
主催 日本陸上競技連盟　公益財団法人日本中学校体育連盟
千葉県教育委員会　千葉市教育委員会

大会コード 12 50 0212 主管 千葉陸上競技協会　関東中学校体育連盟
競技場コード 121010 千葉県小中学校体育連盟

日付 種目
塩山　健一 (3) 11.16 直井　貴哉 (3) 11.20 大嶋　健太 (3) 11.21 増田　健吾 (3) 11.23 井口　大輔 (3) 11.41 後藤　出帆 (3) 11.47 渡邊　太規 (3) 11.49 杉尾　拓真 (3) 11.57
山口:右田 香川:屋島 東京:中村 栃木:田沼西 岐阜:岐阜清流 東京:立石 千葉:野田南部 神奈川:川崎橘
塩山　健一 (3) 22.21 小池　真郁 (3) 22.30 大嶋　健太 (3) 22.39 直井　貴哉 (3) 22.61 類家　大樹 (3) 22.75 山下　潤 (3) 22.82 染谷　翔 (3) 22.86 大﨑　慎平 (3) 23.45
山口:右田 東京:國學久我山 東京:中村 香川:屋島 北海道:帯広第五 福島:福大附属 千葉:川間 愛知:安城南
類家　大樹 (3) 49.17 田中　悠貴 (3) 49.55 有川　湧貴 (3) 49.63 大谷　直矢 (3) 50.09 森　祐輝 (3) 50.12 椿　純平 (3) 50.16 川村　雅俊 (3) 51.16 奥川　魁斗 (3) 51.59

北海道:帯広第五 福岡:嘉穂 静岡:浜松天竜 大阪:豊中十五 静岡:浜松入野 東京:関 千葉:印西 三重:松阪西
有川　湧貴 (3) 1:55.65 西村　陽貴 (3) 1:55.92 生方　敦也 (3) 1:57.65 北尾　崇郎 (3) 1:58.63 櫻岡　流星 (3) 1:58.65 川田　康輔 (3) 1:59.12 齋藤　勇也 (3) 1:59.40 中村　友哉 (3) 2:04.81

静岡:浜松天竜 兵庫:三木 群馬:邑楽 富山:入善 岩手:見前南 鹿児島:甲南 群馬:伊勢崎第四 大阪:石切
中村　駆 (3) 4:07.79 西村　陽貴 (3) 4:07.84 長谷川　令 (3) 4:08.26 森　優太 (3) 4:10.21 飯島　康介 (3) 4:10.37 廻谷　賢 (3) 4:10.79 中村　亮介 (3) 4:11.14 郡司　陽大 (3) 4:12.31
山口:萩東 兵庫:三木 埼玉:桜 山形:山形第十 愛知:西浦 栃木:塩谷 埼玉:高階 栃木:西那須野
太田　智樹 (3) 8:31.12 中村　駆 (3) 8:31.21 新迫　志希 (3) 8:32.25 冨原　拓 (3) 8:41.16 長谷川　令 (3) 8:41.34 森　優太 (3) 8:45.06 原田　建史朗 (3) 8:46.79 松尾　淳之介 (3) 8:47.32

静岡:浜松浜名 山口:萩東 広島:志和 香川:三豊 埼玉:桜 山形:山形第十 山口:高川学園 秋田:鷹巣
金井　直 (3) 14.10 西田　健修 (3) 14.49 一瀬　傑 (3) 14.50 田代　優仁 (3) 14.52 深谷　隼斗 (3) 14.61 豊田　将樹 (3) 14.99 堀井　直樹 (3) 14.99 藤井　琉成 (3) 15.09

神奈川:稲田 北海道:弟子屈 長崎:時津 岩手:見前南 愛知:有松 兵庫:南ひばり丘 富山:新庄 福岡:高生
三重:文岡 43.27 大阪:咲くやこの花 43.60 静岡:沼津第五 43.67 東京:中村 44.03 北海道:稲積 44.10 宮城:石巻山下 44.19 青森:青森西 44.23 滋賀:彦根中央 44.25
山下　晟弥 (3) 宮野　友輝 (3) 鈴木　健生 (3) 鈴木　健太 (3) 桑野　瑞葵 (3) 武山　光 (2) 清水　駿 (3) 松田　一哉 (3)
吉田　雷希 (2) 勝瀬　健大 (3) 渡邉　楽久 (3) 萩原　隼士 (3) 富山　強夢 (3) 西條　晃平 (3) 泉　達也 (3) 中神　章博 (3)
齋木　恭 (3) 八木　竜 (3) 多家　真生 (3) 浦山　和也 (3) 富山　海夢 (3) 金津　幸史 (3) 工藤　良弘 (3) 北川　玲音 (3)
中村　鴻作 (3) 坪井　一斗 (3) 髙木　拓海 (3) 大嶋　健太 (3) 富山　大夢 (3) 若山　大輔 (3) 吉田　昂央 (3) 石原　弘樹 (3)
石川　遼 (3) 1m99 橋本　陸 (3) 1m96 鈴木　開斗 (3) 1m93 横山　隆也 (3) 1m90 黒坪　巧 (3) 1m87 5 平塚　玄空 (3) 1m87 5 別宮　拓実 (3) 1m87 永井　奈央起 (3) 1m87
東京:桐朋 神奈川:中野島 静岡:浜北北部 埼玉:春日部 大阪:太子 東京:浅草 群馬:前橋第五 三重:山手
野村　翔太 (3) 4m60 新井　拓磨 (3) 4m50 上原　響 (3) 4m40 中村　仁 (3) 4m35 植松　海理 (3) 4m30 荻田　比呂 (3) 4m30 増田　龍 (3) 4m30 徳間　俊介 (3) 4m20
群馬:吉岡 茨城:総和南 群馬:前橋富士見 熊本:西合志 静岡:浜松天竜 香川:観音寺 埼玉:大谷場 千葉:木刈

8 大久保　圭介 (3) 4m20 8 佐藤　啓太 (3) 4m20
香川:大野原 福島:桃陵

相川　心平 (3) 7m11 安永　聖 (3) 7m07 中村　健士 (3) 7m00 飛永　諒一郎 (3) 6m92 利川　瑛博 (3) 6m90 羽實　壮里 (3) 6m74 高山　倭 (3) 6m70 村上　豪 (3) 6m68
新潟:新潟内野 (+2.1) 福井:明倫 (+3.3) 東京:鶴牧 (+2.3) 福岡:高取 (+4.5) 富山:吉江 (+2.6) 岐阜:岐阜池田 (+3.0) 北海道:札幌北白石 (+3.7) 静岡:菊川岳洋 (+4.8)

砲丸投 伊藤　武尊 (3) 14m74 幸長　慎一 (3) 14m73 西田　健修 (3) 14m61 池川　博史 (2) 14m57 片桐　瞬 (3) 14m51 田村　勇太 (3) 14m43 曽我　歩希 (3) 14m39 佐伯　洸輔 (3) 13m84
（5.000Kg) 山口:晃英館 兵庫:姫路東 北海道:弟子屈 兵庫:鈴蘭台 新潟:川西 千葉:飯山満 香川:豊浜 鳥取:倉吉東
四種競技 西尾　拓巳 (3) 2928 大澤　聖也 (3) 2862 豊田　将樹 (3) 2834 田上　駿 (3) 2755 土田　千弘 (3) 2651 深谷　隼斗 (3) 2640 大浦　優汰 (3) 2626 上田　貴弘 (3) 2620

岐阜:坂本 東京:川口 兵庫:南ひばり丘 兵庫:唐櫃 神奈川:茅ヶ崎 愛知:有松 愛知:六ツ美 大阪:陵南
110mH(0.914m) 14.75 +0.1 880 15.39 +0.1 803 14.50 +0.1 911 14.96 +1.3 854 15.19 +0.1 827 14.87 +1.3 865 16.02 +0.1 730 15.53 +0.1 787
砲丸投(4.000kg) 13m30 686 13m97 727 11m18 557 12m48 636 11m15 555 11m41 571 13m56 701 13m67 708

走高跳 1m84 661 1m81 636 1m87 687 1m78 610 1m75 585 1m60 464 1m75 585 1m60 464
400m 52.54 701 52.66 696 53.06 679 53.63 655 52.95 684 51.65 740 54.73 610 53.49 661

110mH:高さ0.914m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ9.14m
砲丸投:重さ5.000kg 審判長　（ﾄﾗｯｸ） 中田　勝偉　　（ﾌｨｰﾙﾄﾞ） 吉原　　廣　　(投てき) 鈴木小枝子　　(混成) 今井　淳史 記録主任　　黒田　泰三
四種競技（110mH:高さ0.914m ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 9.14m 砲丸投:重さ4.000kg)

気象記録 ２０日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 ２１日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
09:00 晴 29.0 61.0 北東 09:00 晴 29.7 71.0 南南西
10:00 晴 30.0 65.0 東北東 10:00 晴 31.0 66.0 南西
11:00 晴 31.4 57.0 南南東 11:00 晴 31.8 67.0 南西
12:00 曇 31.5 51.0 東北東 12:00 晴 32.0 63.0 南南西
13:00 晴 30.7 60.0 東南東 13:00 晴 31.5 60.0 南西
14:00 晴 31.3 57.0 東南東 14:00 晴 32.0 55.0 南南西
15:00 晴 30.6 57.0 東南東 15:00 晴 31.7 54.0 南
16:00 晴 30.4 62.0 東 16:00 晴 31.7 51.0 南南西
17:00 晴 29.5 64.0 東 17:00 晴 31.2 54.0 南
17:37 晴 29.0 68.0 東 17:28 晴 31.2 54.0 南

２２日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
09:30 晴 31.0 63.0 南南西
10:00 晴 31.2 63.0 南南西
11:00 晴 31.8 63.0 南南西
12:00 晴 32.0 55.0 南南西
13:00 晴 32.0 57.0 南南西
14:00 晴 31.5 57.0 南南西
15:00 晴 31.8 55.0 南西
15:41 晴 31.8 52.0 南南西
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　　　　　　　　　　平成２４年度全国中学校体育大会
　　　　　　　　　　　第３９回全日本中学校陸上競技選手権大会

平成２４年８月１９日（日）～２２日（水）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
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日付 種目
川崎　咲良 (3) 12.16 新木　詩乃 (3) 12.21 大竹　佑奈 (3) 12.29 天城　帆乃香 (3) 12.33 掛川　栞 (2) 12.42 松本　理夏子 (3) 12.46 中野　真琴 (3) 12.59 林田　珠里那 (3) 12.59
大阪:芝谷 岐阜:高富 静岡:浜松高台 静岡:浜松天竜 愛知:栄 千葉:ちはら台南 愛知:豊橋東部 三重:度会
大竹　佑奈 (3) 25.18 新木　詩乃 (3) 25.42 柴山　沙也香 (3) 25.65 岩田　優奈 (3) 25.69 河野　智美 (3) 26.00 村　友佳 (3) 26.10 森　奈津美 (3) 26.25 村山　詩織 (3) 26.32

静岡:浜松高台 岐阜:高富 岐阜:笠原 群馬:高崎中尾 神奈川:浦島丘 千葉:松戸第一 鹿児島:隼人 山形:米沢第五

髙橋　ひな (2) 2:10.19 倉岡　奈々 (3) 2:10.93 佐藤　成葉 (3) 2:11.01 大原　祥子 (3) 2:14.04 福富　真友 (2) 2:14.96 萬代　美沙 (3) 2:15.11 松村　悠香 (3) 2:15.16 川岡　風月 (3) 2:15.24
兵庫:山陽 鹿児島:吾平 神奈川:渋谷 兵庫:志方 兵庫:高倉 兵庫:大久保 熊本:松橋 埼玉:埼玉栄

髙松　望ムセンビ (3) 4:26.32 倉岡　奈々 (3) 4:28.79 髙橋　ひな (2) 4:29.45 小吉川　志乃舞 (3) 4:30.21 安藤　富貴子 (3) 4:30.76 樺沢　和佳奈 (2) 4:33.52 五島　莉乃 (3) 4:34.02 宗廣　閑那 (3) 4:34.37
大阪:薫英女学院 鹿児島:吾平 兵庫:山陽 広島:三原第五 兵庫:大久保 群馬:前橋富士見 石川:星稜 兵庫:加古川

100mH(0.762m) 藤森　菜那 (3) 13.98 伊藤　梨乃 (3) 14.26 田島　梨紗乃 (3) 14.27 中島　未貴 (3) 14.30 高橋　砂里奈 (3) 14.32 松田　彩佳 (3) 14.35 荒島　夕理 (3) 14.72 金井　まるみ (3) 14.82
風力:-2.1 静岡:浜松入野 山口:萩西 神奈川:金沢 埼玉:杉戸 静岡:静岡東 兵庫:大原 岡山:吉備 神奈川:岩崎

千葉:ちはら台南 48.14 新潟:新潟小針 48.40 千葉:松戸第一 48.58 静岡:浜松天竜 48.61 大阪:大阪東雲 48.75 岐阜:大垣東 48.88 兵庫:大原 49.51 滋賀:瀬田北 49.99
富濱　みよこ (3) 矢尾　優奈 (2) 大谷　仁美 (1) 御厨　香名 (3) 金子　里穂 (3) 大橋　空音 (2) 米村　京子 (2) 萬木　みのり (3)

濱井　美南 (2) 縄　亜佑実 (3) 村　友佳 (3) 中井  愛笑 (3) 山本　祐莉 (2) 長屋　芹奈 (2) 岸本　若奈 (2) 中島　藍梨 (3)

川奈部　真由 (3) 宮路　芽衣 (2) ルンバオ　ミチコ (2) 中山　杏奈 (3) 立石　万貴 (3) 岩津　南美 (3) 北川　穣 (3) 松井　千紗 (3)

松本　理夏子 (3) 中澤　舞 (3) 櫻井　舞 (3) 天城　帆乃香 (3) 西尾　香穂 (3) 加藤　沙彩 (3) 松田　彩佳 (3) 前田　優花 (3)

青山　夏実 (3) 1m63 長谷川　礼奈 (3) 1m63 河田　彩音 (3) 1m63 荒木　志帆 (3) 1m60 4 宮本　有香 (3) 1m60 4 清水　爽香 (3) 1m60 4 日髙　水樹 (3) 1m60 中井　裕紀子 (3) 1m60
神奈川:富岡 岐阜:穂積 岐阜:稲羽 兵庫:播磨南 神奈川:大津 千葉:七林 兵庫:武庫 福岡:百道
天城　帆乃香 (3) 6m11 剱持　クリア (3) 5m71 松岡　祐里恵 (3) 5m62 今井　瑛子 (3) 5m60 氏家　凪咲 (3) 5m50 今濵　美咲 (3) 5m48 小林　結 (3) 5m42 近藤　茜 (3) 5m42
静岡:浜松天竜 (+0.4) 山梨:山梨南 (+1.7) 東京:東綾瀬 (-0.3) 福井:中央 (-0.6) 富山:福野 (+1.1) 岡山:福南 (+0.3) 東京:稲城五 (+1.7) 兵庫:朝日 (+1.3)

砲丸投 石丸　来未 (3) 14m53 坂本　早映 (3) 13m96 鈴木　綾夏 (3) 13m83 郡　菜々佳 (3) 13m71 尾山　和華 (2) 13m63 安齋　れんか (3) 13m54 仙波　アンジェリカ (3) 13m49 土岐　恵里佳 (3) 13m20
(2.721kg) 福岡:泉 東京:戸板 千葉:上志津 大阪:淀川 兵庫:志方 山形:山形第三 大分:別府浜脇 鳥取:湊山
四種競技 藤森　菜那 (3) 3128 堂脇　優香 (3) 2862 松尾　侑季 (3) 2786 郡　菜々佳 (3) 2725 高橋　このか (3) 2722 中西　陽菜 (3) 2715 荒木　志帆 (3) 2707 松田　彩佳 (3) 2706

静岡:浜松入野 兵庫:神戸長坂 兵庫:飾磨東 大阪:淀川 東京:川口 三重:多気 兵庫:播磨南 兵庫:大原
100mH(0.762m) 14.08 -0.2 967 14.65 +0.8 888 14.47 +1.1 913 15.63 +0.8 760 15.55 +0.8 770 15.52 +0.1 774 15.01 +0.1 840 14.19 -0.2 952

走高跳 1m66 806 1m54 666 1m51 632 1m45 566 1m63 771 1m54 666 1m57 701 1m39 502
砲丸投(2.721kg) 10m01 530 11m46 625 11m17 606 14m23 809 10m28 548 12m41 688 10m28 548 9m82 518

200m 25.68 -2.7 825 27.35 -2.7 683 27.95 -2.7 635 28.52 -2.7 590 27.97 -2.7 633 28.56 -2.7 587 28.16 -2.7 618 26.73 -4.1 734
100mH:高さ0.762ｍ　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 8m
砲丸投:重さ2.721kg 審判長　（ﾄﾗｯｸ） 中田　勝偉　　（ﾌｨｰﾙﾄﾞ） 吉原　　廣　　(投てき) 鈴木小枝子　　(混成) 今井　淳史 記録主任　　黒田　泰三
四種競技(100mH:高さ0.762m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ8m 砲丸投:重さ2.721kg)
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　　　　　　　　　平成２４年度全国中学校体育大会
　　　　　　　　　　第３９回全日本中学校陸上競技選手権大会

平成２４年８月１９日（日）～２２日（水）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
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決勝記録一覧表（女子）
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