
主催 （一財）千葉陸上競技協会
千葉県小中学校体育連盟

大会コード 21 12 3305
競技場コード 123230

種目
岡田　蒼太 (1) 12.89 朽木　一史 (1) 13.04 世永　真生 (1) 13.16 関　漣人 (1) 13.30 中村　海陸 (1) 13.32 粕谷　昂生 (1) 13.52 伊藤　優希 (1) 13.55 茅房　大司 (1) 13.75
ちはら台南 (+0.4) 館山 (-0.8) 山武 (+0.4) 岬 (+0.4) 館山一 (-0.8) 鴨川 (+0.2) 木更津二 (+0.4) 館山 (+0.7)
生貝　奏人 (2) 11.18 小川　隼世 (2) 11.86 吉田　吏玖 (2) 12.00 岩井　志穏 (2) 12.11 田中　温羽 (2) 12.35 田中　愛基 (2) 12.36 安藤　逞人 (2) 12.39 伊藤　航太朗 (2) 12.53

鴨川 (+0.5) 五井 (+0.5) 太田 (+2.4) 五井 (+0.5) 五井 (+0.5) 勝浦 (+2.4) 勝浦 (+0.4) ちはら台南 (+2.4)
秋田　真宗 (3) 11.38 髙木　奏哉 (3) 11.41 山崎　伸太郎 (3) 11.57 露崎　翔暉 (3) 11.59 嶋田　直希 (3) 11.62 羽鳥　陽紀 (3) 11.62 大平　悠真 (3) 11.65 千葉　竜也 (3) 11.68

太田 (+1.7) 鴨川 (+1.7) 房南 (+1.7) 五井 (+1.7) 館山 (+3.0) 長浦 (+1.7) 長浦 (+3.0) 鴨川 (+3.0)
秋田　真宗 (3) 23.23 福田　晴仁 (3) 23.51 大平　悠真 (3) 24.16 坂本　翔 (3) 24.25 工藤　大喜 (3) 24.30 吉田　吏玖 (2) 24.43 石井　恒成 (3) 24.93 安藤　逞人 (2) 25.20

太田 (-0.5) 木更津二 (-0.5) 長浦 (-0.5) ちはら台南 (-0.5) 姉崎 (-0.5) 太田 (-0.5) 館山一 (-0.5) 勝浦 (-0.5)
福田　晴仁 (3) 52.86 岩﨑　航大 (3) 54.02 三次　耕平 (3) 55.95 福原　剛 (3) 56.38 野崎　優生 (2) 57.35 中村　太亮 (3) 58.61 瀬戸口　陸 (3) 59.89 脇　健輔 (3) 1:00.59
木更津二 富津 岬 館山 太田 五井 ちはら台南 館山
米本　壮汰 (3) 2:02.09 石渡　翔 (3) 2:12.28 石井　大斗 (3) 2:14.03 今　諒多 (3) 2:14.27 三次　耕平 (3) 2:17.38 西山　雅也 (3) 2:19.25 西角　勝樹 (3) 2:19.77 堀江　翔太 (2) 2:21.73

大多喜 周西 嶺南 五井 岬 長浦 館山 畑沢
吉野　滉洋 (1) 4:54.80 茅房　大司 (1) 5:00.95 黒沼　駿世 (1) 5:03.08 熊谷　和希 (1) 5:06.71 小島　湊 (1) 5:07.24 齋藤　寛斗 (1) 5:10.41 朽木　一史 (1) 5:10.42 山口　琉摩 (1) 5:33.79
ちはら台西 館山 岬 ちはら台南 岬 三和 館山 五井
米本　壮汰 (3) 4:16.39 小用　太陽 (2) 4:22.82 黒川　昊良 (3) 4:36.06 武井　純 (3) 4:40.98 渡邊　祥 (3) 4:48.14 石井　大斗 (3) 4:48.81 森　峻基 (2) 4:49.26 大塚　奏空 (2) 4:51.11

大多喜 太田 房南 太田 勝浦 嶺南 大多喜 ちはら台南
黒川　昊良 (3) 10:06.25 三枝　蓮 (3) 10:10.97 関内　悠太 (3) 10:11.34 渡利　悠斗 (3) 10:17.86 中村　平八郎 (2) 10:39.50 村田　陽 (3) 10:40.82 坂本　知木 (3) 10:43.24 山﨑　琉海 (3) 11:19.74

房南 五井 大多喜 太田 館山 嶺南 大多喜 房南
山崎　伸太郎 (3) 15.42 田中　温羽 (2) 15.91 菅野　暖翔 (3) 17.55 多田　雄翔 (3) 17.67 田中　愛基 (2) 18.02 生貫　雄悟 (3) 18.03 米持　和真 (2) 19.78 長尾　武蔵 (2) 20.34

房南 (-0.4) 五井 (-0.4) 太田 (-0.4) 館山 (+0.7) 勝浦 (-0.4) 勝浦 (-0.4) ちはら台南 (+0.7) ちはら台南 (+0.7)
鴨川 44.33 五井 44.96 太田 45.07 館山 45.97 長浦 46.14 ちはら台南 46.15 木更津二 47.08 房南 47.54

生貝　奏人 (2) 小川　隼世 (2) 菅野　暖翔 (3) 多田　雄翔 (3) 大平　悠真 (3) 館林　汐音 (3) 鈴木　耀一郎 (3) 赤尾　浩斗 (2)
髙木　奏哉 (3) 露崎　翔暉 (3) 渡部　透悟 (3) 池田　悠生 (3) 西山　雅也 (3) 大川　和真 (3) 福田　晴仁 (3) 石井　祐樹 (3)
千葉　竜也 (3) 青柳　巧海 (3) 相川　晃彦 (3) 福原　剛 (3) 水上　琥 (2) 大野　義樹 (3) 青柳　虎汰朗 (2) 出口　皐月 (3)
伊藤　優駕 (3) 岩井　志穏 (2) 秋田　真宗 (3) 嶋田　直希 (3) 羽鳥　陽紀 (3) 坂本　翔 (3) 鳥海　周平 (3) 山崎　伸太郎 (3)
山口　雄世 (3) 1m65 堀込　龍 (2) 1m60 小倉　由也 (2) 1m50 中村　優希 (3) 1m50 根元　日向 (3) 1m45 磯野　昂大 (2) 1m45 笹子　和也 (2) 1m40 中村　太雅 (3) 1m35
ちはら台南 勝浦 五井 鋸南 館山 勝浦 嶺南 鴨川
根元　日向 (3) 3m50 佐生　拓眞 (3) 3m50 松井川　輝良 (3) 3m30 鳥海　蓮 (2) 2m10

館山 嶺南 嶺南 太田
鴇田　陸斗 (1) 4m39 髙橋　春樹 (1) 4m26 鈴木　正明 (1) 3m99 池田　裕樹 (1) 3m95 堀　晴翔 (1) 3m91 岡田　大和 (1) 3m87 山﨑　瑠希歩 (1) 3m74 前田　太地 (1) 3m63

五井 (+1.0) 五井 (-0.1) ちはら台南 (-0.5) 嶺南 (0.0) 館山 (+1.7) 房南 (+0.2) 白浜 (-1.3) 畑沢 (+0.6)
坂田　有弥 (3) 6m48 池田　悠生 (3) 5m92 千葉　竜也 (3) 5m70 福原　剛 (3) 5m62 堀切　大地 (3) 5m40 伊藤　優駕 (3) 5m37 青柳　巧海 (3) 5m33 青柳　虎汰朗 (2) 5m20

畑沢 (+1.0) 館山 (-0.4) 鴨川 (-0.4) 館山 (0.0) 太田 (0.0) 鴨川 (+1.2) 五井 (+2.0) 木更津二 (+1.6)
共通砲丸投 出口　皐月 (3) 10m49 小林　悠人 (2) 9m63 浅見　瞭太 (3) 8m84 遠藤　楓斗 (2) 8m58 大西　晴貴 (3) 8m14 秋山　優吾 (3) 7m79 宇畑　和寿 (3) 7m78 玉子石　晴 (2) 6m69
（5.000Kg) 房南 ちはら台南 ちはら台南 ちはら台南 ちはら台南 山武 館山 鴨川

共通四種競技 渡部　透悟 (3) 2051
太田

110mH(0.914m) 20.21 +0.5 333
砲丸投(4.000kg) 11m36 568

走高跳 1m64 496
400m 53.66 654

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　　鈴木　智夫 記録主任　　矢野　隆照

気象記録
5日 30日 　 　

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
9:30 晴 23.0 65 1.2 東北東 9:00 曇 23.0 58 0.9 北東
10:00 晴 24.7 65 1.4 東南東 10:00 曇 23.8 58 1.2 南南東
11:00 晴 25.0 65 1.5 東 11:00 曇 24.5 55 2.4 北東
12:00 晴 25.0 65 2.0 東南東 12:00 曇 24.5 55 0.3 東北東
13:00 晴 24.5 60 2.3 南東 13:00 曇 24.2 55 2.8 南東
14:00 曇 24.5 65 2.2 東 14:00 晴 24.8 54 2.1 南南東
15:00 曇 23.5 71 1.5 東 15:00 曇 23.9 57 1.3 南東
15:50 曇 23.0 75 0.5 東 15:20 曇 23.5 57 1.2 南南東

風速(ｍ) 風速(ｍ)

共通走幅跳

共通走高跳

共通棒高跳

1年走幅跳

共通800m
Top8

1年1500m
Top8

共通1500m

共通3000m

共通110mH(0.914m)
Top8

共通4X100mR
Top8

共通400m
Top8

5位 6位 7位

2年100m
Top8

3年100m
Top8

共通200m
Top8

8位
1年100m
Top8

第４２回千葉県中学校陸上競技記録会南房総大会 Top 8 記録一覧表（中学男子）

令和３年６月５日（土）
鴨川市陸上競技場

1位 2位 3位 4位



主催 千葉陸上競技協会
千葉県小中学校体育連盟

大会コード 21 12 3305
競技場コード 123230

種目
土田　埜乃 (1) 13.74 安田　結桜 (1) 13.97 山口　優 (1) 14.07 戸村　心 (1) 14.17 新関　莉愛 (1) 14.29 羽石　海昊 (1) 14.49 仁田　果夢 (1) 14.55 松井　もも (1) 14.59

岬 (-0.4) 鴨川 (-0.3) ちはら台南 (-0.4) 山武 (-0.4) 木更津二 (-0.4) 館山 (+0.2) ちはら台南 (-0.4) 木更津二 (-0.4)
千葉　有彩 (2) 12.99 伊東　奈桜 (2) 13.04 西川　心望 (2) 13.29 坂本　桃椛 (2) 13.57 鈴木　美千花 (2) 13.64 渡邉　莉音 (2) 13.66 森　こころ (2) 13.90 川井　菜々子 (2) 13.90
ちはら台南 (+0.6) ちはら台南 (+0.6) 鴨川 (+0.6) 畑沢 (+0.6) 勝浦 (+0.6) 勝浦 (+0.6) 鴨川 (+1.7) 周西 (+0.6)
井合　芽依 (3) 12.88 野沢　千夏 (3) 13.31 江里口　凛 (3) 13.33 小池　美桜 (3) 13.34 山藤　愛梨 (3) 13.57 坂梨　晄子 (3) 13.62 髙梨　帆南 (3) 13.74 石田　結衣 (3) 13.77
ちはら台南 (+1.9) 鴨川 (+1.9) 太田 (+1.9) 太田 (+1.9) 山武 (+1.9) 太田 (+1.9) 勝浦 (+0.3) ちはら台南 (+0.3)
坂本　桃椛 (2) 28.02 山藤　愛梨 (3) 28.04 小形　乃愛 (3) 28.86 森　こころ (2) 29.15 宮城　伶美 (3) 29.61 山本　奈波 (3) 29.64 長峰　莉海南 (2) 30.41 渡邉　采加 (2) 30.81

畑沢 (-1.1) 山武 (-1.1) 館山 (-1.1) 鴨川 (-1.1) 木更津二 (-1.1) 鴨川 (-1.1) 国分寺台西 (-1.6) 木更津二 (-1.6)
上舞　彩心 (1) 2:32.67 堀内　凛乃 (1) 2:33.07 八木　星美 (1) 2:37.84 伊藤　めぐみ (1) 2:38.11 土田　埜乃 (1) 2:39.74 新倉　望華 (1) 2:41.04 所　心菜 (1) 2:43.90 日向　珠加 (1) 2:49.61
ちはら台南 岬 岬 岬 岬 五井 岬 周西
今井　悠月 (2) 2:21.73 蛭川　心瞳 (3) 2:32.44 廣部　有華 (2) 2:33.50 佐々木　結佳 (3) 2:36.95 末吉　暖歌 (3) 2:37.41 日向　琉李 (2) 2:40.57 小峯　蘭 (2) 2:43.89 青木　優里 (2) 2:45.88

五井 山武 畑沢 木更津二 勝浦 周西 勝浦 畑沢
石川　舞桜 (2) 4:44.39 鶴岡　美来 (3) 4:45.34 茂木　美涼 (2) 4:59.02 廣田　真央 (3) 4:59.59 鈴木　なお (3) 5:01.94 中島　心咲 (3) 5:12.84 長峰　莉海南 (2) 5:17.26 中村　璃彩 (2) 5:18.22

岬 岬 五井 岬 ちはら台南 岬 国分寺台西 岬
林田　陽菜花 (3) 14.94 坂田　涼音 (2) 15.01 齋藤　あかり (2) 15.93 井上　由梨 (3) 16.46 奥野　稚菜 (2) 16.64 宮下　瑠姫 (3) 16.65 阿部　夏海 (3) 16.67 野口　和奏 (2) 17.22
ちはら台南 (+1.7) 太田 (+1.7) 五井 (+1.7) 館山 (+2.1) 畑沢 (+1.7) 館山 (+2.1) 御宿 (+1.7) ちはら台南 (+2.1)
ちはら台南 49.59 太田 51.55 鴨川 52.37 勝浦 53.91 畑沢 54.58 木更津二 55.29 房南 56.84 館山
伊東　奈桜 (2) 江里口　凛 (3) 西川　心望 (2) 福田　このみ (3) 臼井　梨里 (2) 出口　璃珠 (3) 相原　愛 (2) 小形　乃愛 (3) DQ R2
千葉　有彩 (2) 武藤　礼奈 (3) 野沢　千夏 (3) 渡邉　莉音 (2) 坂本　桃椛 (2) 石井　玲衣 (3) 小栗　葵 (2) 井上　由梨 (3)

林田　陽菜花 (3) 小池　美桜 (3) 森　こころ (2) 白坂　心菜 (3) 竹中　陽菜 (3) 新関　莉愛 (1) 小栗　夢翔 (2) 中澤　みゆ (3)

井合　芽依 (3) 坂田　涼音 (2) 山本　奈波 (3) 髙梨　帆南 (3) 奥野　稚菜 (2) 宮城　伶美 (3) 岡田　彩希 (3) 宮下　瑠姫 (3)

相原　愛 (2) 1m35 臼井　梨里 (2) 1m35 金子　小雪 (3) 1m30 山田　楓香 (3) 1m25 4 横峯　あいる (3) 1m25 遠藤　万梨花 (3) 1m25 和田　咲 (2) 1m20 7 麻生　七菜海 (2) 1m20
房南 畑沢 鴨川 館山 太田 嶺南 館山 鴨川

7 佐藤　百咲 (3) 1m20
木更津二

井上　由梨 (3) 3m02 宮下　瑠姫 (3) 2m60 天野　海咲 (3) 2m50 渡邉　杏莉 (2) 2m40 アスラン　サラ (3) 2m20 粕谷　秋桜 (3) 2m20 鈴木　美羽 (3) 2m10 和田　咲 (2) 2m00
館山 館山 嶺南 館山 太田 館山 太田 館山

遊佐　たまき (1) 3m85 上松　瑠那 (1) 3m76 阿部　百花 (1) 3m60 庄司　明香利 (1) 3m53 橋本　紫音 (1) 3m34 羽石　海昊 (1) 3m31 浅沼　明李 (1) 3m29 吉田　彩桜 (1) 3m22
鴨川 (+0.4) 館山 (-0.4) 畑沢 (-0.4) 嶺南 (0.0) 館山 (-1.4) 館山 (+1.7) 館山 (-1.7) 木更津二 (-0.7)

髙梨　帆南 (3) 5m07 武藤　礼奈 (3) 5m00 金子　小雪 (3) 4m53 山﨑　いろ花 (2) 4m53 西川　柚希 (3) 4m30 小栗　夢翔 (2) 4m19 佐瀨　梨亜菜 (2) 4m15 岩崎　志音 (2) 4m03
勝浦 (+1.9) 太田 (+1.9) 鴨川 (0.0) 五井 (+1.5) ちはら台南 (+3.3) 房南 (+2.5) 勝浦 (+2.5) 鋸南 (+2.2)

共通砲丸投 小野寺　結菜 (3) 11m49 鈴木　夏妃 (3) 9m83 池田　桃菜 (3) 9m80 鈴木　瑠華 (2) 9m14 渡邉　杏莉 (2) 8m02 瀧澤　紗季 (2) 7m91 村上　心絆 (3) 7m57 太田　愛音 (3) 7m45
(2.721kg) 太田 館山 館山 鋸南 館山 五井 房南 鴨川

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　　鈴木　智夫 記録主任　　矢野　隆照

共通棒高跳

1年走幅跳

共通走幅跳

共通1500m
Top8

共通100mH(0.762m)
Top8

共通4X100mR
Top8

共通走高跳

1年800m
Top8

共通800m
Top8

5位 6位

2年100m
Top8

3年100m
Top8

共通200m
Top8

7位 8位

1年100m
Top8

第４２回千葉県中学校陸上競技記録会南房総大会 Top 8 記録一覧表（中学女子）

令和３年６月５日（土）
鴨川市陸上競技場

1位 2位 3位 4位


