
各種競技大会記録一覧表（１位のみ） 成田市陸上競技協会
中学男子 中学女子 備考

１００㍍ ２００㍍ 8００㍍ １５００㍍ ３０００㍍ 走幅跳 砲丸投げ １００㍍ 2００㍍ ８００㍍ １５００㍍ 走幅跳 砲丸投げ

秋季 ４分３９秒５ １０分５１秒４ ２分４４秒６ ５分４９秒２

H8.11.24 斉藤正広 佐藤智哉 日暮麻衣子 中田未来

成田 成田 成田 西

春季 １１秒８ ２４秒３ １０分１２秒０ ４㍍９５ １０㍍６１ １３秒５ ２分３８秒３ ４㍍２０ ７㍍１３

H9.4.20 寺田克也 寺田克也 神崎孝幸 窺　正平 小石川貢輔 櫻田理恵子 日暮麻衣子 櫻田理恵子 手島朋美

遠山 遠山 遠山 西 成田 成田 成田 成田 成田

春季 １２秒０３ ２４秒５４ １０分７秒５７ ５㍍６４ ８㍍５６ １３秒９７ ２分３３秒４５ ４㍍７１ 電気計時

H10.4.19 福井　豪 福井　豪 斉藤雄太 立石幸太郎 三上　瞬 宮崎晶子 日暮麻衣子 篠田　瞳 大会記録制

成田 成田 西 西 成田 成田 成田 成田付属 採用

秋季 １１秒7 ２４秒0 ２分１４秒５ ４分５０秒１ １０分１０秒１ １３秒７ ２８秒５ ２分４５秒６ ５分３９秒７ 電気計時

H10.11.15 福井　豪 福井　豪 加藤　浩之 熊谷　直樹 熊谷　直樹 松岡　千絵 松岡　千絵 渡辺亜由美 工藤　郁世 故障のため

成田 成田 成田 成田付属 成田付属 成田 成田 成田 成田 手時計

春季 １２秒３０ ２４秒７３ ４分３４秒１８ 10分０５秒８４ ５㍍３５ ９㍍９８ １４秒０１ ２分３９秒１３ ４㍍30 ６㍍５９ 電気計時

H11.4.18 福井　豪 福井　豪 加藤　浩之 横田　雄飛 佐藤　一輝 野沢　研吾 松岡　千絵 畑澤花奈子 古屋　美保 田添　　藍

成田 成田 成田 玉造 玉造 中台 成田 玉造 成田 中台

秋季 １２秒３３ ２３秒７６ ２分２１秒 ４分３７秒 １０分０６秒 １３秒６５ ２８秒５７ ２分５５秒 ５分４７秒

H11.11.14 菅沢　純一 福井　豪 小林　正弘 熊谷　直樹 熊谷　直樹 松岡　千絵 松岡　千絵 石井　香那 工藤　郁世

成田 成田 遠山 成田付属 成田付属 成田 成田 成田付属 成田

春季 12秒９４ 25秒90 ４分３２秒１２ １０分26秒62 ５㍍４６ １１㍍３１ 14秒３０ 2分49秒４０ ４㍍４８ ７㍍１３

H12.4.23 辻　将毅 斎藤　彦太 熊谷　直樹 熊谷　直樹 和田　郁夫 野沢　研吾 渡邉　千夏 伊藤　公見 古屋　美保 田添　　藍

中台 遠山 成田付属 成田付属 中台 中台 成田 成田 成田 中台

秋季 12秒１９ ２４秒６７ 2分18秒57 4分43秒64 ９分５７秒９０ 14秒05 29秒71 2分39秒69 5分38秒96

H12.11.12 木口　慶多 木口　慶多 湯浅　宏樹 清水　隆治 清水　隆治 篠原　　希 伊佐地　薫 田中　智美 鈴木　笑子

西 西 玉造 成田付属 成田付属 成田付属 成田付属 成田 西

春季 1１秒９４ 24秒74 4分58秒46 10分29秒10 ５㍍８９ ７㍍７１ １３秒８５ 2分41秒49 4㍍１８ ７㍍５８

H13.4.22 木口　慶多 宮本　理功 浅倉　弘幸 佐藤　泰弘 木口　慶多 大竹　佑樹 岩館祐美子 伊藤　仁美 田中　智美 中山　　恵

西 玉造 成田付属 遠山 西 西 遠山 成田付属 成田 成田付属

秋季 12秒30 三浦　茂幸 浅倉　弘幸 佐野　晃市 熊谷　春樹 吉澤　真菜美 食見　奈那 田中　智美 山本　梨永

H13.10.28 加藤　伸康 24秒75 2分15秒44 4分44秒91 10分37秒42 13秒84 31秒54 2分34秒17 5分06秒36

玉造 中台 玉造 中台 付属中 中台 玉造 成田 玉造

※高校・一般の記録は，未記載。


