
主催 一般財団法人千葉陸上競技協会　
大会コード 千葉県小中学校体育連盟
競技場コード

種目

西山 凛星 (1) 12.95 石郷岡 暖 (1) 13.91 平野 いろは (1) 14.00 伊藤 良愛 (1) 14.25 森田 稀星 (1) 14.36 西村 桃花 (1) 14.47 橋口 結希 (1) 14.48 河野 心 (1) 14.61

八日市場二 (-2.2) 四街道北 (-2.2) 海上 (-1.4) 成田西 (-2.2) 七次台 (-2.2) 吾妻 (-2.2) 大山口 (-2.2) 西の原 (-1.4)

伊藤 優亜 (2) 12.61 内藤 美紗 (2) 12.80 山﨑 蒼海 (2) 13.06 大曽根 有紗 (2) 13.10 関 穂香 (2) 13.31 武田 珊瑚 (2) 13.36 中山 実希 (2) 13.37 上野 裕菜 (2) 13.58

旭二 (-0.7) 桜台 (-0.7) 多古 (-0.7) 成田西 (-0.7) 臼井南 (0.0) 白井 (-0.7) 井野 (0.0) 桜台 (+0.7)

奈良 和奏 (3) 12.56 山田 姫蘭 (3) 12.76 戸井 愛美 (3) 12.81 黒羽 希 (3) 12.99 山田 小桃 (3) 13.04 花島 海陽 (3) 13.06 髙橋 結愛 (3) 13.13 林 莉緒 (3) 13.23

吾妻 (+0.7) 旭一 (+0.7) 芝山 (+0.7) 西の原 (+0.7) 成田 (+0.7) 上志津 (+0.8) 海上 (+1.2) 成田西 (+0.7)

山田 姫蘭 (3) 26.27 木村 美紅 (3) 26.33 奈良 和奏 (3) 26.63 黒羽 希 (3) 26.93 中山 実希 (2) 27.23 山田 小桃 (3) 27.33 林 莉緒 (3) 27.44 田中 理桜 (3) 27.58

旭一 (+1.0) 四街道西 (+1.0) 吾妻 (+1.0) 西の原 (+1.0) 井野 (+1.3) 成田 (+1.0) 成田西 (+1.0) 酒々井 (+1.4)

鎌形 すみれ (1) 2:30.93 林 咲羽 (1) 2:31.25 小林 心海 (1) 2:32.05 西川 綾乃 (1) 2:32.60 菅谷 優来 (1) 2:32.99 川島 実央 (1) 2:35.36 飯田 優里菜 (1) 2:35.39 佐藤 志音 (1) 2:36.73

原山 東庄 東庄 旭二 旭二 上志津 多古 大栄

手塚 蕾 (3) 2:14.79 木下 小雪 (3) 2:18.43 宮野原 叶芽 (3) 2:20.42 駒田 初花 (3) 2:25.43 西村 美咲 (2) 2:26.18 水野 佑香 (3) 2:27.48 金森 由衣 (2) 2:29.34 髙橋 真代 (2) 2:29.84

佐倉東 西の原 七次台 西の原 旭二 飯岡 小見川 公津の杜

手塚 蕾 (3) 4:42.03 菅藤 ななみ (3) 4:56.72 金森 由衣 (2) 4:59.50 飯田 優里菜 (1) 5:01.87 駒田 初花 (3) 5:02.86 戸村 万葉 (2) 5:03.33 原 七海 (3) 5:03.99 髙木 夕喜奈 (3) 5:05.25

佐倉東 八日市場二 小見川 多古 西の原 東庄 七次台 旭二

髙橋 結愛 (3) 15.16 花島 海陽 (3) 15.56 松本 佳乃 (3) 15.62 椎橋 美月 (3) 15.67 淺野 麻衣 (3) 15.93 鵜野 栞音 (3) 16.15 鈴木 杏羽 (3) 16.31 笠原 海愛 (2) 16.39

海上 (-0.1) 上志津 (-0.1) 大山口 (-0.1) 西の原 (-0.1) 中台 (-0.1) 白井 (-0.1) 七次台 (-0.1) 酒々井 (-0.1)

旭二 51.63 桜台 51.77 成田西 51.90 西の原 52.30 吾妻 52.44 井野 52.91 七次台 52.91 成田 52.98

江波戸 茜 (3) 川村 真優 (2) 斉藤 優空 (2) 黒羽 希 (3) 西村 桃花 (1) 浦 夏月 (3) 鈴木 杏羽 (3) 武士田 ももこ (2)

伊藤 優亜 (2) 内藤 美紗 (2) 清水 萌衣 (3) 椎橋 美月 (3) 奈良 和奏 (3) 川島 あかり (3) 宮野原 叶芽 (3) 岸 美緒 (2)

鏑木 渚音 (3) 上野 裕菜 (2) 林 莉緒 (3) 日比生 希実 (3) 大竹 莉叶 (2) 中山 実希 (2) 亀澤 奏良 (2) 及川 夢那 (3)

市川 結唯 (2) 瀧田 七生 (2) 大曽根 有紗 (2) 西畑 美音 (3) 稲生 絢心 (3) 渡邉 柚季 (2) 内藤 心奈 (3) 山田 小桃 (3)

大宮 慧和 (2) 1m54 井手本 麻央 (2) 1m51 畔蒜 彩音 (3) 1m51 池田 凜奏 (2)(同順)1m40 飯島 梓乃 (3) (同順)1m40 白野 奏来 (2) 1m40 田野 央夢 (3) 1m40 牧野 那美 (2) 1m35

酒々井 海上 志津 木刈 佐倉南部 南山 中台 成田西

小出 遥珈 (2) 2m80 寺田 心 (3) 2m70 宮﨑 羽詩 (3) 2m60 床枝 陽華 (3) 2m40 渡辺 心菜 (2) (同順)2m40 鷲本 桔香 (3) (同順)2m40 武藤 知紗都 (3) 2m20 上野 裕菜 (2) 2m10

佐倉東 神崎 神崎 銚子一 西の原 西の原 印西 桜台

平野 いろは (1) 4m54 石郷岡 暖 (1) 4m46 髙橋 なつき (1) 4m43 西山 凛星 (1) 4m38 黒澤 夏音 (1) 4m24 齋藤 菜々佳 (1) 4m16 桑原 小遙 (1) 4m07 加藤 光真 (1) 3m93

海上 (+0.4) 四街道北 (+0.3) 木刈 (+1.7) 八日市場二 (+0.5) 印旛 (-1.2) 海上 (+0.2) 佐倉 (+1.3) 西の原 (+2.1)

田中 優桜 (2) 5m08 遠藤 唯華 (3) 4m99 日比生 希実 (3) 4m83 平野 美帆 (2) 4m83 清水 萌衣 (3) 4m80 塚本 妃伽梨 (2) 4m79 鎌形 芽愛 (2) 4m76 小名木 奏楽 (2) 4m69

銚子西 (+2.0) 西の原 (+1.1) 西の原 (+1.9) 旭一 (+1.1) 成田西 (+1.7) 神崎 (+0.9) 小見川 (+1.4) 印旛 (+1.6)

可児 瑠莉華 (3) 10m32 宮﨑 香菜子 (3) 9m95 増島 彩羽 (3) 8m81 伊藤 莉菜 (3) 8m80 谷本 紗 (3) 8m61 渡辺 心菜 (2) 8m32 中村 天祢 (3) 8m14 宇田川 彩夏 (3) 7m87

大栄 干潟 八日市場二 旭二 西の原 西の原 酒々井 七次台

共通四種競技 長谷川 愛良 (3) 2594 多田 藍璃 (3) 2520 西畑 美音 (3) 2146 猪熊 美咲 (3) 2048 工藤 さくら (3) (同順)1720 遠藤 莉乃 (2) (同順)1720 石橋 柚妃 (3) 1707 髙見 結衣 (2) 1530

干潟 佐倉東 西の原 栄 神崎 吾妻 公津の杜 公津の杜

100mH(0.762m) 15.06 -0.7 834 14.68 +1.8 884 16.07 -0.7 706 17.76 +1.8 513 17.99 -0.7 489 17.22 -0.7 572 18.29 +1.8 459 18.85 +1.8 404

走高跳 1m45 566 1m39 502 1m25 359 1m36 470 1m20 312 1m25 359 1m30 409 1m20 312
砲丸投(2.721kg) 8m86 455 7m21 348 8m69 444 8m84 454 8m43 427 5m30 227 6m52 304 6m88 327

200m 26.68 +2.1 739 26.13 +2.1 786 27.92 +2.1 637 28.25 +2.1 611 29.86 +2.1 492 28.89 +3.3 562 29.26 +3.3 535 29.93 +3.3 487

共通100mH：高さ0.762m　インターバル　8.00m

共通砲丸投：2.721kg

４種競技：(100mH　高さ0.762m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ8.00m 　砲丸投 2.721kg) 審判長　　吉 原　　廣 記録主任　　蝦原　拓弥

GR:大会新記録
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