
主催 千葉陸上競技協会
千葉県小中学校体育連盟

大会コード 18 12 3301
競技場コード 122010

日 種目
森澤 優佳 (1) 13.46 三田 彩風 (1) 13.77 三原田 千尋 (1) 13.79 山田 朝菜 (1) 13.88 星野 美優 (1) 14.02 関水 ゆら (1) 14.04 成田 エレナ (1) 14.12 工藤 真優 (1) 14.17

葛飾 (-2.9) 白山 (-2.9) 習志野四 (-0.1) 明海 (-2.9) 白山 (-2.9) 習志野一 (+2.5) 市川五 (-2.9) 白山 (-2.9)
吉村 優伊 (2) 13.28 田中 晴葵 (2) 13.37 供田 柚香 (2) 13.42 髙野 綾乃 (2) 13.43 永山 七海 (2) 13.50 中沼 杏梨 (2) 13.51 平尾 はるか (2) 13.55 高橋 久美 (2) 13.61

葛飾 (-3.0) 法田 (-3.0) 船橋旭 (-3.0) 湖北 (-3.0) 東邦 (-3.0) 明海 (-3.0) 高洲 (-1.8) 鎌ケ谷 (-3.0)
大澤 綾菜 (3) 12.69 清原 あかり (3) 12.72 大内 紅葉 (3) 12.75 横山 茜 (3) 12.76 藤澤 愛理 (3) 12.82 浅山 南 (3) 13.04 清水 葉名 (3) 13.07 林 紗衣 (3) 13.10

宮本 (0.0) 習志野台 (0.0) 葛飾 (0.0) 二宮 (0.0) 我孫子 (0.0) 宮本 (0.0) 坪井 (0.0) 三田 (0.0)
大澤 綾菜 (3) 25.88 増田 茅陽 (3) 26.47 高橋 久美 (2) 26.66 田中 晴葵 (2) 26.75 清原 あかり (3) 26.85 小山 莉子 (3) 27.02 髙野 綾乃 (2) 27.03 浅山 南 (3) 27.23

宮本 (+0.1) 湖北 (+0.1) 鎌ケ谷 (+1.4) 法田 (+1.4) 習志野台 (+0.1) 鎌ケ谷五 (+1.4) 湖北 (+0.1) 宮本 (+0.1)
多田隈 いちか (1) 2:29.64 石﨑 園絵 (1) 2:30.49 長島 由季 (1) 2:30.51 宮﨑 紗世 (1) 2:33.11 小林 萌子 (1) 2:33.67 木田 りこ (1) 2:35.08 三宅 優姫 (1) 2:35.81 中村 雅 (1) 2:38.05

海神 宮本 宮本 鎌ケ谷五 船橋 我孫子 白山 前原
南 日向 (3) 2:14.98 谷川 凛 (2) 2:18.24 青柳 朋花 (3) 2:22.93 大西 彩夏 (2) 2:23.34 多々良 愛鈴 (2) 2:23.46 綱島 杏 (3) 2:24.22 小池 由夏 (2) 2:24.58 小泉 咲那 (3) 2:25.23
葛飾 習志野一 高根 御滝 三田 習志野一 行田 鎌ケ谷

南 日向 (3) 4:34.56 谷川 凛 (2) 4:35.08 豊田 茉央 (2) 4:49.84 本澤 美桜 (1) 4:50.89 吉種 桜香 (3) 4:52.51 森 樹香 (3) 4:52.56 伊東 夕波 (3) 4:54.33 行木 梨都子 (3) 4:54.91
葛飾 習志野一 鎌ケ谷二 湖北 宮本 行田 高根 鎌ケ谷五

雲林院 瑞帆 (3) 15.22 清原 あかり (3) 15.29 田中 伊万里 (3) 15.44 星野 乃愛 (2) 15.94 春日 夏実 (2) 16.06 芳野 萌衣 (3) 16.26 松本 恵鈴 (3) 16.34 星野 美優 (1) 16.39
御滝 (+0.5) 習志野台 (+0.5) 日の出 (+0.5) 船橋旭 (-0.8) 坪井 (+0.5) 鎌ケ谷二 (+1.6) 習志野五 (+2.0) 白山 (+2.0)
葛飾 50.38 我孫子 50.57 宮本 50.86 習志野台 51.76 湖北 51.78 御滝 51.89 船橋旭 52.14 高根 52.17

堀田 十愛 (2) 桃木 都路里 (3) 大内 茉鈴 (3) 栗田 泉美 (3) 慶長 花音 (3) 佐藤 優妃 (2) 木村 七海 (3) 中沢 彩乃 (2)
吉村 優伊 (2) 藤澤 愛理 (3) 浅山 南 (3) 近藤 瑠南 (3) 増田 茅陽 (3) 宮﨑 つぼみ (3) 大集 未央 (3) 三船 萌波 (2)
森 あゆみ (3) 世良田 桃加 (2) 武田 麻佑 (3) 武井 杏樹 (2) 髙野 綾乃 (2) 齋藤 柚稀 (3) 倉内 遥南 (2) 丸尾 光 (3)
大内 紅葉 (3) 菅原 萌 (2) 大澤 綾菜 (3) 清原 あかり (3) 井谷 いろは (2) 雲林院 瑞帆 (3) 供田 柚香 (2) 樋口 見紗里 (3)
内海 真緒 (3) 1m54 梅木 理紗 (2) 1m51 武井 杏樹 (2) 1m51 水島 和奏 (3) 1m40 青田 桜 (3) 1m40 山田 芽乃香 (3) 1m40 7 寺田 有希 (3) 1m35 7 栗田 泉美 (3) 1m35
船橋旭 海神 習志野台 海神 三田 鎌ケ谷二 明海 習志野台

7 西山 美羽 (2) 1m35
湖北

成田 エレナ (1) 4m62 小菅 こころ (1) 4m40 磯野 心響 (1) 4m37 若松 珂漣 (1) 4m29 鈴木 真桜 (1) 4m14 中橋 逸子 (1) 4m10 斎藤 杏 (1) 4m05 山﨑 玲音名 (1) 3m98
市川五 (+1.9) 妙典 (+1.5) 習志野四 (+2.3) 三田 (+1.6) 習志野五 (+2.2) 日の出 (+3.0) 東邦 (+3.4) 市川八 (+3.0)

齋藤 柚稀 (3) 4m93 春日 夏実 (2) 4m90 田村 綾子 (3) 4m86 大中 彩音 (3) 4m80 久慈 汐梨 (3) 4m74 樋口 琴音 (3) 4m73 慶長 花音 (3) 4m69 加藤 愛 (2) 4m65
御滝 (-1.1) 坪井 (+4.2) 習志野五 (+2.8) 高洲 (+1.8) 鎌ケ谷二 (+1.1) 鎌ケ谷二 (+4.0) 湖北 (+1.9) 白山 (+1.0)

共通砲丸投 下関 凜子 (3) 11m99 手塚 仁美 (3) 10m51 坂田 琳 (3) 10m35 大集 未央 (3) 10m32 富樫 真尋 (3) 9m86 松丸 美咲 (3) 9m43 古宮 麻里佳 (3) 9m23 久保 杏奈 (3) 9m18
(2.721kg) 飯山満 葛飾 宮本 船橋旭 浦安 浦安 海神 浦安

共通四種競技 今村 紅愛 (3) 2048 樋口 見紗里 (3) 2011 崎村 はんな (2) 1905 山本 彩加 (3) 1894 加藤 千展 (3) 1773 宮﨑 つぼみ (3) 1761 砂田 千乃 (3) 1698 永山 七海 (2) 1688
習志野一 高根 海神 船橋旭 鎌ケ谷二 御滝 法田 東邦

100mH(0.762m) 15.84 0.0 734 17.08 +1.8 587 16.90 +1.8 608 16.54 +1.8 649 17.55 -0.4 536 18.13 0.0 475 17.68 -0.4 522 18.46 -0.4 442
走高跳 1m30 409 1m25 359 1m25 359 1m39 502 1m25 359 1m20 312 1m33 439 1m20 312

砲丸投(2.721kg) 7m39 360 8m34 421 8m10 406 6m55 306 8m44 428 7m63 375 5m22 222 6m13 280
200m 29.12 -2.8 545 27.83 -2.8 644 29.30 -2.8 532 30.66 -2.8 437 30.46 -2.8 450 28.41 -0.8 599 29.54 -0.8 515 27.71 -0.8 654

共通100mH:高さ0.762ｍ　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 8m
共通砲丸投:重さ2.721kg 審判長　ﾄﾗｯｸ　隅坂　道昭　ﾌｨｰﾙﾄﾞ　鈴木　保之 記録主任　　黒田　泰三

第３９回千葉県中学校陸上競技記録会船橋大会 Top 8 記録一覧表（中学女子）
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船橋市運動公園陸上競技場
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