
第39回千葉県中学校陸上競技記録会千葉大会 主催 千葉陸上競技協会，千葉県小中学校体育連盟

平成３０年６月２日（土），３日（日）
青葉の森公園陸上競技場

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

13.23 13.58 13.83 13.84 13.93 14.20 14.23 14.28
(+0.5) (+0.5) (+0.5) (+0.5) (+0.5) (+0.5) (+1.4) (+0.2)
13.06 13.35 13.46 13.50 13.51 13.63 13.67 13.71
(+0.3) (+0.0) (+0.3) (+0.3) (+0.6) (+0.0) (+0.6) (+0.3)
12.84 12.86 13.26 13.26 13.32 13.33 13.49 13.56
(+0.6) (+0.6) (+0.6) (+0.6) (+0.6) (+0.3) (+0.3) (+0.3)
26.17 26.25 26.68 26.90 26.97 27.07 27.12 27.18
(+1.9) (+3.0) (+1.9) (+1.9) (+3.0) (+1.9) (+3.0) (+1.9)
2.25.82 2.34.52 2.39.90 2.41.54 2.45.43 2.46.39 2.48.44 2.49.33

2.24.08 2.24.15 2.25.21 2.26.04 2.26.92 2.28.38 2.28.39 2.28.87

南 莉花 2 4.51.01 菅原 凜香 2 4.55.96 永峰 俐瑚 1 4.57.49 金見 菊花 3 5.03.53 前田 冴花 2 5.04.46 大野 真実 3 5.06.52 所 春菜 3 5.07.09 米山 結夏 3 5.08.07

15.87 15.94 16.22 16.43 16.63 16.87 16.96 17.29
(+0.0) (+0.0) (+0.0) (+0.0) (+0.0) (+0.0) (+0.0) (+0.0)

50.93 51.53 51.87 51.95 52.18 52.19 52.38 52.53

中山 愛美 3 1.51 青木 伶衣 3 1.51 大木 美鈴 3 1.48 須賀 凜佳 3 1.45 4 林野 琴実 3 1.45 北見 七海 3 1.45 滝沢 はな 2 1.40 大野 亜由香 2 1.35

8 相原 花菜 3 1.35

吉崎 ふたば 3 2.60 長田 夏鈴 3 2.60 長南 実花 2 2.50 水沢 光 3 2.40 澤口 陽奈 3 2.10 三上 藍葉 3 2.00 6 岩見 萌香 3 2.00 永藤 心波 1 1.70

三原 風花 1 4.08 羽原 萌果 1 4.05 坂本 理紗 1 4.04 千田 優純 1 3.97 森川 結衣 1 3.93 坂本 晴菜 1 3.87 高橋 杏 1 3.82 佐藤 菜々恵 1 3.81
+1.4 +0.0 -0.9 -0.6 +1.0 +1.9 +0.3 -0.5

藤原 幸羽 3 5.19 髙橋 日和 2 5.05 大島 未渚 3 4.62 早川 麗奈 2 4.61 樋口 遥 3 4.51 岡田 響 2 4.47 青砥 采音 3 4.46 斉藤 那津樹 2 4.32
+0.1 +0.1 -0.4 +0.8 -0.4 +2.3 -1.1 +1.5

山田 彩夏 3 11.89 田島 茉依 3 10.38 小松原 菜南 2 10.03 加藤 彩希 3 9.49 橘 くるみ 2 9.46 樋口 葵 3 9.09 大塚 美奈 3 8.42 田島 有稀 3 8.39

有馬 彩華 3 2172 前川 汐里 3 2028 杉田 響 3 1958 門司 まなみ 3 1951 内 美咲希 3 1801 善家 小百季 2 1759 林 静流 3 1688 仲田 こころ 3 1286

708 683 589 492 569 411 341 255
350 293 409 502 439 470 379 350
435 407 448 390 270 290 375 314
679 645 512 567 523 588 593 367

審判長 記録主任

フィールド　　吉田　辰栄・床枝　悟

トラック　　高津　乙郎 吉本　一紀

7.62 6.67
27.40(-0.2) 27.82(-0.2) 29.58(-0.2) 28.83(-0.2) 29.42(-0.2) 28.55(-0.2) 28.49(-0.2) 31.74(-0.2)

8.55 8.12 8.75 7.86 5.98 6.30

20.59(+0.0)
1.24 1.18 1.30 1.39 1.33 1.36 1.27 1.24

千葉 稲毛 山武 横芝 千葉 更科
16.05(+0.0) 16.26(+0.0) 17.07(+0.0) 17.97(+0.0) 17.25(+0.0) 18.78(+0.0) 19.55(+0.0)2

3
四種競技
(2.721kg)

八千代 八千代松陰 千葉 おゆみ野南 千葉 稲毛 千葉 打瀬 八千代 大和田

八千代 大和田 千葉 有吉 千葉 有吉 八千代 高津

八千代 八千代松陰 八千代 大和田 八千代 八千代台西

2 共通砲丸投(2.721kg)
八千代 大和田 八千代 高津 八千代 大和田 山武 成東

共通走幅跳
千葉 打瀬 八千代 大和田 市原 辰巳台 千葉 高浜 千葉 稲毛

長生 本納 千葉 おゆみ野南

千葉 高浜 千葉 千城台西 千葉 若松

１年走幅跳
千葉 打瀬 千葉 渋谷幕張 山武 東金 八千代 大和田 長生 本納 八千代 高津

2

共通棒高跳
千葉 生浜 千葉 稲毛 千葉 泉谷 千葉 稲毛 千葉 稲毛

千葉 磯辺 千葉 千城台西 千葉 有吉 千葉 小中台 市原 辰巳台

千葉 稲毛

3 共通走高跳 千葉 生浜 千葉 朝日ケ丘 山武 横芝

小石川　愛依  2 ﾌﾟﾗﾄﾝ 瑠花  2
八木 菜摘  2 岡本 真依  3 岡田 響  2 宮沢 綾乃  3 中村 奈那美  3 鈴木 凜  3 齊藤 優依  3 小野塚 智美  2
星野 鈴葉  2 塩川 菜穂  3 近藤 綾音  3 山口 夏子  3 大塚 水晶  3 小黒 苗  3

中村 百華  3 大河内 咲朱  2
笹川 珀奈  1 橋本 莉奈  3 有馬 彩華  3 中島 京花  3 髙山 莉桜菜  3 矢部 珠緒  3 行本 梨奈  3 宮野 ひなた  3
髙橋 日和  2 柏原 亜美  3 中川 空  3 古川 舞桜  3 土橋 美玲  3 黒川 彩乃  2

八千代松陰  八千代 萱田  八千代 大網  山武 小中台  千葉 泉谷  千葉 渋谷幕張  千葉

土屋 薫 2 宮野 ひなた 3
八千代 八千代松陰 千葉 稲毛 八千代 高津 長生 本納 千葉 有吉 八千代 大和田 市原 五井 千葉 渋谷幕張

共通１００ｍＨ 有馬 彩華 3 川島 彩季 3 土屋 歩実 3 梅村 胡春 2 藤田 瑞希 2 髙橋 日和 2
八千代 大和田 夷隅 岬 八千代 八千代松陰

共通１５００ｍ
山武 大網 千葉 越智 千葉 越智 千葉 渋谷幕張 八千代 大和田

3

共通４×１００ｍＲ

大和田  八千代 高津  八千代

茶園 彩子 3
市原 辰巳台 千葉 千葉大附 千葉 越智 千葉 有吉 千葉 渋谷幕張 千葉 稲毛 夷隅 岬 八千代 萱田

八千代 八千代台西 八千代 高津

共通８００ｍ 辰巳 史帆 3 梅津 瞳子 2 菅原 凜香 2 田中 陽向 3 金見 菊花 3 渡邉 陸希 3 所 春菜 3

北根 果宙 1 江口 彩弓 1 奥田 こころ 1 伊藤 瞭良 1
千葉 越智 市原 五井 山武 東金 千葉 千葉大附 夷隅 岬 山武 横芝

2
１年８００ｍ 永峰 俐瑚 1 稲毛 優心 1 伊藤 愛理 1 松本 恋実 1

千葉 渋谷幕張
鈴木 凜 3 石澤 菫 3 宮野 ひなた 3

千葉 稲毛 八千代 大和田 山武 光 八千代 高津 八千代 八千代松陰 千葉 小中台 千葉 打瀬

八千代 八千代松陰 千葉 有吉 千葉 おゆみ野南

3 共通２００ｍ 森田 万稀 3 八木 菜摘 2 越川 美咲 3 橋本 莉奈 3 中川 空 3

大塚 水晶 3 宮野 ひなた 3 中川 空 3 岡下 彩音 3 奥山 莉々采 3
山武 光 千葉 稲毛 八千代 高津 山武 大網 千葉 渋谷幕張

中村 莉菜 2
八千代 大和田 八千代 大和田 八千代 八千代松陰 千葉 渋谷幕張 市原 辰巳台 千葉 打瀬 長生 本納 夷隅 岬

八千代 東高津 千葉 有吉

２年１００ｍ 八木 菜摘 2 髙橋 日和 2 岡田 響 2 ﾌﾟﾗﾄﾝ 瑠花 2 三田 穂稀 2 落合 美心 2 梅村 胡春 2

大久保 美沙七 1 五木田 志麻 1 早川 実李 1 水品 浬 1
八千代 大和田 山武 東金 千葉 千葉大附 夷隅 岬 市原 五井 山武 成東

2

１年１００ｍ 笹川 珀奈 1 坂本 理紗 1 瀬尾 菜々美 1 中村 美希 1

３年１００ｍ 越川 美咲 3 森田 万稀 3 橋本 莉奈 3

　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

6 7 8

種　　目 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

日

決勝記録表（女子）

順　　位 1 2 3 4 5


