
第２回千葉県・神奈川県中学校陸上競技合同練習会記録会 記録一覧表（女子） 主催 千葉陸上競技協会

大会コード 16 12 0006
競技場コード 121010

種目
1､2年30m 越川 美咲 (1) 4.65 安井 麻里花 (1) 4.75 大内 紅葉 (1) 4.82 神林 咲希 (1) 4.96

1組 千葉:光 (+1.2) 神奈川:東野 (+1.2) 千葉:葛飾 (+1.2) 神奈川:引地台 (+1.2)
1､2年30m 松村 理香 (2) 4.63 青木 紫音 (2) 4.76 辻 せら (2) 4.77 山田 結莉奈 (2) 4.83

2組 千葉:ちはら台南 (+1.9) 千葉:葛飾 (+1.9) 千葉:鴨川 (+1.9) 千葉:松戸六 (+1.9)
1､2年30m 佐々 あかり (2) 4.65 舛永 理紗 (2) 4.70 佐藤 緒夏 (2) 4.74 春日 優依里 (2) 4.76 田村 美優 (2) 4.89 石川 莉子 (2) 4.92

3組 千葉:東庄 (+1.3) 神奈川:田奈 (+1.3) 千葉:我孫子 (+1.3) 千葉:葛飾 (+1.3) 千葉:成田 (+1.3) 千葉:御滝 (+1.3)
1､2年30m 佐藤 瑠歩 (2) 4.55 黛 来夢 (2) 4.62 山田　美南 (2) 4.65 林 愛純 (2) 4.69 丹羽 好亜 (2) 4.70 岡田 真奈 (2) 5.22

4組 神奈川:羽鳥 (0.0) 千葉:公津の杜 (0.0) 千葉:飯岡 (0.0) 千葉:五井 (0.0) 神奈川:西谷 (0.0) 神奈川:伊勢原 (0.0)
1､2年30m 佐藤 瑠歩 (2) 4.55 黛 来夢 (2) 4.62 松村 理香 (2) 4.63 越川 美咲 (1) 4.65 4 佐々 あかり (2) 4.65 4 山田　美南 (2) 4.65 林 愛純 (2) 4.69 丹羽 好亜 (2) 4.70

top8 神奈川:羽鳥 (0.0) 千葉:公津の杜 (0.0) 千葉:ちはら台南 (+1.9) 千葉:光 (+1.2) 千葉:東庄 (+1.3) 千葉:飯岡 (0.0) 千葉:五井 (0.0) 神奈川:西谷 (0.0)
舛永 理紗 (2) 4.70
神奈川:田奈 (+1.3)

1､2年150m 越川 美咲 (1) 19.59 安井 麻里花 (1) 20.17 大内 紅葉 (1) 20.20 塚本 萌乃 (1) 20.40 渡辺　千奈津 (1) 秋田 爽空 (1)
1組 千葉:光 (+0.4) 神奈川:東野 (+0.4) 千葉:葛飾 (+0.4) 千葉:ちはら台南 (+0.4) 千葉:幕張本郷 DNS(+0.4) 神奈川:東橘 DNS(+0.4)

1､2年150m 岡本 愛梨 (2) 19.84 辻 せら (2) 20.11 木島 あすか (2) 20.22 松村 理香 (2) 20.28 菱沼 京華 (2) 21.64 伊藤 和香 (2) 21.90
2組 神奈川:橘 (-0.7) 千葉:鴨川 (-0.7) 神奈川:富士見 (-0.7) 千葉:ちはら台南 (-0.7) 神奈川:宮前平 (-0.7) 神奈川:東山田 (-0.7)

1､2年150m 青木 紫音 (2) 20.03 田村 美優 (2) 20.45 山田 結莉奈 (2) 21.18 江藤 果純 (2) 木村 友香 (2) 大橋 侑生 (2) 松藤 瑞歩 (2)
3組 千葉:葛飾 (+0.9) 千葉:成田 (+0.9) 千葉:松戸六 (+0.9) 神奈川:大綱 DNS(+0.9) 千葉:七次台 DNS(+0.9) 千葉:船橋旭 DNS(+0.9) 千葉:君津 DNS(+0.9)

1､2年150m 林 愛純 (2) 19.56 舛永 理紗 (2) 19.79 春日 優依里 (2) 20.03 丹羽 好亜 (2) 20.28 内田 菫 (2) 20.37 岩城 結子 (2) 22.44
4組 千葉:五井 (-0.2) 神奈川:田奈 (-0.2) 千葉:葛飾 (-0.2) 神奈川:西谷 (-0.2) 神奈川:新田 (-0.2) 神奈川:鶴ケ峯 (-0.2)

1､2年150m 頼安 乃々香 (2) 19.90 岩渕 珠羽 (2) 20.20 佐藤 緒夏 (2) 20.23 黛 来夢 (2) 20.39 久保田 詩織 (2) 21.15 山田 あす香 (2) ｱﾙﾊﾞﾚｽ ﾓﾈ ﾃｨｱﾗ (2)
5組 神奈川:塚越 (+0.9) 神奈川:中川西 (+0.9) 千葉:我孫子 (+0.9) 千葉:公津の杜 (+0.9) 神奈川:田奈 (+0.9) 神奈川:宮前平 DNS(+0.9) 神奈川:南林間 DNS(+0.9)

1､2年150m 佐藤 瑠歩 (2) 18.91 佐々 あかり (2) 19.21 石川 莉子 (2) 19.51 武田 小都 (2) 19.86 若松 ななみ (2) 19.94 坂本 あい (2) 19.98 山田　美南 (2) 20.06
6組 神奈川:羽鳥 (+0.9) 千葉:東庄 (+0.9) 千葉:御滝 (+0.9) 神奈川:中川西 (+0.9) 神奈川:湘洋 (+0.9) 神奈川:湘洋 (+0.9) 千葉:飯岡 (+0.9)

1､2年150m 佐藤 瑠歩 (2) 18.91 佐々 あかり (2) 19.21 石川 莉子 (2) 19.51 林 愛純 (2) 19.56 越川 美咲 (1) 19.59 舛永 理紗 (2) 19.79 武田 小都 (2) 19.86 若松 ななみ (2) 19.94
top8 神奈川:羽鳥 (+0.9) 千葉:東庄 (+0.9) 千葉:御滝 (+0.9) 千葉:五井 (-0.2) 千葉:光 (+0.4) 神奈川:田奈 (-0.2) 神奈川:中川西 (+0.9) 神奈川:湘洋 (+0.9)

1000m 中村 仁美 (2) 2:59.54 岡本 愛梨 (2) 3:01.05 山﨑 りさ (2) 3:02.81 南 日向 (1) 3:05.19 木島 あすか (2) 3:05.43 井上 明南 (2) 3:05.59 岩城 結子 (2) 3:06.69 菱沼 京華 (2) 3:08.27
千葉:小見川 (0.0) 神奈川:橘 (0.0) 千葉:東深井 (0.0) 千葉:葛飾 (0.0) 神奈川:富士見 (0.0) 神奈川:井田 (0.0) 神奈川:鶴ケ峯 (0.0) 神奈川:宮前平 (0.0)
9 伊藤 和香 (2) 3:11.59
神奈川:東山田 (0.0)

60mH 1st 西塚 若菜 (2) 9.38 久保田 詩織 (2) 9.62 土屋 楓花 (2) 9.80 上野 莉奈 (2) 9.85
1組 神奈川:柿生 (+0.9) 神奈川:田奈 (+0.9) 神奈川:茅ヶ崎 (+0.9) 千葉:七次台 (+0.9)

60mH 1st 伍井 沙耶香 (2) 9.10 白土 茶実 (2) 9.29 坂本 あい (2) 9.36 塚本 萌乃 (1) 9.41 早野 凜 (2) 9.47 松尾 愛 (2) 9.67 江藤 果純 (2) 10.60
2組 千葉:四街道北 (0.0) 千葉:八日市場二 (0.0) 神奈川:湘洋 (0.0) 千葉:ちはら台南 (0.0) 千葉:栄 (0.0) 神奈川:西谷 (0.0) 神奈川:大綱 (0.0)

60mH 1st 頼安 乃々香 (2) 8.81 岩佐 茉結子 (2) 8.97 若松 ななみ (2) 9.27 内田 菫 (2) 9.42 高木 紗樹 (2) 9.53
3組 神奈川:塚越 (+0.9) 千葉:七次台 (+0.9) 神奈川:湘洋 (+0.9) 神奈川:新田 (+0.9) 千葉:東庄 (+0.9)

橘 雛姫 (2) 1m55 安西 彩乃 (2) 1m55 川島 彩香 (2) 1m50 小笠原 怜海 (2) 1m45 金子 照菜 (2) 1m40
神奈川:山内 神奈川:玉川 千葉:貝塚 神奈川:茅ヶ崎 神奈川:東橘
徳宿 葵 (2) 2m60 古志 華絵 (2) 2m40 松森 明 (2) 2m40 齋藤 阿子 (1) 2m20 尾形 歩波 (1) 2m00
千葉:佐原 千葉:君津 千葉:佐原 千葉:佐原 千葉:佐原
白土 茶実 (2) 5m50 岡部 玲奈 (2) 5m34 土屋 楓花 (2) 5m28 根岸 舞佳 (2) 5m23 岩渕 珠羽 (2) 5m11 北野 友美 (2) 5m10 菅谷 菜奈葉 (2) 5m07 神林 咲希 (1) 5m06

千葉:八日市場二 (-0.2) 千葉:小金南 (+0.9) 神奈川:茅ヶ崎 (+0.9) 千葉:七次台 (+1.8) 神奈川:中川西 (+0.4) 神奈川:新町 (+2.4) 千葉:五井 (+1.5) 神奈川:引地台 (-0.5)
9 宇野 桃子 (2) 5m05 加藤 明希 (2) 5m04 松尾 愛 (2) 4m94 人見 彩愛 (2) 4m93 酒井 ひなた (2) 4m86 山田 あす香 (2) 4m68 岡田 真奈 (2) 4m22
千葉:海神 (+2.5) 千葉:葛飾 (+1.8) 神奈川:西谷 (-0.3) 千葉:佐原 (+0.8) 千葉:ちはら台南 (+3.0) 神奈川:宮前平 (-0.2) 神奈川:伊勢原 (+0.6)
篠塚 美咲 (2) 12m14 加瀬 清佳 (2) 11m75 西塚 若菜 (2) 11m50 大橋 アカリ (2) 10m85 犬塚 晏寿 (2) 10m49 西川 歓喜 (2) 9m32
千葉:小見川 千葉:栗ケ沢 神奈川:柿生 神奈川:東野 神奈川:宮前平 神奈川:大綱
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平成２９年３月２５日（土）
船橋市運動公園陸上競技場
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