
平成12年度全国中学校体育大会

第27回全日本中学校陸上競技選手権大会

開催日：平成12年 8月22日(火)～ 8月24日(木)

（NJH:日本中学新　NGR:大会新）

氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

100m 里　　大輔 10.83 石川　企彦 10.84 山本　慎吾 10.93 塚原　直貴 10.95 松原　秀人 10.98 野中　慎平 11.14 渡邊　　守 11.16 品田　直宏 11.22

(+0.7m) 長　崎･橘(3) 徳　島･鳴門市第二(3) 大　阪･島本第一(3) 長　野･岡谷北部(3) 宮　城･七北田(3) 兵　庫･上甲子園(3) 福　島･平第三(3) 北海道･札幌八軒東(3)

200m 中居正太郎 22.50 松原　秀人 22.54 塚原　直貴 22.56 中河　晃司 22.76 田澤　潤一 22.92 丸山　大裕 22.96 大友　俊介 23.02 佐藤　玄人 23.31

(-0.6m) 兵　庫･塩屋(3) 宮　城･七北田(3) 長　野･岡谷北部(3) 福　岡･足立(3) 岐　阜･東長良(3) 兵　庫･神吉(3) 宮　城･沖野(3) 山　形･豊浦(3)

丹田　元気 49.65 金城　至郎 49.69 金子　祐己 50.18 有田　雄介 50.43 秋山　真治 50.71 小柳　美樹 50.84 坂本　安弘 51.07 柴田　健一 51.12

兵　庫･西神(3) 兵　庫･藍(3) 埼　玉･吉見(3) 鹿児島･伊敷(3) 山　梨･甲府東(3) 新　潟･田上(3) 島　根･斐川西(3) 愛　知･小坂井(3)

田村　一平  1:56.21 井上　雅基  1:56.27 坂下　慶太  1:57.48 佐藤　賢二  1:57.86 小野　正浩  1:58.30 前田　　竜  1:58.99 沼田　陽介  1:59.16 竹野　英郎  1:59.52

福　島･須賀川第一(3) 福　岡･霧丘(3) 静　岡･榛原(3) 秋　田･十文字西(3) 兵　庫･ゆりのき台(3) 兵　庫･関西学院(3) 兵　庫･大池(3) 広　島･温品(3)

田村　一平  4:05.18 保田　一樹  4:05.99 森宗　信也  4:06.02 篠原　慎介  4:06.11 水野　裕貴  4:07.13 駒野　亮太  4:07.70 加田　将士  4:08.56 石橋　洋三  4:08.76

福　島･須賀川第一(3) 広　島･伴(3) 長　崎･郡(3) 長　野･上松(3) 兵　庫･稲美(3) 埼　玉･春里(3) 三　重･楠(3) 福　岡･和白丘(3)

本多　浩隆  8:45.34 古賀　　聖  8:48.55 奥野　貴裕  8:49.48 室塚　健太  8:50.30 堀内　和幸  8:50.52 宮田　　越  8:51.35 山下　力也  8:52.44 駒野　亮太  8:56.85

山　口･熊毛(3) 東　京･吾嬬一(3) 京　都･山城(3) 石　川･津幡(3) 栃　木･清原(3) 三　重･陽和(3) 愛　知･大森(3) 埼　玉･春里(3)

110mH 倉林　和宏 13.99 岩船　陽一 14.47 高橋清太郎 14.54 永坂　佳紀 14.56 木村　　剛 14.60 小川　敦史 14.63 東　　祐樹 14.71 貞光　孝則 14.83

(+0.8m) 群　馬･高南(3) NJH,NGR 北海道･戸井日新(3) 岡　山･福浜(3) 山　梨･甲府東(3) 兵　庫･魚住(3) 福　井･足羽第一(3) 兵　庫･御影(3) 福　岡･附属小倉(3)

大上　清文 1m96 松尾　武昇 1m93 河相　泰成 1m93 當房　正宏 1m90 遠藤　哲哉 1m87 長谷川　透 1m87

愛　知･北陵(2) 大　阪･浜寺(3) 広　島･福山城南(3) 埼　玉･妻沼東(3) 福　島･福島第三(3) 北海道･士別(3)

菅谷　隆司 1m87

千　葉･小見川(3)

岡田　祥秀 1m87

群　馬･長野郷(3)

浅野　喜洋 4m60 林　　将一 4m35 永江　孝次 4m35 阿部　　淳 4m35 市村　良輔 4m30 山谷　仁志 4m30 大竹　正昭 4m30 原田　祐太 4m30

兵　庫･神戸広陵(3) 埼　玉･八潮(3) 香　川･三野津(3) 静　岡･浜松東陽(3) 茨　城･下妻(3) 三　重･鳥羽東(3) 静　岡･浜松南陽(3) 埼　玉･葛飾(3)

今井　雄紀 6m93(+0.1) 鈴木　　翔 6m93(+0.9) 鈴木　　賢 6m87(+1.0) 浦上　和也 6m72(+0.5) 古郡　和起 6m60(-1.3) 松永　和久 6m59(+1.2) 鈴木　秀輔 6m55(+0.1) 青野　裕輔 6m47(-0.8)

栃　木･那須東陽(3) 静　岡･沼津第三(3) 静　岡･沼津第三(3) 徳　島･市場(2) 群　馬･殖蓮(3) 静　岡･静岡美和(3) 静　岡･浜松東陽(3) 千　葉･下総(3)

橋口　徳治  17m45 山中　敏道  16m76 相京　優也  16m23 筒井　純也  16m10 佐々木　聖  16m05 間芝　陽一  16m05 中島　敏宏  15m87 上野　広紀  15m86

大　阪･松虫(3) 愛　知･南陵(3) 群　馬･中之条(3) 静　岡･静岡賤機(3) 千　葉･小見川(3) 京　都･弥栄(3) 群　馬･吉井西(3) 三　重･久居(3)

千　葉･松戸第五 1:31.39 大　阪･庭代台  1:31.53 山　形･米沢第三 1:31.94 秋　田･雄勝  1:32.04 埼　玉･吉見  1:32.04 兵　庫･上甲子園 1:32.11 岩　手･北陵  1:32.33 三　重･倉田山  1:32.55

上林　浩之  (3) 濱口　康仁  (3) 井上　則孝  (3) 加賀　崇文  (3) 長島　祐太  (3) 上田　達也  (3) 木村　勇介  (3) 林　　良樹  (3)

奥澤　　良  (3) 新堂　憲一  (3) 遠藤　俊哉  (2) 鹿角　隼人  (3) 松宮　俊文  (3) 筑間　　駿  (3) 中軽米信悟  (2) 辻　　竜也  (2)

斉藤　　卓  (3) 古賀　俊希  (3) 髙橋　恵太  (2) 栗田　真志  (3) 高橋　修平  (3) 水上　宏樹  (3) 藤尾　純也  (3) 中屋　敬介  (3)

江口　直裕  (3) 井口　　啓  (3) 渡部　　誠  (2) 藤谷　良徳  (3) 金子　祐己  (3) 野中　慎平  (3) 坂下　真悠  (3) 川西　正彦  (3)

菅谷　隆司 3106点 間芝　陽一 3018点 宋　　強賢 2983点 江守　健介 2982点 竹元　雅人 2973点 丸山　　剛 2954点 鈴木　秀輔 2934点 筑間　　駿 2930点

千　葉･小見川(3) 京　都･弥栄(3) 神奈川･川中島(3) 富　山･出町(3) 兵　庫･稲美(3) 新　潟･中郷(3) 静　岡･浜松東陽(3) 兵　庫･上甲子園(3)

11.84 - 12m94 - 1m94 12.18 - 16m92 - 1m70 11.77 - 12m99 - 1m80 12.25 - 12m23 - 1m94 12.06 - 13m79 - 1m80 12.05 - 13m43 - 1m80 11.48 - 12m03 - 1m75 11.86 - 12m40 - 1m80

今宮　　翼 3207点 工藤　優介 3142点 倉林　和宏 3121点 大北　佳典 3118点 池田　勇人 3106点 鈴木　隆介 3091点 渡辺　　慶 3069点 熊谷　良太 3034点

香　川･高瀬(3) 山　形･陵西(3) 群　馬･高南(3) 岡　山･連島南(3) 埼　玉･芝東(3) 静　岡･浜松東陽(3) 埼　玉･富士見台(3) 福　島･平第二(3)

14m35 - 6m18 - 51.61 13m90 - 6m12 - 52.29 11m61 - 6m63 - 51.92 13m50 - 5m92 - 51.30 14m31 - 5m99 - 53.14 11m76 - 6m51 - 52.32 14m04 - 6m26 - 55.02 12m77 - 5m88 - 52.09

ﾄﾗｯｸ審判長

跳躍審判長

投擲審判長

混成審判長

中島　憲一

石橋　善弘

松藤　長久

奥村善次郎

三種競技A

三種競技B

棒高跳

走幅跳

砲丸投

4×200mR
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記  録
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記  録 記  録

6位 7位 8位

松浦　　孝記 録 主 任

決 勝 記 録 一 覧 表
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平成12年度全国中学校体育大会

第27回全日本中学校陸上競技選手権大会

開催日：平成12年 8月22日(火)～ 8月24日(木)

氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属 氏名／所属

100m 北風　沙織 12.13 山本　晃代 12.24 成田可菜絵 12.38 片山　恵実 12.41 丹野　麻美 12.53 清水　加奈 12.55 佐野　夢加 12.58 柴田佳菜子 12.58

(-0.7m) 北海道･江別大麻(3) 静　岡･浜松江西(3) 北海道･上磯(1) 兵　庫･松陽(3) 福　島･矢吹(3) 群　馬･荒砥(2) 山　梨･増穂(3) 長　崎･西諫早(3)

200m 山本　晃代 25.08 富田　理恵 25.34 片山　恵実 25.41 枝松久美子 25.45 北風　沙織 25.60 松本　克恵 25.61 岩井　千裕 26.01 中村　恵理 26.13

(+0.7m) 静　岡･浜松江西(3) 静　岡･浜松曳馬(3) 兵　庫･松陽(3) 埼　玉･岸(3) 北海道･江別大麻(3) 群　馬･前橋第七(3) 宮　城･万石浦(2) 香　川･中部(3)

浦田佳小里  2:13.89 渡邉　樹里  2:14.97 中川　紫乃  2:15.08 金子　　麗  2:16.24 鈴木　紗穂  2:16.41 佐野　夏希  2:16.46 棟方　友理  2:19.28 小檜山早織  2:30.48

広　島･誠之(3) 千　葉･太田(3) 静　岡･北浜東部(3) 長　崎･有明(2) 福　島･白河第二(3) 石　川･東和(3) 北海道･七飯大中山(2) 福　島･福島第三(3)

浦田佳小里  4:29.62 渡邉　樹里  4:34.12 森田久美子  4:37.43 高山　典子  4:37.49 下村　　茜  4:37.52 織田　麻琴  4:37.66 平田　奈美  4:37.90 人見　麻友  4:38.40

広　島･誠之(3) 千　葉･太田(3) 福　岡･夜須(3) 神奈川･山城(3) 長　野･丸子(3) 広　島･海田(3) 山　口･平生(2) 京　都･亀岡(3)

100mH 竹内　弘子 14.75 桜井　里佳 14.84 岡田　桃子 14.90 柳　久美子 14.90 村川真依子 15.05 岸　沙耶香 15.06 赤嵜　元美 15.08 藤本　奈々 15.13

(-1.9m) 埼　玉･武里(3) 静　岡･吉原第一(3) 群　馬･吾妻東(3) 埼　玉･谷塚(3) 滋　賀･聖徳(3) 山　形･村立戸沢(3) 福　井･松陵(3) 徳　島･川内(3)

山口　未紗 1m68 関谷　安未 1m65 小川　　優 1m62 小柳茉美恵 1m62 安楽　絵美 1m62 田中　睦子 1m59 浦　かおり 1m59 青島　聡美 1m59

長　崎･西諫早(3) 北海道･江別第二(3) 群　馬･城西(2) 新　潟･鏡が沖(3) 東　京･東大和一(3) 群　馬･境南(3) 福　岡･志摩(3) 静　岡･藤枝(3)

中村　悠子 5m56(+0.8) 乾　　佳江 5m54(+1.7) 阿見沙緒里 5m46(+0.3) 角田　和美 5m40(+2.0) 髙 　　香 5m37(+0.0) 国方　智恵 5m36(-0.3) 金子美由紀 5m35(+0.5) 新田　佳世 5m21(+1.2)

京　都･京都文教女(2) 大　阪･庭代台(3) 栃　木･西那須野(3) 埼　玉･三室(3) 埼　玉･東松山東(3) 香　川･古高松(3) 千　葉･佐原(2) 島　根･三隅(3)

武田　梨沙  14m87 村﨑　千絵  14m82 美濃部貴衣  14m00 松浦　光奈  13m96 林田真那美  13m90 鬼塚麻井子  13m81 和田はるな  13m30 吉田みづ妃  13m22

大　阪･松虫(3) 兵　庫･大池(3) 静　岡･静岡城山(3) 兵　庫･塩屋(3) 長　崎･加津佐(3) 大　阪･摂津第二(3) 大　阪･狭山第三(3) 福　島･郡山第三(3)

佐　賀･城東 49.41 埼　玉･岸 49.42 三　重･川越 49.51 岐　阜･泉 49.68 福　島･矢吹 49.72 滋　賀･日野 49.79 青　森･古川 49.90 新　潟･城東 50.02

松木亜里沙  (3) 大須賀　葵  (2) 疋田　貴子  (3) 薬師神未芽  (2) 鈴木梨恵子  (3) 北浦　　瞳  (3) 青山真梨加  (2) 保髙　奈緒  (3)

江頭　　和  (2) 平田　裕香  (3) 小川ひかり  (3) 木村　潤子  (3) 丹野　麻美  (3) 藤澤　彩乃  (3) 八木橋玲子  (3) 横田　菜穂  (3)

片渕　裕梨  (2) 立川さやか  (3) 和田真理子  (3) 加藤　　彩  (3) 芳賀　優子  (2) 岡﨑真理子  (3) 我満　好恵  (3) 髙島真理子  (3)

吉岡麻衣子  (3) 枝松久美子  (3) 早川　杏沙  (3) 小倉　舞美  (3) 佐藤　利奈  (2) 古澤めぐみ  (3) 川崎　智加  (1) 林　　綾華  (3)

中川　智世 3000点 吉岡　由貴 2958点 瀬尾久美子 2923点 松井　由梨 2904点 濵田　るい 2861点 高井麻衣子 2861点 内田　祥子 2845点 美馬　範子 2810点

兵　庫･御影(3) 京　都･城陽(3) 香　川･香川明善(3) 兵　庫･星和台(3) 福　岡･東郷(3) 兵　庫･姫路灘(2) 兵　庫･有野(3) 京　都･城陽(3)

1m50 - 13.33 - 12m77 1m50 - 13.19 - 11m48 1m45 - 12.76 - 10m39 1m55 - 13.31 - 10m27 1m50 - 13.63 - 11m31 1m58 - 13.76 - 10m50 1m50 - 13.42 - 10m44 1m50 - 14.52 - 13m35

乾　　佳江 3212点 小川ひかり 3175点 竹内　弘子 3029点 宮﨑　　彩 2993点 岩佐千亜紀 2958点 村尾　奈苗 2944点 上條　亜紀 2919点 徳岡美沙樹 2903点

大　阪･庭代台(3) 三　重･川越(3) 埼　玉･武里(3) 大　阪･山田東(3) 群　馬･伊勢崎第三(3) 兵　庫･大池(3) 大　阪･河南(3) 鳥　取･岸本(3)

5m20 - 11m48 - 14.47 5m07 - 11m59 - 14.56 5m30 - 9m01 - 14.60 4m93 - 10m68 - 15.10 5m07 - 10m20 - 15.34 4m88 - 11m35 - 15.61 4m66 - 12m07 - 15.62 4m95 - 10m25 - 15.53

投擲審判長

跳躍審判長

ﾄﾗｯｸ審判長

三種競技A

決 勝 記 録 一 覧 表
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走高跳
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走幅跳

砲丸投

4×100mR
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松浦　　孝
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中島　憲一
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