
No 1
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 22 12 3304
競技場コード123260

日付 種目
1年100m 矢島 沙唯 (1) 13.70 子安 寧那 (1) 14.28 榎本 眞央 (1) 14.28 小向井 美鈴 (1) 14.90 竹内 舞奏 (1) 15.13 大西 葵 (1) 15.38

ﾀｲﾑﾚｰｽ１組:+0.2m 渋谷幕張 (+0.2) 茂原東 (+0.2) 稲毛 (+0.2) 大網 (+0.2) 光 (+0.2) 千城台西 (+0.2) DNS(+0.2)

1年100m 金子 璃音 (1) 15.12 鈴木 彩芽 (1) 15.30 漆戸 友里 (1) 15.51 中村 瑠杏 (1) 15.57 小関 芽唯 (1) 15.63 鈴木 柚花 (1) 16.06 大村 百合子 (1) 16.10 土屋 ゆくり (1) 16.22
ﾀｲﾑﾚｰｽ２組:+1.2m 山王 (+1.2) 八千代松陰 (+1.2) 稲毛 (+1.2) 八千代松陰 (+1.2) 光 (+1.2) 高津 (+1.2) 山王 (+1.2) 光 (+1.2)

1年100m 佐々木 美桜 (1) 15.43 西川 結理 (1) 15.54 大崎 莉子 (1) 16.03 平田 慧珠 (1) 16.04 佐瀬 愛理 (1) 16.29 森川 咲希 (1) 16.33 木村 光希 (1) 16.43 小泉 絢菜 (1) 16.60
ﾀｲﾑﾚｰｽ３組:+1.5 稲毛 (+1.5) 高津 (+1.5) 本納 (+1.5) 東金 (+1.5) 大網 (+1.5) 大網 (+1.5) 高津 (+1.5) 稲毛 (+1.5)

1年100m 大友 えりん (1) 14.81 髙梨 麻衣 (1) 15.03 増子 花香 (1) 15.77 信川 日和 (1) 16.75 吉田　優杏 (1) 17.11 阿部 陽真利 (1) 18.38 原田 結菜 (1) 18.90
ﾀｲﾑﾚｰｽ４組:+0.5 土気南 (+0.5) 千葉若松 (+0.5) 蘇我 (+0.5) 小中台 (+0.5) 磯辺 (+0.5) 稲毛高附 (+0.5) 茂原東 (+0.5) DNS(+0.5)

1年100m 井上 すみれ (1) 14.64 大鰐 心寧 (1) 15.47 髙山 奈央 (1) 15.64 相原 七海 (1) 15.83 宮地 瑛令奈 (1) 16.61 金谷 柚月 (1) 16.62 加藤　柚衣 (1) 16.68 宮原 舞美 (1) 17.03
ﾀｲﾑﾚｰｽ５組:-0.8 千葉若松 (-0.8) 稲毛高附 (-0.8) 土気南 (-0.8) 泉谷 (-0.8) 生浜 (-0.8) こてはし台 (-0.8) 磯辺 (-0.8) 小中台 (-0.8)

1年100m 和田 かれん (1) 15.09 渡邊 耀恵 (1) 15.20 竹内 奏菜 (1) 15.56 長澤 結衣 (1) 15.81 大熊 花菜 (1) 16.31 林 小桜 (1) 16.45 仲田　怜生 (1) 16.49 萩原 希 (1) 16.83
ﾀｲﾑﾚｰｽ６組:-0.7 幕張西 (-0.7) 千葉若松 (-0.7) 稲毛高附 (-0.7) 蘇我 (-0.7) 小中台 (-0.7) 土気南 (-0.7) 磯辺 (-0.7) 泉谷 (-0.7)

1年100m 小林 夕芽 (1) 13.79 勢〆 小雪 (1) 14.80 末光 礼奈 (1) 15.15 齊藤 花音 (1) 15.43 平野 心菜 (1) 15.90 鈴木 紗雪 (1) 16.81 西田 華 (1) 16.87
ﾀｲﾑﾚｰｽ７組:-1.1 村上東 (-1.1) 幕張西 (-1.1) 小中台 (-1.1) 千葉若松 (-1.1) 八千代台西 (-1.1) 蘇我 (-1.1) 土気南 (-1.1) DNS(-1.1)

2年100m 有賀 凛亜 (2) 13.22 石井 羽空 (2) 13.24 池田 祐香 (2) 13.35 山﨑 月陽 (2) 13.43 松浦 可穏 (2) 13.54 伊藤 瑠花 (2) 13.93 古内 瑠璃 (2) 14.23 篠原 みゆ (2) 14.62
ﾀｲﾑﾚｰｽ１組:-0.4m 打瀬 (-0.4) 白子 (-0.4) 茂原東 (-0.4) 八千代松陰 (-0.4) 土気南 (-0.4) 光 (-0.4) 大網 (-0.4) 村上東 (-0.4)

2年100m ｵｵｾｸﾝ ｱﾄﾞﾗｰｴﾐ (2) 13.71 吉田 一千海 (2) 13.79 神林 佑空 (2) 13.83 九鬼 ちひろ (2) 14.02 櫻井 琴野 (2) 14.19 日改 心 (2) 14.27 小林 真唯 (2) 14.60
ﾀｲﾑﾚｰｽ２組:-0.4m 昭和秀英 (-0.4) 大網 (-0.4) 大和田 (-0.4) 新宿 (-0.4) 大網 (-0.4) 茂原 (-0.4) 萱田 (-0.4) DNS(-0.4)

2年100m 須内 暖名 (2) 14.00 木俣 夢来 (2) 14.04 松田 里美 (2) 14.24 石井 怜那 (2) 14.50 井出 百香 (2) 14.52 醍醐 由実 (2) 14.92 内海 咲希 (2) 15.27
ﾀｲﾑﾚｰｽ３組:+1.6m 渋谷幕張 (+1.6) 千城台西 (+1.6) 茂原東 (+1.6) 村上東 (+1.6) 萱田 (+1.6) 八千代松陰 (+1.6) 萱田 (+1.6) DNS(+1.6)

2年100m 吉田 鈴子 (2) 14.24 赤堀 樹希 (2) 14.40 笠原 綾華 (2) 14.47 新谷 天寧 (2) 14.94 林 ここね (2) 15.30 熊谷 優菜 (2) 15.49
ﾀｲﾑﾚｰｽ４組:-1.5m 新宿 (-1.5) 蘇我 (-1.5) 生浜 (-1.5) 茂原 (-1.5) 貝塚 (-1.5) 貝塚 (-1.5) DNS(-1.5) DNS(-1.5)

2年100m 石丸 真央 (2) 14.16 半澤 るん (2) 14.36 飯島 夕楽 (2) 14.43 宮崎 姫凪 (2) 14.51 多田 愛理 (2) 14.56 宮坂 凛 (2) 14.63 多田 杏菜 (2) 14.85 小島 彩愛 (2) 15.35
ﾀｲﾑﾚｰｽ５組:-0.4m 生浜 (-0.4) 土気南 (-0.4) 松ケ丘 (-0.4) 泉谷 (-0.4) 高浜 (-0.4) 稲毛 (-0.4) 大和田 (-0.4) 村上 (-0.4)

2年100m 勝又 梨湖 (2) 14.30 胎中 みのり (2) 14.51 田島 絢花 (2) 14.65 篠嵜 美来 (2) 14.73 本木 朱音 (2) 14.76 三枝 杏夢 (2) 15.22 吉野 ひなた (2) 15.64
ﾀｲﾑﾚｰｽ６組:+0.5m 稲毛 (+0.5) 千葉若松 (+0.5) 稲毛高附 (+0.5) 高浜 (+0.5) 八千代台西 (+0.5) 大網 (+0.5) 萱田 (+0.5) DNS(+0.5)

2年100m 伊藤 愛生 (2) 14.23 皆木 結衣 (2) 14.36 宮下 千桜 (2) 14.67 森 愛希 (2) 14.71 三代川 柚季 (2) 14.73 川口 怜音 (2) 14.89 高橋 優香 (2) 14.96
ﾀｲﾑﾚｰｽ７組:+1.3m 泉谷 (+1.3) 稲毛高附 (+1.3) 渋谷幕張 (+1.3) 村上東 (+1.3) 八千代台西 (+1.3) 蘇我 (+1.3) 小中台 (+1.3) DNS(+1.3)

2年100m 江村 汐音 (2) 14.87 坂本 結唯 (2) 14.99 松井 日花 (2) 15.18 露崎 祐奈 (2) 15.47 山田 有紗 (2) 15.51 河代 帆果 (2) 15.53 北原 蓮音 (2) 15.63 塚田 瑠花 (2) 15.89
ﾀｲﾑﾚｰｽ８組:-2.7m 山王 (-2.7) 松ケ丘 (-2.7) 小中台 (-2.7) 高津 (-2.7) 松ケ丘 (-2.7) 泉谷 (-2.7) 花園 (-2.7) 高津 (-2.7)

2年100m 樋山 璃花 (2) 14.61 横山 咲世里 (2) 14.64 加藤 優奈 (2) 15.10 小林 楓佳 (2) 16.08 賀来 菜那 (2) 17.05 和田 海里 (2) 17.62
ﾀｲﾑﾚｰｽ９組:+0.3m 小中台 (+0.3) 泉谷 (+0.3) 小中台 (+0.3) 松ケ丘 (+0.3) 千葉明徳 (+0.3) 千葉明徳 (+0.3)

3年100m 佐山 凛香 (3) 13.33 古屋 明紗 (3) 13.58 内田 そら (3) 13.65 千葉 乃愛 (3) 13.74 吉沢 愛七海 (3) 14.03 東 祥子 (3) 14.08 橘 萌華 (3) 14.64
ﾀｲﾑﾚｰｽ１組:-0.7m 八千代松陰 (-0.7) 大網 (-0.7) 八千代松陰 (-0.7) 大網 (-0.7) 増穂 (-0.7) 萱田 (-0.7) 東金 (-0.7) DNS(-0.7)

3年100m 星野 遥 (3) 13.59 合馬 瞳 (3) 13.70 羽田 歩未 (3) 14.00 瀬尾 侑加 (3) 14.08 島田 瑛未 (3) 14.17 奥村 月葵 (3) 14.22 中西 美羽 (3) 14.43 小竹 咲空 (3) 14.69
ﾀｲﾑﾚｰｽ２組:-0.8m 大和田 (-0.8) 稲毛 (-0.8) 千葉若松 (-0.8) 萱田 (-0.8) 光 (-0.8) 萱田 (-0.8) 大網 (-0.8) 高津 (-0.8)

3年100m 坂井 愛鈴 (3) 13.65 野村 椛々 (3) 13.76 長谷川 める (3) 13.87 伊藤 美沙菜 (3) 13.91 柳田 花音 (3) 13.91 長谷川 侑咲 (3) 14.03 山本 詩織 (3) 14.65
ﾀｲﾑﾚｰｽ３組:+0.4m 貝塚 (+0.4) 貝塚 (+0.4) 土気南 (+0.4) 磯辺 (+0.4) 渋谷幕張 (+0.4) 泉谷 (+0.4) 萱田 (+0.4) DNS(+0.4)

3年100m 西田 美月 (3) 13.81 木村 美和 (3) 14.14 秦 心愛 (3) 14.21 池田 あおい (3) 14.33 市村 はるか (3) 14.50 大泉 栞奈 (3) 14.53 沼倉 彩夏 (3) 14.66 江澤 侑里 (3) 15.21
ﾀｲﾑﾚｰｽ４組:+1.3m 稲毛 (+1.3) 大和田 (+1.3) 貝塚 (+1.3) 高浜 (+1.3) 村上東 (+1.3) 高浜 (+1.3) 貝塚 (+1.3) 東金 (+1.3)

3年100m 本重 侑希 (3) 14.13 佐藤 桃花 (3) 14.49 小堺 文乃 (3) 14.66 前野 茜 (3) 14.67 荒井 和羽 (3) 14.72 酒井 陽菜乃 (3) 14.94 永島 ろうい (3) 15.07
ﾀｲﾑﾚｰｽ５組:-2.1m 稲毛 (-2.1) 千葉若松 (-2.1) 渋谷幕張 (-2.1) 松ケ丘 (-2.1) 高浜 (-2.1) 稲毛高附 (-2.1) 磯辺 (-2.1) DNS(-2.1)

3年100m 谷口 翔恋 (3) 14.55 桑原 未宇 (3) 14.56 川田 野乃華 (3) 14.75 田村 紗彩 (3) 14.92 中瀬古 咲喜 (3) 14.92 遠藤 芽生 (3) 15.12 神﨑 みなみ (3) 15.42
ﾀｲﾑﾚｰｽ６組:+1.7m 蘇我 (+1.7) 新宿 (+1.7) 稲毛高附 (+1.7) 生浜 (+1.7) 本納 (+1.7) 山王 (+1.7) 松ケ丘 (+1.7) DNS(+1.7)

3年100m 高野 真海 (3) 15.00 大河原 夏海 (3) 15.02 町田 明莉 (3) 15.14 髙野 由羽 (3) 15.16 坂本 遥 (3) 15.34 藤田 のどか (3) 15.84
ﾀｲﾑﾚｰｽ７組:+0.3m 高津 (+0.3) 生浜 (+0.3) 磯辺 (+0.3) 新宿 (+0.3) 花園 (+0.3) 本納 (+0.3) DNS(+0.3)

3年100m 石橋 ひより (3) 13.17 髙嶋 美月 (3) 15.00 奥山 しいな (3) 15.16 増澤 日菜 (3) 15.45 西田 野乃佳 (3) 15.59 遠藤 美桜 (3) 15.75 伊藤 凛 (3) 15.92
ﾀｲﾑﾚｰｽ８組:-2.3m こてはし台 (-2.3) 千葉若松 (-2.3) 大和田 (-2.3) 蘇我 (-2.3) 花園 (-2.3) 山王 (-2.3) 花園 (-2.3)

共通200m 山﨑 月陽 (2) 27.96 松浦 可穏 (2) 28.12 千葉 乃愛 (3) 28.34 内田 そら (3) 28.41 神林 佑空 (2) 28.86 東 祥子 (3) 28.89
ﾀｲﾑﾚｰｽ１組:+0.3m 八千代松陰 (+0.3) 土気南 (+0.3) 大網 (+0.3) 八千代松陰 (+0.3) 大和田 (+0.3) 萱田 (+0.3) DNS(+0.3)

共通200m 鈴木 茉奈 (3) 28.12 合馬 瞳 (3) 28.88 瀬尾 侑加 (3) 29.02 伊藤 瑠花 (2) 29.50 奥村 月葵 (3) 29.58 水谷 凛 (3) 30.94 小林 真唯 (2) 31.01
ﾀｲﾑﾚｰｽ２組:-1.0m 稲浜 (-1.0) 稲毛 (-1.0) 萱田 (-1.0) 光 (-1.0) 萱田 (-1.0) 横芝 (-1.0) 萱田 (-1.0) DNS(-1.0)

共通200m 長谷川 める (3) 29.15 古内 瑠璃 (2) 29.37 吉田 鈴子 (2) 29.40 宮崎 姫凪 (2) 29.62 長谷川 侑咲 (3) 29.77 庄司 汐里 (2) 30.28 永島 ろうい (3) 30.34 山田 二胡 (3) 30.63
ﾀｲﾑﾚｰｽ３組:-1.6m 土気南 (-1.6) 大網 (-1.6) 新宿 (-1.6) 泉谷 (-1.6) 泉谷 (-1.6) 横芝 (-1.6) 磯辺 (-1.6) 高津 (-1.6)

共通200m 半澤 るん (2) 29.55 小川 真奈 (2) 29.56 勝又 梨湖 (2) 29.83 阿部 心咲 (3) 30.61 大泉 栞奈 (3) 31.10
ﾀｲﾑﾚｰｽ４組:2.0m 土気南 (-2.0) 小中台 (-2.0) 稲毛 (-2.0) 蘇我 (-2.0) 高浜 (-2.0)

5月28日

令和4年度　千葉県中学校陸上競技記録会　千葉大会 記録一覧表（女子）

令和4年5月28日（土）28日（日）
青葉の森スポーツプラザ陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

5月28日

5月28日

5月29日



No 2
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 22 12 3304
競技場コード123260

日付 種目

令和4年度　千葉県中学校陸上競技記録会　千葉大会 記録一覧表（女子）

令和4年5月28日（土）28日（日）
青葉の森スポーツプラザ陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
共通200m 神澤 彩 (3) 30.22 宮坂 凛 (2) 30.48 谷口 翔恋 (3) 30.81 高津 蒼葉 (3) 31.28 成澤 結衣 (2) 32.37

ﾀｲﾑﾚｰｽ５組:-1.8m 誉田 (-1.8) 稲毛 (-1.8) 蘇我 (-1.8) 八千代松陰 (-1.8) 高津 (-1.8)
共通200m 池田 あおい (3) 30.19 篠嵜 美来 (2) 30.96 川田 野乃華 (3) 31.03 木戸村 睦記 (3) 31.22 小林 桃花 (2) 31.38 松下 友葵 (2) 31.47 高地 春香 (2) 31.51

ﾀｲﾑﾚｰｽ６組:-1.5m 高浜 (-1.5) 高浜 (-1.5) 稲毛高附 (-1.5) 小中台 (-1.5) 小中台 (-1.5) 打瀬 (-1.5) 千葉大附 (-1.5)
共通200m 川上 結愛 (3) 31.38 明石 咲奏 (2) 32.09 小川 桃夏 (3) 32.10 増澤 日菜 (3) 32.35 髙田 愛月 (3) 32.59 錦織 彩七 (3) 32.67 若梅 菜那世 (1) 33.01

ﾀｲﾑﾚｰｽ７組:-2.4m 生浜 (-2.4) 誉田 (-2.4) 誉田 (-2.4) 蘇我 (-2.4) 生浜 (-2.4) 横芝 (-2.4) 光 (-2.4)
共通200m 野村 椛々 (3) 29.52 高橋 優香 (2) 31.66 井関 凜々衣 (3) 31.98 小泉 彩陽 (2) 32.11 中島 心彩 (3) 32.61 古林 咲子 (1) 33.78

ﾀｲﾑﾚｰｽ８組:-1.8m 貝塚 (-1.8) 小中台 (-1.8) 稲毛 (-1.8) 貝塚 (-1.8) 高津 (-1.8) 稲毛高附 (-1.8)
共通200m 石橋 ひより (3) 27.27 鵜澤 花杏 (2) 29.21 梅田 そよ夏 (2) 32.69 竹内 奏菜 (1) 33.36 河代 帆果 (2) 34.07 金谷 柚月 (1) 35.55 国分 智咲 (1) 35.65

ﾀｲﾑﾚｰｽ９組:-1.0m こてはし台 (-1.0) 新宿 (-1.0) 花園 (-1.0) 稲毛高附 (-1.0) 泉谷 (-1.0) こてはし台 (-1.0) 稲毛高附 (-1.0)
共通200m 九鬼 ちひろ (2) 29.85 一言 彩羽 (2) 31.05 船瀬 真奈 (2) 31.20 渡辺 恋羽 (2) 32.49 北原 蓮音 (2) 33.06 金井 華子 (1) 33.22 柚木 彩江 (1) 38.22

ﾀｲﾑﾚｰｽ１０組:-0.9m 新宿 (-0.9) 千葉大附 (-0.9) 山王 (-0.9) 泉谷 (-0.9) 花園 (-0.9) こてはし台 (-0.9) 土気南 (-0.9)
1年800m 町山 りお (1) 2:47.96 小林 蕾良 (1) 2:50.67 高橋 美空 (1) 2:55.29 稲田 桃愛 (1) 2:58.59 藤田 明里 (1) 3:06.17 今井 麻緒 (1) 3:07.62

ﾀｲﾑﾚｰｽ１組 東金 高津 高津 高津 高津 稲毛
1年800m 松林 亜美 (1) 2:50.94 村田 璃歩 (1) 2:58.30 宮本 芽衣 (1) 3:06.78 菅野 千帆 (1) 3:08.65 花澤 沙矢 (1) 3:09.76 高橋 柚菜 (1) 3:14.01 山中 美理 (1) 3:16.93

ﾀｲﾑﾚｰｽ２組 稲毛 小中台 千葉若松 土気南 土気南 小中台 幕張西
1年800m 片桐 楓 (1) 2:44.72 楠八重 柚葉 (1) 2:52.23 楠八重 葵葉 (1) 2:52.29 宮本 皐月 (1) 3:02.17 中川 果音 (1) 3:08.45 伊藤 璃子 (1) 3:23.99 柚木 彩江 (1) 3:39.63

ﾀｲﾑﾚｰｽ３組 千葉若松 泉谷 泉谷 千葉若松 小中台 小中台 土気南
2・3年800m ﾏｻﾊｰﾄ 茉那 (3) 2:30.49 新村 理子 (3) 2:31.03 野口 美玖 (3) 2:31.79 鈴木 優菜 (3) 2:33.60 佐々木 円海 (3) 2:35.16 井出 百香 (2) 2:38.15 松本 理子 (2) 2:39.73
ﾀｲﾑﾚｰｽ１組 松ケ丘 小中台 高津 大和田 稲毛 萱田 蘇我
2・3年800m 高橋 彩夏 (3) 2:37.87 比嘉 愛美 (2) 2:38.60 有賀 実夢 (3) 2:38.66 梅田 そよ夏 (2) 2:40.11 山田 真織子 (3) 2:40.20 佐々木 真理 (2) 2:42.20 古澤 莉恋 (2) 2:45.84
ﾀｲﾑﾚｰｽ２組 高津 東金 村上 花園 千葉若松 蘇我 大和田
2・3年800m 眞鍋 ちひろ (3) 2:38.51 入野 七瀬 (2) 2:39.78 中村 優心 (2) 2:43.85 矢野 瑞季 (3) 2:44.35 小山 まなみ (2) 2:44.87 金井 美南海 (2) 2:46.74 永田 琴音 (2) 2:47.84
ﾀｲﾑﾚｰｽ３組 蘇我 花園 茂原東 千葉若松 土気南 千葉明徳 山王
2・3年800m 山本 亜弥 (2) 2:44.08 岩内 萌々花 (2) 2:45.66 宇田川 美結 (3) 2:48.61 伊藤 愛夏 (3) 2:50.54 西村 柚希 (2) 2:52.27 中村 結希子 (2) 2:54.45 渡邉 美伊 (2) 3:03.45
ﾀｲﾑﾚｰｽ４組 土気南 高津 泉谷 高浜 千葉明徳 土気南 萱田
2・3年800m 大野 睦実 (2) 2:44.14 澁谷 なのは (2) 2:48.78 宮﨑 晶子 (2) 2:49.44 渡辺 恋羽 (2) 2:52.16 藤井 玲奈 (3) 2:52.29 佐藤 鈴音 (3) 2:53.97
ﾀｲﾑﾚｰｽ５組 大和田 高津 花園 泉谷 貝塚 高浜
2・3年800m 小林 凜夏 (2) 2:55.63 室田 紬葵 (2) 2:59.40 佐々木 絢音 (3) 3:02.25 安部 結心 (2) 3:05.31 前田 純香 (3) 3:08.83 坪井 乃音 (3) 3:09.62 時田 宇多 (2) 3:09.90
ﾀｲﾑﾚｰｽ６組 新宿 大和田 生浜 松ケ丘 蘇我 千葉若松 貝塚
2・3年800m 服部 菜那 (2) 2:43.27 石尾 海樹 (2) 2:51.29 安井 芽生 (2) 2:57.93 稲村 美冬 (3) 3:07.42 三嶋 さや (2) 3:10.78 熊谷 愛海 (3) 3:22.03 大竹 友樹 (2) 4:00.82
ﾀｲﾑﾚｰｽ７組 こてはし台 花園 松ケ丘 八千代松陰 新宿 山王 こてはし台
共通1500m 椎名 美月 (2) 4:53.51 横山 桃花 (3) 4:55.16 陳 里侑 (3) 5:13.56 鈴木 優菜 (3) 5:15.28 松村 咲希 (2) 5:15.98 入野 七瀬 (2) 5:22.06 黒田 和華 (2) 5:24.12 有賀 実夢 (3) 5:24.42
ﾀｲﾑﾚｰｽ１組 光 千城台南 高津 大和田 大網 花園 県千葉 村上

9)比嘉 愛美 (2) 5:25.60 10)吉野 綾香 (3) 5:25.62 11)渡辺 こころ (3) 5:26.56 12)古澤 莉恋 (2) 5:28.16 13)北原 彩妃 (1) 5:28.37 14)古嵜 陽海 (3) 5:28.72 15)佐々木 円海 (3) 5:28.92 16)眞鍋 ちひろ (3) 5:33.06
東金 稲毛 高津 大和田 横芝 大網 稲毛 蘇我

17)藤澤 心泉 (3) 5:34.97 18)佐々木 真理 (2) 5:39.66
貝塚 蘇我

共通1500m 調子 由奈 (2) 5:18.32 伊藤 未紗 (2) 5:19.06 新村 理子 (3) 5:32.96 山本 亜弥 (2) 5:33.80 加藤 双葉 (2) 5:40.81 松本 理子 (2) 5:43.03 宮﨑 晶子 (2) 5:43.15 山本 優花 (3) 5:43.39
ﾀｲﾑﾚｰｽ２組 高津 横芝 小中台 土気南 村上 蘇我 花園 八千代松陰

9)伊藤 菜々美 (2) 5:44.81 10)大野 睦実 (2) 5:45.93 11)大川 陽愛 (3) 5:46.72 12)中村 結希子 (2) 5:46.75 13)永田 琴音 (2) 5:47.25 14)鈴木 莉華子 (3) 5:47.63 15)宇田川 美結 (3) 5:47.99 16)石尾 海樹 (2) 5:50.02
八千代松陰 大和田 八千代松陰 土気南 山王 高津 泉谷 花園
17)三石 優月 (2) 5:56.23 18)原田 和香那 (2) 5:59.51

稲毛 稲毛
共通1500m 小林 凜夏 (2) 6:01.95 齊藤 未結 (2) 6:05.53 松尾 美央 (3) 6:06.63 秋葉 乃愛 (2) 6:11.28 佐藤 真優 (2) 6:11.34 荒井 希莉 (3) 6:18.95 三嶋 さや (2) 6:19.81 花澤 沙矢 (1) 6:23.81
ﾀｲﾑﾚｰｽ３組 新宿 八千代松陰 千葉大附 生浜 泉谷 大和田 新宿 土気南

9)前田 純香 (3) 6:26.91 10)伊東 夢 (2) 6:27.27 11)菅野 千帆 (1) 6:35.55 12)尾方 瑠菜 (1) 6:45.87 13)太田 栞 (1) 6:49.98
蘇我 高浜 土気南 小中台 稲毛高附

共通100mH(0.762m) 矢野 伶奈 (3) 16.81 畑中 そら (2) 17.06 木村 美和 (3) 17.49 森田 雪香 (2) 17.56 井口 瑛里奈 (3) 17.66 向井 茜 (2) 17.90 小川 夏菜 (3) 18.27 日改 心 (2) 18.30
ﾀｲﾑﾚｰｽ１組:-0.9m 八千代松陰 (-0.9) 本納 (-0.9) 大和田 (-0.9) 千葉大附 (-0.9) 稲毛 (-0.9) 稲毛 (-0.9) 生浜 (-0.9) 茂原 (-0.9)
共通100mH(0.762m) 上岡 風 (2) 18.10 石坂 美月 (2) 18.13 若原 芽 (2) 18.33 蜂谷 江莉香 (3) 19.01 奥山 楓可 (2) 19.14 藤井 冴 (2) 19.17 川口 怜音 (2) 19.39
ﾀｲﾑﾚｰｽ２組:-1.4m 山王 (-1.4) 泉谷 (-1.4) 生浜 (-1.4) 茂原東 (-1.4) 幕張西 (-1.4) 大網 (-1.4) 蘇我 (-1.4)
共通100mH(0.762m) 合馬 瞳 (3) 16.42 松田 里美 (2) 19.18 秋竹 美音 (2) 19.47 内 結香 (2) 19.53 坂井 愛鈴 (3) 19.87 丸山 瑠愛 (3) 19.93 樋山 璃花 (2) 19.94
ﾀｲﾑﾚｰｽ３組:-0.3m 稲毛 (-0.3) 茂原東 (-0.3) 打瀬 (-0.3) 大和田 (-0.3) 貝塚 (-0.3) 大網 (-0.3) 小中台 (-0.3)

5月29日

5月28日

5月28日

5月29日

5月29日
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主催 千葉陸上競技協会　千葉県小中学校体育連盟
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日付 種目

令和4年度　千葉県中学校陸上競技記録会　千葉大会 記録一覧表（女子）

令和4年5月28日（土）28日（日）
青葉の森スポーツプラザ陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
共通100mH(0.762m) 村上 とき (1) 18.62 佐々木 杏 (2) 19.72 山木戸 沙凪 (3) 19.87 鵜澤 花杏 (2) 20.67 鋤柄 美結 (2) 20.75 吉田 心 (3) 21.16 長滝 理央 (3) 21.49 小木曽 陽彩 (2) 21.84
ﾀｲﾑﾚｰｽ４組:-2.0m 稲毛 (-2.0) 八千代松陰 (-2.0) 八千代松陰 (-2.0) 新宿 (-2.0) 新宿 (-2.0) 高津 (-2.0) 萱田 (-2.0) 萱田 (-2.0)
共通100mH(0.762m) 髙野 芽生 (3) 20.38 眞野 茉那 (2) 21.04 竹内 舞奏 (1) 21.26 秋山 涼心 (3) 21.40 佐藤 結月 (1) 21.61 那花 悠衣 (3) 22.31
ﾀｲﾑﾚｰｽ５組:-0.7m 貝塚 (-0.7) 大網 (-0.7) 光 (-0.7) 高津 (-0.7) 茂原東 (-0.7) 八千代松陰 (-0.7)
共通100mH(0.762m) 岩元 ななか (2) 19.49 加藤 恵 (1) 19.71 大岡 蒔 (1) 21.44 井上 凛胡 (1) 22.34 大友 えりん (1) 22.49 林 小桜 (1) 22.95 鈴木 愛羅 (1) 44.50
ﾀｲﾑﾚｰｽ６組:-1.0m 山王 (-1.0) こてはし台 (-1.0) 泉谷 (-1.0) 小中台 (-1.0) 土気南 (-1.0) 土気南 (-1.0) 小中台 (-1.0)
共通4X100mR 八千代松陰 51.59 誉田 52.18 稲毛 53.02 大網 53.19 萱田 55.19 土気南 55.26
ﾀｲﾑﾚｰｽ１組 内田 そら (3) 伊藤 紗楽 (2) 本重 侑希 (3) 吉田 一千海 (2) 奥村 月葵 (3) 半澤 るん (2)

佐山 凛香 (3) 金杉 虹杏 (3) 石川 璃奈 (3) 千葉 乃愛 (3) 東 祥子 (3) 松浦 可穏 (2)

吉田 藍 (3) 渡邉 桃菜 (2) 西田 美月 (3) 古内 瑠璃 (2) 小林 真唯 (2) 大友 えりん (1)

山﨑 月陽 (2) 田口 結唯 (2) 合馬 瞳 (3) 古屋 明紗 (3) 井出 百香 (2) 長谷川 める (3)

共通4X100mR 新宿 54.33 泉谷 55.01 蘇我 55.43 茂原 55.80 幕張西 56.21 生浜 56.26 高浜 56.36
ﾀｲﾑﾚｰｽ２組 吉田 鈴子 (2) 長谷川 侑咲 (3) 阿部 心咲 (3) 長島 悠莉 (2) 濱谷 香里奈 (2) 大河原 夏海 (3) 池田 あおい (3)

鵜澤 花杏 (2) 伊藤 愛生 (2) 赤堀 樹希 (2) 深澤 詩月 (2) 岡田 真奈 (2) 川上 結愛 (3) 多田 愛理 (2)

桑原 未宇 (3) 横山 咲世里 (2) 京谷 雪乃 (3) 日改 心 (2) 奥山 楓可 (2) 小川 夏菜 (3) 大泉 栞奈 (3)

九鬼 ちひろ (2) 宮崎 姫凪 (2) 丸岡 千優 (2) 新谷 天寧 (2) 丸岡 恋実 (2) 田村 紗彩 (3) 荒井 和羽 (3)
5月29日

5月29日
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日付 種目

令和4年度　千葉県中学校陸上競技記録会　千葉大会 記録一覧表（女子）

令和4年5月28日（土）28日（日）
青葉の森スポーツプラザ陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
共通4X100mR 貝塚 54.84 花園 55.71 千城台西 56.54 高津 56.66 稲毛高附 57.03 茂原東 58.27
ﾀｲﾑﾚｰｽ３組 坂井 愛鈴 (3) 横須賀 美咲 (2) 村井 瑞歩 (3) 新谷 未悠 (2) 田島 絢花 (2) 原田 心結 (3)

野村 椛々 (3) 中越 音葉 (2) 大橋 茉心 (3) 池端 遥加 (2) 酒井 陽菜乃 (3) 蜂谷 江莉香 (3)

熊谷 優菜 (2) 小谷 実咲 (2) 上田 花南 (3) 山田 二胡 (3) 皆木 結衣 (2) 松田 里美 (2)

秦 心愛 (3) 道中 絵流 (2) 木俣 夢来 (2) 倉島 咲季 (2) 川田 野乃華 (3) 齋藤 優鈴 (3)

共通4X100mR 渋谷幕張 55.41 松ケ丘 56.32 小中台 57.01 横芝 58.19 千葉若松 58.50 山王 58.94 千葉明徳 1:02.66
ﾀｲﾑﾚｰｽ４組 須内 暖名 (2) 神﨑 みなみ (3) 小林 桃花 (2) 庄司 汐里 (2) 髙梨 麻衣 (1) 江村 汐音 (2) 和田 海里 (2)

矢島 沙唯 (1) 飯島 夕楽 (2) 小川 真奈 (2) 水谷 凛 (3) 井上 すみれ (1) 上岡 風 (2) 金井 美南海 (2)

小堺 文乃 (3) 前野 茜 (3) 松井 日花 (2) 錦織 彩七 (3) 渡邊 耀恵 (1) 遠藤 美桜 (3) 賀来 菜那 (2)

柳田 花音 (3) 坂本 結唯 (2) 樋山 璃花 (2) 北原 彩妃 (1) 齊藤 花音 (1) 遠藤 芽生 (3) 西村 柚希 (2)
6月5日 共通走高跳 10)京谷 雪乃 (3) (同順)1m25 10)小川 笑奈 (3) (同順)1m25 10)荒井 和羽 (3) (同順)1m25 10)山本 咲希 (2) (同順)1m25 14)土屋 ゆくり (1) 1m25 15)小田口 椰季 (2) (同順)1m20 15)神園 乃愛 (1) (同順)1m20 15)山田 二胡 (3) (同順)1m20

蘇我 県千葉 高浜 泉谷 光 土気南 蘇我 高津
18)今井 千暖 (3) (同順)1m20 18)佐藤 雅 (1) (同順)1m20 18)馬場 理紗 (2) (同順)1m20 21)原田 心結 (3) 1m20 22)朝倉 穂佳 (3) 1m20 23)大谷 千紗 (2) 1m20 24)坂井 悠莉 (3) (同順)1m15 24)相原 七海 (1) (同順)1m15

高津 八千代松陰 生浜 茂原東 生浜 茂原 生浜 泉谷
24)吉田 真亜沙 (3) (同順)1m15 27)楠八重 柚葉 (1) 1m15

大網 泉谷
5月28日 共通棒高跳 橋本 紗依 (3) 2m50 市原 凛々花 (2) 2m50 本重 侑希 (3) 2m40 野村 椛々 (3) 2m40 渡邉 未波 (2) 2m20 宮路 蘭嘉 (2) 2m00 佐藤 真優 (2) 2m00 竹井 菜桜 (3) 2m00

千葉若松 千葉若松 稲毛 貝塚 千葉若松 泉谷 泉谷 貝塚
5月28日 １年走幅跳 9)糸日谷 凜華 (1) 3m36 10)若梅 菜那世 (1) 3m16 11)加藤　柚衣 (1) 3m03 12)吉田　優杏 (1) 3m00 13)福田 侶愛 (1) 2m97 14)長島 志帆 (1) 2m96 15)田代 憂奈 (1) 2m79 16)戸田 結梨 (1) 2m65

千葉若松 (-1.3) 光 (-0.6) 磯辺 (-1.6) 磯辺 (-1.9) 小中台 (-0.9) 高津 (-0.6) 小中台 (+0.4) 小中台 (+0.7)
17)安西 舞桜 (1) 2m51 18)近藤 茜 (1) 2m47 19)秋葉 美月 (1) 2m39

生浜 (-1.4) 茂原東 (-1.4) 高津 (-0.8)
5月28日 2・3年走幅跳 9)篠原 みゆ (2) 4m36 10)渡邉 綾央奈 (3) 4m32 11)伊藤 愛生 (2) 4m28 12)村井 瑞歩 (3) 4m27 13)阿部 心咲 (3) 4m26 14)石井 怜那 (2) 4m25 15)倉島 咲季 (2) 4m22 16)齋藤 優乃 (2) 4m20

村上東 (+1.7) 大網 (+1.0) 泉谷 (+0.8) 千城台西 (+1.7) 蘇我 (+1.0) 村上東 (+1.3) 高津 (+2.7) 増穂 (-0.3)
17)佐々木 杏 (2) 4m19 18)深澤 詩月 (2) 4m16 19)丸岡 千優 (2) 4m11 20)坂本 遥 (3) 4m06 21)岡田 真奈 (2) 4m04 22)内舘 美麗 (2) 4m01 23)後藤 日和 (3) 3m98 24)伊藤 凛 (3) 3m96
八千代松陰 (+3.6) 茂原 (+2.4) 蘇我 (+3.4) 花園 (+0.5) 幕張西 (+1.6) 大和田 (-0.5) 千葉若松 (-0.5) 花園 (+1.4)
25)大園 綺星 (3) 3m96 26)加藤 双葉 (2) 3m96 27)多田 杏菜 (2) 3m94 28)落石 彩心 (3) 3m92 29)柳澤 美月 (3) 3m92 30)子安 結奈 (2) 3m91 31)稲毛 七海 (2) 3m89 32)田口 桃菜 (2) 3m89

稲毛 (+0.1) 村上 (+2.0) 大和田 (-1.4) 土気南 (+0.5) 新宿 (+1.4) 増穂 (+0.9) 小中台 (+0.1) 大網 (+1.8)
33)熊谷 優菜 (2) 3m88 34)近藤 杏 (2) 3m87 35)小島 彩愛 (2) 3m84 36)江澤 侑里 (3) 3m81 37)新谷 未悠 (2) 3m78 38)池端 遥加 (2) 3m75 39)岩元 ななか (2) 3m72 40)片平 愛璃 (3) 3m71

貝塚 (+1.3) 高浜 (+1.6) 村上 (+1.1) 東金 (+0.5) 高津 (+1.9) 高津 (+0.1) 山王 (+0.1) 大網 (-0.5)
41)行武 恋海 (3) 3m71 42)安西 未織 (3) 3m66 43)山本 詩織 (3) 3m62 44)大石 夕逗 (2) 3m54 45)髙田 夕凪 (3) 3m46 46)鳥井 奈夏 (3) 3m43 47)髙野 芽生 (3) 3m41 48)船見 葉月 (2) 3m23

磯辺 (+1.2) 生浜 (-0.6) 萱田 (+0.7) 茂原東 (+1.1) 貝塚 (+1.2) 磯辺 (+1.0) 貝塚 (+2.4) 大和田 (+1.2)
49)渡邉 心美 (3) 3m18 50)牧野 沙秋 (3) 2m96 51)大場 結 (2) 2m80

生浜 (+0.3) 萱田 (+1.1) 萱田 (+1.6)
6月5日 共通砲丸投 9)岡山 葵 (3) 8m42 10)小川 華音 (3) 8m31 11)髙田 夕凪 (3) 8m19 12)坂元 風香 (2) 7m97 13)石田 美鈴 (2) 7m83 14)丸岡 恋実 (2) 7m77 15)坂本 絢音 (2) 7m51 16)小倉 萌愛 (3) 6m57

(2.721kg) 稲毛 千葉若松 貝塚 泉谷 新宿 幕張西 八千代松陰 稲毛
17)竹井 菜桜 (3) 6m51 18)淺野 成美 (2) 6m42 19)萩原 希 (1) 6m24 20)長島 佑奈 (2) 6m17 21)神園 乃愛 (1) 5m87 22)一尾 菫麗 (2) 5m81 23)五艘 彩音 (3) 5m29 24)鈴木 七湖 (3) 4m77

貝塚 大和田 泉谷 茂原東 蘇我 大和田 萱田 萱田
25)金子 奈央 (3) 4m69 26)田中 万智 (2) 4m61 27)鈴木 乃愛 (1) 4m32

高津 村上 稲毛

5月29日


