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日付 種目
吉田　有佑 (1) 12.22 小堺　勇太 (1) 12.25 柴田　悠樹 (1) 12.39 塚田　大貴 (1) 12.44 松田　歩 (1) 12.47 古川　翔理 (1) 12.47 坂巻　知卓 (1) 12.48 神門　寛之 (1) 12.63

東深井 君津 松葉 七林 八木 白山 白山 原山
平野　壮太 (2) 11.47 黒田　雄太 (2) 11.59 2.實川　博紀 (2) 11.59 田中　佑弥 (2) 11.76 金谷　将伸 (2) 11.84 島根　拓海 (2) 11.86 山﨑　稔侍 (2) 11.87 川嶋　丈遥 (2) 11.89

冨士見 松戸三 光 八日市場二 旭二 成田高付 七次台 八木が谷
田島　拓也 (3) 11.29 鳥居　泰成 (3) 11.35 白石　幸大 (3) 11.39 伊東　優樹 (3) 11.49 草野　宏穂 (3) 11.50 西村　遼平 (3) 11.53 6.早坂　秀太 (3) 11.53 片倉　惟月 (3) 11.61

白山 酒々井 光ヶ丘 ちはら台南 貝塚 打瀬 畑沢 幕張
吉田　有伯 (3) 21.86 田中　陸登 (3) 22.66 林　航大 (3) 22.70 斎藤　海都 (3) 22.93 須黒　拓実 (3) 23.17 土屋　太一 (3) 23.24 久我　英二 (3) 23.50 中村　大樹 (3) 23.52

御滝 大会新 七林 風早 岩名 千葉若松 船橋 習志野台 市川五
栗原　聖弥 (3) 50.06 末永　司 (3) 50.13 島根　海都 (3) 51.34 嶋津　光 (3) 51.68 山ノ内　颯人 (3) 51.78 石鍋　俊介 (3) 51.79 平野　達也 (3) 51.96 井上　涼太 (3) 52.90

臼井南 千葉日大一 豊四季 銚子一 習志野二 印西 冨士見 松葉
田口　雄貴 (3) 2:00.40 梅村　大夢 (3) 2:01.07 川端　脩也 (3) 2:01.99 本間　千勝 (3) 2:03.45 鵜澤　葉月 (2) 2:04.41 荻原　陸斗 (3) 2:04.53 川島　大輝 (2) 2:05.08 森　真希 (3) 2:07.11

君津 辰巳台 木刈 東国分 増穂 岩名 上志津 太田
島岡　優 (1) 4:26.47 小安　凌生 (1) 4:27.26 松永　伶 (1) 4:28.58 武内　陽大朗 (1) 4:28.61 池上　和真 (1) 4:31.97 横田　悠斗 (1) 4:32.47 浅海　崇志 (1) 4:32.67 津田　克樹 (1) 4:32.82
鎌ヶ谷三 五井 前原 佐原 神崎 富勢 鎌ヶ谷四 野田南部

近野　純一朗 (3) 4:09.58 室伏　祐吾 (3) 4:09.72 笹谷　亮太 (3) 4:13.00 橘　昌希 (3) 4:13.23 松本　薫 (2) 4:13.85 斎藤　直之 (3) 4:15.42 久留戸　黛良 (3) 4:15.84 菊川　桃李 (3) 4:17.09
野田南部 流山東部 清川 ちはら台南 二宮 湖北 四街道北 西原
中光　捷 (3) 8:58.13 杉山　魁声 (3) 8:58.13 川上　勇士 (2) 8:59.69 狐塚　凌 (3) 9:00.44 永山　龍吉 (2) 9:02.50 宮内　明人 (3) 9:04.24 安田　博登 (2) 9:08.90 松尾　陸 (3) 9:09.20

白山 鎌ヶ谷四 鎌ヶ谷 古ヶ崎 鎌ヶ谷五 銚子六 常盤平 東庄
森戸　信陽 (3) 15.19 高橋　斗南 (3) 15.38 鈴木　英司 (3) 15.39 藤井　輝 (3) 15.92 世良田　基暉 (3) 16.05 小川　力哉 (3) 16.23 米須　玲雄 (3) 16.36 奈桐　弘和 (3) 17.82

誉田 増穂 湖北台 野田一 我孫子 稲毛 畑沢 柏
白山 43.99 ちはら台南 44.19 冨士見 44.26 逆井 44.41 渋谷幕張 44.79 打瀬 44.88 岩名 45.63 船橋 45.86

大石　武史 (3) 浅井　大河 (3) 山口　瑞貴 (2) 山本　雄太 (2) 加瀬　禄一 (3) 間瀬　佑太郎 (3) 古橋　慶一 (3) 新木　隼人 (2)

田島　拓也 (3) 難波　潤 (3) 平野　壮太 (2) 水上　隼人 (3) 川﨑　佑真 (3) 西村　遼平 (3) 吉原　創太 (3) 八巻　亮 (2)

寺尾　吉平 (3) 浅井　大岳 (3) 平野　達也 (3) 住谷　駿 (3) 吉村　昌紘 (2) 畑古　悠人 (3) 山本　康太 (3) 久保田　誠隆 (2)

本間　諒太 (3) 伊東　優樹 (3) 坂倉　悠太 (3) 丸田　貴正 (3) 小島　諄也 (2) 土屋　泰一郎 (2) 斎藤　海都 (3) 土屋　太一 (3)

久家　迅雄 (3) 1m85 青木　乾人 (3) 1m82 2.佐野　稜 (3) 1m82 吉原　創太 (3) 1m76 高橋　竜輝 (3) 1m76 5.村﨑　匠 (3) 1m76 5.武内　渉 (3) 1m76 井田　岳志 (3) 1m76
印西 八街中央 高根台 岩名 蘇我 君津 入船 大椎

海老田　そら (3) 4m00 越川　滉二 (3) 4m00 中山　仁 (3) 3m90 横山　拳大 (3) 3m80 鈴木　悠汰 (3) 3m80 池上　佳希 (3) 3m70 相澤　達哉 (3) 3m70 柳田　一樹 (3) 3m70
木刈 小見川 君津 富来田 神崎 神崎 桜台 佐原

本田　隼二郎 (1) 5m73 野田　有杜 (1) 5m66 根本　力也 (1) 5m60 篠塚　征哉 (1) 5m38 吉田　航大 (1) 5m32 渡邉　圭勝 (1) 5m19 中島　尚紀 (1) 5m05 森本　竜二 (1) 5m05
流山東部 (+0.9) 流山東部 (+1.8) 松戸二 (+2.4) 小見川 (+2.1) 宮本 (+2.0) 本埜 (+1.1) 岩名 (+0.9) 君津 (+1.4)

伊藤　晏輝 (3) 6m79 神戸　鴻郎希 (3) 6m75 青柳　柾希 (3) 6m56 野崎　智義 (3) 6m54 小嶋　一生 (3) 6m44 大熊　建 (3) 6m34 金成　直 (3) 6m28 宮﨑　諒也 (2) 6m28
習志野二 (+1.6) 新松戸南 (+1.6) 佐倉 (+0.4) 松戸五 (+2.5) 金ヶ作 (+1.5) 県千葉 (+1.8) ちはら台南 (+1.4) 佐倉東 (+2.0)

共通砲丸投 浅井　大河 (3) 14m23 本元　忠勝 (3) 13m17 伊藤　風美 (3) 11m59 中村　健太郎 (3) 11m56 巻嶋　大輝 (2) 11m41 岡村　悠生 (3) 11m14 岡田　一真 (3) 11m10 鈴木　皓也 (3) 11m08
（5.000kg) ちはら台南 金ヶ作 東国分 稲毛 神崎 七次台 白山 飯山満
四種競技 大森　和輝 (3) 2272 今　拓実 (3) 2129 松尾　明齊 (3) 1955 清水　聖 (3) 1886 本田　晃士 (3) 1884 竹内　純平 (3) 1879 石原　一樹 (2) 1860 小瀧　真 (3) 1839

野田一 真砂 嶺南 野田一 古和釜 渋谷幕張 習志野二 光ヶ丘
110mH(0.914m) 15.48 +0.5 792 17.28 +0.2 595 18.50 +0.2 477 17.58 +0.9 565 18.21 +0.5 504 17.96 +0.5 528 16.73 +0.2 653 18.21 +0.2 504
砲丸投(4.000kg) 8m71 408 10m29 503 10m05 489 8m80 414 8m98 425 10m25 501 6m46 276 8m37 388

走高跳 1m71 552 1m68 528 1m56 434 1m59 457 1m65 504 1m45 352 1m62 480 1m50 389
400m 57.03 520 57.47 503 56.11 555 58.93 450 58.91 451 57.61 498 58.91 451 56.03 558

白　山 31点 ちはら台南 27点 君　津 25点 流山東部 22点 野田一 18点 岩　名 17点 冨士見 16点 神　崎 15点
白　山 30点 松戸一 25点 中　原 18点 御　滝 18点 海　神 16点 西　原 16点 神　崎 13点 ちはら台南 13点
白　山 61点 ちはら台南 40点 神　崎 28点 木　刈 26点 御　滝 26点 君　津 25点 松戸一 25点 野田一 24点

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：中田　勝偉　ﾌｨｰﾙﾄﾞ：吉原　廣 記録主任　　黒田　泰三
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）

気象記録　5日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 6日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

9:15 曇 22.5 87.0 北東 9:30 晴 26.2 65.0 北
10:00 曇 22.7 87.0 北北東 10:00 晴 26.6 62.0 東南東
11:00 曇 23.2 82.0 北 11:00 曇 26.9 58.0 南南西
12:00 曇 22.9 86.0 北東 12:00 曇 26.6 62.0 北北西
13:00 曇 23.3 87.0 北北東 13:00 曇 27.2 59.0 南
14:00 曇 23.4 83.0 北東 14:00 曇 27.2 59.0 南南西
15:00 曇 23.9 75.0 東北東 15:00 曇 27.0 59.0 西南西
16:00 曇 24.2 75.0 北北西 15:38 曇 27.0 63.0 北西
16:57 晴 24.2 79.0 北東
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第６０回全日本中学校通信陸上競技大会　千葉県大会
兼第41回千葉県中学校陸上競技大会
兼第42回関東中学校陸上競技大会予選会
兼第69回国体千葉県大会陸上競技会少年の部選考会
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主催 （公財）日本陸上競技連盟 （公財）日本中学校体育連盟
大会コード 千葉県教育委員会 千葉市教育委員会
競技場コード （公財）千葉県体育協会 千葉県小中学校体育連盟

（一財）千葉陸上競技協会
日付 種目

中谷　真子 (1) 13.07 三浦　ちさと (1) 13.28 前田　愛結 (1) 13.34 稲葉　志穂 (1) 13.40 中村　華子 (1) 13.48 長澤　真央 (1) 13.58 八巻　桜子 (1) 13.73 青栁　美有 (1) 13.76
我孫子 (+0.1) 原山 (+0.1) 四街道北 (+0.1) 木刈 (+0.1) 松ヶ丘 (+0.1) 野田東部 (+0.1) 六実 (+0.1) 東庄 (+0.1)

水原　麻衣 (2) 12.68 木下　真妃 (2) 12.79 平尾　琴未 (2) 13.10 池田　千紘 (2) 13.11 村田　茉奈 (2) 13.23 増田　結 (2) 13.33 佐野　鈴奈 (2) 13.34 西﨑　夏芽 (2) 13.36
白山 (-1.7) 御滝 (-1.7) 西原 (-1.7) ちはら台南 (-1.7) 船橋 (-1.7) 久寺家 (-1.7) ちはら台南 (-1.7) 酒々井 (-1.7)

大谷　仁美 (3) 12.67 鈴木　野々春 (3) 12.87 香取　樹 (3) 12.92 大平　沙由里 (3) 13.06 篠原　沙織 (3) 13.09 栁町　萌生 (3) 13.12 田仲　珠樹 (3) 13.26 萩原　美海 (3) 13.30
松戸一 (-1.2) 西原 (-1.2) 佐原 (-1.2) 御滝 (-1.2) 中台 (-1.2) 習志野三 (-1.2) 酒々井 (-1.2) 佐原 (-1.2)

三木　妃奈子 (3) 25.68 河野　百花 (3) 25.94 サラミ　禎美依 (3) 25.97 高山　千優 (3) 26.33 中西　藍里 (3) 26.47 窪田　茉百合 (3) 26.62 鈴木　さくら (3) 26.88 工藤　夏子 (3) 27.05
白山 (+1.3) 柏南部 (+1.3) おゆみ野南 (+1.3) 船橋芝山 (+1.3) 五井 (+1.3) 鎌ヶ谷二 (+1.3) 南流山 (+1.3) 習志野二 (+1.3)

谷藤　千夏 (2) 2:13.02 小溝　茜里 (3) 2:14.33 大上　純奈 (3) 2:14.58 石川　英沙 (2) 2:15.63 藤本　優 (3) 2:17.66 藤原　多英 (2) 2:18.12 河田　実由 (2) 2:21.48 染谷　美久 (3) 2:21.69
海神 松戸二 野田一 松戸一 富里 中原 豊四季 野田南部

笹野　真愛 (2) 4:37.30 藤村　華純 (2) 4:37.99 鵜沢　美奈 (3) 4:40.92 中西　舞子 (3) 4:41.56 髙橋　真奈 (3) 4:41.65 加瀬　花 (2) 4:42.04 伊藤　真友子 (3) 4:42.13 伊東　明日香 (3) 4:42.46
海神 湖北 岬 松戸一 銚子六 銚子六 川間 習志野二

村上　夏美 (3) 14.87 志賀　千織 (3) 15.10 小寺　千慧 (2) 15.21 新垣　若葉 (3) 15.35 石井　花霞 (3) 15.37 高山　麻理 (3) 15.55 仲田　芽惟 (3) 15.62 石井　紗理菜 (3) 15.66
神崎 (-0.5) 松戸三 (-0.5) 南山 (-0.5) 豊四季 (-0.5) 五井 (-0.5) 太田 (-0.5) 七次台 (-0.5) 嶺南 (-0.5)
白山 48.80 松戸一 49.26 ちはら台南 49.35 船橋芝山 49.67 御滝 49.74 西原 50.15 佐原 50.31 我孫子 50.71

尾崎　真優 (3) 廣田　美奈 (2) 塚本　里果 (3) 坂内　美月 (2) 稲葉　悠菜 (3) 豊田　桃子 (2) 萩原　美海 (3) 増田　佳那子 (3)

水原　麻衣 (2) 関口　彩花 (3) 池田　千紘 (2) 湯浅　ｹﾘｰﾏ (2) 石川　優衣 (3) 鈴木　野々春 (3) 齋藤　夏乃 (3) 原口　寛代 (3)

瀨下　佳純 (2) 根岸　芽以 (3) 佐野　鈴奈 (2) 岡田　瑛海 (3) 大平　沙由里 (3) 康本　陽香 (3) 平塚　すみれ (3) 沼尻　玲美 (3)

三木　妃奈子 (3) 大谷　仁美 (3) 吉田　奏子 (3) 高山　千優 (3) 木下　真妃 (2) 平尾　琴未 (2) 香取　樹 (3) 田畑　薫 (3)

梅原　遥奈 (2) 1m66 浅田　楓 (3) 1m63 神坂　莉子 (3) 1m63 源田　愛 (3) 1m63 常岡　優南 (3) 1m54 石毛　鼓実 (2) 1m54 小笹　理奈子 (3) 1m54 加藤　鮎奈 (3) 1m51
佐倉南部 山王 松戸六 磯辺 稲毛 貝塚 佐原 幕張本郷

山口　玲未 (2) 2m80 藤森　琴音 (2) 2m70 岩田　桃香 (3) 2m70 川﨑　唯 (2) 2m60 髙山　詩織 (2) 2m60 宮内　菜摘 (3) 2m50 6) 小川　千夏 (3) 2m50 6) 八巻　文音 (3) 2m50
千倉 房南 西志津 千倉 八街南 旭一 君津 印西

加藤　恵理 (1) 4m71 上野　菜穂 (1) 4m67 堤　ほのか (1) 4m60 小林　楓 (1) 4m59 高田　優菜 (1) 4m57 宇井　鈴花 (1) 4m53 森川　亜弥 (1) 4m51 伊藤　眞利亜 (1) 4m44
成田 (+0.5) 木刈 (+1.0) 白山 (+2.1) 館山一 (+0.8) 中原 (+3.3) 東庄 (+0.5) 高根 (+0.5) 船橋 (+0.7)

橋本　梨沙 (3) 5m86 清野　涼々花 (3) 5m76 杉村　奏笑 (3) 5m75 宮間　知里 (3) 5m63 坂田　綾香 (3) 5m30 山田　莉瑚 (2) 5m30 松田　莉苑 (3) 5m25 田代　菜摘 (2) 5m10
習志野三 GR(+2.0) 多古 (-1.2) 旭二 (+0.7) 千城台西 (+2.0) 四街道北 (0.0) 野田南部 (+0.8) 小林 (+0.1) 四街道北 (+1.1)

共通砲丸投 浅見　里奈 (3) 14m54 荒木　優奈 (3) 13m38 上杉　緋呂 (3) 12m70 根本　瑞紀 (3) 12m20 髙山　優衣 (3) 11m98 鈴木　彩加 (3) 11m83 藤本　彩椰 (3) 11m49 宮田　夏実 (3) 11m45
（2.721Kg) 習志野五 栄 稲毛 神崎 船橋旭 中原 御滝 銚子

共通四種競技 川澄　優衣 (2) 2446 市川　絢葉 (3) 2405 髙橋　春菜 (3) 2314 龍神　里奈 (3) 2314 桐谷　菜々葉 (3) 2301 二宮　尚美 (2) 2282 篠原　瑞希 (3) 2280 花山　環 (3) 2219
中原 常盤平 桜台 野田南部 銚子 磯辺 湊 習志野五

100mH(0.762m) 15.27 +0.5 806 15.90 +0.6 727 16.40 +0.5 666 15.98 +0.3 717 16.20 +0.6 690 15.89 +0.3 728 15.72 +0.5 749 15.67 +0.6 755
走高跳 1m51 632 1m42 534 1m30 409 1m51 632 1m42 534 1m45 566 1m36 470 1m42 534

砲丸投(2.721kg) 8m51 432 9m95 526 9m73 512 7m67 378 9m25 480 7m59 373 8m00 399 7m43 363
200m 28.71 -0.8 576 28.16 -0.8 618 26.82 -0.8 727 28.56 -0.8 587 28.44 -0.8 597 28.20 -0.8 615 27.61 -0.8 662 28.83 -0.8 567

共通100mH：高さ0.762m　インターバル　8.00m
共通砲丸投：2.721kg
４種競技：(100mH　高さ0.762m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ8.00m 　砲丸投 2.721kg) 審判長　ﾄﾗｯｸ：中田　勝偉　　ﾌｨｰﾙﾄﾞ：吉原　廣　 記録主任　　黒田　泰三
GR:大会新記録

7/5
･

7/6

共通800m

7/5

共通1500m

共通200m
風力:+1.3

共通走幅跳

ｵｰﾌﾟﾝ共通棒高跳
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決勝記録一覧表（女子）

平成２６年７月５日（土）、６日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

1年100m
風力:+0.1

第６０回全日本中学校通信陸上競技大会　千葉県大会
兼第41回千葉県中学校陸上競技大会
兼第42回関東中学校陸上競技大会予選会
兼第69回国体千葉県大会陸上競技会少年の部選考会

共通100mH
風力:-0.5

7/6

14 50 0162
121010

1年走幅跳

共通走高跳

共通4X100mR

3年100m
風力:-1.2

2年100m
風力:-1.7

8位1位 2位 3位 4位 6位 7位5位


