
主催 千葉県小中学校体育連盟
千葉県教育委員会　千葉市教育委員会

大会コード 17 12 3003 （公財）千葉県体育協会（一財）千葉陸上競技協会
競技場コード121010 主管 千葉県小中学校体育連盟

日 種目
永井　大道 (1) 11.94 内山　清春 (1) 12.14 濁川　優 (1) 12.19 坪井　康平 (1) 12.20 石井　優和 (1) 12.33 福田　悠介 (1) 12.39 塚田　大翔 (1) 12.41 西田　奈留 (1) 12.46
専修大松戸 (0.0) 八街南 小中台 村上東 勝浦 小金 田中 湖北
白石　雄大 (2) 11.50 臼井　大 (2) 11.64 村上　隼太郎 (2) 11.65 和賀　弘志 (2) 11.70 大木　祥太朗 (2) 11.75 馬場　聖也 (2) 11.78 守　祐陽 (2) 11.89 宮地　康太朗 (2) 11.93

高津 (0.0) 栄 柏三 本納 光 富里 七次台 木更津二
鳥谷　彰義 (2) 23.09 髙根　凜門 (2) 23.38 小倉　裕也 (2) 23.53 畔柳　颯斗 (2) 23.68 大野　陽斗 (2) 23.77 古賀　誠也 (2) 23.80 松嶋　飛希 (2) 23.84 村谷　怜音 (2) 24.07
千城台西 (+0.1) 栗ヶ沢 四街道 新松戸南 玉造 大網 中原 鎌ケ谷二

吉留　龍之介 (2) 53.35 酒匂　康輝 (2) 54.15 沖　康平 (2) 54.29 髙村　俊喜 (2) 54.48 今井　歩音 (2) 54.52 平野　雄大 (2) 54.78 林　武広 (2) 55.45 小塚　裕斗 (2) 55.66
朝日ヶ丘 久寺家 我孫子 酒井根 富津 山田 富里 常盤平

村中　大河 (2) 2:02.82 入江　大士 (2) 2:03.64 久保薗　達 (2) 2:04.15 平林　啓樹 (2) 2:05.43 加藤　優弥 (2) 2:08.35 渡辺　昂生 (2) 2:11.23 小楠　蒼 (2) 2:11.74 髙木　翔太 (2) 2:18.83
法田 西初石 習志野七 高津 根木内 牧野原 根郷 旭二

吉野　碧 (2) 4:15.19 藤田　大翔 (2) 4:17.16 石原　正翔 (2) 4:17.20 山下　利玖 (2) 4:17.21 松永　龍騎 (2) 4:19.08 鎗田　大輝 (2) 4:19.67 山城　孝之 (2) 4:20.75 槇井　駿介 (2) 4:20.89
常盤平 湖北 船橋 布佐 古ヶ崎 岬 根木内 松戸一

山口　智規 (2) 9:03.22 相澤　拓摩 (2) 9:03.81 酒田　康生 (2) 9:05.44 栗田　隆希 (2) 9:05.57 緒方　澪那斗 (2) 9:06.94 長谷川　秋義 (1) 9:07.04 天野　誠斗 (2) 9:07.80 藤井　陽平 (2) 9:08.66
銚子二 常盤松 新松戸南 逆井 大網 六実 旭町 畑沢

共通110mH(0.914m) 白井　伶欧 (2) 15.67 阿部　天馬 (2) 15.74 池嶋　翔 (2) 15.87 益子　和樹 (2) 16.04 津山　将汰 (2) 16.23 橋田　翔 (2) 16.61 諸持　光祐 (2) 16.81 藤川　大耀 (2) 16.91
(風力:-0.5m) 二川 (-0.5) 御滝 酒井根 豊四季 柏 久寺家 旭二 鎌ケ谷二

栗ヶ沢 45.26 酒井根 45.58 柏二 46.10 勝浦 46.14 松戸六 46.33 高津 46.60 富里 46.61 野田南部 46.66
髙橋　秀都 (2) 横濱　光流 (2) 石橋　佑将 (2) 吉野　尋 (2) 吉川　浩志 (2) 白石　雄大 (2) 渡辺　憧蒼 (2) 矢吹　勘太郎 (2)

渡邉　涼太 (2) 池嶋　翔 (2) 吉木　翼 (2) 中村　壮汰 (2) 馬場　一彰 (2) 進藤　慧士 (2) 馬場　聖也 (2) 渋谷　拓海 (2)

染野　勇也 (2) 五十嵐　光雅 (2) 小野田　虎人 (2) 石井　優和 (1) 恩田　翼早 (2) 佐野　澄 (2) 藤井　将也 (2) 大澤　玲唯 (2)

髙根　凜門 (2) 髙村　俊喜 (2) 小野　潤 (2) 髙梨　三之助 (2) 黒田　太陽 (2) 平林　啓樹 (2) 林　武広 (2) 中野　孝徳 (2)

加瀬　塁 (2) 1m79 島野　涼 (2) 1m79 隅川　卓巳 (2) 1m70 3) 富田　隆之 (2) 1m70 小林　諒太 (2) 1m70 鯨井　晴太 (2) 1m70 宮下　将多 (2) 1m65 7) 惠　和將 (2) 1m65
旭二 大貫 滝野 古ヶ崎 習志野六 七次台 鎌ケ谷二 幕張西

篠塚　浩斗 (2) 3m80 加瀬　遼大 (2) 3m50 井上　将吾 (2) 3m50 徳永　暖大 (2) 3m40 山本　飛和 (2) 3m40 内田　光 (2) 3m30 6)宇佐美　優生 (2) 3m30 西岡　翔唯 (2) 3m30
小見川 嶺南 館山三 君津 船穂 嶺南 佐原 館山三

西　修太朗 (2) 6m68 植木　優太 (2) 6m40 染野　勇也 (2) 6m34 末廣　元斗 (2) 6m26 中野　孝徳 (2) 6m18 橋本 ｱｲヴｧﾝﾛ (2) 6m17 長濱　聖矢 (2) 6m10 加瀬　龍生 (2) 6m09
西原 (+3.0) 本埜 (+2.0) 栗ヶ沢 (+1.9) 小林 (+3.2) 野田南部 (+3.0) 常盤平 (+1.4) 高浜 (+2.7) 旭二 (+1.9)

共通砲丸投 飯塚　京介 (2) 12m95 川奈　優叶 (2) 12m71 山本　佳汰 (2) 12m47 福田　涼太 (2) 12m30 佐久間　柊 (2) 11m65 江波戸　大地 (2) 11m58 大木　光玖人 (2) 11m25 室井　裕貴 (2) 11m15
（4.000kg) 神崎 佐原 公津の杜 旭二 栗ヶ沢 旭二 銚子 土気南

栗ヶ沢 25 旭二 20 酒井根 18 高津 16 常盤平 12 新松戸南 11 久寺家 10 佐原 9.5
嶺南 9.5

ちはら台南 21 西の原 17 野田南部 17 3) 豊四季 17 流山北部 15 河原塚 13 旭二 13 松戸二 13
旭二 33 栗ヶ沢 25 豊四季 22 野田南部 22 ちはら台南 21 嶺南 21 酒井根 18 久寺家 17

西の原 17
共通110mH:高さ0.914m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ9.14m
共通砲丸投:重さ4.000kg 審判長：(ﾄﾗｯｸ)隅坂　道昭　 (ﾌｨｰﾙﾄﾞ)吉原　　廣　 (招集所)門目　　誠 記録主任：　黒田　泰三

気象記録
７日 ８日

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ/ｓ) 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ/ｓ)
9:15 曇 19.1℃ 94% 3.1 m/s 9:30 曇 20.5℃ 83% 0.5 m/s
10:00 曇 19.4℃ 85% 2.5 m/s 10:00 晴 23.2℃ 76% 1.1 m/s
11:00 曇 19.6℃ 82% 2.0 m/s 11:00 晴 24.8℃ 71% 0.7 m/s
12:00 曇 20.1℃ 82% 3.2 m/s 12:00 晴 24.8℃ 68% 1.3 m/s
13:00 晴 20.9℃ 82% 2.0 m/s 13:00 晴 25.3℃ 64% 0.4 m/s
14:00 晴 21.4℃ 78% 1.8 m/s 14:00 晴 24.0℃ 66% 0.5 m/s
15:00 晴 21.4℃ 80% 1.2 m/s 14:15 晴 23.9℃ 66% 0.7 m/s
15:40 曇 21.2℃ 82% 2.8 m/s

第４２回千葉県中学校新人体育大会陸上競技大会 決勝記録一覧表（男子）

平成２９年１０月７日（土）、８日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

（一財）千葉県陸上競技協会
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
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共通走高跳
※1位決定戦による順位
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共通棒高跳

共通走幅跳
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男子総合の部

女子総合の部

男女総合の部

風向 風向
北 東北東 

北北東 北東 
北北西 南南東 
北北西 東北東 

北 東南東 
北北東 東北東 
北北西 東北東 
北北東



主催 千葉県小中学校体育連盟
千葉県教育委員会　千葉市教育委員会

大会コード 17 12 3003 （公財）千葉県体育協会（一財）千葉陸上競技協会
競技場コード 121010 主管 千葉県小中学校体育連盟

日付 種目
ﾊｯｻﾝ ﾅﾜｰﾙ (1) 11.98 佐藤　葵唯 (1) 12.54 篠原　美咲 (1) 12.60 町田　愛莉 (1) 12.80 大木　詩織 (1) 12.84 山野　里恋 (1) 12.99 古谷　真奈未 (1) 13.05 八木　菜摘 (1) 13.09
松戸五 CJHR GR 旭二 GR(+1.5) 印西 (+1.5) ちはら台南 (+1.5) 八日市場一 (+1.5) 西の原 (+1.5) 岩根 (+1.5) 大和田 (+1.5)

渡辺　千奈津 (2) 12.44 越川　美咲 (2) 12.53 白井　夏鈴 (2) 12.71 佐藤　幸彩 (2) 12.75 小野　智恵子 (2) 12.76 山本　美潤 (2) 12.85 小林　瑶枝 (2) 13.00 手塚　久玲亜 (2) 13.09
幕張本郷 (0.0) 光 (0.0) 松戸二 (0.0) 福栄 (0.0) 習志野一 (0.0) 大山口 (0.0) 柏四 (0.0) 柏二 (0.0)

タネル　舞璃乃 (2) 25.33 ｱｹﾝﾀ ｸﾞﾛﾘｱ (1) 26.41 藤代　采花 (2) 26.46 大澤　綾菜 (2) 26.61 杉崎　璃子 (2) 26.61 宮野　ひなた (2) 26.76 森田　万稀 (2) 27.31 増田　茅陽 (2) 27.55
河原塚 (-0.7) 豊四季 (-0.7) 佐倉東 (-0.7) 宮本 (-0.7) 野田南部 (-0.7) 渋谷幕張 (-0.7) 稲毛 (-0.7) 湖北 (-0.7)

柏木　詩織 (2) 2:19.51 山本　乃々香 (2) 2:19.82 佐藤　友香 (2) 2:20.54 荘司　涼苗 (2) 2:22.52 藤田　真美加 (2) 2:23.80 吉井　優唯 (1) 2:24.01 佐藤　涼香 (2) 2:24.49 青栁　朋花 (2) 2:33.67
南山 岩名 柏 逆井 中台 周西 習志野七 高根

南　日向 (2) 4:28.95 髙橋　葵 (2) 4:35.91 境　真衣 (2) 4:36.52 谷川　凛 (1) 4:36.90 和田　水希 (1) 4:36.92 横澤　奈夏 (1) 4:40.77 武藤　由依 (1) 4:43.50 石毛　友彩 (1) 4:44.11
葛飾 GR 久寺家 野田南部 習志野一 白山 逆井 大津ヶ丘 旭二

共通100mH 塚本　萌乃 (2) 14.52 塘　ありあ (2) 15.27 雲林院　瑞帆 (2) 15.43 皆川　望愛 (2) 15.62 多田　柚稀 (2) 15.63 湊川　里聖 (2) 15.77 久留戸　律早 (2) 15.82 清原　あかり (2) 16.55
風速 +0.4 ちはら台南 (+0.4) 流山北部 (+0.4) 御滝 (+0.4) 河原塚 (+0.4) 東庄 (+0.4) 六実 (+0.4) 四街道北 (+0.4) 習志野台 (+0.4)

ちはら台南 49.91 野田南部 50.40 松戸二 50.69 宮本 50.79 豊四季 50.80 我孫子 51.14 柏二 51.61 泉谷 51.63
矢代　果穂 (2) 加藤　夏実 (2) 黒坂　芽衣 (2) 大内　茉鈴 (2) 白石　遥菜 (2) 工藤　夢 (2) 森村　莉子 (1) 中村　百華 (2)
塚本　萌乃 (2) 山田　美咲 (2) 小田　美空 (2) 浅山　南 (2) ｱｹﾝﾀ ｸﾞﾛﾘｱ (1) 橋本　季咲 (1) 原　百花 (2) 行本　梨奈 (2)
星川　綾香 (2) 荒井　海緒 (1) 白井　夏鈴 (2) 牧島　優衣 (2) 佐藤　希美 (2) 菅原　萌 (1) 手塚　久玲亜 (2) 持永　野々花 (2)
町田　愛莉 (1) 杉崎　璃子 (2) 塩谷　咲希 (2) 大澤　綾菜 (2) 吉居　くるみ (2) 藤澤　愛理 (2) 高原　はなの (2) 齊藤　優依 (2)
海鋒　路 (2) 1m57 安藤　美音里 (2) 1m51 若菜　千夏 (2) 1m48 渉里　萌衣 (1) 1m48 中山　愛美 (2) 1m48 小川　瑚香 (2) 1m45 矢口　真遊 (2) 1m45 鈴木　瑠菜 (2) 1m45
流山北部 西の原 中原 旭一 生浜 成田西 中原 御滝

井上　美空 (2) 3m01 齊藤　阿子 (2) 2m80 相川　さり (2) 2m70 山本　彩百里 (2) 2m70 鎌田　春香 (2) 2m60 吉崎　ふたば (2) 2m60 持永　野々花 (2) 2m60 7)佐野　杏香 (2) 2m60
館山三 GR 佐原 =GR 嶺南 佐倉 嶺南 生浜 泉谷 嶺南

白土　莉紅 (1) 5m58 行本　梨奈 (2) 5m36 佐藤　希美 (2) 5m29 齋藤　優愛 (2) 5m28 伊藤　莉緒 (2) 5m24 齊藤　花奈 (2) 5m21 近藤　水涼 (2) 5m21 塩谷　咲希 (2) 5m12
八日市場二 (+0.3) 泉谷 (-0.5) 豊四季 (0.0) 旭二 (0.0) 銚子 (+0.7) 四街道西 (+0.9) 太田 (-0.2) 松戸二 (+0.7)

共通砲丸投 山田　彩夏 (2) 12m50 牧田　利乙夢 (2) 11m22 下関　凜子 (2) 10m98 加瀬　瑞姫 (2) 10m53 森田　凜花 (2) 10m30 三村　祐佳子 (2) 10m18 鳥海　柚月 (2) 10m07 萩原　里実 (2) 9m47
(2.721kg) 大和田 西の原 飯山満 旭一 木刈 新松戸南 酒々井 銚子

共通100mH:高さ0.762ｍ　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 8m
共通砲丸投:重さ2.721kg
GR：大会新記録
=GR: 大会タイ記録 審判長　（トラック）　隅坂　道昭　（フィールド）　吉原　　廣　(招集所）　門目　　誠 記録主任　　黒田　泰三
CJHR: 千葉県中学記録

第４２回千葉県中学校新人体育大会陸上競技大会 決勝記録一覧表（女子）

平成２９年１０月７日（土）、８日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

（一財）千葉県陸上競技協会
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
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中学1年女子
100m

2年100m
風力 0.0
共通200m
風力 -0.7

共通800m

共通1500m

共通4X100mR

7 共通走高跳

8
共通棒高跳

共通走幅跳
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