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H.20  ３部会陸上競技大会（第１・３ブロック）記録一覧表（改訂版）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          平成20年5月21日　　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 石丸　由実 白井第三 15.03 島後　礼奈 桜台 15.66 斉藤　千瑛 平賀 15.78 石井　綾佳 白井第一 15.86 鈴木　利佳 池の上 15.87 阿部　桃子 白井第三 15.92

５男 笠原　大暉 大山口 14.84 押田　卓也 白井第一 14.90 伊村　翼 七次台 15.17 屋敷　匠吾 本埜第二 15.21 豊田　大貴 池の上 15.30 柳田　直樹 桜台 15.60

６女 小野　麻里奈桜台 14.60 細井　優花 南山 14.86 今野　晴実 南山 14.94 大森　汐莉 滝野 14.99 木村　早希 七次台 15.08 鈴木　亜季 滝野 15.11

６男 沼崎　優 白井第二 12.90 中川　勇人 南山 13.49 高安　涼太 清水口 13.72 小林　巧 滝野 14.00 立花　優太 平賀 14.26 酒井　哲男 七次台 14.30

６０ｍＨ
５女 仲田　流海 清水口 11.09 大村　美葵 清水口 11.26 松村　優里 清水口 11.50 中村　菜紀 白井第三 11.61 鈴木　萌 七次台 11.70 杉山　千夏 清水口 11.78

５男 西田　暁 大山口 10.78 柏瀬　太智 七次台 10.79 小川　皓平 滝野 11.23 坪田　朋也 七次台 11.29 矢川　涼輔 滝野 11.30 松下　俊介 清水口 11.45

８０ｍＨ
６女 小山　凜 七次台 13.56 星　綾琴 滝野 14.00 進　ゆり子 清水口 14.07 岩谷　柚希 桜台 14.38 湯原　真貴 清水口 14.46 湯本　寛菜 滝野 14.58

６男 池田　曜 南山 12.61 髙田　香介 滝野 13.74 芳永　耕昌 滝野 13.75 武石　豊樹 清水口 13.76 佐久間　雅 七次台 13.88 東　誠一郎 桜台 14.12

８００ｍ
５女 大澤　冴子 白井第三 2.37.75 菊地　梨紅 いには野 2.41.09 池野　みのり 滝野 2.44.30 田中　杏実 清水口 2.46.98 今村　由郁 大山口 2.47.29 小野寺　美 白井第一 2.48.90

６女 小原　園子 池の上 2.32.87 仲川　茜 桜台 2.33.01 深江　莉奈 いには野 2.36.16 高鹿　乃園 いには野 2.41.61 福本　颯香 南山 2.42.72 石田　瞳 七次台 2.43.34

１０００ｍ
５男 佐藤　芳樹 白井第三 3.25.50 五代 達樹 六合 3.26.37 上村　駿介 滝野 3.28.33 杉山　悌太 大山口 3.31.77 入山　航 南山 3.33.03 佐藤　敬太 桜台 3.33.54

６男 酢﨑 亜蓮 宗像 3.11.19 横山 祐人 宗像 3.19.85 吉江　諒悟 滝野 3.20.02 國土　宗喗 滝野 3.20.23 黒田　諒 桜台 3.21.86 土屋　勇人 南山 3.23.61

走幅跳

５女 関口　里菜 滝野 341 岸野　晏奈 いには野 331 松本　みず希大山口 327 柴田　歩 いには野 321 平野　希 南山 315 近藤　美翔 南山 314

５男 渡邊　怜 桜台 394 植原　裕介 滝野 361 山﨑　航太 滝野 360 鈴木　奎吾 本埜第二 349 峯　祐壱 桜台 348 澤田　薫 いには野 345

６女 山本　梨咲子滝野 394 川嶋　瑞菜 七次台 374 近藤　晴香 清水口 368 秋本　春香 白井第一 363 石津　ほの 大山口 363 吉原　彩夏 南山 361

６男 根岸　勇太 七次台 428 山本　裕太 本埜第二 409 藏森　世良 白井第三 401 森　瑛司 清水口 397 菊地　謙吾 宗像 387 宇賀　直太 白井第二 387

走高跳

５女 沼間　香苗 清水口 120 山本　日菜 清水口 120 川野　　愛 白井第一 114 佐藤　和佳 滝野 111 後藤　里緒 南山 111 青山　柚芽 南山 111

５男 遠藤　孝益 清水口 125 広瀬　優太 清水口 119 平山 凌 六合 116 田中　雅史 桜台 113 　５位　　田中　嶺　（南山）　・　森谷　洸太　（いには野） 113

６女 宮園　美咲 滝野 125 荒木  奈々 宗像 122 播野　さおり 清水口 119 　４位　　宮沢　彩花　（桜台）　・　川畑　沙紀　（滝野） 119 田野　千尋 池の上 116

６男 武石　拓弥 滝野 130 鳥海　駿 池の上 130 高澤　一星 いには野 130 阿藤　一輝 滝野 127 宇賀　宗一朗七次台 124 星野　拓夢 池の上 124

ボール
投げ

５女 宮本　彩希 桜台 34.30 高橋里奈 清水口 32.53 足達　友梨 いには野 31.74 車谷　映美 池の上 29.70 濱野　琳央伽池の上 27.82 小沼　綾 本埜第二 27.21

５男 鈴木　啓太 七次台 42.16 山崎 麗弥 六合 41.27 胡麻　慎太 大山口 40.75 川上　裕希 七次台 40.50 外崎　隼斗 清水口 39.94 竹俣　友貴 白井第三 39.73

６女 渡邊　ひより 滝野 38.36 齋藤　真子 宗像 37.97 森田　遥佳 桜台 35.39 坂野　友紀 白井第二 30.28 加藤　彩 滝野 30.19 根本　千優 白井第一 29.72

６男 柳橋　勇希 清水口 57.95 牧角　泰介 滝野 55.97 後藤　壮輝 白井第三 51.73 小島　大輔 南山 51.28 渡邊　岳志 清水口 50.85 舛田　崚 桜台 48.67

４００ｍＲ

５女 白井第三 ☆58.63 いには野 60.97 大山口 61.08 七次台 61.46 桜台 61.64 白井第一 61.79

５男 大山口 58.72 七次台 59.55 滝野 60.31 桜台 60.40 池の上 61.44 白井第三 61.45

６女 桜台 57.28 滝野 58.35 七次台 58.36 南山 58.78 清水口 58.97 池の上 59.15

６男 白井第二 54.97 南山 55.05 滝野 55.53 清水口 56.36 桜台 56.95 七次台 57.12

☆：大会新記録



第４７回 第三部会　小学校体育祭成績一覧

平成　２０年５月２１日 　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 谷川　舞 高花 15"72 大野　杏 永治 16"00 及川　真衣子 木刈 16"06 松本　玲奈 内野 16"10 山下　優希奈 小倉台 16"61 阿久津　愛由 原 16"62

５男 川村　雅俊 木下 14"41 赤間　翔 原 15"15 和田　慎吾 内野 15"54 蒲生　開飛 高花 15"78 鈴木　雅也 木下 15"95 木津　郁海 西の原 16"02

６女 廣瀬　楓 大森 15"15 鈴木　史乃 内野 15"20 吉戸　絢香 内野 15"36 山口　みのり 内野 15"53 井野　静香 大森 15"57 西田　美由 小林北 15"59

６男 小林　航汰 原 14"68 福井　里樹 西の原 14"79 池本　皐士 原 15"05 杉野　良太 木刈 15"56 西村　陵 小倉台 15"59 下机　芳隆 高花 15"73

５女 古堅　ひかる 木下 11"03 山川　紗代 木下 11"31 エルゴバリ　ミナ 高花 11"38 松田　恵実 原 11"43 高橋　亜澄 高花 11"53 八巻　友香 木下 11"69

５男 若狭　光汰 大森 10"16 小森　丈瑠 小倉台 10"38 余田　雅人 高花 11"02 秦　弘樹 原 11"03 石渡　太陽 西の原 11"14 大野　拓也 木下 11"36

６女 佐竹　奈々 大森 13"50 原　華菜子 原 13"91 田中　舞 小倉台 13"95 大橋　真理香 高花 14"08 中澤　夏帆 大森 14"38 佐々木　耶瑛 西の原 14"98

６男 戸高　龍之介 木刈 12"86 渡邊　信也 原 13"16 本多　宏成 木刈 13"84 山口　仰 内野 14"34 山田　光 大森 14"80 堀川　颯 西の原 14"94

５女 篠原　由梨香 木下 2'42"0 石川　有紀 小林 2'42"5 渡邉　なな子 木刈 2'51"2 猫本　真子 木刈 2'51"5 秋谷　理花 大森 2'53"8 島戸　星 高花 2'55"0

６女 海野　果歩 原山 2'36"8 山水　夏帆 木刈 2'40"1 岡田　夏実 木刈 2'40"9 酒井　優 大森 2'42"2 平田　未有優 木刈 2'43"3 小暮　麻友 原 2'46"5

５男 松口　周平 原 3'17"9 羽生　拓矢 木下 3'26"0 坂田　篤志 木刈 3'27"5 米田　幸司 原山 3'31"5 本多　秀伍 木刈 3'31"7 善長　海人 木刈 3'32"3

６男 柴田　健吾 木刈 3'15"5 戸村　翔太 高花 3'17"7 稲村　嘉展 木下 3'18"1 久保　成弥 木刈 3'20"5 赤堀　廉也 原 3'21"6 伊藤　啓太 木下 3'22"0

５女 鈴木　あゆみ 大森 351 星野　由希子 高花 329 工藤　亜佳音 大森 327 河野　朱里 原 321 金子　桃香 高花 315 鈴木　萌乃 内野 312

５男 藤井　淳平 小倉台 379 戸笹　直哉 原 373 徳間　俊介 木刈 368 大塚　友陽 西の原 362 江川　舜人 西の原 349 佐藤　諒 大森 343

６女 越智　晶子 原山 397 栗原　有紀 西の原 378 三門　茉奈美 木下 378 馬場　沙綾 内野 370 大野　瑠璃香 小倉台 364 山口　みさき 大森 363

６男 中野　匠 内野 418 岩田　直也 原 381 石井　紅陽 木下 380 鈴木　悠 高花 379 西本　悠三 西の原 373 長谷川　将大 小林 372

５女 森川　京 高花 112 篠澤　市子 内野 111 中嶋　祐果 大森 108 今村　優菜 西の原 108 白鳥　わかな 木下 105 村松　由梨 木下 105

５男 平野　大賀 木刈 125 鈴木　康太 高花 116 松本　遼太 小林北 116 香取　祐太 高花 113 森住　航輝 原山 110 森山　佳孝 小倉台 110

６女 浅野　茜 原 128 鈴木　萌華 小倉台 128 海宝　亜衣 内野 125 佐野　望 小倉台 122 小暮　悠加 大森 119 櫻井　美乃李 内野 119

６男 濱谷　翔 小林北 136 堀川　慶介 小倉台 133 渡邊　正悟 大森 121 桒原　良輔 内野 121 泉　伶音 小倉台 118 鈴木　陽介 高花 115

５女 山崎　友加里 木刈 27.08 菅野　弥久 西の原 26.08 鈴木　菜優 小倉台 24.19 近藤　舞乙 木下 23.13 丸　華 高花 23.03 鈴木　智佳 高花 21.14

５男 由井　裕人 小林 46.27 橋本　圭太 原 40.81 岡本　泰和 西の原 40.62 大越　薫 大森 37.39 小田　康弘 木刈 36.18 細谷　侑平 船穂 35.95

６女 根本　莉沙 小林 32.81 篠田　杏奈 西の原 32.28 中島　咲 木下 30.53 池田　雪乃 木刈 29.45 須田　望美 原山 29.28 森谷　菜々子 西の原 28.40

６男 春日　竜太 木刈 50.36 松貝　亨 木下 48.37 茂木　優介 西の原 47.10 新城　育樹 小倉台 46.22 菊地　昇 高花 45.83 吉田　剛 西の原 45.74

５女 61"76 62"17 62"61 63"28 63"85 63"89

５男 60"04 60"62 60"73 60"79 61"83 62"00

６女 58"30 58"44 58"52 58"57 59"05 60"04

６男 55"90 56"55 57"98 58"21 58"66 59"36

☆印は，大会新記録
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