
主催 印旛陸上競技クラブ
大会コード 千葉県小中学校体育連盟（香取・東総・印旛支部）

競技場コード
種目

伊澤  圭冴 (1) 12.44 室田  亜沙斗 (1) 12.83 本宮  琢磨 (1) 12.87 櫻井  翔 (1) 12.96 小手  柊和 (1) 12.98 下岡  凌久 (1) 13.12 磯田  侑大 (1) 13.14 香取  佑京 (1) 13.25

海上 (+0.6) 大山口 (+0.6) 小見川 (+0.6) 臼井 (+0.6) 印西 (+0.6) 木刈 (+0.6) 成田高付 (+0.6) 東庄 (+0.6)

篠原  輝 (2) 11.55 大久保  芯馬 (2) 11.74 牛玖  拓功 (2) 11.94 鎌形  新太 (2) 11.97 永沼  大 (2) 11.98 福知  聖也 (2) 12.12 冠地  結稀 (2) 12.14

成田西 (+0.3) 木刈 (+0.3) 根郷 (+0.3) 小見川 (+0.3) 富里 (+0.3) 八街中央 (+0.3) 上志津 (+0.3)

小出  秀政 (3) 11.28 篠田  浩己 (3) 11.63 石井  空我 (3) 11.70 福田  孝汰 (3) 11.87 青栁  理仁 (3) 11.90 横田  翔 (3) 11.90 鈴木  悠斗 (3) 11.91

木刈 (-1.2) 小見川 (-1.2) 富里 (-1.2) 成田高付 (-1.2) 木刈 (-1.2) 下総 (-1.2) 香取 (-1.2)

山本  楓人 (3) 23.52 鈴木　悠斗 (3) 23.58 瀧井　悠斗 (3) 23.65 齋藤　結輝 (3) 23.72 伊藤　蒼 (3) 23.96 石田  笙真 (3) 24.11 大河内　典 (2) 24.35

七次台 （＋1.7） 香取 （＋1.7） 木刈 （＋1.7） 海上 （＋1.7） 旭二 （＋1.7） 佐倉 （＋1.7） 佐倉 （＋1.7）

山﨑  直人 (3) 52.80 櫻井  陸斗 (3) 53.68 大前  友翔 (3) 54.24 浅野　一誠 (3) 54.34 椎名  碧空 (3) 54.48 宮内  波瑠 (3) 54.59 山口  翔太 (3) 55.25 永沼  大 (2) 59.50

成田西 四街道西 七次台 南山 飯岡 小見川 八街 富里
千代田  真幸 (3) 2:05.27 小川  竜輝 (3) 2:05.92 王  重建 (3) 2:08.42 眞部  陸 (3) 2:11.78 土屋  和馬 (3) 2:12.21 岩澤  慶史郎 (2) 2:12.50 夏目  望夢 (3) 2:12.99 谷  大和 (3) 2:13.44

井野 小見川 旭二 佐倉 公津の杜 成田 大栄 成田西

加瀬  唯翔 (1) 4:24.38 佐々木  虎太郎 (1) 4:31.43 渡邉  翔悟 (1) 4:39.93 関  雫空 (1) 4:47.39 廣瀨  祐士 (1) 4:48.33 増田  遥希 (1) 4:52.55 高野  蓮 (1) 4:53.68 度会  直人 (1) 4:56.27

旭一 七次台 八日市場二 滝野 佐原 小見川 銚子一 佐原

山田  湊也 (3) 4:19.32 加藤  彬芙 (3) 4:19.90 小川  奏多 (3) 4:28.26 佐川  泰梧 (3) 4:30.40 小田原  瑠伊 (3) 4:30.95 松尾  塁 (3) 4:32.47 伊藤  颯太 (2) 4:33.27 伊藤  碧海 (2) 4:33.81

西の原 東庄 小見川 成田西 海上 東庄 多古 香取

加藤  彬芙 (3) 9:22.46 石毛  翔麻 (2) 9:25.28 小川  奏多 (3) 9:26.64 清水  陽永 (3) 9:35.08 髙嶋  琉聖 (3) 9:37.04 川島  悠利 (3) 9:38.22 佐藤  賢仁 (2) 9:40.05 宮内  駿汰 (2) 9:41.28

東庄 旭二 小見川 東庄 小見川 富里南 志津 海上

稲葉  弘彰 (3) 16.37 冨澤  晴人 (3) 16.38 鳥井  大輝 (2) 17.29 辻  悠樹 (3) 17.39 川島  一真 (3) 18.12 戸村  息吹 (2) 18.38 前山  遼成 (3) 18.39 宮内  都至 (2) 19.61

木刈 (+0.2) 木刈 (+0.2) 佐倉 (+0.2) 八街 (+0.2) 八街 (+0.2) 四街道旭 (+0.2) 桜台 (+0.2) 銚子西 (+0.2)

木刈 44.20 旭二 45.24 佐倉 45.78 志津 46.38 成田西 46.43 富里 46.43 小見川 46.72 酒々井 46.86

小出  秀政 (3) GR 崎山  隆 (3) 石川  陽煌 (3) 秋葉  愛翔 (3) 安楽  悠希 (3) 永沼  大 (2) 小川  恭司 (2) 小川  義乃 (2)

青栁  理仁 (3) 伊藤  蒼 (3) 石田  笙真 (3) 岩木  祥太 (3) 篠原  輝 (2) 石井  空我 (3) 篠田  浩己 (3) 前田  拓輝 (2)

瀧井  悠斗 (3) 鈴木  爽太 (2) 波田野  弘庸 (3) 比嘉  薫月 (3) 山﨑  直人 (3) 篠塚  倖希 (3) 宮内  波瑠 (3) 峯田  直明 (2)

大久保  芯馬 (2) 伊藤  佑希 (3) 大河内  典 (2) 谷  瑠斗 (3) 勢司  陸人 (3) 江口  颯哉 (3) 鎌形  新太 (2) 髙橋  章太 (3)

波田野  弘庸 (3) 1m73 髙橋  星河 (3) 1m70 長嶋  碩人 (3) 1m65 平野  巧稀 (3) 1m60 齊藤  喜斗 (3) 1m55 橋爪  恵太 (3) 1m55 橋本  蓮 (3) (同順)1m50 金澤  辰海 (3) (同順)1m50

佐倉 井野 旭二 海上 東庄 原山 公津の杜 神崎

糸川  天彰 (3) 3m60 鈴木  悠聖 (3) 3m50 小野  泰雅 (3) 3m50 細谷  晃詠 (3) 3m30 藤田  郁輝 (3) (同順)3m30 坂本  楓磨 (3) (同順)3m30 井形  庚紀 (3) 3m10 関根  碧 (3) 2m90

船穂 佐原 銚子一 船穂 西の原 神崎 佐倉東 志津

浅野  蓮 (1) 5m16 村田  遼介 (1) 5m06 長嶋  建喜 (1) 4m81 田中  椿偲 (1) 4m71 寶生  晃輔 (1) 4m69 津嘉田  凰汰 (1) 4m67 鳥海　  滉太 (1) 4m64 飯田　凌磨 (1) 4m48
栗源 (-1.6) 白井 (-0.8) 旭二 (-1.0) 八街中央 (-1.3) 西の原 (-1.2) 旭二 (+0.8) 成田 (-0.8) 成田西 (-1.0)

篠田  浩己 (3) 6m70 伊藤  佑希 (3) 6m31 小野  泰誠 (3) 6m03 宮下  輝一 (2) 6m01 川島  一真 (3) 5m69 菅澤  憲斗 (2) 5m69 椿  真拓 (2) 5m66 伊藤  嶺 (3) 5m62

小見川 (+2.7) 旭二 (+3.5) 白井 (+2.7) 八日市場一 (+4.3) 八街 (+2.5) 下総 (+3.1) 大栄 (+2.9) 香取 (+3.5)

共通砲丸投 大江  陽斗 (3) 11m17 加藤  政樹 (3) 10m71 渡邊  廉斗 (3) 10m37 小名木  俊輔 (3) 9m71 越川  大輝 (3) 9m69 米倉  伸之助 (3) 9m67 尾原  陽 (2) 8m67 鈴木  響 (3) 8m59

（5.000kg) 印旛 八街中央 銚子 印西 干潟 八街 西の原 飯岡

島田  真嘉 (3) 1866 入交  隆太 (2) 1551 林  奎澄 (2) 1441 近藤  壮真 (3) 1345 大森  海月 (3) 1191 片岡  大誠 (3) 1156 実川  陽向 (2) 1116 古橋  結聖 (3) 680

旭一 船穂 飯岡 公津の杜 成田西 成田西 干潟 干潟

110mH(0.914m) 16.90 -3.3 635 19.37 -3.3 401 19.79 -3.3 366 20.34 -3.3 323 20.62 -3.3 302 20.60 -3.3 303 21.41 -3.3 246 21.80 -3.3 221
砲丸投(4.000kg) 8m39 389 8m39 389 8m57 400 5m63 227 7m53 339 7m26 323 6m01 249 6m38 271

走高跳 1m56 434 1m40 317 1m35 283 1m45 352 1m35 283 1m30 250 1m40 317 1m20 188

400m 1:00.14 408 59.10 444 1:00.62 392 59.14 443 1:04.70 267 1:04.26 280 1:03.42 304 DQ

印旛 358点 東総 130点 香取 121点

印旛 256点 東総 132点 香取 115点

印旛 614点 東総 262点 香取 236点
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　　吉 原　　廣 記録主任　　富澤　有貴

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　22日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 1日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

9:00 晴 28.6 68 南南西 9:00 晴 31.4 56 西南西
10:00 晴 31.2 56 南西 10:00 晴 31.7 54 南西
11:00 晴 31.9 54 南西 11:00 晴 31.9 52 南西
12:00 晴 32.3 53 南西 12:00 晴 32.1 52 南西
13:00 晴 31.9 52 南西 13:00 晴 31.7 54 南西
14:00 晴 32.0 52 南南西 14:00 晴 31.3 54 南西
15:00 晴 31.1 53 南西 15:00 晴 31.1 55 南南西
16:00 晴 30.9 54 南南東 16:00 晴 30.4 53 南南西

共通1500m

共通棒高跳

中学共通男子4X100mR

共通走高跳

1年走幅跳

共通走幅跳

共通110mH(0.914m)

21 12 3501
124110

1年1500m

共通3000m

1位 2位 5位
印西市松山下運動公園陸上競技場

共通400m

共通200m

決勝記録一覧表（男子）
令和３年５月２２日（土）

共通800m

3位 4位

第58回千葉県中学校
三支部（香取･東総・印旛）対抗陸上競技大会

1年100m

2年100m

3年100m

女子総合の部

男子総合の部

男女総合の部

3.1
風速(ｍ)

4.1

3.5

3.8

2.82.7

2.1
3.1
4.6
3.7
4.0

共通四種競技
(男子)

8位

5.8
4.3
4.9

7位

風速(ｍ)

3.1

6位

3.9



主催 印旛陸上競技クラブ
大会コード 千葉県小中学校体育連盟（香取・東総・印旛支部）
競技場コード

種目
伊藤  優亜 (1) 12.45 山﨑  蒼海 (1) 12.71 武田  珊瑚 (1) 13.77 内藤  美紗 (1) 13.78 大曽根  有紗 (1) 13.88 枝澤  百音 (1) 14.16 関  穂香 (1) 14.26 田中  優桜 (1) 14.61

旭二 GR(-0.4) 多古 GR(-0.4) 白井 (-0.4) 桜台 (-0.4) 成田西 (-0.4) 公津の杜 (-0.4) 臼井南 (-0.4) 銚子西 (-0.4)
山田  姫蘭 (2) 12.78 多田  りり子 (2) 12.91 多田  藍璃 (2) 12.97 森  柚稀 (2) 13.23 奈良  和奏 (2) 13.34 田野  央夢 (2) 13.52 田中  理桜 (2) 13.52 鈴木  杏羽 (2) 13.66

旭一 (-1.1) 佐原 (-1.1) 佐倉東 (-1.1) 酒々井 (-1.1) 吾妻 (-1.1) 中台 (-1.1) 酒々井 (-1.1) 七次台 (-1.1)
梶ヶ谷  小春 (3) 12.68 伊藤  麻紗 (3) 12.85 髙塚  葵 (3) 12.93 吉田　莉菜 (3) 12.97 前田  巴那 (3) 13.01 土屋  美潤 (3) 13.10 川原 夕和 (3) 13.14 栗田  若奈 (3) 13.17

八街 (-0.3) 旭二 (-0.3) 小見川 (-0.3) 玉造 (-0.3) 酒々井 (-0.3) 東庄 (-0.3) 南山 (-0.3) 四街道西 (-0.3)
伊藤  麻紗 (3) 26.03 多田  りり子 (2) 26.10 宮野原　  彩芽 (3) 26.36 髙塚  葵 (3) 26.46 川原 夕和 (3) 26.75 本城谷  結愛 (3) 27.01 木村  美紅 (2) 27.73

旭二 (+2.4) 佐原 (+2.4) 七次台 (+2.4) 小見川 (+2.4) 南山 (+2.4) 西の原 (+2.4) 四街道西 (+2.4)
大圖  希々 (3) 2:14.31 高田  実夢 (3) 2:17.35 姥山  叶奈 (3) 2:18.91 木下  小雪 (2) 2:19.20 島井  彩衣 (3) 2:20.11 廣瀨  眞希 (3) 2:20.88 宮野原  叶芽 (2) 2:22.21 藤澤  愛実 (3) 2:22.89

根郷 小見川 旭一 西の原 公津の杜 佐原 七次台 木刈
高田  実夢 (3) 4:41.16 手塚  蕾 (2) 4:51.97 小川  優希羽 (2) 4:58.67 清水  由椛 (3) 5:05.31 駒田  初花 (2) 5:08.86 石本  愛里 (3) 5:09.64 其田  沙希 (3) 5:09.67 岡田  実季 (3) 5:10.48

小見川 佐倉東 八日市場二 西の原 西の原 富里 志津 井野
箕輪  彩星 (3) 14.72 加藤  充悟 (3) 15.24 髙橋  結愛 (2) 15.41 伊藤  遥香 (3) 15.60 里吉  遥香 (3) 15.84 外崎  悠羽 (3) 16.29 中井  美咲 (3) 17.03 逸見  めい (3) 17.33

東庄 (0.0) 西の原 (0.0) 海上 (0.0) 旭一 (0.0) 酒々井 (0.0) 大山口 (0.0) 臼井 (0.0) 船穂 (0.0)
旭二 49.73 酒々井 51.06 西の原 51.19 佐原 51.82 旭一 51.99 七次台 52.26 干潟 53.41 東庄 53.54

大木  愛結実 (3) 前田  巴那 (3) 伊藤  蘭 (3) 髙橋  芽生 (3) 伊藤  遥香 (3) 鈴木  杏羽 (2) 石毛  雛 (3) 野口  由翔 (3)

伊藤  麻紗 (3) 森  柚稀 (2) 加藤  充悟 (3) 多田  りり子 (2) 山田  姫蘭 (2) 宮野原　  彩芽 (3) 林  瑞穂 (3) 土屋  美潤 (3)

飯島  香撫 (3) 里吉  遥香 (3) 本城谷  結愛 (3) 植田  采蘭 (3) 土屋  麗美 (3) 風間　  陽菜 (3) 石毛  華 (3) 岡  美莉亜 (3)

伊藤  優亜 (1) 田中  理桜 (2) 林  ゆうな (3) 藤﨑  春乃 (3) 姥山  叶奈 (3) 髙田　  真央 (3) 大なぎ  こ寿月 (2) 箕輪  彩星 (3)

濤川  あのん (3) 1m54 本城谷  結愛 (3) 1m45 髙木  菜々美 (3) 1m40 西田  有依里 (3) 1m40 齋藤  菜柚 (3) 1m40 中川  葉津季 (3) 1m40 浦田  ﾗﾘｻ (3) (同順)1m35 小玉  愛梨 (3) (同順)1m35

海上 西の原 成田西 井野 印旛 中台 井野 西志津
齊藤  佳子 (3) 2m70 新里  雫 (3) 2m60 近藤  愛美 (2) 2m50 大野  花 (3) 2m40 藤巻  心美 (3) 2m40 竹内  結実子 (3) 2m40 藤岡  美来 (3) 2m40 宮崎　羽詩 (2) 2m20

佐原 船穂 佐原 西の原 印西 西の原 佐倉東 神崎
8　寺田　心 (2) 2m20

神崎
山﨑  蒼海 (1) 4m78 市川  結唯 (1) 4m69 小名木  奏楽 (1) 4m30 鎌形  芽愛 (1) 4m22 中條  瑠奈 (1) 4m09 塚本  妃伽梨 (1) 4m03 豊田  来実 (1) 3m99 北島  花梨 (1) 3m84

多古 (-0.4) 旭二 (-1.9) 印旛 (-0.6) 小見川 (-2.5) 印西 (-1.5) 神崎 (-0.5) 佐倉 (-1.1) 酒々井 (-0.6)
飯島  香撫 (3) 5m59 土屋  美潤 (3) 5m37 長谷川  愛良 (2) 5m24 大木  愛結実 (3) 5m10 遠藤  唯華 (2) 5m06 長谷川  楓 (3) 5m06 森分  万織 (3) 4m84 坂東  麻那香 (3) 4m83

旭二 (+3.0) 東庄 (+1.4) 干潟 (+1.7) 旭二 (+1.5) 西の原 (+1.2) 旭二 (+1.5) 成田高付 (+2.2) 印旛 (+2.3)
共通砲丸投(2.721kg)熊倉  なな (3) 10m48 勝俣  ひなた (3) 10m33 千本松  矢茉葉 (3) 9m90 林  瑞穂 (3) 9m60 栗原  莉央 (3) 9m54 久米  菜々美 (3) 9m41 増子  南美 (3) 9m33 勝浦  玖心 (3) 9m29

（2.721Kg) 井野 神崎 旭一 干潟 八街中央 佐原五 志津 銚子一
中学共通女子四種競技(女子) 西畑  美音 (2) 1893 石毛  華 (3) 1756 近藤  帆栞 (3) 1733 浅香  礼美 (3) 1696 鵜野  栞音 (2) 1597 猪熊  美咲 (2) 1481 石毛  雛 (3) 1449 加瀬  妃悠 (3) 1366

西の原 干潟 公津の杜 野栄 白井 栄 干潟 野栄
100mH(0.762m) 16.92 -2.3 606 17.96 -2.3 493 17.14 -2.3 581 18.06 -2.3 482 18.65 -2.3 424 20.67 -2.3 249 19.75 -2.3 323 21.68 -2.3 178

走高跳 1m25 359 1m15 266 1m28 389 1m20 312 1m25 359 1m20 312 1m10 222 1m15 266
砲丸投(2.721kg) 7m11 342 8m06 403 5m10 215 7m96 397 5m98 270 7m14 344 7m96 397 8m69 444

200m 28.58 +1.7 586 28.48 +1.7 594 29.09 +1.7 548 29.68 +1.7 505 29.14 +1.7 544 28.71 +1.7 576 29.65 +1.7 507 30.06 +1.7 478
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　　吉 原　　廣 記録主任　　富澤　有貴
GR:大会新記録

共通
100mH(0.762m)

中学共通女子4X100mR

共通走高跳

共通棒高跳

中学1年女子走幅跳

共通走幅跳

7位 8位

1年100m

2年100m

3年100m

共通200m

共通800m

共通1500m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

決勝記録一覧表（女子）
令和３年５月２２日（土） 21 12 3501

印西市松山下運動公園陸上競技場 124110

第58回千葉県中学校
三支部（香取･東総・印旛）対抗陸上競技大会
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主催 印旛陸上競技クラブ
大会コード 千葉県小中学校体育連盟（香取・東総・印旛支部）
競技場コード

種目

１年100m 櫻井  翔 (1) 13.30 磯田  侑大 (1) 13.44 上田  暁夢 (1) 13.56 髙塚  遼汰 (1) 13.75 甲田　瑞樹 (1) 14.00 渡辺  智和 (1) 14.32 平野  伶歩 (1) 14.35 菅谷  徠人 (1) 14.63

予選１組 臼井 (-2.3) 成田高付 (-2.3) 東庄 (-2.3) 小見川 (-2.3) 成田 (-2.3) 旭一 (-2.3) 海上 (-2.3) 佐原 (-2.3)

１年100m 室田  亜沙斗 (1) 13.33 香取  佑京 (1) 13.36 小手  柊和 (1) 13.37 力根  和也 (1) 13.76 津嘉田  凰汰 (1) 13.78 尾形  泰悠 (1) 13.95 大塚  類 (1) 14.48 山口  裡夢 (1) 14.75

予選２組 大山口 (-2.6) 東庄 (-2.6) 印西 (-2.6) 小見川 (-2.6) 旭二 (-2.6) 佐原 (-2.6) 銚子 (-2.6) 海上 (-2.6)

１年100m 伊澤  圭冴 (1) 13.03 本宮  琢磨 (1) 13.28 下岡  凌久 (1) 13.47 小諸  温太 (1) 13.53 鵜澤  公佑 (1) 13.72 山田  竜摩 (1) 14.46 古賀  涼斗 (1) 14.90

予選３組 海上 (-1.8) 小見川 (-1.8) 木刈 (-1.8) 西の原 (-1.8) 公津の杜 (-1.8) 旭一 (-1.8) 東庄 (-1.8)

２年100m 篠原  輝 (2) 12.07 福知  聖也 (2) 12.54 鈴木  爽太 (2) 12.62 瀧野  晴光 (2) 12.63 宮﨑  春翔 (2) 13.03 小川  恭司 (2) 13.07 木内  璃州 (2) 13.38 田村  春稀 (2) 14.30

予選１組 成田西 (-2.5) 八街中央 (-2.5) 旭二 (-2.5) 中台 (-2.5) 銚子西 (-2.5) 小見川 (-2.5) 佐原五 (-2.5) 佐原 (-2.5)

２年100m 前田  拓輝 (2) 11.64 大久保  芯馬 (2) 12.10 牛玖  拓功 (2) 12.14 椎名  健太 (2) 12.77 伊藤  碧海 (2) 12.96 宮内  都至 (2) 13.01 石野田  康汰 (2) 13.17 宇井野  吉翔 (2) 13.35

予選２組 酒々井 (-2.0) 木刈 (-2.0) 根郷 (-2.0) 旭二 (-2.0) 香取 (-2.0) 銚子西 (-2.0) 海上 (-2.0) 小見川 (-2.0)

２年100m 永沼  大 (2) 12.17 冠地  結稀 (2) 12.20 鎌形  新太 (2) 12.22 石毛  順人 (2) 12.47 髙野  伶緒 (2) 12.92 奥村  一輝 (2) 13.10 飯田  睦輝 (2) 13.37 後藤  涼之介 (2) 14.01

予選３組 富里 (-1.8) 上志津 (-1.8) 小見川 (-1.8) 旭二 (-1.8) 飯岡 (-1.8) 佐原 (-1.8) 八日市場一 (-1.8) 神崎 (-1.8)

３年100m 横田  翔 (3) 11.94 福田  孝汰 (3) 12.17 崎山  隆 (3) 12.24 石田  笙真 (3) 12.40 小勝  樂玖 (3) 12.41 加瀬  孔太 (3) 12.68 佐藤  陸弥 (3) 12.71 永井  湧聖 (3) 12.82

予選１組 下総 (-1.2) 成田高付 (-1.2) 旭二 (-1.2) 佐倉 (-1.2) 佐原 (-1.2) 旭一 (-1.2) 多古 (-1.2) 銚子 (-1.2)

３年100m 小出  秀政 (3) 11.53 山本  楓人 (3) 12.12 鈴木  悠斗 (3) 12.20 石井  大和 (3) 12.65 椎名  孝成 (3) 12.82 前田  梁佑 (3) 12.88 鵜ノ澤  優斗 (3) 13.08 伊能  龍登 (3) 13.86

予選２組 木刈 (-2.9) 七次台 (-2.9) 香取 (-2.9) 飯岡 (-2.9) 銚子 (-2.9) 山田 (-2.9) 銚子西 (-2.9) 佐原 (-2.9)

３年100m 石井  空我 (3) 11.87 篠田  浩己 (3) 11.95 青栁  理仁 (3) 12.15 宮﨑  晴大 (3) 12.41 横堀  凪柊 (3) 12.61 神永  輪 (3) 12.73 小林　颯斗 (3) 13.22 篠塚  陽太 (3) 13.53

予選３組 富里 (-3.3) 小見川 (-3.3) 木刈 (-3.3) 七次台 (-3.3) 多古 (-3.3) 八日市場二 (-3.3) 旭二 (-3.3) 栗源 (-3.3)

共通200m 山本  楓人 (3) 24.25 齋藤  結輝 (3) 24.41 石田  笙真 (3) 24.61 鈴木  爽太 (2) 25.09 鎌形  新太 (2) 25.81 奥村  一輝 (2) 26.94 金杉  拓哉 (2) 27.41 篠塚  陽太 (3) 27.75

予選１組 七次台 (-1.9) 海上 (-1.9) 佐倉 (-1.9) 旭二 (-1.9) 小見川 (-1.9) 佐原 (-1.9) 八日市場一 (-1.9) 栗源 (-1.9)

共通200m 瀧井  悠斗 (3) 24.28 鈴木  悠斗 (3) 24.66 大河内  典 (2) 24.81 齋藤  悠太郎 (3) 24.84 神永  輪 (3) 25.10 佐藤  陸弥 (3) 25.86 前田  梁佑 (3) 26.28 宇井野  吉翔 (2) 27.12

予選２組 木刈 (-1.9) 香取 (-1.9) 佐倉 (-1.9) 印旛 (-1.9) 八日市場二 (-1.9) 多古 (-1.9) 山田 (-1.9) 小見川 (-1.9)

共通200m 伊藤  蒼 (3) 25.20 今野　陽太 (3) 25.20 平  誠太朗 (3) 25.26 安楽  悠希 (3) 25.58 椎名  孝成 (3) 26.05 鵜ノ澤  優斗 (3) 26.17 須之内  煌大 (3) 27.59
予選３組 旭二 (-2.3) 玉造 (-2.3) 四街道 (-2.3) 成田西 (-2.3) 銚子 (-2.3) 銚子西 (-2.3) 八日市場一 (-2.3)

共通400m 山﨑  直人 (3) 53.78 浅野　一誠 (3) 55.07 山口  翔太 (3) 55.70 浅川　  優斗 (3) 56.60 須之内  煌大 (3) 1:00.55 藤田  真至 (3) 1:02.03 加々井  大河 (1) 1:03.52 宮内  陸 (2) 1:07.55

予選１組 成田西 南山 八街 印旛 八日市場一 八日市場二 小見川 銚子西

共通400m 椎名  碧空 (3) 56.11 永沼  大 (2) 56.90 林  慶悟 (3) 57.30 三橋  律 (3) 57.52 力根  和也 (1) 1:00.27 斎田  愛琉 (2) 1:00.60 鈴木  望斗 (2) 1:02.49

予選２組 飯岡 富里 山田 神崎 小見川 栗源 佐倉
共通400m 櫻井  陸斗 (3) 54.45 宮内  波瑠 (3) 54.83 大前  友翔 (3) 55.06 方喰  遼太 (3) 58.66 筒井  駿斗 (2) 59.69 五木田  洸 (3) 1:00.10 飯田  大翔 (1) 1:09.28

予選３組 四街道西 小見川 七次台 山田 飯岡 銚子西 神崎

共通800m 大﨑  琉唯 (3) 2:18.56 伊豆  颯真 (3) 2:24.14 金野  隼斗 (3) 2:24.32 水野  遥斗 (2) 2:24.89 伊藤  颯良 (1) 2:47.53

決勝１組 佐原 銚子西 銚子二 旭二 銚子

共通800m 夏目  望夢 (3) 2:12.99 谷  大和 (3) 2:13.44 谷田部  來愛 (2) 2:13.60 竹澤  心吾 (3) 2:14.16 林  慶悟 (3) 2:17.32 久保木  颯都 (2) 2:18.29 鈴木  伊織 (3) 2:20.73 塩谷  櫂吏 (3) 2:23.69

決勝２組 大栄 成田西 栗源 佐倉南部 山田 東庄 旭一 東庄

共通800m 千代田  真幸 (3) 2:05.27 小川  竜輝 (3) 2:05.92 王  重建 (3) 2:08.42 眞部  陸 (3) 2:11.78 土屋  和馬 (3) 2:12.21 岩澤  慶史郎 (2) 2:12.50 川島  悠利 (3) 2:14.05 田沼  翔輝 (3) 2:22.90

決勝３組 井野 小見川 旭二 佐倉 公津の杜 成田 富里南 銚子

1年1500m 西戸  楓翔 (1) 5:03.56 古川  創大 (1) 5:06.42 力根  大空 (1) 5:11.34 鎌田  一成 (1) 5:13.10 篠塚  悠真 (1) 5:13.42 川名  春弥 (1) 5:15.81 小林  巧 (1) 5:16.26 川上  熙俊 (1) 5:17.34

決勝１組 大山口 銚子西 銚子西 多古 多古 旭二 小見川 西志津

飯田  大翔 (1) 5:17.88 伊藤  勇輝 (1) 5:18.20 川人  颯馬 (1) 5:20.44 金杉  拓真 (1) 5:20.95

神崎 銚子一 栗源 八日市場二

共通1500m 加瀬  唯翔 (1) 4:24.38 佐々木  虎太郎 (1) 4:31.43 渡邉  翔悟 (1) 4:39.93 関  雫空 (1) 4:47.39 廣瀨  祐士 (1) 4:48.33 増田  遥希 (1) 4:52.55 高野  蓮 (1) 4:53.68 度会  直人 (1) 4:56.27

決勝２組 旭一 七次台 八日市場二 滝野 佐原 小見川 銚子一 佐原

麻野  輝 (1) 4:56.45 鈴木  千太 (1) 4:58.27 仮屋  宗吉 (1) 5:03.40 藤田  颯輔 (1) 5:05.27

八街北 井野 富里 西の原

共通1500m 伊藤  颯太 (2) 4:33.27 加瀬  陽稀 (3) 4:35.84 平野  悠翔 (3) 4:38.21 谷田部  來愛 (2) 4:39.02 加瀬  大翔 (3) 4:39.21 岩瀬  嘉史 (3) 4:45.00 富田  啓斗 (3) 4:45.36 椎名  朔也 (3) 4:45.63

決勝１組 多古 銚子西 銚子西 栗源 旭二 八日市場二 四街道 志津

藤井  颯香 (3) 4:45.65 中井  七望 (3) 4:48.31 水野  頼我 (3) 4:50.20 大石  泰我 (3) 4:50.99

銚子西 井野 海上 旭一

4位3位

21 12 3501
124110印西市松山下運動公園陸上競技場

令和３年５月２２日（土）

2位1位

第58回千葉県中学校
三支部（香取･東総・印旛）対抗陸上競技大会

予選･準決勝記録一覧表（男子）

8位5位 6位 7位

審判長　吉原　　廣　記録主任　富澤　有貴　
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主催 印旛陸上競技クラブ
大会コード 千葉県小中学校体育連盟（香取・東総・印旛支部）
競技場コード

種目 4位3位

21 12 3501
124110印西市松山下運動公園陸上競技場

令和３年５月２２日（土）

2位1位

第58回千葉県中学校
三支部（香取･東総・印旛）対抗陸上競技大会

予選･準決勝記録一覧表（男子）

8位5位 6位 7位

共通1500m 山田  湊也 (3) 4:19.32 加藤  彬芙 (3) 4:19.90 小川  奏多 (3) 4:28.26 佐川  泰梧 (3) 4:30.40 小田原  瑠伊 (3) 4:30.95 松尾  塁 (3) 4:32.47 伊藤  碧海 (2) 4:33.81 髙嶋  琉聖 (3) 4:34.97

決勝２組 西の原 東庄 小見川 成田西 海上 東庄 香取 小見川

白井  涼 (2) 4:37.39 多田  有佑 (3) 4:41.96 和田  延悟 (3) 4:51.56

八街中央 東庄 富里

共通3000m 9 加瀬  陽稀 (3) 9:44.48 10 平野  悠翔 (3) 9:45.23 11 佐川  泰梧 (3) 9:52.47 13 麻野  匠 (3) 9:55.10 14 三河  広夢 (2) 9:55.61 15 小川  天之介 (3) 9:55.84 16 池田  亮介 (3) 9:57.70 岩瀬  嘉史 (3) 10:11.14

決勝 銚子西 銚子西 成田西 八街北 船穂 八街南 井野 八日市場二

17 大石  泰我 (3) 10:18.95 18 藤井  颯香 (3) 10:23.64 19 田沼  翔輝 (3) 10:35.37 20 向後  源太 (2) 10:41.15 21 戸村  宇宙 (2) 10:55.41 22 玉造　希来 (3) 11:02.53 23 佐藤　太陽 (2) 11:11.62

旭一 銚子西 銚子 小見川 香取 山田 山田

共通110mH(0.914m) 稲葉  弘彰 (3) 16.93 辻  悠樹 (3) 18.34 前山  遼成 (3) 18.77 宮内  都至 (2) 19.81 戸村  息吹 (2) 20.50

予選１組 木刈 (-2.0) 八街 (-2.0) 桜台 (-2.0) 銚子西 (-2.0) 四街道旭 (-2.0)

共通110mH(0.914m) 冨澤  晴人 (3) 16.62 鳥井  大輝 (2) 17.95 川島  一真 (3) 19.09 山崎  流聖 (3) 20.56 石井  友麻 (2) 21.35 大木  海人 (2) 21.37

予選２組 木刈 (-1.2) 佐倉 (-1.2) 八街 (-1.2) 銚子西 (-1.2) 干潟 (-1.2) 八日市場二 (-1.2)

共通4X100mR 佐原 49.36 山田 49.48 神崎 49.99 東庄 51.60 旭一 51.69

決勝１組 伊能  龍登 (3) 宇井  脩人 (3) 三橋  律 (3) 香取  佑京 (1) 花澤  陸 (2)

鈴木  悠聖 (3) 方喰  遼太 (3) 坂本  楓磨 (3) 高橋  利来翔 (3) 加瀬  孔太 (3)

奥村  一輝 (2) 林  慶悟 (3) 後藤  涼之介 (2) 磯山  柊吾 (2) 飯笹  颯之介 (2)

小勝  樂玖 (3) 前田  梁佑 (3) 金澤  辰海 (3) 上田  暁夢 (1) 山田  竜摩 (1)

共通4X100mR 八街中央 47.18 成田 47.97 海上 48.01 銚子西 48.47 香取 48.52 銚子 48.56 飯岡 49.30 八日市場一 49.71

決勝２組 越川  晴葵 (3) 杉山  陸 (3) 石野田  康汰 (2) 八角  知輝 (3) 伊藤  嶺 (3) 椎名  孝成 (3) 伊藤  有輝 (3) 金杉  拓哉 (2)

福知  聖也 (2) 下田  琉星 (2) 平野  巧稀 (3) 宮内  都至 (2) 伊藤  碧海 (2) 山口  晴翔 (3) 石井  大和 (3) 江波戸  巧 (3)

高松  柊斗 (3) 小泉  正護 (2) 鈴木  恕稀 (3) 鵜ノ澤  優斗 (3) 石田  晴雅 (3) 常陸  海里 (3) 髙野  大雅 (2) 須之内  煌大 (3)

加藤  政樹 (3) 辻  健太 (2) 齋藤  結輝 (3) 宮﨑  春翔 (2) 鈴木  悠斗 (3) 永井  湧聖 (3) 髙野  伶緒 (2) 宮下  輝一 (2)

共通4X100mR 木刈 44.20 旭二 45.24 佐倉 45.78 志津 46.38 成田西 46.43 富里 46.43 小見川 46.72 酒々井 46.86

決勝３組 小出  秀政 (3) GR 崎山  隆 (3) 石川  陽煌 (3) 秋葉  愛翔 (3) 安楽  悠希 (3) 永沼  大 (2) 小川  恭司 (2) 小川  義乃 (2)

青栁  理仁 (3) 伊藤  蒼 (3) 石田  笙真 (3) 岩木  祥太 (3) 篠原  輝 (2) 石井  空我 (3) 篠田  浩己 (3) 前田  拓輝 (2)

瀧井  悠斗 (3) 鈴木  爽太 (2) 波田野  弘庸 (3) 比嘉  薫月 (3) 山﨑  直人 (3) 篠塚  倖希 (3) 宮内  波瑠 (3) 峯田  直明 (2)

大久保  芯馬 (2) 伊藤  佑希 (3) 大河内  典 (2) 谷  瑠斗 (3) 勢司  陸人 (3) 江口  颯哉 (3) 鎌形  新太 (2) 髙橋  章太 (3)

共通走高跳 吉野  陽翔 (3) 1m50 谷  瑠斗 (3) 1m50 佐藤　大和 (3) 1m50 屋代  伶哉 (3) 1m45 筒井  駿斗 (2) 1m45 小泉  優多 (3) 1m35

決勝 成田西 志津 四街道 飯岡 飯岡 成田西

共通棒高跳 9 加瀬  孔太 (3) 2m70 10 飯塚  聖矢 (3) 2m70 11 長谷川  蒼空 (2) 2m70

決勝 旭一 印西 佐原

１年走幅跳 岡野  然 (1) 4m42 小手  柊和 (1) 4m38 鈴木  優輔 (1) 4m33 八角  蘭丸 (1) 4m25 越川  泰智 (1) 4m15 常世田  海成 (1) 4m14 髙塚  遼汰 (1) 4m13 石井  惺 (1) 4m10

決勝 佐原 (-1.7) 印西 (-0.6) 木刈 (-1.5) 八日市場二 (-2.0) 小見川 (-0.5) 銚子西 (-1.4) 小見川 (-0.6) 干潟 (-1.5)

伊藤  雅人 (1) 4m04 神﨑  敦司 (1) 4m01 遠藤  暖和 (1) 3m91 遠藤  隼人 (1) 3m90 藤﨑  瑛大 (1) 3m78 高安  日和音 (1) 3m77 飯田  誠来 (1) 3m30 生田  蓮歩 (1) 3m24

神崎 (-1.2) 神崎 (-0.1) 四街道 (-0.3) 東庄 (-1.7) 神崎 (-1.8) 銚子西 (-1.4) 銚子一 (-0.5) 銚子 (-0.2)

共通走幅跳 9 笹　優輝 (3) 5m56 鈴木  蓮央 (3) 5m53 大塚  陽翔 (2) 5m41 菅井  虹希 (3) 5m38 小勝  樂玖 (3) 5m32 常陸  海里 (3) 5m27 齋藤  悠太郎 (3) 5m27 青柳  流 (3) 5m16

決勝 南山 (+2.5) 小林 (+3.3) 旭二 (+2.5) 山田 (+2.2) 佐原 (+2.3) 銚子 (+3.3) 印旛 (+2.9) 銚子二 (+1.2)

17 髙野  伶緒 (2) 4m99 平野　司 (2) (同順)4m96 横堀  凪柊 (3) (同順)4m96 小川  恭司 (2) 4m95 髙野  大雅 (2) 4m88 田村  春稀 (2) 4m43 鈴木  瑛心 (2) 4m02

飯岡 (+2.8) 海上 (+1.7) 多古 (+3.0) 小見川 (+3.2) 飯岡 (+3.1) 佐原 (+2.2) 東庄 (+2.1)

共通砲丸投 9 大曽根  右京 (2) 8m11 10 林  成海 (2) 8m05 11 石毛  順人 (2) 8m00 12 高橋  利来翔 (3) 7m83 13 川村  卓也 (3) 7m81 14 鎌形  亮佑 (2) 7m78 15 平山  克 (2) 7m67 16 宮﨑  春翔 (2) 7m50

(5.000kg) 中台 小見川 旭二 東庄 銚子西 小見川 飯岡 銚子西

決勝 17 本宮  大輔 (3) 7m36 18 髙橋  真士 (3) 7m33 19 椎名  悠斗 (2) 6m95 20 磯山  柊吾 (2) 4m81 21 平山  雅也 (2) 4m27

久住 久住 八日市場二 東庄 東庄

審判長　吉原　　廣　記録主任　富澤　有貴　



No 5  

主催 印旛陸上競技クラブ
大会コード 千葉県小中学校体育連盟（香取・東総・印旛支部）
競技場コード

種目 4位3位

21 12 3501
124110印西市松山下運動公園陸上競技場

令和３年５月２２日（土）

2位1位

第58回千葉県中学校
三支部（香取･東総・印旛）対抗陸上競技大会

予選･準決勝記録一覧表（男子）

8位5位 6位 7位

共通四種競技 西畑  美音 (2) 1893 石毛  華 (3) 1756 近藤  帆栞 (3) 1733 浅香  礼美 (3) 1696 鵜野  栞音 (2) 1597 猪熊  美咲 (2) 1481 石毛  雛 (3) 1449 加瀬  妃悠 (3) 1366

(男子) 西の原 干潟 公津の杜 野栄 白井 栄 干潟 野栄

100mH(0.762m) 16.92 -2.3 606 17.96 -2.3 493 17.14 -2.3 581 18.06 -2.3 482 18.65 -2.3 424 20.67 -2.3 249 19.75 -2.3 323 21.68 -2.3 178

走高跳 1m25 359 1m15 266 1m28 389 1m20 312 1m25 359 1m20 312 1m10 222 1m15 266

砲丸投(2.721kg) 7m11 342 8m06 403 5m10 215 7m96 397 5m98 270 7m14 344 7m96 397 8m69 444

200m 28.58 +1.7 586 28.48 +1.7 594 29.09 +1.7 548 29.68 +1.7 505 29.14 +1.7 544 28.71 +1.7 576 29.65 +1.7 507 30.06 +1.7 478

審判長　吉原　　廣　記録主任　富澤　有貴　



No 6

主催 印旛陸上競技クラブ
大会コード 千葉県小中学校体育連盟（香取・東総・印旛支部）

競技場コード

種目
１年100m 山﨑  蒼海 (1) 13.21 大曽根  有紗 (1) 14.45 枝澤  百音 (1) 14.58 小舟戸  美香 (1) 15.20 林  愛莉 (1) 15.39 根本  怜奈 (1) 15.93 伊東  陽菜 (1) 16.35
予選１組 多古 (-2.9) 成田西 (-2.9) 公津の杜 (-2.9) 酒々井 (-2.9) 旭二 (-2.9) 佐原 (-2.9) 飯岡 (-2.9)
１年100m 伊藤  優亜 (1) GR 12.73 内藤  美紗 (1) 14.10 関  穂香 (1) 14.50 塚本  妃伽梨 (1) 14.71 小名木  奏楽 (1) 14.97 久保木  茜 (1) 15.54 大八木  藍理 (1) 15.56 槙島  姫愛 (1) 16.05
予選２組 旭二 (-1.3) 桜台 (-1.3) 臼井南 (-1.3) 神崎 (-1.3) 印旛 (-1.3) 香取 (-1.3) 佐原 (-1.3) 佐原五 (-1.3)
１年100m 武田  珊瑚 (1) 14.02 田中  優桜 (1) 15.01 平野  美帆 (1) 15.49 松本  葉月 (1) 16.03 秋本  結音 (1) 17.25
予選３組 白井 (-1.9) 銚子西 (-1.9) 旭一 (-1.9) 銚子一 (-1.9) 東庄 (-1.9)
1年100m 伊東  陽菜 (1) 16.21
再レース 飯岡 (-1.5)
２年100m 山田  姫蘭 (2) 13.12 田中  理桜 (2) 13.91 鏑木  渚音 (2) 14.40 髙木  ももか (2) 14.54 奥村  華奈 (2) 14.76 福代  瑞記 (2) 15.08 林  真央 (2) 15.29 玉造  桜空 (2) 15.49
予選１組 旭一 (-2.5) 酒々井 (-2.5) 旭二 (-2.5) 海上 (-2.5) 八日市場二 (-2.5) 佐原 (-2.5) 旭一 (-2.5) 東庄 (-2.5)
２年100m 奈良  和奏 (2) 13.47 森  柚稀 (2) 13.50 木村  美紅 (2) 14.02 佐伯  美優 (2) 14.69 香取  美羽 (2) 15.09 床枝  陽華 (2) 15.26 寺田  心 (2) 15.52
予選２組 吾妻 (-3.2) 酒々井 (-3.2) 四街道西 (-3.2) 小見川 (-3.2) 香取 (-3.2) 銚子一 (-3.2) 神崎 (-3.2)
２年100m 多田  藍璃 (2) 13.25 多田  りり子 (2) 13.40 田野  央夢 (2) 13.77 鈴木  杏羽 (2) 13.87 江波戸  茜 (2) 14.89 伊藤  柚菜 (2) 14.90 工藤  さくら (2) 14.97 平山  恵美花 (2) 15.13
予選３組 佐倉東 (-1.5) 佐原 (-1.5) 中台 (-1.5) 七次台 (-1.5) 旭二 (-1.5) 海上 (-1.5) 神崎 (-1.5) 多古 (-1.5)
３年100m 髙塚  葵 (3) 13.10 吉田　莉菜 (3) 13.25 飯島  香撫 (3) 13.63 伊藤  蘭 (3) 13.65 藤﨑  春乃 (3) 14.22 髙安  彩名 (3) 14.25 土屋  麗美 (3) 14.37 土佐  優奈 (3) 14.46
予選１組 小見川 (-1.9) 玉造 (-1.9) 旭二 (-1.9) 西の原 (-1.9) 佐原 (-1.9) 香取 (-1.9) 旭一 (-1.9) 銚子一 (-1.9)
３年100m 梶ヶ谷  小春 (3) 13.05 前田  巴那 (3) 13.35 土屋  美潤 (3) 13.36 小林  卯乃 (3) 13.68 大木  愛結実 (3) 14.07 關  由奈 (3) 14.38 石毛  唯菜 (3) 14.49
予選２組 八街 (-2.4) 酒々井 (-2.4) 東庄 (-2.4) 井野 (-2.4) 旭二 (-2.4) 銚子 (-2.4) 八日市場一 (-2.4)
３年100m 伊藤  麻紗 (3) 12.97 川原 夕和 (3) 13.54 栗田  若奈 (3) 13.56 田中  はなえ (3) 13.62 箕輪  彩星 (3) 13.66 角田  恋菜 (3) 14.33 髙橋  芽生 (3) 14.37 髙良  咲 (3) 15.02
予選３組 旭二 (-2.2) 南山 (-2.2) 四街道西 (-2.2) 臼井南 (-2.2) 東庄 (-2.2) 八日市場一 (-2.2) 佐原 (-2.2) 多古 (-2.2)
共通200m 髙塚  葵 (3) 27.02 川原 夕和 (3) 27.41 島田  結衣 (3) 28.30 木村  美紅 (2) 28.76 藤﨑  春乃 (3) 29.28 長谷川  楓 (3) 30.03 増島　彩羽 (2) 30.93 香取  美羽 (2) 31.30
予選１組 小見川 (-1.4) 南山 (-1.4) 井野 (-1.4) 四街道西 (-1.4) 佐原 (-1.4) 旭二 (-1.4) 八日市場二 (-1.4) 香取 (-1.4)
共通200m 伊藤  麻紗 (3) 26.69 本城谷  結愛 (3) 28.03 田中  理桜 (2) 28.87 關  由奈 (3) 29.48 髙安  彩名 (3) 29.63 宮内  美季 (3) 31.15 玉造  杏菜 (2) 31.65
予選２組 旭二 (-2.4) 西の原 (-2.4) 酒々井 (-2.4) 銚子 (-2.4) 香取 (-2.4) 銚子西 (-2.4) 佐原 (-2.4)
共通200m 宮野原　  彩芽 (3) 27.01 多田  りり子 (2) 27.16 土佐  優奈 (3) 29.22 奈良  和奏 (2) 29.27 鬼嶋  音緒 (3) 29.86 鈴木  あおい (3) 30.23 工藤  さくら (2) 31.72 林　和花 (1) 33.85
予選３組 七次台 (-2.1) 佐原 (-2.1) 銚子一 (-2.1) 吾妻 (-2.1) 八日市場二 (-2.1) 東庄 (-2.1) 神崎 (-2.1) 野栄 (-2.1)
共通800m 戸村  万葉 (1) 2:28.57 髙橋  冴和 (1) 2:33.26 水野  佑香 (2) 2:34.93 川守田  空羽 (2) 2:35.44 遠山  心絆 (2) 2:37.27 金森  由衣 (1) 2:37.72 太田  心 (2) 2:38.57
決勝１組 東庄 佐原 飯岡 東庄 八日市場二 小見川 八日市場一
共通800m 廣瀨  眞希 (3) 2:20.88 相川  雅 (3) 2:28.42 梅田  和佳 (3) 2:29.67 大澤  澪 (3) 2:30.36 諸持  来望 (2) 2:30.54 向後  美月 (3) 2:30.71 西村  美咲 (1) 2:34.86 菊地  美和 (3) 2:36.33
決勝２組 佐原 酒々井 印旛 銚子一 旭二 旭二 旭二 小見川
共通800m 大圖  希々 (3) 2:14.31 高田  実夢 (3) 2:17.35 姥山  叶奈 (3) 2:18.91 木下  小雪 (2) 2:19.20 島井  彩衣 (3) 2:20.11 宮野原  叶芽 (2) 2:22.21 藤澤  愛実 (3) 2:22.89 原  七海 (2) 2:26.16
決勝３組 根郷 小見川 旭一 西の原 公津の杜 七次台 木刈 七次台
共通1500m 菊地  美和 (3) 5:13.52 髙橋  冴和 (1) 5:14.35 岡田  彩 (2) 5:18.20 水野  佑香 (2) 5:21.24 宮内  遥陽 (2) 5:21.49 金島  楓果 (3) 5:29.51 野口  和々夏 (3) 5:30.87 多田  百合葉 (2) 5:32.16
決勝１組 小見川 佐原 木刈 飯岡 東庄 銚子西 東庄 佐原

千代田  紅愛 (3) 5:35.22 渡邉  優奈 (2) 5:36.33 山崎  心菜 (2) 5:36.89 鈴木  あおい (3) 5:38.70
銚子二 海上 旭二 東庄

共通1500m 高田  実夢 (3) 4:41.16 手塚  蕾 (2) 4:51.97 小川  優希羽 (2) 4:58.67 清水  由椛 (3) 5:05.31 駒田  初花 (2) 5:08.86 石本  愛里 (3) 5:09.64 其田  沙希 (3) 5:09.67 岡田  実季 (3) 5:10.48
決勝２組 小見川 佐倉東 八日市場二 西の原 西の原 富里 志津 井野

菅藤  ななみ (2) 5:11.62 高木  夕喜奈 (2) 5:12.89 鈴木  英奈 (3)

八日市場二 旭二 船穂

7位 8位1位 2位 3位 4位

第58回千葉県中学校
三支部（香取･東総・印旛）対抗陸上競技大会

5位 6位

予選・準決勝記録一覧表（女子）
令和３年５月２２日（土） 21 12 3501

印西市松山下運動公園陸上競技場 124110

審判長　吉原　　廣　記録主任　富澤　有貴
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主催 印旛陸上競技クラブ
大会コード 千葉県小中学校体育連盟（香取・東総・印旛支部）

競技場コード

種目 7位 8位1位 2位 3位 4位

第58回千葉県中学校
三支部（香取･東総・印旛）対抗陸上競技大会

5位 6位

予選・準決勝記録一覧表（女子）
令和３年５月２２日（土） 21 12 3501

印西市松山下運動公園陸上競技場 124110

共通100mH 伊藤  遥香 (3) 15.84 里吉  遥香 (3) 15.95 中井  美咲 (3) 17.31 淺野  麻衣 (2) 17.86 髙橋  真央 (3) 18.44 穴沢  百愛 (3) 19.59 根本  怜奈 (1) 22.43 板倉  羽海 (2) 22.58
予選１組 旭一 (-1.1) 酒々井 (-1.1) 臼井 (-1.1) 中台 (-1.1) 公津の杜 (-1.1) 八日市場一 (-1.1) 佐原 (-1.1) 野栄 (-1.1)
共通100mH 箕輪  彩星 (3) 15.54 逸見  めい (3) 18.14 松本  佳乃 (2) 18.29 久保木  莉椛 (2) 19.40 網中  心美 (2) 19.83 髙橋 莉央 (1) 20.93 植田  采蘭 (3) 長谷川  愛良 (2)

予選２組 東庄 (-2.5) 船穂 (-2.5) 大山口 (-2.5) 佐原 (-2.5) 銚子一 (-2.5) 佐原 (-2.5) 佐原 DNS(-2.5) 干潟 DNS(-2.5)

共通100mH 加藤  充悟 (3) 15.80 髙橋  結愛 (2) 15.82 外崎  悠羽 (3) 17.22 根本  夏鈴 (2) 18.58 石井  こと乃 (2) 19.96 大八木  藍理 (1) 20.97 玉造  桜空 (2) 21.75 内田  愛弓 (3) 21.81
予選３組 西の原 (-1.6) 海上 (-1.6) 大山口 (-1.6) 栗源 (-1.6) 八日市場一 (-1.6) 佐原 (-1.6) 東庄 (-1.6) 干潟 (-1.6)

共通4×100mR 銚子西 55.90 銚子一 55.97 神崎 56.31 野栄 56.88 八日市場一 57.26 栗源 58.63
決勝１組 宮内　里緒 (3) 床枝  陽華 (2) 工藤  さくら (2) 山田  寿々花 (2) 石毛  唯菜 (3) 斉木  美琴 (2)

宮内  美季 (3) 網中  心美 (2) 塚本  妃伽梨 (1) 浅香  礼美 (3) 松尾  怜南 (3) 根本  夏鈴 (2)
田中  優桜 (1) 大澤  澪 (3) 宮﨑  羽詩 (2) 加瀬  妃悠 (3) 伊藤  沙茄 (3) 宇野  愛花 (2)
加瀬  未羽 (3) 土佐  優奈 (3) 勝俣  ひなた (3) 加瀬  叶奈 (3) 角田  恋菜 (3) 中里  葵 (3)

共通4×100mR 干潟 53.41 大山口 53.76 四街道 53.85 南山 54.07 小見川 54.42 海上 55.52
決勝２組 石毛  雛 (3) 平井  柚希 (2) 加藤  優芽 (3) 早川　心遥 (2) 佐伯  美優 (2) 髙木  ももか (2)

林  瑞穂 (3) 山中  里桜 (3) 但野  沙姫 (3) 小野寺 杏 (2) 鎌形  芽愛 (1) 髙橋  結愛 (2)
石毛  華 (3) 松本  佳乃 (2) 小川  夏輝 (3) 畑中　友莉 (2) 高田  実夢 (3) 石井  理恵 (3)

大なぎ  こ寿月 (2) 谷中  帆南 (3) 渡辺  玲依 (3) 川原 夕和 (3) 髙塚  葵 (3) 濤川  あのん (3)

共通4X100mR 旭二 49.73 酒々井 51.06 西の原 51.19 佐原 51.82 旭一 51.99 七次台 52.26 東庄 53.54 木刈 53.61
決勝３組 大木  愛結実 (3) 前田  巴那 (3) 伊藤  蘭 (3) 髙橋  芽生 (3) 伊藤  遥香 (3) 鈴木  杏羽 (2) 野口  由翔 (3) 額賀  奈菜美 (2)

伊藤  麻紗 (3) 森  柚稀 (2) 加藤  充悟 (3) 多田  りり子 (2) 山田  姫蘭 (2) 宮野原　  彩芽 (3) 土屋  美潤 (3) 三浦  彩心 (3)
飯島  香撫 (3) 里吉  遥香 (3) 本城谷  結愛 (3) 植田  采蘭 (3) 土屋  麗美 (3) 風間　  陽菜 (3) 岡  美莉亜 (3) 福崎  心菜 (3)
伊藤  優亜 (1) 田中  理桜 (2) 林  ゆうな (3) 藤﨑  春乃 (3) 姥山  叶奈 (3) 髙田　  真央 (3) 箕輪  彩星 (3) 武安  真知子 (3)

共通走高跳 9 佐藤  心春 (3) 1m35 10 井手本  麻央 (1) 1m25 11 田中  杏香 (2) 1m25 12 山田  寿々花 (2) (同順)1m20 13 伊藤  柚羽 (2) (同順)1m20 14 小倉  真菜美 (2) (同順)1m20 15 浪川  由紀奈 (2) 1m20 16 篠塚  萠依 (2) (同順)1m20

決勝 八街中央 海上 銚子西 野栄 旭二 佐原 旭二 神崎
16 土屋  麗美 (3) (同順)1m20

旭一
共通棒高跳 齊藤  佳子 (3) 2m70 新里  雫 (3) 2m60 近藤  愛美 (2) 2m50 大野  花 (3) 2m40 藤巻  心美 (3) 2m40 竹内  結実子 (3) 2m40 藤岡  美来 (3) 2m40 宮崎　羽詩 (2) 2m20

決勝 佐原 船穂 佐原 西の原 印西 西の原 佐倉東 神崎
8　寺田　心 (2) 2m20 大野　希望 (3) 2m20 岡田　鈴 (3) 2m10 佐々木　葉奈 (3) 2m10

神崎 船穂 桜台 神崎
１年走幅跳 渡辺  心菜 (1) 3m81 田中  優桜 (1) 3m72 大割  悠花 (1) 3m69 岸　  美緒 (1) 3m61 髙橋  萌愛 (1) 3m61 森  和姫 (1) 3m51 松本  葉月 (1) 3m51 前田  悠衣 (1) 3m49

決勝 西の原 (+0.8) 銚子西 (-1.1) 銚子 (+0.2) 成田 (-0.9) 海上 (-1.2) 木刈 (-0.9) 銚子一 (-0.9) 旭二 (-1.4)
久保木  茜 (1) 3m49 久保木  るか (1) 3m42 滑川  里乃 (1) 3m39 多田  咲菜 (1) 3m37 篠塚  莉愛 (1) 3m26 平野  美帆 (1) 3m20 宮下  楽々 (1) 3m14 笠原  海愛 (1) 2m98

香取 (-1.1) 小見川 (-0.8) 海上 (-1.3) 小見川 (-0.9) 佐原 (-1.2) 旭一 (-1.1) 小見川 (-0.6) 酒々井 (-0.9)
共通走幅跳 9 塙  美李 (3) 4m80 10 久保木  花佳 (3) 4m78 11 福島  愛美里 (2) 4m75 12 三浦  彩心 (3) 4m72 13 須田  彩咲 (3) 4m54 14 渡邉  優羽奈 (2) 4m53 15 香取  美咲 (3) 4m52 16 野口  由翔 (3) 4m41

決勝 西の原 (+2.0) 遠山 (+1.5) 佐倉 (+2.5) 木刈 (+1.4) 大山口 (+2.0) 海上 (+1.9) 佐原五 (+2.5) 東庄 (+2.2)
17 髙良  咲 (3) 4m34 18 髙橋  芽生 (3) 4m33 19 渡邉  いおり (3) 4m30 20 加瀬  未羽 (3) 4m25 21 林  美結 (2) 4m23 22 宇野  愛花 (2) 4m08 23 篠塚  萠依 (2) 4m07 24 斉木  美琴 (2) 3m44

多古 (+2.3) 佐原 (+1.7) 銚子西 (+1.6) 銚子西 (+1.1) 八日市場二 (+1.6) 栗源 (+2.0) 神崎 (+2.0) 栗源 (+2.0)
共通砲丸投 9 伊藤  颯希 (3) 8m78 10 三角  穂乃花 (3) 8m68 11 生田  萌楓 (3) 8m61 12 青栁  晴香 (3) 8m47 13 成毛  莉音 (3) 8m45 14 木村  紗和 (3) 8m38 15 板寺  真央 (3) 7m95 16 林  優亜 (3) 7m94
(2.721kg) 船穂 西の原 銚子 海上 酒々井 酒々井 干潟 銚子

決勝 中里  葵 (3) 7m88 梅室  日菜 (3) 7m78 平野  萌 (3) 7m37 関本  珠結花 (3) 7m05 中本  佳和 (2) 6m72 髙品  千春 (2) 6m66 遠藤　優月 (3) 6m11
栗源 銚子二 栗源 四街道 佐原 佐原 小見川

共通四種競技 西畑  美音 (2) 1893 石毛  華 (3) 1756 近藤  帆栞 (3) 1733 浅香  礼美 (3) 1696 鵜野  栞音 (2) 1597 猪熊  美咲 (2) 1481 石毛  雛 (3) 1449 加瀬  妃悠 (3) 1366
(女子) 西の原 干潟 公津の杜 野栄 白井 栄 干潟 野栄

100mH(0.762m) 16.92 -2.3 606 17.96 -2.3 493 17.14 -2.3 581 18.06 -2.3 482 18.65 -2.3 424 20.67 -2.3 249 19.75 -2.3 323 21.68 -2.3 178
走高跳 1m25 359 1m15 266 1m28 389 1m20 312 1m25 359 1m20 312 1m10 222 1m15 266

砲丸投(2.721kg) 7m11 342 8m06 403 5m10 215 7m96 397 5m98 270 7m14 344 7m96 397 8m69 444
200m 28.58 +1.7 586 28.48 +1.7 594 29.09 +1.7 548 29.68 +1.7 505 29.14 +1.7 544 28.71 +1.7 576 29.65 +1.7 507 30.06 +1.7 478

審判長　吉原　　廣　記録主任　富澤　有貴


