
主催 （公財）日本陸上競技連盟 （公財）日本中学校体育連盟
大会コード 千葉県教育委員会 千葉市教育委員会
競技場コード （公財）千葉県体育協会 千葉県小中学校体育連盟

（一財）千葉陸上競技協会
日付 種目

中谷　真子 (1) 13.07 三浦　ちさと (1) 13.28 前田　愛結 (1) 13.34 稲葉　志穂 (1) 13.40 中村　華子 (1) 13.48 長澤　真央 (1) 13.58 八巻　桜子 (1) 13.73 青栁　美有 (1) 13.76
我孫子 (+0.1) 原山 (+0.1) 四街道北 (+0.1) 木刈 (+0.1) 松ヶ丘 (+0.1) 野田東部 (+0.1) 六実 (+0.1) 東庄 (+0.1)

水原　麻衣 (2) 12.68 木下　真妃 (2) 12.79 平尾　琴未 (2) 13.10 池田　千紘 (2) 13.11 村田　茉奈 (2) 13.23 増田　結 (2) 13.33 佐野　鈴奈 (2) 13.34 西﨑　夏芽 (2) 13.36
白山 (-1.7) 御滝 (-1.7) 西原 (-1.7) ちはら台南 (-1.7) 船橋 (-1.7) 久寺家 (-1.7) ちはら台南 (-1.7) 酒々井 (-1.7)

大谷　仁美 (3) 12.67 鈴木　野々春 (3) 12.87 香取　樹 (3) 12.92 大平　沙由里 (3) 13.06 篠原　沙織 (3) 13.09 栁町　萌生 (3) 13.12 田仲　珠樹 (3) 13.26 萩原　美海 (3) 13.30
松戸一 (-1.2) 西原 (-1.2) 佐原 (-1.2) 御滝 (-1.2) 中台 (-1.2) 習志野三 (-1.2) 酒々井 (-1.2) 佐原 (-1.2)

三木　妃奈子 (3) 25.68 河野　百花 (3) 25.94 サラミ　禎美依 (3) 25.97 高山　千優 (3) 26.33 中西　藍里 (3) 26.47 窪田　茉百合 (3) 26.62 鈴木　さくら (3) 26.88 工藤　夏子 (3) 27.05
白山 (+1.3) 柏南部 (+1.3) おゆみ野南 (+1.3) 船橋芝山 (+1.3) 五井 (+1.3) 鎌ヶ谷二 (+1.3) 南流山 (+1.3) 習志野二 (+1.3)

谷藤　千夏 (2) 2:13.02 小溝　茜里 (3) 2:14.33 大上　純奈 (3) 2:14.58 石川　英沙 (2) 2:15.63 藤本　優 (3) 2:17.66 藤原　多英 (2) 2:18.12 河田　実由 (2) 2:21.48 染谷　美久 (3) 2:21.69
海神 松戸二 野田一 松戸一 富里 中原 豊四季 野田南部

笹野　真愛 (2) 4:37.30 藤村　華純 (2) 4:37.99 鵜沢　美奈 (3) 4:40.92 中西　舞子 (3) 4:41.56 髙橋　真奈 (3) 4:41.65 加瀬　花 (2) 4:42.04 伊藤　真友子 (3) 4:42.13 伊東　明日香 (3) 4:42.46
海神 湖北 岬 松戸一 銚子六 銚子六 川間 習志野二

村上　夏美 (3) 14.87 志賀　千織 (3) 15.10 小寺　千慧 (2) 15.21 新垣　若葉 (3) 15.35 石井　花霞 (3) 15.37 高山　麻理 (3) 15.55 仲田　芽惟 (3) 15.62 石井　紗理菜 (3) 15.66
神崎 (-0.5) 松戸三 (-0.5) 南山 (-0.5) 豊四季 (-0.5) 五井 (-0.5) 太田 (-0.5) 七次台 (-0.5) 嶺南 (-0.5)
白山 48.80 松戸一 49.26 ちはら台南 49.35 船橋芝山 49.67 御滝 49.74 西原 50.15 佐原 50.31 我孫子 50.71

尾崎　真優 (3) 廣田　美奈 (2) 塚本　里果 (3) 坂内　美月 (2) 稲葉　悠菜 (3) 豊田　桃子 (2) 萩原　美海 (3) 増田　佳那子 (3)

水原　麻衣 (2) 関口　彩花 (3) 池田　千紘 (2) 湯浅　ｹﾘｰﾏ (2) 石川　優衣 (3) 鈴木　野々春 (3) 齋藤　夏乃 (3) 原口　寛代 (3)

瀨下　佳純 (2) 根岸　芽以 (3) 佐野　鈴奈 (2) 岡田　瑛海 (3) 大平　沙由里 (3) 康本　陽香 (3) 平塚　すみれ (3) 沼尻　玲美 (3)

三木　妃奈子 (3) 大谷　仁美 (3) 吉田　奏子 (3) 高山　千優 (3) 木下　真妃 (2) 平尾　琴未 (2) 香取　樹 (3) 田畑　薫 (3)

梅原　遥奈 (2) 1m66 浅田　楓 (3) 1m63 神坂　莉子 (3) 1m63 源田　愛 (3) 1m63 常岡　優南 (3) 1m54 石毛　鼓実 (2) 1m54 小笹　理奈子 (3) 1m54 加藤　鮎奈 (3) 1m51
佐倉南部 山王 松戸六 磯辺 稲毛 貝塚 佐原 幕張本郷

山口　玲未 (2) 2m80 藤森　琴音 (2) 2m70 岩田　桃香 (3) 2m70 川﨑　唯 (2) 2m60 髙山　詩織 (2) 2m60 宮内　菜摘 (3) 2m50 6) 小川　千夏 (3) 2m50 6) 八巻　文音 (3) 2m50
千倉 房南 西志津 千倉 八街南 旭一 君津 印西

加藤　恵理 (1) 4m71 上野　菜穂 (1) 4m67 堤　ほのか (1) 4m60 小林　楓 (1) 4m59 高田　優菜 (1) 4m57 宇井　鈴花 (1) 4m53 森川　亜弥 (1) 4m51 伊藤　眞利亜 (1) 4m44
成田 (+0.5) 木刈 (+1.0) 白山 (+2.1) 館山一 (+0.8) 中原 (+3.3) 東庄 (+0.5) 高根 (+0.5) 船橋 (+0.7)

橋本　梨沙 (3) 5m86 清野　涼々花 (3) 5m76 杉村　奏笑 (3) 5m75 宮間　知里 (3) 5m63 坂田　綾香 (3) 5m30 山田　莉瑚 (2) 5m30 松田　莉苑 (3) 5m25 田代　菜摘 (2) 5m10
習志野三 GR(+2.0) 多古 (-1.2) 旭二 (+0.7) 千城台西 (+2.0) 四街道北 (0.0) 野田南部 (+0.8) 小林 (+0.1) 四街道北 (+1.1)

共通砲丸投 浅見　里奈 (3) 14m54 荒木　優奈 (3) 13m38 上杉　緋呂 (3) 12m70 根本　瑞紀 (3) 12m20 髙山　優衣 (3) 11m98 鈴木　彩加 (3) 11m83 藤本　彩椰 (3) 11m49 宮田　夏実 (3) 11m45
（2.721Kg) 習志野五 栄 稲毛 神崎 船橋旭 中原 御滝 銚子

共通四種競技 川澄　優衣 (2) 2446 市川　絢葉 (3) 2405 髙橋　春菜 (3) 2314 龍神　里奈 (3) 2314 桐谷　菜々葉 (3) 2301 二宮　尚美 (2) 2282 篠原　瑞希 (3) 2280 花山　環 (3) 2219
中原 常盤平 桜台 野田南部 銚子 磯辺 湊 習志野五

100mH(0.762m) 15.27 +0.5 806 15.90 +0.6 727 16.40 +0.5 666 15.98 +0.3 717 16.20 +0.6 690 15.89 +0.3 728 15.72 +0.5 749 15.67 +0.6 755
走高跳 1m51 632 1m42 534 1m30 409 1m51 632 1m42 534 1m45 566 1m36 470 1m42 534

砲丸投(2.721kg) 8m51 432 9m95 526 9m73 512 7m67 378 9m25 480 7m59 373 8m00 399 7m43 363
200m 28.71 -0.8 576 28.16 -0.8 618 26.82 -0.8 727 28.56 -0.8 587 28.44 -0.8 597 28.20 -0.8 615 27.61 -0.8 662 28.83 -0.8 567

共通100mH：高さ0.762m　インターバル　8.00m
共通砲丸投：2.721kg
４種競技：(100mH　高さ0.762m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ8.00m 　砲丸投 2.721kg) 審判長　ﾄﾗｯｸ：中田　勝偉　　ﾌｨｰﾙﾄﾞ：吉原　廣　 記録主任　　黒田　泰三
GR:大会新記録
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決勝記録一覧表（女子）

平成２６年７月５日（土）、６日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

1年100m
風力:+0.1

第６０回全日本中学校通信陸上競技大会　千葉県大会
兼第41回千葉県中学校陸上競技大会
兼第42回関東中学校陸上競技大会予選会
兼第69回国体千葉県大会陸上競技会少年の部選考会
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1年走幅跳
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3年100m
風力:-1.2

2年100m
風力:-1.7
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