
第３１回関東中学校陸上競技大会 入賞者一覧表

小瀬スポーツ公園陸上競技場 平成１５年８月９日（土）

年 日 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１年 9日 １００ｍ 後閑　秀之(1) 11.95 堀内　貫平(1) 11.97 竹内　翔悟(1) 12.11 斉藤　隼也(1) 12.11 白石　　慧(1) 12.17 鈴木　孝史(1) 12.22 小林　直登(1) 12.22 清水　翔太(1) 12.22
風: 群　馬･新島学園 -0.1 山　梨･都留第二 +0.9 千　葉･原山 -0.2 埼　玉･大井西 -0.2 栃　木･作新学院 -0.1 千　葉･大穴 +0.9 東　京･八王子二 +0.9 千　葉･千葉若松 -0.1

２年 9日 １００ｍ 阿久津  陽介(2) 11.08 寺尾　俊祐(2) 11.27 津布子　拓弥(2) 11.37 栗原　貴徳(2) 11.42 上原　稔広(2) 11.50 黒田　大補(2) 11.57 肥後  昌樹(2) 11.57 星　　一輝(2) 11.57
風: 千　葉･船橋 +1.5 神奈川･領家 +1.7 群　馬･城東 +1.7 栃　木･田沼西 +1.5 群　馬･安中第一 +1.5 埼　玉･春日部東 +1.5 千　葉･茂原東 +1.7 埼　玉･新座第三 +1.7

３年 9日 １００ｍ 齋藤　博道(3) 11.01 後藤　乃毅(3) 11.03 野口　修平(3) 11.09 岩井  亮介(3) 11.11 吉田　格也(3) 11.11 高橋　裕輔(3) 11.11 佐々木　祐輔(3) 11.17 田中　雄治(3) 11.18
風: 山　梨･甲府北 +2.1 埼　玉･緑 +0.8 神奈川･岡津 +1.1 千　葉･旭第一 +1.1 埼　玉･谷塚 +1.1 茨　城･中郷 +0.8 埼　玉･南浦和 +2.1 神奈川･井田 +2.1

共通 9日 ２００ｍ 鈴木　雄大(3) 22.32 鈴木　　翔(3) 22.66 栖原  真澄(3) 22.68 飯岡  鋭志(3) 22.75 小原　真悟(3) 22.78 小野  裕次(3) 22.88 桜井　雄一朗(3) 22.90 吉野　達也(3) 22.95
風: 神奈川･西中原 +1.2 山　梨･石和 +0.1 千　葉･天津 -0.1 千　葉･原山 +0.1 埼　玉･春日部 +0.1 千　葉･井野 +1.2 埼　玉･本太 -0.1 埼　玉･東浦和 +1.2

共通 9日 ４００ｍ 山口  雄司(3) 51.58 山田　茂雄(3) 51.61 菊池　辰徳(3) 51.92 大谷　　隼(3) 51.93 古川　瑞穂(3) 52.00 福山　高志(3) 52.06 福島　雄大(3) 52.14 須田　桂伍(3) 52.28
千　葉･稲毛 東　京･別所 東　京･小岩三 埼　玉･植竹 埼　玉･岸川 神奈川･宮前平 群　馬･板倉 茨　城･大久保

共通 9日 ８００ｍ 鈴木　優也(3)  1:58.05 大西　雄介(3)  2:00.53 川上　和雅(3)  2:00.72 大平  秀樹(3)  2:01.41 鈴木　迪貴(3)  2:01.42 齋藤　　翔(3)  2:01.97 川鍋　正太郎(3)  2:02.48 小宅　亮平(3)  2:02.77
神奈川･武山 東　京･学習院 神奈川･田浦 千　葉･和名ヶ谷 茨　城･中郷 山　梨･櫛形 埼　玉･宮原 栃　木･阿久津

１年 9日 １５００ｍ 馬場　勝寛(1)  4:29.29 島田　優希(1)  4:29.35 深津  伸輔(1)  4:30.72 軽部　　慎(1)  4:31.54 轟　　和典(1)  4:32.67 鈴木　崇大(1)  4:33.44 老川　将司(1)  4:33.58 岡　　真之(1)  4:33.95
茨　城･土浦第三 埼　玉･高篠 千　葉･逆井 茨　城･守谷愛宕 埼　玉･小川東 栃　木･市貝 東　京･立花 神奈川･六ツ川

共通 9日 １５００ｍ 井海田　拓也(3)  4:09.93 村越  和洋(3)  4:11.17 磯　　法明(3)  4:11.33 梶原　有高(3)  4:11.86 関　　隼人(3)  4:13.60 西山　大地(3)  4:13.62 大串　顕史(2)  4:13.83 佐藤　光一(3)  4:15.01
埼　玉･行田西 千　葉･御滝 栃　木･大内 神奈川･愛川中原 群　馬･中之条 東　京･小平三 茨　城･大宮 茨　城･助川　　

共通 9日 ３０００ｍ 河野　晴友(3)  8:49.32 高橋　竜也(3)  9:01.15 池谷  健太郎(3) 9:02.63 羽生　健人(3)  9:04.61 湯浅  義人(3)  9:05.72 黒岩　優大(3)  9:05.83 北爪　貴志(3)  9:05.99 佐藤　崇幸(3)  9:06.63
栃　木･若松原 神奈川･愛川中原 千　葉･小見川 神奈川･万騎が原 千　葉･常盤平 群　馬･嬬恋東 東　京･飛鳥 群　馬･大胡

共通 9日 １１０ｍＨ 芳賀　智文(3) 14.33 草野　広大(3) 14.47 稲葉　直紀(3) 14.81 粂    圭祐(3) 14.84 河野  良太(3) 14.89 後藤　雅彦(3) 14.89 五十嵐　亮平(3) 15.08 前田　恭兵(3) 15.31
風: 東　京･東陽 +0.8 NGR 東　京･鹿本 +0.3 栃　木･赤見 +1.3 千　葉･泉谷 +0.3 千　葉･松戸第三 +1.3 栃　木･西那須野 +0.3 埼　玉･三ヶ島 +0.8 神奈川･浜岳 +0.3

共通 9日 ４×１００ｍ 神奈川･神奈川 42.46 千葉･千　葉 42.71 埼玉･埼　玉 42.92 東京･東　京 43.14 茨城･茨　城 43.95 栃木･栃　木 44.02 群馬･群　馬 44.25
   寺尾　俊祐 NJH    岩井  亮介 NJH    後藤　乃毅    三浦　洋平    飯塚　昇明    大橋　一樹    津布子　拓弥
   野口　修平    阿久津  陽介    寺本　亨平    芳賀　智文    須田　桂伍    臼井　崇智    横山　直人
   田中　雄治    小野  裕次    小原　真悟    池田　優希    高橋　大志    栗原　貴徳    福島　雄大
   鈴木　雄大    栖原  真澄    吉田　格也    遠藤　雄介    高橋　裕輔    吉江　崇裕    平出　朗久

共通 9日 走高跳 西澤　明伸(3) 1m85 ２位：内田    渉(3)　　千　葉･松尾　　　　　　　　1m80 飯田  拓也(3) 1m80 菅　　正嘉(3) 1m75 橋本　敏治(3) 1m75 福井　茂人(3) 1m75
埼　玉･行田西 　　　中島　諒介(2)　　埼　玉･桜山 千　葉･東庄 群　馬･境南 神奈川･山北 神奈川･横浜田奈

　　　城下　孝広(3)　　神奈川･松本 植田　寛文(3)
東　京･神代

共通 9日 棒高跳 悪天候で危険をともなうため中止

共通 9日 走幅跳 栗原　　諒(3)   6m60 林　　武彦(3)   6m60 吉江　崇裕(3)   6m49 清水　一伯(3)   6m48 中村　清二(3)   6m37 藤田　　光(3)   6m30 永田　俊樹(3)   6m27 富田　曜一朗(3)   6m26
東　京･堀船+2.2 千　葉･大栄+1.0 栃　木･西那須野+2.0 神奈川･川崎長沢+0.0 神奈川･大津+0.2 群　馬･群馬中央-0.1 埼　玉･大井+0.6 千　葉･八街南+1.6

共通 9日 砲丸投 宮田  寛大(3)  17m62 関谷　良介(3)  16m71 前島　　順(3)  15m20 小林　晃徳(3)  14m75 稲毛　聖矢(3)  14m46 木村　和博(3)  14m45 金田　　力(3)  14m34 野﨑  友晴(3)  14m26
千　葉･前原 神奈川･横浜田奈 埼　玉･葛飾 群　馬･休泊 群　馬･高崎第一 東　京･石川 栃　木･鹿沼北 千　葉･井野

男

[ NJH:日本中学新記録、NGR:大会新記録 ]



第３１回関東中学校陸上競技大会 入賞者一覧表

小瀬スポーツ公園陸上競技場 平成１５年８月９日（土）

年 日 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１年 9日 １００ｍ 山崎　真友子(1) 12.91 君塚  詩帆(1) 13.18 蔭山　　愛(1) 13.25 永田  栞菜(1) 13.30 高橋　佑果(1) 13.30 大野　末也美(1) 13.31 林　　智美(1) 13.37 山本　あゆみ(1) 13.38
風: 埼　玉･上尾南 +1.3 千　葉･中郷 +1.3 神奈川･横国大鎌倉   +0.1 千　葉･高根台 +0.1 群　馬･新島学園 +0.1 千　葉･手賀 +0.0 栃　木･野木二 +0.0 神奈川･小田 +1.3

２年 9日 １００ｍ 赤司　このみ(2) 12.68 都筑　いくみ(2) 12.69 山中　麻理(2) 12.73 田口　香里(2) 12.82 関口　　慧(2) 12.87 小林　寿乃(2) 12.91 ７位：髙橋  亜里(2)　千　葉･国分寺台 12.96  +1.1 
風: 埼　玉･千間台 +1.1 茨　城･那珂第四 +0.5 栃　木･国分寺 +0.2 神奈川･常葉 +0.2 栃　木･栃木西 +1.1 埼　玉･蓮田 +0.2 　　　山口  花菜(2)　千　葉･前原 12.96  +0.2

３年 9日 １００ｍ 岡部　奈緒(3) 12.29 中澤　　桂(3) 12.33 田中　美里(3) 12.35 茂木　千鶴(3) 12.62 横田　知絵美(3) 12.65 天本  翔子(3) 12.65 本田　つかさ(3) 12.66 甘利　　梓(3) 12.66
風: 千　葉･行田 +0.1 東　京･武蔵野 +1.0 茨　城･秋山 +2.0 茨　城･明野 +1.0 東　京･立正 +2.0 千　葉･吾妻 +1.0 埼　玉･新座第四 +2.0 山　梨･櫛形 +2.0

共通 9日 ２００ｍ 高橋　萌木子(3) 25.60 利根川　由佳(3) 25.96 須磨　加奈江(3) 26.00 馬場　梨花子(3) 26.04 桑原　千紘(3) 26.15 樋川　　葵(3) 26.19 村上　　渚(3) 26.20 長島  一菜(3) 26.26
風: 埼　玉･早稲田 +0.0 東　京･青梅新町 +0.4 神奈川･すすき野 +0.5 東　京･第四砂町 +0.5 埼　玉･武里 +0.4 神奈川･愛川中原 +0.0 神奈川･大津 +0.4 千　葉･松戸第六 +0.5

共通 9日 ８００ｍ 木村　朝美(3)  2:14.77 土井  友里永(3)  2:16.94 清水　みどり(3) 2:17.06 田島　香織(3)  2:17.58 金子  真由美(3)  2:18.56 沼田　裕貴(3)  2:18.89 寺井　美樹(3)  2:19.80 大関　奈穂(3)  2:19.84
埼　玉･飯能第一 千　葉･東金 群　馬･寺尾 群　馬･伊勢崎第四 千　葉･習志野台 茨　城･秋山 群　馬･榛名 栃　木･栃木東陽

共通 9日 １５００ｍ 内野  彩子(3)  4:32.22 青山　瑠衣(2)  4:37.64 鈴木　香和(3)  4:38.48 山崎　里菜(3)  4:41.40 佐伯  由香里(3)  4:41.60 萩原　彩香(3)  4:42.89 竹中　優里(3)  4:42.89 高木　麻子(2)  4:43.49
千　葉･前原 神奈川･初声 埼　玉･富士見西 埼　玉･高麗川 千　葉･栗源 群　馬･榛名 埼　玉･初雁 茨　城･八千代第一

共通 9日 １００ｍＨ 川舩　愛美(3) 14.09 征矢　茉莉子(2) 14.82 青井　友香(3) 14.88 鈴木  智絵(2) 14.88 野村　まい(3) 14.99 青柳  悦子(3) 15.15 麻生  弥寿(3) 15.28 飯野　奈津実(3) 15.36
風: 埼　玉･埼玉栄 +0.4 茨　城･並木 -1.2 神奈川･領家 -0.6 千　葉･佐原 -1.2 群　馬･城西 +0.4 千　葉･佐原 -0.6 千　葉･野田第二 +0.4 山　梨･白根巨摩 -0.6

共通 9日 ４×１００ｍ 茨城･茨　城 48.33 埼玉･埼　玉 48.37 東京･東　京 48.52 千葉･千　葉 48.52 栃木･栃　木 48.85 群馬･群　馬 48.94 山梨･山　梨 49.53 神奈川･神奈川 49.54
   中邨　友香    赤司　このみ    利根川　由佳    山口  花菜    大橋　千奈都    池田　　梓    小林　悠香    佐藤　涼香
   茂木　千鶴    高橋　萌木子    中澤　　桂    天本  翔子    山中　麻理    野村　まい    甘利　　梓    須磨　加奈江
   都筑　いくみ    本田　つかさ    服部　麻衣子    牛玖  利華    関口　　慧    池田　奈津紀    石原　美紀    吉田　まどか
   田中　美里    川舩　愛美    馬場　梨花子    岡部　奈緒    古川　有美    原　　祐奈    中込　典子    沼尾　瑠璃奈

共通 9日 走高跳 山崎　絵理(3) 1m63 ２位：飯森    幸(3)　　千　葉･小見川 1m60 本多    綾(3) 1m55 芦澤　優美(3) 1m50 ６位：深澤　佳織(3)　　群　馬･甘楽第一 1m50 小澤　千尋(3) 1m50
埼　玉･神根 　　　山本　貴子(2)　　茨　城･霞ヶ浦南 千　葉･磯辺第ニ 山　梨･玉幡 　　　山下　真智子(3)　東　京･武蔵野六 埼　玉･大井

１年 9日 走幅跳 腰塚　友理(1)   4m89 牧野　　優(1)   4m88 香取　春奈(1)   4m88 多久　優麗花(1)   4m87 小島　綾華(1)   4m83 西谷　萌未(1)   4m75 平井　優季(1)   4m72 坂爪　美祐(1)   4m72
埼　玉･葛飾+0.4 茨　城･茨城-0.0 千　葉･佐原-0.2 東　京･豊島十+0.1 埼　玉･川島西+4.0 千　葉･習志野第五-0.8 栃　木･佐野北+1.6 群　馬･大胡+1.1

共通 9日 走幅跳 加藤　苑美(3)   5m51 坂内　ちひろ(3)   5m42 黒澤　恵美(3)   5m41 小林　悠香(2)   5m30 塩井　真理子(3)   5m29 菊地　理恵(3)   5m24 手塚　美香(3)   5m23 下山　友里(2)   5m20
神奈川･横浜田奈+1.4 東　京･羽村一+1.6 群　馬･佐野+1.5 山　梨･甲府南+0.5 栃　木･栃木東陽+1.2 栃　木･物部+1.8 栃　木･七井+1.2 東　京･川口+2.2

共通 9日 砲丸投 鈴木　梨枝(2)  13m10 柳橋    歩(3)  13m08 玉﨑  文菜(3)  12m94 鹿沼　　恵(3)  12m54 中村　みなみ(3)  11m88 新井　美保(3)  11m81 島袋　莉沙(3)  11m58 長谷川　未希(3)  11m56
栃　木･宮の原 千　葉･佐原 千　葉･東庄 群　馬･荒砥 埼　玉･加須昭和 埼　玉･小鹿野 神奈川･市場 栃　木･宮の原

女

[ NJH:日本中学新記録、NGR:大会新記録 ]


