
             

第34回千葉県中学校陸上競技記録会千葉大会 主催 千葉陸上競技協会

平成25年6月1日（土）・2日（日）ｺｰﾄﾞ　13123304 千葉県小中学校体育連盟
青葉の森公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ　122030

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

11.94 12.37 12.75 12.89 12.94 13.00 13.00 13.07
(+0.4) (+2.9) (+0.4) (+0.4) (+2.9) (+1.5) (+2.7) (+2.7)
11.60 11.61 11.74 11.77 11.91 11.94 12.04 12.23
(+3.4) (+3.4) (+3.4) (+3.4) (+3.4) (+3.4) (+3.0) (+5.0)
11.19 11.53 11.57 11.61 11.61 11.65 11.65 11.67
(+2.0) (+2.0) (+2.0) (+2.3) (+2.0) (+2.3) (+2.3) (+2.0)
22.73 23.39 23.47 23.48 23.56 23.57 23.65 23.66
(+4.5) (+2.2) (+2.2) (+4.5) (+1.4) (+1.4) (+4.5) (+1.4)
53.20 53.60 53.94 54.83 55.39 55.79 55.91 55.95

2.02.98 2.04.76 2.07.23 2.07.58 2.08.98 2.10.36 2.10.56 2.13.18

鈴木 啓磨 1 4.36.98 二瓶 隼輔 1 4.49.30 鈴木 健斗 1 4.50.37 狭間 青 1 4.50.70 平出 峻也 1 4.51.62 村山 友吾 1 4.55.80 鈴木 駿友 1 4.56.43 渡邉 皇太朗 1 5.00.65

齋藤 洸希 3 4.11.49 高橋 諒 3 4.20.06 梅村 大夢 2 4.20.16 加藤 友喜 3 4.21.72 鈴木 恒介 3 4.25.48 松村 俊希 3 4.26.75 伊藤 瑠星 3 4.28.01 二場 一成 3 4.28.21

鈴木 恒介 3 9.16.55 伊藤 瑠星 3 9.24.44 加藤 友喜 3 9.33.85 青木 宗一郎 3 9.35.71 山本 将輝 3 9.39.52 谷口 悠真 3 9.40.00 手塚 宏達 2 9.40.42 山田 悠太朗 3 9.45.99

15.63 15.69 16.70 16.89 17.19 17.36 17.67 17.80
(+2.5) (+2.5) (+2.5) (+1.1) (+2.5) (+1.1) (+1.1) (+2.5)

45.24 45.35 45.53 45.64 46.6 46.68 46.87 46.96

小批木　雅之 1.83 勝田　輝 1.75 市川　大将 1.70 村田　亜怜 1.65 福田　洋平 1.65 仲山裕貴 1.60 井田　岳志 1.60 羽山　大樹 1.60

米城　優希 3.92 野㟢　豊 3.30 榎本　裕斗 3.20 東郷　凌太 2.80 島津　颯太 2.60. 猪野　卓 2.40

相木 亮汰 3 5.99 須合 紘平 3 5.98 佐藤 佑磨 3 5.80 勝田 輝 3 5.75 坂本 拓也 3 5.67 石丸 荒人 3 5.64 新山 凌汰 3 5.61 村田 亜怜 3 5.61
+1.4 +1.9 +2.6 +2.1 +4.7 +1.3 +2.4 +0.0

根本 渉 1 4.90 錦織 岳 1 4.86 平田 晃聖 1 4.63 白鳥 創大 1 4.57 江澤 柊哉 1 4.55 宮嵜 将之介 1 4.52 二井 辰也 1 4.49 石井 和人 1 4.48
+2.7 +4.6 +3.3 +1.6 +2.4 +1.8 +1.3 +3.7

横川 大貴 3 12.96 浅井 大河 2 10.85 栗谷　 悠介 3 10.67 樺沢 亮相 3 10.02 鈴木 孝博 3 9.36 荻原 拓人 3 9.29 布施 陸 3 9.12 齋藤 光紀 3 9.02

大本 龍己 3 2128 酒井 賢一　3 2030 鈴木 峻汰 3 1933 千田 慎太郎　3 1930 鈴木 海渡　3 1885 森戸 信陽　2 1617 金安 拓海　3 1377 森尻 凌太 2 1203

661 496 750 624 609 477 218 390
444 594 369 414 414 346 369 372
472 381 404 360 404 360 426 0
551 559 410 532 458 434 364 441

日

決勝記録表（男子）

順　　位 1 2 3 4 5 6 7 8

種　　目
　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

1日

１年１００ｍ
平野 壮太 1 實川 博紀 1 安藤　 啓人 1 長山 優一 1

３年１００ｍ
和西 玲旺 3 関野 由宇 3 長谷川 萌人 3

鎌田 大智 1 伊藤 健悟 1 金杉　之光 1 朝倉 鱗太郎 1
 冨士見  光  勝浦  横芝 県立千葉  横芝  貝塚 辰巳台

２年１００ｍ
石井 豪 2 西村　遼平 2 草野 宏穂 2 平野 達也 2 伊東 優樹 2 染谷 祐太郎 2 加瀬 禄一 2 德政 友斗 2
茂原南  打瀬  貝塚  冨士見  ちはら台南  県千葉  渋谷幕張 貝塚

飛田 綾也 3 土方 亮治 3 佐藤 佑磨 3 堀 嵩文 3 藤川 駿 3
村上東 光 茂原南 県千葉 渋谷幕張 県千葉 渋谷幕張 大椎

2日 共通２００ｍ
和西 玲旺 3 石井 豪 2 長谷川 萌人 3 土方 亮治 3 西村　遼平 2 竹下 樹 3 堀 嵩文 3 中村 友人 3

村上東 茂原南 茂原南 渋谷幕張 打瀬 高津 渋谷幕張 朝日ヶ丘
1
日

共通４００ｍ
加藤 優尚 3 津島 拓未 3 竹下 樹 3 鈴木 優希 3 辻 航平 3 永島 昂弥 3 茅場 真輝 3 岩戸 隼哉 3

土気南 千城台南 高津 小中台 辰巳台 誉田 おゆみ野南 大網

2日 共通８００ｍ
高橋 諒 3 松村 俊希 3 茅場 真輝 3 吉原 遼太郎 3 内田 智也 3 梅村 大夢 2 淺見 英介 3 小松 真也 2

加曽利 大椎 おゆみ野南 おゆみ野南 茂原南 辰巳台 県千葉 山王

1日
１年１５００ｍ

東金東 松ケ丘 泉谷 本納 萱田 土気南 ちはら台南 増穂

共通１５００ｍ
ちはら台南 加曽利 辰巳台 高津 泉谷 大椎 高津 幕張本郷

2日

共通３０００ｍ
泉谷 高津 高津 大和田 花園 幕張本郷 大網 辰巳台

共通１１０ｍＨ
鴇田 陽輝 3 本郷 寛幸 3 市毛 貴大 3 小川 力哉 2 森下 直樹 3 大熊 建 2 高橋 斗南 2 小原 拓実 3

生浜 おゆみ野南 千城台西 稲毛 高浜 県千葉 増穂 茂原南

共通４×１００ｍＲ

 茂原南  ちはら台南  県千葉  渋谷幕張  土気南 

長谷川 萌人  3 大本 龍己  3 飛田 綾也  3 樋田 大輝  3

 辰巳台  貝塚  光 
内田 智也  3 東城 智史  3 染谷 祐太郎  2 加瀬 禄一  2 矢島 渉  3 上松 祥大  3 德政 友斗  2 鈴木 啓真  2
石井 豪  2 伊東 優樹  2 佐藤 佑磨  3 土方 亮治  3 新山 凌汰  3 羽山 大樹  3 草野 宏穂  2 須合 紘平  3

髙戸 恒樹  3 辻 航平  3 久米 航矢  3 関口 大輝  2
細矢 英輔  3 伊藤 勇輝  3 山田 泰世  3 堀 嵩文  3 加藤 優尚  3 石丸 荒人  3 岸本 拓也  3 関野 由宇  3

１日

共通走高跳
土気南 花園 ちはら台南 茂原東 花園 小中台 大椎 辰巳台

共通棒高跳
生浜 生浜 おゆみ野南 山王 生浜 おゆみ野南

共通走幅跳
生浜  光  県千葉  花園  真砂  辰巳台  土気南  茂原東

2日
１年走幅跳

土気南 佐貫 有吉 木更津二 貝塚 真砂 茂原東 大椎

共通砲丸投
幕張本郷 ちはら台南 千城台南 小中台 稲毛 高津 光 八千代 八千代松陰

1・
2
日

四種競技

ちはら台南 真砂 花園 おゆみ野南 千城台南 誉田 朝日ヶ丘 貝塚
16.61(+2.0) 18.28(+2.0) 15.83(+2.0) 17.00(+1.0) 17.14(+1.0) 18.46(+1.0) 12.84(+1.0) 19.47(+2.0)

9.33 11.82 8.08 8.81 8.84 7.69 8.08 8.11
1.61 1.49 1.52 1.46 1.52 1.46 1.55 NM
56.19 55.92 60.05 56.7 58.61 59.31 61.48 59.19



             

第34回千葉県中学校陸上競技記録会千葉大会 主催 千葉陸上競技協会

平成２５年６月１日（土）２日（日） 大会ｺｰﾄﾞ　 12123304 千葉県小中学校体育連盟
青葉の森公園陸上競技場 会場ｺｰﾄﾞ 122030

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

13.85 13.85 13.91 14.03 14.12 14.18 14.25 14.33
(+0.6) (0.0) (0.0) (+0.6) (0.0) (+1.5) (0.0) (0.0)
13.14 13.34 13.36 13.39 13.41 13.45 13.46 13.48
(+1.3) (+2.1) (+2.1) (+1.3) (+1.3) (+0.3) (+0.9) (+2.3)
12.66 12.82 12.96 12.97 13.07 13.20 13.27 13.31
(+1.6) (+1.6) (+3.6) (+1.6) (+1.6) (+1.6) (+3.6) (+3.6)
26.43 26.57 26.73 26.93 26.98 27.43 27.45 27.49
(+2.3) (+2.3) (+2.3) (+2.3) (+3.2) (+2.3) (+4.5) (+4.5)
2.13.26 2.17.17 2.23.39 2.23.44 2.23.51 2.23.80 2.25.25 2.26.19

鵜沢 美奈 2 4.44.53 二瓶 佳奈 3 4.53.60 四海 乃彩 3 4.58.55 長島 瑠華 3 4.58.65 森岡 夏生 1 4.59.17 麻生 真希 2 5.00.65 渡辺 愛永 3 5.03.01 原田 ひかり 2 5.03.16

15.11 15.96 16.47 16.63 16.77 16.87 17.24 17.29
(+2.4) (+2.4) (+2.4) (+2.4) (+2.4) (+4.2) (+2.4) (+3.5)

50.62 50.89 52.11 52.25 52.39 52.76 52.79 52.99

浅田 楓 2 1.51 常岡 優南 2 1.45 桑山 菜々子 3 1.45 吉田 奏子 2 1.45 今野 美波 3 1.40 田中 奈々子 3 1.35 6 清水 かおる 2 1.35 小澤 七海 2 1.35

2.21 1.50 1.50

4.47 4.18 4.02 3.98 3.97 3.95 3.92 3.90
+1.1 +1.3 +2.3 +1.8 +2.0 +1.1 +1.5 +1.9
5.14 4.79 4.78 4.75 4.74 4.73 4.70 4.61

（+1.6） （+0.8） （+1.6） （+2.5） （+1.9） （+2.5） （+1.3） （+2.1）
12.34 10.49 10.17 9.93 9.77 9.37 8.74 8.32

浅田 楓 2 2157 林 あゆみ 3 1852 井上 果帆 3 1723 福田 桃子 3 1680 服部 鈴菜 3 1624 山本 ゆかり 3 1484 手塚 ありさ　3 1479 前田 美月 3 1474

563 483 504 404 468 274 236 400
666 439 293 350 321 .502 379 266
377 441 419 338 332 316 357 243
551 489 507 1092 503 392 507 565

日

決勝記録表（女子）

順　　位 1 2 3 4 5 6 7 8

種　　目
　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

1日

１年１００ｍ
池田 千紘 1 森元 陽菜 1 伊藤 星空 1 伊藤 望 1

３年１００ｍ
杉浦 桃香 3 濱井 美南 3 山下 紗奈 3

片柳 美希 1 玄角 有紗 1 平川 未玲菜 1 嶋田 真白 1
 ちはら台南 ちはら台南  光  有吉  大椎 大和田 昭和秀英  昭和

２年１００ｍ
清水 紗弥佳 2 小澤 七海 2 坂本 明日美 2 小泉 花織 2 宮間 知里 2 鈴木 茜 2 サラミ 禎美依 2 津久井 楽南 2

稲毛 ちはら台南 稲毛 八千代松陰 千城台西 誉田 おゆみ野南 八千代松陰
佐々木 紀香 3 難波 里帆 3 飯田 真緒 3 子安 莉保菜 3 井上 明奈 3

幕張本郷 ちはら台南 高浜 稲毛 八千代松陰 稲毛 白子 土気南

2日 共通２００ｍ
佐々木 紀香 3 杉浦 桃香 3 久保田 絢帆 3 飯田 真緒 3 山下 紗奈 3 難波 里帆 3 飯田 ゆい 3 遠藤 菜那 2

稲毛 幕張本郷 稲毛 稲毛 高浜 八千代松陰 県千葉 有吉

1日 共通８００ｍ
齋藤 佑以加 3 鵜沢 美奈 2 天羽 未夢 2 四海 乃彩 3 麻生 真希 2 長島 瑠華 3 二瓶 佳奈 3 原田 ひかり 2

増穂 岬 土気南 千城台南 冨士見 白子 松ヶ丘 辰巳台

2日 共通１５００ｍ
岬  松ヶ丘  千城台南  白子  大椎 冨士見 稲毛  辰巳台

2日 共通１００ｍＨ
嶋野 優奈 3 和田 夏美 3 井 彩香 3 内田 彩花 3 中澤 結莉乃 2 野村 紗予子 3 浦郷 由梨 3 石川 緑香 3

稲毛 八千代台西 大網 真砂 岬 稲毛 貝塚 白子

2日 共通４×１００ｍＲ

 稲毛  ちはら台南  八千代松陰  誉田 

久保田 絢帆  3 塚本 梨乃  3 髙橋 七海  2 鈴木 茜  2

 打瀬  有吉  県千葉  八千代台西 
清水 紗弥佳  2 吉田 奏子  2 津久井 楽南  2 平野 千晶  3 佐々木 歩  2 伊藤 望  1 古山 奈生  2 昆 佑紀奈  2
佐々木 紀香  3 小澤 七海  2 難波 里帆  3 加藤 遥香  3 小松 宥稀  3 遠藤 菜那  2 飯田 ゆい  3 和田 夏美  3

菅谷 麻衣  3 成田 花奈  2 網野 凪沙  2 星野 光耶  2
飯田 真緒  3 濱井 美南  3 小泉 花織  2 加藤 穂之香  3 岡部 礼奈  3 長尾 七海  3 三浦 由貴  3 瀧ヶ﨑 愛理  2

2日 共通走高跳
山王 稲毛 村上 ちはら台南 八千代松陰 村上 光 ちはら台南

１日 共通棒高跳
三上　晴菜 大門　里花 千代　実智瑠
幕張本郷 山王 山王

１日 １年走幅跳
高橋　春妃 山本　美優 伊藤　星空 河野　ひな美 桑崎　理乃 佐野　鈴奈 沢谷　はるか 龍先　美紀
ちはら台南 県立千葉 光 八千代松陰 昭和秀英 ちはら台南 貝塚 芝山

１日 共通走幅跳
宮間　知里 富田　真希 引地　彩香 田中怜美花 古山　奈生 塚本　梨乃 原　百恵 齋藤実乃梨
千城台西 本納 稲毛 白子 県立千葉 ちはら台南 幕張本郷 土気南

1日 共通砲丸投
鈴木　真歩 手賀　優衣 押田千菜実 佐藤　夏美 リモスエリア 山中　くるみ 茂木　有希 渡辺　梨花

真砂 芝山 大網 真砂 貝塚 花園 生浜 八千代松陰

1・
2
日

四種競技

山王 千城台南 千城台西 おゆみ野南 真砂 千城台南 千城台西 昭和秀英
17.29(＋1.3） 18.04(+3.7) 17.81(+3.7) 18.82(+1.3) 18.18(+1.3) 20.31(+3.7) 20.83(+3.7) 18.87(+1.3)

1.54 1.33 1.18 1.24 1.21 1.39 1.27 1.15
7.68 8.66 8.32 7.07 6.95 6.72 7.36 5.57

29.63(+1.2) 28.82(+1.2)29.02（+2.8) 29.90(+2.8) 29.61(+2.8) 28.53(+2.8) 29.68(+2.8) 31.33(+2.8)


