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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

1年100m 中谷　真子 (1) 13.15 青栁　美有 (1) 13.56 今岡　藍香 (1) 13.61 関　優月 (1) 13.63 水戸　夏美 (1) 13.68 矢野　百夏 (1) 13.84 子安　理天 (1) 14.04 小松　絵里香 (1) 14.21
予選１組:+1.2 我孫子 (+1.2) 東庄 (+1.2) 大津ヶ丘 (+1.2) 葛飾 (+1.2) 布佐 (+1.2) 大山口 (+1.2) 酒々井 (+1.2) 七次台 (+1.2)

1年100m 前田　愛結 (1) 13.33 海老澤　愛 (1) 13.51 清水　菜緒子 (1) 13.53 濱道　菜乃夏 (1) 13.72 金子　有希菜 (1) 13.74 安齋　紫苑 (1) 13.88 長岡　涼香 (1) 14.06
予選２組:+0.7 四街道北 (+0.7) 千城台西 (+0.7) 田中 (+0.7) 本納 (+0.7) 習志野五 (+0.7) 印西 (+0.7) 成田高付 (+0.7)

1年100m 菅原　唯 (1) 13.43 長澤　真央 (1) 13.51 世良　明日花 (1) 13.52 藤崎　友歌 (1) 13.69 髙橋　咲穂 (1) 13.71 夛田　菜々桜 (1) 13.96 栗原　有紗 (1) 14.08
予選３組:+0.4 我孫子 (+0.4) 野田東部 (+0.4) 西原 (+0.4) 常盤松 (+0.4) 大貫 (+0.4) 富津 (+0.4) 臼井南 (+0.4)

1年100m 有本　遥香 (1) 13.57 中島　さくら (1) 13.65 坂田　彩結 (1) 13.72 有馬　杏依 (1) 13.74 田中　舞華 (1) 13.77 丸　希星 (1) 14.04 中村　朱 (1) 14.20
予選４組:+0.4 村上 (+0.4) 湖北台 (+0.4) 清川 (+0.4) 銚子一 (+0.4) 佐倉南部 (+0.4) 成田高付 (+0.4) 本納 (+0.4)

1年100m 中村　華子 (1) 13.31 三浦　ちさと (1) 13.32 稲葉　志穂 (1) 13.56 八巻　桜子 (1) 13.60 織原　音々 (1) 13.87 深田　菜虹美 (1) 14.12 大橋　風華 (1) 14.16 酒巻　葉月 (1) 14.32
予選５組:+0.2 松ヶ丘 (+0.2) 原山 (+0.2) 木刈 (+0.2) 六実 (+0.2) 井野 (+0.2) 旭二 (+0.2) 佐倉 (+0.2) 銚子 (+0.2)

1年100m 中谷　真子 (1) 13.40 中村　華子 (1) 13.58 稲葉　志穂 (1) 13.64 青栁　美有 (1) 13.73 八巻　桜子 (1) 13.78 海老澤　愛 (1) 13.83 有本　遥香 (1) 13.87 清水　菜緒子 (1) 14.02
準決勝１組:-1.3 我孫子 (-1.3) 松ヶ丘 (-1.3) 木刈 (-1.3) 東庄 (-1.3) 六実 (-1.3) 千城台西 (-1.3) 村上 (-1.3) 田中 (-1.3)

1年100m 三浦　ちさと (1) 13.50 前田　愛結 (1) 13.52 長澤　真央 (1) 13.76 世良　明日花 (1) 13.84 菅原　唯 (1) 13.91 中島　さくら (1) 13.94 坂田　彩結 (1) 13.95 今岡　藍香 (1) 13.96
準決勝２組:-1.3 原山 (-1.3) 四街道北 (-1.3) 野田東部 (-1.3) 西原 (-1.3) 我孫子 (-1.3) 湖北台 (-1.3) 清川 (-1.3) 大津ヶ丘 (-1.3)

2年100m 佐野　鈴奈 (2) 12.75 吉澤　美海 (2) 13.06 瀨下　佳純 (2) 13.18 松永　幸華 (2) 13.22 川島　綾乃 (2) 13.22 瀧澤　朋代 (2) 13.27 初野　杏 (2) 13.45 笹沼　彩菜 (2) 13.46
予選１組:+0.0 ちはら台南 (0.0) 七次台 (0.0) 白山 (0.0) 鎌ヶ谷三 (0.0) 稲毛 *TK(0.0) 印旛 (0.0) 流山南部 (0.0) 野田北部 (0.0)

2年100m 池田　千紘 (2) 12.91 藤沢　朱里 (2) 13.23 熊谷　彩 (2) 13.29 川田　瞳 (2) 13.31 斉藤　晴日 (2) 13.46 竹俣　苑生 (2) 13.66 生形　凜 (2) 13.78
予選２組:+1.0 ちはら台南 (+1.0) 上志津 (+1.0) 野田二 (+1.0) 古ヶ崎 (+1.0) 行田 (+1.0) 大山口 (+1.0) 柏二 (+1.0)

2年100m 平尾　琴未 (2) 12.86 坂内　美月 (2) 13.05 伊藤　星空 (2) 13.08 増田　結 (2) 13.12 森元　陽菜 (2) 13.33 池田　玲亜 (2) 13.38 成毛　詩織 (2) 13.47 神原　香鈴 (2) 13.75
予選３組:+0.3 西原 (+0.3) 船橋芝山 (+0.3) 光 (+0.3) 久寺家 (+0.3) ちはら台南 (+0.3) 前原 (+0.3) 大栄 (+0.3) 成田 (+0.3)

2年100m 木下　真妃 (2) 12.58 西﨑　夏芽 (2) 12.84 廣田　美奈 (2) 13.16 伊藤　七香 (2) 13.25 寺嶋　沙希 (2) 13.42 福井　花音 (2) 13.54 太田　舞 (2) 13.85
予選４組:+1.8 御滝 (+1.8) 酒々井 (+1.8) 松戸一 (+1.8) 宮本 (+1.8) 旭二 (+1.8) 志津 (+1.8) 昭和 (+1.8)

2年100m 水原　麻衣 (2) 12.52 本木　岬稀 (2) 12.93 宮本　祐里 (2) 13.32 今野　由佳 (2) 13.47 伊藤　望 (2) 13.51 増田　舞 (2) 13.54 児島　みなみ (2) 13.57 小林　美音 (2) 16.11
予選５組:+1.5 白山 (+1.5) 小室 (+1.5) 松戸四 (+1.5) 木刈 (+1.5) 有吉 (+1.5) 小見川 (+1.5) 稲毛 (+1.5) 西原 (+1.5)

2年100m 村田　茉奈 (2) 13.03 湯浅　ｹﾘｰﾏ (2) 13.13 斎藤　那菜 (2) 13.18 豊泉　百々花 (2) 13.39 前田　涼香 (2) 13.47 鎌田　和花奈 (2) 13.71 篠原　遙 (2) 13.72 小田　晴香 (2) 13.86
予選６組:+1.2 船橋 (+1.2) 船橋芝山 (+1.2) 白井 (+1.2) 松戸一 (+1.2) 花園 (+1.2) 富津 (+1.2) 勝浦 (+1.2) 泉谷 (+1.2)

2年100m 水原　麻衣 (2) 12.70 村田　茉奈 (2) 13.02 西﨑　夏芽 (2) 13.18 増田　結 (2) 13.20 4) 伊藤　星空 (2) 13.20 藤沢　朱里 (2) 13.34 川田　瞳 (2) 13.55 宮本　祐里 (2) 13.69
準決勝１組:-0.5 白山 (-0.5) 船橋 (-0.5) 酒々井 (-0.5) 久寺家 (-0.5) 光 *TL(-0.5) 上志津 (-0.5) 古ヶ崎 (-0.5) 松戸四 (-0.5)

2年100m 木下　真妃 (2) 12.86 池田　千紘 (2) 13.05 湯浅　ｹﾘｰﾏ (2) 13.24 本木　岬稀 (2) 13.32 松永　幸華 (2) 13.53 熊谷　彩 (2) 13.56 瀧澤　朋代 (2) 13.62 廣田　美奈 (2) 13.68
準決勝２組:-0.4 御滝 (-0.4) ちはら台南 (-0.4) 船橋芝山 (-0.4) 小室 (-0.4) 鎌ヶ谷三 (-0.4) 野田二 (-0.4) 印旛 (-0.4) 松戸一 (-0.4)

2年100m 平尾　琴未 (2) 13.07 佐野　鈴奈 (2) 13.13 吉澤　美海 (2) 13.26 坂内　美月 (2) 13.29 斎藤　那菜 (2) 13.33 川島　綾乃 (2) 13.43 瀨下　佳純 (2) 13.47 伊藤　七香 (2) 13.68
準決勝３組:-1.2 西原 (-1.2) ちはら台南 (-1.2) 七次台 (-1.2) 船橋芝山 (-1.2) 白井 (-1.2) 稲毛 (-1.2) 白山 (-1.2) 宮本 (-1.2)

3年100m 鈴木　野々春 (3) 12.47 新井　希世可 (3) 13.15 岡野　夏実 (3) 13.17 田村　愛衣 (3) 13.36 髙埜　愛莉 (3) 13.37 坂根　彩香 (3) 13.39 今村　美南 (3) 13.65
予選１組:+2.5 西原 (+2.5) 茂原南 (+2.5) 中台 (+2.5) 印旛 (+2.5) 公津の杜 (+2.5) 船橋 (+2.5) 前原 (+2.5)

3年100m 大谷　仁美 (3) 12.44 原口　寛代 (3) 13.03 結城　菜奈子 (3) 13.19 木下　七虹 (3) 13.20 田中　萌 (3) 13.23 星野　歩未 (3) 13.39 松尾　和奈 (3) 13.56
予選２組:+1.8 松戸一 (+1.8) 我孫子 (+1.8) 土気 (+1.8) 松戸二 (+1.8) 古ヶ崎 (+1.8) 湖北台 (+1.8) 稲毛 (+1.8)

3年100m 萩原　美海 (3) 12.81 菅原　瑠夏 (3) 13.13 榊枝　敦子 (3) 13.21 瀬山　円香 (3) 13.25 渕上　亜由美 (3) 13.26 萩原　真彩 (3) 13.35 宇佐見　友菜 (3) 13.53
予選３組:+1.4 佐原 (+1.4) 印旛 (+1.4) 松戸三 (+1.4) 南流山 (+1.4) 上志津 (+1.4) ちはら台南 (+1.4) 福田 (+1.4)

3年100m 篠原　沙織 (3) 12.90 田仲　珠樹 (3) 12.95 小林　美雅 (3) 13.17 由井　彩音 (3) 13.18 岡田　瑛海 (3) 13.44 平松　佑希子 (3) 13.65 松本　季海芳 (3) 13.82
予選４組:+0.3 中台 (+0.3) 酒々井 (+0.3) 太田 (+0.3) 高根台 (+0.3) 船橋芝山 (+0.3) 七次台 (+0.3) 茂原 (+0.3)

3年100m 香取　樹 (3) 12.72 岡　菜々恵 (3) 13.11 常陸　叶夢 (3) 13.14 玉井　那実 (3) 13.16 崔　梨亜 (3) 13.19 鈴木　茜 (3) 13.25 山田　那津稀 (3) 13.43
予選５組:+0.5 佐原 (+0.5) 成田西 (+0.5) 松戸六 (+0.5) 東庄 (+0.5) 市川三 (+0.5) 誉田 (+0.5) 大網 (+0.5)

3年100m 福本　あゆみ (3) 12.81 塚本　里果 (3) 13.05 青田　佳菜子 (3) 13.06 鈴木　えみ (3) 13.07 柳沢　梨湖 (3) 13.12 沼尻　玲美 (3) 13.39 秦　琴美 (3) 13.77
予選６組:+1.0 館山二 (+1.0) ちはら台南 (+1.0) 流山東部 (+1.0) 宮本 (+1.0) 渋谷幕張 (+1.0) 我孫子 (+1.0) 木刈 (+1.0)

3年100m 大平　沙由里 (3) 12.73 関口　彩花 (3) 13.00 小澤　七海 (3) 13.16 真砂　恭子 (3) 13.40 真鍋　弥咲 (3) 13.43 安藤　葵 (3) 13.54 福原　涼奈 (3) 13.59 関　帆乃香 (3) 13.79
予選７組:+0.6 御滝 (+0.6) 松戸一 (+0.6) ちはら台南 (+0.6) 習志野二 (+0.6) 印旛 (+0.6) 茂原南 (+0.6) 五井 (+0.6) 八街 (+0.6)

3年100m 千田　さくら (3) 12.73 栁町　萌生 (3) 12.87 吉田　奏子 (3) 13.02 尾崎　真優 (3) 13.04 石川　優衣 (3) 13.08 佐藤　百花 (3) 13.58 小倉　歌実梨 (3) 13.69
予選８組:+1.7 岩名 (+1.7) 習志野三 (+1.7) ちはら台南 (+1.7) 白山 (+1.7) 御滝 (+1.7) 湖北台 (+1.7) 君津 (+1.7)

3年100m 大谷　仁美 (3) 12.72 萩原　美海 (3) 13.04 福本　あゆみ (3) 13.08 尾崎　真優 (3) 13.26 原口　寛代 (3) 13.30 青田　佳菜子 (3) 13.30 塚本　里果 (3) 13.35
準決勝１組:-0.4 松戸一 (-0.4) 佐原 (-0.4) 館山二 (-0.4) 白山 (-0.4) 我孫子 (-0.4) 流山東部 *TK(-0.4) ちはら台南 (-0.4)

3年100m 鈴木　野々春 (3) 12.76 篠原　沙織 (3) 12.91 千田　さくら (3) 13.09 関口　彩花 (3) 13.17 常陸　叶夢 (3) 13.22 鈴木　えみ (3) 13.26 岡　菜々恵 (3) 13.41 8) 吉田　奏子 (3) 13.41
準決勝２組:-0.5 西原 (-0.5) 中台 (-0.5) 岩名 (-0.5) 松戸一 (-0.5) 松戸六 (-0.5) 宮本 (-0.5) 成田西 (-0.5) ちはら台南 *TL(-0.5)

3年100m 香取　樹 (3) 12.70 大平　沙由里 (3) 12.86 栁町　萌生 (3) 12.91 田仲　珠樹 (3) 12.92 柳沢　梨湖 (3) 13.09 玉井　那実 (3) 13.18 菅原　瑠夏 (3) 13.32 新井　希世可 (3) 13.38
準決勝３組:+1.6 佐原 (+1.6) 御滝 (+1.6) 習志野三 (+1.6) 酒々井 (+1.6) 渋谷幕張 (+1.6) 東庄 (+1.6) 印旛 (+1.6) 茂原南 (+1.6)

8位5位 6位 7位

7/6

7/5

予選･準決勝記録一覧表（女子）

7/6

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

4位3位

14 50 0162
121010

7/6

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位 2位

7/5

7/5

審判長　トラック　中田　勝偉　フィールド　吉原　廣　　記録主任　黒田　泰三　
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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 8位5位 6位 7位

予選･準決勝記録一覧表（女子）
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

4位3位

14 50 0162
121010

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位 2位
共通200m 三木　妃奈子 (3) 25.99 津久井　楽南 (3) 27.15 田邉　詩織 (3) 27.25 康本　陽香 (3) 27.33 根岸　彩名 (3) 27.52 村上　和香 (3) 27.63 山崎　愛海 (3) 28.14

予選１組:+0.5 白山 (+0.5) 八千代松陰 (+0.5) 佐倉東 (+0.5) 西原 (+0.5) 法田 (+0.5) 銚子六 (+0.5) 館山二 (+0.5)
共通200m 高山　千優 (3) 26.29 窪田　茉百合 (3) 26.60 坂本　明日美 (3) 27.06 大槻　佳代 (3) 27.32 豊田　桃子 (2) 27.54 菅井　沙桜里 (2) 27.65 木村　美月 (3) 28.71

予選２組:+1.6 船橋芝山 (+1.6) 鎌ヶ谷二 (+1.6) 稲毛 (+1.6) 大網 (+1.6) 西原 (+1.6) 野田二 (+1.6) 天羽 (+1.6)
共通200m 中西　藍里 (3) 26.63 佐々木　倫 (2) 27.06 藤田　江美莉 (3) 27.41 佐々木　歩 (3) 27.54 藤井　千菜実 (3) 27.58 池田　梨乃 (3) 27.71 田畑　薫 (3) 27.84

予選３組:+0.5 五井 (+0.5) 成田高付 (+0.5) 中台 (+0.5) 打瀬 (+0.5) 野田北部 (+0.5) 勝浦 (+0.5) 我孫子 (+0.5)
共通200m 河野　百花 (3) 26.55 飽田　陽向乃 (3) 27.25 松嵜　美奈 (3) 27.52 大坂　奈々 (3) 27.70 網野　凪沙 (3) 27.73 馬渕　遥帆 (3) 28.43 渡邉　章華 (2) 28.69

予選４組:+0.9 柏南部 (+0.9) 船橋 (+0.9) 茂原南 (+0.9) 花園 (+0.9) 県千葉 (+0.9) 小金北 (+0.9) 東金西 (+0.9) DNS(+0.9)

共通200m サラミ　禎美依 (3) 26.75 遠藤　菜那 (3) 27.11 椎名　ゆり子 (2) 27.69 大日向　悠嘉 (3) 27.91 寺田　奈央 (3) 28.11 海保　愛実 (2) 28.34
予選５組:+0.9 おゆみ野南 (+0.9) 有吉 (+0.9) 大網 (+0.9) 松戸四 (+0.9) 大津ヶ丘 (+0.9) 成田 (+0.9) DNS(+0.9) DNS(+0.9)

共通200m 鈴木　さくら (3) 26.84 工藤　夏子 (3) 26.88 加賀美　理子 (3) 26.97 吉居　みやび (3) 27.69 中村　聖奈 (3) 27.74 熱田　真弓 (3) 27.92 蓮沼　麗奈 (3) 28.08
予選６組:+2.2 南流山 (+2.2) 習志野二 (+2.2) 七次台 (+2.2) 豊四季 (+2.2) 鎌ヶ谷四 (+2.2) 山田 (+2.2) 東金東 (+2.2) DNS(+2.2)

共通200m 三木　妃奈子 (3) 26.05 窪田　茉百合 (3) 26.72 鈴木　さくら (3) 27.07 加賀美　理子 (3) 27.36 飽田　陽向乃 (3) 27.57 藤井　千菜実 (3) 28.00 椎名　ゆり子 (2) 28.00 豊田　桃子 (2) 28.49
準決勝１組:+0.1 白山 (+0.1) 鎌ヶ谷二 (+0.1) 南流山 (+0.1) 七次台 (+0.1) 船橋 (+0.1) 野田北部 (+0.1) 大網 *TK(+0.1) 西原 (+0.1)

共通200m 河野　百花 (3) 26.41 中西　藍里 (3) 26.72 佐々木　倫 (2) 27.24 遠藤　菜那 (3) 27.30 藤田　江美莉 (3) 27.65 田邉　詩織 (3) 27.70 根岸　彩名 (3) 27.73 大槻　佳代 (3) 27.98
準決勝２組:-1.3 柏南部 (-1.3) 五井 (-1.3) 成田高付 (-1.3) 有吉 (-1.3) 中台 (-1.3) 佐倉東 (-1.3) 法田 (-1.3) 大網 (-1.3)

共通200m サラミ　禎美依 (3) 26.17 高山　千優 (3) 26.55 工藤　夏子 (3) 26.83 坂本　明日美 (3) 27.32 津久井　楽南 (3) 27.51 松嵜　美奈 (3) 27.68 佐々木　歩 (3) 27.75
準決勝３組:+1.1 おゆみ野南 (+1.1) 船橋芝山 (+1.1) 習志野二 (+1.1) 稲毛 (+1.1) 八千代松陰 (+1.1) 茂原南 (+1.1) 打瀬 (+1.1)

共通800m 藤本　優 (3) 2:19.08 藤原　多英 (2) 2:20.22 寺嶋　歩夢 (3) 2:23.51 横山　遥奈 (3) 2:24.82 小見　優香 (2) 2:28.56 木村　ゆい (3) 2:32.33 藤川　理紗 (3) 2:32.90
予選１組 富里 中原 八街 下貝塚 小金南 公津の杜 白山
共通800m 染谷　美久 (3) 2:19.73 河田　実由 (2) 2:19.74 中橋　愛 (2) 2:20.54 村上　舞 (2) 2:23.63 鶴渕　三奈 (3) 2:23.94 神林　明日香 (3) 2:25.04 高木　はるか (3) 2:25.30
予選２組 野田南部 豊四季 松葉 鎌ヶ谷二 四街道 白山 東庄
共通800m 小溝　茜里 (3) 2:15.92 浅野　莉緒 (3) 2:20.59 津吹　夏美 (3) 2:23.85 宮山　玲実 (2) 2:24.18 佐藤　姫夏 (1) 2:26.70 松﨑　由衣 (2) 2:28.00 左古　知代 (3) 2:32.70
予選３組 松戸二 鎌ヶ谷四 小金 和名ヶ谷 昭和 七次台 銚子一
共通800m 石川　英沙 (2) 2:18.05 保科　琴音 (2) 2:21.46 原田　ひかり (3) 2:22.01 野崎　なつみ (2) 2:23.78 村上　琳咲 (3) 2:24.90 橋本　小都美 (2) 2:25.00 大関　陽菜 (3) 2:25.36 浅見　紗良 (1) 2:25.56
予選４組 松戸一 山田 辰巳台 小金南 習志野六 白山 松戸三 鎌ヶ谷二
共通800m 谷藤　千夏 (2) 2:14.89 岡田　萌花 (3) 2:22.10 石井　里佳 (2) 2:22.58 松崎　海帆 (3) 2:23.50 佐々木　杏菜 (2) 2:24.89 和氣　幸 (3) 2:26.47 堀口　七海 (2) 2:26.73
予選５組 海神 波岡 葛飾 野田一 野田南部 西の原 中原
共通800m 大上　純奈 (3) 2:18.94 川島　都妃 (3) 2:24.33 小髙　美音 (2) 2:26.13 栗島　未来 (3) 2:27.25 川崎　朝姫 (3) 2:27.50 黒田　侑希 (3) 2:30.88 田辺　彩葵 (2) 2:33.68
予選６組 野田一 東金 大多喜 高柳 習志野台 中原 松葉
共通1500m 伊藤　美璃 (2) 4:46.56 大澤　由菜 (3) 4:46.67 髙橋　真奈 (3) 4:46.68 瀬谷　香保 (3) 4:46.82 新堂　桃子 (3) 4:46.94 山田　真未 (3) 4:49.74 三上　希風 (3) 4:50.69 大塚　美優 (2) 4:50.69
予選１組 鎌ヶ谷 船橋旭 銚子六 野田一 志津 真砂 波岡 酒井根

9) 根岸　ひかり (3) 4:51.02 10) 小林　茉海 (3) 4:56.19 11) 奈良橋　真菜 (2) 4:56.60 12) 白樫　典子 (2) 4:57.96 13) 山口　紗永 (3) 4:58.21 14) 宮崎　和香 (3) 5:01.46 15) 伊奈　美羽 (2) 5:03.50 16) 石毛　南帆 (2) 5:03.56
鎌ヶ谷四 我孫子 習志野一 常盤松 西初石 公津の杜 平川 中原

共通1500m 伊東　明日香 (3) 4:43.87 鵜沢　美奈 (3) 4:43.90 笹野　真愛 (2) 4:44.12 篠塚　祐里 (3) 4:44.40 宮内　樹里花 (3) 4:44.44 伊藤　真友子 (3) 4:49.49 佐藤　里穂 (3) 4:53.68 佐久間　遥妃 (3) 4:53.76
予選２組 習志野二 岬 海神 大栄 銚子六 川間 東庄 五井

9) 坂上　佳菜 (3) 4:54.16 10) 木口　美樹 (2) 4:54.22 11) 山本　萌生 (3) 4:54.54 12) 加藤　優育 (3) 4:54.57 13) 柴田　百慧 (3) 4:55.73 14) 中澤　京子 (2) 4:56.14 15) 津村　流香 (2) 4:56.95 16) 岡田　葉瑠加 (2) 4:57.44
船橋 松戸四 岩名 鎌ヶ谷四 白山 中原 小金 松戸一
17) 田中　美賀子 (3) 4:58.82 18) 池田　瑞葵 (2) 4:59.91 19) 中元寺　舞 (2) 5:00.40
鎌ヶ谷 野田北部 小金南

共通1500m 藤村　華純 (2) 4:44.32 中西　舞子 (3) 4:44.44 橋詰　友乃 (3) 4:44.79 加瀬　花 (2) 4:44.90 座間　栞 (3) 4:50.35 森岡　夏生 (2) 4:50.38 郡　ひなた (3) 4:51.30 阿部　千尋 (2) 4:51.99
予選３組 湖北 松戸一 松戸六 銚子六 四街道西 大椎 東庄 中原

9) 染谷　絢香 (1) 4:54.36 10) 上村　栄奈 (3) 4:56.08 11) 盛重　利加 (3) 4:57.19 12) 游　ﾃｲ琦 (3) 4:57.63 13) 髙木　瑠花 (3) 4:59.85 14) 池田　歩美 (2) 5:01.73 15) 川島　由衣 (3) 5:02.11 16) 小杉　真生 (1) 5:02.15
田中 二川 加曽利 小金 小見川 鎌ヶ谷三 光 鎌ヶ谷五
17) 湯川　野乃 (2) 5:02.66 18) 麻生　真希 (3) 5:04.10
鎌ヶ谷二 冨士見

共通1500m 9) 橋詰　友乃 (3) 4:42.55 10) 伊藤　美璃 (2) 4:43.44 11) 大澤　由菜 (3) 4:45.68 12) 篠塚　祐里 (3) 4:50.88 13) 新堂　桃子 (3) 4:55.00 14) 宮内　樹里花 (3) 4:59.78 15) 瀬谷　香保 (3) 5:06.37
決勝 松戸六 鎌ヶ谷 船橋旭 大栄 志津 銚子六 野田一

共通100mH 高山　麻理 (3) 15.30 細見　すず (3) 15.34 指田　みなみ (2) 15.77 大木　優 (2) 15.82 中澤　結莉乃 (3) 15.96 大谷　奈緒子 (3) 16.17 高岡　紗郁 (3) 16.43 鴻巣　萌 (2) 16.84
予選１組:+1.2 太田 (+1.2) 習志野五 (+1.2) 柏 (+1.2) 八街中央 (+1.2) 岬 (+1.2) 真砂 (+1.2) 木更津二 (+1.2) 誉田 (+1.2)

共通100mH 石井　千里子 (2) 15.64 田邊　晴香 (3) 15.89 原　菜摘 (2) 16.01 富岡　茉希 (2) 16.04 長谷川　優希 (2) 16.40 山﨑　美裕 (3) 16.50 岩崎　碧海 (3) 16.59
予選２組:+0.7 古ヶ崎 (+0.7) ちはら台南 (+0.7) 五井 (+0.7) 栗源 (+0.7) 常盤平 (+0.7) 君津 (+0.7) 鎌ヶ谷四 (+0.7)

共通100mH 村上　夏美 (3) 14.76 新垣　若葉 (3) 15.39 小山　杏美 (2) 15.79 藤野　菜摘 (3) 16.27 平塚　すみれ (3) 16.73 矢内　里奈 (3) 17.06 秋場　真衣 (3) 17.71
予選３組:+0.5 神崎 (+0.5) 豊四季 (+0.5) 印旛 (+0.5) 船橋旭 (+0.5) 佐原 (+0.5) 君津 (+0.5) 打瀬 (+0.5)

共通100mH 志賀　千織 (3) 14.92 鈴木　未結 (3) 15.72 小泉　花織 (3) 15.93 福井　里奈 (2) 15.97 戸田　真理子 (3) 16.09 西宮　佳奈 (3) 16.32 田村　悠華 (2) 16.79
予選４組:0.8 松戸三 (+0.8) 六実 (+0.8) 八千代松陰 (+0.8) 野田南部 (+0.8) 行田 (+0.8) 我孫子 (+0.8) 湖北 (+0.8)
共通100mH 仲田　芽惟 (3) 15.37 斎田　りな (2) 15.66 石井　紗理菜 (3) 15.68 三神　那菜子 (3) 15.70 輕部　桃香 (3) 16.07 松本　琴音 (3) 16.34 齊藤　麻衣 (2) 16.74

予選５組:+0.8 七次台 (+0.8) 栗源 (+0.8) 嶺南 (+0.8) 臼井 (+0.8) 印旛 (+0.8) 習志野六 (+0.8) 旭二 (+0.8)
共通100mH 石井　花霞 (3) 15.24 齋藤　夏乃 (3) 15.69 川浪　あさ美 (3) 15.84 高橋　彩希 (2) 16.19 増田　佳那子 (3) 16.24 飯田　菜々子 (2) 16.40 小川　雅子 (3) 16.70 篠崎　沙奈 (3) 16.93

予選６組:+0.8 五井 (+0.8) 佐原 (+0.8) 六実 (+0.8) 豊四季 (+0.8) 我孫子 (+0.8) 土気南 (+0.8) 成東 (+0.8) 松戸一 (+0.8)
共通100mH 小寺　千慧 (2) 15.21 大石　満里奈 (3) 15.51 伊藤　花名 (2) 15.55 大塚　美優 (3) 16.27 伊藤　実奈子 (3) 16.45 安里　萌恵 (2) 16.58 田宮　愛弓 (3) 16.65 小室　遥香 (2) 17.47

予選７組:+2.6 南山 (+2.6) 中原 (+2.6) 磯辺 (+2.6) 銚子 (+2.6) 船橋芝山 (+2.6) 酒井根 (+2.6) 柏三 (+2.6) 習志野三 (+2.6)
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審判長　トラック　中田　勝偉　フィールド　吉原　廣　　記録主任　黒田　泰三　
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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 8位5位 6位 7位

予選･準決勝記録一覧表（女子）
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

4位3位

14 50 0162
121010

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位 2位
共通100mH 志賀　千織 (3) 14.88 高山　麻理 (3) 15.37 細見　すず (3) 15.59 大木　優 (2) 15.71 指田　みなみ (2) 15.82 川浪　あさ美 (3) 15.85 田邊　晴香 (3) 15.87 斎田　りな (2) 16.01

準決勝１組:+0.6 松戸三 (+0.6) 太田 (+0.6) 習志野五 (+0.6) 八街中央 (+0.6) 柏 (+0.6) 六実 (+0.6) ちはら台南 (+0.6) 栗源 (+0.6)
共通100mH 村上　夏美 (3) 14.95 仲田　芽惟 (3) 15.53 齋藤　夏乃 (3) 16.04 鈴木　未結 (3) 16.07 石井　千里子 (2) 16.10 原　菜摘 (2) 16.13 中澤　結莉乃 (3) 16.33 小山　杏美 (2) 16.42

準決勝２組:-0.7 神崎 (-0.7) 七次台 (-0.7) 佐原 (-0.7) 六実 (-0.7) 古ヶ崎 (-0.7) 五井 (-0.7) 岬 (-0.7) 印旛 (-0.7)
共通100mH 小寺　千慧 (2) 15.03 新垣　若葉 (3) 15.18 石井　花霞 (3) 15.30 石井　紗理菜 (3) 15.34 伊藤　花名 (2) 15.42 大石　満里奈 (3) 15.62 三神　那菜子 (3) 15.74 小泉　花織 (3) 16.03

準決勝３組:+0.3 南山 (+0.3) 豊四季 (+0.3) 五井 (+0.3) 嶺南 (+0.3) 磯辺 (+0.3) 中原 (+0.3) 臼井 (+0.3) 八千代松陰 (+0.3)
共通4X100mR 御滝 50.35 旭二 51.38 五井 51.40 南流山 51.87 七次台 52.03 打瀬 52.28 銚子六 52.52 中原 53.38
予選１組 稲葉　悠菜 (3) 椎名　美帆 (3) 原　菜摘 (2) 菅井　佑莉 (2) 加賀美　理子 (3) 長岡　唯 (2) 藪　亜由美 (3) 剱持　夏穂 (2)

石川　優衣 (3) 寺嶋　沙希 (2) 石井　花霞 (3) 瀬山　円香 (3) 吉澤　美海 (2) 佐々木　歩 (3) 伊藤　千夏 (2) 川澄　優衣 (2)
大平　沙由里 (3) 向後　京香 (2) 福原　涼奈 (3) 長江　彩乃 (2) 平松　佑希子 (3) 秋場　真衣 (3) 飯森　未来 (3) 吉川　実穂 (3)
木下　真妃 (2) 杉村　奏笑 (3) 中西　藍里 (3) 鈴木　さくら (3) 仲田　芽惟 (3) 日野　恵理香 (2) 村上　和香 (3) 大石　満里奈 (3)

共通4X100mR 松戸一 49.23 稲毛 51.23 四街道北 51.56 茂原南 51.72 中台 51.73 柏南部 51.94 松戸四 52.38
予選２組 廣田　美奈 (2) 児島　みなみ (2) 前田　愛結 (1) 安藤　葵 (3) 篠原　沙織 (3) 中谷　光里 (3) 大日向　悠嘉 (3)

関口　彩花 (3) 坂本　明日美 (3) 坂田　綾香 (3) 松嵜　美奈 (3) 藤田　江美莉 (3) 犬飼　綾香 (2) 南　結葵 (2)
根岸　芽以 (3) 松尾　和奈 (3) 田代　菜摘 (2) 石井　亜珠 (3) 川村　織音 (3) 片桐　夢奈 (2) 松本　美佐 (3)
大谷　仁美 (3) 川島　綾乃 (2) 鈴木　初菜 (2) 新井　希世可 (3) 岡野　夏実 (3) 河野　百花 (3) 宮本　祐里 (2)

共通4X100mR 船橋芝山 49.96 酒々井 51.17 高根台 51.50 習志野二 51.80 野田南部 52.22 花園 53.13 太田 53.22
予選３組 坂内　美月 (2) 伊原　千賀子 (3) 齋藤　友佳 (3) 真砂　恭子 (3) 福井　里奈 (2) 大坂　奈々 (3) 唯野　麗 (3)

湯浅　ｹﾘｰﾏ (2) 西﨑　夏芽 (2) 岡村　明夏 (3) 高橋　美涼 (3) 佐藤　理奈 (2) 前田　涼香 (2) 小林　美雅 (3)
岡田　瑛海 (3) 柏原　麗奈 (3) 椎野　真衣 (2) 工藤　夏子 (3) 杉﨑　陽南 (2) 加藤　柚 (3) 板垣　明映 (3)
高山　千優 (3) 田仲　珠樹 (3) 由井　彩音 (3) 佐藤　佳奈江 (3) 山田　莉瑚 (2) 小髙　菜菜美 (3) 高山　麻理 (3)

共通4X100mR ちはら台南 50.10 我孫子 50.81 船橋 51.16 習志野三 52.44 松戸六 52.84 木刈 52.91 大網 53.18 常盤平 53.87
予選４組 塚本　里果 (3) 増田　佳那子 (3) 丸　優花 (2) 大森　朱莉 (2) 土田　早規 (3) 中澤 日和 (2) 大槻　佳代 (3) 高石　実寿 (2)

池田　千紘 (2) 原口　寛代 (3) 飽田　陽向乃 (3) 橋本　梨沙 (3) 常陸　叶夢 (3) 秦　琴美 (3) 村田　遥夏 (3) 伊藤　霞 (3)
佐野　鈴奈 (2) 沼尻　玲美 (3) 村田　茉奈 (2) 青山　明日香 (3) 池田　朱音 (3) 稲葉　志穂 (1) 田中　杏佳 (3) 長谷川　優希 (2)
吉田　奏子 (3) 田畑　薫 (3) 坂根　彩香 (3) 栁町　萌生 (3) 浜田　彩音 (3) 今野　由佳 (2) 山田　那津稀 (3) 小島　かれん (2)

共通4X100mR 白山 49.65 有吉 51.57 古ヶ崎 51.82 誉田 52.28 5) 宮本 52.28 柏五 52.67 東庄 53.11 船橋旭 53.49
予選５組 尾崎　真優 (3) 笹森　三理子 (3) 川田　瞳 (2) 野村　結衣 (2) 橋本　麻里 (3) 木村　芹菜 (2) 青栁　美有 (1) 芦川　日向子 (3)

水原　麻衣 (2) 伊藤　望 (2) 田中　萌 (3) 鴻巣　萌 (2) 鈴木　えみ (3) 宮津　衣里 (3) 玉井　那実 (3) 藤野　菜摘 (3)
瀨下　佳純 (2) 成田　花奈 (3) 児島　穂乃花 (3) 中村　静 (3) 伊藤　七香 (2) 水関　つむぎ (2) 林　美沙都 (3) 宮本　亜未 (3)
三木　妃奈子 (3) 遠藤　菜那 (3) 石井　千里子 (2) 鈴木　茜 (3) 石神　安理沙 (3) 金澤　優希 (3) 小澤　美結 (2) 荒井　春花 (3)

共通4X100mR 西原 50.41 佐原 50.70 岩名 51.83 印旛 52.28 豊四季 52.28 成田西 52.40 習志野五 52.84 県千葉 53.00
予選６組 豊田　桃子 (2) 萩原　美海 (3) 稲垣　萌菜 (2) 真鍋　弥咲 (3) 高橋　彩希 (2) 谷川　沙弥佳 (3) 鈴木　沙帆 (2) 千葉　沙也香 (3)

鈴木　野々春 (3) 齋藤　夏乃 (3) 大澤　明日輝 (3) 菅原　瑠夏 (3) 松本　麻優 (2) 岡　菜々恵 (3) 早川　朱音 (2) 網野　凪沙 (3)
康本　陽香 (3) 平塚　すみれ (3) 徳竹　まどか (3) 田村　愛衣 (3) 吉居　みやび (3) 森下　梨緒 (3) 花山　環 (3) 古山　奈生 (3)
平尾　琴未 (2) 香取　樹 (3) 千田　さくら (3) 瀧澤　朋代 (2) 新垣　若葉 (3) 白鳥　茉莉佳 (2) 細見　すず (3) 後藤　ひかり (3)

共通走高跳 9) 清野　かな子 (2) 1m51 10) 福林　詩織 (2) 1m51 11) 中村　莉菜 (3) 1m48 12) 土田　早規 (3) 1m48 12) 武吉　奈緒 (3) 1m48 14) 片岡　亜優 (3) 1m40 14) 北原　実和 (3) 1m40 14) 清水　かおる (3) 1m40
決勝 柏南部 我孫子 法田 松戸六 公津の杜 幕張 常盤平 光

17) 吉川　実穂 (3) 1m40 17) 川口　遥 (2) 1m40 17) 林　穂乃香 (3) 1m40 20) 木村　理彩 (2) 1m40 20) 青柳　李花 (3) 1m40
中原 白山 土気南 中原 銚子五

オープン棒高跳 9) 山本　伊咲 (3) 2m50 10) 内山　茉美 (2) 2m40 10) 吉野　千翔 (2) 2m40 12) 五十部　智佳 (2) 2m40 13) 山中　彩加 (2) 2m40 14) 前川　友佳 (3) 2m30 14) 石井　夏月 (3) 2m30 16) 野口　紗椰 (1) 2m30
決勝 西志津 印西 山王 おゆみ野南 幕張本郷 房南 清川

16) 岩渕　桃佳 (3) 2m30 18) 田代　優香 (3) 2m30 19) 安西　里菜子 (2) 2m30 20) 北野  未来 (3) 2m20 21) 湯浅　香菜 (3) 2m20 22) 髙野　萌 (3) 2m20 23) 鈴木　聖 (2) 2m10 24) 加藤　麻衣 (2) 2m10
西の原 桜台 幕張西 幕張本郷 花園 旭二 旭一 下総
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審判長　トラック　中田　勝偉　フィールド　吉原　廣　　記録主任　黒田　泰三　
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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 8位5位 6位 7位

予選･準決勝記録一覧表（女子）
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

4位3位

14 50 0162
121010

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位 2位
1年走幅跳 9) 松﨑　麻有香 (1) 4m41 10) 花岡　菜月美 (1) 4m41 11) 高橋　杏奈 (1) 4m39 12) 松井　彩 (1) 4m38 13) 大貫　芽位 (1) 4m24 14) 齊藤　夏帆 (1) 4m17 15) 岡安　千莉 (1) 4m15 16) 白井　悠裕 (1) 4m07

決勝 茂原 (+1.1) 木更津一 (+0.9) 太田 (+3.1) 木刈 (+1.4) 大山口 (+1.1) 法田 (+2.5) 鴨川 (+3.5) 君津 (+1.8)
17) 大槻　愛美 (1) 4m07 18) 小林　優唯 (1) 3m99 19) 米澤　里香 (1) 3m95 20) 久松　姫南乃 (1) 3m89
栄 (+1.4) 高谷 (+2.5) 八木が谷 (+1.0) 船橋芝山 (+1.4)

共通走幅跳 9) 高橋　花奈 (2) 5m10 10) 青山　明日香 (3) 5m06 11) 菅澤　桃子 (2) 5m03 12) 浅倉　里帆 (2) 5m03 13) 原田　安里紗 (2) 4m99 14) 富田　真希 (3) 4m98 15) 椎名　美帆 (3) 4m96 16) 細田　昌美 (3) 4m93
決勝 井野 (+1.4) 習志野三 (+1.4) 多古 (+1.0) 君津 (+1.4) 柏四 (+0.6) 本納 (+1.5) 旭二 (+1.3) ちはら台南 (0.0)

17) 石井　真白 (3) 4m92 18) 藤鷹　祐歌 (3) 4m90 19) 昆　佑紀奈 (3) 4m88 20) 豊田　理歩 (3) 4m87 21) 井上　紅 (3) 4m87 22) 井筒　結希 (3) 4m87 23) 椋元　愛夢 (3) 4m83 24) 鈴木　なつみ (3) 4m80
成田 (+1.3) 印西 (+2.1) 八千代台西 (+0.2) 印旛 (+1.0) 土気南 (+1.4) 真砂 (+1.7) 鎌ヶ谷 (-0.6) 市川七 (+0.5)
25) 大橋　知香 (2) 4m75 26) 水関　つむぎ (2) 4m73 27) 大森　聖菜 (2) 4m72 28) 石津　和 (3) 4m71 29) 山本　美優 (2) 4m70 30) 荻原　由梨香 (3) 4m69 31) 田村　めい (3) 4m68 32) 武澤　裕美 (2) 4m67
根郷 (-0.2) 柏五 (+0.6) 旭二 (+0.5) 成田西 (+2.1) 県千葉 (+0.4) 習志野台 (+1.4) 七次台 (-0.8) 法田 (+0.8)
33) 東　ゆりこ (2) 4m66 34) 田中　伶美花 (3) 4m65 35) 大澤　明日輝 (3) 4m62 36) 山岸　真梨子 (3) 4m62 37) 久保木　彩菜 (3) 4m61 38) 木村　凜 4m60 39) 秋山　莉沙 4m56 40) 鈴木　初菜 4m53
船橋 (+1.7) 白子 (+0.4) 岩名 (+1.4) 習志野三 (+1.6) 公津の杜 (+1.1) 七林 (+0.9) 小中台 (+1.1) 四街道北 (-0.9)
41) 伊藤　朱音 (3) 4m52 42) 野口　美帆 (2) 4m48 43) 鞍橋　桃茄 (2) 4m26 44) 古山　奈生 (3) 4m01
芝山 (+0.5) 松戸一 (-0.9) 銚子 (-0.7) 県千葉 (+0.9)

共通砲丸投 9) 石毛　里奈 (3) 11m25 10) 塚本　沙耶 (3) 11m12 11) 岸澤　真帆香 (2) 11m04 12) 馬嶋　美有 (2) 11m03 13) 馬塲　美波 (3) 11m01 14) リモス　エリア (3) 10m90 15) 細野　花帆 (3) 10m65 16) 笹森　三理子 (3) 10m65
(2.721kg) 銚子六 臼井西 旭町 磯辺 新松戸南 貝塚 山田 有吉

決勝 17) 田口　彩海 (3) 10m38 18) 石川　望結 (3) 10m35 19) 弓削　巴海 (3) 10m16 20) 蜷川　佑佳 (2) 9m79 21) 鷺山　奈菜子 (3) 9m71 22) 長尾　綾音 (3) 9m67 23) 小林　舞保 (3) 9m63 24) 清村　咲慧 (3) 9m58
八木が谷 八木が谷 御滝 佐原 旭一 木更津二 幕張本郷 海神
25) 山崎　明日香 (3) 9m56 26) 高戸　愛月 (3) 9m56 27) 大平　なつね (3) 9m24 28) 平間　菜穂 (3) 9m24 29) 岡部　奈那子 (2) 9m20 30) 一星　佳那 (3) 9m13 31) 金島　優里 (3) 9m04 32) 石井　つぐみ (3) 8m56
鎌ヶ谷 旭二 飯山満 湊 東庄 御滝 銚子一 勝浦北

四種競技 9) 石井　里美 (3) 2121 10) 黄金井　彩花 (3) 2097 11) 千田　愛奈 (3) 2090 12) 石塚　紘衣 (3) 2087 13) 角舘　沙彩 (2) 2024 14) 江川　久美子 (3) 1953 15) 石井　美奈海 (2) 1939 16) 田代　優香 (3) 1925
成田西 船橋 四街道西 西原 七次台 東金東 銚子 桜台

100mH(0.762m) 16.28 +0.6 680 16.42 +0.3 664 16.71 +0.5 630 17.04 +0.6 592 17.75 +0.3 515 17.35 +0.5 558 16.87 +0.3 611 18.10 +0.6 478
走高跳 1m30 409 1m39 502 1m42 534 1m27 379 1m39 502 1m39 502 1m33 439 1m36 470

砲丸投(2.721kg) 8m55 435 7m59 373 8m02 401 10m03 531 8m00 399 7m47 365 8m16 410 9m14 473
200m 28.44 0.0 597 28.95 0.0 558 29.40 0.0 525 28.59 0.0 585 28.29 -0.9 608 29.36 0.0 528 30.05 0.0 479 29.69 -0.9 504

四種競技 17) 高木　馨都 (3) 1914 18) 松本　菜々美 (3) 1903 19) 結縄　亜紀 (3) 1903 20) 山田　万里華 (3) 1847 21) 山岸　可奈 (2) 1790 22) 白井　瑠亜 (3) 1788 23) 岡田　香菜 (2) 1763 24) 寺田　華 (2) 1640
西の原 印旛 嶺南 葛飾 常盤松 佐原五 おゆみ野南 中原

100mH(0.762m) 16.75 +0.3 625 17.04 +0.3 592 18.1 +0.5 478 16.87 +0.5 611 17.49 +0.5 542 18.57 +0.6 431 18.44 +0.6 444 19 +0.3 390
走高跳 1m39 502 1m27 379 1m39 502 1m24 350 1m30 409 1m30 409 1m33 439 1m30 409

砲丸投(2.721kg) 6m98 334 7m44 363 8m74 447 7m29 354 6m78 321 8m78 450 7m01 336 7m71 381
200m 30.42 0.0 453 28.80 -0.9 569 30.09 0.0 476 29.30 -0.9 532 29.50 -0.9 518 29.78 -0.9 498 29.14 -0.9 544 30.32 -0.9 460
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