
　　　　　第４８回　三部会小学校体育祭（第１・３ブロック）入賞記録一覧表
☆大会新記録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２１年５月２０日（水）　　白井運動公園陸上競技場     

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位
氏名 学校 記録 氏名 学校 記録 氏名 学校 記録 氏名 学校 記録 氏名 学校 記録 氏名 学校 記録

１００ｍ

５女 根岸　世奈 七次台 14.90 髙島希奈子 本埜第一 14.99 泉對　愛莉 七次台 15.18 二瓶亜莉寿 平賀 15.22 小菅　萌恵 いには野 15.48 島　有沙 南山 15.66

５男 中島　良太 南山 14.28 戸島　賢人 大山口 14.58 五十嵐憲人 本埜第一 14.91 森賀　遼太 清水口 14.92 岡本　貢記 桜台 14.93 吉田　亮介 白井第三 15.05

６女 石丸　由実 白井第三 13.76 石井　綾佳 白井第一 14.38 大日向有紗 白井第三 14.45 根本みな美 大山口 14.57 島後　礼奈 桜台 14.65 西川　未紗 滝野 14.73

６男 屋敷　匠吾 本埜第二 13.57 押田　卓也 白井第一 13.61 笠原　大暉 大山口 13.62 石川　真也 白井第三 14.33 田中　嶺 南山 14.39 中村　和暉 いには野 14.41

６０ｍＨ
５女 小野寺真菜 いには野 10.66 五郡　あみ 滝野 10.69 託見　樹奈 清水口 11.41 平岡　七海 七次台 11.76 広瀬琴乃音 桜台 11.84 喜友名海音 滝野 11.93

５男 須賀原幸輝 いには野 10.42 白鳥　文也 宗像 10.79 小堀　　陸 白井第一 10.92 小関　太一 いには野 10.97 神田　侑也 清水口 10.98 永田　岳 桜台 11.13

８０ｍＨ
６女 大村　美葵 清水口 13.55 仲田　流海 清水口 13.80 戸梶　涼子 七次台 13.89 今村　由郁 大山口 13.95 寺田　彩香 七次台 14.29 鈴木　理沙 白井第三 14.34

６男 西田　暁 大山口 13.19 柏瀬　太智 七次台 13.30 馬場　遼太 南山 13.31 矢川　涼輔 滝野 13.55 久松　瀬名 滝野 14.07 松下　俊介 清水口 14.21

８００ｍ
５女 福嶋　未唯 七次台 2.46.33 福本　爽帆 南山 2.46.66 田谷　美空 滝野 2.50.38 深江　祐里 いには野 2.50.55 米本　華 清水口 2.51.83 飯野　遥 滝野 2.52.02

６女 大澤　冴子 白井第三 2.35.80 菊地　梨紅 いには野 2.36.09 池野　みのり滝野 2.42.95 鈴木　里歩 滝野 2.46.23 田中　杏実 清水口 2.46.77 志村　真弥 白井第一 2.48.63

１０００ｍ
５男 三浦　諒也 池の上 3.25.30 大月　拓杜 南山 3.25.87 中野　洋 清水口 3.28.12 竹原　佑太 白井第三 3.30.38 鈴木　雄大 桜台 3.31.27 嘉納　広大 白井第三 3.31.95

６男 平良　彰吾 いには野 3.09.19 佐藤　敬太 桜台 3.13.55 小林　浩也 滝野 3.18.20 近藤　将貴 六合 3.19.83 角田　洸 池の上 3.20.58 佐藤　芳樹 白井第三 3.20.69

走幅跳

５女 梅津　泉希 平賀 369 朝日　蘭那 滝野 357 平野　彩季 滝野 343 大野麻依奈 本埜第一 337 鎌野　真帆 大山口 334 大島　千穂 清水口 333

５男 石川　大 宗像 388 木下竜之介 南山 388 乙藤康太郎 いには野 388 中居　龍蔵 いには野 386 豊田　悠介 宗像 384 竹内　翔耶 六合 383

６女 関口　里菜 滝野 409 柴田　歩 いには野 391 岩崎　夏実 滝野 366 杉山　千夏 清水口 359 近藤　美翔 南山 355 志野村華圭 池の上 348

６男 渡邊　怜 桜台 410 川上　翼 桜台 394 鳥飼　秀一 桜台 391 鈴木　奎吾 本埜第二 388 森内　敦之 清水口 383 澤田　薫 いには野 380

走高跳

５女 奥田　真奈 清水口 120 宮地　夏帆 清水口 117 上甲　陽菜 七次台 114 戸嶋絵莉香 南山 114 中野　未希 滝野 108 北山　夢野 桜台 108

５男 小島　凪沙 大山口 128 大塚　海輝 本埜第二 128 土屋　由伸 清水口 116 大久保　錬 清水口 116 田口　友紀 いには野 116 藤田　慶太 いには野 113

６女 川津　琴美 いには野 128 沼間　香苗 清水口 128 佐藤　春花 池の上 125 山本日菜子 清水口 125 橘髙　史奈 滝野 122 松尾　真琴 南山 119

６男 遠藤　孝益 清水口 145 森谷　洸太 いには野 130 廣瀬　優太 清水口 127 中西　芳斗 南山 124 田中　雅史 桜台 121 星野　佑介 滝野 121

ボール
投げ

５女 川尻　伎恵 平賀 32.30 黒川　舞 七次台 27.50 根岸　瞳 南山 25.68 北村　祥子 いには野 25.18 宮尾　歩李 大山口 24.80 飯塚　実咲 本埜第二 24.00

５男 村元　洋一 白井第三 47.80 道地　佑 滝野 44.95 吉田　壮志 いには野 42.95 平川　拓磨 池の上 42.25 川上　裕希 七次台 42.05 佐藤　潤一 白井第三 40.70

６女 宮本　彩希 桜台 36.24 高橋　里奈 清水口 32.00 石川紗希 本埜第一 31.94 坪井　萌香 いには野 31.30 冨田　七美 白井第三 31.08 工藤まやの 滝野 30.16

６男 香川　将範 白井第三 48.65 山﨑　麗弥 六合 46.64 中川　大輔 清水口 45.79 緒方　初音 池の上 44.15 長谷川　昴 白井第三 43.79 外崎　隼斗 清水口 43.18

４×１００ｍＲ

５女 南山 61.32 滝野 61.42 清水口 61.85 いには野 63.06 桜台 63.87 平賀 63.89

５男 大山口 ☆58.02 南山 59.13 清水口 59.84 白井第三 59.50 いには野 59.90 滝野 59.97

６女 白井第三 ☆56.05 大山口 58.21 滝野 58.95 桜台 59.30 七次台 59.44 清水口 59.69

６男 大山口 55.63 いには野 56.63 桜台 57.33 白井第三 58.32 滝野 58.40 南山 58.68



第４８回　三部会小学校体育祭入賞記録一覧表（印西会場）

平成２１年５月２０日（水）　印西市松山下公園陸上競技場

氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録 氏名 校名 記録

５女 後藤　さわ 小倉台 15"24 横尾　光咲 船穂 15"65 田村　茜 高花 15"81 浅野　輝 木下 15"83 小室　直子 内野 15"94 北川　茜 木刈 15"95

５男 丸山　達也 小倉台 14"40 渡辺　竣斗 西の原 14"83 樋田　大貴 内野 14"88 佐藤　伊佐 原 14"96 山下　誠也 内野 15"20 有賀　大二郎 木刈 15"26

６女 及川　真衣子 木刈 14"90 谷川　舞 高花 14"96 大野　杏 永治 15"07 髙木　未来 大森 15"29 松本　玲奈 内野 15"55 綿貫　咲那 内野 15"59

６男 川村　雅俊 木下 13"36 赤間　翔 原 14"40 和田　慎吾 内野 14"42 川村　昂平 小林 14"64 小谷野　陽平 木刈 14"65 鈴木　雅也 木下 14"82

５女 内田　友莉 木刈 10"96 阿部　紗香　 高花 11"41 大和田　さくら 木刈 11"46 齋藤　菜々美 大森 11"79 板橋　侑美 木刈 11"86 佐野　英里佳 内野 11"88

５男 中村　元哉 小倉台 10"66 村上　直樹 小倉台 10"80 井上　舜介 小倉台 10"87 重森　優希 小倉台 10"97 関　裕亮 木下 10"99 中谷　駿介 内野 11"34

６女 古堅　ひかる 木下 13"72 山川　紗代 木下 14"21 エルゴバリ　ミナ 高花 14"49 佐竹　花奈 大森 14"67 森川　莉江 原山 14"88 八巻　友香 木下 15"20

６男 大野　拓也 木下 13"81 秦　弘樹 原 13"88 小森　丈瑠 小倉台 13"89 蒲生　開飛 高花 13"96 望月　大輔 小林北 13"97 矢原　亮汰 原 14"07

５女 堀江　美貴 西の原 2'39"7 花井　彩希 木下 2'43"2 戸村　麻美 高花 2'45"6 斉藤　栞 小倉台 2'47"5 山﨑　愛　 永治 2'49"0 綿貫　彩花 高花 2'51"2

６女 篠原　由梨香 木下 2'34"0 鈴木　彩乃 西の原 2'35"8 秋谷　理花 大森 2'36"7 高橋　美玖 永治 2'36"7 山田　桐子 木刈 2'43"0 石川　有紀 小林 2'43"7

５男 馬場　郁弥 木下 3'21"8 伊井　康祐 木下 3'27"0 小岩井　陽介 西の原 3'28"1 松木　玲生 原 3'28"6 宇根　照太郎 小林 3'31"6 三門　聖也 木下 3'32"4

６男 羽生　拓矢 木下 3'05"3 坂田　篤志 木刈 3'10"5 石渡　太陽 西の原 3'12"7 田中　大貴 内野 3'13"0 松口　周平 原 3'14"1 荻原　優人 木刈 3'20"9

５女 勝又　彩花 小倉台 378 池田　風香 西の原 364 池田　奏音 木刈 362 眞下　萌香 内野 338 関口　日奈子 原 338 松枝　ひかる 高花 336

５男 荒川　智瑛 木刈 361 小林　直斗 小倉台 359 柳沼　広基 大森 357 福田　優輔 木刈 357 中村　隼大 西の原 355 渡邊　雄志 小倉台 355

６女 松田　恵実 原 404 浅野目　なつみ 西の原 379 鈴木　あゆみ 大森 378 星野　由希子 高花 374 河野　朱里 原 352 櫻井　夏梨 木下 352

６男 徳間　俊介 木刈 410 木津　郁海 西の原 394 佐藤　　諒 大森 386 戸笹　直哉 原 384 江川　舜人 西の原 373 長谷川　廉 小林北 366

５女 武田　千広 原山 114 東　　彩加 大森 111 飯野　美風 小倉台 108 日並　樹梨佳 大森 108 冨田　彩乃 内野 105

五十嵐　菜月
星野　文寧
早崎　文香
松本　梨莉

西の原
小倉台
木刈
原

100

５男 古橋　知弥 高花 119 後藤　圭介 木刈 116 清田　寛仁 木刈 113 竹澤　綾人 小林北 113 春木　直人 木下 110 森　智誉 小林北 110

６女 前田　芽衣 原 128 高橋　亜澄 高花 125 篠澤　市子 内野 122 大谷　眞優 西の原 122 岩井　莉海 大森 122 齊藤　真美 小倉台 119

６男 鈴木　康太 高花 133 松本　遼太 小林北 130 森住　航輝 原山 124

５女 小野田　眞莉恵 小林北 37.76 近藤　舞乙 木下 32.89 古川　愛 内野 25.55 檜垣　瑠衣 西の原 21.82 前田　和 木刈 21.08 大内　亜美 原山 19.68

５男 下山　裕太 小倉台 49.29 増田　貴洋 木刈 48.76 海宝　光 木下 41.62 福田　柊 原 41.32 古橋　勇人 高花 39.66 高木　翼 西の原 37.04

６女 飯嶋　未紅 西の原 35.92 山崎　友加里 木刈 34.07 菅野　弥久 西の原 30.46 青野　広実 小倉台 30.45 鈴木　菜優 小倉台 29.79 増本　真子 内野 26.72

６男 由井　裕人 小林 55.80 小田　康弘 木刈 50.08 鈴木　悠太郎 原 49.28 櫻井　大己 船穂 44.28 大越　　薫 大森 43.85 中山　瑛 高花 43.72

５女 61"30 62"31 62"90 62"91 62"93 63"83

５男 59"38 60"53 60"59 61"08 61"47 62"63

６女 59"19 59"39 59"67 60"05 60"44 60"77

６男 55"49 57"27 57"34 57"52 57"75 57"88

上野　祥照（高花）　　平野　大賀（木刈）　　 岡田　健志（内野）　　124
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４×１００ｍＲ
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☆印：大会新記録

小林北

高花

小倉台

木刈


	Sheet2

