
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 村上 颯太朗 (1) 11.91 岡澤 凜併 (1) 12.30 関 瑛太 (1) 12.30 伊澤 圭冴 (1) 12.33 香取 佑京 (1) 12.39 山家 理仁 (1) 12.52 庄司 遥音 (1) 12.53 相葉 瑛介 (1) 12.71

風力：-0.9m 千葉日大一 (-0.9) 土気南 (-0.9) 千葉大附 (-0.9) 海上 (-0.9) 東庄 (-0.9) 打瀬 (-0.9) 中原 (-0.9) 千葉若松 (-0.9)

２年100m 生貝 奏人 (2) 11.19 水谷 陽亮 (2) 11.46 大楽 翔 (2) 11.52 青山 竣哉 (2) 11.73 小幡 俊輔 (2) 11.80 舘 侑規 (2) 11.81 小川 隼世 (2) 11.87

風力：+0.2m 鴨川 (+0.2) 蘇我 (+0.2) 風早 (+0.2) 千葉日大一 (+0.2) 習志野四 (+0.2) 流山北部 (+0.2) 五井 (+0.2)

３年100m 馬原 浩志郎 (3) 11.20 小出 秀政 (3) 11.27 澤田 ﾙｶ (3) 11.52 髙木 奏哉 (3) 11.60 千葉 楓真 (3) 11.64 戸田 耕輝 (3) 11.66 露崎 翔暉 (3) 11.70 大平 悠真 (3) 11.77

風力：-1.8m 土気南 (-1.8) 木刈 (-1.8) 旭町 (-1.8) 鴨川 (-1.8) 六実 (-1.8) 松戸一 (-1.8) 五井 (-1.8) 長浦 (-1.8)

共通200m 柄澤 修太 (3) 22.43 對馬 玲 (3) 22.70 新谷 羚 (3) 22.79 松永 勇輝 (3) 23.02 秋田 真宗 (3) 23.04 稲﨑 隆斗 (3) 23.14 髙梨 佑斗 (3) 23.49 田原 慶人 (3) 24.93

風力：+0.7m 市川三 (+0.7) 常盤平 (+0.7) 大網 (+0.7) 生浜 (+0.7) 太田 (+0.7) 野田南部 (+0.7) 千葉若松 (+0.7) 土気南 (+0.7)

福田 晴仁 (3) 51.31 田辺 貴也 (3) 51.63 梁瀬 大幹 (3) 52.26 関谷 旺誠 (3) 52.31 平野 将之 (3) 53.04 向井 将人 (3) 53.31 岩﨑 航大 (3) 53.36 山﨑 直人 (3) 53.45

木更津二 渋谷幕張 習志野台 野田北部 八千代台西 根木内 富津 成田西

米本 壮汰 (3) 2:00.77 舛中 あさひ (3) 2:01.75 吉田 新 (3) 2:01.99 多々良 志苑 (3) 2:03.37 波多野 素暉 (3) 2:04.21 内田 温規 (3) 2:04.98 千代田 真幸 (3) 2:05.82 葉茂 一貴 (3) 2:10.59

大多喜 泉谷 小金南 三田 常盤平 岩名 井野 宮本

加瀬 唯翔 (1) 4:21.76 川口 ﾑｻ慧 (1) 4:22.76 佐々木 虎太郎 (1) 4:25.46 荒井 稜司 (1) 4:26.59 高野 蓮 (1) 4:34.97 廣瀨 祐士 (1) 4:36.43 森山 遼一 (1) 4:37.38 木村 洸太 (1) 4:37.53

旭一 木間ケ瀬 七次台 我孫子 銚子一 佐原 白山 常盤松

阿部 宥人 (3) 4:04.25 和久井 夏輝 (3) 4:05.93 佐藤 優太 (3) 4:08.65 梶原 慎司 (3) 4:09.12 廣瀬 賢之介 (3) 4:09.49 小用 太陽 (2) 4:13.19 桶田 悠生 (3) 4:13.38 永峰 陽彩 (3) 4:14.73

岩名 常盤平 流山南部 野田一 白山 太田 船橋 土気南

鈴木 琉胤 (3) 8:34.92 根本 佳信 (3) 8:46.29 中野 大翔 (3) 8:46.83 武藤 空多 (3) 8:52.04 河嶋 晃汰 (3) 8:57.93 松村 達也 (3) 9:00.04 渡邉 樹 (3) 9:00.68 ﾌｫﾚｯﾄ 伊庵 (2) 9:01.84

小金北 GR 鎌ケ谷三 東金 東金 松戸六 大網 松葉 田中
共通110mH(0.914m) 八木澤 透 (3) 15.41 佐藤 巧望 (3) 15.50 齋藤 幸昌 (2) 15.67 賀川 然太 (3) 15.82 猪股 直輝 (3) 15.91 阿部 颯斗 (3) 15.95 矢島 伸一 (3) 16.30 山崎 伸太郎 (3) 18.64

風力：-0.7m 松戸六 (-0.7) 南流山 (-0.7) 田中 (-0.7) 葛飾 (-0.7) 千葉若松 (-0.7) 古ケ崎 (-0.7) 白山 (-0.7) 房南 (-0.7)

木刈 44.06 鴨川 44.20 葛飾 44.34 松戸六 44.47 五井 44.58 鎌ケ谷三 44.68 常盤平 44.89 土気南 46.01

青栁 理仁 (3) 生貝 奏人 (2) 石田 柊介 (3) 小林 温人 (3) 小川 隼世 (2) 神品 栄士 (3) 田之上 瑠斗 (3) 榊 昴 (3)

小出 秀政 (3) 髙木 奏哉 (3) 賀川 然太 (3) 八木澤 透 (3) 露崎 翔暉 (3) 川畑 祥五 (3) 對馬 玲 (3) 田原 慶人 (3)

瀧井 悠斗 (3) 千葉 竜也 (3) 金居 秀弥 (3) 鈴木 涼太 (3) 青柳 巧海 (3) 太田 遥翔 (3) 廣川 大和 (3) 松岡 佳心 (3)

大久保 芯馬 (2) 伊藤 優駕 (3) 小野 海城 (3) 田中 生 (3) 岩井 志穏 (2) 鈴木 俊輔 (3) 山口 颯太 (3) 馬原 浩志郎 (3)

鵜澤 光佑 (3) 1m85 浅井 優 (3) 1m79 波田野 弘庸 (3) 1m79 鈴木 拓翔 (3) 1m79 小野 稜河 (3) 1m76 齊藤 喜斗 (3) 1m76 德田 智哉 (3) 1m73 福田 一心 (3) 1m73

大穴 松戸五 佐倉 田中 飯山満 東庄 布佐 前原

鈴木 悠聖 (3) 3m80 糸川 天彰 (3) 3m70 3 藤田 郁輝 (3) 3m50 3 佐生 拓眞 (3) 3m50 松井川 輝良 (3) 3m50 6 坂本 楓磨 (3) 3m40 6 根本 日向 (3) 3m40 8　細谷 晃詠 (3) 3m20

佐原 船穂 西の原 嶺南 嶺南 神崎 館山 船穂

8 小野 泰雅 (3) 3m20 8 市原 匡将 (3) 3m20

銚子一 千葉若松

佐生 拓眞 (3) 3m60

嶺南

田伏 兜真 (1) 5m67 相内 大和 (1) 5m33 廣瀬 和真 (1) 5m31 今井 草介 (1) 5m24 浅野 蓮 (1) 5m21 村田 遼介 (1) 5m17 寳正 晃輔 (1) 5m15 津嘉田 凰汰 (1) 5m15
田中 (-0.4) 湖北台 (+0.8) 四街道 (+0.3) 幕張西 (-0.5) 栗源 (+0.7) 白井 (+2.0) 西の原 (+0.3) 旭二 (+1.0)

坂田 有弥 (3) 6m78 篠田 浩己 (3) 6m71 武岡 世航 (3) 6m64 馬場 道大 (3) 6m41 増田 敦大 (3) 6m27 塩野 颯斗 (3) 6m26 樋口 翔己 (3) 6m21 宮下 輝一 (2) 6m18

畑沢 (+0.6) 小見川 (+0.6) 浦安 (+0.1) 富津 (+1.1) 小金 (+0.4) 久寺家 (+1.3) 幕張本郷 (-2.1) 八日市場一 (+0.4)

共通砲丸投 大江 陽斗 (3) 11m90 小島 桜雅 (3) 11m64 福田 孝汰 (3) 11m48 加藤 政樹 (3) 11m31 石田 琉晟 (3) 11m17 横瀬 貴央 (3) 10m92 増田 誠也 (3) 10m92 秋山 鼓 (3) 10m73

（5.000kg) 印旛 木間ケ瀬 成田高付 八街中央 泉谷 白山 貝塚 白山

共通四種競技 水上 はる (3) 2449 渡部 透悟 (3) 2278 早川 玲雄 (3) 2261 中村 眞成 (3) 2166 青木 眞路 (3) 2084 四野宮 希歩 (3) 2062 岩澤 大雅 (3) 1996 森田 暖人 (2) 1898

習志野一 太田 小金南 花園 田中 南流山 芝山 小金南

110mH(0.914m) 16.04 +0.4 728 18.43 +0.4 484 16.02 -0.6 730 17.01 -0.6 623 16.36 +0.4 693 15.74 -0.6 762 17.93 -0.6 531 16.37 +0.4 692

砲丸投(4.000kg) 11m36 568 11m63 584 8m35 387 8m91 420 7m83 356 7m32 326 11m68 587 9m29 443

走高跳 1m77 602 1m68 528 1m65 504 1m74 577 1m45 352 1m59 457 1m53 411 1m40 317

400m 56.22 551 53.00 682 53.98 640 56.35 546 52.96 683 57.09 517 58.46 467 59.05 446

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：　矢野　隆照

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　26日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 27日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

9:00 晴 27.2 45 北 9:00 晴 25.7 56 東北東

10:00 晴 27.5 44 東北東 10:00 晴 25.8 53 東北東

11:00 晴 27.8 40 南南西 11:00 曇 26.0 51 北東

12:00 晴 27.7 42 南南西 12:00 曇 26.0 53 東北東

13:00 晴 27.9 42 東北東 13:00 曇 25.8 52 南南東

14:00 曇 27.3 48 南南東 14:00 曇 25.9 53 南南東

15:00 曇 26.6 54 南南東 14:30 曇 25.8 54 南南東

15:30 曇 26.4 54 南南東
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決勝記録一覧表（男子）
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第６7回全日本中学校通信陸上競技大会　千葉県大会
兼第48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49回関東中学校陸上競技大会予選会
兼第76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

１年100m 伊藤 優亜 (1) 12.27 山﨑 蒼海 (1) 12.72 佐藤 鈴音 (1) 13.25 樋口 碧空 (1) 13.39 武田 珊瑚 (1) 13.46 内藤 美紗 (1) 13.60 髙橋 優夢 (1) 13.61 関 穂香 (1) 13.68

風力：+1.3m 旭二 (+1.3) 多古 (+1.3) 幕張西 (+1.3) 常盤松 (+1.3) 白井 (+1.3) 桜台 (+1.3) 鎌ケ谷三 (+1.3) 臼井南 (+1.3)

２年100m 山田 姫蘭 (2) 12.67 多田 りり子 (2) 12.78 田中 真央 (2) 12.79 多田 藍璃 (2) 12.91 森 柚稀 (2) 12.91 佐々木 柚夏 (2) 12.99 戸井 愛美 (2) 13.03 伊東 奈桜 (2) 13.14

風力：-0.1m 旭一 (-0.1) 佐原 (-0.1) 宮本 (-0.1) 佐倉東 (-0.1) 酒々井 (-0.1) 八木が谷 (-0.1) 芝山 (-0.1) ちはら台南 (-0.1)

３年100m 杉本 心結 (3) 12.36 宇山 理央 (3) 12.59 西村 彩萌 (3) 12.71 梶ヶ谷 小春 (3) 12.84 亀山 美南 (3) 12.87 ｵﾋﾞｱｺ 慈那ｲﾌｫｰﾏ (3) 12.93 吉田 莉菜 (3) 13.06 井合 芽依 (3) 13.08

風力：-0.6m 幕張西 (-0.6) 和名ケ谷 (-0.6) 湖北 (-0.6) 八街 (-0.6) 高柳 (-0.6) 松戸二 (-0.6) 玉造 (-0.6) ちはら台南 (-0.6)

共通200m 坂本 渚咲 (3) 25.29 伊藤 麻紗 (3) 25.77 福貝 紗良 (3) 26.14 笠野 心結 (3) 26.18 前田 巴那 (3) 26.60 稲田 千夏 (3) 26.96 川上 詩織 (3) 27.10 磯野 美莉 (3) 27.14

風力：-1.0m 野田南部 (-1.0) 旭二 (-1.0) 大和田 (-1.0) 八千代松陰 (-1.0) 酒々井 (-1.0) 幕張本郷 (-1.0) 君津 (-1.0) 茂原東 (-1.0)

保坂 知穂 (1) 2:23.68 上舞 彩心 (1) 2:24.29 安西 樹珠 (1) 2:24.79 堀内 凛乃 (1) 2:25.40 天羽 海乃 (1) 2:26.76 髙橋 真代 (1) 2:26.90 渡邉 樹子 (1) 2:27.03 伊藤 夏樹 (1) 2:27.25

五井 ちはら台南 君津 岬 岩名 公津の杜 美浜 富津

大圖 希々 (3) 2:15.57 岩永 青葉 (2) 2:16.67 渡辺 光桃 (2) 2:16.81 廣瀨 眞希 (3) 2:17.32 姥山 叶奈 (3) 2:18.66 村上 美優 (2) 2:18.81 江﨑 舞佳 (3) 2:18.97 宮前 心凪 (2) 2:19.33

根郷 常盤平 常盤平 佐原 旭一 海神 高洲 宮本

今西 紗世 (3) 4:32.14 石川 舞桜 (2) 4:34.95 今井 悠月 (2) 4:35.26 菅原 仁子 (2) 4:39.43 高田 実夢 (3) 4:40.97 手塚 蕾 (2) 4:41.24 横山 桃花 (2) 4:43.34 鵜澤 里桜 (3) 4:44.87

八木 岬 五井 三田 小見川 佐倉東 千城台南 本納

共通100mH 清水 望生 (3) 14.36 箕輪 彩星 (3) 14.56 坂田 涼音 (2) 14.61 髙橋 結愛 (2) 14.80 高田 千愛 (3) 15.03 加藤 充悟 (3) 15.04 濱元 香帆 (3) 15.12 里吉 遥香 (3) 15.30

風力：0.0m 野田南部 (0.0) 東庄 (0.0) 太田 (0.0) 海上 (0.0) 新松戸南 (0.0) 西の原 (0.0) 小金 (0.0) 酒々井 (0.0)

野田南部 49.18 旭二 49.56 ちはら台南 50.12 西の原 50.19 船橋旭 50.22 宮本 50.31 八千代松陰 50.59 松戸二 50.60

杉崎 光希 (2) 鏑木 渚音 (2) 石田 結衣 (3) 伊藤 蘭 (3) 竹内 楓 (3) 吉満 菜由 (3) 内田 そら (2) ｵﾋﾞｱｺ 慈那ｲﾌｫｰﾏ (3)

清水 望生 (3) 伊藤 優亜 (1) 伊東 奈桜 (2) 加藤 充悟 (3) 飯塚 結 (3) 田中 真央 (2) 佐山 凛香 (2) 磯部 明音 (2)

岩間 絢香 (2) 伊藤 麻紗 (3) 林田 陽菜花 (3) 本城谷 結愛 (3) 近藤 花音 (3) 大内 琴葉 (3) 吉田 藍 (2) 照井 結桜 (2)

坂本 渚咲 (3) 飯島 香撫 (3) 井合 芽依 (3) 林 ゆうな (3) 林 千尋 (2) 真島 菜穂 (3) 笠野 心結 (3) 浦上 ちひろ (2)

倉田 心夏 (2) 1m60 濤川 あのん (3) 1m57 林 千尋 (2) 1m54 齋藤 菜柚 (3) 1m51 本城谷 結愛 (3) 1m51 小原 優海 (3) 1m48 山方 花音 (3) 1m48 7 浦田 ﾗﾘｻ (3) 1m48

坪井 海上 船橋旭 印旛 西の原 東高津 行田 井野

井上 由梨 (3) 3m10 嶋田 寧々 (2) 2m90 3 宮下 瑠姫 (3)  2m70 3 齊藤 佳子 (3)  2m70 小島 満咲 (3) 2m70 永松 久乃 (3) 2m60 大野 花 (3) 2m60 大野 希望 (3)  2m50

館山 おゆみ野南 館山 佐原 船穂 七林 西の原 船穂

8 藤澤 美夢 (3)  2m50

生浜

黒木 彩音 (1) 4m87 市川 結唯 (1) 4m78 松本 陽菜 (1) 4m77 原 佑奈 (1) 4m72 小名木 奏楽 (1) 4m64 武藤 綾香 (1) 4m58 関本 晴加 (1) 4m55 田中 青空 (1) 4m52

根木内 (+1.6) 旭二 (-0.9) 船橋旭 (+1.6) 南流山 (0.0) 印旛 (+1.4) 市川五 (+0.3) 鎌ケ谷四 (+0.3) 木間ケ瀬 (-0.5)

峠田 夏希 (3) 5m62 飯島 香撫 (3) 5m59 美代 妃美莉 (3) 5m44 長谷川 愛良 (2) 5m27 関根 優花 (2) 5m18 佐山 凛香 (2) 5m16 上原 凜音 (3) 5m15 小沼 ひなの (3) 5m06

真砂 (+0.2) 旭二 (+1.3) 鎌ケ谷二 (+1.0) 干潟 (+0.5) 船橋旭 (+2.1) 八千代松陰 (-0.5) 流山南部 (+0.5) 久寺家 (+0.8)

共通砲丸投 山下 春花 (3) 12m55 小野寺 結菜 (3) 11m48 萩平 美雪 (3) 11m30 勝俣 ひなた (3) 10m60 小野 里美 (3) 10m39 山室 智咲 (3) 10m37 千本松 矢茉葉 (3) 10m03 熊倉 なな (3) 9m96

（2.721Kg) 新松戸南 太田 鎌ケ谷 神崎 小金南 田中 旭一 井野

共通四種競技 藤木 菜月 (3) 2551 上永野 恵茉 (3) 2427 安斉 未来 (3) 2403 鈴木 萌々那 (3) 2379 小野島 陽菜 (3) 2354 細井 美里 (3) 2092 平川 真奈香 (3) 2058 西田 美真 (3) 2018

田中 葛飾 流山南部 御滝 新松戸南 坪井 小金南 宮本

100mH(0.762m) 15.36 +0.2 795 15.23 +0.2 811 15.47 +0.2 781 16.14 +0.2 697 15.47 +0.2 781 16.32 +0.2 676 17.43 +0.2 549 16.21 +0.2 689

走高跳 1m45 566 1m42 534 1m42 534 1m54 666 1m36 470 1m36 470 1m39 502 1m24 350

砲丸投(2.721kg) 9m83 518 9m17 475 8m40 425 7m98 398 8m80 451 6m85 325 8m53 434 8m23 414

200m 27.49 -0.8 672 28.31 -0.8 607 27.60 -0.8 663 28.16 -0.8 618 27.73 -0.8 652 28.12 -0.8 621 28.75 -0.8 573 28.85 -0.8 565

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　　(招集所)　門 目　　誠 記録主任：　矢野　隆照

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
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令和３年６月２６日（土）、２７日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

１年走幅跳

共通4X100mR

共通走高跳

決勝記録一覧表（女子）

5位

26
27

共通800m

共通1500m

共通走幅跳

共通棒高跳

第６７回全日本中学校通信陸上競技大会　千葉県大会
兼第48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49回関東中学校陸上競技大会予選会
兼第76回国体千葉県大会陸上競技会少年の部選考会

１年800m


