 南南西

12:00 晴 32.1 74 4.0 南西 12:00 晴 32.6 72 3.8 南西

13:00 晴 31.8 73 3.8 南 13:00 晴 32.0 73 3.6 南

14:00 晴 31.3 71 4.0 南 14:00 晴 31.9 74 3.8 南南西

15:00 晴 30.6 72 3.6 南 15:00 晴 31.5 74 3.2 南南西

16:00 晴 30.1 72 3.5 南

17:00 晴 29.8 73 3.2 南

男女総合の部

第７５回千葉県中学校総合体育大会陸上競技の部
兼第４８回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会
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決勝記録一覧表（男子）

令和３年７月２７日（火）、２８日（水）、２９日（木）

船橋市運動公園陸上競技場
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主催 千葉県教育委員会　千葉市教育委員会
千葉県小中学校体育連盟

大会コード 21 12 3002 (公財)千葉県体育協会
競技場コード 122010 (一財)千葉陸上競技協会

日付 種目
１年100m 伊藤 優亜 (1) 12.64 山﨑 蒼海 (1) 12.90 佐藤 鈴音 (1) 13.56 髙橋 優夢 (1) 13.62 髙橋 あおい (1) 13.77 武田 珊瑚 (1) 13.78 内藤 美紗 (1) 13.88 安田 結桜 (1) 13.90

風力：(-3.1) 旭二 (-3.1) 多古 (-3.1) 幕張西 (-3.1) 鎌ケ谷三 (-3.1) 白山 (-3.1) 白井 (-3.1) 桜台 (-3.1) 鴨川 (-3.1)
２年100m 佐々木　柚夏 (2) 12.96 山田 姫蘭 (2) 13.01 田中 真央 (2) 13.06 森 柚稀 (2) 13.29 戸井 愛美 (2) 13.43 望月　渚紗 (2) 13.49 平岡 英恋 (2) 13.50 鈴木 茉奈 (2) 13.52

風力：(-2.5) 八木が谷 (-2.5) 旭一 (-2.5) 宮本 (-2.5) 酒々井 (-2.5) 芝山 (-2.5) 船橋若松 (-2.5) 六実 (-2.5) 稲浜 (-2.5)
３年100m 杉本 心結 (3) 12.81 宇山 理央 (3) 13.01 坂本 渚咲 (3) 13.03 伊藤 麻紗 (3) 13.08 梶ヶ谷 小春 (3) 13.11 西村 彩萌 (3) 13.28 ｵﾋﾞｱｺ 慈那ｲﾌｫｰﾏ (3) 13.34 髙塚 葵 (3) 13.34

風力：(-3.0) 幕張西 (-3.0) 和名ケ谷 (-3.0) 野田南部 (-3.0) 旭二 (-3.0) 八街 (-3.0) 湖北 (-3.0) 松戸二 (-3.0) 小見川 (-3.0)
共通200m 亀山 美南 (3) 26.30 福貝 紗良 (3) 26.49 稲田 千夏 (3) 26.96 宮野原 彩芽 (3) 27.05 梅戸 咲 (3) 27.23 片桐 陽香 (3) 27.26 伊藤 ひかり (3) 27.42 川上 詩織 (3) 27.57

風力：(-2.4) 高柳 (-2.4) 大和田 (-2.4) 幕張本郷 (-2.4) 七次台 (-2.4) 中原 (-2.4) 河原塚 (-2.4) 我孫子 (-2.4) 君津 (-2.4)
岩永 青葉 (2) 2:18.07 江﨑 舞佳 (3) 2:18.15 村上 美優 (2) 2:18.19 渡辺 光桃 (2) 2:18.31 廣瀨 眞希 (3) 2:18.52 大圖 希々 (3) 2:18.97 宮前 心凪 (2) 2:20.58 木下 小雪 (2) 2:22.49
常盤平 高洲 海神 常盤平 佐原 根郷 宮本 西の原

石川 舞桜 (2) 4:36.38 今井 悠月 (2) 4:36.45 手塚 蕾 (2) 4:37.11 今西 紗世 (3) 4:38.05 菅原 仁子 (2) 4:42.15 高田 実夢 (3) 4:45.59 横山 桃花 (2) 4:47.82 渡邉 夏帆 (3) 4:48.16
岬 五井 佐倉東 八木 三田 小見川 千城台南 小室

共通100mH(0.762m) 清水 望生 (3) 14.51 坂田 涼音 (2) 14.66 箕輪 彩星 (3) 15.33 加藤 充悟 (3) 15.33 濱元 香帆 (3) 15.56 髙橋 結愛 (2) 15.58 金子 美月 (3) 15.72 上永野 恵茉 (3) 15.91
風力：(-3.3) 野田南部 (-3.3) 太田 (-3.3) 東庄 (-3.3) 西の原 (-3.3) 小金 (-3.3) 海上 (-3.3) 市川五 (-3.3) 葛飾 (-3.3)

野田南部 50.16 新松戸南 50.55 八木が谷 50.76 太田 50.99 宮本 51.03 ちはら台南 51.13 西の原 51.38 松戸二 51.56
染谷 寧々 (3) 高田 千愛 (3) 萩原 理美 (2) 武藤 礼奈 (3) 大内 琴葉 (3) 石田 結衣 (3) 伊藤 蘭 (3) ｵﾋﾞｱｺ 慈那ｲﾌｫｰﾏ (3)

清水 望生 (3) 福井 咲 (3) 鈴木 麗 (3) 江里口 凛 (3) 吉満 菜由 (3) 伊東 奈桜 (2) 加藤 充悟 (3) 磯部 明音 (2)

岩間 絢香 (2) 都 優恵 (3) 齊藤 ﾕﾐ (3) 小池 美桜 (3) 真島 菜穂 (3) 林田 陽菜花 (3) 本城谷 結愛 (3) 照井 結桜 (2)

坂本 渚咲 (3) 八木 南海 (3) 佐々木　柚夏 (2) 坂田 涼音 (2) 田中 真央 (2) 井合 芽依 (3) 林 ゆうな (3) 浦上 ちひろ (2)

林 千尋 (2) 1m60 濤川 あのん (3) 1m54 倉田 心夏 (2) 1m54 浦田 ﾗﾘｻ (3) 1m51 西田 有依里 (3) 1m45 5 山方 花音 (3) 1m45 7 高橋 美羚 (3) 1m45 7 髙嶋 葵 (2) 1m45
船橋旭 海上 坪井 井野 井野 行田 柏 鎌ケ谷五

7 本城谷 結愛 (3) 1m45 7 齋藤 菜柚 (3) 1m45
西の原 印旛

宮下 瑠姫 (3) 2m70 井上 由梨 (3) 2m70 藤岡 美来 (3) 2m70 新里 雫 (3) 2m60 嶋田 寧々 (2) 2m60 天野 海咲 (3) 2m50 6 大野 花 (3) 2m50 6 小島 満咲 (3) 2m50
館山 館山 佐倉東 船穂 おゆみ野南 嶺南 西の原 船穂

6 齊藤 佳子 (3) 2m50
佐原

原 佑奈 (1) 5m02 関本 晴加 (1) 4m93 市川 結唯 (1) 4m75 黒木 彩音 (1) 4m72 篠原 みゆ (1) 4m68 小名木 奏楽 (1) 4m66 石垣 七海 (1) 4m61 鎌形 芽愛 (1) 4m60
南流山 (+4.6) 鎌ケ谷四 (+4.8) 旭二 (+2.6) 根木内 (+3.4) 村上東 (+3.0) 印旛 (+3.3) 鎌ケ谷二 (+2.4) 小見川 (+4.4)

飯島 香撫 (3) 5m81 峠田 夏希 (3) 5m56 土屋 美潤 (3) 5m54 美代 妃美莉 (3) 5m39 関根 優花 (2) 5m32 二宮 柑奈 (3) 5m27 小笠原 花音 (3) 5m23 林 実和 (2) 5m19
旭二 (+3.8) 真砂 (+3.2) 東庄 (+3.8) 鎌ケ谷二 (+3.5) 船橋旭 (+5.0) 君津 (+3.5) 村上 (+3.3) 坪井 (+4.7)

共通砲丸投 山下 春花 (3) 12m43 小野寺 結菜 (3) 11m29 萩平 美雪 (3) 11m10 山室 智咲 (3) 11m05 勝俣 ひなた (3) 10m96 小野 里美 (3) 10m27 千本松 矢茉葉 (3) 10m12 栗原 莉央 (3) 10m07
(2.721kg) 新松戸南 太田 鎌ケ谷 田中 神崎 小金南 旭一 八街中央

共通四種競技 笠野 心結 (3) 2379 安斉 未来 (3) 2378 藤木 菜月 (3) 2310 小野島 陽菜 (3) 2268 鈴木 萌々那 (3) 2191 西田 美真 (3) 2040 平川 真奈香 (3) 2018 細井 美里 (3) 1969
八千代松陰 流山南部 田中 新松戸南 御滝 宮本 小金南 坪井

100mH(0.762m) 15.71 -2.4 750 15.57 -2.4 768 15.54 -2.4 772 16.08 -2.4 704 16.62 -2.4 640 16.45 -2.4 660 17.40 -2.4 552 16.85 -2.4 614
走高跳 1m42 534 1m42 534 1m39 502 1m42 534 1m45 566 1m27 379 1m36 470 1m36 470

砲丸投(2.721kg) 7m97 397 9m04 467 8m30 419 9m19 477 8m03 401 8m38 424 8m58 437 6m10 278
200m 27.17 -2.9 698 28.28 -2.9 609 28.17 -2.9 617 29.01 -2.9 553 28.60 -2.9 584 28.70 -2.9 577 28.94 -2.9 559 28.31 -2.9 607

※7月27日（火）は台風接近のため中止
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・混成) 吉原　 廣 　 (招集所) 門目　 誠 記録主任　　濱田　聡彦
四種競技:(100mH:高さ0.762m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ8m 砲丸投：重さ2.721kg)
GR:大会新記録 =GR:大会タイ記録 CJHR:県中学記録 =CJHR:県中学タイ記録
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共通4X100mR

8位1位 2位 3位 4位 7位

決勝記録一覧表（女子）

令和３年７月２７日（火）、２８日（水）、２９日（木）

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

共通800m

第７５回千葉県中学校総合体育大会陸上競技の部
兼第４８回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会

共通1500m
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共通棒高跳

6位5位
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共通走幅跳

１年走幅跳

共通走高跳


