
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 3301
競技場コード 122010

日 種目
伊藤　優花 (1) 13.75 牛澤　愛衣莉 (1) 13.89 瀧澤　瑠美 (1) 14.10 濱里　日向葵 (1) 14.12 小宮　由依 (1) 14.17 太田　湊 (1) 14.25 小川　心愛 (1) 14.27 滝澤　芽依 (1) 14.28

市川二 (+0.6) 市川二 (+0.6) 葛飾 (+0.6) 習志野台 (-0.1) 妙典 (+1.5) 東邦大東邦 (+0.6) 七林 (+1.4) 船橋旭 (+0.6)
佐藤　樹奈 (2) 13.25 松矢　知佳 (2) 13.33 奥井　花 (2) 13.53 津村　汐里 (2) 13.53 高橋　里茉 (2) 13.66 髙橋　優夢 (2) 13.68 山口　亜紗実 (2) 13.74 小池　優里菜 (2) 13.78

行田 (+1.1) 船橋旭 (+1.1) 妙典 (-1.4) 妙典 (-1.4) 大穴 (+1.1) 鎌ケ谷三 (+1.1) 法田 (+1.1) 船橋旭 (-1.4)
佐々木　柚夏 (3) 12.69 矢ヶ部　七妃真 (3) 13.16 松下　仁美 (3) 13.18 小山田　愛里 (3) 13.26 望月　渚紗 (3) 13.33 山仲　遥 (3) 13.37 松本　ゆう (3) 13.42 小倉　日向子 (3) 13.50
八木が谷 (+0.2) 福栄 (0.0) 習志野台 (+0.2) 行田 (0.0) 船橋若松 (+0.2) 美浜 (+0.2) 前原 (0.0) 海神 (0.0)

佐々木　柚夏 (3) 26.10 矢ヶ部　七妃真 (3) 26.79 福田　あこ (3) 27.32 関根　優花 (3) 27.40 松下　仁美 (3) 27.49 小山田　愛里 (3) 27.65 松山　心美 (3) 27.82 矢作　美海 (3) 27.95
八木が谷 (0.0) 福栄 (0.0) 市川 (0.0) 船橋旭 (0.0) 習志野台 (0.0) 行田 (0.0) 鎌ケ谷三 (+0.9) 市川二 (+1.9)
飯島　菜生 (1) 2:26.25 熊谷　綾乃 (1) 2:34.64 新飯田　夢花 (1) 2:36.31 川﨑　優 (1) 2:39.96 小林　夢來 (1) 2:40.56 飯田　莉央 (1) 2:41.04 中崎　心紅 (1) 2:41.80 斉藤　百那 (1) 2:42.46

三田 船橋 八木が谷 坪井 鎌ケ谷二 日の出 海神 三田
菅原　仁子 (3) 2:19.60 清水　明希乃 (2) 2:21.55 加藤　真緒 (2) 2:23.43 新倉　奈那子 (3) 2:25.16 橋本　梨愛 (3) 2:26.46 守屋　咲希 (2) 2:27.76 鈴木　あすか (2) 2:28.24 榎本　佳奈 (3) 2:28.62

三田 大穴 下貝塚 法田 法田 鎌ケ谷四 鎌ケ谷三 前原
菅原　仁子 (3) 4:42.49 加藤　真緒 (2) 4:54.70 守屋　咲希 (2) 4:59.67 重村　未来 (2) 5:01.20 伊藤　心音 (3) 5:01.39 鈴木　あすか (2) 5:02.29 渡邉　樹子 (2) 5:02.34 川田　ななみ (3) 5:02.96

三田 下貝塚 鎌ケ谷四 習志野二 八木が谷 鎌ケ谷三 美浜 鎌ケ谷二
岩渕　陽香 (3) 15.25 井上　美海 (3) 15.71 小林　蓮佳 (3) 16.15 武藤　妃美夏 (3) 16.23 松岡　優芽 (2) 16.30 渡邉　紗季 (2) 16.41 山﨑　幸里 (3) 16.53 小川　葵 (3) 16.60

法田 (0.0) 海神 (0.0) 湖北 (0.0) 東邦大東邦 (0.0) 我孫子 (+1.1) 鎌ケ谷四 (+1.1) 市川二 (+1.1) 浦安 (0.0)
八木が谷 51.88 船橋旭 52.00 葛飾 52.07 行田 52.75 習志野五 53.22 大穴 53.47 坪井 53.58 美浜 53.83
長澤　観奈 (3) 鈴木　颯姫 (3) 福島　千帆 (2) 佐藤　樹奈 (2) 橋本　絢佳 (3) 當麻　日彩乃 (3) 茅原　夏実 (3) 川崎　琉鶴 (2)

萩原　理美 (3) 松矢　知佳 (2) 中村　奈琴 (2) 今崎　鈴葉 (2) 関根　梨乃 (3) 高橋　里茉 (2) 林　実和 (3) 山仲　遥 (3)

島田　沙耶 (3) 松本　陽菜 (2) 加藤　愛 (2) 馬場　かなで (3) 竹内　夏奈美 (3) 澤石　萌々香 (3) 小笹　夏櫻 (2) 樋渡　彩 (3)

佐々木　柚夏 (3) 関根　優花 (3) 長井　さくら (3) 髙橋　梨愛 (2) 泉水　楓 (2) 坂田　奈那子 (3) 丹澤　美七海 (3) 若林　真瑠 (3)

倉田　心夏 (3) 1m48 袴田　心花 (3) 1m48 栗林　優花 (2) 1m35 3 大石　一葵 (3) 1m35 3 石垣　七海 (2) 1m35 3 加藤　恋雪 (2) 1m35 舘田　歩乃佳 (2) 1m35 川端　祐莉奈 (3) 1m30
坪井 習志野二 習志野台 東邦大東邦 鎌ケ谷二 行田 大穴 習志野二

片岡　優奈 (1) 4m10 仁尾　莉彩 (1) 4m04 岡田　桃花 (1) 3m98 吉崎　まどか (1) 3m83 野上　史織 (1) 3m81 水内　結菜 (1) 3m80 神之田　雅 (1) 3m70 鈴木　玲 (1) 3m69
東邦大東邦 (+0.5) 船橋旭 (-0.6) 東邦大東邦 (-0.1) 東邦大東邦 (-0.1) 宮本 (+1.6) 船橋 (-0.6) 妙典 (+2.4) 二宮 (+0.6)
林　実和 (3) 5m03 関根　優花 (3) 4m92 小倉　日向子 (3) 4m73 五十嵐　彩 (3) 4m72 松本　陽菜 (2) 4m70 内藤　菜乃 (2) 4m46 奥井　花 (2) 4m43 和田　紗月 (2) 4m38

坪井 (+0.6) 船橋旭 (+1.5) 海神 (+2.7) 市川四 (+0.2) 船橋旭 (+0.5) 二宮 (+0.8) 妙典 (+0.1) 習志野一 (+0.6)
共通砲丸投 小島　弓依 (3) 9m94 田中　実生 (2) 9m72 芝原　有理恵 (3) 9m37 村上　紗那 (3) 9m06 山入　ののか (3) 8m87 本間　郁帆 (3) 8m09 山口　嬉華 (3) 7m91 藤井　貴深 (3) 7m75
(2.721kg) 我孫子 我孫子 船橋芝山 浦安 鎌ケ谷三 三田 美浜 船橋旭

共通四種競技 林　千尋 (3) 2532 中西　結梨 (2) 1488 梅原　千尋 (3) 1371 佐藤　友芽 (2) 1315 森　紗笑 (2) 1310 田上　柚希 (2) 1268 長田　和香 (2) 1112 千葉　美優 (2) 982
船橋旭 坪井 船橋 葛飾 葛飾 坪井 坪井 法田

100mH(0.762m) 15.51 +0.9 775 17.54 -0.9 537 20.78 -0.9 241 20.43 -0.9 268 20.24 +0.9 283 19.81 -0.9 318 19.58 +0.9 338 19.60 -0.9 336
走高跳 1m51 632 1m15 266 1m25 359 1m25 359 1m15 266 1m20 312 1m15 266 NM 0

砲丸投(2.721kg) 8m63 440 4m79 195 7m56 371 5m05 211 6m48 302 5m65 249 5m26 225 6m53 305
200m 27.33 0.0 685 29.89 0.0 490 31.22 0.0 400 30.07 0.0 477 30.34 0.0 459 31.40 0.0 389 33.18 +0.3 283 32.17 +0.3 341

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
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