
             

第56回千葉県中学校三支部（香取・東総・印旛）対抗陸上競技大会 主催 印旛陸上競技クラブ

令和元年５月２５日（土） 大会コード 19123501 共催 千葉県小中学校体育連盟（香取・東総・印旛）
松山下運動公園陸上競技場 会場コード 124110 主管 千葉県小中学校体育連盟印旛支部陸上競技専門部

印西市教育委員会・成田市教育委員会

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

12.69 12.86 12.98 13.13 13.14 13.32 13.36 13.41

11.57 11.79 11.82 11.89 11.97 12.07 12.11 12.45

11.42 11.61 11.71 11.72 11.73 11.74 11.77 11.85

22.60 23.68 23.91 23.93 24.29 24.48 24.49 24.54

51.96 52.29 53.22 53.66 54.07 54.61 55.91 56.80

1.59.03 2.06.73 2.07.44 2.07.77 2.07.90 2.09.27 2.09.65 2.09.72

古閑 遥希 1 4.49.73 清水 陽永 1 4.52.56 多田 有佑 1 4.53.01 宮内 波瑠 1 4.54.31 小川 奏多 1 4.55.66 千代田 真幸 1 4.56.46 髙嶋 琉聖 1 4.57.09 田沼 翔輝 1 4.57.64

髙尾 啓太朗 3 4.11.94 廣戸 太一 2 4.18.89 岡野 智也 3 4.23.37 滝田 流星 3 4.24.78 海老原 慧 2 4.26.35 徳永 大輝 3 4.26.52 加瀬 智一 3 4.26.74 前川 夏輝 3 4.27.57

野口 颯汰 3 8.55.69 平山 櫂吏 2 9.23.02 徳永 大輝 3 9.24.11 廣戸 太一 2 9.29.70 山形 大智 3 9.35.63 小保方 俊貴 2 9.36.59 伊東 虹心朗 2 9.39.10 岩瀬 篤生 3 9.39.57

15.50 16.16 16.21 16.49 16.60 16.97 17.33 17.47

45.21 45.35 45.48 45.68 45.70 45.81 46.24 46.66

梅原 優太郎 3 1.82 菱木 大和 2 1.76 菅澤 綾都 2 1.70 3 伊藤 舜 3 1.70 戸嶋 惇太 3 1.70 5 太田 昌希 3 1.70 西本 大悟 2 1.65 宜保 健治 3 1.60

山本 直樹 3 3.90 芦田 武 3 3.70 鈴木 拓実 2 3.60 宮嵜 裕大 2 3.30 宮島 隆盛 3 3.10 大木 幸太 3 3.10 青柳 匡晃 3 3.00 根本 千尋 2 2.90

篠田 浩己 1 5.46 平野 巧稀 1 4.92 青栁 理仁 1 4.91 齋藤 悠太郎 1 4.89 川島 一真 1 4.86 岩﨑 一弥 1 4.84 山口 翔太 1 4.71 笹 優輝 1 4.68
1.8 0.0 -0.6 0.9 1.9 2.1 1.4 1.5

山口 幸樹 3 6.65 滝沢 毅 3 6.42 白濱 智也 3 6.39 須藤 壮太 3 6.30 香取 宝良 3 6.21 鳥海 大智 3 5.86 佐々木 健志郎 2 5.78 五畿田 涼介 3 5.75
+0.4 +1.1 +0.9 +1.9 +1.8 +0.7 +0.9 +2.3

平野 智也 3 11.34 月守 謙仁 3 10.47 林 拓海 2 10.34 加藤 滉大 3 10.33 福田 駿太 2 10.13 野村 航太 2 10.12 前山 優太 3 9.90 杉村 航太 2 9.81

加藤 翔悟 3 1726 簾内 亮平 3 1616 村岡 隼人 2 1557 服部 一路 2 1484 高橋 佐祐 2 1448 先崎 章太 3 1221 齊藤 崇大 2 1212 角崎 碧 3 962

424 341 348 330 427 320 362 208
507 411 427 324 371 424 300 373
317 426 389 426 317 317 317 0

記録主任 野田　創

1.40 0.01.40 1.55 1.50 1.55 1.40 1.40

19.84(＋0.8) 22.01(＋0.8)
10.36 8.76 9.02 7.29 8.08 8.97 6.88 8.11

印旛　西の原 東総　銚子七 印旛　四街道西 東総　干潟
19.10(＋0.8) 20.11(＋0.8) 20.01(＋0.8) 20.25(＋0.8) 19.06(＋0.8) 20.38(＋0.8)四種競技

印旛　八街中央 東総　銚子一 香取　小見川 印旛　富里

東総 銚子 東総 旭二 印旛 四街道西 印旛 木刈 印旛 遠山
共通砲丸投

香取 東庄 印旛 西志津 香取 小見川

共通走幅跳
印旛 中台 印旛 四街道 印旛 四街道北 印旛 四街道北 香取 佐原 印旛 成田 印旛 四街道西 東総 銚子六

印旛 印西 印旛 八街 印旛 南山
１年走幅跳

香取 小見川 東総 海上 印旛 木刈 印旛 印旛 印旛 八街

印旛 七次台 香取 神崎

印旛 西の原 印旛 大栄

共通棒高跳
香取 佐原 香取 小見川 香取 佐原 香取 佐原 印旛 印西 印旛 印西

坂本 聖也  3 藤澤 樹来  3

共通走高跳
印旛 佐倉南部 香取 小見川 香取 小見川 香取 香取 印旛 南山 東総 八日市場一

林 寛人  3 小澤 天熙  3 斉藤 優登  2 秋井 一希  3
内山 清春  3 金子 侑磨  3 山﨑 真央  3 白濱 智也  3 髙須 楓翔  3 須田 和史  3

萩原 翔希  2 加藤 陸亜  3
長谷川 巧光  3 飯田 晴斗  2 堀 ひかる  2 須藤 壮太  3 根本 翼  3 滝沢 毅  3 藤橋 亮太郎  2 濱田 周  3

 小見川  四街道  大山口  木刈 
木村 正護  3 柴崎 勝治  3 伊藤 壮大  3 國分 蒼空  3 栗田 陽成  2 鈴木 遼  3

共通４×１００ｍＲ

 八街南  成田  成田西  四街道北 

井口 拓実  3 鎌田 悠杜  3 柏原 璃久  2 鬼塚 靖唯  3

鈴木 琉空 3 宇田川 大志 2
印旛 成田西 印旛 成田 印旛 公津の杜 印旛 成田 印旛 四街道北 印旛 七次台 香取 東庄 印旛 大山口

東総 銚子六

共通１１０ｍＨ -2.7
山﨑 真央 3 鎌田 悠杜 3 石塚 颯良 3 柴崎 勝治 3 白濱 智也 3 井上 和馬 2

東総 銚子五 印旛 七次台

共通３０００ｍ
香取 東庄 東総 八日市場二 印旛 船穂 印旛 四街道 印旛 大山口 東総 銚子 印旛 成田高付

印旛 井野 香取 小見川 東総 銚子

共通１５００ｍ
東総 旭二 印旛 四街道 香取 佐原 印旛 四街道 印旛 印旛 印旛 船穂

１年１５００ｍ
印旛 木刈 香取 東庄 香取 東庄 香取 小見川 香取 小見川

武澤 慶和 3 上島 龍己 3
香取 東庄 印旛 印西 香取 多古 印旛 七次台 東総 旭二 印旛 四街道 印旛 七次台 東総 銚子一

共通８００ｍ
野口 遥斗 3 日並 翔汰 3 浅野 唯人 3 山口 宗 3 﨑山 友翔 3 滝田 流星 3

井口 拓実 3
香取 山田 印旛 七次台 印旛 四街道 印旛 臼井 香取 小見川 印旛 八街南 東総 銚子一 印旛 八街南

印旛 富里 印旛 大山口

共通４００ｍ
宮崎 留樺 3 遠藤 竜己 3 須田 和史 3 波多野 雄 3 林 寛人 3 木村 正護 3 飯田 海都 3

印旛 八街南 印旛 八街南 印旛 南山 印旛 四街道 印旛 南山 香取 小見川
戸嶋 惇太 3 須田 和史 3 金澤 真心 3 林 寛人 3 片岡 獅童 3 藤橋 亮太郎 2

金澤 真心 3
印旛 中台 印旛 四街道北 東総 干潟 香取 小見川 印旛 大山口 印旛 木刈 印旛 成田 印旛 南山

東総 銚子五

３年１００ｍ -1.1
山口 幸樹 3 須藤 壮太 3 伊藤 直也 3 髙須 楓翔 3 坂本 聖也 3 濱田 周 3 金子 侑磨 3

栗田 陽成 2 齊藤 優歩 2 宇野澤 陸斗 2
印旛 臼井南 印旛 成田 印旛 成田西 印旛 上志津 印旛 大山口 香取 小見川 印旛 富里

印旛 八街 印旛 南山 印旛 木刈

２年１００ｍ -0.3
瓜田 友聖 2 飯田 晴斗 2 堀 ひかる 2 新發田 亮 2 藤橋 亮太郎 2

笹 優輝 1 竹本 磨生 1 山口 翔太 1 中島 勇大 1 青栁 理仁 1
印旛 成田高付 香取 小見川 印旛 木刈 印旛 南山 印旛 井野

１年１００ｍ -3.3
福田 孝汰 1 篠田　浩己 1 小出 秀政 1

共通２００ｍ -0.4
長谷川 巧光 3 内山 清春 3

　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

6 7 8

種　　目
　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

決勝記録表（男子）

順　　位 1 2 3 4 5



             

第５６回千葉県中学校三支部（香取・東総・印旛）対抗陸上競技大会 主催 印旛陸上クラブ

令和元年５月２５日（土） 大会コード 19123501 千葉県小中学校体育連盟（香取・東総・印旛）

印西市　松山下運動公園陸上競技場 会場コード 124110 主管 千葉県小中学校体育連盟印旛支部陸上競技専門部
後援 印西市教育委員会・成田市教育委員会

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

13.54 13.61 13.70 14.12 14.35 14.48 14.69

12.80 13.09 13.16 13.18 13.31 13.38 13.50 13.54

12.44 12.65 12.66 12.86 12.98 13.04 13.05 13.16

26.29 26.46 26.85 27.84 27.95 28.43 28.46 28.57

2.22.74 2.24.04 2.25.59 2.26.30 2.26.48 2.27.49 2.27.60 2.28.19

澤井 美結 2 4.46.97 岩井 蘭 3 4.49.89 石毛 友彩 3 4.50.59 安住 福美 3 4.51.46 黒木 寿和 2 5.01.68 髙安 侑奈 2 5.04.27 伊藤 楓莉 2 5.06.03 上野 留実 2 5.06.27

14.86 15.57 15.66 15.68 16.18 16.35 16.39 16.69

48.78 50.93 51.44 51.49 51.87 51.95 52.3 52.35

渉里 萌衣 3 1.57 村田 楓夏 2 1.48 谷村 美空 3 1.48 大木 未緒 3 1.45 石毛 幸来 3 1.45 藤﨑 咲衣 3 1.40 岩井 美月 3 1.40 齊藤 夕純 3 1.40

加瀨 陽菜 3 2.90 熊谷 愛彩 3 2.90 2 大木 華蓮 3 2.90 下田 実空 3 2.80 鈴木 真歩 3 2.70 伊原 萌花 3 2.70 小貫 紗彩 2 2.70 勝浦 未結 3 2.60

土屋 美潤 1 4.88 飯島 香撫 1 4.83 大木 愛結実 1 4.51 坂東 麻那香 1 4.42 三浦 彩心 1 4.40 5 佐藤 そら 1 4.40 田中 すみれ 1 4.31 長谷川 楓 1 4.28
0.1 0.3 1.0 2.7 1.1 1.4 -0.2 0.4

白土 莉紅 3 5.62 小出 姫花 2 5.32 西坂 瑠花 3 5.31 髙橋 永愛 3 5.29 日下部 玲子 3 5.21 嶋田 萌桃 2 5.10 伊藤 穂乃花 3 5.07 林 杏朱 2 5.05
-0.1 +0.5 +1.4 +0.6 +1.4 -0.9 +0.9 -0.7

ｵﾎﾞﾙﾃﾞｨ 衣乃帆 2 13.43 宮﨑 梨緒 3 12.52 小林 美佑 2 11.75 當金 美結 3 11.43 鈴木 菜月 3 10.98 山倉 和華 3 10.82 伊藤 凜 2 10.77 伊藤 美幸 2 10.61

廣 菜々子 3 2124 伊藤 千景 3 1804 鈴木 栞莉 2 1795 木樽 菜々子 3 1715 石井 凜 3 1617 石井 智栄莉 3 1575 山﨑 彩加 3 1512 奥田 栞奈 2 1456

555 604 441 327 476 359 363 399
534 312 439 566 266 439 359 312
442 411 475 337 393 413 350 352
593 477 440 485 482 364 440 393

380 168 64
260 198 45
640 262 213

記録主任

時刻 気温 風速
9:00 28.5℃ 1.2m/s
10:00 30.3℃ 1.2m/s
11:00 31.2℃ 1.8m/s
12:00 32.3℃ 1.0m/s
13:00 32.6℃ 0.2m/s
14:00 62.4℃ 2.2m/s
15:00 31.3℃ 2.3m/s晴 SSE 29%

晴 SSW 20%
晴 NW 21%
晴 ENE 25%
晴 NE 28%
晴 NE 28%
晴 NNE 46%

野田　創

天気 風向 湿度

男女総合の部 印旛 東総 香取
女子総合の部 印旛 東総 香取
男子総合の部 印旛 香取 東総

7.24 7.26
28.49(-1.5) 30.08(-1.5) 30.61(-1.5) 29.96(-1.5) 30.00(-1.2) 31.79(-1.5) 30.62(-1.2) 31.34(-1.2)

8.66 8.18 9.16 7.03 7.90 8.21

18.91(+1.2)
1.42 1.20 1.33 1.45 1.15 1.33 1.25 1.20

印旛　七次台 東総　旭二 香取　小見川
17.37(+1.2) 16.93(+1.2) 18.47(+2.4) 19.71(+1.2) 18.12(+1.2) 19.34(+2.4) 19.30(+2.4)

四種競技

印旛 四街道西 東総　旭二 印旛　原山 東総　銚子一 印旛　臼井

印旛 四街道北 香取 多古 東総 銚子 東総 銚子

東総 海上 東総 旭一 香取 東庄

共通砲丸投
印旛 酒々井 東総 銚子一 印旛 成田 東総 銚子一

共通走幅跳
東総 八日市場二 東総 旭二 東総 銚子五 香取 小見川 印旛 臼井南

東総 旭二

香取 佐原 東総 銚子一

１年走幅跳
香取 東庄 東総 旭二 東総 旭二 印旛 印旛 印旛 木刈 印旛 四街道旭 印旛 四街道旭

印旛 臼井西 印旛 臼井

共通棒高跳
東総 銚子一 印旛 印西 香取 佐原 印旛 吾妻 香取 神崎 印旛 木刈

石毛 幸来  3 濵野 美咲  3

共通走高跳
東総 旭一 印旛 白井 印旛 木刈 東総 野栄 印旛 成田西 香取 佐原五

梅原 由伊  2 蘭 美里奈  3 神原 穂乃香  3 田中 留菜  2
浪川 愛加  2 髙橋 莉杏  2 富樫 美嘉  2 松田 愛梨  3 中屋 結郁  2 香西 双葉  3

今井 彩陽  3 阿部 姫乃  2
佐藤 葵唯  3 西﨑 好芽  3 森田 穂乃  2 小坂 優依  3 菊地 咲良  3 市川 優空  3 伊藤 梨里  3 佐藤 ひなた  2

 大山口  公津の杜  成田西  四街道旭 
小出 姫花  2 ｵﾎﾞﾙﾃﾞィ 華  3 水島 沙綾  2 下田 実空  3 岡田 恵茉  2 吉岡 優紗  2

共通４×１００ｍＲ

 旭二  酒々井  四街道西  吾妻 

品村 百香  2 西山 由佳里  2 廣 菜々子  3 坂本 悠樺  3

日野 由加利 3 鴛渕 有咲 2
東総 八日市場二 印旛 酒々井 東総 旭一 香取 東庄 印旛 四街道北 東総 旭二 印旛 西志津 印旛 井野

共通１００ｍＨ -1.4
白土 莉紅 3 梅澤　 李心 2 伊藤 遥香 1 箕輪 彩星 1 田村 那菜実 3 伊藤 麻紗 1

印旛 木刈 印旛 七次台
共通１５００ｍ

印旛 西の原 印旛 上志津 東総 旭二 東総 銚子 印旛 四街道西 香取 佐原

諸岡 侑璃 2 高田 実夢 1
印旛 上志津 印旛 根郷 香取 佐原 東総 銚子 印旛 玉造 東総 旭二 印旛 成田 香取 小見川

共通８００ｍ
岩井 蘭 3 大圖 希々 1 須本 春菜 2 山口 愛心 2 佐々木 京香 3 加瀬 未唯 2

印旛 根郷 東総 野栄東総 八日市場一 印旛 成田西 印旛 四街道西 印旛 西志津 印旛 七次台 香取 栗源
富樫 美嘉 2 舘林 さくら 3 ｶﾞﾏｹﾞ ﾁｪﾊﾝｻ 3 齋藤 七海 3 車田 奈月 3 大木 未緒 3

大八木 優名 3
東総 旭二 東総 八日市場一 印旛 印旛 印旛 印西 印旛 成田西 印旛 西志津 印旛 吾妻 香取 佐原

東総 旭二

３年１００ｍ 0.3
佐藤 葵唯 3 大木 詩織 3 有野 萄子 3 篠原 美咲 3 伊藤 梨里 3 舘林 さくら 3 小坂 優依 3

西山 由佳里 2 髙橋 莉杏 2 品村 百香 2
東総 旭二 印旛 木刈 印旛 成田 東総 飯岡 印旛 四街道西 印旛 酒々井 印旛 酒々井

印旛 井野 印旛 酒々井

２年１００ｍ -1.5
浪川 愛加 2 原田 和 2 秋山 心優 2 永井 七海 2 富樫 美嘉 2

飯島 香撫 1 金原 千莉 1 石川 愛奈 1 前田 巴那 1
印旛 八街 東総 旭一 東総 旭二 東総 旭二 印旛 臼井西

１年１００ｍ -2.9
梶ヶ谷 小春 1 伊藤 遥香 1 伊藤 麻紗 1

共通２００ｍ -3.3
大木 詩織 3 伊藤 梨里 3

　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

6 7 8

種　　目
　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

決勝記録表（女子）

順　　位 1 2 3 4 5


