
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
１年100m 馬原　浩志郎 (1) 11.99 小出　秀政 (1) 12.10 福田　孝汰 (1) 12.14 崎山　隆 (1) 12.15 羽鳥　陽紀 (1) 12.32 鈴木　涼太 (1) 12.37 山崎　伸太郎 (1) 12.44

風力：+1.2m 土気南 (+1.2) 木刈 (+1.2) 成田高付 (+1.2) 旭二 (+1.2) 長浦 (+1.2) 松戸六 (+1.2) 房南 (+1.2)
２年100m 鈴木　爽生 (2) 11.52 髙橋　俊佑 (2) 11.54 川上　翔 (2) 11.56 伊藤　晴 (2) 11.65 飯田　晴斗 (2) 11.66 山口　秀都 (2) 11.70 藤橋　亮太郎 (2) 11.72
風力：0.0m おゆみ野南 (0.0) 西初石 (0.0) 白山 (0.0) 泉谷 (0.0) 成田 (0.0) 葛飾 (0.0) 大山口 (0.0)
３年100m 長谷川　巧光 (3) 11.12 濁川　優 (3) 11.33 岩田　慎之介 (3) 11.54 原田　来紀 (3) 11.55 加藤　史也 (3) 11.58 牧野　瑞生 (3) 11.61

風力：+1.0m 八街南 (+1.0) 小中台 (+1.0) 泉谷 (+1.0) 高柳 (+1.0) 松戸一 (+1.0) 二宮 (+1.0)
共通200m 山下　遥也 (3) 22.08 小竹　博之 (3) 22.67 三辻　友哉 (3) 22.76 髙須　楓翔 (3) 22.81 浮谷　幸司 (3) 22.92 山﨑　陸斗 (3) 23.05 余　樹莉王 (3) 23.33

風力：+3.3m 大網 (+3.3) 妙典 (+3.3) ちはら台南 (+3.3) 小見川 (+3.3) 常盤平 (+3.3) 松戸一 (+3.3) 貝塚 (+3.3)
石塚　江晟 (3) 51.29 細野　大雅 (3) 52.46 福田　悠介 (3) 52.66 木村　拓真 (3) 52.71 宮﨑　尚人 (3) 53.02 遠藤　竜己 (3) 53.43 濱田　周 (3) 53.94 林　寛人 (3) 55.21
習志野六 渋谷幕張 小金 小金 佐倉東 七次台 木刈 小見川

中村　貴浩 (3) 2:03.56 野口　遥斗 (3) 2:04.50 鈴木　奥介 (3) 2:04.96 橋詰　小太郎 (3) 2:05.95 日並　翔汰 (3) 2:06.26 吉岡　龍一 (2) 2:07.86 北野　広大 (3) 2:08.21 鹿住　俊太 (3) 2:08.22
岬 東庄 中原 坪井 印西 田中 村上 松戸一

根本　佳信 (1) 4:23.28 唐澤　大地 (1) 4:29.31 米本　壮汰 (1) 4:29.51 石井　優太 (1) 4:29.72 河嶋　晃汰 (1) 4:29.79 佐藤　優太 (1) 4:31.06 三次　賢人 (1) 4:34.11 梶原　慎司 (1) 4:34.66
鎌ケ谷三 野田南部 大多喜 流山南部 松戸六 流山南部 白山 野田一

染谷　雄大 (3) 4:14.68 髙尾　啓太朗 (3) 4:15.30 中村　伸太朗 (2) 4:16.89 大沼　陽登 (3) 4:17.00 中臺　健太 (3) 4:18.50 中岫　嶺騎 (3) 4:18.56 幸田　英彦 (3) 4:18.62 滝田　流星 (3) 4:18.85
おおたかの森 旭二 海神 中原 宮本 鎌ケ谷 前原 四街道
小平　敦之 (3) 9:00.31 工藤　慎作 (3) 9:01.47 綾　一輝 (3) 9:01.49 川上　翔太 (3) 9:01.52 野口　颯汰 (3) 9:02.78 池澤　悠冬 (3) 9:03.51 石島　太一 (3) 9:06.76 岩田　一冴 (3) 9:06.95

柏二 三田 浦安 鎌ケ谷 東庄 大津ケ丘 我孫子 小見川
共通110mH(0.914m) 竹内　智輝 (3) 14.56 塚田　大翔 (3) 14.74 山﨑　真央 (3) 14.89 三田　陽輝 (3) 15.04 山田　航暉 (3) 15.09 奥田　俊文 (3) 15.23 伊橋　璃矩 (2) 15.32 浅岡　勇 (3) 15.35
風力：+5.1m 習志野五 (+5.1) 田中 (+5.1) 成田西 (+5.1) 鎌ケ谷 (+5.1) 浦安 (+5.1) 鎌ケ谷三 (+5.1) 蓮沼 (+5.1) 柏三 (+5.1)

大網 43.75 松戸一 44.20 おゆみ野南 44.80 小金 45.12 我孫子 45.20 四街道北 45.92 鎌ケ谷二 46.41
髙城　将 (3) 峰　茂翔 (3) 鈴木　皐矢 (3) 吉村　瞬 (2) 滝田　悠斗 (3) 國分　蒼空 (3) 新妻　波汰 (3)

山下　遥也 (3) 加藤　史也 (3) 鈴木　爽生 (2) 木村　拓真 (3) 久保田　航生 (2) 鬼塚　靖唯 (3) 松井　優樹 (3)

佐藤　聖也 (3) 山﨑　陸斗 (3) 井上　海人 (3) 小塙　大雅 (2) 稲谷　将幸 (3) 白濱　智也 (3) 伊藤　雅浩 (3)
齋藤　拓巳ｱﾝﾄﾞﾚｲ (3) 松木　慎 (3) 春名　一汰 (3) 福田　悠介 (3) 髙野　優汰 (3) 須藤　壮太 (3) 安井　龍 (3)
ﾁｭｸﾈﾚ ｼﾞｮｴﾙ　優人 (3) 1m85 梅原　優太郎 (3) 1m82 中村　虹斗 (3) 1m82 戸嶋　惇太 (3) 1m82 茂木　奏太 (3) 1m79 堀内　勇希 (3) 1m76 東島　礼治 (3) 1m76 7)髙木　瑛史 (3) 1m76

小金 佐倉南部 五井 南山 野田一 豊四季 高浜 井野
山本　直樹 (3) 4m15 山口　大海 (3) 3m90 鈴木　拓実 (2) 3m70 芦田　武 (3) 3m60 松本　聖羅 (3) 3m50 宮嵜　裕大 (2) 3m50 市原　悠仁 (2) 3m50 宮島　隆盛 (3) 3m30

佐原 嶺南 佐原 小見川 佐倉東 佐原 嶺南 印西
對馬　玲 (1) 5m93 篠田　浩己 (1) 5m78 坂田　有弥 (1) 5m68 四野宮　希歩 (1) 5m63 水上　はる (1) 5m57 武岡　世航 (1) 5m44 伊藤　佑希 (1) 5m39 進藤　涼太 (1) 5m31
常盤平 (+0.7) 小見川 (+1.4) 畑沢 (+0.8) 南流山 (-0.6) 習志野一 (+1.1) 浦安 (+1.9) 旭二 (+1.2) 三田 (+0.2)

山口　幸樹 (3) 6m98 大河　将太郎 (3) 6m65 滝沢　毅 (3) 6m62 岩上　建太 (3) 6m55 香取　宝良 (3) 6m53 小澤　悠太 (3) 6m45 星川　侑輝 (3) 6m31 寄特　龍治 (3) 6m25
中台 (+1.5) 旭町 (+0.1) 四街道 (+1.9) 前原 (+1.6) 佐原 (+1.8) 御滝 (+2.0) 豊四季 (+2.0) 萱田 (+0.5)

共通砲丸投 横尾　樹 (3) 14m42 星野　浩明 (3) 13m11 多田　潤也 (3) 12m50 森　匡平 (3) 12m35 浦山　達人 (3) 12m14 佐藤　裕希 (3) 11m65 髙橋　大希 (3) 11m53 宮﨑　駿也 (3) 11m50
（5.000kg) 新松戸南 海神 八千代松陰 ちはら台南 大和田 我孫子 古ケ崎 八千代松陰

共通四種競技 島田　駿 (3) 2401 熱田　拓 (3) 2257 田子　直樹 (3) 2286 佐藤　蒼透 (3) 2132 中村　蓮 (3) 2012 福島　怜 (3) 1859 簾内　亮平 (3) 1835 守沢　和真 (3) 1848
常盤平 大椎 松戸二 おおたかの森 葛飾 船橋旭 銚子一 高根

110mH(0.914m) 15.25 +0.4 820 16.20 +0.4 710 16.47 +0.4 681 16.41 +0.4 687 17.10 +0.4 614 17.08 +0.4 616 17.79 +0.4 544 19.09 +0.4 425
砲丸投(4.000kg) 9m77 472 12m20 619 11m23 560 10m21 498 10m62 523 8m81 414 9m27 442 10m31 504

走高跳 1m65 504 1m53 411 1m59 457 1m59 457 1m56 434 1m56 434 1m56 434 1m53 411
400m 54.85 605 57.09 517 55.27 588 57.83 490 59.20 441 1:00.53 395 59.96 415 57.35 508

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：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）
GR：大会記録

気象記録　６日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 ７日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

9:00 雨 21.7 92 北北西 9:00 晴 雨 95 北北西
10:00 曇 22.2 91 北東 10:00 晴 雨 93 北東
11:00 曇 22.4 89 北東 11:00 晴 雨 94 北北東
12:00 曇 22.7 84 北東 12:00 晴 雨 86 北北西
13:00 曇 22.8 82 北東 13:00 晴 雨 89 北北西
14:00 曇 22.7 84 北東 14:00 晴 雨 88 北北西
15:00 曇 22.7 82 北東 15:00 晴 雨 88 北東
16:00 曇 22.6 83 北東 16:00 晴 雨 93 北東
16:30 曇 22.5 83 北東
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第６５回全日本中学校通信陸上競技大会　千葉県大会
兼第46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
兼第47回関東中学校陸上競技大会予選会
兼第74回国体千葉県大会陸上競技会少年の部選考会

65th All Japan Broadcasting Track and Field Championship in Chiba
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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
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日付 種目

坂本　渚咲 (1) 12.65 宇山　理央 (1) 12.66 笠野　心結 (1) 12.76 杉本　心結 (1) 12.87 梶ヶ谷　小春 (1) 12.97 亀山　美南 (1) 13.15 古谷　奈々 (1) 13.16 手島　恋雪 (1) 13.27
野田南部 (+2.3) 和名ケ谷 (+2.3) 八千代松陰 (+2.3) 幕張西 (+2.3) 八街 (+2.3) 高柳 (+2.3) 柏四 (+2.3) 柏南部 (+2.3)
森澤　優佳 (2) 12.37 樋口　葵 (2) 12.74 浪川　愛加 (2) 12.76 鍋島　あいる (2) 12.93 西山　由佳里 (2) 13.09 坂本　真優 (2) 13.13 佐々木　瑠夏 (2) 13.18 笹川　珀奈 (2) 13.18

葛飾 (+0.9) 幕張西 (+0.9) 旭二 (+0.9) 野田北部 (+0.9) 酒々井 (+0.9) 小中台 (+0.9) 小金北 (+0.9) 大和田 (+0.9)
佐藤　葵唯 (3) 12.02 町田　愛莉 (3) 12.23 鬼頭　瀬里菜 (3) 12.38 篠原　美咲 (3) 12.39 吉村　優伊 (3) 12.41 大木　詩織 (3) 12.49 供田　柚香 (3) 12.49 森村　莉子 (3) 12.59

旭二 (+2.8) ちはら台南 (+2.8) 岩名 (+2.8) 印西 (+2.8) 葛飾 (+2.8) 八日市場一 (+2.8) 船橋旭 (+2.8) 柏二 (+2.8)
大石　礼音 (3) 25.24 ｱｹﾝﾀ ｸﾞﾛﾘｱ (3) 25.28 髙野　綾乃 (3) 25.49 永山　七海 (3) 25.74 國場　歩美 (3) 26.00 荒井　海緒 (3) 26.22 伊藤　梨里 (3) 26.32 小澤　美咲 (3) 26.90
渋谷幕張 (+2.6) 豊四季 (+2.6) 湖北 (+2.6) 東邦 (+2.6) 常盤平 (+2.6) 野田南部 (+2.6) 成田西 (+2.6) おゆみ野南 (+2.6)
鶴岡　美来 (1) 2:24.72 杉山　雫 (1) 2:25.35 椎名　恵 (1) 2:26.09 水岡　紗良 (1) 2:26.13 大畑　希來 (1) 2:27.08 大圖　希々 (1) 2:27.82 西崎　帆香 (1) 2:31.72 姥山　叶奈 (1) 2:32.14

岬 大津ケ丘 光 柏南部 土 根郷 流山北部 旭一
中後　心晴 (2) 2:21.62 植田　日瑶里 (3) 2:22.41 岩永　桜 (3) 2:22.44 本澤　美桜 (2) 2:22.78 田中　結 (3) 2:25.16 田中　佑奈 (3) 2:25.25 人見　優来 (2) 2:26.81 羽牟　緋美香 (3) 2:30.60

昭和 岩名 常盤平 湖北 南流山 宮本 小金南 おおたかの森

南　莉花 (3) 4:41.77 谷川　凛 (3) 4:43.02 今西　紗世 (1) 4:43.06 鈴木　優菜 (3) 4:46.65 澤井　美結 (2) 4:46.98 豊田　茉央 (3) 4:49.69 今泉　日向花 (3) 4:52.56 横澤　奈夏 (3) 4:53.33
大網 習志野一 八木 西の原 西の原 鎌ケ谷二 野田北部 逆井

橋本　季咲 (3) 14.60 箕輪　彩星 (1) 14.80 志水　芹菜 (2) 14.80 星野　美優 (2) 14.85 三田　彩楓 (2) 14.93 梅澤　李心 (2) 14.96 山田　裕未 (3) 15.01 田村　那菜実 (3) 15.02
我孫子 (+2.6) 東庄 (+2.6) 茂原南 (+2.6) 白山 (+2.6) 白山 (+2.6) 酒々井 (+2.6) 大津ケ丘 (+2.6) 四街道北 (+2.6)
葛飾 48.92 旭二 49.20 我孫子 49.28 船橋旭 49.52 野田南部 49.57 ちはら台南 49.69 松戸五 49.99 柏二 50.28

堀田　十愛 (3) 小出　姫花 (2) 世良田　桃加 (3) 星野　乃愛 (3) 坂本　渚咲 (1) 井合　玲奈 (2) 細田　万尋 (2) 田中　杏莉奈 (3)

吉村　優伊 (3) 佐藤　葵唯 (3) 橋本　季咲 (3) 井﨑　陽菜 (3) 荒井　海緒 (3) 岸　海音 (3) 金子　唯月 (2) 吉江　優菜 (3)

玉置　彩乃 (2) 品村　百香 (2) 荒井　桃香 (3) 春田　麻衣 (3) 名取　歩優 (3) 仲田　結夢 (3) 武島　乃愛 (2) 若杉　あづさ (3)

森澤　優佳 (2) 浪川　愛加 (2) 菅原　萌 (3) 供田　柚香 (3) 西野　未倖 (2) 町田　愛莉 (3) ﾊｯｻﾝ ﾅﾜｰﾙ (3) 森村　莉子 (3)

梅木　理紗 (3) 1m63 渉里　萌衣 (3) 1m60 武井　杏樹 (3) 1m57 大森　まうい (2) 1m54 和田　南帆子 (3) 1m54 関根　夏鈴 (2) 1m51 与儀　真鈴 (3) 1m51 7)村田　楓夏 (2) 1m51
海神 旭一 習志野台 木更津二 岩名 西原 根木内 白井

鈴木　彩生 (2) 3m22 天野　希海 (3) 2m90 下田　実空 (3) 2m90 3)加瀨　陽菜 (3) 2m90 鈴木　真歩 (3) 2m90 長南　実花 (3) 2m80 小貫　紗彩 (2) 2m80 大木　華蓮 (3) 2m80
館山三 GR 嶺南 吾妻 銚子一 神崎 泉谷 佐原 佐原

美代　妃美莉 (1) 5m30 飯島　香撫 (1) 5m28 土屋　美潤 (1) 5m06 竹内　楓 (1) 4m99 大木　愛結実 (1) 4m88 髙梨　帆南 (1) 4m79 上原　凜音 (1) 4m70 齊藤　ユミ (1) 4m68
鎌ケ谷二 (+3.1) 旭二 (+0.2) 東庄 (+1.2) 船橋旭 (+2.7) 旭二 (+1.9) 勝浦 (+4.1) 流山南部 (+0.8) 八木が谷 (+4.1)

佐々木　千翔 (3) 5m73 白土　莉紅 (3) 5m66 西坂　瑠花 (3) 5m47 亀田　紘花 (3) 5m46 伊藤　穂乃花 (3) 5m39 髙橋　日和 (3) 5m26 田中　結子 (3) 5m25 林　杏朱 (2) 5m23
大椎 (+3.8) 八日市場二 (+1.6) 銚子五 (+3.3) 西の原 (+2.0) 旭一 (+4.2) 大和田 (+2.3) ちはら台南 (+1.3) 東庄 (+5.3)

共通砲丸投 鈴木　菜月 (3) 13m00 ｵﾎﾞﾙﾃﾞｨ　衣乃帆 (2) 12m74 小松原　菜南 (3) 12m43 宮﨑　梨緒 (3) 12m29 髙田　藍梨 (3) 11m61 伊藤　凜 (2) 11m39 小林　美佑 (2) 11m36 加治　京華 (3) 11m07
（2.721Kg) 四街道北 酒々井 大和田 銚子一 新松戸南 銚子 成田 貝塚

共通四種競技 清水　美有 (3) 2743 松田　愛花 (3) 2215 林　優菜 (3) 2202 水口　しずく (3) 2188 渡邊　里奈 (3) 2177 池田　真綾 (3) 2167 佐藤　優妃 (3) 2017
常盤平 GR 中原 増穂 花園 法田 おおたかの森 御滝

100mH(0.762m) 14.86 +0.1 860 16.47 +0.1 658 16.83 +0.1 616 16.21 +0.1 689 16.22 +0.1 688 16.10 +0.1 702 16.11 +0.1 701
走高跳 1m63 771 1m48 599 1m45 566 1m42 534 1m42 534 1m30 409 1m24 350

砲丸投(2.721kg) 8m08 405 8m05 403 8m52 433 7m46 365 6m89 328 8m13 408 7m07 340

200m 27.06 +1.2 707 28.99 +1.2 555 28.56 +1.2 587 28.40 +1.2 600 28.05 +1.2 627 27.78 +1.2 648 28.06 +1.2 626
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)隅 坂　道 昭　　(ﾌｨｰﾙﾄﾞ・混成)吉 原　廣　　(ｽﾀｰﾄ)西 山　道 広　　(招集所)門 目　誠 記録主任：黒田　泰三
GR:大会新記録
TJHR：全国通信大会最高記録
CJHR：県中学記録

8位1位 2位 3位 4位 6位 7位
Chiba Sports Center Track and Field Stadium

19 50 0162
121010

２年100m
風力：+0.9m

令和元年７月６日（土）、７日（日） July 6, 7, 2019

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

１年100m
風力：+2.3m

決勝記録一覧表（女子）

5位

6
7

共通800m

6

共通1500m

共通走幅跳

共通棒高跳

7

共通200m
風力：+2.6m

7 １年走幅跳

共通4X100mR

6

第６５回全日本中学校通信陸上競技大会　千葉県大会
兼第46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
兼第47回関東中学校陸上競技大会予選会
兼第74回国体千葉県大会陸上競技会少年の部選考会

65th All Japan Broadcasting Track and Field Championship in Chiba

共通100mH
風力：+2.6m

１年800m

共通走高跳

３年100m
風力：+2.8m


