
主催 香取陸上競技協会

大会コード 21 12 0729
競技場コード 122070

種目
前田　拓輝 (2) 11.51 篠田　浩己 (3) 11.66 篠原　輝 (2) 11.80 石井　空我 (3) 11.81 福田　孝汰 (3) 11.85 山本　楓人 (3) 11.85 青栁　理仁 (3) 12.02 瀧井　悠斗 (3) 12.06
酒々井 (-0.5) 小見川 (-0.5) 成田西 (-0.5) 富里 (-0.5) 成田高付 (-0.5) 七次台 (-0.5) 木刈 (-0.5) 木刈 (-0.5)

山本　楓人 (3) 24.25 篠原　輝 (2) 24.26 大久保　芯馬 (2) 24.39 鈴木　悠斗 (3) 24.51 宮下　輝一 (2) 24.52 伊藤　蒼 (3) 24.97 横田　翔 (3) 24.98 大河内　典 (2) 24.99
七次台 (+0.6) 成田西 (+0.6) 木刈 (+0.6) 香取 (-0.5) 八日市場一 (+1.7) 旭二 (+1.7) 下総 (+1.7) 佐倉 (+0.6)

山﨑　直人 (3) 53.85 櫻井　陸斗 (3) 53.99 大前　友翔 (3) 55.11 浅野　一誠 (3) 55.37 永沼　大 (2) 55.79 椎名　碧空 (3) 56.11 宮内　波瑠 (3) 56.18 王　重建 (3) 57.23
成田西 四街道西 七次台 南山 富里 飯岡 小見川 旭二

千代田　真幸 (3) 2:04.73 小川　竜輝 (3) 2:08.76 山田　湊也 (3) 2:13.25 田沼　翔輝 (3) 2:14.55 川島　悠利 (3) 2:14.57 眞部　陸 (3) 2:16.71 谷田部　來愛 (2) 2:17.16 谷　大和 (3) 2:18.16
井野 小見川 西の原 銚子 富里南 佐倉 栗源 成田西

山田　湊也 (3) 4:28.01 佐川　泰梧 (3) 4:34.85 宮内　波瑠 (3) 4:38.19 小田原　瑠伊 (3) 4:39.17 伊藤　碧海 (2) 4:39.90 髙橋　佳汰 (2) 4:40.19 土屋　和馬 (3) 4:42.20 白井　涼 (2) 4:42.63
西の原 成田西 小見川 海上 香取 旭二 公津の杜 八街中央

加藤　悠凌 (2) 9:27.24 清水　陽永 (3) 9:32.47 石毛　翔麻 (2) 9:34.07 川島　悠利 (3) 9:40.03 髙橋　佳汰 (2) 9:40.76 麻野　匠 (3) 9:42.82 古閑　遥希 (3) 9:44.33 髙嶋　琉聖 (3) 9:45.17
東庄 東庄 旭二 富里南 旭二 八街北 木刈 小見川

冨澤　晴人 (3) 16.41 吉川　弘晟 (3) 17.11 稲葉　弘彰 (3) 17.12 鳥井　大輝 (2) 17.67 齋藤　結輝 (3) 18.00 辻　悠樹 (3) 18.72 宮内　都至 (2) 19.52 尾形　拓磨 (2) 19.67
木刈 (-1.2) 井野 (+1.0) 木刈 (-1.6) 佐倉 (-1.2) 海上 (+1.0) 八街 (-1.2) 銚子西 (+1.0) 富里 (+1.0)
旭二 45.14 志津 46.41 印旛 46.58 七次台 46.70 佐倉 46.73 八街中央 46.75 富里 46.81 銚子西 47.21

伊藤　蒼 (3) 秋葉　愛翔 (3) 齋藤　悠太郎 (3) 宮﨑　晴大 (3) 石川　陽煌 (3) 越川　晴葵 (3) 永沼　大 (2) 植木　琥生 (2)
崎山　隆 (3) 吉野　壮 (3) 根本　翔琉 (3) 大前　友翔 (3) 石田　笙真 (3) 福知　聖也 (2) 石井　空我 (3) 宮内　都至 (2)
鈴木　爽太 (2) 比嘉　薫月 (3) 五十嵐　智大 (3) 宮本　周諭 (3) 波田野　弘庸 (3) 高松　柊斗 (3) 篠塚　倖希 (3) 鵜ノ澤　優斗 (3)
伊藤　佑希 (3) 谷　瑠斗 (3) 浅川　優斗 (3) 山本　楓人 (3) 難波　航太郎 (2) 加藤　政樹 (3) 江口　颯哉 (3) 宮﨑　春翔 (2)
長嶋　碩人 (3) 1m71 波田野　弘庸 (3) 1m68 平野　巧稀 (3) 1m68 齊藤　喜斗 (3) 1m60 谷　瑠斗 (3) 1m60 島田　真嘉 (3) 1m60 髙橋　星河 (3) 1m55 大瀨　由知 (3) 1m55

旭二 佐倉 海上 東庄 志津 旭一 井野 西の原
糸川　天彰 (3) 3m60 鈴木　悠聖 (3) 3m30 小野　泰雅 (3) 3m10 3 細谷　晃詠 (3) 3m10 坂本　楓磨 (3) 3m00 5 井形　庚紀 (3) 3m00 関根　碧 (3) 2m80 花澤　陸 (2) 2m60

船穂 佐原 銚子一 船穂 神崎 佐倉東 志津 旭一
篠田　浩己 (3) 6m65 宮下　輝一 (2) 6m22 伊藤　佑希 (3) 6m19 小野　泰誠 (3) 5m94 椿　真拓 (2) 5m91 伊藤　嶺 (3) 5m90 菅澤　憲斗 (2) 5m76 小勝　樂玖 (3) 5m62
小見川 (-0.7) 八日市場一 (-0.3) 旭二 (+1.0) 白井 (+1.5) 大栄 (+1.0) 香取 (+0.6) 下総 (+3.5) 佐原 (-0.1)

共通砲丸投 加藤　政樹 (3) 11m38 大江　陽斗 (3) 10m59 渡邊　廉斗 (3) 10m55 小名木　俊輔 (3) 9m53 越川　大輝 (3) 9m52 平山　克 (2) 8m72 林　成海 (2) 8m31 宮内　雄星 (2) 7m91
（5.000kg) 八街中央 印旛 銚子 印西 干潟 飯岡 小見川 酒々井
男子総合 旭二 39 小見川 33 成田西 29 木刈 25 七次台 22 佐倉 20 6)  東庄 20 井野 17

女子総合 旭二 40 佐原 37 旭一 36 西の原 29 干潟 19 井野 17 酒々井 16 東庄 15

男女総合 旭二 79 佐原 45 2)  小見川 45 西の原 44 旭一 40 東庄 35 成田西 34 7)  井野 34

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　　黒田　泰三

気象記録

24日

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

9:20 晴 15.0 78 2.4 北東

10:00 晴 16.0 55 1.0 南東
11:00 晴 18.0 57 1.3 北東
12:00 晴 19.0 46 1.2 北東
13:00 晴 19.5 50 1.5 北北東
14:00 晴 19.5 58 2.1 東北東
15:00 晴 20.0 48 2.4 北東
16:00 晴 19.0 38 1.9 西南西
16:40 晴 19.5 46 1.1 西

.
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第61回北総地区中学校陸上競技大会 決勝・ＴＯＰ８記録一覧表（中学男子）

令和3年4月24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
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主催 香取陸上競技協会

大会コード 21 12 0729
競技場コード 122070

種目

山田　姫蘭 (2) 12.84 伊藤　麻紗 (3) 12.89 梶ヶ谷　小春 (3) 13.02 前田　巴那 (3) 13.12 多田　りり子 (2) 13.21 小林　卯乃 (3) 13.31 髙塚　葵 (3) 13.32 飯島　香撫 (3) 13.43
旭一 (-2.0) 旭二 (-2.0) 八街 (-2.0) 酒々井 (-2.0) 佐原 (-2.0) 井野 (-2.0) 小見川 (-2.0) 旭二 (-2.0)

伊藤　麻紗 (3) 26.47 山田　姫蘭 (2) 26.80 多田　りり子 (2) 27.12 川原　夕和 (3) 27.40 宮野原　　彩芽 (3) 27.46 島田　結衣 (3) 27.81 髙塚　葵 (3) 27.87 森　柚稀 (2) 27.97
旭二 (+1.6) 旭一 (+0.8) 佐原 (+1.7) 南山 (+1.5) 七次台 (+0.8) 井野 (+2.2) 小見川 (+1.3) 酒々井 (+0.9)

大圖　希々 (3) 2:19.40 姥山　叶奈 (3) 2:20.08 廣瀨　眞希 (3) 2:23.39 島井　彩衣 (3) 2:23.48 藤澤　愛実 (3) 2:27.63 宮野原　叶芽 (2) 2:27.93 大澤　澪 (3) 2:30.38 石本　愛里 (3) 2:31.60
根郷 旭一 佐原 公津の杜 木刈 七次台 銚子一 富里

高田　実夢 (3) 4:47.70 手塚　蕾 (2) 4:50.04 廣瀨　眞希 (3) 4:50.36 小川　優希羽 (2) 4:57.10 清水　由椛 (3) 4:59.91 其田　沙希 (3) 5:07.98 岡田　実季 (3) 5:09.24 高木　夕喜奈 (2) 5:10.11

小見川 佐倉東 佐原 八日市場二 西の原 志津 井野 旭二
箕輪　彩星 (3) 15.25 加藤　充悟 (3) 15.60 髙橋　結愛 (2) 16.06 長谷川　愛良 (2) 16.08 伊藤　遙香 (3) 16.19 外崎　悠羽 (3) 16.58 向後　結穂 (2) 16.71 里吉　遥香 (3) 16.91

東庄 (-1.2) 西の原 (+0.1) 海上 (-1.7) 干潟 (-1.4) 旭一 (-1.0) 大山口 (+1.7) 遠山 (-1.7) 酒々井 (-2.2)
旭二 51.12 西の原 51.29 酒々井 51.69 旭一 52.15 木刈 52.20 七次台 52.45 井野 52.63 佐原 53.23

長谷川　楓 (3) 伊藤　蘭 (3) 前田　巴那 (3) 姥山　叶奈 (3) 額賀　奈菜美 (2) 鈴木　杏羽 (2) 山口　心綾 (2) 髙橋　芽生 (3)
飯島　香撫 (3) 本城谷　結愛 (3) 森　柚稀 (2) 山田　姫蘭 (2) 三浦　彩心 (3) 宮野原　彩芽 (3) 島田　結衣 (3) 多田　りり子 (2)
伊藤　麻紗 (3) 加藤　充悟 (3) 田中　理桜 (2) 土屋　麗美 (3) 福崎　心菜 (3) 風間　陽菜 (3) 小林　卯乃 (3) 植田　采蘭 (3)

大木　愛結実 (3) 林　ゆうな (3) 里吉　遥香 (3) 伊藤　遙香 (3) 武安　真知子 (3) 髙田　真央 (3) 熊倉　なな (3) 藤﨑　春乃 (3)

濤川　あのん (3) 1m51 齋藤　菜柚 (3) 1m45 本城谷　結愛 (3) 1m45 髙木　菜々美 (3) 1m40 熊倉　なな (3) 1m35 夏海　乃愛 (3) 1m35 佐藤　心春 (3) 1m30
海上 印旛 西の原 成田西 井野 佐倉東 八街中央

佐藤　朱杏 (2) 1m30

酒々井
浪川　由紀奈 (2) 1m30

旭二
近藤　愛美 (2) 2m50 新里　雫 (3) 2m50 齊藤　佳子 (3) 2m40 藤巻　心美 (3) 2m40 大野　花 (3) 2m40 寺田　心 (2) 2m40 6 上ノ坊　幸 (3) 2m40 藤岡　美来 (3) 2m30

佐原 船穂 佐原 印西 西の原 神崎 印西 佐倉東
飯島　香撫 (3) 5m65 土屋　美潤 (3) 5m44 長谷川　愛良 (2) 5m42 大木　愛結実 (3) 5m14 坂東　麻那香 (3) 4m91 森分　万織 (3) 4m90 久保木　花佳 (3) 4m79 塙　美李 (3) 4m77

旭二 (+1.2) 東庄 (+2.3) 干潟 (+1.8) 旭二 (+2.3) 印旛 (+2.9) 成田高付 (+2.0) 遠山 (+0.6) 西の原 (+1.4)

共通砲丸投 林　瑞穂 (3) 10m01 勝俣　ひなた (3) 9m59 栗原　莉央 (3) 9m47 千本松　矢茉葉 (3) 9m40 加瀬　妃悠 (3) 9m15 熊倉　なな (3) 9m04 木村　紗和 (3) 8m75 浅香　礼美 (3) 8m71
(2.721kg) 干潟 神崎 八街中央 旭一 野栄 井野 酒々井 野栄

共通100mH:高さ0.762ｍ　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 8m

共通砲丸投:重さ2.721kg 審判長　吉原　　廣 記録主任　　黒田　泰三
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第61回北総地区中学校陸上競技大会 決勝・ＴＯＰ８記録一覧表（中学女子）
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