
主催 （公財）日本陸上競技連盟 （一財）千葉陸上競技協会
大会コード

競技場コード

種目

男　子
坂田 有弥 (3) 11.90

畑沢中 (+1.9)

藤井 清雅 (1) 5m74 馬原 浩志郎 (3) 5m69 鈴木 悠聖 (3) 5m49
渋谷学園幕張高 (+1.6) 土気南中 (+0.7) 佐原中 (+2.0)

對馬 玲 (3) 16.23 生貝 奏人 (2) 16.64 秋田 真宗 (3) 16.69 田原 慶人 (3) 16.69 久保 勇太郎 (3) 16.75 松永 勇輝 (3) 16.99 福田 晴仁 (3) 17.00

常盤平中 (+3.4) 鴨川中 (+3.4) 太田中 (+3.4) 土気南中 (+3.4) 市川中 (+3.4) 生浜中 (+3.4) 木更津二中 (+3.4)

鈴木 琉胤 (3) 2:31.04 米本 壮汰 (3) 2:33.68 中野 大翔 (3) 2:36.71 石渡 翔 (3) 2:38.07 吉田 新 (3) 2:38.66 河嶋 晃汰 (3) 2:39.71 宇津野 北斗 (3) 2:39.75 舛中 あさひ (3) 2:40.93

小金北中 CJHR 大多喜中 CJHR 東金中 CJHR 君津MSCRC CJHR 小金南中 CJHR 松戸六中 CJHR 流山北部中 CJHR 泉谷中 CJHR

八木澤 透 (3) 15.47 齋藤 幸昌 (2) 15.51 賀川 然太 (3) 15.81 猪股 直輝 (3) 16.40 島田 真嘉 (3) 17.10 田中 蒼大 (2) 17.27

松戸六中 (+0.6) 田中中 (+0.6) 葛飾中 (+0.6) 千葉若松中 (+0.6) 旭一中 (+0.6) 美浜中 (+0.6)

白井 勘太郎 (3) 12m37 植村 翔 (3) 12m05 山本 悠樹 (3) 11m57

市川四中 (+1.3) 泉谷中 (+0.8) 市川四中 (+0.7)

石田 琉晟 (3) 36m37 三橋 拓海 (3) 27m65 加藤 政樹 (3) 26m18 越川 大輝 (3) 26m13 伊藤 聡志 (3) 23m34 入交 隆太 (2) 22m93

泉谷中 八千代松陰中 八街中央中 干潟中 八千代松陰中 船穂中
宮下 輝一 (2) 58m47 進野 広陽 (2) 39m11 杉山 陸 (3) 36m23 大江 陽斗 (3) 33m17 渡邊 颯太 (2) 29m49 鈴木 翔馬 (2) 28m90 肥後 海斗 (3) 28m13 三浦 成真 (1) 26m61

八日市場一中 美浜中 成田中 印旛中 堀江中 堀江中 美浜中 堀江中
佐藤 鈴音 (3) 34.82 山﨑 陸斗 (2) 35.90 塚本 優翔 (3) 35.96

松戸六実高 柏南高 横芝敬愛高

竹内 智輝 (2) 14.64

国分高 (0.0)

女　子
伊藤 優亜 (1) 4m70

旭二中 (-0.8)

山下 春花 (3) 26m57 林 瑞穂 (3) 24m76 小野寺 結菜 (3) 23m80 栗原 莉央 (3) 19m60 山室 香苗 (2) 17m00

新松戸南中 干潟中 太田中 八街中央中 田中中

坂本 渚咲 (3) 18.36 亀山 美南 (3) 18.63 山田 姫蘭 (2) 18.67 宇山 理央 (3) 18.89 西村 彩萌 (3) 19.00 伊藤 麻紗 (3) 19.19 多田 りり子 (2) 19.22 井合 芽依 (3) 19.25

野田南部中 (+0.4) 高柳中 (+0.4) 旭一中 (+0.4) みちるAC (+0.4) 湖北中 (+0.4) 旭二中 (+0.4) 佐原中 (+0.4) ちはら台南中 (+0.4)

大圖 希々 (3) 2:59.92 渡辺 光桃 (2) 3:00.39 岩永 青葉 (2) 3:01.83 高田 実夢 (3) 3:03.54 菅原 仁子 (2) 3:04.89 手塚 蕾 (2) 3:04.94 横山 桃花 (2) 3:05.42 廣瀨 眞希 (3) 3:05.92

根郷中 CJHR 常盤平中 CJHR 常盤平中 CJHR 小見川中 三田中 佐倉東中 千城台南中 佐原中

清水 望生 (3) 14.30 坂田 涼音 (2) 14.55 梅澤 李心 (1) 14.62 加藤 充悟 (3) 15.35 藤木 菜月 (3) 15.81 伊藤 遥香 (3) 15.99 林田 陽菜花 (3) 15.99

野田南部中 (-0.1) 太田中 (-0.1) 成田高 (-0.1) 西の原中 (-0.1) 田中中 (-0.1) 旭一中 (-0.1) ちはら台南中 (-0.1)

齊藤 佳子 (3) 3m01 嶋田 寧々 (2) 2m70 永松 久乃 (3) 2m50 蔭山 知春 (2) 2m50

佐原中 おゆみ野南中 七林中 習志野台中

土屋 美潤 (3) 11m36 日比生 希実 (2) 9m86

東庄中 (+0.8) 西の原中 (+2.1)

山下 春花 (3) 26m57 林 瑞穂 (3) 24m76 小野寺 結菜 (3) 23m80 栗原 莉央 (3) 19m60 山室 香苗 (2) 17m00

新松戸南中 干潟中 太田中 八街中央中 田中中
三浦 栞奈 (3) 40m13 加藤 有砂 (1) 34m28 蓑輪 麟 (3) 28m30 石井 陽奈 (3) 28m08 泉水 楓 (1) 26m65 遠藤 唯華 (2) 26m07 八子 瑞生 (3) 26m06 赤井 晄奈 (1) 23m38
堀江中 滝野中 筑波大聴覚 市川四中 習志野五中 西の原中 美浜中 習志野五中

榎本 妃ﾉ香 (3) 14.24
八千代松陰高 (+0.8)

塚本 萌乃 (3) 42.89

成田高

CJHR:千葉県中学記録
審判長：(ﾄﾗｯｸ)隅 坂　道 昭　　(ﾌｨｰﾙﾄﾞ・混成)吉 原　　廣 記録主任：矢野　隆照

気象記録　29日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向

9:30 晴 29.0 74.0 東北東

10:00 晴 30.0 70.0 東北東

11:00 曇 32.0 68.0 北東

12:00 曇 32.0 64.0 北東

13:00 晴 32.0 58.0 東南東

U18 100mYH
(0.762m/8.50m)

U18 300mH
(0.762m)

U16B 棒高跳

2位

U16A 走幅跳

U16B円盤投
(1.000kg)

U16B 150m

U16B 1000m

U16B 100mYH
(0.762m/8.50m)

U16B 1000m

U16B 110mH
(0.991m)

U16B 円盤投
(1.500kg)

U18 110mH
(0.991m)

U18 300m

U16B ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

21 12 0006

5位1位

U16B 三段跳

U16B ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

U16陸上競技大会千葉県選手選考会
・U18陸上競技千葉県記録会

U16A 100m

8位7位6位

121010

U16B 三段跳

U16B 円盤投
(1.000kg)

U16A 走幅跳

U16B 150m

決勝記録一覧表（男女）
令和３年８月２９日（日）

3位 4位

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

1.0

3.1

1.8

2.1

2.2

風速(ｍ)


