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主催 （一財）千葉陸上競技協会

千葉県小中学校体育連盟
主管 千葉県小中学校体育連盟陸上競技専門部

大会コード 22 12 3302
競技場コード 122060

日付 種目

ﾊｯｻﾝ ｱﾏｰﾙ (1) 12.96 鹿田 夕菜 (1) 13.77 比嘉 杏樹 (1) 13.92 吉田 渚沙 (1) 14.13 清水 夏鈴 (1) 14.13 恩田 りの (1) 14.16 関端 玲心 (1) 14.21 木村 凛 (1) 14.24

松戸五 (+1.1) 常盤松 (+1.1) 南流山 (+1.1) 小金南 (+0.3) 八木 (-0.2) 新松戸南 (+1.1) 流山北部 (+0.3) 西初石 (+1.7)

伊藤 智咲 (2) 13.05 ﾄﾆｰ ｽﾃﾌｧﾆｰﾈﾝ (2) 13.16 樋口 碧空 (2) 13.17 原 佑奈 (2) 13.31 網野 紅羽 (2) 13.31 長谷川 愛 (2) 13.63 海野 美優 (2) 13.64 杉本 百音 (2) 13.67

小金南 (-0.3) 岩名 (-0.3) 常盤松 (-0.3) 南流山 (-0.3) 逆井 (-0.3) 和名ケ谷 (-0.8) 野田南部 (-0.8) 八木 (-0.3)

磯部 明音 (3) 12.78 須藤 風蘭 (3) 13.03 石坂 仁奈 (3) 13.05 照井 結桜 (3) 13.06 真田 花南 (3) 13.18 三浦 美夢 (3) 13.25 平岡 英恋 (3) 13.29 内藤 幸愛來 (3) 13.31

松戸二 (-0.9) 大津ケ丘 (+2.1) 大津ケ丘 (-0.9) 松戸二 (+1.9) 松戸二 (+2.1) 河原塚 (+2.1) 六実 (-0.9) 松戸六 (+1.9)

磯部 明音 (3) 26.38 照井 結桜 (3) 27.30 網野 紅羽 (2) 27.37 那須 美月 (3) 27.38 ﾄﾆｰ ｽﾃﾌｧﾆｰﾈﾝ (2) 27.40 内藤 幸愛來 (3) 27.54 樋口 碧空 (2) 27.55 山梨 夕奈 (3) 27.67

松戸二 (-0.6) 松戸二 (-1.0) 逆井 (-0.6) 新松戸南 (+0.3) 岩名 (-0.6) 松戸六 (+0.3) 常盤松 (+0.3) 逆井 (+0.3)

長塚 結南 (1) 2:25.03 椎橋 千怜 (1) 2:27.79 榎本 陽菜 (1) 2:29.67 木下 裕海 (1) 2:37.71 吉田 実生 (1) 2:39.79 大宮司 結亜 (1) 2:39.87 石井 心結 (1) 2:40.78 小田 梓未 (1) 2:41.85

柏 中原 福田 光ケ丘 川間 常盤平 松戸六 酒井根

渡辺 光桃 (3) 2:14.51 増田 岬虹 (3) 2:20.94 田村 彩音 (3) 2:22.80 米田 彩香 (3) 2:23.68 寺田 莉子 (3) 2:25.96 新明 樹里花 (3) 2:26.12 岡﨑 琴里 (3) 2:26.72 岩田 千怜 (3) 2:30.91

常盤平 大津ケ丘 常盤平 常盤平 田中 野田北部 大津ケ丘 柏三

吉田 夏美 (3) 4:49.50 長塚 結南 (1) 4:51.30 増田 岬虹 (3) 4:51.88 中村 奈々子 (2) 4:52.12 渡辺 真梨恵 (3) 4:52.21 新明 樹里花 (3) 4:56.24 塚田 莉凛杏 (3) 5:03.59 大井 柚乃 (3) 5:08.87

光ケ丘 柏 大津ケ丘 西原 松戸六 野田北部 酒井根 小金

戸田 莉緒 (3) 15.87 小林 実優 (3) 16.48 大関 芽唯 (3) 17.14 春日 星凜 (2) 17.29 有澤 咲樹 (3) 17.34 清水 優羽 (2) 17.45 武藤 真彩 (3) 17.78 柴田 音海 (2) 17.86

小金南 (-1.0) 松戸二 (-1.6) 野田一 (-1.6) 西原 (-0.8) 松戸五 (-1.0) 小金南 (-1.6) 野田二 (-1.6) 逆井 (-1.6)

松戸二 50.40 51.20 逆井 52.64 光ケ丘 52.85 八木 52.90 松戸六 53.11 野田南部 53.13 小金 53.57

真田 花南 (3) 花島 凛音 (2) 依田 恵理 (2) 荒山 栞璃 (2) 鈴木 七海 (3) 林 彩絢 (2) 戸井田 わかな (3) 野口 紗來 (3)

磯部 明音 (3) 伊藤 智咲 (2) 網野 紅羽 (2) 古川 ひなた (3) 河野 有桐 (3) 内藤 幸愛來 (3) 岩間 絢香 (3) 小田 菜々美 (3)

照井 結桜 (3) 青木 莉杏 (3) 山梨 夕奈 (3) 大野 莉愛 (3) 樋田 香奈 (2) 櫻井 爽乃 (3) 木内 陽向花 (3) 岡本 碧海 (3)

有賀 望織 (3) 荒巻 明音 (2) 柴田 音海 (2) 中山 莉歩 (3) 杉本 百音 (2) 小野寺 珠季 (3) 海野 美優 (2) 國﨑 美和子 (3)

井口 怜奈 (3) 1m40 荒巻 明音 (2) 1m40 石原 佳歩 (2) 1m35 寒河江 祐菜 (3) 1m35 4)加藤 羽菜 (2) 1m35 鈴木 美紘 (2) 1m35 竹内 りょう (3) 1m35 齋藤 麻奈香 (3) 1m35

柏四 小金南 西原 おおたかの森 南流山 流山南部 野田一 逆井

比嘉 杏樹 (1) 4m37 吉田 渚沙 (1) 4m36 今井 梓美 (1) 3m92 松浦 爽香 (1) 3m87 橋本 華歩 (1) 3m86 小池 萌々 (1) 3m76 椎名 桜帆 (1) 3m76 澤畠 詩夏 (1) 3m69

南流山 (+2.3) 小金南 (+2.8) 松戸五 (+0.6) 流山東部 (+1.2) 小金 (+2.3) 小金南 (-0.4) 西初石 (+1.5) 松戸二 (-0.4)

原 佑奈 (2) 5m07 小田 菜々美 (3) 4m92 黒木 彩音 (2) 4m84 浦上 ちひろ (3) 4m71 大豆生田 結 (3) 4m62 岡村 星奈 (3) 4m61 光辻 志織 (3) 4m59 冨田 雫 (3) 4m54

南流山 (+0.3) 小金 (+0.4) 根木内 (+1.1) 松戸二 (+0.4) 新松戸南 (+0.8) 小金南 (+0.4) 河原塚 (+2.3) 河原塚 (0.0)

共通砲丸投 斗舛 香奈海 (3) 11m11 冨樂 璃子 (3) 9m98 松永 羽那 (3) 9m39 奥 りらら (2) 9m00 満重 玲奈 (3) 8m66 鈴木 紗弥 (2) 8m39 松浦 侑瑞 (3) 8m36 戸井田 わかな (3) 8m12

(2.721kg) 栗ケ沢 栗ケ沢 流山南部 旭町 松戸二 小金南 川間 野田南部

共通四種競技 岡本 碧海 (3) 1864 石塚 真麟 (2) 1825 坪井 美月 (3) 1560 國﨑 美和子 (3) 1123

小金 田中 田中 小金
100mH(0.762m/8.00m) 17.56 +0.6 535 16.97 +0.6 600 17.90 +0.6 499 19.53 +0.6 342

走高跳 1m27 379 1m24 350 1m24 350 NM 0

砲丸投(2.721kg) 7m99 399 6m77 320 6m58 308 5m91 266

200m 29.05 +0.3 551 28.99 +0.3 555 31.18 +0.3 403 29.54 +0.3 515
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第43回千葉県中学校陸上競技記録会柏大会
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令和4年6月4日（土）5日（日）
千葉県立柏の葉公園総合競技場
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審判長　(トラック)　弘永　修二郎（フィールド）篠塚　弘明　記録主任　濱田　聡彦


