
主催 関東中学校体育連盟　千葉県教育委員会
千葉市教育委員会　関東陸上競技協会

大会コード 18 50 1303 (公財)東京陸上競技協会
競技場コード 121010 主管 千葉県小中学校体育連盟　(一財)千葉陸上競技協会

日付 種目
税田　ｼﾞｪﾆﾌｧｰ璃美 (1) 12.32 宇佐美　乃彩 (1) 12.66 樋口　葵 (1) 12.73 鍋島　あいる (1) 12.75 森澤　優佳 (1) 12.77 二宮　音彩 (1) 12.93 鈴木　彩夏 (1) 12.97 石川　佑実 (1) 12.98
神奈川:大津 GR(+0.8) 茨城:笠原 (+0.6) 千葉:幕張西 (+0.8) 千葉:野田北部 (+1.4) 千葉:船橋葛飾 (+0.6) 栃木:栃木西 (+0.6) 埼玉:吉川南 (+0.6) 群馬:生品 (+0.6)
HASSEN　NAWAL (2) 12.00 大木　詩織 (2) 12.37 福田　桃子 (2) 12.40 福田　蒼依 (2) 12.48 佐藤　葵唯 (2) 12.52 五月女　光 (2) 12.57 森　彩音 (2) 12.62 浅尾　晴香 (2) 12.62
千葉:松戸第五 (+1.8) 千葉:八日市場一 (+2.8) 群馬:前橋大胡 (+2.8) 栃木:矢板 (+1.8) 千葉:旭二 (+1.8) 栃木:鹿沼東 (+2.8) 埼玉:越谷大相模 (+2.8) 神奈川:中山 (+2.8)
渡辺　千奈津 (3) 12.07 大谷　くる美 (3) 12.11 桑原　明菜 (3) 12.25 飯田　光咲 (3) 12.37 綿貫　真尋 (3) 12.37 長田　香音 (3) 12.40 越川　美咲 (3) 12.42 田代　菜々 (3) 12.42
千葉:幕張本郷 (+1.2) 東京:武蔵野東 (+1.7) 埼玉:与野東 (+1.2) 東京:府中第二 (+1.8) 埼玉:新座第三 (+1.8) 神奈川:文命 (+1.8) 千葉:光 (+1.7) 栃木:市貝 (+1.2)
山越　理子 (3) 25.09 美細津　エメリア (3) 25.28 タネル　舞璃乃 (3) 25.32 星野　莉亜 (3) 25.34 仁野平　千怜 (3) 25.49 AKENTA  GLORIA (2) 25.50 髙橋　侑希 (3) 25.65 三木　日和梨 (3) 25.83
東京:稲城第六 (+2.2) 群馬:高崎佐野 (+2.2) 千葉:松戸河原塚 (+1.2) 東京:国立二 (+1.2) 栃木:阿久津 (+0.6) 千葉:柏豊四季 (+2.2) 埼玉:幸手西 (+1.2) 東京:南多摩 (+0.6)
長島　結衣 (1) 2:18.47 萬谷　梨央 (1) 2:20.85 矢島　好逢 (1) 2:21.29 須郷　柚菜 (1) 2:22.24 河野　愛沙美 (1) 2:22.26 小池　琉南 (1) 2:22.36 堀井　海 (1) 2:23.33 深澤　雫月 (1) 2:23.71
栃木:真岡 埼玉:川越砂 群馬:新島 埼玉:三郷北 群馬:大泉北 山梨:市川 東京:足立十一 栃木:大田原
小川　陽香 (2) 2:16.54 新田　望 (3) 2:16.56 服部　咲季 (3) 2:18.12 柏木　詩織 (3) 2:18.18 山中　菜摘 (3) 2:18.27 塩入　百葉 (3) 2:18.37 丹羽　遥奈 (3) 2:18.67 細谷　美鈴 (3) 2:19.08
埼玉:草加 東京:町田堺 神奈川:藤ヶ岡 千葉:南山 埼玉:久喜 東京:足立十四 埼玉:川口上青木 神奈川:万騎が原

南　日向 (3) 4:39.99 渡辺　凜花 (3) 4:42.56 金子　知亜音 (3) 4:43.49 中村　実優 (3) 4:43.53 鈴木　理菜 (3) 4:43.57 横倉　紹 (2) 4:43.58 安藤　悠乃 (2) 4:44.76 髙山　玲渚 (3) 4:44.81
千葉:船橋葛飾 栃木:厚崎 東京:南多摩 茨城:土浦日大中等 埼玉:児玉美里 栃木:足利第二 茨城:波崎二 東京:福生第二

塚本　萌乃 (3) 14.19 後藤　智南 (3) 14.22 関口　美桜 (3) 14.26 髙橋　想 (3) 14.34 関田　彩那 (3) 14.36 中里　百葉 (2) 14.41 塘　ありあ (3) 14.61 山本　葉月 (3) 14.66
千葉:ちはら台南 (+1.0) 埼玉:春日部飯沼 (+0.4) 神奈川:相原 (+0.4) 神奈川:宮田 (+1.1) 埼玉:鶴ケ島西 (+1.1) 栃木:田沼東 (+0.4) 千葉:流山北部 (+1.1) 茨城:佐野 (+1.0)
千葉:ちはら台南 49.13 東京:武蔵野東 49.29 神奈川:舞岡 49.78 神奈川:宮田 49.82 埼玉:越谷大相模 49.97 千葉:大山口 50.16 東京:稲城第六 50.32 神奈川:大津 50.34
田邉　明莉 (3) 関田　結穂 (2) 井上　歩実 (3) 川村　萌々花 (2) 石川　莉子 (3) 小泉　凜 (3) 山田　亜優 (3) 青山　彩羽 (2)
塚本　萌乃 (3) 大谷　くる美 (3) 鈴木　珠 (3) 髙橋　想 (3) 佐藤　未菜 (3) 徳久　弥笑 (3) 吉川　千尋 (3) 金丸　穂乃花 (3)
矢代　果穂 (3) 齋藤　夕奈 (3) 阿久津　奈美子 (3) 石川　日菜 (3) 森　彩音 (2) 神成　ありあ (3) 濱砂　璃音 (3) 中川　花乃 (3)
町田　愛莉 (2) 伊藤　千夏 (3) 鶴澤　亜里紗 (3) 伊藤　早織 (3) 坂本　優 (3) 山本　美潤 (3) 山越　理子 (3) 税田　ｼﾞｪﾆﾌｧｰ璃美 (1)
岡野　弥幸 (3) 1m63 中島　涼葉 (3) 1m63 加藤　海咲 (3) 1m60 若菜　千夏 (3) 1m55 4)佐々木　琳音 (3) 1m55 4)榎本　リサ (3) 1m55 太田　海潤 (3) 1m55 7)金子　茜 (3) 1m55
群馬:太田尾島 東京:蒲原 栃木:西那須野 千葉:中原 東京:駒沢 埼玉:ふじみ野大井 東京:文花 群馬:群馬南
中村　彩良 (1) 5m39 下元　香凜 (1) 5m23 中村　咲良 (1) 5m06 嶋田　萌桃 (1) 4m96 百武　ゆずゆ (1) 4m96 田口　侑楽 (1) 4m95 成田　エレナ (1) 4m92 丹羽　珠美 (1) 4m89
東京:府中八 GR(+1.2) 東京:御堂 *F3(+4.8) 神奈川:北陽 (+2.1) 千葉:海上 (+2.5) 群馬:宮郷 (+1.2) 埼玉:熊谷富士見 (+3.1) 千葉:市川五 (+3.9) 神奈川:山内 (+4.7)
佐々木　千翔 (2) 5m64 竹村　杏月 (3) 5m57 野田　楓 (3) 5m56 白土　莉紅 (2) 5m55 齋藤　優愛 (3) 5m49 海藤　夏姫 (3) 5m44 乙津　美月 (3) 5m43 小池　桜 (3) 5m38
千葉:大椎 (+2.8) 群馬:高崎佐野 (+1.1) 栃木:真岡 (+1.1) 千葉:八日市場二 (+5.7) 千葉:旭二 (+1.7) 埼玉:川柳 (+0.7) 東京:五日市 (+0.8) 神奈川:神奈川 (+0.7)

共通砲丸投 塩濵　咲空 (2) 14m00 吉成　美羽 (3) 13m92 山田　彩夏 (3) 13m49 久保田　優華 (3) 13m34 亀谷　采生 (3) 13m30 鈴木　優彩 (3) 12m96 山道　萌衣 (3) 12m90 浦澤　和美 (2) 12m79
(2.721kg) 栃木:若松原 栃木:鹿沼東 千葉:大和田 東京:十条富士見 茨城:北茨城磯原 東京:水元 群馬:藪塚本町 東京:開進第四

共通四種競技 安井　麻里花 (3) 3051 田口　真悠 (3) 2988 岡田　萌花 (3) 2761 田﨑　香穂 (3) 2621 金田　莉那 (3) 2594 阿部　友 (2) 2558 鈴木　智彩 (3) 2477 手塚　向日葵 (3) 2417
神奈川:東野 GR 栃木:姿川 埼玉:さいたま八王子 栃木:氏家 東京:南中野 埼玉:坂戸 茨城:古河中等 神奈川:有馬

100mH(0.762m) 14.60 +1.1 895 14.47 +1.1 913 15.28 +1.5 805 15.12 +1.5 826 15.09 +1.1 830 15.27 +1.1 806 16.03 +1.1 711 14.86 +1.5 860
走高跳 1m55 678 1m61 747 1m64 783 1m49 610 1m43 544 1m43 544 1m49 610 1m34 449

砲丸投(2.721kg) 12m04 664 11m06 599 8m97 462 9m63 505 9m56 501 9m70 510 9m25 480 8m30 419
200m 25.81 +1.0 814 26.80 +1.0 729 27.01 +1.0 711 27.39 +1.0 680 26.91 +1.0 719 27.17 +1.0 698 27.43 +1.0 676 27.28 +1.5 689

共通四種競技 鳥海　柚月 (3) 2417
千葉:酒々井

100mH(0.762m) 15.25 +1.5 809
走高跳 1m40 512

砲丸投(2.721kg) 8m61 439
200m 27.67 +1.5 657

共通100mH:高さ0.762ｍ　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 8m
共通砲丸投:重さ2.721kg 記録主任　　黒田　泰三
四種競技:(100mH:高さ0.762m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ8m 砲丸投：重さ2.721kg)
GR:大会新
※台風のため２日間開催を１日開催とした。トラック競技はタイムレース、走幅跳・砲丸投は３回の試技で実施。
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第４６回関東中学校陸上競技大会 決勝記録一覧表（女子）
平成３０年８月８日（水）、９日（木）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

共通1500m

３年100m

審判長：(ﾄﾗｯｸ) 隅坂　道昭　 (ﾌｨｰﾙﾄﾞ・混成) 吉原　 廣 　(ｽﾀｰﾄ) 西山　道広　 (招集所) 門目　 誠
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