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 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場（ 1 2 1 0 1 0 ） 
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 主 管  千葉ランニングクラブ 

後 援  千葉県・千葉県教育委員会 

千葉市・千葉市教育委員会 

千葉陸上競技協会 

主 催   新日本スポーツ連盟・全国ランニングセンター 

第31回全国スポーツ祭典 
 

 



ご挨拶

全回ランニングセンター

会長　山本　和道

第31回全回スポーツ祭典・陸上競技入会に全国各地からご参加いただいた選手の皆様に心から

の歓迎のご挨拶を申し上げますこ

全国スポーツ祭典は1963年．より「いつでも、どこで≠ｊ、だれもがスポーツを」「スポーツきみが

主人公」「スポーツは平和ととゎに」などのスローガンを掲げ、『だれもが参加できる国民に開かれ

たスポーツの祭典』『フェアでより高い目標にチャレンジする競技大会』として先達が築いてこられ

た理念を人切に継続、発展してまいり志した二

今回のメインスローガンは“好きやねん！スポーツプニ）絆と平和！’’です。スポーツはたく重しい

身体、より高い日標をめぎす旺盛なチャレンジ精神、競技におけるフェアプレイ精神、友情と連帯

をつちかうことを理想とする人類が・生み州したかけがえのない文化です二

選手のみなさん。

千葉県総合スポーツセンター1陸上絶技場で走り、跳び、投げ、全国の陸卜選一と交流し、日頃の

練習の成果を思う存分発揮し、ニの素晴らし十磯台で“スポドッ文化の花”を人きく咲かせていた

だくことをスタンドの応援者とともに、予選会も含町本大会に関った全ての役員が期待しています。

最後になりましたが、本大会の成功のためにご尽力いただいた千葉ランニングクラブ、全国ラン

ニングセンター間鹿ブロックの皆さんのご奮闘ｉこ敬音を表するとともに、人会運営にご協力いただ

きまニノた†葉陸卜競技協会の役員、審判員の皆様に心上り御礼申し卜げ歓迎のご挨拶とさせてｔ・、た

だきよす。

スポーツは平和とともに！ようこそ　千集へ

新日本スポ←ソ連盟千葉県連盟

理事長　園川　崎紀

第31国全国スポーツ祭典・陸上競技人会に参加の皆さん、ようこそ子弟にいらっしゃいました。

開催県を代表して歓迎のご挨拶を申し上げます二

募集開始からなかなか参加数が伸びなくてやき卓Ｊきしまし，たが、締め切りを目前にした9月卜

白〕に関東・閏酉等全凶各地から多数の応募があり570名近くとなりました＝

ノ沖け）全国スポーツ祭典は、関西ブロックが上菅となりますが、前回の祭典を京都で開催した

ことから、千隻では2回目になりますが日本陸卜練技連盟の公認大会として開催することになり、

私どもにとりましても大きな再びです＝．

二の夏プラジ．′ン・リオデジャネイロで開催された第31回夏季圭二輪・パラリンピックは、開会前

はいろいろ取りざたされ開催日体が心配されまし．たが、スポーツの持′つ力を令世界に発信し．、ス

ポーツにはゃ和が・番似合うことを改姉て感にさせた大会でした。

最後になりますが、本陸上競技大会開催にご支援・ご協力いただいている千姫陸上競技脇会を

はじめとする関係者の皆きまに改めて御礼申し上げます二

1リ ノク



     第３１回全国スポーツ祭典陸上競技大会ご報告と御礼 

 
 晩秋の候、皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 
各地からの選手の皆様、全国ランニングセンター各位の皆様のご協力のお陰を

頂きまして第３１回全国スポーツ祭典・陸上競技大会が無事終了できました。 
 開催にあたり全国ランニングセンター運営委員、会友の皆様よりの広告・募

金等のお心づけを頂き誠にありがとうございました。 
 今回も千葉県・千葉県教育委員会及び千葉陸上競技協会等の後援を得て日本

陸上競技連盟の公認大会として開催しました。 
 東北・九州復興支援を掲げた今回全国スポーツ祭典は、２０種目、１４都府

県より、男子４２８名、女子１３９名、計５６７名（内訳：中学＝１８４、高

校＝６６、大学＝１３８、大人＝１３８）。役員１３０名で開催しました。 
 本大会は陸連登録者は勿論のこと、未登録者の愛好者も参加でき、公認審判

員による正確な記録を測って貰える大会として大変好評を得ることが出来まし

た。また天候にも恵まれ８個の大会記録が生まれました。 
 参加頂きました選手の皆様およびご協力頂きました皆様方のご協力で第３１

回全国スポーツ祭典陸上競技大会が無事に終了いたしましたことをご報告させ

て頂き、御礼申し上げます。 
 
 
                       ２０１６年１１月吉日 
                    新日本スポーツ連盟千葉県連盟 
                       千葉ランニングクラブ 
                        会 長 逸見 眞一 



ト ラ ッ ク 審 判 長 柳田　勲

跳 躍 審 判 長 柳田　勲

投 て き 審 判 長 柳田　勲

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

立野　大空 10.67 清宮　弘貴 10.95 金井　優介 11.00 稲田　昇平 11.02 岡　将太 11.14 岡田　敏彦 11.18 井盛　雅 11.23
滋賀・追手門学院大 GR 千葉・轟AC 埼玉・東京経済大 兵庫・上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 大阪・太成学院大 兵庫・A.M.T.C. 埼玉・A.I.R
飯田　勝大(中2) 11.62 山本　雄斗(中3) 11.71 濱田　駿弥(中3) 11.74 大野　智路(中2) 11.85 吉村　秀太(中2) 11.85 谷﨑　大和(中2) 11.98 川上　智也(中3) 12.31
神奈川・保土ケ谷中 神奈川・慶應義塾普通部 京都・ﾐﾉﾘRC 千葉・幕張本郷中 千葉・鎌ケ谷市立第二中 千葉・鎌ケ谷市立第二中 千葉・轟AC
井谷　暢之 12.41 井黒　達也 13.32 関口　洋平 13.74 金桝　将悟 14.67
未登録・SAC 未登録・ｼｬﾄﾚｰ 未登録・三郷市 未登録・ｼｬﾄﾚｰ
木内　勝己 13.48
未登録・ﾁｰﾑK
水口　政人 11.20 早川　行友 11.93 中馬　賢克 12.06 真島　　修 12.07 佐谷　隆洋 12.07 大島　武人 12.09 根米　宏治 12.21
神奈川・ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾁｰﾙ GR 埼玉・埼玉陸協 東京・東京陸協 神奈川・小田原陸協 東京・東京陸協 千葉・Team SHOIN 東京・東京陸協

佐藤　秀明 11.93
福島・ふくしまM

糟谷　翔 21.98 金廣　峻介 22.25 大久保　薫 22.31 森川　雄太 22.50 溝腰　好高 22.60 舘上　光輝 22.74 折原　巧真(高2) 22.90
東京・東京経済大 神奈川・WAVE TC 神奈川・ﾜｰﾙｳｨﾝﾄﾞAC 京都・同志社同好会 大阪・ｽﾀｰﾋﾙｽﾞ 東京・Palette 千葉・one's
日山　太陽(中3) 23.56 飯田　勝大(中2) 23.75 大野　智路(中2) 24.03 川上　智也(中3) 24.77 猶木　雄太(中3) 25.30 大梛　真拓(中2) 25.43 薄金　明慶(中2) 25.82 髙木　康誠(中1) 25.85
神奈川・保土ケ谷中 神奈川・保土ケ谷中 千葉・幕張本郷中 千葉・轟AC 東京・東京御園中 千葉・imakids 神奈川・保土ケ谷中 千葉・imakids
中溝　大介 22.91 垣本　恭孝 28.33
大阪・Live.fas 未登録・和歌山ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
栗原　正海 50.97 上原　雄大 51.10 中村　佑樹 51.34 清宮　史貴(高2) 53.51 本馬　聖也 53.84 髙橋　優介 54.11 石橋　大樹(高2) 57.78
神奈川・東京経済大 神奈川・WAVE TC 神奈川・WAVE TC 千葉・轟AC 滋賀・追手門学院大 千葉・JR東日本千葉 千葉・千葉英和高
岡　亮輔 55.25 佐々木一真 1:00.01 玉田　圭 1:09.04 金桝　将悟 1:13.53
未登録・同志社同好会 未登録・近江八幡市 未登録・ｼｬﾄﾚｰ 未登録・ｼｬﾄﾚｰ
野津　亮祐 1:58.13 川崎　航平 2:01.60 佐之瀬太智 2:02.20 小杉　亮太 2:03.87 宮崎　直大 2:06.84 服部　由暉 2:09.23 林　秀明 2:10.45 佐藤　善行 2:16.71
奈良・近農AC 神奈川・神奈川大同好会 兵庫・上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 京都・同志社同好会 千葉・千葉大 千葉・ﾁｰﾑｱｲﾏ 兵庫・上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉・JR東日本千葉
小原　秀暁 2:27.29 井黒　達也 2:31.46 玉田　圭 2:43.00
未登録・藤沢市 未登録・ｼｬﾄﾚｰ 未登録・ｼｬﾄﾚｰ
東本　寿克 4:02.43 旭　洋太 4:09.55 田口　雅也 4:10.25 住田　勇樹 4:10.43 立野　友幸 4:12.48 中村　寛太 4:12.54 松浦　志高 4:15.42 玉木　誠也 4:15.88
和歌山・近農AC GR 千葉・轟AC 埼玉・上尾市陸協 千葉・轟AC 千葉・轟AC 千葉・轟AC 千葉・轟AC 滋賀・追手門学院大
清田　真一(中3) 4:24.99 野々瀬一毅(中2) 4:36.70 森野慎太郎(中3) 4:37.37 鈴木　翔太(中2) 4:37.71 荒木　太良(中2) 4:40.65 多田　澪弥(中2) 4:48.52 和田　慎平(中2) 4:48.84 熊谷　祥大(中1) 4:56.84
千葉・富津F.Jr.陸上 千葉・轟AC 千葉・富津F.Jr.陸上 神奈川・小田原市泉中 神奈川・西金沢中 千葉・幕張本郷中 神奈川・保土ケ谷中 千葉・泉谷中
奥村　健広 4:22.05 荒尾　祐太 4:58.47
未登録・関大ﾗﾝﾅｰｽﾞ 未登録・京都医健
山本　寛幸 4:23.11 座間　保成 4:28.28 鳥海　一仁 4:39.82 魚野　　力 4:43.97 外山敬太郎 4:46.75 井上　博史 4:57.67 伊藤　喜夫 5:02.15 小林　一美 5:06.80
神奈川・小田原NR GR 千葉・JR東日本千葉 東京・東京陸協 千葉・千葉経済大 東京・大江戸飛脚会 東京・東京陸協 東京・ﾎﾟﾎﾟﾛAC 東京・ﾎﾟﾎﾟﾛAC
富張　裕紀 15:29.47 大谷　宗平 15:39.92 遠藤　千有 15:43.30 藤原　郁也 16:23.65 慶野　美典 16:26.00 千葉　慎平 17:30.35 井口　怜音(中3) 17:51.96 坂本　拓己 18:07.15
神奈川・志茂田中 千葉・JR東日本千葉 長野・農大走好会 大阪・近農AC 東京・東京陸協 東京・ﾎﾟﾎﾟﾛAC 千葉・轟AC 東京・SRC
臼井　慎次 17:41.48 小原　秀暁 18:17.22 山口　晃司 18:26.13
未登録・田中産業 未登録・藤沢市 未登録・守谷市
座間　保成 16:41.62 吉田　浩二 16:47.03 井上　博史 18:16.09 鳥海　一仁 18:45.37 湯浅　信一 18:48.67 植村　克秀 18:51.21 藤川　裕三 18:58.52 会本　信秀 19:12.36
千葉・JR東日本千葉 千葉・ｳｨﾝｸﾞAC 東京・東京陸協 東京・東京陸協 千葉・轟AC 東京・ﾎﾟﾎﾟﾛAC 千葉・ﾎﾟﾎﾟﾛAC 東京・Harriers
追手門学院大 42.53 上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 42.58 関大ﾗﾝﾅｰｽﾞ 43.26 Palette 43.28 NRC 43.51 轟AC 44.37 WASEDA.TFC 44.69 ｺﾐﾈｸﾗﾌﾞ 45.07
江畑　保弘 原戸　健生 松山　哲士 田中　稔浩 前川　裕貴 草野　宏穂(高2) 秋田　佑亞 林　　朋弥
奥田　雅佳 稲田　昇平 浮氣　将裕 瀬戸口直雅 植田　宏樹 清宮　史貴(高2) 秋山　翔太 内田　竜成
堀　由貴也 川田　　大 高垣　智一 舘上　光輝 中村　季稀 渡邉　　颯 古木　宏典 中馬　優太
立野　大空 白根　寿紀 武田　大樹 安部　康人 北川　裕也 清宮　弘貴 佐藤　　空 福田　佳太
ﾜｰﾙｳｨﾝﾄﾞAC 3:28.48 WAVE TC 3:28.75 WASEDA.TFC 3:28.96 上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 3:30.22 太成学院大 3:36.66 小山台AC 3:39.57 千葉工大 3:41.42 轟AC 3:41.75
大久保　薫 金廣　峻介 西岡　　奏 深美　翔悟 宮地　龍二 坂谷内　航 中島　良太 市原　光佑
佐々木一誠 上原　雄大 岩崎　直哉 佐之瀬太智 松原飛優真 佐野　友優 鳥山　　誠 清宮　史貴(高2)
小林　　峻 佐藤　圭司 佐藤　　空 西秋　直志 山内　峻 岡田　吉史 郷田　将生 住田　勇樹
佐藤　智哉 中村　佑樹 秋山　翔太 相根　智哉 永井　和覇 齋藤　雄介 金子　優也 清宮　弘貴
田中　勇悟 1m89 宮沢　真人 1m89 安達　啓史 1m80 田島　裕之 1m75 藤木　　丈 1m65
京都・田中AC 千葉・imakids 京都・田中AC 千葉・成田陸協 大阪・Live.fas

鎌田　宏輝(高2) 1m80
千葉・千葉明徳高

青木　隆幸(中2) 1m70 髙橋　恵達(中2) 1m55 能勢　航大(中2) 1m50
神奈川・保土ケ谷中 千葉・磯辺中 千葉・泉谷中
田口　宣幸 7m32(+2.5) 田村　颯登 7m11(+1.6) 井澤　俊紀 7m07(+2.6) 下村　　諒 7m06(+1.6) 高梨　智秀 6m85(+2.8) 笛木　靖宏 6m74(+3.1) 北浦　博行 6m70(+0.8) 三宅　一輝 6m62(+0.9)
千葉・土気TFC 公認7m21(+2.0) 大阪・関大ﾗﾝﾅｰｽﾞ 神奈川・ﾗｲﾌﾞﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 公認6m15(+1.7) 千葉・浦安陸協 茨城・千葉工大 公認6m73(+1.4) 千葉・ﾁｰﾑｱｲﾏ 公認6m30(+1.3) 大阪・Live.fas 神奈川・WAVE TC
日山　太陽(中3) 6m32(+1.0) 佐久間研吾(中2) 5m49(+1.6) 青野麟太郎(中2) 4m96(+1.4) 東郷　翔太(中2) 4m63(+3.0) 鈴木　龍生(中1) 4m43(+0.9) 樋垣　佑樹(中2) 4m04(+1.8) 大橋　透也(中1) 3m80(+3.4)
神奈川・保土ケ谷中 千葉・幕張本郷中 千葉・幕張本郷中 千葉・幕張本郷中 公認4m54(+0.7) 千葉・鎌ケ谷市立第二中 京都・京都市立桃山中 千葉・泉谷中 公認3m70(+0.7)

田中　裕太 6m36(+3.0) 高橋　健治 5m17(+3.3)
未登録・近農AC 公認記録なし 未登録・練馬区 公認5m02(+0.8)

重村　有亮 14m87(+0.4) 河野　弘尭 14m77(+0.4) 井澤　俊紀 14m70(+1.2) 島田　喜文 14m52(+1.6) 柳川礼央奈 13m82(+2.6) 長田　卓也 13m74(+2.7) 田子　政昌 13m64(+1.7) 前島　大樹 13m60(+1.0)
東京・PMAC 奈良・NRC 神奈川・ﾗｲﾌﾞﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 千葉・土気TFC 兵庫・上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 公認13m59(+1.0) 千葉・千葉大 公認13m72(+1.7) 神奈川・ﾜｰﾙｳｨﾝﾄﾞAC 兵庫・上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
高橋　健治 11m25(+0.5)
未登録・練馬区
山田　太河(中3) 11m55 中村　輝綱(中3) 9m92 西本　航琉(中2) 9m87 吹田　大知(中1) 7m79 渡邉　遊波(中1) 7m72 折本　　匠(中1) 7m70 長尾　龍飛(中1) 5m27
神奈川・保土ケ谷中 埼玉・江戸川中 千葉・鎌ケ谷市立第二中 神奈川・保土ケ谷中 神奈川・保土ケ谷中 千葉・幕張本郷中 千葉・泉谷中
三瓶　雄飛(高1) 8m58
神奈川・二俣川高
藤田　憲吾 12m73 柳沢　　宏 12m18 横山　真吾 11m01 郷田　将生 9m49 永盛　雄太 7m65
千葉・ﾁｰﾑｱｲﾏ 神奈川・WAVE TC 千葉・CIA 茨城・千葉工大 東京・SRC
岸本　貴道 10m39
未登録・京都医健
中島　翔平 64m53 佐久間　脩(高2) 49m00 郷田　将生 45m37 森　　駿介(高2) 34m15 澤　　好幸 27m99
東京・SMARTS 千葉・千葉明徳高 茨城・千葉工大 千葉・千葉明徳高 千葉・Team SHOIN

11月6日
オープン一般男子100m

風：+1.3

　　　　　第３１回全国スポーツ祭典陸上競技大会 【16123709】　　決勝一覧（男子）
　　　　　　　　平成２８年１１月６日（日）　　　千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

11月6日
一般男子100m

風：+1.4

11月6日
中学男子100m

風：+2.2

11月6日
オープン壮年男子100m

風：+2.4

11月6日
壮年男子100m

風：+1.8

11月6日
一般男子200m

風：+2.6

11月6日
中学男子200m

風：+1.4

11月6日
オープン一般男子200m

風：+0.6

11月6日 一般男子400m

11月6日 オープン一般男子400m

11月6日 一般男子800m

11月6日 オープン一般男子800m

11月6日 一般男子1500m

11月6日 中学男子1500m

11月6日 オープン一般男子1500m

11月6日 壮年男子1500m

11月6日 一般男子5000m

11月6日 オープン一般男子5000m

11月6日 壮年男子5000m

11月6日 一般男子4X100mR

11月6日 一般男子4X400mR

11月6日 一般男子走高跳

11月6日 中学男子走高跳

11月6日 一般男子走幅跳

11月6日 中学男子走幅跳

11月6日 オープン一般男子走幅跳

11月6日 一般男子三段跳

11月6日 オープン一般男子三段跳

11月6日 中学男子砲丸投(5.000kg)

11月6日 高校男子砲丸投(6.000kg)

11月6日 一般男子砲丸投(7.260kg)

11月6日
オープン一般男子砲丸投

(7.260kg)

11月6日 一般男子やり投(800g)



凡例  GR:大会記録

日付 種目

濟藤　未夢(高2) 12.61 寺田　実加(高1) 13.01 斎藤　真依(高2) 13.26 松本　春菜 13.96 森田　悠渚 14.13 村上　幸 14.28 原野　史菜(高3) 14.53
神奈川・ﾊﾋﾟﾈｽAC 神奈川・ﾊﾋﾟﾈｽAC 神奈川・ﾊﾋﾟﾈｽAC 千葉・one's 滋賀・追手門学院大 兵庫・上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉・one's
佐々あかり(中2) 13.01 金谷　愛(中2) 13.08 白土　茶実(中2) 13.22 小石川水優(中2) 13.49 樋口　彩月(中1) 13.61 行本　梨奈(中1) 13.71 岩﨑　綾奈(中2) 13.83
千葉・imakids 千葉・imakids 千葉・imakids 千葉・泉谷中 千葉・幕張本郷中 千葉・泉谷中 千葉・富津F.Jr.陸上
西村　茜衣 13.37 越川　美月 13.39 瀬戸口　好 13.95 糸日谷美穂 15.02 髙仲千恵子 17.36
未登録・京都医健 未登録・ﾊﾋﾟﾈｽAC 未登録・Palette 未登録・轟AC 未登録・轟AC
入船　愛理 29.49 高橋　温菜(高2) 30.40
兵庫・上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉・千葉明徳高
川窪　萌夏(中2) 24.96 梶谷　菜帆(中2) 25.90 安下　帆風(中3) 26.29 佐々あかり(中2) 26.30 松岡　萌絵(中2) 27.10 倉内　真美 27.79 小石川水優(中2) 27.82
千葉・幕張本郷中 千葉・imakids 千葉・轟AC 千葉・imakids 千葉・泉谷中 千葉・花園中 千葉・泉谷中
今井　咲 1:01.88 田邊　詩織(高2) 1:04.38 西岡　優希(高1) 1:08.57
千葉・千葉大学ｸﾗﾌﾞ 千葉・成田北高 千葉・成田北高
手塚　怜実 2:17.96 今井　咲 2:22.10 稲葉　真歩(高2) 2:27.83 久保　彩香 2:35.56 岩田　琴味(中2) 2:36.22 森田　悠渚 2:37.56 小林真知香(中2) 2:37.82
東京・東京陸協 GR 千葉・千葉大学ｸﾗﾌﾞ GR 千葉・成田北高 兵庫・上ヶ原ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉・幕張本郷中 滋賀・追手門学院大 神奈川・保土ケ谷中
篠原真由美 5:18.81 平賀　祥子(高3) 5:20.62 深野　美紅(高2) 5:22.57 中尾　美月(高1) 5:47.00
東京・東京陸協 千葉・国府台女子高 千葉・成田北高 千葉・千葉英和高
河端さくら(中3) 5:04.74 石鍋　莉子(中2) 5:06.72 今井　小春(中2) 5:08.07 後藤　和咲(中2) 5:09.11 山森　美桜(中2) 5:18.53 縄田希良里(中2) 5:22.47 小柴穂乃実(中1) 5:24.02
千葉・富津F.Jr.陸上 千葉・轟AC 神奈川・保土ケ谷中 神奈川・保土ケ谷中 神奈川・保土ケ谷中 千葉・幕張本郷中 千葉・富津F.Jr.陸上
小林　育美 5:41.36
未登録・京都医健
篠原真由美 19:51.26 八房　優里 20:00.74 平賀　祥子(高3) 20:48.60
東京・東京陸協 千葉・JR東日本千葉 千葉・国府台女子高
imakids 50.37 ﾊﾋﾟﾈｽAC 52.13 幕張本郷中 52.47 泉谷中 53.43 保土ケ谷中(A) 54.63 保土ケ谷中(B) 56.86 千葉市立誉田中 57.48
白土　茶実(中2) 三田　唯月(中1) 黒住　美咲(中1) 齊藤　優依(中1) 田中　葉結(中2) 秋澤　花音(中1) 新森　彩美(中1)
梶谷　菜帆(中2) 寺田　実加(高1) 川窪　萌夏(中2) 松岡　萌絵(中2) 奥野　日和(中1) 若林　百花(中2) 村山　綺里(中2)
金谷　　愛(中2) 斎藤　真依(高2) 石川　栞菜(中2) 行本　梨奈(中1) 板木　爽花(中2) 志村　果鈴(中1) 根本　舞白(中2)
佐々あかり(中2) 濟藤　未夢(高2) 山﨑　結愛(中1) 小石川水優(中2) 加藤　小春(中2) 鈴木　雪乃(中2) 西村　麻凜(中2)
京都医健 1:00.36
橋塲　　唯
西村　茜衣
小林　育美
井口　瑛巴
鍋島明日香(高2) 1m30
千葉・千葉明徳高
上野　祐季(中3) 1m45 小池　千捺(中3) 1m45 岡﨑　希望(中3) 1m35 川上　佳連(中3) 1m35
千葉・轟AC 神奈川・保土ケ谷中 神奈川・保土ケ谷中 神奈川・保土ケ谷中
山口　香織 5m00(+1.1) 大嶋　花菜(高2) 4m60(+2.1) 和智まどか(高1) 4m40(+1.8) 齋藤　真優(高1) 4m14(+1.6) 菱刈　花菜(高1) 3m73(+3.1)
埼玉・A.I.R 神奈川・二俣川高 公認4m59(+1.1) 千葉・千葉英和高 千葉・千葉英和高 千葉・千葉英和高 公認3m69(+1.6)

藤原　幸羽(中1) 5m33(+3.0) 白土　茶実(中2) 5m31(+3.8) 小竹　めい(中3) 4m95(+1.8) 加藤　小春(中2) 4m73(+2.7) 行本　梨奈(中1) 4m69(+1.1) 田中　葉結(中2) 4m50(+0.4) 新地　永理(中2) 4m43(+2.6)
千葉・轟AC 公認5m28(+1.4) 千葉・imakids 公認5m26(+1.4) 神奈川・ﾜｰﾙｳｨﾝﾄﾞAC 神奈川・保土ケ谷中 公認4m35(-0.3) 千葉・泉谷中 神奈川・保土ケ谷中 千葉・幕張本郷中 公認4m41(+1.2)

越川　美月 4m45(+1.4)
未登録・ﾊﾋﾟﾈｽAC
鈴木　雪乃(中2) 11m05 若林　百花(中2) 9m74 奥洞　華乃(中3) 9m73 藤原慕仁亜(中2) 8m76 志村　果鈴(中1) 8m51 滝頭かのん(中2) 8m30 堀川　　杏(中2) 8m28
神奈川・保土ケ谷中 神奈川・保土ケ谷中 神奈川・保土ケ谷中 神奈川・保土ケ谷中 神奈川・保土ケ谷中 千葉・八千代松陰中 千葉・泉谷中
中村　百花(高1) 8m91 安蒜　佳与里 7m64
神奈川・二俣川高 千葉・JR東日本千葉
橋塲　　唯 6m58
未登録・京都医健
鈴木さくら(高2) 34m39 北﨑　芽依(高2) 30m23 岡部由美子 18m72
千葉・成田北高 千葉・成田北高 東京・千葉工大

11月6日 一般女子やり投(600g)

11月6日 中学女子砲丸投(2.721kg)

11月6日 一般女子砲丸投(4.000kg)

11月6日
オープン一般女子砲丸投

(4.000kg)

11月6日 一般女子走幅跳

11月6日 中学女子走幅跳

11月6日 オープン一般女子走幅跳

11月6日 オープン一般女子4X100mR

11月6日 一般女子走高跳

11月6日 中学女子走高跳

11月6日 オープン一般女子1500m

11月6日 一般女子5000m

11月6日 一般女子4X100mR

11月6日 一般女子800m

11月6日 一般女子1500m

11月6日 中学女子1500m

11月6日
一般女子200m

風：+0.6

11月6日
中学女子200m

風：+2.7

11月6日 一般女子400m

11月6日
一般女子100m

風：+1.3

11月6日
中学女子100m

風：+0.2

11月6日
オープン一般女子100m

風：+1.2

　　　　　第３１回全国スポーツ祭典陸上競技大会 【16123709】　　決勝一覧（女子）
　　　　　　　　平成２８年１１月６日（日）　　　千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】
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競　　技　　日　　程

トラック放技 フィールド競技

Ｎｏ 頁 開始時 競技種目　　　　 予・決　 組数　 人数 頁 開始 競技種目　　 予・決　　　　 人数

1

2

3

ヰ

5

6

7

8

9

ＩＯ

47

8二40

9二00

開会式

中学女子 100ｍ　 予選 5一夕イム 37 50 9：00

9：10

10：30

10：30

12：30

13：00

13ニ30

14：30

14：30

中学女子　 走幅跳　 決勝　 8ピット　 18

32 9：15 中学男子　　 柑Ｏｍ　　　 予選　 8－タイム　 62 50 一般女子　 走幅跳　 決勝　 Ａピット　　 5

34 9：40

9：55

10：05

10二40

11：05

壮年男子　 100ｍ　　　 予選　 4－い4　　 25 50 一般女子　 走幅跳　 オープンＡピット　 1

35 壮年男子　 100ｍ　　 オープン　 1　　　 2 43 一般男子　 やり投　 決勝　　　　　 6

45

45

26

27

29

一般女子 100ｍ 予選 2－3＋2 12

一般女子 100ｍ オープン 1 5

一般男子 100ｍ 予選 9－タイム 72

一般男子 100ｍ オープン 1 4

一般男子 400ｍ 予選 4－1＋4 27

52

51

一般女子 やり投 決勝　 3

中学女子 砲丸投 決勝　 川

29 一般男子　　 400ｍ　　 オープン　 1　　　 4 51！ ：一般女子　 砲丸投　 決勝　　　　 1

‖ 48 中学女子　 1500ｍ　　　 決勝　　　　　 15 51 一般女子　 砲丸投　 オープン　　　　 1

12 34 1ｌ二15 中学男子　 1500ｍ　　　 決勝　　　　　 16 41 中学男子　 走幅跳　 決勝　 8ピット　 10

13 ：‡†・4モ 11：25 一般女子・男子1500ｍ　 オープン　　　　　 巨4 40 一般男子　 走幅跳　 決勝　 Ａピット　 26

14 46 11：35 一般女子　 1500ｍ　　　 決勝　　　　　　　 6 41

41

一般男子 走幅跳 オープンＡピット 2

中学男子 走高跳 決勝 3

15 31 11：45 一般男子　 1500ｍ　　　 決勝　　　　　　 26

16 35 ・ｌｌ：55 壮年男子　 ほ00ｍ　　　 決勝　　　　　 11

17 46 12：05 一般女子　　 800 ｍ　　 決勝　 2－タイム　 16

18

19

20

30

30

48

ｔ2二15

12：30

一般男子 800 ｍ 決勝 2－タイム 16

一般男子 800ｍ オーブン 1 3

中学女子 200ｍ 予選 2－3＋2 12

2 1 33 ｔ2ニ35 中学男子　　 200ｍ　　　 予選　 3－2◆2　 17 40

43

一般男子 走高跳 決勝　 9

中学男子 砲丸投 決勝　 7

22

23

2ヰ

28

28

49

ｔ2：40

ｔ3：05

一般男子 200ｍ 予選 5タイム 38

一般男子 200ｍ オーブン 1 1

女子　 4 ×100ｍＲ 決勝 2－タイム 9

25 37 13：10 男子　　　 4 ×100ｍＲ　　 決勝　 4－タイム　 31 43

50

高校男子 砲丸投 決勝 1

中学女子 走高跳 決勝　 5

．25 38・4＿13：25 女子・男子4×100ｍＲ　 オープン　　　　　 け1

26 36 13：30

13：55

壮年男子　 5000 ｍ　　 決勝 周時スタート 16

27

28

46

Ｊｌ卜4「

一般女子 5000ｍ　 決勝　　 2

一般女子・男子5000ｍ オーブン　 1＋6

50

42

一般女子 走高跳 決勝 1

一般男子 砲丸投 決勝　 6

29 48 14：25 中学女子　 100ｍ　　　 決勝

30 33 14：30 中学男子　 100ｍ　　 決勝　　　　　　 0

31 45 川ニ35 一般女子　　 柑Ｏｍ　　 決勝　　　　　　 0 42 一般男子　 砲丸投　 オープン　　　　 1

32 27 14：40 一触男子　 100ｍ　　　 決勝　　　　　　　 0 42 一般男子　 三段跳　 決勝　　　　 12

33 35 14：45 壮年男子　 100ｍ　　　 決勝　　　　　　　 0 42 一般男子　 三段跳　 オープン　　　　　 1

34 46 14：55 一般女子　　 ヰ00ｍ　　　 決勝　　　　　　　 ヰ

35 30 15：00 一般男子　　 ヰ00ｍ　　 決勝　　　　　　 0

36 48 15：10 中学女子　　 2（氾ｍ　　 決勝　　　　　　 0

37 34 15：15 中学男子　　 200ｍ　　 決勝　　　　　　 0

38 45 15：20 一般女子　　 200ｍ　　 決勝　　　　　　　 2

39 29 15二25 一般男子　　 200ｍ　　 決勝　　　　　　 0

40 31 15：30 一般男子　 5000ｍ　　　 決勝　　　　　 11

41 38 15ニ55 一般男子　 4×400ｍＲ　　 決勝　 2－タイム　 13

16ニ00競技終了予定

／



全国スポーツ祭典陸上競技大会・大会記録
2016年11月6日

性別　種別　種　　目　　　　記録　　　　　競技者名　　　　　所属　　　人会回数年度

100ｍ ｌ Ｏ秒¢7

200ｍ　　　　21秒53

400ｍ　　　　48秒53

800ｍ ｌ分54抄55

1500ｍ　4分02秒43

5ＵＯＯｍ　15分10秒63

10000ｍ　　こｊＯ分09秒42

立野　大全

村田　　剛

杉本　剣太

林　　洋輔

★本　■克

内本　真司

牧野　冴希

▲雫∩事義大く▲暮）書31同　日11

東兼農大（東京）　第24回　2002

城西大（東点）第24回　2002

すばっつ（貞京）　第261百Ｉ　2006

近▲化（和故山）書31回ｌ！ｌ川

船橋市（千巣）第2Ｈ回　2010

川口陸協（埼＿Ｅ）　第27何　2008

4×ｌｎＯｍＲ　　　　41秒36有井、堀本、池内、杉本　人阪産業大（大阪）　第29回　2012

4Ｘ400ｍＲ　　3分15秒97今開、秋本、別封、海★チーム・アイマ（千葉）　第28回　2010
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2ｍ12　　根本　兼行

7ｍ21

15ｍｌ（）

ｔ6ｍ11

69ｎ105

田口　土手

松田　官給

青木　正純

桐村　伴志

ＡＩＲ（埼玉）　第28国　2010

土九†ＦＣ（千暮）　鷺31回‡ｌ川

クーローリアＡＣ（京都）第30回　2014

－－－（埼玉）　第10回　1974

オンワート．樫山（東点）第13回　1980

中学

100ｍ　　　　11秒30

1500ｍ　　　4分18秒83

走幅跳　　　　　6ｍ42

砲丸投　　　　Ｉｌｍ66

高山　林昭

小野　誠人

佐々木　秀

木谷　　航

＿三和中（茨城）　第28回　2010

のうみそＪｒ（埼玉）　第30回　2014

向輪台中（宮城）第25国　200－1

立命館中（京都）第27回　2008

両校　　　　　砲丸投　　　12ｍ21　　菊池　祥貧　　　水沢．一高（岩手）第29回　2012

100ｍ ｌｌ秒16

1500ｍ　●分23秒11

5000ｍ　15分49秒17

水口　故人

山本　★＊

＃多相和弘

′ブルスチール（●●川）事31回　綱川

小田∬柵（●♯川）算31同121“

涙都陸協（京都）第27回　2008

椴

100ｍ

200ｍ

400ｍ

800ｍ

150（1ｍ

5000ｎｌ

12秒58

26秒39

1分Ｏｌ秒77

2分17静96

4分54秒17

17分40秒49

久保田　彩

斎藤　里奈

本　巣鹿

手書　檜義

損ｉ施　温発

かｌ野　其己

4×100ｍＲ　　　　50秒11有井、山本、鈴木、膿．摩

走高跳　　　　1ｍ65　　須藤　＿架理

走幅跳　　　　　5ｍ47　　横田　朋美

砲丸殻　　　　12ｍ73　　〟誹　秀子

やり投　　　　40ｍ74　　鹿谷　良子

大泉文化ＡＣ（埼玉）　第29回　2012

千葉大（千葉）：第30回　2014

明治学院大（東京）第24回　2002

真東■愴（★京）算31日12≠川

ＮＳ・ＡＣ（東京）　第30恒】　2014

明治学院大（東京）　第24回　2002

早大同好会（東京）　第27ｌｐ】2008

∧Ｃ．ＫＩＴ∧（劇京）　第24回　2002

－－－（埼玉）　第19回　1992

－（廉鹿）　第10同　1974

－－（大阪）　第12回　1798

中′声

100ｍ　　　　12秒38

1500ｍ　　4分44秒85

走幅跳　　　　　5ｍＯ9

砲丸投　　　　11ｍ63

松本環夏「　　らげら台南中（千葉）　第29回　2012

池亀　彩花　　　　　高柳中（†廉）　第28回　2010

山下　　茜　　　石神井西中（東京）　第26回　2006

岸　　鼻希　　　上菅田中（神奈川）　第28回　2010

◎やり投は開催地により実施しない咋がある ■




