
第７３回 

東部地区中学校陸上競技大会 
兼第５８回三支部 (印旛・香取・東総 )対抗陸上競技大会予選会  
 

令和３年５月１５日（土） 
 

千葉県総合スポーツセンター東総運動場 陸上競技場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

主 催  香取小中学校体育連盟 

      

主 管  香取小中学校体育連盟陸上専門部 

 

後 援  香取教育研究協議会・香取校長会・香取教頭会 



競技時間 招集終了時間

1 女子四種 100mH 東総 9:00 8:45

2 男子四種 110mH 東総 9:05 8:50
香取

　 東総

4 OP男子 100m 東総 9:40 9:25
香取

　 東総

香取

　 東総

香取

　 東総

香取

　 東総

香取

東総

香取

東総

11 １年女子 800m 香取 11:00 10:45
香取

東総

香取

　 東総

香取

　 東総

香取

東総

香取

　 東総

17 共通男子 110mH 東総 13:10 12:55
香取

　 東総

香取

　 東総

香取

　 東総

21 女子四種 200m 東総 14:35 14:20

22 男子四種 400m 東総 14:45 14:30
香取

　 東総

香取

　 東総

香取

　 東総

香取 東総 競技開始時間 招集終了時間

共通男子 1２名 ３名

共通女子 ５名 １名

１３名

２４名

１３名

２５名

共通女子 ７名 １４名

女子四種 ０名 ６名

共通男子 ５名 1５名

男子四種 ０名 ２名

共通女子 ９名 １９名

女子四種 ０名 ６名

共通男子 ２名 ９名

男子四種 ０名 ２名

１０名

１３名

８名

２３名

1組

２組

１組

２組

9:55

２組

11:3511:50

11:2511:40

２組

２組

200m共通男子15

200m共通女子14
２組

３組

10:35
３組

10:30 10:15

３組

３組

２組

３組

100m

10:20
２組

３組

9:359:50

9:309:45

２組

5

6 100m３年男子

100m３年女子

２組

２組

共通男子

共通男子

１組

１組

100m

２年女子9

１組

１組

10 ２年男子

２組

２組

１組

１組

１組

共通女子

共通男子

１年男子

12

13

13:25

20

800m

24

18

19

共通女子

共通男子

共通女子 1500m

11:05

11:20

15:15

２組

100mH

1500ｍ

13:00

14:50

14:10

ト　ラ　ッ　ク　競　技

9:15

１年女子

1500ｍ

3

7

１組(同時出発)

１組

１組

３組

共通男子 9:00

9:50

10:50

11:05

13:30

13:10

13:55

12:45

１組

組数

４組

１組

２組

競　技　順　序

共通女子

1

東総ＡＢピット（バック側）

9:00

No.
種　　　目

10:05

10:10

16

3000m

100m

800m

共通女子

8 100m

棒高跳

13:45

支部

23

１年男子

400m

３組

400mR 15:00

15:10

9:15

香取Ｃピット（ホーム側）

14:35

11:30

12:15

8:00

8:45

15:25

10:00

香取／東総

9:00

9:30
香取／東総

香取／東総

香取／東総

香取／東総

東総ＡＢピット（バック側）

２組

１組

２組

１組

香取Ｃピット（ホーム側）

砲丸投

走高跳

支　　部

25

走幅跳
東総ＡＢピット（バック側）

400mR

走幅跳

種　　　目

走幅跳

※四種競技　２種目以降も現地集合　　　　　　　　　　　フィ　ー　ル　ド　競　技

香取／東総

共通男子

１年男子

2

※招集では、ユニフォームにつけたナンバーカードを見せてください。

※トラック競技の選手は、招集のときに腰ナンバーカードを受け取り、右腰につけてください。

12:30

砲丸投

走高跳
4

香取／東総

3
香取／東総

香取Ｃピット（ホーム側）

香取Ｃピット（ホーム側）

１年女子
東総ＡＢピット（バック側）

走幅跳

No.

香取／東総

香取／東総



千葉県総合スポーツセンター
東総運動場 陸上競技場会場図

＜ 陸上競技場 ＞

招集所 棒高跳・走幅跳

２００ｍ １５００ｍ
１０,３０００ｍ

砲丸投

走高跳

棒高跳

走幅跳

１１０ｍＨ １００ｍ ４００ｍ ８００ｍ
１００ｍＨ ４×１００ｍR

＜ メインスタンド ＞

女子更衣室 男子更衣室 ホ 記録席 救護 本部
器具庫 器具庫

女子トイレ 男子トイレ ル 受付 管理事務所

競 技 場 で の マ ナ ー

競技場はみんなが使う場所です。次のマナーを守ってきれいに使いましょう。

① トイレは清潔に使用しましょう。
② ブロッキングタイルの上は、スパイクを履いたまま通らないで下さい。
③ ゴミは原則として、全て持ち帰って下さい。帰る前に各学校でゴミが残ってないか確認して下
さい。また、バス停留所や駅などにゴミを捨てないで下さい。

④ 更衣室を使用しないので各学校毎に配慮し、貴重品や物品等の管理をしっかりしましょう。
⑤ 各校のテントは、競技場内外芝生の指定された場所に張って下さい。
⑥ 応援等のためにトラック、フィールド内に入ったり、スタート後方、ゴール前方に出ないで下
さい。又、役員、選手以外の生徒は本部前を通過しないで下さい。

⑦ スタートの時は静かにし、選手の妨げにならないように注意しましょう。
⑧ スタンドで応援する時は、後ろの人に迷惑にならないように座って応援しましょう。
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第７３回 東部地区中学校陸上競技大会役員

大会会長 菅谷 忠由

大会副会長 齋藤 史郎 有田 英夫

顧 問 中田 邦明 高橋 清孝 椿 勇 金子 基一 岩立 元夫

五十嵐正憲 小早志昭夫 石橋 宏克 八木 達彦 栗芝 博

飯島 正己 高橋 進 菅谷 忠由 増田 和幸 二瓶 延行

小倉 裕 木内 勝己 鈴木 雅久 小林 聖史

参 与 冨塚 誠

理事長 中村 眞範

競技役員

総 務 佐藤 昌敦(小見中央小) 並木 雅子(佐原五中) 多田 善光(多古一小) 椿 琢磨(栗源小) 常世田政明(東庄小)

青澤美由紀(佐原小)

技術総務 成尾 進(神崎中) 藤ヶ﨑逸人(佐原中) 齋藤 明義(香取陸協) 齋藤 信人(香取陸協)

ジュリー 成尾 進(神崎中)

審判長 伊藤 勝雄(旭陸協)

委 員 成尾 進(神崎中) 藤ヶ﨑逸人(佐原中) 蓑輪 隆(栗源中)

ｱﾅｳﾝｻｰ ○岩井 大地(東庄中) 菅谷 旭(八日一中)

記録･情報処理 ○小島総一郎(銚子西中) 村西祐貴大(山田中) 青柳 理恵(海上中) 木本 利行(旭陸協)

マーシャル ○岡田 渉(旭陸協) 佐藤 昌敦(小見中央小) 多田 善光(多古一小)

医務員 ○稲川由美子(東大戸小) 藤代 久代(銚子三中)

役員係 ○並木 雅子(佐原五中) 常世田政明(笹川小)

庶務係 ○實川 寿子(旭二中) 池田 未来(香取中) 細野 美紀(銚子西中)

競技者係 ○齋藤 明義(香取陸協) 關口 晶子(神崎中) 鈴木佐友里(八日一中) 山上 紀子(銚子二中) 森 真之介(飯岡中)

井上 竜也(小見川中)

用器具係 ○岡野 浩幸(飯岡中） 成尾 進(神崎中) 武石 健吾(野栄中)

写真判定員 ○榊 宏海(干潟中) 佐久間洋志(干潟中) 東 裕一郎(多古中) 瀬田 萌莉(野栄中)

監察員 ○高山 雄司(銚子西中） 陣内 勲(旭陸協） 根本 正夫(東庄中） 鴇田 貴之(香取中) 金光 祐治(野栄中)

髙橋 秀(東庄陸協） 星野 康之(東庄陸協） 川口 尊弘(東庄陸協） 山田 利幸(旭陸協） 菅谷 順一(旭陸協）

周回記録員 ○西村 里恵(佐原五中） 陣内 勲(旭陸協) 高山 雄司(銚子西中）

スターター ○越川 秀宜(海上中) 越川 裕珠(八日二中) 井坂 優一(佐原五中) 髙橋 雄太(旭二中)
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出発係 ○藤ヶ﨑逸人(佐原中) 岩井康太朗(銚子中) 大家可奈恵(銚子一中) 杉山耕一郎(旭一中) 青野 忠之(東庄陸協）

塙 貴史(銚子中)

跳躍審判 成尾 進(香取支部) 岡野 浩幸(東総支部) ※跳躍審判員は観察員も兼ねる

【走幅跳】 ○宮沢友莉子(佐原中) 川口 祥平(多古中) 山本 蒼斗(東庄中) 齋藤 信人(香取陸協) 青野 健登(香取陸協)

【走高跳】 ○蓑輪 隆(栗源中) 武石 健吾(野栄中) 加藤 幸治(東庄陸協）

【棒高跳】 ○河名 順一(銚子一中) 八木華七子(旭一中) 成尾 進(神崎中)

投てき審判 ○生田目 舞(干潟中) 柴山 裕靖(八日二中) 牧 千里(小見川中) 山邊 和弘(東庄陸協）

感染症対策係 小中体連事務局

補助役員 ○各校陸上競技部員

役員打合せ ８：２０～ メインスタンド前

《大会式次第》

開会式（８：３０～） 閉会式（１６：２０～）

１ 開式の言葉 香取小中体連副会長 菅谷 忠由 １ 開式の言葉 香取小中体連副会長 菅谷 忠由

２ 優勝杯返還 ２ 成績発表

男子総合優勝 小見川中学校 ３ 賞状・優勝杯授与

女子総合優勝 佐原中学校 ４ 講評 香取小中体連会長 関口喜代美

男女総合優勝 小見川中学校 ５ 閉式の言葉 香取小中体連副会長 冨塚 誠

３ 主催者挨拶 香取小中体連会長 関口喜代美

４ 来賓挨拶

５ 来賓紹介

６ 諸注意 成尾 進

７ 選手宣誓 小見川中学校 髙橋 永愛選手

８ 閉式の言葉 香取小中体連副会長 冨塚 誠
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令和３年度 東部地区中学校陸上競技大会
兼第５８回 千葉県中学校三支部（印旛・香取・東総）陸上競技大会予選大会 開催要項

1 主 催 香取小中学校体育連盟
2 主 管 香取小中学校体育連盟
3 後 援 香取教育研究協議会・香取校長会・香取教頭会
4 期 日 令和３年５月１５日（土）
5 日 程 受付 ７時５０分から８時１０分 競技開始 ９時００分から
6 会 場 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 陸上競技場

〒２８９－０５０１ 千葉県旭市清和乙６２１ ＴＥＬ(0479)68-1061
交通機関 鉄道 ＪＲ総武本線 旭駅～小見川行きバス松沢坂上下車

ＪＲ成田線 小見川駅～旭行きバス松沢坂上下車
乗用車 東総有料道路～県道佐原椿海線

国道１２６号～県道旭小見川線
周辺道路 県道多古笹本線・県道大栄栗源干潟線

7 種 目 （男 子）
１年１００ｍ・２年１００ｍ・３年１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ・８００ｍ・１１０ｍＨ
１年１５００ｍ・１５００ｍ・３０００ｍ・４×１００ｍＲ・走幅跳・走高跳・棒高跳・砲丸投(5kg)
１年走幅跳・四種競技〔110mH・砲丸投(4kg)・走高跳・400m〕

（女 子）
１年１００ｍ・２年１００ｍ・３年１００ｍ・２００ｍ・１年８００ｍ・８００ｍ・１５００ｍ
１００ｍＨ・走幅跳・走高跳・砲丸投(2.72kg)・１年走幅跳・４×１００ｍＲ
四種競技〔100mH・走高跳・砲丸投(2.72kg)・200m〕・棒高跳

8 出 場 資 格 （１）２０２１年度 千葉陸上競技協会登記登録者であること。
（２）香取支部中学生に限る。
（３）学校教育法定める中学校の生徒であること。
（４）学校長の出場承認と保護者の出場承諾を得たものであること。

9 出 場 制 限 １種目１校３名、１人２種目（但しリレーは、除く）
※オープン種目を設定する。学校対抗得点は対象外、三支部出場権は対象とする。
※オープン種目に出場する選手は1人１種目とする。（但しリレーは、除く）

10 競 技 規 則 ２０２１年度 （財）日本陸上競技連盟規則及び大会要項に準ずる。

11 競 技 形 式 学校対抗形式で行い、記録上位順に順位をつけ、総合の部・男子の部・女子の部を設ける。
（１位８点・２位７点・３位６点・４位５点・５位４点・６位３点・７位２点・８位１点）

12 表 彰 ・男子・女子優勝校に、それぞれトロフィーと総合優勝校には、優勝杯を授与する。
・総合の部・男子の部・女子の部、第３位までにそれぞれ賞状を授与する。
・個人の部は、１位から３位にメダルを授与する。第８位までにそれぞれ賞状を授与する。

13 申 込 方 法 ①②ともに期日厳守で申し込むこと。
①申し込みファイル（申し込みファイルに打ち込み、メールに添付し申込すること。）
②申込一覧表と参加費はプロ編の時に持参すること。

14 申 込 期 日 令和３年５月７日（金） 午後５時００分必着（期日厳守で申し込むこと。以後は受付ない）

15 参 加 料 １種目 １人２００円 リレー４００円（参加料は、棄権しても返金しない）

16 申 込 先 〒２８７－０４０７
香取市仁良３５６－１ 香取市立山田中学校内 香取支部記録主任 村西 祐貴大 宛

メールアドレス yamada-j@katori-edu.jp

17 そ の 他 （１）選手は、健康診断を受けてから出場すること。
（２）競技中に発生した事故については、応急処置を主催者で行うが以後は責任は負わない。
（３）アスリートビブスは、県中体連登録を使用すること。
（４）参加する学校の顧問の先生は、競技役員を依頼するのでご協力願います。
（５）新型コロナウィルス感染拡大防止ガイドラインを周知させてください。
（６）選手送迎バスは、大原幽学記念館の駐車場で待機させてください。
（７）詳細についての問い合わせは、下記へお問い合わせください。

香取支部陸上競技専門部長 成尾 進 ＴＥＬ（０４７８）７２－３０３１
ＦＡＸ（０４７８）７２－３２１３

※令和３年５月２２日(土)に行われる三支部対抗陸上競技大会予選も兼ねますので慎重に申し込んでください。
香取支部代表各種目８名（四種競技は４名）

※三支部大会への参加基準は、４位まではそのまま選び，５～８位については２種目出場選手も考えらるので協議
の上決定する。
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競技注意事項

１．規則

・競技は２０２１年度日本陸上競技規則および大会要項に準ずる。

２．招集

①現地集合完了時間に遅れたものは棄権とみなし出場を認めない。

②トラック種目の競技者は、競技者係から腰ナンバーカードを受け取り、右尻部につけ

ること。（リレー競技は第４走者のみ）

③トラック種目・走高跳・走幅跳の選手は競技開始の１５分前、砲丸投・棒高跳の選手

は競技開始６０分前までに下記の場所に集合する。

◇１００ｍ・１００ｍＨ・１１０ｍＨ・４００ｍＲ４走 【第４コーナー外側】

◇２００ｍ・３０００ｍ・４００ｍＲ３走 【第３コーナー外側】

◇１５００ｍ・４００ｍＲ２走 【第２コーナー外側】

◇４００ｍ・８００ｍ・４００ｍＲ１走 【第１コーナー外側】

◇フィールド種目 【各ピット】

３．アスリートビブス

①アスリートビブスは千葉県小中学校体育連盟陸上競技専門部指定のものを使用する。

②アスリートビブスは胸と背にしわにならないように四隅をしっかりとつけ、切ったり

曲げたりしてはならない。ただし、跳躍種目は１枚を胸または背のどちらかにつける

だけでよい。

４．走り高跳び・棒高跳びのバーの上げ方およびフィールド種目計測基準

①走り高跳び・棒高跳びのバーの上げ方は次の通りとする。

練習 １ ２ ３ ４ ５ ６

男子走高跳 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 170以降3cmずつ

女子走高跳 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 145以降3cmずつ

４種男子走高跳 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 以降 3cmずつ

４種女子走高跳 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 145以降3cmずつ

男子棒高跳 2m40/3m50 2m20 2m40 2m60 2m80 3m00 以降10cmずつ

女子棒高跳 1m60/2m50 1m60 1m80 2m00 2m20 2m30 以降10cmずつ

５．リレー競技について（リレーオーダー用紙は事前に配付）

①リレー競技に出場するチームはリレーオーダー用紙を２部作成し、競技開始２時間前

までに本部に提出のこと。

②リレーのマーカー使用は１カ所とする。

６．表彰

①団体は男子・女子・男女総合の優勝校に優勝杯、賞状を授与。２、３位に入賞した学

校に賞状を授与。

②個人は１～３位に入賞した選手にメダルを授与。１～８位に入賞した選手に賞状を授

与。

７．練習

①練習は競技場内で危険防止に注意して行う。ただし、駐車場では行わない。

②短距離種目（100m、 200m、ハードル）の場合には、バックストレートでの練習を許可

する。長距離種目の時には、レースに支障のないように外側レーンでの練習を許可す

る。ただし、逆走は行わない。また、１５００ｍ時は第２コーナーでは練習しない。
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③砲丸投の投擲練習は競技開始前に審判の指示により行うものとする。他の場所での練

習は一切禁止とする。

④危険防止のため牽引走は禁止。また、マーカー・ハードル以外の器具は置かない。

８．その他

①ホームストレート内側（本部前からフィニッシュライン付近まで）を通過しない。

②便所等競技場内の清潔・整頓に心がける。

③競技中に発生した事故については応急処置は主催者で行うが、以降の責任は負わない。

④テントの設置は、スタンド芝生部分およびメインスタンドコンコースとテニスコート

間の芝生の部分とする。

⑤競技場にゴミ箱は設置しない。ゴミは各自で持ち帰る。

⑥会場の収容人数の半分以内、かつ客席の間隔を１ｍ以上確保できる場合に限り、登録

選手１名に保護者１名（兄弟姉妹は不可）、自分の子どものレースのみ観戦を可とす

る。ＡＤで管理する。ただし、収容人数の半数を超えた場合には、入場制限(1000名 )

をする。

⑦競技場外側タイルの部分を、スパイクで通行することを禁止する。

⑧その他競技運営については、「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」で確

認すること。
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（別紙１）

新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン

【大会運営について】
○正門（南門）の開場は６：４０、裏門（北側）は６：５０

○競技場自動ドア、マラソンゲート、多目的ゲート、農具庫ゲートの開門は７：００

※競技場自動ドア以外の門は競技役員が開場対応する。

※各学校陣地については事前に決めておく。

○メインスタンド、コンコースを解放する。横断幕・のぼりは設置しない。

○会場の収容人数の半分以内、かつ客席の間隔を１ｍ以上確保できる場合に限り、登録選手１名に

保護者１名（兄弟姉妹は不可）、自分の子どものレースのみ観戦を可とする。ＡＤで管理する。

ただし、収容人数の半数を超えた場合には、入場制限（1000名）をする。

○観戦希望者は専用受付で「観戦申請書」を提出する。「観戦申請書」は、事前に各学校から配付

することとし、会場で当日配付は行わない。観客は受付で検温し、37.5℃以上は入場不可とする。

申請書を複写して使用することはできない。

○学校長もしくは学校長に代わる者の入場を認める（名札を着用）

○開閉会式は実施しない。（表彰も実施しない）

○各校陣地設置に伴い陣地間は最低２ｍのソーシャルディスタンスを確保する。

○他校の陣地には行かない。

○自校の陣地内でも密集にならないように注意する。

○プログラムの記載事項の変更・訂正及び棄権については事前に報告する。

○大会は役員、学校関係者、選手及び補助員の入場可、観戦者のスタンド（芝生スタンドは不可）

への入場は人数制限（1000名）をする。

○生徒補助役員はマスク（必要に応じて使い捨て手袋）を着用する。

○競技役員は競技役員受付で当日の検温を申告する。３７．５℃以上の場合は従事を認めない。

○競技役員への連絡事項はプロ編時に周知し、当日の打合せは可能な限り短縮して行う。

○全ての大会関係者はマスク又はフェイスシールドを必ず着用する。但し、競技中の選手について

はマスクの着用はしなくても良い。マスクは各自で持ち帰り破棄する。

○競技役員への水分補給は用意はするが、各自でも持参する。お弁当とお茶は提供する。

○更衣室は使用禁止とする。荷物の管理は各自で責任をもつこと。

○競技場の換気をするために全ての窓は開放する。

○大会関係者・選手が使用する各部屋やトイレなどはこまめに消毒をする。

○競技場内の水道に石鹸を用意し選手、競技役員の手洗い場とする。

○選手控え場所は、芝生スタンド、陸上競技場周辺とする。ソーシャルディスタンスを保つこと。

○記録の発表は、アナウンスのみとする。記録の掲示はしない。

○競技終了後、多くの選手が使用した用器具については消毒を行う。

○朝の送迎での乗降は正門前で生徒を速やかに降ろすか、正門入って右の奥の大駐車場で降ろす。

大駐車場で降ろした場合、出口は裏門を使用し、一方通行になるようにする。

○保護者の駐車場は大駐車場と臨時駐車場のみとする。※テニスコート側の駐車場不可
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【競技運営について】
○顧問は体調チェックシートを出場選手分をまとめて提出する。未提出者については参加すること

はできない。

○選手は競技中やウォーミングアップ以外はマスクを着用すること。

○集団でのアップは禁止し、個人アップとする。

○招集については招集所を設けず、現地招集とする。

トラック種目は競技開始１５分前～１０分前に招集を受け、レーンナンバーを受け取り右腰に付

ける。

フィールド種目は棒高跳びのみ競技開始６０分前までに招集完了とする。その他は１５分前まで

に招集完了する。

招集完了時間に遅れた競技者は棄権とみなし出場を認めない。

○応援については声を出しての応援や拍手等での応援もなし。

○トラック競技でスターティングブロックを使用する種目に出場する選手は、設置前に主催者で用

意したアルコール消毒液(ジェル)で手指をアルコール消毒する。

○長距離種目については出場人数を確認し、密にならない程度の人数で番組編成を行う。

○トラック競技はレース終了後、レーンナンバーを外しかごに入れる。その後、第１コーナー付近

に主催者が用意したアルコール消毒液(ジェル)で手指をアルコール消毒し、スタート付近に戻り

荷物を持って陣地に戻ること。

○フィールド種目については競技終了後、各ピットに主催者が用意したアルコール消毒液

(ジェル)で手指をアルコール消毒し、荷物を持って陣地に戻ること。

○砲丸投については試技毎にアルコール消毒液で手指消毒を行う。

○選手の付き添いは原則無しで荷物の管理は自分で行う。ゴール後、スタート地点に戻るときは、

本部前は通らず、芝生の所を回って戻るか、スパイクを脱いでメインスタンド裏を通って戻る。

その際、走幅跳の競技を行っている時は走幅跳の選手の待機場所を通らないで戻る。

○選手のテントは設置しないが、雨天の場合のみ、棒高跳び１張、走り幅跳び１張ずつ、走高跳１

張、砲丸投げ１張 の計５張を設置する。

○トラック種目については全てタイムレース決勝とする。

○走幅跳・砲丸投についてはトップ８を実施する。

○棒高跳・砲丸投で使用する滑り止めは主催者では用意しない。各自で準備する。滑り止めを他人

と共有はしない。

以上のように感染の可能性を極力抑えるために入念な対策で大会を運営していきま

すが、それでも１００％の感染防止をするとお約束することは難しいと思われます。万

が一、新型コロナウイルスに感染してしまっても、主催者としては責任を負うことはで

きない点をご了承ください。
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中学1年男子100m　香取

5月15日 10:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

2 2

ｵｵﾀｹ  ﾕｳｾｲ ﾀｶﾊｼ  ﾘｮｳﾀﾛｳ

3 6591 大竹  悠生(1) 神崎 14.10 3 6577 高橋  涼大朗(1) 多古 15.04
ｶﾄﾘ  ｳｷｮｳ ﾌｼﾞｻｷ  ｴｲﾀﾞｲ

4 6612 香取  佑京(1) 東庄 13.70 4 6593 藤﨑  瑛大(1) 神崎 14.20
ｽｶﾞﾔ  ﾗｲﾄ ｼﾉﾂｶ  ﾊﾙﾏ

5 6605 菅谷  徠人(1) 佐原 14.10 5 6574 篠塚  遼眞(1) 香取 14.40
ﾘｷﾈ  ｶｽﾞﾔ ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾋﾛﾄ

6 6587 力根  和也(1) 小見川 13.31 6 6615 宮澤  啓人(1) 東庄 14.20
ｺｶﾞ  ﾘｮｳﾄ ﾀｶﾂｶ  ﾘｮｳﾀ

7 6613 古賀  涼斗*(1) 東庄 14.30 7 6588 髙塚  遼汰(1) 小見川 13.61
ﾔﾏﾓﾄ  ﾂﾊﾞｻ ｺﾞｷﾀ  ﾕｳﾔ

8 6601 山本  翼*(1) 佐原 9999.00 8 6602 五喜田  雄也(1) 佐原 16.20

9 9

3組 風(+/-    ) タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

2 1

ﾏﾂﾓﾄ  ﾏｻﾀｹ

3 6581 松本  剛丈(1) 栗源 2
ﾓﾄﾐﾔ  ﾀｸﾏ

4 6583 本宮  琢磨(1) 小見川 13.45 3
ｳｴﾀﾞ  ｱﾑ

5 6616 上田  暁夢(1) 東庄 13.30 4
ﾏﾂｳﾗ  ﾏﾅﾄ

6 6596 松浦  愛叶*(1) 神崎 9999.00 5
ｲﾄｳ  ﾏｻﾄ

7 6590 伊藤  雅人(1) 神崎 14.00 6
ｵｶﾞﾀ  ﾀｲﾕｳ

8 6607 尾形  泰悠(1) 佐原 14.48 7
ｼﾉﾂｶ  ﾘｸﾄ

9 6575 篠塚  陸人(1) 香取 14.60 8
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中学2年男子100m　香取

5月15日 10:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｻﾄｳ  ﾕｳｷ ｵｸﾑﾗ  ｲﾂｷ

2 6510 佐藤  宙翔(2) 香取 17.00 2 6522 奥村  一輝(2) 佐原 13.70
ﾀﾑﾗ  ﾊﾙｷ ｲﾄｳ  ｾﾅ

3 6523 田村  春稀(2) 佐原 14.20 3 6509 伊藤  碧海(2) 香取 13.00
ｺﾞﾄｳ  ﾘｮｳﾉｽｹ ｳｲﾉ  ﾖｼﾄ

4 6553 後藤  涼之介(2) 神崎 13.78 4 6543 宇井野  吉翔(2) 小見川 13.67
ｲｿﾔﾏ  ｼｭｳｺﾞ ｷｳﾁ  ﾘｼｭｳ

5 6569 磯山  柊吾(2) 東庄 13.00 5 6525 木内  璃州(2) 佐原五 13.29
ｶﾏｶﾞﾀ  ｱﾗﾀ ﾋﾗｼﾏ  ｹｲｽｹ

6 6545 鎌形  新太(2) 小見川 12.58 6 6513 平島  圭祐(2) 香取 16.00
ｵｶﾞﾜ  ｷｮｳｼﾞ ﾋﾗﾔﾏ  ﾏｻﾔ

7 6542 小川  恭司(2) 小見川 13.01 7 6572 平山  雅也(2) 東庄 14.50
ｲｶﾞﾗｼ  ｵｳｽｹ

8 6559 五十嵐  凰介(2) 多古 16.25 8

9 9

中学3年男子100m　香取

5月15日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｽｽﾞｷ  ﾕｳﾄ ﾏｴﾀﾞ  ﾘｮｳｽｹ

2 6508 鈴木  悠斗(3) 香取 12.20 2 6530 前田  梁佑(3) 山田 13.01
ﾖｺﾎﾞﾘ  ﾅｷﾞﾄ ｼﾉﾀﾞ  ﾋﾛｷ

3 6555 横堀  凪柊(3) 多古 11.96 3 6539 篠田  浩己(3) 小見川 11.61
ｽｽﾞｷ  ｶｽﾞﾏ ｺｶﾂ  ｶﾞｸ

4 6527 鈴木  和真*(3) 山田 13.01 4 6517 小勝  樂玖(3) 佐原 12.40
ﾀｶﾊｼ  ﾘｸﾄ ｻﾄｳ  ﾘｸﾔ

5 6563 高橋  利来翔(3) 東庄 12.98 5 6556 佐藤  陸弥(3) 多古 12.71
ｲﾉｳ  ﾘｭｳﾄ ｼﾉﾂｶ  ﾖｳﾀ

6 6519 伊能  龍登(3) 佐原 13.28 6 6501 篠塚  陽太(3) 栗源 13.12
ｳｲ  ｼｭｳﾄ ホソノ  ショウタ

7 6528 宇井  脩人(3) 山田 14.01 7 6573 細野  翔太(3) 山田 9999.00

8 8

9 9
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中学共通男子200m　香取

5月15日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

2 2

ｳｲ  ｼｭｳﾄ ｻｲﾀ  ｱｲﾙ

3 6528 宇井  脩人(3) 山田 28.78 3 6503 斎田  愛琉(2) 栗源 29.44
ｽｽﾞｷ  ﾕｳﾄ ｶﾀﾊﾞﾐ  ﾘｮｳﾀ

4 6508 鈴木  悠斗(3) 香取 24.38 4 6532 方喰  遼太(3) 山田 25.89
ｵｸﾑﾗ  ｲﾂｷ ｲﾄｳ  ﾚｲ

5 6522 奥村  一輝(2) 佐原 26.99 5 6507 伊藤  嶺(3) 香取 25.50
ｳｲﾉ  ﾖｼﾄ ｶﾏｶﾞﾀ  ｱﾗﾀ

6 6543 宇井野  吉翔(2) 小見川 26.01 6 6545 鎌形  新太(2) 小見川 27.01
ﾏｴﾀﾞ  ﾘｮｳｽｹ ｻﾄｳ  ﾘｸﾔ

7 6530 前田  梁佑(3) 山田 26.76 7 6556 佐藤  陸弥(3) 多古 26.78
ﾊﾔｼ  ﾅﾙﾐ ｺﾞﾄｳ  ﾘｮｳﾉｽｹ

8 6546 林  成海(2) 小見川 27.01 8 6553 後藤  涼之介(2) 神崎 28.56
ｼﾉﾂｶ  ﾖｳﾀ ｲﾉｳ  ﾘｭｳﾄ

9 6501 篠塚  陽太(3) 栗源 28.75 9 6519 伊能  龍登(3) 佐原 27.10

中学共通男子400m　香取

5月15日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｶﾀﾊﾞﾐ  ﾘｮｳﾀ ｶｶﾞｲ  ﾀｲｶﾞ

2 6532 方喰  遼太(3) 山田 56.56 2 6582 加々井  大河(1) 小見川 1:05.05
ﾊﾔｼ  ｹｲｺﾞ ｲｲﾀﾞ  ﾀｲｶﾞ

3 6533 林  慶悟(3) 山田 57.67 3 6594 飯田  大翔(1) 神崎 1:05.00
ﾐﾂﾊｼ  ﾘﾂ ｽｽﾞｷ  ｶｽﾞﾏ

4 6551 三橋  律(3) 神崎 58.18 4 6527 鈴木  和真(3) 山田 58.67
ｼｵﾀﾆ  ｶｲﾘ ｸﾎﾞｷ  ﾊﾔﾄ

5 6561 塩谷  櫂吏(3) 東庄 1:00.00 5 6570 久保木  颯都(2) 東庄 1:00.00
ｻｲﾀ  ｱｲﾙ ﾐﾔｳﾁ  ﾊﾙ

6 6503 斎田  愛琉(2) 栗源 6 6538 宮内  波瑠(3) 小見川 56.05
ﾘｷﾈ  ｶｽﾞﾔ

7 6587 力根  和也(1) 小見川 1:05.05 7

8 8

9 9
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中学共通男子800m　香取 中学1年男子1500m　香取

5月15日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　 ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 1組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾔﾀﾍﾞ  ﾗｲｱ ﾜﾀﾗｲ  ﾅｵﾄ

1 6505 谷田部  來愛(2) 栗源 2:17.00 1 6599 度会  直人(1) 佐原 5.15
ｺｳｺﾞ  ｿﾗ ｲｲﾀﾞ  ﾀｲｶﾞ

2 6544 向後  昊(2) 小見川 2:30.05 2 6594 飯田  大翔(1) 神崎 5:30.00
ｱｵﾔｷﾞ  ﾕｳｷ ﾏｽﾀﾞ  ﾊﾙｷ

3 6535 青柳  優希(2) 山田 2:35.65 3 6585 増田  遥希(1) 小見川 5:03.05
ﾏｽﾀﾞ  ﾊﾙｷ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾐ

4 6585 増田  遥希(1) 小見川 2:25.05 4 6586 小林  巧(1) 小見川 5:20.05
ｼｵﾀﾆ  ｶｲﾘ ﾋﾛｾ  ﾕｳﾄ

5 6561 塩谷  櫂吏(3) 東庄 2.20 5 6606 廣瀨  祐士(1) 佐原 4:50.22
ｸﾎﾞｷ  ﾊﾔﾄ ｶﾜﾋﾄ  ｿｳﾏ

6 6570 久保木  颯都(2) 東庄 2.28 6 6580 川人  颯馬(1) 栗源
ｵｵｻｷ  ﾙｲ ｼﾉﾂﾞｶ  ﾕｳﾏ

7 6518 大﨑  琉唯(3) 佐原 2.25 7 6578 篠塚  悠真(1) 多古 6:50.00
ﾋﾛｾ  ﾕｳﾄ ｶﾏﾀ  ｶｽﾞﾅﾘ

8 6606 廣瀨  祐士(1) 佐原 2.23 8 6576 鎌田  一成(1) 多古 5:40.00
ﾓﾐﾔﾏ  ﾊﾙｷ

9 6609 籾山  晴輝(2) 佐原 2.35
ｵｶﾞﾜ  ﾘｭｳｷ

10 6541 小川  竜輝(3) 小見川 2:02.05
ﾊﾔｼ  ｹｲｺﾞ

11 6533 林  慶悟(3) 山田 2:14.34
ﾐｳﾗ  ﾄﾓｷ

12 6514 三浦  朋樹(2) 香取 2.30
ｼﾉﾂﾞｶ  ﾕｳﾀ

13 6511 篠塚  勇拓(2) 香取 3.00
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中学共通男子1500m　香取 中学共通男子3000m香取・東総

5月15日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　 ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 1組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｱｷﾔﾏ  ﾉﾌﾞﾖｼ ｺｳｺﾞ  ｹﾞﾝﾀ

1 6557 秋山  延慶(3) 多古 4:53.00 1 6547 向後  源太*(2) 小見川 2:46:39.00
ｵｶﾞﾜ  ｶﾅﾀ ｼﾐｽﾞ  ﾊﾙﾅｶﾞ

2 6537 小川  奏多(3) 小見川 4:25.05 2 6565 清水  陽永(3) 東庄 9:27.00
ﾀﾀﾞ  ﾕｳｽｹ ｵｶﾞﾜ  ｶﾅﾀ

3 6564 多田  有佑(3) 東庄 4.45 3 6537 小川  奏多(3) 小見川 9:30.05
ﾏﾂｵ  ﾙｲ ﾄﾑﾗ  ｿﾗ

4 6566 松尾  塁(3) 東庄 4.46 4 6512 戸村  宇宙(2) 香取 12.00
ﾔﾀﾍﾞ  ﾗｲｱ ｶﾄｳ  ﾗｳﾙ

5 6505 谷田部  來愛(2) 栗源 4:35.00 5 6568 加藤  悠凌(2) 東庄 9:27.24
ｵｵｻｷ  ﾙｲ ｻﾄｳ  ﾀｲﾖｳ

6 6518 大﨑  琉唯(3) 佐原 4.55 6 6536 佐藤  太陽(2) 山田 11:19.90
ｱｵﾔｷﾞ  ﾕｳｷ ﾀｶｼﾏ  ﾘｭｳｾｲ

7 6535 青柳  優希(2) 山田 5:20.23 7 6540 髙嶋  琉聖(3) 小見川 9:30.05
ｲﾄｳ  ｾﾅ ﾀﾏﾂｸﾘ  ｷﾗ

8 6509 伊藤  碧海(2) 香取 4.40 8 6531 玉造  希来(3) 山田 11:09.12
ｲﾄｳ  ｿｳﾀ ｵｶﾞﾜ  ﾘｭｳｷ

9 6558 伊藤  颯太(2) 多古 4:44.00 9 6541 小川  竜輝(3) 小見川 9:30.05
ﾐﾔｳﾁ  ﾊﾙ ｶﾄｳ  ｱﾙﾌ

10 6538 宮内  波瑠(3) 小見川 4:30.05 10 6562 加藤  彬芙(3) 東庄 9:10.45
ｲｼﾀﾞ  ﾊﾙｶ ｲｼｹﾞ  ｼｮｳﾏ

11 6506 石田  晴雅(3) 香取 5.18 11 6684 石毛  翔麻(2) 旭二 9:30.00
ﾐｳﾗ  ｶﾝｻｲ ｲﾜｾ  ﾖｼﾋﾄ

12 6550 三浦  寛哉(3) 神崎 5:19.07 12 6782 岩瀬  嘉史(3) 八日市場二 10:26.58
ﾀｶﾊｼ  ﾊﾙﾄ ﾀｶﾊｼ  ｹｲﾀ

13 6504 高橋  陽斗(2) 栗源 6:04.00 13 6688 髙橋  佳汰(2) 旭二 9:30.00
ﾀｶｼﾏ  ﾘｭｳｾｲ ﾋﾗﾉ  ﾊﾙﾄ

14 6540 髙嶋  琉聖(3) 小見川 4:30.05 14 6735 平野  悠翔(3) 銚子西 9:56.31
ﾓﾐﾔﾏ  ﾊﾙｷ ｶｾ  ﾊﾙｷ

15 6609 籾山  晴輝(2) 佐原 5.25 15 6733 加瀬  陽稀(3) 銚子西 9:53.23
ｶﾄｳ  ｱﾙﾌ ｵｵｲｼ  ﾀｲｶﾞ

16 6562 加藤  彬芙(3) 東庄 4.26 16 6658 大石  泰我(3) 旭一 10:26.77
ｻﾄｳ  ﾀｲﾖｳ ｻﾉ  ﾀﾞｲｽｹ

17 6536 佐藤  太陽(2) 山田 5:40.89 17 6743 佐野  太翼(2) 銚子西
ﾀﾏﾂｸﾘ  ｷﾗ ﾌｼﾞｲ  ｿｳｶﾞ

18 6531 玉造  希来(3) 山田 5:11.23 18 6736 藤井  颯香(3) 銚子西
ｸｻｶﾍﾞ  ｼｭﾝ ﾀﾇﾏ  ｼｮｳｷ

19 6529 日下部  隼*(3) 山田 2:46:39.00 19 6720 田沼  翔輝(3) 銚子 10:31.82
ﾈﾓﾄ  ｺｳｾｲ

20 6691 根本  航成(2) 旭二 10:45.00
ｼﾗﾄ  ｼﾞｭﾝ

21 6748 白土  潤(2) 銚子西
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中学共通男子4X100mR　香取

5月15日 15:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
(  ) 6501 ｼﾉﾂｶ  ﾖｳﾀ (  ) 6517 ｺｶﾂ  ｶﾞｸ (  ) 6507 ｲﾄｳ  ﾚｲ
(  ) 6503 ｻｲﾀ  ｱｲﾙ (  ) 6515 ｽｽﾞｷ  ﾕｳｾｲ (  ) 6508 ｽｽﾞｷ  ﾕｳﾄ
(  ) 6505 ﾔﾀﾍﾞ  ﾗｲｱ (  ) 6519 ｲﾉｳ  ﾘｭｳﾄ (  ) 6506 ｲｼﾀﾞ  ﾊﾙｶ
(  ) 6579 ｱｻﾉ  ﾚﾝ (  ) 6522 ｵｸﾑﾗ  ｲﾂｷ (  ) 6509 ｲﾄｳ  ｾﾅ
(  ) 6581 ﾏﾂﾓﾄ  ﾏｻﾀｹ (  ) 6523 ﾀﾑﾗ  ﾊﾙｷ (  ) 6514 ﾐｳﾗ  ﾄﾓｷ
(  ) (  ) 6521 ﾊｾｶﾞﾜ  ｿﾗ (  ) 6512 ﾄﾑﾗ  ｿﾗ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
(  ) 6527 ｽｽﾞｷ  ｶｽﾞﾏ (  ) 6563 ﾀｶﾊｼ  ﾘｸﾄ (  ) 6539 ｼﾉﾀﾞ  ﾋﾛｷ
(  ) 6528 ｳｲ  ｼｭｳﾄ (  ) 6567 ｻｲﾄｳ  ﾖｼﾄ (  ) 6545 ｶﾏｶﾞﾀ  ｱﾗﾀ
(  ) 6530 ﾏｴﾀﾞ  ﾘｮｳｽｹ (  ) 6569 ｲｿﾔﾏ  ｼｭｳｺﾞ (  ) 6542 ｵｶﾞﾜ  ｷｮｳｼﾞ
(  ) 6532 ｶﾀﾊﾞﾐ  ﾘｮｳﾀ (  ) 6612 ｶﾄﾘ  ｳｷｮｳ (  ) 6538 ﾐﾔｳﾁ  ﾊﾙ
(  ) 6533 ﾊﾔｼ  ｹｲｺﾞ (  ) 6613 ｺｶﾞ  ﾘｮｳﾄ (  ) 6546 ﾊﾔｼ  ﾅﾙﾐ
(  ) 6534 ｽｶﾞｲ  ｺｳｷ (  ) 6616 ｳｴﾀﾞ  ｱﾑ (  ) 6543 ｳｲﾉ  ﾖｼﾄ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
(  ) 6555 ﾖｺﾎﾞﾘ  ﾅｷﾞﾄ (  ) 6548 ｶﾅｻﾞﾜ  ﾀﾂﾋﾛ
(  ) 6558 ｲﾄｳ  ｿｳﾀ (  ) 6549 ｻｶﾓﾄ  ﾌｳﾏ
(  ) 6556 ｻﾄｳ  ﾘｸﾔ (  ) 6550 ﾐｳﾗ  ｶﾝｻｲ
(  ) 6577 ﾀｶﾊｼ  ﾘｮｳﾀﾛｳ (  ) 6551 ﾐﾂﾊｼ  ﾘﾂ
(  ) (  ) 6552 ｲﾏｲ  ﾊﾙｷ
(  ) (  ) 6553 ｺﾞﾄｳ  ﾘｮｳﾉｽｹ
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5 8

3 6

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｵｰﾀﾞｰ

1

2

3

4

5

6

7

8

三橋  律(3)
今井  晴稀(2)
後藤  涼之介(2)

宇井野  吉翔(2)

多古
横堀  凪柊(3)
伊藤  颯太(2)
佐藤  陸弥(3)
高橋  涼大朗(1)

神崎
金澤  辰海(3)
坂本  楓磨(3)
三浦  寛哉(3)

小見川
篠田  浩己(3)
鎌形  新太(2)
小川  恭司(2)
宮内  波瑠(3)
林  成海(2)

菅井  虹希(3)

東庄
高橋  利来翔(3)

齊藤  喜斗(3)
磯山  柊吾(2)
香取  佑京(1)
古賀  涼斗(1)
上田  暁夢(1)

山田
鈴木  和真(3)
宇井  脩人(3)
前田  梁佑(3)
方喰  遼太(3)
林  慶悟(3)

長谷川  蒼空(2)

香取
伊藤  嶺(3)
鈴木  悠斗(3)
石田  晴雅(3)
伊藤  碧海(2)
三浦  朋樹(2)
戸村  宇宙(2)

佐原
小勝  樂玖(3)
鈴木  悠聖(3)
伊能  龍登(3)
奥村  一輝(2)
田村  春稀(2)

栗源
篠塚  陽太(3)
斎田  愛琉(2)
谷田部  來愛(2)

浅野  蓮(1)
松本  剛丈(1)
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中学共通男子走高跳　香取

5月15日 12:30 決　勝    

決　勝　

ｻｲﾄｳ  ﾖｼﾄ

1 6567 齊藤  喜斗(3) 東庄
ｶﾅｻﾞﾜ  ﾀﾂﾋﾛ

2 6548 金澤  辰海(3) 神崎

中学共通男子棒高跳　香取

5月15日 09:00 決　勝    

決　勝　

ｶﾝｻﾞｷ  ｱﾂｼ

1 6592 神﨑  敦司(1) 神崎
ｽﾓﾄ  ｺｳｽｹ

2 6604 須本  康介*(1) 佐原
ﾔﾏｻﾞｷ  ｿｳﾏ

3 6597 山崎  蒼馬*(1) 神崎
ｽｽﾞｷ  ﾕｳｾｲ

4 6515 鈴木  悠聖(3) 佐原
ﾂﾊﾞｷ  ﾋﾛﾑ

5 6595 椿  洋夢*(1) 神崎
ｻｶﾓﾄ  ﾌｳﾏ

6 6549 坂本  楓磨(3) 神崎
ｵｵｻｷ  ﾊﾙ

7 6598 大﨑  陽琉*(1) 佐原
ﾊｾｶﾞﾜ  ｿﾗ

8 6521 長谷川  蒼空(2) 佐原
ｵｶﾞﾀ  ﾄｳﾏ

9 6600 尾形  兜馬*(1) 佐原
ｲﾏｲ  ﾊﾙｷ

10 6552 今井  晴稀(2) 神崎

m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m

m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m
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中学1年男子走幅跳　香取

5月15日 12:30 決　勝    

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾝｻﾞｷ  ｱﾂｼ m m m m m m m m
1 6592 神﨑  敦司(1) 神崎 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾌｼﾞｻｷ  ｴｲﾀﾞｲ m m m m m m m m
2 6593 藤﨑  瑛大(1) 神崎 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳ  ﾏｻﾄ m m m m m m m m
3 6590 伊藤  雅人(1) 神崎 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾉ  ｾﾞﾝ m m m m m m m m
4 6603 岡野  然(1) 佐原 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｴﾝﾄﾞｳ  ﾊﾔﾄ m m m m m m m m
5 6611 遠藤  隼人(1) 東庄 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾊｼ  ﾘｮｳﾀﾛｳ m m m m m m m m
6 6577 高橋  涼大朗(1) 多古 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｺｼｶﾜ  ﾀｲﾁ m m m m m m m m
7 6584 越川  泰智(1) 小見川 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｱｻﾉ  ﾚﾝ m m m m m m m m
8 6579 浅野  蓮(1) 栗源 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾂｶ  ﾘｮｳﾀ m m m m m m m m
9 6588 髙塚  遼汰(1) 小見川 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾏﾂﾓﾄ  ﾏｻﾀｹ m m m m m m m m
10 6581 松本  剛丈(1) 栗源 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

中学共通男子走幅跳　香取

5月15日 09:00 決　勝    

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺﾎﾞﾘ  ﾅｷﾞﾄ m m m m m m m m
1 6555 横堀  凪柊(3) 多古 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｶｷﾞ  ﾋﾅﾀ m m m m m m m m
2 6610 髙木  陽向(2) 香取 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲﾄｳ  ﾚｲ m m m m m m m m
3 6507 伊藤  嶺(3) 香取 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｽｶﾞｲ  ｺｳｷ m m m m m m m m
4 6534 菅井  虹希(3) 山田 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｽｽﾞｷ  ｴｲｼﾝ m m m m m m m m
5 6571 鈴木  瑛心(2) 東庄 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀﾑﾗ  ﾊﾙｷ m m m m m m m m
6 6523 田村  春稀(2) 佐原 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾋﾗｼﾏ  ｹｲｽｹ m m m m m m m m
7 6513 平島  圭祐(2) 香取 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｶﾅｻﾞﾜ  ﾀﾂﾋﾛ m m m m m m m m
8 6548 金澤  辰海(3) 神崎 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｼﾉﾀﾞ  ﾋﾛｷ m m m m m m m m
9 6539 篠田  浩己(3) 小見川 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲｶﾞﾗｼ  ｵｳｽｹ m m m m m m m m
10 6559 五十嵐  凰介(2) 多古 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｺｶﾂ  ｶﾞｸ m m m m m m m m
11 6517 小勝  樂玖(3) 佐原 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｳｽﾀﾞ  ｺｳｽｹ m m m m m m m m
12 6524 臼田  光佑(2) 佐原五 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｵｶﾞﾜ  ｷｮｳｼﾞ m m m m m m m m
13 6542 小川  恭司(2) 小見川 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
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中学共通男子砲丸投(5.000kg)香取

5月15日 10:00 決　勝    

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾗﾔﾏ  ﾏｻﾔ

1 6572 平山  雅也(2) 東庄 m m m m m m m m
ｲｿﾔﾏ  ｼｭｳｺﾞ

2 6569 磯山  柊吾(2) 東庄 m m m m m m m m
ﾊﾔｼ  ﾅﾙﾐ

3 6546 林  成海(2) 小見川 m m m m m m m m
ｶﾏｶﾞﾀ  ﾘｮｳｽｹ

4 6589 鎌形  亮佑(2) 小見川 m m m m m m m m
ﾀｶﾊｼ  ﾘｸﾄ

5 6563 高橋  利来翔(3) 東庄 m m m m m m m m
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中学1年女子100m　香取

5月15日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｶﾄﾘ  ｻｷ ﾏｷｼﾏ  ﾋﾅ

3 6485 香取  咲(1) 佐原 9999.00 3 6498 槙島  姫愛(1) 佐原五
ｵｵﾔｷﾞ  ｱｲﾘ ﾂｶﾓﾄ  ﾋｶﾘ

4 6492 大八木  藍理(1) 佐原 16.10 4 6484 塚本  妃伽梨(1) 神崎 14.30
ｱｷﾓﾄ  ﾕﾉﾝ ｸﾗﾀ  ﾏｵ

5 6495 秋本  結音(1) 東庄 17.30 5 6486 藏田  真央(1) 佐原 16.20
ｸﾎﾞｷ  ｱｶﾈ ﾂｶﾓﾄ  ﾅﾂｷ

6 6474 久保木  茜*(1) 香取 14.90 6 6478 塚本  菜月(1) 小見川 13.54
ﾔﾏｻﾞｷ  ｱｵｲ ﾈﾓﾄ  ﾚﾅ

7 6475 山﨑  蒼海(1) 多古 12.78 7 6490 根本  怜奈(1) 佐原 16.10

8 8

9 9

中学2年女子100m　香取

5月15日 10:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀﾏﾂｸﾘ  ｻﾗ

2 6473 玉造  桜空(2) 東庄 15.50 2
ｻｲｷ  ﾐｺﾄ ｽｶﾞﾔ  ﾐﾉﾘ

3 6406 斉木  美琴(2) 栗源 16.50 3 6444 菅谷  美莉(2) 小見川 15.65
ﾌｸｼﾛ  ﾐｽﾞｷ ﾀﾀﾞ  ﾘﾘｺ

4 6422 福代  瑞記(2) 佐原 15.22 4 6428 多田  りり子(2) 佐原 13.01
ﾋﾗﾔﾏ  ｴﾐｶ ｸﾄﾞｳ  ｻｸﾗ

5 6460 平山  恵美花(2) 多古 14.97 5 6452 工藤  さくら(2) 神崎 15.28
ｶﾄﾘ  ﾐｳ ﾀﾏﾂｸﾘ  ｱﾝﾅ

6 6409 香取  美羽(2) 香取 14.70 6 6426 玉造  杏菜(2) 佐原 15.11
ｻｴｷ  ﾐﾕ ｵｶﾞﾜ  ｼｵﾘ

7 6442 佐伯  美優(2) 小見川 14.61 7 6435 小川  栞里(2) 佐原五 15.40
ﾃﾗﾀﾞ  ｺｺﾛ ｼﾗﾄﾘ  ﾋｶﾘ

8 6454 寺田  心(2) 神崎 15.50 8 6448 白鳥  日香莉(2) 小見川 15.55
ﾐﾔｻﾞｷ  ｳﾀ ｳﾉ  ｱｲｶ

9 6455 宮﨑  羽詩(2) 神崎 15.50 9 6405 宇野  愛花(2) 栗源 15.89
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中学3年女子100m　香取

5月15日 09:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

2 2

ヒラノ  ﾓｴ ｼﾗﾄﾘ  ｻﾗ

3 6402 平野  萌(3) 栗源 15.00 3 6457 白鳥  早羅(3) 多古 16.22
ﾌｼﾞｻｷ  ﾊﾙﾉ ﾐﾉﾜ  ｱﾔｾ

4 6416 藤﨑  春乃(3) 佐原 14.03 4 6466 箕輪  彩星(3) 東庄 12.89
ｳｴﾀﾞ  ｻﾗ ﾀｶﾊｼ  ﾒｲ

5 6411 植田  采蘭(3) 佐原 14.02 5 6410 髙橋  芽生(3) 佐原 14.01
ﾀｶﾗ  ｻｷ ﾀｶﾔｽ  ｱﾔﾅ

6 6458 髙良  咲(3) 多古 14.23 6 6408 髙安  彩名(3) 香取 14.01
ﾂﾁﾔ  ﾐｳ ﾀｶﾂｶ  ｱｵｲ

7 6462 土屋  美潤(3) 東庄 13.50 7 6441 髙塚  葵(3) 小見川 13.11
ｵｶ  ﾐﾘｱ ﾊｷﾞﾜﾗ  ｻｷ

8 6463 岡  美莉亜(3) 東庄 15.01 8 6431 萩原  咲紀(3) 佐原五 14.87
ﾅｶｻﾞﾄ  ｱｵｲ

9 9 6404 中里  葵(3) 栗源 15.10

中学共通女子200m　香取

5月15日 11:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾀﾀﾞ  ﾘﾘｺ ﾌｼﾞｻｷ  ﾊﾙﾉ

2 6428 多田  りり子(2) 佐原 27.12 2 6416 藤﨑  春乃(3) 佐原 30.19
ｽｽﾞｷ  ｱｵｲ ﾀｶﾔｽ  ｱﾔﾅ

3 6464 鈴木  あおい(3) 東庄 30.62 3 6408 髙安  彩名(3) 香取 29.70
ﾀｶﾂｶ  ｱｵｲ ﾀﾏﾂｸﾘ  ｱﾝﾅ

4 6441 髙塚  葵(3) 小見川 26.59 4 6426 玉造  杏菜(2) 佐原 30.55
ﾋﾗﾔﾏ  ｴﾐｶ ｸﾄﾞｳ  ｻｸﾗ

5 6460 平山  恵美花(2) 多古 32.17 5 6452 工藤  さくら(2) 神崎 33.00
ﾈﾓﾄ  ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞ  ﾐｻｷ

6 6407 根本  夏鈴(2) 栗源 6 6467 飯田  美咲(3) 東庄 33.00
ｶﾄﾘ  ﾐｳ ﾀｹｳﾁ  ﾏｵ

7 6409 香取  美羽(2) 香取 34.00 7 6497 武内  愛桜(2) 佐原五

8 8

9 9
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中学1年女子800m　香取

5月15日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｼﾉﾂｶ  ﾕﾎ

1 6493 篠塚  倖歩(1) 佐原 3:10.55
ﾀｶﾊｼ  ｻﾜ

2 6487 髙橋  冴和(1) 佐原 2:34.55
ｽｽﾞｷ  ﾙﾐ

3 6482 鈴木  るみ(1) 小見川 2:42.05
ｶﾅﾓﾘ  ﾕｲ

4 6476 金森  由衣(1) 小見川 3:00.05
ｲｲｼﾞﾏ  ﾐﾕｳ

5 6499 飯島  美優(1) 山田
ﾄﾑﾗ  ﾏﾖ

6 6496 戸村  万葉(1) 東庄

中学共通女子800m　香取

5月15日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｸﾛﾀﾞ  ﾋﾅ ﾀｶｵｶ  ﾘﾉ

1 6443 黒田  ひな(2) 小見川 2:52.05 1 6447 髙岡  璃乃*(2) 小見川 2:46:39.00
ｻｲﾄｳ  ﾐﾕｳ ｲｼﾀﾞ  ﾕｲﾘ

2 6403 齋藤  未結(3) 栗源 2:50.00 2 6401 石田  結莉(3) 栗源 2:47.00
ｵﾉ  ﾘﾅ ﾋﾛｾ  ﾏｷ

3 6465 小野  莉奈(3) 東庄 2.42 3 6415 廣瀨  眞希(3) 佐原 2:19.19
ｷｸﾁ  ﾐﾜ ｻﾄｳ  ﾌｳｶ

4 6440 菊地  美和(3) 小見川 2:35.05 4 6461 佐藤  楓香(2) 多古 2:44.00
ﾉｸﾞﾁ  ﾕｳｶ ﾀｶﾀﾞ  ﾐﾕｳ

5 6469 野口  由翔(3) 東庄 2.49 5 6437 高田  実夢(3) 小見川 2:20.05
ﾋﾗﾔﾏ  ﾕｲ ｶﾜﾓﾘﾀ  ｿﾗﾊ

6 6456 平山  由唯(3) 多古 2:41.00 6 6471 川守田  空羽(2) 東庄 2.37
ｶﾜｿﾞｴ  ﾅﾅ ﾅﾐｷ  ﾋﾅｶ

7 6446 川添  菜々*(2) 小見川 2:46:39.00 7 6459 並木  日向花(3) 多古 3:04.00
ﾂﾊﾞｷ  ﾁﾋﾛ ｽｽﾞｷ  ｱﾔｶ

8 6436 椿  千尋(2) 山田 3:20.00 8 6434 鈴木  絢賀(2) 佐原五 3:03.50
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中学共通女子1500m　香取

5月15日 13:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

ﾋﾗﾔﾏ  ﾕｲ

1 6456 平山  由唯(3) 多古 6:00.00 1
ｻｲﾄｳ  ﾐﾕｳ

2 6403 齋藤  未結(3) 栗源 5:50.00 2
ﾉｸﾞﾁ  ﾅﾅｶ

3 6470 野口  和々夏(3) 東庄 5.36 3
ﾀﾀﾞ  ﾕﾘﾊ

4 6421 多田  百合葉(2) 佐原 5:45.55 4
ｶﾅﾓﾘ  ｱﾔﾓ

5 6432 金森  彩雲(2) 佐原五 6:38.77 5
ﾀｶﾊｼ  ｻﾜ

6 6487 髙橋  冴和(1) 佐原 5:10.55 6
ｲｲｼﾞﾏ  ﾐﾕｳ

7 6499 飯島  美優(1) 山田 7
ｽｽﾞｷ  ｱｵｲ

8 6464 鈴木  あおい(3) 東庄 5.39 8
ｷｸﾁ  ﾐﾜ

9 6440 菊地  美和(3) 小見川 5:11.05
ﾐﾔｳﾁ  ﾊﾙﾋ

10 6472 宮内  遥陽(2) 東庄 5.34
ﾂﾊﾞｷ  ﾁﾋﾛ

11 6436 椿  千尋(2) 山田 6:00.00
ﾅﾐｷ  ﾋﾅｶ

12 6459 並木  日向花(3) 多古 6:20.00
ﾋﾛｾ  ﾏｷ

13 6415 廣瀨  眞希(3) 佐原 4:54.87
ﾀｶﾀﾞ  ﾐﾕｳ

14 6437 高田  実夢(3) 小見川 4:39.69

中学共通女子100mH(0.762m)　香取

5月15日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 風(+/-    ) タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

2 1

ﾈﾓﾄ  ｶﾘﾝ

3 6407 根本  夏鈴(2) 栗源 19.33 2
ｸﾎﾞｷ  ﾏﾘｶ

4 6425 久保木  莉椛(2) 佐原 19.55 3
ﾐﾉﾜ  ｱﾔｾ

5 6466 箕輪  彩星(3) 東庄 14.77 4
ｳｴﾀﾞ  ｻﾗ

6 6411 植田  采蘭(3) 佐原 17.44 5
ﾀｶﾊｼ  ﾘｵ

7 6489 髙橋  莉央(1) 佐原 21.55 6

8 7

9 8
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中学共通女子4X100mR　香取

5月15日 15:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ 4ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 6435 ｵｶﾞﾜ  ｼｵﾘ (  ) 6462 ﾂﾁﾔ  ﾐｳ
(  ) (  ) 6429 ｶﾄﾘ  ﾐｻｷ (  ) 6463 ｵｶ  ﾐﾘｱ
(  ) (  ) 6497 ﾀｹｳﾁ  ﾏｵ (  ) 6466 ﾐﾉﾜ  ｱﾔｾ
(  ) (  ) 6431 ﾊｷﾞﾜﾗ  ｻｷ (  ) 6470 ﾉｸﾞﾁ  ﾅﾅｶ
(  ) (  ) 6434 ｽｽﾞｷ  ｱﾔｶ (  ) 6473 ﾀﾏﾂｸﾘ  ｻﾗ
(  ) (  ) 6430 ｸﾒ  ﾅﾅﾐ (  ) 6495 ｱｷﾓﾄ  ﾕﾉﾝ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ 7ﾚｰﾝ
(  ) 6458 ﾀｶﾗ  ｻｷ (  ) 6441 ﾀｶﾂｶ  ｱｵｲ (  ) 6449 ｶﾂﾏﾀ  ﾋﾅﾀ
(  ) 6460 ﾋﾗﾔﾏ  ｴﾐｶ (  ) 6437 ﾀｶﾀﾞ  ﾐﾕｳ (  ) 6450 ｻｻｷ  ﾊﾅ
(  ) 6457 ｼﾗﾄﾘ  ｻﾗ (  ) 6442 ｻｴｷ  ﾐﾕ (  ) 6451 ﾖｺﾔﾏ  ﾉｿﾞﾐ
(  ) 6475 ﾔﾏｻﾞｷ  ｱｵｲ (  ) 6478 ﾂｶﾓﾄ  ﾅﾂｷ (  ) 6452 ｸﾄﾞｳ  ｻｸﾗ
(  ) (  ) 6448 ｼﾗﾄﾘ  ﾋｶﾘ (  ) 6453 ｼﾉﾂｶ  ﾒｲ
(  ) (  ) (  ) 6454 ﾃﾗﾀﾞ  ｺｺﾛ
[  ] [  ] [  ]
[  ] [  ] [  ]

8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
(  ) 6410 ﾀｶﾊｼ  ﾒｲ (  ) 6402 ヒラノ  ﾓｴ
(  ) 6411 ｳｴﾀﾞ  ｻﾗ (  ) 6404 ﾅｶｻﾞﾄ  ｱｵｲ
(  ) 6416 ﾌｼﾞｻｷ  ﾊﾙﾉ (  ) 6405 ｳﾉ  ｱｲｶ
(  ) 6428 ﾀﾀﾞ  ﾘﾘｺ (  ) 6406 ｻｲｷ  ﾐｺﾄ
(  ) 6426 ﾀﾏﾂｸﾘ  ｱﾝﾅ (  ) 6407 ﾈﾓﾄ  ｶﾘﾝ
(  ) 6425 ｸﾎﾞｷ  ﾏﾘｶ (  )
[  ] [  ]
[  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録 順位 ﾁｰﾑ名 記録

1 4 7

2 5

3 6

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｵｰﾀﾞｰ

1

2

3

4

5

6

7

8

東庄佐原五
小川  栞里(2)
香取  美咲(3)
武内  愛桜(2)
萩原  咲紀(3)
鈴木  絢賀(2)

土屋  美潤(3)
岡  美莉亜(3)
箕輪  彩星(3)
野口  和々夏(3)

平山  恵美花(2)

多古
髙良  咲(3)

白鳥  早羅(3)

玉造  桜空(2)
秋本  結音(1)久米  菜々美(3)

山﨑  蒼海(1)

小見川
髙塚  葵(3)
高田  実夢(3)
佐伯  美優(2)
塚本  菜月(1)
白鳥  日香莉(2)

神崎
勝俣  ひなた(3)

佐々木  葉奈(3)

横山  希望(3)
工藤  さくら(2)

篠塚  萠依(2)
寺田  心(2)

佐原
髙橋  芽生(3)
植田  采蘭(3)
藤﨑  春乃(3)
多田  りり子(2)

玉造  杏菜(2)
久保木  莉椛(2)

栗源
平野  萌(3)
中里  葵(3)
宇野  愛花(2)
斉木  美琴(2)
根本  夏鈴(2)
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中学共通女子走高跳　香取

5月15日 09:30 決　勝    

決　勝　

ｸﾎﾞｷ  ﾕﾅ

1 6488 久保木  悠花*(1) 佐原
ｱｷﾓﾄ  ﾕﾉﾝ

2 6495 秋本  結音(1) 東庄
ﾔﾅｲ  ﾐｻｷ

3 6445 柳井  美彩貴(2) 小見川
ｼｲﾅ  ﾌﾀﾉ

4 6418 椎名  芙多乃(2) 佐原
ｼﾉﾂｶ  ﾒｲ

5 6453 篠塚  萠依(2) 神崎
ﾎｼﾅ  ｱﾔﾈ

6 6494 保科  綾音*(1) 佐原
ｵｸﾞﾗ  ﾏﾅﾐ

7 6420 小倉  真菜美(2) 佐原

中学共通女子棒高跳　香取

5月15日 09:00 決　勝    

決　勝　

ｺﾝﾄﾞｳ  ｱｲﾐ

1 6417 近藤  愛美(2) 佐原
ﾃﾗﾀﾞ  ｺｺﾛ

2 6454 寺田  心(2) 神崎
ｻｻｷ  ﾊﾅ

3 6450 佐々木  葉奈(3) 神崎
ﾐﾔｻﾞｷ  ｳﾀ

4 6455 宮﨑  羽詩(2) 神崎
ｻｲﾄｳ  ｶｺ

5 6414 齊藤  佳子(3) 佐原

m
記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 順位 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m
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中学1年女子走幅跳　香取

5月15日 12:30 決　勝    

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾎﾞｷ  ﾙｶ m m m m m m m m
1 6477 久保木  るか(1) 小見川 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｼﾉﾂﾞｶ  ﾘｱ m m m m m m m m
2 6491 篠塚  莉愛(1) 佐原 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀﾀﾞ  ｻｷﾅ m m m m m m m m
3 6481 多田  咲菜(1) 小見川 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾐﾔｼﾀ  ﾗﾗ m m m m m m m m
4 6483 宮下  楽々*(1) 小見川 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾔﾏｻﾞｷ  ｱｵｲ m m m m m m m m
5 6475 山﨑  蒼海(1) 多古 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｸﾎﾞｷ  ｱｶﾈ m m m m m m m m
6 6474 久保木  茜(1) 香取 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾂｶﾓﾄ  ﾋｶﾘ m m m m m m m m
7 6484 塚本  妃伽梨(1) 神崎 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｶﾏｶﾞﾀ  ﾒｲﾅ m m m m m m m m
8 6479 鎌形  芽愛(1) 小見川 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

中学共通女子走幅跳　香取

5月15日 09:00 決　勝    

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾗﾄﾘ  ｻﾗ m m m m m m m m
1 6457 白鳥  早羅(3) 多古 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｶｵｶ  ﾐｳ m m m m m m m m
2 6438 髙岡  美羽(3) 小見川 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾂﾁﾔ  ﾐｳ m m m m m m m m
3 6462 土屋  美潤(3) 東庄 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾗ  ｻｷ m m m m m m m m
4 6458 髙良  咲(3) 多古 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾀｶﾊｼ  ﾒｲ m m m m m m m m
5 6410 髙橋  芽生(3) 佐原 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｲｼﾊﾗ  ﾚｲｻ m m m m m m m m
6 6412 石原  麗咲(3) 佐原 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾅｶﾉ  ﾐﾕ m m m m m m m m
7 6413 中野  愛結(3) 佐原 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｶﾄﾘ  ﾐｻｷ m m m m m m m m
8 6429 香取  美咲(3) 佐原五 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｻｲｷ  ﾐｺﾄ m m m m m m m m
9 6406 斉木  美琴(2) 栗源 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ﾉｸﾞﾁ  ﾕｳｶ m m m m m m m m
10 6469 野口  由翔(3) 東庄 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｼﾉﾂｶ  ﾒｲ m m m m m m m m
11 6453 篠塚  萠依(2) 神崎 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｳﾉ  ｱｲｶ m m m m m m m m
12 6405 宇野  愛花(2) 栗源 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-

ｸﾗﾓﾁ  ﾎﾉｶ m m m m m m m m
13 6423 倉持  穂花*(2) 佐原 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
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中学共通女子砲丸投(2.721kg)香取

5月15日 12:30 決　勝    

決　勝

試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 順位 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶｻﾞﾄ  ｱｵｲ

1 6404 中里  葵(3) 栗源 m m m m m m m m
ﾅｶﾓﾄ  ｶﾅ

2 6424 中本  佳和(2) 佐原 m m m m m m m m
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾕﾂﾞｷ

3 6439 遠藤  優月(3) 小見川 m m m m m m m m
ヒラノ  ﾓｴ

4 6402 平野  萌(3) 栗源 m m m m m m m m
ﾀｶｼﾅ  ﾁﾊﾙ

5 6419 髙品  千春(2) 佐原 m m m m m m m m
ﾖｺﾔﾏ  ﾉｿﾞﾐ

6 6451 横山  希望(3) 神崎 m m m m m m m m
ﾋﾉｸﾞﾁ  ﾘｺ

7 6480 樋之口  莉子(1) 小見川 m m m m m m m m
ｸﾒ  ﾅﾅﾐ

8 6430 久米  菜々美(3) 佐原五 m m m m m m m m
ｶﾂﾏﾀ  ﾋﾅﾀ

9 6449 勝俣  ひなた(3) 神崎 m m m m m m m m
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男子
種　目 記録 氏　　名 年度 学校名

１年１００Ｍ   12"1 篠塚　幹夫 H3 小見川
２年１００Ｍ 11"4 青野　裕輔 H11 下　総
３年１００Ｍ 11"3 秋山　幸輝 H5 栗　源
共通２００Ｍ  22"9 小川　正通 H7 多　古
共通４００Ｍ 53"32 宮崎　留樺 R01 山　田
共通８００Ｍ 2'01"1 石井　裕　 H6 東　庄
１年１５００Ｍ 4'42"9 菅谷 　俊雄 H7 干　潟
共通１５００Ｍ 4'19"62 高橋　拓也 H17 多　古
共通３０００Ｍ 8'59"51 池谷健太郎 H15 小見川
共通１１０ＭＨ 15"05 齋藤　準 H25 多　古
１年走幅跳   5m53 石橋　正清 H11 栗　源
共通走幅跳 6m77 石橋 隆也 Ｈ20 神　崎
共通走高跳 1m92 高橋　雅彦 H17 東　庄

 15m89 ※4kg 佐々木　聖 H12 小見川
 12m32 ※5kg 椿　拓海 H25 神　崎

共通棒高跳   4m60 上田　啓司 H6 小見川
四種競技 2620点 小堀　一成 H17 小見川

共通４×１００ＭＲ 45”83 神崎中 Ｈ20 神崎中

女子
種　目 記録 氏　　名 年度 学校名

１年１００Ｍ   13"4 高江　美樹 H元 小見川
２年１００Ｍ 12"68 寺下　祥子 H18 小見川
３年１００Ｍ   12"6 石井　美穂 H11 佐　原
共通２００Ｍ   25"72 佐々　あかり H29 東　庄
１年８００Ｍ 2'28"77 雑賀　千朝 H21 小見川
共通８００Ｍ 2'17"38 中村 仁美 H29 小見川

共通１５００Ｍ  4'45"29 中谷やよい H15 小見川
共通１００ＭＨ   15"15 鈴木　智絵 H15 佐　原
１年走幅跳 4m74 土屋　美潤 R01 東　庄
共通走幅跳 5m73 高橋　友果 H19 小見川
共通走高跳   1m60 多田　理紗 H21 東　庄
共通砲丸投 14m19 谷本　瞳 H18 小見川
共通棒高跳   3m10 本宮　未紀 H17 佐　原
四種競技 2247点 廣瀬　彩希愛 H17 小見川

共通４×１００ＭＲ 50"46 小見川中 H19 小見川中

東部地区陸上競技大会 大会記録

共通砲丸投
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東部地区陸上競技大会の戦跡

年　　度 男女総合優勝 男子優勝 女子優勝
第３０回（昭和53年度) 小見川 佐　原 新　島

第３１回（昭和54年度)  佐　原 佐　原 佐　原

第３２回（昭和55年度)  佐　原 佐　原 佐　原

第３３回（昭和56年度)  佐　原 佐　原 佐　原

第３４回（昭和57年度)  佐　原 佐　原 佐　原

第３５回（昭和58年度)  佐　原 佐　原 佐　原

第３６回（昭和59年度)  佐　原 佐　原 佐　原

第３７回（昭和60年度)  大　栄  大　栄 佐　原

第３８回（昭和61年度)  佐　原 佐　原 佐　原

第３９回（昭和62年度)  佐　原 佐　原 佐　原

第４０回（昭和63年度)  東　庄  東　庄  東　庄

第４１回（平成元年度)  東　庄  東　庄  東　庄

第４２回（平成２年度) 小見川  東　庄 小見川

第４３回（平成３年度) 小見川  東　庄 小見川

第４４回（平成４年度) 小見川 小見川  東　庄

第４５回（平成５年度) 小見川 小見川  東　庄

第４６回（平成６年度) 小見川 佐　原 小見川

第４７回（平成７年度) 小見川 佐　原 小見川

第４８回（平成８年度) 小見川 小見川  東　庄

第４９回（平成９年度) 小見川 小見川  東　庄

第５０回（平成10年度) 小見川 小見川 小見川

第５１回（平成11年度) 小見川 小見川 小見川

第５２回（平成12年度) 小見川 小見川 小見川

第５３回（平成13年度) 小見川 小見川  佐　原

第５４回（平成14年度) 小見川 小見川 小見川

第５５回（平成15年度) 小見川 小見川 小見川

第５６回（平成16年度) 多　古 多　古 多　古

第５７回（平成17年度) 小見川 多　古 小見川

第５８回（平成18年度) 多　古 多　古 小見川

第５９回（平成19年度) 多　古 多　古 佐　原

第６０回（平成20年度)  東　庄  東　庄  東　庄

第６１回（平成21年度) 小見川 小見川  佐　原

第６２回（平成22年度)  佐　原  東　庄  佐　原

第６３回（平成23年度)  東　庄  東　庄  東　庄

第６４回（平成24年度) 小見川 神　崎 小見川

第６５回（平成25年度) 神　崎 神　崎 小見川

第６６回（平成26年度) 神　崎  東　庄 神　崎

第６７回（平成27年度) 東　庄 神　崎 東　庄

第６８回（平成28年度) 東　庄 東　庄 佐　原

第６９回（平成29年度) 佐　原 東　庄 佐　原

第７０回（平成30年度) 小見川 小見川 佐　原

第７１回（令和１年度） 佐　原 小見川 佐　原

第７２回（令和２年度） 中　　　　止
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１年１００ｍ １年１５００ｍ １年走幅跳
年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名

Ｈ元 １２”６ 菅谷　淳　 佐　原 Ｈ元 4'53"8 豊永　昌利 東　庄 Ｈ元 5.10 桜井　大介 佐　原 Ｈ元 １１”８ 本田　貴久 東　庄 Ｈ元 １１”４ 高木　真　 山　田

Ｈ２ １２”４ 菅谷　直樹 東　庄 Ｈ２ 4'43"8 伊藤　弘行 神　崎 Ｈ２ 4.95 伊藤　直之 東　庄 Ｈ２ １２”５ 木内　昌利 佐原五 Ｈ２ １１”６ 高木　健志 小見川

Ｈ３ １２”１ 篠塚　幹夫 小見川 Ｈ３ 4'47"9 及川　貴典 多　古 Ｈ３ 4.92 飯田　正樹 大　栄 Ｈ３ １１”５ 小坂　学　 下　総 Ｈ３ １１”７ 大竹　和彦 新　島

Ｈ４ １３”０ 藤崎　和洋 干　潟 Ｈ４ 4'46"8 石井　裕　 東　庄 Ｈ４ 4.93 菅谷　喜洋 東　庄 Ｈ４ １２”２ 篠塚　幹夫 小見川 Ｈ４ １１”８ 寺内　　淳 神　崎

Ｈ５ １２”６ 兵野　隆雄 佐　原 Ｈ５ 4'50"1 日改　雅史 大　栄 Ｈ５ 5.18 堀江　信也 干　潟 Ｈ５ １１”８ 上田　啓司 小見川 Ｈ５ １１”３ 秋山　幸輝 栗　源

Ｈ６ １２”５ 諸岡　芳樹 大　栄 Ｈ６ 4'49"6 榎本　卓　 佐　原 Ｈ６ 4.60 石橋　武彦 佐原四 Ｈ６ １２”０ 小川　正通 多　古 Ｈ６ １１”５ 根本　将光 新　島

Ｈ７ １２”５ 加瀬　賢司 佐　原 Ｈ７ 4'42"9 菅谷　俊雄 干　潟 Ｈ７ 4.71 宇井　貞泰 多　古 Ｈ７ １２”１ 諸岡　芳樹 大　栄 Ｈ７ １１”４ 谷本　善治 東　庄

Ｈ８ １２”７ 石毛　和則 東　庄 Ｈ８ 5'00"4 花香　俊毅 東　庄 Ｈ８ 4.84 藤田　敬也 佐原五 Ｈ８ １１”９ 篠塚  崇　 小見川 Ｈ８ １１”８ 川端　英治 佐　原

Ｈ９ １２”７ 宇井　俊治 多　古 Ｈ９ 4'48"1 宮内　信吾 東　庄 Ｈ９ 4.91 加藤　晃太 佐　原 Ｈ９ １１”７ 北崎　勇介 大　栄 Ｈ９ １１”４ 加瀬　賢司 佐　原

Ｈ１０ １２”２ 青野　裕輔 下　総 Ｈ１０ 4'54"2 向後　和也 東　庄 Ｈ１０ 5.12 片野　諒　 佐原五 Ｈ１０ １１”９ 伊藤　幸司 東　庄 Ｈ１０ １１”７ 石毛　和則 東　庄

Ｈ１１ １２”５ 伊藤　勇人 小見川 Ｈ１１ 4'55"9 木内　良太 小見川 Ｈ１１ 5.06 上野　智雄 小見川 Ｈ１１ １１”４ 青野　祐輔 下　総 Ｈ１１ １１”８ 齋藤  豪　 小見川

Ｈ１２ １２”７ 兼子　亮充 下　総 Ｈ１２ 5'03"1 大竹　孝幸 大　栄 Ｈ１２ 5.53 石橋　正清 栗　源 Ｈ１２ １１”８ 菅井　純平 小見川 Ｈ１２ １１”６ 平野　豪人 小見川

Ｈ１３ １３”１ 勝又　蓉司 多　古 Ｈ１３ 5'05"9 日下　徹也 小見川 Ｈ１３ 5.49 林　　武彦 大　栄 Ｈ１３ １２”０ 兼子　亮允 下　総 Ｈ１３ １１”７ 根藤　浩二 神　崎

Ｈ１４ １２”９２ 森　大地 小見川 Ｈ１４ 4'58"27 石橋　樹 神　崎 Ｈ１４ 5.06 松井　勇樹 小見川 Ｈ１４ １２”１９ 宇井謙太郎 多　古 Ｈ１４ １２”１６ 加瀬　巧 多　古

Ｈ１５ １３”７１ 斎木 桂介 栗　源 Ｈ１５ 4'53"43 松澤　宝尚 東　庄 Ｈ１５ 5.07 小堀　一成 小見川 Ｈ１５ １２”９１ 霞　大樹 多　古 Ｈ１５ １２”０９ 勝又 蓉司 多　古

Ｈ１６ １３”２２ 藤田 侑希 佐　原 Ｈ１６ 4'53"44 木内 勇貴 東　庄 Ｈ１６ 4.76 濱田 達成 佐　原 Ｈ１６ １２”７９ 山本 祐樹 東　庄 Ｈ１６ １２”２５ 渡辺 徹 多　古

Ｈ１７ １２”７６ 久保木 裕也 香　取 Ｈ１７ 4'56"22 遠枝 澄人 多　古 Ｈ１７ 5.20 向後 史彦 小見川 Ｈ１７ １１”７５ 藤田 侑希 佐　原 Ｈ１７ １１”６５ 郡司 宏規 多　古

Ｈ１８ １３”１３ 小松崎　勝也 小見川 Ｈ１８ 5'04"12 川口　瑞保 小見川 Ｈ１８ 5.25 石橋　隆也 神　崎 Ｈ１８ １１”７１ 小倉　信秀 小見川 Ｈ１８ １１”６４ 早川　清悟 多　古

Ｈ１９ １３”５３ 掛巣　将人 東　庄 Ｈ１９ 5'06"85 宇井　章人 多　古 Ｈ１９ 4.82 蓑輪　隆 小見川 Ｈ１９ １２”５０ 香取　拓実 香　取 Ｈ１９ １１”９０ 小倉　信秀 小見川

Ｈ２０ １３”３１ 伏見 亮 佐　原 Ｈ２０ 4'55"42 石橋 裕也 栗　源 Ｈ２０ 5.03 青野 健登 神　崎 Ｈ２０ １２”０７ 工藤 直也 神　崎 Ｈ２０ １２”６１ 佐藤 寿希 栗　源

Ｈ２１ １３”４５ 向後 直樹 東　庄 Ｈ２１ 4'47"19 石井 翼 多　古 Ｈ２１ 5.22 宮城　 浩太 栗　源 Ｈ２１ １２”０６ 伏見 亮 佐　原 Ｈ２１ １２”３９ 香取 健太 佐　原

Ｈ２２ １３”６４ 星野 未希弥 多　古 Ｈ２２ 5'02"13 遠藤 駿汰 多　古 Ｈ２２ 4.91 白石 大画 東　庄 Ｈ２２ １２”５５ 鴇﨑 悠来 佐原五 Ｈ２２ １２”２５ 鍔本 拓也 神　崎

Ｈ２３ １２”９９ 染谷 和輝 神　崎 Ｈ２３ 5'07"63 加瀬 天斗 多　古 Ｈ２３ 4.67 藤崎 広太 佐　原 Ｈ２３ １２”４３ 鎌形 尚輝 香　取 Ｈ２３ １２”１１ 南田 隆宏 佐原五

Ｈ２４ １２”９２ 越川 滉二 小見川 Ｈ２４ 4'47"35 飯田 貴之 東　庄 Ｈ２４ 4.86 花香 順斗 栗　源 Ｈ２４ １２”１２ 藤崎 広太 佐　原 Ｈ２４ １１”５２ 鎌形 尚輝 香　取

Ｈ２５ １２”８５ 菅谷 龍輝 東　庄 Ｈ２５ 4'58"84 白鳥 優人 佐　原 Ｈ２５ 5.16 酒井　陽季 小見川 Ｈ２５ １１”９３ 堀内 優輝 東　庄 Ｈ２５ １１”８４ 高橋　駿輔 佐　原

Ｈ２６ １２”８7 鵤 亮也 山　田 Ｈ２６ 4'44"53 武内 陽大朗 佐　原 Ｈ２６ 5.30 篠塚 征哉 小見川 Ｈ２６ １１”８８ 髙野 怜也 佐　原 Ｈ２６ １２”４６ 長島 秀勝 山　田

Ｈ２７ １３”２９ 髙柴 弘貴 佐原五 Ｈ２７ 4'46"23 岡野 史弥 佐原三 Ｈ２７ 4.33 平原 蒼汰 佐　原 Ｈ２７ １２”６４ 鵤 亮也 山　田 Ｈ２７ １１”７３ 小林 隼人 多　古

Ｈ２８ １３”９８ 宇佐美 優生 佐　原 Ｈ２８ 4'44"88 篠原 悠 小見川 Ｈ２８ 4.20 鏑木 海斗 山　田 Ｈ２８ １２”３２ 押山 修治 東　庄 Ｈ２８ １２”１５ 鈴木 健太 香　取

Ｈ２９ １２”５２ 宮崎　留樺 山　田 Ｈ２９ 4'46"52 岩田 一冴 小見川 Ｈ２９ 4.67 香取 宝良 佐　原 Ｈ２９ １２”３３ 久米 一輝 佐原五 Ｈ２９ １１”３９ 押山 修治 東　庄

Ｈ３０ １３”３０ 栗田　陽成 小見川 Ｈ３０ 4'55"29 西廣　悠利 小見川 Ｈ３０ 4.76 村岡　隼人 小見川 Ｈ３０ １２”５１ 宮﨑　留樺 山田 Ｈ３０ １２”６７ 武田　翔吏 山田

Ｒ０１ １３”２１ 横堀　凪柊 多　古 Ｒ０１ 4'54"98 清水　陽永 東　庄 Ｒ０１ 5.32 篠田　浩己 小見川 Ｒ０１ １２”０７ 栗田　陽成 小見川 Ｒ０１ １２”５１ 香取 拓哉 佐原五

Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止

年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名

Ｈ元 ２４”１ 安食　晋　 小見川 Ｈ元 ５４”９ 根本　孝行 佐　原 Ｈ元 2'05"4 八代　知久 佐　原 Ｈ元 4'23"9 田　　賢一 山　田 Ｈ元 9'31"1 石橋　俊幸 東　庄

Ｈ２ ２３”９ 本田　貴久 東　庄 Ｈ２ ５５”８ 大野　勝　 山　田 Ｈ２ 2'09"6 豊永　昌利 東　庄 Ｈ２ 4'31"9 杉山　雅彦 東　庄 Ｈ２ 9'13"9 田　　賢一 山　田

Ｈ３ ２４”８ 白石　勝之 多　古 Ｈ３ ５７”４ 岡澤　尚紀 佐　原 Ｈ３ 2'06"6 杉山　雅彦 東　庄 Ｈ３ 4'31"7 伊藤　弘行 神　崎 Ｈ３ 9'28"7 木庭　正敏 小見川

Ｈ４ ２３”６ 小坂　学　 下　総 Ｈ４ ５６”７ 伊藤　弘行 神　崎 Ｈ４ 2'06"6 菅谷　和己 小見川 Ｈ４ 4'30"9 宮崎　健　 小見川 Ｈ４ 9'25"5 林　　大輔 東　庄

Ｈ５ ２４”０ 多田　勇介 東　庄 Ｈ５ ５６”３ 高橋　洋一 大　栄 Ｈ５ 2'09"1 高橋　徳康 小見川 Ｈ５ 4'28"1 大坂　豪　 東　庄 Ｈ５ 9'21"9 宮崎　健　 小見川

Ｈ６ ２４”０ 田村　武章 佐原四 Ｈ６ ５３”４ 北崎　雄二 佐　原 Ｈ６ 2'01"1 石井　裕　 東　庄 Ｈ６ 4'23"3 遠藤　真憲 東　庄 Ｈ６ 9'10"4 江越　俊介 東　庄

Ｈ７ ２２”９ 小川　正通 多　古 Ｈ７ ５４”９ 葛生　直明 大　栄 Ｈ７ 2'08"0 日改　雅史 大　栄 Ｈ７ 4'26"9 菅谷　昌典 小見川 Ｈ７ 9'23"3 萩原　修　 多　古

Ｈ８ ２４”７ 大竹昌代志 佐原五 Ｈ８ ５６”１ 藤崎　逸人 佐原五 Ｈ８ 2'07"2 榎本　卓　 佐　原 Ｈ８ 4'34"9 桜川　裕之 佐原五 Ｈ８ 9'34"9 浅野　宰一 小見川

Ｈ９ ２５”０ 鎌形　亘　 多　古 Ｈ９ ５５”０ 柴田　司　 小見川 Ｈ９ 2'05"8 木内　裕　 神　崎 Ｈ９ 4'26"7 岡野　良祐 山　田 Ｈ９ 9'27"0 山田　純　 小見川

Ｈ１０ ２４”６ 北崎　勇介 大　栄 Ｈ１０ ６０”１ 宇井　俊治 多　古 Ｈ１０ 2'09"6 香取　良幸 佐　原 Ｈ１０ 4'30"5 山口　俊雄 小見川 Ｈ１０ 9'13"6 岡野　良祐 山　田

Ｈ１１ ２４”７ 伊藤　幸治 東　庄 Ｈ１１ ５６”８ 宇井　俊治 多　古 Ｈ１１ 2'06"5 篠塚  智宏 小見川 Ｈ１１ 4'27"8 長嶋  純也 小見川 Ｈ１１ 9'20"2 林    伸幸 小見川

Ｈ１２ ２３”９ 久保木　徹 佐原五 Ｈ１２ ５７”２ 細野　智也 山　田 Ｈ１２ 2'06"9 向後　和也 東　庄 Ｈ１２ 4'28"7 大野　衛  山　田 Ｈ１２ 9'02"2 成毛　祐太 小見川

Ｈ１３ ２４”７ 上野　智雄 小見川 Ｈ１３ ６０”７ 高根　直樹 干　潟 Ｈ１３ 2'15"5 多田　幸司 小見川 Ｈ１３ 4'39"1 田　　和也 東　庄 Ｈ１３ 9'29"7 天羽　亮太 大　栄

Ｈ１４ ２４”９８ 林　秀樹 干　潟 Ｈ１４ ５６”６０ 白鳥　宏樹 多　古 Ｈ１４ 2'14"10 鎌形　一平 干　潟 Ｈ１４ 4'25"92 諏訪　良光 小見川 Ｈ１４ 9'21"53 鈴木　翔 干　潟

Ｈ１５ ２４”７４ 椎塚　智也 神　崎 Ｈ１５ ５５”９３ 大山 和弘 佐　原 Ｈ１５ 2'08"55 高橋 智秀 小見川 Ｈ１５ 4'23"40 玉澤　悠輝 山　田 Ｈ１５ 8'59"51 池谷健太郎 小見川

Ｈ１６ ２４”３２ 椿 雄一 神　崎 Ｈ１６ ５８”７４ 大谷 裕 下　総 Ｈ１６ 2'05"46 塚本 千仁 大　栄 Ｈ１６ 4'23"05 石橋　樹 神　崎 Ｈ１６ 9'14"28 玉澤 悠輝 山　田

Ｈ１７ ２３”７７ 山本 祐樹 東　庄 Ｈ１７ ５６”９５ 林 大樹 東　庄 Ｈ１７ 2.05.80 篠塚 祐隆 小見川 Ｈ１７ 4.19.62 高橋 拓也 多　古 Ｈ１７ 9.05.11 篠塚 春希 小見川

Ｈ１８ ２４”９０ 飯田　学 東　庄 Ｈ１８ ５５”５２ 高橋　勝太 小見川 Ｈ１８ 2'07"89 小松崎　真 小見川 Ｈ１８ 4'28"20 堤　拓也 佐　原 Ｈ１８ 9'23"20 木内　勇貴 東　庄

Ｈ１９ ２４”３７ 久保木　裕也 香　取 Ｈ１９ ５７”１７ 藤崎　貴仁 佐原五 Ｈ１９ 2'06"78 平山　椋 多　古 Ｈ１９ 4'27"44 葉木　智大 多　古 Ｈ１９ 9'50"54 高柴　聡 佐原五

Ｈ２０ ２４”８０ 小林 大気 神　崎 Ｈ２０ ５４”７８ 木内 奎吾 佐　原 Ｈ２０ 2'06"93 松田 勝哉 栗　源 Ｈ２０ 4'35"71 武崎 有恭 東　庄 Ｈ２０ 9'18"31 川口 瑞保 小見川

Ｈ２１ ２３”６０ 相山 慶太郎 佐原五 Ｈ２１ ５５”４４ 外崎 勇 小見川 Ｈ２１ 2'09"69 寺下 護 小見川 Ｈ２１ 4'21"51 宇井 章人 多　古 Ｈ２１ 9'30"61 國井 崇史 小見川

Ｈ２２ ２４”３０ 伏見 亮 佐　原 Ｈ２２ ５３”４６ 平野 友章 東　庄 Ｈ２２ 2'06"11 石橋 裕也 栗　源 Ｈ２２ 4'29"33 飯田 恭平 東　庄 Ｈ２２ 9'27"33 永沼 知大 多　古

Ｈ２３ ２３”９７ 鴇﨑 悠来 佐原五 Ｈ２３ ５５”１２ 安藤 佳希 栗　源 Ｈ２３ 2'05"51 鈴木 雅喜 山　田 Ｈ２３ 4'25"48 平野 篤志 佐　原 Ｈ２３ 9'38"28 髙橋 健太 山　田

Ｈ２４ ２５”１２ 北井 大地 多　古 Ｈ２４ ５６”６７ 藤 圭佑 佐　原 Ｈ２４ 2'13"34 鈴木 拓海 東　庄 Ｈ２４ 4'29"34 七五三 碧 小見川 Ｈ２４ 9'21"72 伊東 克洋 神　崎

Ｈ２５ ２５”６１ 越川 智宏 山　田 Ｈ２５ ５５”１５ 篠塚 亮弥 香　取 Ｈ２５ 2'09"48 越川 翔太 山　田 Ｈ２５ 4'37"13 石橋 和樹 香　取 Ｈ２５ 9'09"67 飯田 貴之 東　庄

Ｈ２６ ２４”６1 吉川 瑞樹 佐原五 Ｈ２６ ５５”９１ 鍔本 優也 神　崎 Ｈ２６ 2'11"82 篠塚 祐吾 小見川 Ｈ２６ 4'31"63 飯田 貴之 東　庄 Ｈ２６ 9'15"30 松尾 陸 東　庄

Ｈ２７ ２６”４４ 加瀬 光 香　取 Ｈ２７ ５６”３０ 佐藤 祥 多　古 Ｈ２７ 2'15"90 柴田 凌輔 山　田 Ｈ２７ 4'26"89 武内 陽大朗 佐　原 Ｈ２７ 9'22"66 白鳥 優人 佐　原

Ｈ２８ ２５”１０ 小塩 翼 神　崎 Ｈ２８ ５５”２８ 田平 響也 東　庄 Ｈ２８ 2'01"95 池上 和真 神　崎 Ｈ２８ 4'36"13 橋口 歩生 神 崎 Ｈ２８ 9'16"81 武内 陽大朗 佐 原

Ｈ２９ ２５”１０ 髙柴 弘貴 佐原五 Ｈ２９ ５５”０９ 高橋 歩夢 神　崎 Ｈ２９ 2'08"52 成毛 孝太 小見川 Ｈ２９ 4'39"23 高橋 和也 多　古 Ｈ２９ 9'19"39 橋口 歩生 神　崎

Ｈ３０ ２４”０９ 久米　一輝 佐原五 Ｈ３０ ５９”０５ 根本　太陽 佐原五 Ｈ３０ 2'06"59 野口　遥斗 東　庄 Ｈ３０ 4'23"23 篠原　悠 小見川 Ｈ３０ 9'21"83 岩田　一冴 小見川

Ｒ０１ ２４”５４ 石井　蒼大 佐　原 Ｒ０１ ５３”３２ 宮崎　留樺 山　田 Ｒ０１ 2'04"07 野口　遥斗 東　庄 Ｒ０１ 4'28"64 岡野　智也 佐　原 Ｒ０１ 9'05"72 野口　颯汰 東　庄

Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止

東部地区陸上競技大会 歴代優勝者(男子）
２年１００ｍ ３年１００ｍ

８００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ２００ｍ ４００ｍ
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年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名

Ｈ元 １５”８ 秋葉　雅也 東　庄 Ｈ元 5.75 早田　伯人 佐　原 Ｈ元 1.80 小泉　聡之 佐　原 Ｈ元 12.73 田村　充　 山　田 Ｈ元 4.00 成尾　進　 神　崎

Ｈ２ １６”１ 前田　亮　 東　庄 Ｈ２ 5.75 並木　幸一 多　古 Ｈ２ 1.80 倉本　武皇 佐原四 Ｈ２ 11.89 菅谷　泰弘 東　庄 Ｈ２ 3.60 石橋　秀紀 下　総

Ｈ３ １５”６ 角田　友和 小見川 Ｈ３ 6.00 桜井　大介 佐　原 Ｈ３ 1.70 宮本　誠　 大　栄 Ｈ３ 11.59 香取　寿和 佐原四 Ｈ３ 4.00 下川　剛　 東　庄

Ｈ４ １７”９ 高岡　勝彦 佐原三 Ｈ４ 5.73 塚本　洋一 佐　原 Ｈ４ 1.81 北崎　雄之 佐　原 Ｈ４ 13.90 成毛  貴洋 下　総 Ｈ４ 3.80 市川　健二 下　総

Ｈ５ １６”０ 石毛　直行 東　庄 Ｈ５ 5.85 伊藤　輝彦 東　庄 Ｈ５ 1.81 佐藤　克也 栗　源 Ｈ５ 13.43 鎌形　嘉一 小見川 Ｈ５ 4.00 高野　順弘 東　庄

Ｈ６ １６”６ 浅野　学　 佐　原 Ｈ６ 5.63 宇井　秀充 多　古 Ｈ６ 1.80 高橋　輝夫 栗　源 Ｈ６ 12.80 杉浦　周　 佐　原 Ｈ６ 4.60 上田　啓司 小見川

Ｈ７ １６”１ 太田新一郎 小見川 Ｈ７ 5.69 大川　昌巳 新　島 Ｈ７ 1.80 高橋　輝夫 栗　源 Ｈ７ 12.35 青山　勝哉 山　田 Ｈ７ 4.00 高塚　努　 小見川

Ｈ８ １６”４ 高木　大輔 干　潟 Ｈ８ 5.50 塚本　健吾 下　総 Ｈ８ 1.73 宮内　悠　 干　潟 Ｈ８ 12.64 一鍬田純也 下　総 Ｈ８ 3.60 石橋　浩之 多　古

Ｈ９ １６”３ 岡野　勉  東　庄 Ｈ９ 5.27 鈴木　秀典 佐原三 Ｈ９ 1.73 石井　政矩 多　古 Ｈ９ 12.35 西村　峻一 多　古 Ｈ９ 3.90 菅谷　文男 東　庄

Ｈ１０ １６”１ 武田　和也 佐　原 Ｈ１０ 5.64 林　健太郎 東　庄 Ｈ１０ 1.60 宇野　直人 栗　源 Ｈ１０ 12.57 宮澤　佳克 東　庄 Ｈ１０ 4.10 飯田　智也 東　庄

Ｈ１１ １５”９ 瀬畑  尚道 干　潟 Ｈ１１ 6.01 浅野　雄太 佐　原 Ｈ１１ 1.65 石毛　諭　 干　潟 Ｈ１１ 13.13 佐々木　聖 小見川 Ｈ１１ 3.90 加藤　晃太 佐　原

Ｈ１２ １５”２ 鎌形　理広 小見川 Ｈ１２ 6.62 青野　裕輔 下　総 Ｈ１２ 1.91 菅谷  隆司 小見川 Ｈ１２ 15.89 佐々木　聖 小見川 Ｈ１２ 4.20 内野　裕司 小見川

Ｈ１３ １５”３ 菅井　純平 小見川 Ｈ１３ 6.24 山口　純一 小見川 Ｈ１３ 1.73 高橋  邦彦 東　庄 Ｈ１３ 12.02 林　　勇樹 小見川 Ｈ１３ 4.00 島崎　貴裕 佐　原

Ｈ１４ １５”５４ 兼子亮允 下　総 Ｈ１４ 6.28 石橋　正清 栗　源 Ｈ１４ 1.85 高橋  邦彦 東　庄 Ｈ１４ 13.04 林　　勇樹 小見川 Ｈ１４ 3.70 石井　信也 佐　原

Ｈ１５ １６”８４ 田中　健嗣 東　庄 Ｈ１５ 6.19 林　武彦 大　栄 Ｈ１５ 1.73 飯田　拓也 東　庄 Ｈ１５ 13.60 飯田　智昭 多　古 Ｈ１５ 4.00 須山　篤 東　庄

Ｈ１６ １６”６６ 鎌形 敦 多　古 Ｈ１６ 5.94 鈴木 雄太 多　古 Ｈ１６ 1.70 高橋  雅彦 東　庄 Ｈ１６ 11.87 日下 豪 小見川 Ｈ１６ 3.60 石橋 拓也 小見川

Ｈ１７ １６”５９ 宮負 圭佑 干　潟 Ｈ１７ 6.21 高山 知久 多　古 Ｈ１７ 1.92 髙橋 雅彦 東　庄 Ｈ１７ 13.44 鈴木 悠平 多　古 Ｈ１７ 3.90 石橋 拓也 小見川

Ｈ１８ １６”３０ 伊藤　有輝 小見川 Ｈ１８ 5.85 竹蓋　守 山　田 Ｈ１８ 1.79 蛸谷　竜一 多　古 Ｈ１８ 11.44 橋本　容希 多　古 Ｈ１８ 3.80 平山　将史 多　古

Ｈ１９ １７”０８ 渡辺　智之 多　古 Ｈ１９ 6.26 戸村　柊 多　古 Ｈ１９ 1.65 山上　璃郎 小見川 Ｈ１９ 11.99 橋本　容希 多　古 Ｈ１９ 3.70 桜井　駿 神　崎

Ｈ２０ １８”７５ 林 一樹 栗　源 Ｈ２０ 6.77 石橋 隆也 神　崎 Ｈ２０ 1.80 山上　璃郎 小見川 Ｈ２０ 9.84 松枝 達也 香　取 Ｈ２０ 3.30 大網 勝宗 佐　原

Ｈ２１ １６”２０ 加藤 翔平 多　古 Ｈ２１ 6.16 平塚 貴之 佐　原 Ｈ２１ 1.80 蓑輪 隆 小見川 Ｈ２１ 9.98 越川 裕太 多　古 Ｈ２１ 3.80 栄木 勇人 小見川

Ｈ２２ １６”８６ 溝口 潤 佐　原 Ｈ２２ 6.01 柏木 翔 栗　源 Ｈ２２ 1.66 原田 光 神　崎 Ｈ２２ 10.97 篠塚 晴基 香　取 Ｈ２２ 3.50 飯田 慎治 神　崎

Ｈ２３ １６”９０ 岩瀬 佳介 東　庄 Ｈ２３ 5.98 伊藤 勝彦 香　取 Ｈ２３ 1.66 吉田 光 小見川 Ｈ２３ 8.84 森川 裕平 多　古 Ｈ２３ 3.90 篠塚 祥喜 小見川

Ｈ２４ １６”１９ 宇井 大知 山　田 Ｈ２４ 6.06 伊橋 恭平 小見川 Ｈ２４ 1.88 吉田 光 小見川 Ｈ２４ 11.27 五木田 康宏 神　崎 Ｈ２４ 3.90 成田 和真 小見川

Ｈ２５ １５”０５ 齋藤 準 多　古 Ｈ２５ 6.42 椿 翔吾 神　崎 Ｈ２５ 1.75 飯塚　弘平 神崎 Ｈ２５ 12.32 椿 拓海 神　崎 Ｈ２５ 3.90 石橋 和也 神　崎

Ｈ２６ １６”６３ 堀越 涼雅 栗　源 Ｈ２６ 6.27 小林 弘 佐原五 Ｈ２６ 1.66 飯島 拓磨 神崎 Ｈ２６ 10.71 巻嶋 大輝 神　崎 Ｈ２６ 3.70 越川 滉二 小見川

Ｈ２７ １８”１７ 土屋 蒔志 多　古 Ｈ２７ 6.31 酒井 陽季 小見川 Ｈ２７ 1.63 飯嶋 拓磨 神崎 Ｈ２７ 11.29 巻嶋 一輝 神　崎 Ｈ２７ 3.20 高安 大成 東　庄

Ｈ２８ ２１”８５ 後藤 歩睦 神 崎 Ｈ２８ 6.02 鈴木 悠斗 東　庄 Ｈ２８ 1.75 手島 一好 東 庄 Ｈ２８ 11.98 髙橋 優斗 神 崎 Ｈ２８ 3.80 山田 直季 佐 原

Ｈ２９ ２１”４５ 髙須 楓翔 小見川 Ｈ２９ 5.98 佐藤 礼貴 東　庄 Ｈ２９ 1.73 佐藤 圭佑 佐 原 Ｈ２９ 10.33 飯塚 京介 神 崎 Ｈ２９ 4.00 平原 蒼汰 佐 原

Ｈ３０ ２０”０４ 鈴木 琉空 東　庄 Ｈ３０ 5.77 澁谷　衛 多　古 Ｈ３０ 1.60 鏑木　海斗 山　田 Ｈ３０ 12.71 飯塚 京介 神　崎 Ｈ３０ 4.00 篠塚 浩斗 小見川

Ｒ０１ ２０”９２ 岩瀬 優佑 東　庄 Ｒ０１ 6.21 香取　宝良 佐　原 Ｒ０１ 1.73 菅澤　綾都 小見川 Ｒ０１ 10.57 平野　智也 東　庄 Ｒ０１ 3.80 山本　直樹 佐　原

Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止

年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 年度 記　録

Ｈ元 2483 椎名　宏光 大　栄 Ｈ元 2945 高根　潤　 東　庄 Ｈ１６ 2261 秋山　浩貴 多　古 Ｈ元 1'35"1 Ｈ１５ ４６”４０

Ｈ２ 2365 増田　雅伸 小見川 Ｈ２ 2613 高木　輝博 東　庄 Ｈ１７ 2620 小堀 一成 小見川 Ｈ２ 1'37"6 Ｈ１６ ４７”７０

Ｈ３ 2816 増田　雅伸 小見川 Ｈ３ 2697 高木　輝博 東　庄 Ｈ１８ 2259 椿　卓実 多　古 Ｈ３ 1'38"5 Ｈ１７ ４５”８６

Ｈ４ 2577 多田　利夫 小見川 Ｈ４ 2453 飯塚　晃貴 大　栄 Ｈ１９ 2012 松本　直樹 香　取 Ｈ４ 1'36"8 Ｈ１８ ４７”２５

Ｈ５ 2854 多田　利夫 小見川 Ｈ５ 2631 藤ケ崎孝志 東　庄 Ｈ２０ 1870 細田 遥 東　庄 Ｈ５ 1'38"3 Ｈ１９ ４６”２８

Ｈ６ 2369 高橋　一　 栗　源 Ｈ６ 2548 　椿　司　 大　栄 Ｈ２１ 1490 岩田 龍介 香　取 Ｈ６ 1'38"2 Ｈ２０ ４５”８３

Ｈ７ 2827 滑片　秀生 干　潟 Ｈ７ 2804 堀江　信也 干　潟 Ｈ２２ 1812 香取 良和 香　取 Ｈ７ 1'37"3 Ｈ２１ ４７”６４

Ｈ８ 2810 鎌形　俊男 小見川 Ｈ８ 2219 鈴木　達之 小見川 Ｈ２３ 2153 塙 大和 東　庄 Ｈ８ 1'38"4 Ｈ２２ ４６”８０

Ｈ９ 2638 宇井　貞泰 多　古 Ｈ９ 2376 多田　弘幸 小見川 Ｈ２４ 1771 毛呂 匠吾 神　崎 Ｈ９ 1'39"5 Ｈ２３ ４７”３３

Ｈ１０ 2847 高岡　洋介 小見川 Ｈ１０ 2742 林　　宏樹 小見川 Ｈ２５ 1182 鈴木 悠汰 神　崎 Ｈ１０ 1'41"6 Ｈ２４ ４７”５２

Ｈ１１ 2512 菅谷  隆司 小見川 Ｈ１１ 2688 堀越　智也 栗　源 Ｈ２６ 1451 篠塚 陽太 小見川 Ｈ１１ 1'41"9 Ｈ２５ ４７”１０

Ｈ１２ 2660 飯田　勇人 下　総 Ｈ１２ 2584 林　  俊樹 干　潟 Ｈ２７ 1768 篠塚 陽太 小見川 Ｈ１２ 1'39"8 Ｈ２６ ４７”52

Ｈ１３ 2461 鎌形　直彦 小見川 Ｈ１３ 2736 山中　浩揮 小見川 H２８ 1360 柴入 拓矢 神 崎 Ｈ１３ 1'38"3 Ｈ２７ ４６”８４

Ｈ１４ 2588 鎌形　直彦 小見川 Ｈ１４ 2906 星野　聡 小見川 H２９ 出場者なし Ｈ１４ 1'37"71 Ｈ２８ ４７”４１

Ｈ１５ 2691 花嶋　三永 神　崎 Ｈ１５ 3102 朝日 啓介 小見川 Ｈ３０ 1600 髙科　晶豊 東　庄 Ｈ２９ ４６”２０

Ｒ０１ 1415 村岡　隼人 小見川 Ｈ３０ ４７”５３

Ｒ０２ 中止 Ｒ０１ ４６”５７

Ｒ０２

３種競技Ｂ

走高跳 H18より5kg

小見川

棒高跳

４種競技

１１０ｍＨ 走幅跳 砲丸投

３種競技Ａ

東　庄

小見川

山  田

小見川

中止

小見川

佐　原

小見川

神　崎

東　庄

小見川

小見川

佐原五 佐　原

東　庄

多　古

東　庄

小見川

佐原五

小見川

佐　原小見川

神　崎

学校名

佐　原

多　古

多　古

小見川

学校名

東　庄

東　庄

東　庄

小見川

４×２００mR ４×１００mR
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１年１００ｍ
年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名

Ｈ元 １３”４ 高江　美樹 小見川 Ｈ７ 2'37"0 日下部美由紀 小見川 Ｈ元 4.26 鎌形美枝子 佐原四 Ｈ元 １３”１ 石田　美香 多　古 Ｈ元 １３”１ 日吉　愛　 東　庄

Ｈ２ １４”６ 本宮加代子 佐　原 Ｈ８ 2'41"7 古谷奈々恵 干　潟 Ｈ２ 4.32 伊地知裕子 干　潟 Ｈ２ １３”４ 高江　美樹 小見川 Ｈ２ １３”４ 本宮久美子 佐　原

Ｈ３ １３”８ 石毛　裕子 東　庄 Ｈ９ 2'45"5 高木　智代 佐　原 Ｈ３ 4.05 人見　敬子 佐原三 Ｈ３ １２”９ 小山田美穂 小見川 Ｈ３ １３”４ 林　清子　 干　潟

Ｈ４ １４”７ 青山　三樹 佐原五 Ｈ１０ 2'44"1 伊藤　聡子 小見川 Ｈ４ 4.14 大枝美恵子 干　潟 Ｈ４ １３”６ 石毛　裕子 東　庄 Ｈ４ １４”１ 田村　凉子 小見川

Ｈ５ １４”７ 岩間　愛　 小見川 Ｈ１１ 2'40"6 弓削　裕美 佐　原 Ｈ５ 4.03 菅澤　恵美 小見川 Ｈ５ １３”５ 多田　浩子 栗　源 Ｈ５ １２”７ 石毛　裕子 東　庄

Ｈ６ １３”５ 宮本　順子 新　島 Ｈ１２ 2'39"9 林　由理江 佐　原 Ｈ６ 4.27 吉田　文代 多　古 Ｈ６ １３”５ 相馬　法子 東　庄 Ｈ６ １３”２ 多田　浩子 栗　源

Ｈ７ １３”７ 及川　朋子 佐原五 Ｈ１３ 2'34"4 佐泊由香里 栗　源 Ｈ７ 4.09 高野　陽子 干　潟 Ｈ７ １３”０ 宮本　順子 新　島 Ｈ７ １３”０ 海寶　直美 東　庄

Ｈ８ １４”３ 大石　公子 小見川 Ｈ１４ 2'37"6 菅谷　恵美 東　庄 Ｈ８ 4.13 大木　紫　 多　古 Ｈ８ １３”２ 及川　朋子 佐原五 Ｈ８ １３”１ 加藤　梨恵 小見川

Ｈ９ １４”０ 石井　美穂 佐　原 Ｈ１５ 2'39"74 伊藤 比富美 栗　源 Ｈ９ 4.34 岩井　綾乃 多　古 Ｈ９ １３”５ 星野まり恵 東　庄 Ｈ９ １３”３ 　榊　理江 佐原五

Ｈ１０ １４”３ 小池　千絵 佐　原 Ｈ１６  2'29"40 佐伯　千波 栗　源 Ｈ１０ 4.45 篠塚　咲恵 小見川 Ｈ１０ １３”１ 日下部友美 山　田 Ｈ１０ １２”９ 星野まりえ 東　庄

Ｈ１１ １３”７ 堀川　奈美 下　総 Ｈ１７ 2.30.55 鈴木 菜見子 小見川 Ｈ１１ 4.23 吉田　香苗 小見川 Ｈ１１ １３”２ 小池　千絵 佐　原 Ｈ１１ １２”６ 石井　美穂 佐　原

　 Ｈ１２ １４”０ 新谷　裕美 小見川 Ｈ１８ 2'36"15 飯田　亜里沙 神　崎 Ｈ１２ 4.38 安藤友里乃 神　崎 Ｈ１２ １３”３ 石田　友美 小見川 Ｈ１２ １３”４ 小池　千絵 佐　原

Ｈ１３ １４”１ 青柳  悦子 佐　原 Ｈ１９ 2'32"12 雑賀　未侑 小見川 Ｈ１３ 4.32 植田　秀美 佐　原 Ｈ１３ １３”２ 山中　　萌 多　古 Ｈ１３ １３”１ 吉田　香苗 小見川

Ｈ１４ １４”１４ 星野ゆり恵 東　庄 Ｈ２０ 2'42"96 金 智香 佐原五 Ｈ１４ 4.27 石井　瑶子 多　古 Ｈ１４ １３”２７ 宮崎　　歩 小見川 Ｈ１４ １３”３６ 山中　萌 多　古

Ｈ１５ １４”３８ 香取 春奈 佐　原 Ｈ２１ 2'28"77 雑賀 千朝 小見川 Ｈ１５ 4.29 細根　沙織 小見川 Ｈ１５ １３”８７ 廣瀬 千鶴 佐　原 Ｈ１５ １３”９４ 川上 亜希子 神　崎

Ｈ１６ １４”６８ 藤﨑 恵美 栗　源 Ｈ２２ 2'32"94 石橋 真菜 東　庄 Ｈ１６ 4.50 篠塚保奈美 小見川 Ｈ１６ １３”６６ 高崎 愛菜 下　総 Ｈ１６ １３”２４ 黒須 友美 多　古

Ｈ１７ １３”７８ 寺下 祥子 小見川 Ｈ２３ 2'37"44 平野 愛佳 佐　原 Ｈ１７ 4.34 堀越久留未 栗　源 Ｈ１７ １３”０３ 富澤 順子 多　古 Ｈ１７ １２”８６ 細根 沙織 小見川

Ｈ１８ １３”７６ 伊藤　早彩 多　古 Ｈ２４ 2'36"27 和田 夏海 小見川 Ｈ１８ 4.31 木村　彩乃 小見川 Ｈ１８ １２”６８ 寺下 祥子 小見川 Ｈ１８ １２”７８ 富澤 順子 多　古

Ｈ１９ １４”８９ 香取　優花 香　取 Ｈ２５ 2'43"61 根本 渉穂 佐　原 Ｈ１９ 4.46 土屋　優奈 小見川 Ｈ１９ １３”９８ 齋藤　彩乃 佐　原 Ｈ１９ １３”４４ 寺下 祥子 小見川

Ｈ２０ １４”３８ 多田 一葉 佐　原 Ｈ２６ 2'40"78 大坂 悠乃 東　庄 Ｈ２０ 4.12 箕輪 仁美 佐　原 Ｈ２０ １３”４２ 大崎 なつ美 佐　原 Ｈ２０ １３”４７ 小林 和美 東　庄

Ｈ２１ １３”７１ 鈴木 美羽 小見川 Ｈ２７ 2'40"11 本宮 朱唯 佐　原 Ｈ２１ 4.43 菅谷 友梨 東　庄 Ｈ２１ １３”４０ 森下 実里 神　崎 Ｈ２１ １３”２７ 大崎 なつ美 佐　原

Ｈ２２ １４”００ 齊藤 美佳恵 神　崎 Ｈ２８ 2'32"10 川添 日菜 小見川 Ｈ２２ 4.39 五十嵐 夢子 東　庄 Ｈ２２ １３”３４ 鈴木 美羽 小見川 Ｈ２２ １３”３６ 久保木 千晴 香　取

Ｈ２３ １４”５４ 石橋 めぐみ 神　崎 Ｈ２９ 2'38"49 髙柴 優菜 佐原五 Ｈ２３ 4.36 向後 美里 東　庄 Ｈ２３ １３”２７ 齊藤 美佳恵 神　崎 Ｈ２３ １３”４８ 立岡 恵 佐　原

Ｈ２４ １３”５８ 村上 夏美 神　崎 Ｈ３０ 2'31"67 須本　春菜 佐原 Ｈ２４ 4.68 清野 涼々花 多　古 Ｈ２４ １３”４４ 鈴木 澄花 小見川 Ｈ２４ １２”７５ 齊藤 美佳恵 神　崎

Ｈ２５ １３”７０ 富岡　茉希 栗　源 Ｒ０１ 2'29"33 高田　実夢 小見川 Ｈ２５ 4.41 斎田　りな 栗　源 Ｈ２５ １３”０１ 萩原 美海 佐　原 Ｈ２５ １３”０２ 富岡 玲奈 栗　源

Ｈ２６ １４”０６ 青栁 美有 東　庄 Ｒ０２ 中止 Ｈ２６ 4.15 塙 明日華 東　庄 Ｈ２６ １３”３５ 増田 舞 小見川 Ｈ２６ １２”８９ 萩原 美海 佐　原

Ｈ２７ １３”７１ 佐々 あかり 東　庄 Ｈ２７ 4.39 人見 彩愛 佐原三 Ｈ２７ １３”６０ 青栁 美有 東　庄 Ｈ２７ １３”４２ 増田 舞 小見川

Ｈ２８ １４”７６ 富岡 有羽 栗　源 Ｈ２８ 4.37 高木 亮佳 東 庄 Ｈ２８ １３”６５ 佐々 あかり 東 庄 Ｈ２８ １３”１８ 青栁 美有 東　庄

Ｈ２９ １４”４５ 大八木 優名 佐　原 Ｈ２９ 4.70 多田 朱里 東 庄 Ｈ２９ １３”１６ 富岡 有羽 栗 源 Ｈ２９ １３”１７ 星 愛香 神　崎

Ｈ３０ １４”６１ 川奈　愛凛 佐　原 Ｈ３０ 4.65 林　杏朱 東　庄 Ｈ３０ １３”８９ 大八木　優名 佐　原 Ｈ３０ １２”９２ 富岡　有羽 栗　原

Ｒ０１ １４”４０ 藤﨑　春乃 佐　原 Ｒ０１ 4.74 土屋　美潤 東　庄 Ｒ０１ １３”１０ 川奈　愛凜 佐　原 Ｒ０１ １２”８５ 大八木　優名 佐　原

Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止

年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名

Ｈ元 ２６”８ 青柳　千治 東　庄 Ｈ元 2'24"3 岡部　里香 東　庄 Ｈ元 Ｈ元 １５”４ 濱野美代子 東　庄 Ｈ元 4.56 菅谷　浩子 干　潟

Ｈ２ ２７”７ 木内　教恵 山　田 Ｈ２ 2'27"7 鯉沼　恵美 小見川 Ｈ２ 5'05"2 北見　昌子 小見川 Ｈ２ １６”５ 森田菜緒子 佐　原 Ｈ２ 4.75 鎌形美枝子 佐原四

Ｈ３ ２６”６ 高江　美樹 小見川 Ｈ３ 2'23"0 鯉沼　恵美 小見川 Ｈ３ 5'03"9 廣瀬　梨江 小見川 Ｈ３ １５”２ 篠塚　俊美 小見川 Ｈ３ 4.95 伊知地裕子 干　潟

Ｈ４ ２８”２ 小山田美穂 小見川 Ｈ４ 2'23"9 廣瀬　梨江 小見川 Ｈ４ 4'56"1 千葉　育子 東　庄 Ｈ４ １６”２ 本宮加代子 佐　原 Ｈ４ 4.86 伊知地裕子 干　潟

Ｈ５ ２６”３ 神田　朋子 東　庄 Ｈ５ 2'25"9 滑方登美子 東　庄 Ｈ５ 4'52"0 千葉　育子 東　庄 Ｈ５ １５”７ 関根　祥代 東　庄 Ｈ５ 4.72 諏訪　美樹 小見川

Ｈ６ ２６”６ 海寶　直美 東　庄 Ｈ６ 2'26"4 石毛　彩子 東　庄 Ｈ６ 4'56"3 中川　葉月 多　古 Ｈ６ １６”６ 高橋　恵　 多　古 Ｈ６ 4.65 宮澤佳代子 東　庄

Ｈ７ ２８”３ 新堀奈穂美 新　島 Ｈ７ 2'23"4 長嶋　瞳　 小見川 Ｈ７ 4'45"3 中川　葉月 多　古 Ｈ７ １６”６ 岩間　愛　 小見川 Ｈ７ 4.79 吉田　文代 多　古

Ｈ８ ２８”９ 　榊　理江 佐原五 Ｈ８ 2'25"1 信太　絵美 小見川 Ｈ８ 4'54"3 大津　圭子 多　古 Ｈ８ １５”８ 加瀬　裕美 東　庄 Ｈ８ 5.14 吉田　文代 多　古

Ｈ９ ２８”６ 林田　裕美 神　崎 Ｈ９ 2'29"3 飯田　鮎美 多　古 Ｈ９ 4'57"9 石井　智子 多　古 Ｈ９ １６”４ 相馬　裕子 東　庄 Ｈ９ 5.12 海宝　靖子 東　庄

Ｈ１０ ２７”４ 今井　恵　 東　庄 Ｈ１０ 2'31"3 高木　智代 佐　原 Ｈ１０ 4'56"5 平野　智美 多　古 Ｈ１０ １６”５ 細野　史記 多　古 Ｈ１０ 5.23 海宝　靖子 東　庄

Ｈ１１ ２７”４ 小林いづみ 佐　原 Ｈ１１ 2'28"1 高木　智代 佐　原 Ｈ１１ 5'07"0 伊藤　聡子 小見川 Ｈ１１ １６”０ 向後　知世 東　庄 Ｈ１１ 5.14 篠塚  咲恵 小見川

Ｈ１２ ２７”９ 伊井加寿美 東　庄 Ｈ１２ 2'31"2 平山　未歩 栗　源 Ｈ１２ 4'59"0 伊藤　聡子 小見川 Ｈ１２ １６”０ 久保木さや子 佐　原 Ｈ１２ 5.11 篠塚  咲恵 小見川

Ｈ１３ ２８”２ 渡辺　沙織 東　庄 Ｈ１３ 2'24"9 林　由理江 干　潟 Ｈ１３ 5'04"1 村中千亜希 佐　原 Ｈ１３ １６”２ 伊藤　智春 大　栄 Ｈ１３ 5.26 金子美由紀 佐　原

Ｈ１４ ２８”０４ 渡辺　沙織 東　庄 Ｈ１４ 2'30"95 林　さほり 小見川 Ｈ１４ 4'46"31 林　由理江 干　潟 Ｈ１４ １５"９６ 青柳  悦子 佐　原 Ｈ１４ 4.96 植田　秀美 佐　原

Ｈ１５ ２７”９５ 宮崎　歩 小見川 Ｈ１５ 2'22"03 菅谷　恵美 東　庄 Ｈ１５  4'45"29 中谷やよい 小見川 Ｈ１５ １５"１５ 鈴木　智絵 佐　原 Ｈ１５ 5.09 植田　秀美 佐　原

Ｈ１６ ２８”５９ 長島　彩乃 多　古 Ｈ１６ 2'22"16 保科　香織 佐　原 Ｈ１６ 5'00"65 松島 由季代 佐　原 Ｈ１６ １５"４５ 星野 ゆり恵 東　庄 Ｈ１６ 5.17 角田 みか 多　古

Ｈ１７ ２７”２９ 中嶋 絵梨華 小見川 Ｈ１７ 2.25.85 富澤 麻衣 下 総 Ｈ１７ 4.56.72 三角 理恵 東　庄 Ｈ１７ １６”４４ 大崎 恵梨香 佐　原 Ｈ１７ 5.09 篠塚 保奈美 小見川

Ｈ１８ ２７”５４ 木田　奈苗 小見川 Ｈ１８ 2'24"87 岩瀬　あずさ 小見川 Ｈ１８ 4'50"63 鈴木　菜見子 小見川 Ｈ１８ １５”０９ 吉次　理子 小見川 Ｈ１８ 5.19 高橋　友果 小見川

Ｈ１９ ２７”０１ 木田　奈苗 小見川 Ｈ１９ 2'21"14 鈴木　菜見子 小見川 Ｈ１９ 4'46"14 山中　舞子 小見川 Ｈ１９ １５”６６ 小島　瑞希 多　古 Ｈ１９ 5.73 高橋　友果 小見川

Ｈ２０ ２７”７８ 野口 明日香 東　庄 Ｈ２０ 2'22"24 高岡 早紀 小見川 Ｈ２０ 4'55"81 雑賀 未侑 小見川 Ｈ２０ １６”２３ 齋藤　彩乃 佐　原 Ｈ２０ 4.98 土屋 優奈 小見川

Ｈ２１ ２８”１２ 小早志 彩華 佐　原 Ｈ２１ 2'23"72 高岡 早紀 小見川 Ｈ２１ 4'45"34 山口 茜 小見川 Ｈ２１ １６”４８ 黒田 有里 佐　原 Ｈ２１ 5.38 香取 優花 香　取

Ｈ２２ ２８”７６ 溝口 千尋 佐　原 Ｈ２２ 2'21"55 髙橋 千風由 小見川 Ｈ２２ 4'48"28 雑賀 千朝 小見川 Ｈ２２ １５”６５ 黒田 有里 佐　原 Ｈ２２ 4.96 岩瀬 明日香 東　庄

Ｈ２３ ２７”４３ 手島 春美 東　庄 Ｈ２３ 2'25"18 髙橋 千風由 小見川 Ｈ２３ 4'46"64 白鳥 さゆり 佐　原 Ｈ２３ １５”２３ 鈴木 美羽 小見川 Ｈ２３ 4.94 酒井 涼音 小見川

Ｈ２４ ２６”４０ 大久保 麗 小見川 Ｈ２４ 2'23"48 平野 愛佳 佐　原 Ｈ２４ 4'47"92 坂本 瑞歩 小見川 Ｈ２４ １５”８３ 松山 未来 佐　原 Ｈ２４ 5.45 酒井 涼音 小見川

Ｈ２５ ２７”６６ 鈴木 澄花 小見川 Ｈ２５ 2'26"61 平野 愛佳 佐　原 Ｈ２５ 4'56"33 髙橋 しお 山田 Ｈ２５ １５”３１ 村上　夏美 神　崎 Ｈ２５ 5.37 清野 涼々花 多　古

Ｈ２６ ２６”６７ 香取 樹 佐　原 Ｈ２６ 2'22"63 保科 琴音 山　田 Ｈ２６ 5'00"56 髙木 瑠花 小見川 Ｈ２６ １５”６２ 村上 夏美 神　崎 Ｈ２６ 5.31 清野 涼々花 多　古

Ｈ２７ ２７”５５ 小澤 美結 東　庄 Ｈ２７ 2'21"15 保科 琴音 山　田 Ｈ２７ 4'57"84 二階堂 優衣 小見川 Ｈ２７ １５”６８ 斎田 りな 栗　源 Ｈ２７ 5.01 菅澤 桃子 多　古

Ｈ２８ ２８”３０ 大石 遥日 佐　原 Ｈ２８ 2'23"46 中村 仁美 小見川 Ｈ２８ 4'55"97 二階堂 優衣 小見川 Ｈ２８ １７”１５ 高木 沙樹 東  庄 Ｈ２８ 5.32 山中 千優 佐  原

Ｈ２９ ２５”７２ 佐々 あかり 東　庄 Ｈ２９ 2'17"33 中村 仁美 小見川 Ｈ２９ 5'00"55 児玉 沙耶 東　庄 Ｈ２９ １５”１６ 高木 紗樹 東  庄 Ｈ２９ 5.06 人見 彩愛 佐  原

Ｈ３０ ２７”９１ 林　彩乃 佐　原 Ｈ３０ 2'26"17 川添　日菜 小見川 Ｈ３０ 4'58"28 児玉　沙耶 東　庄 Ｈ３０ １６”０７ 多田　柚稀 東　庄 Ｈ３０ 5.09 髙橋　永愛 小見川

Ｒ０１ ２８”２８ 齋藤　七海 栗　源 Ｒ０１ 2'23"89 須本　春菜 佐　原 Ｒ０１ 5'04"78 髙安　侑奈 佐　原 Ｒ０１ １５”３５ 箕輪　彩星 東　庄 Ｒ０１ 5.25 髙橋　永愛 小見川

Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止

東部地区陸上競技大会 歴代優勝者(女子）

８００ｍ２００ｍ １００ｍＨ１５００ｍ 走幅跳

１年８００ｍ １年走幅跳 ２年１００ｍ ３年１００ｍ
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年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録

Ｈ元 1.43 飯田　理絵 下　総 Ｈ元 10.65 日下部博美 佐原二 Ｈ１７ 3.10 本宮 未紀 佐　原 Ｈ元 ５１”８

Ｈ２ 1.40 飯田　理絵 下　総 Ｈ２ 11.86 河田　幸恵 佐　原 Ｈ１８ 2.60 石田　菜月 佐　原 Ｈ２ ５３”６

Ｈ３ 1.35 木内真理子 干　潟 Ｈ３ 11.68 土屋美和子 東　庄 Ｈ１９ 2.90 山辺　亜希 佐　原 Ｈ３ ５２”０

Ｈ４ 1.40 多田恵理子 干　潟 Ｈ４ 10.25 宝理由美子 東　庄 Ｈ２０ 2.30 早田 恵美 佐　原 Ｈ４ ５２”３

Ｈ５ 1.46 作田　美香 小見川 Ｈ５ 13.22 宝理由美子 東　庄 Ｈ２１ 2.10 渡辺 志穂 佐　原 Ｈ５ ５２”６

Ｈ６ 1.45 嶋津　早苗 小見川 Ｈ６ 10.38 岩瀬　友里 東　庄 Ｈ２２ 1.90 水内 歩美 神　崎 Ｈ６ ５３”４

Ｈ７ 1.40 伊藤　恵　 干　潟 Ｈ７ 12.76 小林　智子 東　庄 Ｈ７ ５２”６

Ｈ８ 1.40 多田佳奈世 佐原二 Ｈ８ 12.63 林　香代子 東　庄 Ｈ２８ 2.80 香取 穂 佐　原 Ｈ８ ５４”５

Ｈ９ 1.45 石橋　美幸 栗　源 Ｈ９ 12.28 掛巣美沙子 東　庄 Ｈ２９ 2.70 徳宿　葵 佐　原 Ｈ９ ５４”１

Ｈ１０ 1.45 石橋　美幸 栗　源 Ｈ１０ 12.63 山田優希子 佐　原 Ｈ３０ 2.90 齊藤　阿子 佐　原 Ｈ１０ ５３”６

Ｈ１１ 1.45 宮崎  友美 小見川 Ｈ１１ 11.05 多田実和子 干　潟 Ｒ０１ 2.60 鈴木　真歩 神　崎 Ｈ１１ ５３”６

Ｈ１２ 1.45 吉田ゆか里 東　庄 Ｈ１２ 11.96 玉崎　好乃 東　庄 Ｒ０２ 中止 Ｈ１２ ５３”８

Ｈ１３ 1.48 吉田ゆか里 東　庄 Ｈ１３ 11.05 宮崎　薫　 東　庄 Ｈ１３ ５４”６

Ｈ１４ 1.54 高橋　亜也 東　庄 Ｈ１４ 11.35 並木美代子 多　古 Ｈ１４ ５２”０５

Ｈ１５ 1.50 高橋　美里 小見川 Ｈ１５ 13.31 柳橋　歩　 佐　原 Ｈ１５ ５０”８６

Ｈ１６ 1.40 駒田 亜弥 東　庄 Ｈ１６ 10.14 増田 尋子 小見川 Ｈ１６ ５２”１２

Ｈ１７ 1.51 駒田 理絵 東　庄 Ｈ１７ 12.65 谷本　 瞳 小見川 Ｈ１７ ５１”０５

Ｈ１８ 1.35 赤羽　里菜 佐　原 Ｈ１８ 14.19 谷本　 瞳 小見川 Ｈ１８ ５１”５５

Ｈ１９ 1.54 渡辺　美由紀 東　庄 Ｈ１９ 12.43 荒井　菜々子 佐　原 Ｈ１９ ５０”４６

Ｈ２０ 1.45 久保木 楓 佐　原 Ｈ２０ 11.22 岩井 聡美 東　庄 Ｈ２０ ５１”６０

Ｈ２１ 1.60 多田 理紗 東　庄 Ｈ２１ 11.15 冨澤 美香 佐原五 Ｈ２１ ５３”４４

Ｈ２２ 1.45 手島 春美 東　庄 Ｈ２２ 9.81 斎藤 萌 佐　原 Ｈ２２ ５２”４５

Ｈ２３ 1.35 永長 有明江 神　崎 Ｈ２３ 8.19 奥宮 有里沙 佐原五 Ｈ２３ ５２”１８

Ｈ２４ 1.51 向後 美咲 東　庄 Ｈ２４ 11.45 奥宮 有里沙 佐原五 Ｈ２４ ５２”７９

Ｈ２５ 1.50 寺井　裕香 小見川 Ｈ２５ 12.49 林　美里 山  田 Ｈ２５ ５３”２４

Ｈ２６ 1.45 小笹 理奈子 佐　原 Ｈ２６ 11.02 根本 瑞紀 神　崎 Ｈ２６ ５1”２4

Ｈ２７ 1.35 城後 円香 佐　原 Ｈ２７ 12.38 蜷川 佑佳 佐　原 Ｈ２７ ５２”６８

Ｈ２８ 1.40 平野 遥 佐  原 Ｈ２８ 11.58 塙 明日華 東  庄 Ｈ２８ ５０”９３

Ｈ２９ 1.54 發知 優菜 佐  原 Ｈ２９ 12.84 篠塚 美咲 小見川 Ｈ２９ ５１”６６

Ｈ３０ 1.45 藤崎　咲衣 佐原五 Ｈ３０ 9.45 山倉　和華 多　古 Ｈ３０ ５３”１５

Ｒ０１ 1.40 藤﨑　咲衣 佐原五 Ｒ０１ 10.81 山倉　和華 多　古 Ｒ０１ ５２”２４

Ｒ０２ 中止 Ｒ０２ 中止 Ｒ０２

３種競技Ｂ ４種競技
年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名 年度 記　録 氏　　　名 学校名

Ｈ元 2453 河田　幸恵 佐　原 Ｈ元 1970 高木かおり 佐原三 Ｈ１６ 1911 額賀香織 小見川

Ｈ２ 2201 野口　詩乃 東　庄 Ｈ２ 2112 高橋　彩　 東　庄 Ｈ１７ 2247 廣瀬 彩希愛 小見川

Ｈ３ 2650 野口　詩乃 東　庄 Ｈ３ 2117 小澤　佳子 佐　原 Ｈ１８ 2093 高橋　彩香 佐　原

Ｈ４ 2714 木村久美子 小見川 Ｈ４ 2375 大網　直子 小見川 Ｈ１９ 2176 高橋　彩香 佐　原

Ｈ５ 2333 　椿　千恵 下　総 Ｈ５ 2328 郡司さおり 下　総 Ｈ２０ 2041 香取 優花 香　取

Ｈ６ 2565 白鳥　梢　 小見川 Ｈ６ 2315 小川　陽子 小見川 Ｈ２１ 1956 鎌倉 泰恵 佐　原

Ｈ７ 2684 白鳥　梢　 小見川 Ｈ７ 2147 久保木みゆき 佐原五 Ｈ２２ 2076 佐藤 里咲 東　庄

Ｈ８ 2272 網中　紘子 小見川 Ｈ８ 2231 篠塚　優留 小見川 Ｈ２３ 2001 佐藤 里咲 東　庄

Ｈ９ 2512 石毛　舞子 小見川 Ｈ９ 2403 大石　公子 小見川 Ｈ２４ 2000 岡野 風音 神　崎

Ｈ１０ 2567 平山　説子 小見川 Ｈ１０ 2524 大石　公子 小見川 Ｈ２５ 1789 髙木 瑠衣 小見川

Ｈ１１ 2501 大崎  好美 小見川 Ｈ１１ 2434 中嶋　文香 小見川 Ｈ２６ 1697 白井 瑠亜 佐原五

Ｈ１２ 2668 中嶋　文香 小見川 Ｈ１２ 2076 多田　香苗 東　庄 Ｈ２７ 1514 吉井 佑菜 神　崎

Ｈ１３ 2616 小関　千春 小見川 Ｈ１３ 2402 桜井　美穂 佐　原 Ｈ２８ 2217 鈴木 優佳 佐　原

Ｈ１４ 2678 駒井　美穂 小見川 Ｈ１４ 2522 桜井　美穂 佐　原 Ｈ２９ 1682 高橋 海琴 小見川

Ｈ１５ 2656 飯森  幸 小見川 Ｈ１５ 2582 黒田 沙也加 佐　原 Ｈ３０ 1713 牛木　美優香 小見川

Ｒ０１ 1474 髙岡　真友 小見川

Ｒ０２ 中止

佐　原

棒高跳砲丸投走高跳

佐　原

学校名

東　庄

４×１００mR

平成１４年度～　　　東総運動場

東　庄

 東　庄 

平成１０～１３年度　小見川中学校　

小見川

平成元～９年度　　小見川高等学校　　

佐　原

香　取

佐原

東　庄

小見川

佐　原

小見川

東　庄

東　庄

東　庄

小見川

佐　原

佐　原

小見川

東　庄

佐　原

小見川

中止

佐原五

小見川

小見川

東　庄

小見川

佐　原

３種競技Ａ 大会会場

東　庄

東　庄
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　○全日本中学校陸上競技選手権大会　 　○全日本通信陸上競技千葉県大会

　○千葉県中学校総合体育大会 　○千葉県中学校新人陸上競技大会

全国 県通信 県総体 県新人 全国 県通信 県総体 県新人

１００ｍ １２”９４ １２”４４ １２”５４ １３”９４ １３”６４ １３”６４

８００ｍ ２’３０”００

１５００ｍ ４’４７”５０ ４’４２”５０

走幅跳 ４ｍ９０ ５ｍ１０ ４ｍ３０ ４ｍ５０

２年 １００ｍ １２”０４ １１”７４ １２”０４ １３”３４ １３”０４ １３”４４

１００ｍ １１”２０ １１”８４ １１”５４ １２”５３ １３”３４ １２”９４

２００ｍ ２２”７５ ２４”１４ ２３”９４ ２４”８４ ２５”８０ ２７”７４ ２６”９４ ２８”１４

４００ｍ ５１”６０ ５５”２４ ５４”５４ ５６”１４

８００ｍ ２’００”５０ ２’０９”００
（1000m 2'55"00）

２’０７”７０
（1000m 2'57"00）

２’１３”００
（1000m 2'57"00）

２’１６”５０ ２’２５”５０
（1000m 3'15"00）

２’２４”５０
（1000m 3'12"00）

２’２８”５０
（1000m 3'18"00）

１５００ｍ ４’０８”５０
４’２５”００

（1000m 2'55"00）
（2000m 6'15"00）

４’２１”００

（1000m 2'55"00）
（2000m 6'10"00）

４’３０”００ ４’３８”００
４’５５”００

（1000m 3'15"00）
（2000m 6'50"00）

４’５２”００

（1000m 3'12"00）
（2000m 6'45"00）

５’００”００
（1000m 3'18"00）

３０００ｍ ８’５７”００

９’３０”００

（1000m 2'57"00）
（2000m 6'15"00）

９’１５”００
（2000m 6'10"00）

９’４２”００
（2000m 6'10"00）

１１０ｍＨ １５”００ １７”３４ １６”３４ １７”４４ １４”８０ １６”７４ １５”８４ １７”０４

走高跳 １ｍ８５ １ｍ７０ １ｍ７３ １ｍ６５ １ｍ６０ １ｍ４８ １ｍ５１ １ｍ４５

棒高跳 ４ｍ００ ３ｍ３０ ３ｍ５０ ３ｍ００ ２ｍ５０ ２ｍ６０ ２ｍ４０

走幅跳 ６ｍ５５ ５ｍ８５ ６ｍ１０ ５ｍ７５ ５ｍ４５ ４ｍ８０ ５ｍ０５ ４ｍ７０

砲丸投 １３ｍ００
５ｋ：１０ｍ１０

４ｋ：１１ｍ８０

５ｋ：１１ｍ５０

４ｋ：１３ｍ００

５ｋ：  ９ｍ２０

４ｋ：１１ｍ００
１２ｍ５０ ９ｍ８０ １０ｍ７０ ９ｍ３０

四種競技 ２５００点 １９００点 ２１００点 ２６３０点 ２０００点 ２０５０点

４×１００
ｍＲ

１県１校 ４５”５４ ４６”１４ ４７”８４ １県１校 ５１”５４ ５２”２４ ５３”４４

＜県通信＞

標準記録突破者・前年度県新人８位入賞者はその種目の出場権を有する。

＜県総体＞
標準記録突破者（校）と支部推薦１名（校）が出場権を有する。
男女四種競技・女子棒高跳は、標準記録突破者が出場権を有する。（支部推薦はない）

リレーは、標準記録を突破したチームが多くても各支部最大５チームまでとする。

＜県新人＞
標準記録突破者（校）と支部推薦１名（校）が出場権を有する。
リレーは、標準記録を突破したチームが多くても各支部最大５チームまでとする。
また、３年生を含まないメンバーでの記録とする。

２０２１県大会・全国大会出場標準記録

共通

学年・種目
男　　子　　種　　目 女　　子　　種　　目

１年
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