
             

第４回銚子市中学校陸上競技記録会 主催 銚子市体育協会

令和元年６月15日（土） 令和元年６月15日（土） 共催 銚子市陸上競技協会
千葉県総合スポーツセンター東総運動場 主管 小中学校体連東総支部銚子地区陸上競技専門部

0

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

12.84 13.16 13.47 13.89 13.99 14.03 14.07 14.15
(-3.1) (-3.1) (-1.8) (-1.8) (-3.1) (-3.1) (-3.1) (-3.1)
12.31 12.50 12.77 13.04 13.12 13.25 13.42 13.50
(-1.8) (-1.8) (-1.8) (-1.8) (-1.8) (-2.2) (-1.8) (-2.2)
11.76 12.05 12.17 12.27 12.41 12.52 12.58 12.89
(-0.8) (-0.8) (-0.8) (-0.8) (-0.8) (-0.8) (-0.8) (-1.7)
24.10 25.46 25.93 26.40 26.73 26.96 27.34 27.60
(-1.8) (-1.8) (-1.8) (-1.8) (-1.8) (-1.8) (-1.8) (-1.8)
53.87 55.71 55.97 56.09 57.69 58.66 59.22 60.21

伊藤 啓太 3 2.08.09 永井 絢生 3 2.08.72 﨑山 友翔 3 2.08.80 岡野 智也 3 2.11.28 上島 龍己 3 2.11.71 和島 諒 3 2.12.11 浅野 唯人 3 2.13.31 池田 元気 3 2.15.75

宮内 波瑠 1 4.50.40 清水 陽永 1 4.50.95 小川 奏多 1 4.51.54 髙嶋 琉聖 1 4.55.19 伊東 文仁 1 4.55.80 多田 有佑 1 4.57.57 林 慶悟 1 5.00.40 小田原 瑠伊 1 5.03.31

髙尾 啓太朗 3 4.21.66 野口 颯汰 3 4.23.77 岩田 一冴 3 4.26.95 野口 遥斗 3 4.31.75 加瀬 智一 3 4.33.80 佐藤 優斗 3 4.37.34 髙木 拓海 3 4.37.55 上島 龍己 3 4.42.04

平山 櫂吏 2 9.21.79 小保方 俊貴 2 9.41.61 岩瀬 篤生 3 9.55.79 佐々木 青空 2 9.57.63 加瀨 弘明 2 10.10.83 遠藤 旬 3 10.12.63 西廣 悠利 2 10.24.97 伊藤 光琉 2 10.28.72

18.26 18.42 18.49 19.22 19.43 19.45 19.92 20.64
(-3.2) (-3.2) (-3.2) (-3.2) (-3.2) (-2.9) (-3.2) (-2.9)

菱木 大和 2 1.65 伊藤 舜 3 1.60 先崎 章太 3 1.40 村岡 隼人 2 1.40 齊籐 喜斗 1 1.30 5 岡田 拓海 2 1.30 長嶋 碩人 1 1.30 石井 朋也 2 1.25

鈴木 拓実 2 2.20 遠藤 蓮 2 2.00 鈴木 悠聖 1 1.80

伊藤 佑希 1 4.89 平野 巧稀 1 4.32 鈴木 響 1 4.20 山口 晴翔 1 4.20 小勝 樂玖 1 4.17 青柳 流 1 4.15 椎名 碧空 1 3.99 稲田 幸希 1 3.95
+3.1 +4.7 +2.7 +3.0 +2.1 +5.3 +2.6 +2.4

香取 宝良 3 6.36 五畿田 涼介 3 5.81 白鳥 智紀 3 5.74 向後 志優 3 5.36 瀧田 隼啓 3 5.36 越川 輝音 3 5.35 守田 智一 2 5.17 香取 拓海 3 5.13
+2.3 +1.2 +2.2 +1.3 +0.9 +0.1 +1.4 +1.9

平野 智也 3 10.34 加藤 滉大 3 10.28 林 拓海 2 9.89 小池 嶺士 2 8.88 白土 裕也 3 7.91 加瀬 友翔 3 7.67 桶谷 隼斗 3 7.60 渡邊 廉斗 1 6.66

記録主任 青柳　理恵

銚子 銚子五 旭二 銚子三 銚子

東庄 干潟 東庄 佐原

共通砲丸投
東庄 銚子 小見川

共通走幅跳
佐原 銚子六 旭二 旭二

東庄
１年走幅跳

旭二 海上 飯岡 銚子 佐原 銚子二 飯岡

旭二 八日市場二

共通棒高跳
佐原 銚子一 佐原

共通走高跳
小見川 香取 銚子七 小見川 東庄 旭二

実施せず
悪天候のため

旭二

共通４×１００ｍＲ

加瀬 剛壮 2 大塚 健吾 3 市川 雄太 2
銚子一 銚子 旭一 銚子五 銚子五 多古 小見川

小見川 旭二

共通１１０ｍＨ
簾内 亮平 3 石井 篤也 3 平野 賢彦 3 岡田 怜基 3 田中 真優 2

山田 銚子一

共通３０００ｍ
八日市場二 銚子 銚子六 旭二 銚子 栗源

東庄 山田 海上

共通１５００ｍ
旭二 東庄 小見川 東庄 銚子五 銚子一

香取 多古 銚子二

１年１５００ｍ
小見川 東庄 小見川 小見川 野栄

共通８００ｍ
銚子一 銚子五 旭二 佐原 銚子一

白土 大誠 3
山田 小見川 旭二 銚子一 銚子 海上 旭二 銚子五

銚子六

共通４００ｍ
宮崎 留樺 3 林 寛人 3 佐藤 匠馬 3 飯田 海都 3 酒田 凛久 2 宮内 翔平 3 平野 豪琉 2

滑川 空良 3 宇井 敦基 3 宮内 勇人 3
小見川 小見川 海上 銚子一 旭二 海上 野栄

海上 銚子一 小見川

共通２００ｍ
髙須 楓翔 3 林 寛人 3 渡辺 康太郎 3 林 寛倫 3 品村 隼士 3

伊藤 直也 3 飯田 海都 3 渡辺 康太郎 3 林 寛倫 3 根本 翼 3
小見川 佐原 旭二 干潟 銚子一

平山 知宙 2
小見川 多古 銚子五 海上 野栄 香取 旭二 栗源

旭二 飯岡

２年１００ｍ
栗田 陽成 2 加瀬 剛壮 2 西宮 一樹 2 伊澤 虎汰 2 米元 航基 2 前田 拓海 2 戸諸 佑羽 2

椎名 孝成 1 齋藤 結輝 1 小林 颯斗 1 石井 大和 1
小見川 旭二 多古 八日市場二 銚子 海上

１年１００ｍ
篠田 浩己 1 崎山 隆 1 横堀 凪柊 1 神永 輪 1

３年１００ｍ
髙須 楓翔 3 石井 蒼大 3 佐藤 匠馬 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４回銚子市中学校陸上競技記録会 主催 銚子市体育協会

令和元年６月15日（土） 令和元年６月15日（土） 共催 銚子市陸上競技協会
千葉県総合スポーツセンター東総運動場 主管 小中学校体連東総支部銚子地区陸上競技専門部

0

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

14.17 14.73 14.81 14.88 14.95 14.97 14.98 15.05
(-2.2) (-2.2) (-1.4) (-2.2) (-2.2) (-2.2) (-1.4) (-1.4)
12.99 13.23 13.47 13.70 13.74 13.81 13.82 13.88
(-1.0) (-1.0) (-1.0) (-1.0) (-1.3) (-1.0) (-1.0) (-1.3)
12.82 13.12 13.53 14.38 14.40 14.44 14.87 14.94
(-1.7) (-1.7) (-1.7) (-1.7) (-1.7) (-1.7) (-2.5) (-2.5)
27.43 28.63 29.13 30.47 30.87 31.04 31.54 31.63
(-3.0) (-3.0) (-3.0) (-3.0) (-3.0) (-3.0) (-3.9) (-3.9)

須本 春菜 2 2.26.77 加瀬 未唯 2 2.27.72 高田 実夢 1 2.27.94 山口 愛心 2 2.29.16 姥山 叶奈 1 2.31.52 平野 帆ノ佳 3 2.31.99 齋藤 彩菜 3 2.33.50 髙嶋 紗彩 3 2.33.59

石毛 友彩 3 5.00.96 安住 福美 3 5.07.46 平野 百華 3 5.10.49 藤山 天花 3 5.13.08 高森 理央 2 5.21.20 市原 未来 3 5.27.48 成毛 幸穂 2 5.28.34 宮内 来実 3 5.29.56

16.72 17.15 17.37 17.90 18.91 19.24 19.29 19.99
(-1.7) (-1.7) (-1.2) (-1.2) (-1.2) (-1.2) (-1.7) (-1.2)

渉里 萌衣 3 1.45 木樽 菜々子 3 1.40 大木 未緒 3 1.40 野中 琴瑛 3 1.35 嶋田 菜那 2 1.35 篠塚 天音 3 1.30 奥田 栞奈 2 1.25 伊藤 菫 3 1.25

勝浦 未結 3 2.20 大木 華蓮 3 2.10 山本 彩葉 2 2.10 平原 日和 2 2.00 4 小貫 紗彩 2 2.00 本多 望愛 3 2.00 蜷川 千里 3 1.80 本多 優菜 3 1.80

飯島 香撫 1 4.75 土屋 美潤 1 4.66 大木 愛結実 1 4.28 長谷川 楓 1 4.10 野口 由翔 1 3.88 千本松 矢茉葉 1 3.88 髙橋 芽生 1 3.84 渡邉 いおり 1 3.77
+3.0 +1.9 +3.4 +3.5 +3.8 +5.9 +1.4 +2.3

西坂 瑠花 3 5.13 林 杏朱 2 4.95 佐藤 桜花 3 4.94 伊藤 穂乃花 3 4.92 嶋田 萌桃 2 4.84 多田 朱里 3 4.80 伊藤 優璃 2 4.69 髙野 未羽 2 4.65
+0.4 +0.4 +0.3 +1.9 +1.7 +0.1 +1.9 +1.4

宮﨑 梨緒 3 11.92 當金 美結 3 10.97 山倉 和華 3 10.26 髙橋 愛莉 3 9.30 伊藤 美幸 2 9.21 金子 恵麗奈 2 9.16 平野 ひまり 3 9.08 小久保 遼 3 8.98

記録主任
15日

時刻 気温 風速
9:00 18.1℃ 1.1m/s
10:00 18.8℃ 1.6m/s
11:00 18.4℃ 2.5m/s
12:00 19.1℃ 2.4m/s
13:00 19.1℃ 2.8m/s
14:00 18.7℃ 2.7m/s雨 NE 97%

雨 NNE 98%
雨 NNE 97%
雨 NNE 98%
雨 NE 93%
雨 NE 95%

青柳　理恵

天気 風向 湿度

銚子一 銚子 佐原 旭一 山田

海上 東庄 旭一 小見川

8 共通砲丸投
銚子一 銚子一 多古

9 共通走幅跳
銚子五 東庄 旭二 旭一

佐原 銚子五

佐原 佐原 佐原

１年走幅跳
旭二 東庄 旭二 旭二 東庄 旭一

香取 小見川 飯岡

8
共通棒高跳

銚子一 佐原 東庄 佐原 佐原

共通走高跳
旭一 銚子一 野栄 銚子六 海上

実施せず
悪天候のため

佐原 銚子二 佐原

9
共通４×１００ｍＲ

伊藤 千景 3 多田 瑠奈 3 尾形 みゆき 3 金野 由愛 3 植田 采蘭 1
旭一 銚子 旭二 旭二 銚子

旭一 銚子三 小見川 銚子六

8 共通１００ｍＨ 伊藤 遥香 1 生田 結愛 3 菅澤 香音 2

旭一 旭一 多古 小見川

共通１５００ｍ
旭二 銚子 銚子五 小見川

9 共通８００ｍ
佐原 旭二 小見川 銚子

八日市場一
岩瀬 蓮 3 林 菜々子 3 小島 菜々美 3

八日市場一 栗源 旭二 香取 銚子 飯岡 飯岡

八日市場二 銚子六 銚子一

9 共通２００ｍ 大木 詩織 3 齋藤 七海 3 椎名 唯美 3 荻澤 采花 3 生田 結愛 3

塙 彩李 3 石井 杏樹 3 野村 心瑚 3 木内 晴菜 3 伊勢 遥 3
旭二 八日市場一 佐原 海上 旭二

加瀬 愛 2
旭二 飯岡 旭二 旭二 旭二 旭二 佐原 旭二

八日市場一 佐原

２年１００ｍ 浪川 愛加 2 永井 七海 2 小出 姫花 2 菅澤 香音 2 新行内 心花 2 品村 百香 2 川奈 愛凜 2

濤川 あのん 1 角田 恋菜 1 石毛 唯菜 1 菅井 良実 1
旭一 小見川 香取 佐原 海上 八日市場一

8

１年１００ｍ 伊藤 遥香 1 髙塚 葵 1 髙安 彩名 1 藤﨑 春乃 1

３年１００ｍ 佐藤 葵唯 3 大木 詩織 3 大八木 優名 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

第４回銚子市中学校陸上競技記録会

決勝記録表（女子）

順　　位 1 2 3 4 5


