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　 種別 中　学　男　子

   競技会名: 第６７回野田市中学校陸上競技大会 主 催： 野田市教育委員会、野田市小中学校体育連盟、
日時： 会 場： 野田市総合公園陸上競技場 主 管： 野田市小中学校体育連盟陸上競技専門部

 順　位  1 位  2 位  3 位  4 位  5 位  6 位  7 位  8 位
氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名

種　目 所  属 年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録
白井 伶欧 吉田 蓮 中野 孝徳 矢吹 勘太郎 竹崎 雅人 染谷 拓海 伊藤 敦 市野 玲音磨

１年 二川 （1） 13”12 川間 （1） 13”15 野田南部 （1） 13”20 野田南部 （1） 13”27 岩名 （1） 13”41 二川 （1） 13”62 野田二 （1） 13”62 岩名 （1） 13”69
１００ｍ 飯塚 力太 長澤 優真 永井 嵩人 高梨有砂 須藤大紀 伊藤 敦 伊藤 敦 近藤 健大
１００ｍ 野田一 （2） 11”96 野田東部 （2） 12”19 岩名 （2） 12”26 金ヶ作中 （2） 13”37 西武台千葉 （2） 12”57 野田二 （1） 13”62 野田二 （1） 13”62 野田二 （2） 12”78

２年 飯塚 力太 永井 嵩人 長澤 優真 阿部 新 須藤大紀 近藤 健大 植木悠登 米澤 悠太
１００ｍ 野田一 （2） 12”16 岩名 （2） 12”24 野田東部 （2） 12”32 岩名 （2） 12”60 西武台千葉 （2） 12”76 野田二 （2） 12”94 福田 （2） 13”02 関宿 （2） 13”16

３年 中島 尚紀 ○ 加藤 巧 ○ 鳩貝 陽太 渡邊 渉英 中村 圭佑 竹澤 佑之助 松本 佳将 千田 恒暉
１００ｍ 岩名 （3） 11”66 木間ケ瀬 （3） 11”81 関宿 （3） 11”81 野田南部 （3） 11”94 野田二 （3） 11”95 木間ケ瀬 （3） 12”02 野田南部 （3） 12”12 岩名 （3） 12”39

共通 加藤 巧 ○ 渡邊 渉英 ○ 柞山 真翔 ○ 長澤 優真 中村 圭佑 上野 稜太 永井 嵩人 阿部 新
２００ｍ 木間ケ瀬 （3） 24”03 野田南部 （3） 24”07 野田一 （3） 24”13 野田東部 （2） 24”46 野田二 （3） 24”60 野田南部 （3） 24”75 岩名 （2） 25”03 岩名 （2） 25”27

共通 岡田 幹太 ○◎ 山崎 飛輝 ○◎ 鳥海 創 吉田 暁 三舩 大志 齋藤 詠介 黒岩 優人 山登 高輝
４００ｍ 野田二 （3） 53”77 野田南部 （3） 54”47 川間 （3） 55”93 木間ケ瀬 （3） 56”02 岩名 （3） 56”09 野田南部 （3） 56”73 野田二 （3） 56”96 野田北部 （3） 57”08

共通 香西 優仁 ○◎ 津田 克樹 ○◎ 豊田 将大 ○◎ 中島 神明 中村 連 美谷 佳輝 水口 翔太 間中 陸斗
８００ｍ 野田一 （3） 2'04”01 野田南部 （3） 2'04”64 野田一 （3） 2'07”53 福田 （2） 2'10”19 野田南部 （2） 2'10”36 岩名 （2） 2'11”54 野田北部 （2） 2'12”93 野田東部 （3） 2'13”09

１年 田村 勝太郎 ○◎ 服部 功望 ○◎ 日比 海斗 ○◎ 高橋 楓太 ○ 瀨能 航 ○ 町田 龍太朗 ○ 染谷 雄輝 ○ 梶原　 雅史 ○
１５００ｍ 野田東部 （1） 4'37”24 野田南部 （1） 4'38”30 木間ケ瀬 （1） 4'39”27 野田二 （1） 4'42”85 川間 （1） 4'43”47 野田東部 （1） 4'43”49 野田南部 （1） 4'43”71 野田一 （1） 4'44”64

共通 眞山 祐輔 ○◎ 深井 平良 ○◎ 白石 大晟 ○◎ 榎本 正樹 ○◎ 片野 優一 ○ 中山 朝陽 ○ 小島 淳也 中島 神明
１５００ｍ 野田北部 （3） 4'19”80 野田東部 （3） 4'21”20 野田一 （3） 4'21”32 川間 （2） 4'21”40 野田南部 （3） 4'24”09 野田一 （3） 4'25”53 二川 （3） 4'29”32 福田 （2） 4'30”55

共通 大堀 秀野 ○ 片野 優一 ○ 浅田 光博 ○ 豊田 将大 ○ 横田　 海人ラヒム 廣木 将人 齋藤 銀汰 堀越 大地
３０００ｍ 野田北部 （3） 9'21”25 野田南部 （3） 9'25”89 野田東部 （3） 9'26”19 野田一 （3） 9'27”99 福田 （2） 9'32”39 野田一 （2） 9'38”32 野田二 （3） 9'49”07 野田北部 （3） 9'49”93

柞山 真翔 ○◎ 岡田 幹太 ○ 岡田 幹太 相澤 康介 竹澤 佑之助 鈴木 玖琉 増田 俊也 深川 羽登
共通 野田一 （3） 15”55 野田東部 （3） 16”51 野田二 （3） 17”16 木間ケ瀬 （3） 17”36 木間ケ瀬 （3） 18”00 岩名 （2） 18”50 野田東部 （2） 18”50 野田南部 （3） 18”94

１１０ｍＨ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 増田 俊也 #N/A #N/A
#N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A 野田東部 （2） 18”50 #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A

（共通） 松本 佳将 （3） 大会新 古橋 魁人 （3） 萩原 啓太 （3） 千田 恒暉 （3） 松島 未来 （3） 間中 陸斗 （3） 田中 優哉 （3） 伊藤 歩未 （3）
4×100mR 渡邊 渉英 （3） 野田南部 吉田 暁 （3） 木間ケ瀬 飯塚 力太 （2） 野田一 永井 嵩人 （2） 岩名 中村 圭佑 （3） 野田二 長澤 優真 （2） 野田東部 岩井 颯斗 （3） 野田北部 植木 悠登 （2） 福田

山崎 飛輝 （3） 45”27 竹澤 佑之助 （3） 45”41 柞山 真翔 （3） 46”08 阿部 新 （2） 46”10 岡田 幹太 （3） 47”24 戸邊 裕太朗 （3） 47”56 小野寺 悠我 （3） 48”14 小幡 鷹人 （3） 48”61
上野 稜太 （3） 加藤 巧 （3） 上原 大輔 （3） 中島 尚紀 （3） 吉岡 佑太 （3） 岡田 幹太 （3） 山登 高輝 （3） 臼井 勝也 （3）
小野寺 悠我 0 稲川　 拓海 0 千葉 修太 0 岡田 大輔 0 高屋 知広 0 鷺谷 大輝 0 伊藤 拓磨 0 中村 陸斗 0

野田北部 （3） 1ｍ60 野田一 （3） 1ｍ60 野田南部 （3） 1ｍ55 野田東部 （3） 1ｍ55 野田南部 （3） 1ｍ55 野田二 （2） 1ｍ50 野田東部 （2） 1ｍ45 木間ケ瀬 （3） 1ｍ45
高屋 知広 0 中村 陸斗 0

共通 野田南部 （3） 1ｍ55 木間ケ瀬 （3） 1ｍ45
走高跳 栗原 瑞紀 0

川間 （3） 1ｍ45
岡安 正樹 0

岩名 （2） 1ｍ45
１年 白井 伶欧 ○ 中野 孝徳 ○ 渋谷 拓海 ○ 大串 晃平 0 田村歩 0 塩﨑航太 0 杉内 健人 0 中山 剛志 0

走幅跳 二川 （1） 5ｍ02 野田南部 （1） 4ｍ98 野田南部 （1） 4ｍ97 川間 （1） 4ｍ80 野田一 （1） 4ｍ78 野田一 （1） 4ｍ60 福田 （1） 4ｍ58 野田北部 （1） 4ｍ46
共通 梅村 隆星 ○ 中島 尚紀 ○ 鳩貝 陽太 0 岡田 幹太 0 田中 優哉 0 飯塚 力太 0 上野 稜太 0 及川晴人 0

走幅跳 野田南部 （3） 5ｍ97 岩名 （3） 5ｍ86 関宿 （3） 5ｍ82 野田東部 （3） 5ｍ78 野田北部 （3） 5ｍ66 野田一 （2） 5ｍ50 野田南部 （3） 5ｍ36 福田 （3） 5ｍ30
共通砲丸投 横山 薫 ○ 飯塚 保斗 山﨑 青 木村 鹿一 大久保 聡史 板橋 楓 狩野誠也 真中 隼
（W=4kg) 野田南部 （3） 11ｍ80 野田二 （3） 9ｍ79 野田東部 （3） 9ｍ76 野田一 （3） 9ｍ53 福田 （3） 9ｍ50 野田二 （3） 9ｍ50 木間ケ瀬 （3） 9ｍ48 野田北部 （3） 9ｍ30

優勝 準優勝 ３位 ４位 ５位 ６位
男子 南部 119.5 一中 82.0 東部 64.75 二中 53.5 岩名 51.25 木間ヶ瀬 47.75
女子 南部 115.0 東部 65.0 一中 63.5 川間 60.0 岩名 51.0 北部 27.0

男女総合 南部 234.5 一中 145.5 東部 129.8 岩名 102.3 川間 87.75 二中 68.5

○県通信標準突破者 審 判 長　　 篠塚　弘明 記録主任　 金重　宣子
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　 種別 中　学　女　子

   競技会名: 第６７回野田市中学校陸上競技大会 主 催： 野田市教育委員会、野田市小中学校体育連盟、
日時： 会 場： 野田市総合公園陸上競技場 主 管： 野田市小中学校体育連盟陸上競技専門部

 順　位  1 位  2 位  3 位  4 位  5 位  6 位  7 位  8 位
氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名

種　目 所  属 年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録
１年 服部　さやか ○ 山本　乃々香 松井 詩音 杉崎 璃子 瀨能 百香 中川 実栞 関根 梨緒 齊田 莉麻

１００ｍ 岩名 （1） 13”74 岩名 （1） 13”98 川間 （1） 14”06 野田南部 （1） 14”06 川間 （1） 14”15 野田南部 （1） 14”38 西武台千葉 （1） 14”52 野田二 （1） 14”74
２年 竹本 美咲 山﨑 柚希 大塚 真子 佐藤 優加里 菊田　ひかり 池田 彩乃 野村 優希奈 川島 朋恵

１００ｍ 野田南部 （2） 13”63 野田北部 （2） 13”86 野田二 （2） 13”98 野田南部 （2） 14”26 岩名 （2） 14”27 野田一 （2） 14”32 野田東部 （2） 14”34 川間 （2） 14”44
３年 長澤 真央 ○ 松本 美優 ○ 杉山 琉望 ○ 唐澤 舞雪 佐久間 優香 北澤 友花 加藤つぐみ 大谷 七海

１００ｍ 野田東部 （3） 12”96 野田東部 （3） 13”26 野田一 （3） 13”27 野田南部 （3） 13”43 野田一 （3） 14”02 川間 （3） 14”11 野田南部 （3） 14”15 野田北部 （3） 14”15
共通 唐澤 舞雪 電気計時大会最高 長澤 真央 ○◎ 野瀬　梨菜 山崎 翠 豊田 琉愛 国府田 有紀 舟津 雛南乃 佐久間 優香

２００ｍ 野田南部 （3） 26”61 野田東部 （3） 26”85 岩名 （2） 28”62 野田南部 （3） 28”73 野田東部 （3） 28”81 二川 （3） 29”09 西武台千葉 （3） 29”30 野田一 （3） 29”35
共通 瀬谷 百香 ○◎ 新野 遥 ○◎ 山本 朋佳 ○◎ 山本　乃々香 ○ 髙﨑 舞香 塩月 萌那 嶋崎 萌 野本 栞莉

８００ｍ 野田一 （2） 2'22”88 野田南部 （2） 2'23”48 野田南部 （2） 2'23”88 岩名 （1） 2'25”30 川間 （3） 2'28”60 野田一 （3） 2'28”79 野田二 （2） 2'30”00 野田東部 （2） 2'30”92
共通 岡田 七海 ○◎ 境 真衣 ○ 佐藤　真白 山﨑　 悠貴奈 柴田楓華 嶋崎 萌 森 結唯 田中 優美

１５００ｍ 野田南部 （2） 4'48”87 野田南部 （1） 4'53”99 岩名 （3） 4'57”15 野田一 （2） 4'58”31 野田一 （1） 4'59”52 野田二 （2） 5'00”87 野田北部 （3） 5'02”33 野田北部 （3） 5'04”17
竹本 美咲 ○ 塩月 萌那 三浦 帆乃夏 国府田 有紀 豊田 琉愛 加藤 つぐみ 田邉　千聡 吉岡 昴

共通 野田南部 （2） 16”53 野田一 （3） 18”04 川間 （3） 18”04 二川 （3） 18”09 野田東部 （3） 18”15 野田南部 （3） 18”61 岩名 （3） 18”69 福田 （2） 20”20
１００ｍＨ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 山口 沙良

100mH #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A 野田一 （2） 20”20
（共通） 山本 葉珠希 （2） 野村 優希奈 （2） 池田 彩乃 （2） 德竹　りりか （3） 長田 真歩 （2） 澁木 愛奈 （2） 野沢 瑞穂 （1） 熊本 ラウィニ舞（3）
4×100mR 唐澤 舞雪 （3） 野田南部 松本 美優 （3） 野田東部 佐久間 優香 （3） 野田一 山本　乃々香（1） 岩名 大谷 七海 （3） 野田北部 大塚 真子 （2） 野田二 上原 優奈 （3） 二川 坂田蓮心 （3） 福田

佐藤 優加里 （2） 51”79 豊田 琉愛 （3） 51”93 瀬谷 百香 （2） 53”01 野瀬　梨菜 （2） 54”60 遠藤 さくら （3） 54”69 須賀 利里香 （2） 55”00 西田 桃夏 （1） 55”40 梅澤梨沙 （1） 55”88
竹本 美咲 （2） 長澤 真央 （3） 杉山 琉望 （3） 服部　さやか（1） 山﨑 柚希 （2） 田中 香那 （2） 国府田 有紀 （3） 二葉 美優 （3）
伊藤 結衣 0 古関 まや 0 関 菜々子 0 原田 真希 0 渡邉　 木葉 0 千田 瑞夏 0 清水 理湖 0 中島　愛渚 0

野田東部 （3） 1ｍ35 野田一 （2） 1ｍ25 木間ケ瀬 （1） 1ｍ25 川間 （3） 1ｍ25 野田一 （2） 1ｍ20 川間 （3） 1ｍ20 野田東部 （3） 1ｍ20 岩名 （2） 1ｍ20
共通 岡田　碧海 0

走高跳 岩名 （2） 1ｍ20
工藤 結奈 0

木間ケ瀬 （3） 1ｍ20
１年 瀨能 百香 ○◎ 九貫 希波 ○ 塩田 美咲 0 新井 月渚 0 服部　さやか 0 山田 美咲 0 関根 梨緒 0 岡﨑 遥香 0

走幅跳 川間 （1） 4ｍ53 川間 （1） 4ｍ37 野田東部 （1） 4ｍ24 野田北部 （1） 4ｍ21 岩名 （1） 4ｍ21 野田南部 （1） 4ｍ19 西武台千葉 （1） 4ｍ17 野田東部 （1） 3ｍ97
共通 松本 美優 ○ 山﨑 柚希 ○ 杉山 琉望 0 沼野 妃花 0 北澤 友花 0 松澤 夏希 0 黒須　萌香 0 上原 優奈 0

走幅跳 野田東部 （3） 4ｍ85 野田北部 （2） 4ｍ80 野田一 （3） 4ｍ78 野田南部 （2） 4ｍ59 川間 （3） 4ｍ58 野田南部 （3） 4ｍ39 岩名 （3） 4ｍ35 二川 （3） 4ｍ26
共通 中村 美月 ○◎ 小山内 みのり 岩本茉樹 齋藤 未来 九貫 琴海 菊池 愛生 管波　百和 岡田 麻生

砲丸投 川間 （3） 11ｍ14 野田南部 （3） 9ｍ04 野田南部 （3） 8ｍ78 二川 （3） 8ｍ42 川間 （3） 8ｍ15 木間ケ瀬 （3） 7ｍ94 岩名 （3） 7ｍ71 野田東部 （3） 7ｍ54
オープン 中島　美咲 田中　奈月 佐藤　美海 石原　希美 内田　純鈴 初見わかば 宮越　莉桜 長堀　琴音

８００ｍ 南部 （3） 2'25”82 南部 （3） 2'26”26 南部 （2） 2'28”74 南部 （3） 2'28”88 南部 （2） 2'30”51 一中 （3） 2'30”85 一中 （2） 2'33”51 一中 （3） 2'34”51

審 判 長　　 篠塚　弘明 記録主任　 金重　宣子

決　　勝　　記　　録　　一　　覧　　表

平成28年6月16日
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