
決  勝  記  録  一  覧  表（男子）
平成20年10月25日（土）

氏 名 所属 記録 氏 名 所属 記録 氏 名 所属 記録 氏 名 所属 記録 氏 名 所属 記録 氏 名 所属 記録 氏 名 所属 記録
笠原 大暉 大山口ＳＡＡ 14.18
菊地 諒 八ヶ崎二ＳＡＡ 14.26

稲田 祐大 大山口ＳＡＡ 3.95
大谷 将太郎 南山ＳＡＡ 3.78
吉田 隆晟 滝野 13.16
豊田 海人 栄 13.22
天谷 岳洋 大津ヶ丘 12.61
増淵 翔輝 栄 12.65

志村 真人 印旛 25.01
木下 大暉 西の原 25.04
池野谷 優理 西の原 62.90
大野 達也 本埜 64.02
中澤 陸 小林 2.19.51
菅谷 亮佑 栄 2.20.50
櫻井 敢 印西 4.58.71
加藤 祐貴 七次台 5.06.27
吉谷 史士 本埜 4.37.13
田上 幸司 原山 4.38.39
吉谷 直人 印西 9.51.96
滝田 優 印西 9.57.62
岡田 洋明 印旛 21.66
山田 翔太 印西 22.19

52.00
52.78

小川 翔太 印西 4.23
石川 裕貴 本埜 4.08
飯島 悠太 船穂 5.14
小澤 竜也 栄 5.11
宮本 雄一郎 原山 6.93
本郷 竜也 大津ヶ丘 6.64
山口 拓美 印旛高 13.58

8.94 岩澤 広河 印旛高

印旛高 3.40

8.58匡哉 印旛高

岡澤 寿宏

一般
砲丸投
(6㎏)

山口 拓美 印旛高 9.60 屋敷

山崎 敬介 印旛高 3.70印旛高 4.20一般 棒高跳 阿部 達也

印旛高 1.75一般 走高跳 阿部 達也

一般 4×100mR 印旛高 46.55

10.31.84

一般 110mH 金子 彗太郎 印旛高 16.44

佑介 印旛高コーチ9.37.31 高橋 晃康 印旛高 9.41.64 山根 慧 印旛高

印旛高 4.36.57

10.11.99 小菅

大庭 文夫 5.10.03

一般 3000m 岩崎 亨 印旛高

印西中コーチ 4.33.97 高橋 晃康一般 1500m 椎名 崇 印旛高 4.39.63山根 慧

岩崎 亨 印旛高 59.55一般 400m 岡澤 寿宏 印旛高 55.85

印旛高 25.73

12.94 屋敷11.84 濱中 亮太 印旛高 12.36 岩澤

一般 200m 濱中 亮太

広河 印旛高 12.84 小菅 佑介 印旛高コーチ 匡哉

康太 小林

印旛高 13.23

徳樹 西の原7.85 梶谷 晃輔 本埜 7.65 須藤 聡太 印旛 7.42 原 7.26

一般 100m 金子 彗太郎 印旛高 11.28 山崎 敬介 印旛高

市原優太 七次台 5.69 林 光貴 原山 5.15

共通
砲丸投
(5㎏)

青木 洋介 本埜 9.68 鈴木

4.31

7.97 海老原 諒充 白井

5.30 増淵 翔輝 栄 5.22小林6.07 鈴木 章大 本埜 5.77 宮坂

七次台 4.72 木村

一歩

小林 4.30

共通 走幅跳 守屋 伸之将 印西

和樹 印西 4.52

健悟 小林

米野 哲史川野 貴史 小林5.00 松本 健司

2.50 宮地 雄也 七次台 2.30 後藤 佑太 小林 2.20

1年 走幅跳 阿久津 勝利 西の原 5.07 渡辺 悠史 印旛

西の原 1.30陸生 西の原 1.30 栗山

共通 棒高跳 渡邉 達也 七次台 2.90 吉田

1.301.40 松木

印西

2.60 鈴木 聖也 小林

髙梨 徹

本埜B 50.62印旛A 48.91 七次台 49.20

西の原

原山A 50.15

港名 白井1.45 海老原 由樹 白井共通 走高跳 阿久津 勝利

51.45 本埜A
大津ヶ丘

勇貴 印旛 19.84 志田 侑里 七次台 21.33

共通 4×100mR 西の原A 48.59

翔 西の原

智也 滝野

20.30 中村19.94 成田 都雅 印旛18.86 伊藤

史士 本埜9.43.21 菅沼 拓也 栄 9.46.30 飯田 翼 本埜 9.46.58 吉谷 9.47.41

共通 110mH 高鳥 拓海 印西 17.58 宮坂 優太 七次台

梶谷直人 印西 4.29.54 菅沼 輝直 本埜 4.32.40

共通 3000m 一ノ宮 翔 原山 9.29.68 油井

4.53.14

9.38.87 蝦原 充人 印西

4.31.13 渡邊 大吾 原山 4.31.64栄4.24.76 油井 智也 滝野 4.28.16 吉谷

本埜 4.49.18 木村

拓也

本埜 4.56.17

共通 1500m 一ノ宮 翔 原山

圭佑 小林 4.50.16

智 本埜

古山 雅人川村 雅治 印西4.41.13 大野 達也

幸司 原山2.12.42 飯田 翼 本埜 2.13.39 森 寛起 原山 2.14.47 田上 2.15.74

1年 1500m 森 寛起 原山 4.39.74 小澤 鴻佑 船穂

香取和則 船穂 58.04 市原 祐希 印旛 62.64

共通 800m 山崎 健太 印西 2.07.33 五十嵐

24.51

2.11.06 梶谷 輝直 本埜

59.73 酢崎 充洋 印旛 61.93原山57.35 木下 大暉 西の原 57.83 横尾

栄 24.10 板谷

光貴

西の原 24.97

共通 400m 小島 達也 滝野

大叶夢 印旛 24.14

優樹 小林

重松 健太郎嶋野 雄介 七次台23.92 葉計 勇太

健司 本埜12.25 小島 達也 滝野 12.69 青木 洋介 本埜 13.14 川田 13.89

共通 200m 高橋 慶貴 滝野 23.20 中島 優樹 小林

重松雄介 七次台 12.06 志村 健太郎 西の原  ５位12.19

3年 100m 高橋 慶貴 滝野 11.56 中島

12.89

11.80 廣田 秋弥 栄

12.17 林 一歩 小林 12.19印旛11.71 板谷 大叶夢 印旛 11.78 嶋野

印西 12.84 丹

真人

七次台 13.08

2年 100m 葉計 勇太 栄

孝太 船穂 12.87

涼太 清水口
ＳＡＡ

齋藤 悠酢崎 充洋 印旛12.61 久保田 慎也

東 西初石
ＳＡＡ4.37 山本 裕太 本埜二

ＳＡＡ 4.23 山口 優斗 七次台
ＳＡＡ 3.98 佐藤 3.97

1年 100m 戸村 航 西の原 12.21 齊籐 瑠壱 船穂

勇太朗 印旛Ｊｒ3.36.42 赤星 友都
高木二
ＳＡＡ 龍太郎

初富
ＳＡＡ 4.04.83 諏訪部 4.10.49

小学 走幅跳 菊地 諒 八ヶ崎二
ＳＡＡ 4.53 髙安 4.39 根岸 勇太 七次台

ＳＡＡ

祐大清水口
ＳＡＡ 13.67 川村

野村勇人
南山
ＳＡＡ 3.26.63 大月 拓杜

南山
ＳＡＡ

13.97 稲田雅俊 木下 13.77 佐藤 東 西初石
ＳＡＡ

木下
ＳＡＡ 3.20.34 土屋

13.9112.73 髙安 涼太

3.41.28小学 1000m 井原 和哉

大山口
ＳＡＡ 14.01

種　目

小学 100m 沼崎 優 白井二
ＳＡＡ 山田 将生 白井二

ＳＡＡ

３　位 ４　位 ８ 位５　位 ６　位 ７ 位順位 １　位 ２　位

競技会名　2008 印西アスレチックス 主 催　印西市体育協会　　共催　印西市教育委員会

印西市松山下公園　陸上競技場　

記録主任：渡辺　敦　　　　　　　　　　　



決  勝  記  録  一  覧  表（女子）
平成20年10月25日（土）

氏 名 所属 記録 氏 名 所属 記録 氏 名 所属 記録 氏 名 所属 記録 氏 名 所属 記録 氏 名 所属 記録 氏 名 所属 記録

増田 早希 白銀ＳＡＡ 14.60

木村 早希 七次台ＳＡＡ 14.84

勝又 彩花 小倉台ＳＡＡ 2.56.86

川又 有希子 印旛Ｊｒ 3.10.00

沼間 香苗 清水口ＳＡＡ 3.25

泉對 愛莉 七次台ＳＡＡ 3.24

丘山 みなみ 滝野 6位 14.34

山﨑 香穂 印西 14.36

中村 文 印旛 14.06

松苗 舞花 本埜 14.17

中畳 芙歩 大津ヶ丘 30.68

白石 麻子 印旛 31.26

勝田 みなみ 栄 2.38.41

額賀 咲乃 滝野 2.38.49

渡邉 志穂 栄 5.22.48

杉山 恵理 栄 5.22.76

工藤 蛍 滝野 20.39

山田 菜南子 西の原 23.52

57.31

57.60

大久保 香奈 本埜 1.15

水野 莉奈 小林 3.41

永瀬 美雪 白井 3.23

安孫子 真美 小林 3.78

岩澤 利奈 小林 3.45

渋谷 風香 白井 6.53

長谷川 実咲 滝野 6.05

印旛高 3.20一般 棒高跳 遠藤 里沙

印旛高 18.28

栄 7.40栄 8.84 石田 瑠奈 白井 8.30

一般 100mH 遠藤 里沙

璃瑚 船穂 6.67五十嵐 幸穂 小林 8.10 荒木 美穂 広井

印旛 4.40松苗 舞花 栄 4.67 桑野 悦子

本埜 9.52 藤ヶ崎 理絵共通
砲丸投
(2.72㎏)

西谷内 舞子

本埜 4.90 西の原 4.29岩井 瑞紀 小林 4.40 梶原 芙美子共通 走幅跳 細田 由依 本埜 4.79 沢田 恵里佳

川鍋 くるみ 白井 3.42

酒井根 2.00

滝野 3.93高田 美希 滝野 4.03 多田 千秋七次台 4.42 小畑 えみ1年 走幅跳 塚田 紘子 滝野 4.05

樋口 萌々華

西の原 4.08 中澤 紗瑛

織田 詩音 酒井根  １位2.30酒井根 2.30

西の原 1.20西の原 1.35 石橋 美奈 白井 1.30

共通 棒高跳 吉岡 いずみ

美波 西の原  ５位1.20岩澤 利奈 小林 1.25 小久保 遥 松山

55.54栄A 54.57 原山A 54.82 印旛A 54.85 西の原A
船穂A

栄B

共通 走高跳 石田 瑠奈 白井 1.45 梶原 芙美子

本埜 18.96荒木 美穂 印旛 18.18 大久保 香奈

53.77 滝野A 54.17共通 4×100mR 本埜A

七次台 16.27 西の原 19.66永野 碧 西の原 19.64 安東 成美共通 100mH 角谷 理紗 栄 17.23 梅津 実佑

中村 鮎香 栄 5.20.97

原山 2.35.33

栄 5.20.51岡田 秋乃 本埜 5.19.38 菅家 友香里栄 5.09.14 齋藤 桃子共通 1500m 須川 藍加 七次台 5.16.81

本埜 2.36.33植田 萌 七次台 2.36.28 岡田 秋乃齋藤 桃子

原山 5.13.10 植田 萌

山﨑 安寿 印西 2.32.51 佐藤 英里佳 栄 2.36.05原山 2.29.58

栄 30.38船穂 28.24 中村 文 印旛 28.92

共通 800m 吉岡 栄子

あやめ 大津ヶ丘 30.60勝志 美佳 本埜 29.47 梅澤 幸紀 清水

原山 13.64佐々木 歩実 本埜 13.63 越智 景子

原山 27.23 吉野 美佳子共通 200m 越智 景子

滝野 13.26 本埜 13.76吉野 美佳子 船穂 13.64 細田 由依2年 100m 小町 楓 栄 13.48 勝志 美佳

増田 桃子 白井 14.34

我孫子三
ＳＡＡ 3.63

印旛 14.15岡本 彩花 原山 14.08 木村 輝七次台 13.60 安東 成美1年 100m 角谷 理紗 七次台 13.82

七次台
ＳＡＡ 3.34髙島 希奈子

本埜一
ＳＡＡ 3.39 根岸 世奈小田嶋 晴菜

西の原 13.80 塚田 紘子

大橋 真理香
高花
ＳＡＡ 3.71 勝又 彩花 小倉台

ＳＡＡ 3.43

小学 4×100mR

小学 走幅跳 三門 樹奈 布佐
ＳＡＡ 3.99

真帆
高木二
ＳＡＡ

七次台
ＳＡＡ 2.45.79

ＳＡＡ 54.05

布佐
ＳＡＡ 2.44.17 石田 瞳 2.51.23藤本 彩夏

富里一
ＳＡＡ 2.47.31 池野 みのり

滝野
ＳＡＡ 2.47.95 深井

谷津南
ＳＡＡ 14.10石丸 由実 布佐

ＳＡＡ 14.05 桐谷 のぞ美

我孫子三
ＳＡＡ 2.33.98 西海 花小学 800m 鈴木 遥香

手賀西
ＳＡＡ 13.49 七次台

ＳＡＡ 14.53細井 優花 南山
ＳＡＡ 14.35 小山 凛小学 100m 勝矢 慧

６　位
７　位

８　位

種　目

白井三
ＳＡＡ 13.81 三門 樹奈

競技会名　2008 印西アスレチックス 主 催　印西市体育協会　　共催　印西市教育委員会

印西市松山下公園　陸上競技場　

順位 １　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位

記録主任：渡辺　敦　　　　　　　　　　　


