
主催 千葉県小中学校体育連盟
千葉県教育委員会　千葉市教育委員会

大会コード 15 12 3003 （公財）千葉県体育協会（一財）千葉陸上競技協会
競技場コード 121010 主管 千葉県小中学校体育連盟

日付 種目

森澤 佳菜 (1) 12.79 山田　美南 (1) 13.01 佐々　あかり (1) 13.08 千葉　琴美 (1) 13.09 金谷 愛 (1) 13.20 川窪 萌夏 (1) 13.21 梶谷 菜帆 (1) 13.24 竹内 美玖 (1) 13.31

葛飾 (-0.1) 飯岡 (-0.1) 東庄 (-0.1) 佐倉東 (-0.1) 佐倉 (-0.1) 幕張本郷 (-0.1) 船穂 (-0.1) 湖北 (-0.1)

三浦 ちさと (2) 12.80 塩田 夏帆 (2) 12.86 菅原 唯 (2) 12.95 福井 好 (2) 13.05 小手 澪佳 (2) 13.11 関 優月 (2) 13.21 齋藤 唯菜 (2) 13.25 長岡 涼香 (2) 13.28

原山 (0.0) 花園 (0.0) 我孫子 (0.0) 我孫子 (0.0) 松戸一 (0.0) 葛飾 (0.0) 松戸一 (0.0) 成田高付 (0.0)

中谷 真子 (2) 25.71 稲葉 志穂 (2) 26.41 鍋島 希 (2) 26.44 岸 茄楠 (2) 26.47 唐澤 舞雪 (2) 26.55 猿田 衣織 (2) 27.13 織田 奈央理 (2) 27.21 樋口 碧心 (2) 27.31

我孫子 (-0.5) 木刈 (-0.5) 松戸一 (-0.5) ちはら台南 (-0.5) 野田南部 (-0.5) 松戸二 (-0.5) 松戸四 (-0.5) 幕張本郷 (-0.5)

芹川 史枝奈 (2) 2:18.21 本宮　朱唯 (1) 2:19.56 浅見 紗良 (2) 2:20.49 小坂井 智絵 (1) 2:21.33 瀬谷 百香 (1) 2:21.87 浅野 翔穂 (2) 2:22.71 藤村 優李 (1) 2:23.01 村岡 莉菜 (2) 2:24.58

遠山 佐原 鎌ケ谷二 御滝 野田一 八街北 湖北 御滝

風間 歩佳 (2) 4:32.85 青山 由佳 (2) 4:38.98 土井 菜摘 (2) 4:39.57 染谷 絢香 (2) 4:42.86 小杉 真生 (2) 4:43.07 齊藤 亜優 (2) 4:43.15 橋口 凛花 (2) 4:44.48 二階堂　優衣 (2) 4:44.51

船橋旭 GR 鎌ケ谷四 昭和 田中 鎌ケ谷五 白山 海神 小見川

共通100mH(0.762m) 増田 絢菜 (2) 15.13 板倉 里美 (2) 15.43 今川 栞菜 (2) 15.49 向後 梨里香 (2) 15.63 仲上 真友 (2) 15.71 大熊 楓 (2) 15.75 齋藤 亜由加 (1) 15.86 中村 あずみ (2) 15.93

風速-0.7 白山 (-0.7) 公津の杜 (-0.7) 豊四季 (-0.7) こてはし台 (-0.7) 四街道西 (-0.7) 高根 (-0.7) 増穂 (-0.7) 柏三 (-0.7)

我孫子 49.26 松戸一 49.75 幕張本郷 51.03 葛飾 51.19 松戸四 51.20 木刈 51.29 花園 51.90 ちはら台南 52.03

土谷 栞乃 (2) GR 小手 澪佳 (2) 川窪 萌夏 (1) 春日 優依里 (1) 織田 奈央理 (2) 稲葉 志穂 (2) 土屋 菜々 (2) 松村 理香 (1)

中谷 真子 (2) 齋藤 唯菜 (2) 萬 里奈 (2) 森澤 佳菜 (1) 佐々木 優里 (2) 上野 菜穂 (2) 塩田 夏帆 (2) 羽賀 菜々美 (2)

福井 好 (2) 鍋島 希 (2) 樋口 碧心 (2) 保土田 薫 (2) 岸 日向子 (2) 栗山 海陽旅 (1) 根来 彩夏 (2) 田中 凪沙 (2)

菅原 唯 (2) 加藤 綾乃 (2) 長妻 美里 (2) 関 優月 (2) 中田 有紀 (2) 松井 彩 (2) 倉内 真美 (1) 岸 茄楠 (2)

小泉 桃花 (2) 1m60 加藤 花菜 (2) 1m51 小林 楓 (2) 1m51 小川　美紀 (2) 1m51  池田 紅花 (2) 1m48 5 池田 遥香 (2) 1m48 都築 茉奈花 (2) 1m48 石田 麻由奈 (2) 1m48

辰巳台 幕張西 館山一 野栄 中原 五井 古ヶ崎 東邦

野口 紗椰 (2) 2m70 日吉 愛佳 (2) 2m60 香取　穂 (2) 2m50 平野 樹 (2) 2m50 白井　悠裕 (2) 2m40 木谷 実里 (2) 2m30 戸水 咲希 (2) 2m30 伊藤 由実 (2) 2m30

清川 桜台 佐原 房南 君津 桜台 花園 八街南

堤 ほのか (2) 5m47 丸 希星 (2) 5m40 有本 遥香 (2) 5m32 白土　茶実 (1) 5m30 鎌田 早紀 (2) 5m25 水戸 夏美 (2) 5m19 上野 菜穂 (2) 5m18 高田 優菜 (2) 5m17

白山 (+2.3) 成田高付 (+0.7) 村上 (+1.0) 八日市場二 (+2.1) 船橋 (+0.8) 布佐 (+1.4) 木刈 (+3.4) 中原 (+0.9)

共通砲丸投 荒俣 美月 (2) 11m24 塙　明日華 (2) 11m07 瀧上 唯 (2) 11m04 豊川 日加里 (2) 10m62 大沢 沙采 (2) 10m29 塩谷 日向 (2) 9m88 根来 彩夏 (2) 9m86 松田 青空 (2) 9m82

(2.721kg) 古ヶ崎 東庄 古ヶ崎 大和田 習志野四 葛飾 花園 印旛

共通100mH:高さ0.762ｍ　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 8m
共通砲丸投:重さ2.721kg
GR：大会新記録

審判長　（トラック）　立澤　勇　　　　　（フィールド）　吉原　廣 記録主任　　黒田　泰三
四種競技:(100mH:高さ0.762m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ8m 砲丸投：重さ2.721kg)
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平成２７年１０月３日（土）、４日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第４０回千葉県中学校新人体育大会陸上競技大会

（一財）千葉県陸上競技協会
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