
　 決　　勝　　記　　録　　一　　覧　　表 種別　　［　中　学　男　子　］

   競技会名: 第２８回千葉県中学校陸上競技記録会　柏大会 日時：平成１９年６月２日（土曜日） 会 場：柏の葉公園総合競技場 主催：千葉陸上競技協会　　ｺｰﾄﾞ １２
ｺｰﾄﾞ ０７　１２ ３３０１ 　　　　　　    ６月３日（日曜日） ｺｰﾄﾞ 　１２２０６０ 　　　千葉県小中学校体育連盟 　　　　　　 

主管：千葉県小中学校体育連盟陸上競技専門部
 順　位  1 位  2 位  3 位  4 位  5 位  6 位  7 位  8 位

氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名
日付 種　目 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録

１年 大竹裕貴 -1.5 深山三樹夫 -1.4横手拓哉 -1.6鈴木大成 -0.9中川佑一 -1.5小島望 -2.1高取拓也 -1.6飯塚雄吾 -1.6
6/3 １００ｍ 野田南部 (1) 12” 96 手賀 (1) 12” 99 野田南部 (1) 13” 14 小金南 (1) 13” 19 流山南部 (1) 13” 30 常磐松 (1) 13” 37 岩名 (1) 13” 39 川間 (1) 13” 47

２年 梨本真輝 -1.1米﨑輝 0.0栗原和寿 -0.3野中秀之 -0.7 粟飯原弘幸 0.0梅沢宗史 -1.1 (6)斉藤雄也 -1.3 (7)吉田享平 -1.3
6/2 １００ｍ 流山南部 (2) 11” 37 松戸六 (2) 12” 23 木間ヶ瀬 (2) 12” 24 松戸六 (2) 12” 41 松戸六 (2) 12” 43 小金南 (2) 12” 48 南流山 (2) 12” 48 南流山 (2) 12” 49

３年 佐藤博紀 -1.8根岸紀仁 -3.3窪田拓斗 -2.3浅原将智 -1.0杉崎貴弘 -1.8 佐々木雅昌 -2.0大谷和樹 -1.1鱧屋隆博 -0.4
6/2 １００ｍ 野田東部 (3) 11” 76 常盤平 (3) 11” 87 酒井根 (3) 11” 89 新松戸北 (3) 11” 97 流山東部 (3) 12” 08 大津ヶ丘 (3) 12” 24 柏南部 (3) 12” 28 芝浦工大柏 (3) 12” 29

共通 梨本真輝 -1.7根岸紀仁 -0.7佐藤博紀 -1.2浅原将智 -1.2 佐々木雅昌 -2.0吉川和也 -1.7直井賢吾 -1.2納田颯人 -1.2
6/3 ２００ｍ 流山南部 (2) 22” 98 常盤平 (3) 23” 06 野田東部 (3) 23” 36 新松戸北 (3) 23” 94 大津ヶ丘 (3) 24” 08 中原 (3) 24” 26 小金南 (3) 24” 43 松戸二 (3) 24” 49

共通 梨本真輝 吉川和也 松村篤実 納田颯人 増田淳 阿部優樹 小林傑 鈴木太郎
6/2 ４００ｍ 流山南部 (2) 52” 88 中原 (3) 53” 62 風早 (3) 54” 02 松戸二 (3) 54” 25 野田南部 (3) 54” 33 豊四季 (3) 54” 38 川間 (3) 55” 74 松戸一 (3) 57” 53

共通 山根圭太 田中優大 阿部勇也 中尾竜輝 稲見達也 ﾏｯｹﾝﾀｲｱﾏｲｹﾙ 金子拓弥 坂井智尋
6/3 ８００ｍ 和名ヶ谷 (3) 2’00” 69 新松戸北 (2) 2’01” 08 松戸二 (3) 2’02” 09 川間 (3) 2’03” 68 野田南部 (3) 2’06” 37 野田一 (3) 2’08” 31 川間 (3) 2’08” 58 流山南部 (3) 2’08” 90

１年 武田凜太郎 佐々木優 関耕平 逆井将吾 橋本智永 出澤侑也 石井宏明 蜂須賀源
6/2 １５００ｍ野田一 (1) 4’25” 47 野田南部 (1) 4’27” 85 野田南部 (1) 4’30” 63 川間 (1) 4’32” 19 柏五 (1) 4’40” 47 流山南部 (1) 4’41” 03 風早 (1) 4’42” 17 光ヶ丘 (1) 4’42” 32

共通 山根圭太 田中優大 有坂翔 加藤辰弥 蛯名大樹 山本浩貴 上原浩輝 中尾竜輝
6/2 １５００ｍ和名ヶ谷 (3) 4’11” 06 新松戸北 (2) 4’13” 92 逆井 (3) 4’16” 89 野田二 (3) 4’18” 63 野田二 (2) 4’19” 52 野田南部 (3) 4’19” 62 流山北部 (3) 4’19” 85 川間 (3) 4’20” 51

共通 山根圭太 有坂翔 加藤辰弥 池田剛 上原浩輝 田中優大 戸田麻琴 新井大輝
6/3 ３０００ｍ和名ヶ谷 (3) 9’02” 98 逆井 (3) 9’05” 71 野田二 (3) 9’06” 37 野田南部 (3) 9’07” 35 流山北部 (3) 9’11” 63 新松戸北 (2) 9’14” 68 小金北 (3) 9’14” 99 中原 (3) 9’24” 20

共通 滑川翔太 －０．７大岡裕介 -0.6松村篤実 -0.7米﨑輝 -0.6石橋大城 -0.4前川洋啓 －０．７大塚健祐 -0.7川井隆行 -0.6
6/2 １１０ｍＨ松戸二 (3) 16” 71 野田二 (3) 16” 83 風早 (3) 16” 91 松戸六 (2) 17” 03 松戸一 (3) 17” 09 風早 (3) 17” 11 松戸六 (3) 17” 15 常盤松 (3) 17” 16

共通 番悠人 ## 三井保明 ## 杉山正弘 ## #N/A ## #N/A ## #N/A ## #N/A ## #N/A ##
6/2 松戸六 (3) 1874 八木 (3) 1859 松戸一 (2) 1334 #N/A ## #N/A #N/A ## #N/A #N/A ## #N/A #N/A ## #N/A #N/A ## #N/A
6/3 (-0.7) (-0.7) (-0.7) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

  (1872 - 8.73 - 1.54 - 5528)   (1816 - 9.44 - 1.54 - 5813)   (2069 - 8.22 - 1.33 - 6076) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
共通 米﨑輝 (2) 中村慧 (2) 川田航平 (3) 大竹裕貴 (1) 遠藤龍飛 (3) 上谷凌平 (3) 梅沢宗史 (2) 浅香賢太 (3)

6/3 4×100mR野中秀之 (2) 松戸六坂斎友輝 (3) 野田東部滑川翔太 (3) 松戸二石野晃浩 (3) 野田南部石橋大城 (3) 松戸一黒崎裕太 (3) 豊四季直井賢吾 (3) 小金南大岡裕介 (3) 野田二
大塚健祐 (3) 45” 72 浦邉賢吾 (3) 46” 47 阿部勇也 (3) 46” 53 増田淳 (3) 47” 21 関根悠人 (3) 47” 30 阿部優樹 (3) 47” 39 塩谷祐大 (3) 47” 42 石井辰典 (3) 47” 72
番悠人 (3) 佐藤博紀 (3) 納田颯人 (3) 小川直樹 (3) 倉田直希 (3) 佐藤一徳 (3) 川澄宏 (2) 根岸一樹 (3)

共通 中村涼太 -0.8山本健一 -0.8 (2)関根雅人 -0.8松村篤実 -0.8 (4)戸﨑亮 -0.8遠藤龍飛 -0.8 (6)伊藤拓磨 -0.8水越智樹 -0.8
6/3 走高跳 柏三 (3) 1ｍ75旭町 (2) 1ｍ65野田一 (3) 1ｍ65風早 (3) 1ｍ60松戸三 (2) 1ｍ60松戸一 (3) 1ｍ55岩名 (1) 1ｍ55新松戸南 (2) 1ｍ50

小川諒平
野田二 (2) 1ｍ50

１年 西内太郎 -0.8高取拓也 -0.5伊藤拓磨 -0.4瀬能敦史 -0.2鈴木大成 -0.7坂本昌樹 -0.9金子元貴 -0.1石川蒼馬 -0.7
6/2 走幅跳 川間 (1) 4ｍ99岩名 (1) 4ｍ98岩名 (1) 4ｍ98野田北部 (1) 4ｍ85小金南 (1) 4ｍ72風早 (1) 4ｍ59松戸六 (1) 4ｍ55松戸六 (1) 4ｍ47

共通 大岡裕介 -1.5川井隆行 -0.9生井貴大 +0.6高畠尚平 -0.5佐川海 +1.1坂斎友輝 +0.2阿部優樹 0.0川澄宏 +1.3
6/3 走幅跳 野田二 (3) 5ｍ81常盤松 (3) 5ｍ77川間 (2) 5ｍ72高柳 (2) 5ｍ70常盤平 (3) 5ｍ68野田東部 (3) 5ｍ67豊四季 (3) 5ｍ61小金南 (2) 5ｍ59

共通 髙橋健太 大川雅之 小宮敦 高橋大樹 大楽雅弘 飯塚凌平 佐藤翼 島根元気
6/2 砲丸投 松戸六 (3) 12ｍ02 風早 (3) 10ｍ68 大津ヶ丘 (3) 10ｍ61 松戸六 (3) 10ｍ21 松戸六 (2) 10ｍ02 柏二 (3) 9ｍ90柏三 (3) 9ｍ19流山南部 (3) 9ｍ17

審判長　　伊藤　富彌 記録主任　　蓑津　潤

混成
四種



　 決　　勝　　記　　録　　一　　覧　　表 種別　　［　中　学　女　子　］

   競技会名: 第２８回千葉県中学校陸上競技記録会　柏大会 日時：平成１９年６月２日（土曜日） 会 場：柏の葉公園総合競技場 主催：千葉陸上競技協会　　　ｺｰﾄﾞ １２
ｺｰﾄﾞ ０７　１２ ３３０１ 　　　　　　    ６月３日（日曜日） ｺｰﾄﾞ 　１２２０６０ 　　　千葉県小中学校体育連盟 　　　　　　 

主管：千葉県小中学校体育連盟陸上競技専門部
 順　位  1 位  2 位  3 位  4 位  5 位  6 位  7 位  8 位

氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名
日付 種　目 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録

１年 松村菖子 -2.0今野綾 -0.6関麻美 -1.8筒井楓 -1.6香西優里 -0.7高橋有葉 -2.8小林実咲 1.8篠田ヨウコ -0.8
6/3 １００ｍ 富勢 (1) 13” 87 逆井 (1) 14” 09 流山北部 (1) 14” 12 岩名 (1) 14” 25 野田一 (1) 14” 36 柏南部 (1) 14” 42 松戸二 (1) 14” 44 川間 (1) 14” 46

２年 宮田綾菜 -0.3石原未彩希 -0.9谷端里紗 -1.8若菜敏子 -1.7畑山宏美 -0.9児玉美咲 -0.3霜村真由美 -0.7齋田侑香里 -1.4
6/2 １００ｍ 野田二 (2) 13” 48 南流山 (2) 13” 75 風早 (2) 13” 83 柏五 (2) 13” 84 川間 (2) 13” 85 松戸一 (2) 14” 02 流山北部 (2) 14” 03 野田南部 (2) 14” 04

３年 平井里実 -0.8松延麻生 -0.6小原真由子 -0.7山之氏舞 -1.4有田理乃 -3.3高木沙織 -1.1斉藤里奈 -2.7山田彩佳 -1.1
6/2 １００ｍ 田中 (3) 13” 39 常盤平 (3) 13” 41 風早 (3) 13” 46 松葉 (3) 13” 51 流山北部 (3) 13” 67 柏南部 (3) 13” 76 流山北部 (3) 13” 79 川間 (3) 14” 03

共通 有田理乃 -0.8松延麻生 -0.9野村綾華 -0.3高木沙織 -1.9垣内あずさ -1.9児玉美咲 -0.3辻汐里 -2.0山田玲奈 -1.3
6/3 ２００ｍ 流山北部 (3) 26” 75 常盤平 (3) 27” 99 南流山 (3) 28” 36 柏南部 (3) 28” 45 松戸一 (2) 28” 46 松戸一 (2) 28” 53 土 (2) 28” 55 流山南部 (3) 28” 62

共通 坂本瑛奈 渡會由希 宮口瞳 吉村実智 川口晃奈 間中翔子 早川めぐみ 本間あゆみ ７位
6/2 ８００ｍ 流山北部 (3) 2’19” 44 松戸六 (3) 2’19” 63 中原 (3) 2’21” 71 野田南部 (3) 2’21” 79 松戸一 (3) 2’21” 84 野田南部 (3) 2’23” 21 野田一 (2) 2’26” 18 岩名 (3) 2’27” 83

共通 佐野涼子 木村真里重 小林美由希 間中翔子 吉村実智 宮口瞳 川口彩花 坂本瑛奈

6/3 １５００ｍ 松戸一 (3) 4’44” 84 柏二 (3) 4’46” 17 野田南部 (2) 4’50” 52 野田南部 (3) 4’51” 31 野田南部 (3) 4’51” 37 中原 (3) 4’52” 59 川間 (3) 4’54” 70 流山北部 (3) 4’55” 01
共通 長尾亜美 -1.7内田陽子 -1.2坂本春華 -1.7鈴木彩香 -2.0石原未彩希 -1.3谷端里紗 -1.2小松優美子 -0.7猪俣亜海 -1.3

6/2１００ｍＨ 河原塚 (3) 16” 58 野田南部 (3) 16” 64 高柳 (2) 16” 66 野田南部 (3) 16” 71 南流山 (2) 16” 78 風早 (2) 16” 89 野田南部 (3) 17” 31 柏 (2) 17” 57
共通 細田真萌 ## 眉山悠 ## 鈴木美沙 ## 根山萌子 ## #N/A ## #N/A ## #N/A ## #N/A ##

6/2混成四種八木 (3) 2483 流山南部 (3) 1947 松戸二 (2) 1772 松戸一 (2) 1624 #N/A ## #N/A #N/A ## #N/A #N/A ## #N/A #N/A ## #N/A
6/3 (+0.4) (-1.7) (+0.4) (-1.7) (+0.4) (-1.7) (+0.4) (-1.7) #N/A #N/A #N/A #N/A

  (1496 - 1.4 - 8.77 - 2745)   (1653 - 1.31 - 7.04 - 2920)   (1800 - 1.25 - 7.82 - 2924)   (1744 - 1.22 - 6.36 - 3045) #N/A #N/A #N/A #N/A

6/2 共通 会田美奈穂 (2) 山田玲奈 (3) 山田彩佳 (3) 濱田愛里花 (1) 石井優香子 (2) 吉原香里 (2) 上島香菜 (2) 齋田侑香里 (2)
4×100mR斉藤里奈 (3) 流山北部岡田早絵 (3) 流山南部畑山宏美 (2) 川間小原真由子 (3) 風早小谷友里乃 (3) 光ヶ丘結城楓 (2) 野田二内山淑木 (2) 八木内田陽子 (3) 野田南部

霜村真由美 (2) 52” 51 井野詩絵菜 (3) 53” 39 板垣千尋 (3) 53” 58 鈴木結理 (3) 53” 88 横野加那子 (3) 53” 89 小澤まりあ (2) 53” 95 藤崎千尋 (2) 54” 15 古宇田舞 (3) 54” 23
有田理乃 (3) 栗原清子 (3) 遠藤芽依 (3) 谷端里紗 (2) 高木舞子 (3) 宮田綾菜 (2) 細田真萌 (3) 鈴木彩香 (3)

共通 中村愛菜 -0.2酒向美帆 -0.2岩﨑優妃 -0.2 (3)塚越眞夏 -0.2岩石愛 -0.2細田夏美 -0.2 (6)神谷莉穂 -0.2 (6)田中李菜 -0.2
6/2 走高跳木間ヶ瀬 (3) 1ｍ40大津ヶ丘 (3) 1ｍ35常盤平 (3) 1ｍ35松戸一 (3) 1ｍ35富勢 (2) 1ｍ35流山北部 (1) 1ｍ30川間 (1) 1ｍ30野田南部 (3) 1ｍ30

１年 磯部亜紗佳 -0.2長岡さくら -0.1朝倉恵 0小野間千裕 0高山南 0鈴木菜摘 0田村優貴 -0.5和賀加菜子 0
6/2 走幅跳松戸二 (1) 4ｍ59富勢 (1) 4ｍ26八木 (1) 4ｍ20松戸六 (1) 4ｍ06松戸三 (1) 3ｍ93田中 (1) 3ｍ91柏南部 (1) 3ｍ91松戸二 (1) 3ｍ90

共通 府川三咲 0.6若菜敏子 0.3山田彩佳 0.3小松優美子 -0.4山下優子 1.4松本麻紀 1.1塩田蘭子 0.1栗原清子 0.6
6/2 走幅跳芝浦工大柏 (2) 4ｍ89柏五 (2) 4ｍ83川間 (3) 4ｍ81野田南部 (3) 4ｍ64柏五 (3) 4ｍ57聖徳大附 (3) 4ｍ52小金南 (3) 4ｍ50流山南部 (3) 4ｍ44

共通 渡辺智恵美 田邉紗也子 玉田莉穂 小澤優 稲谷依美 青山早紀 柳佳織 斉藤渚

6/3 砲丸投木間ヶ瀬 (3) 10ｍ03 八木 (3) 9ｍ98八木 (2) 9ｍ77野田二 (2) 9ｍ50川間 (3) 8ｍ68聖徳大附 (3) 8ｍ59川間 (2) 8ｍ56松戸六 (3) 8ｍ50

審判長　　伊藤　富彌 記録主任　　蓑津　潤


