
No 1
主催 千葉県小中学校体育連盟

千葉県教育委員会　千葉市教育委員会
大会コード 22 12 0725 （公財）千葉県体育協会（一財）千葉陸上競技協会
競技場コード 主管 千葉県小中学校体育連盟

日付 種目
1年100m 森田　稀星 (1) 13.46 小宮　由依 (1) 13.54 白井　凛 (1) 13.80 椿原　笑 (1) 14.09 海保　寧々 (1) 14.09 飯塚　夢叶 (1) 14.72 仲田　彩音 (1) 14.88
予選１組 (+1.7m) 七次台 (+1.7) 妙典 (+1.7) 大和田 (+1.7) 畑沢 (+1.7) 習志野一 (+1.7) 富勢 (+1.7) 五井 (+1.7)
1年100m 石郷岡　暖 (1) 13.04 太田　湊 (1) 13.46 西村　桃花 (1) 13.73 小山　芽実 (1) 13.97 龍﨑　そら (1) 14.46 宮﨑　歩美 (1) 14.67 鈴木　星愛 (1) 14.98
予選２組 (+1.6m) 四街道北 (+1.6) 東邦大東邦 (+1.6) 吾妻 (+1.6) 堀江 (+1.6) 館山 (+1.6) ちはら台南 (+1.6) 勝浦 (+1.6)
1年100m 斉藤　愛華 (1) 13.28 野村　彩文 (1) 13.69 平野　愛耶香 (1) 13.70 峯村　海美 (1) 14.21 石川　陽音 (1) 14.23 高橋　心晴 (1) 14.41 伊藤　杏奈 (1) 14.47
予選３組 (+1.5m) 流山南部 (+1.5) 嶺南 (+1.5) 富津 (+1.5) 増穂 (+1.5) 太田 (+1.5) 君津 (+1.5) 八日市場二 (+1.5)
1年100m 西山　凛星 (1) 12.39 井上　心彩 (1) 13.11 小谷　梨音 (1) 13.12 瀧澤　瑠美 (1) 13.81 鹿田　夕菜 (1) 13.99 小向井　美鈴 (1) 14.38 毛塚　悠乃 (1) 14.51
予選４組 (+3.6m) 八日市場二 (+3.6) 海神 (+3.6) 誉田 (+3.6) 葛飾 (+3.6) 常盤松 (+3.6) 大網 (+3.6) 習志野三 (+3.6)
1年100m 伊藤　良愛 (1) 13.29 子安　寧那 (1) 13.98 柄澤　絢英 (1) 14.05 松浦　花朋 (1) 14.07 山口　由衣 (1) 14.13 齊藤　知花 (1) 14.17 荒蒔　千尋 (1) 14.65
予選５組 (+0.4m) 成田西 (+0.4) 茂原東 (+0.4) 市川五 (+0.4) 鎌ケ谷五 (+0.4) 茂原南 (+0.4) 多古 (+0.4) 柏四 (+0.4)
1年100m ハッサン　アマール (1) 13.00 加来　綾菜 (1) 13.52 牛澤　愛衣莉 (1) 13.68 加藤　優生 (1) 13.73 木村　凛 (1) 13.90 工藤　美結奈 (1) 14.05 青木　優雨 (1) 14.30
予選６組 (0.0m) 松戸五 (0.0) 渋谷幕張 (0.0) 市川二 (0.0) 松戸三 (0.0) 西初石 (0.0) 白山 (0.0) 佐原 (0.0)
1年100m 矢島　沙唯 (1) 13.32 伊藤　優花 (1) 13.34 吉田　渚沙 (1) 13.54 小川　心愛 (1) 14.04 大胡　夏織 (1) 14.09 力石　美咲 (1) 14.41 嶋田　花音 (1) 14.63
予選７組 (+1.7m) 渋谷幕張 (+1.7) 市川二 (+1.7) 小金南 (+1.7) 七林 (+1.7) 鋸南 (+1.7) 大和田 (+1.7) 海上 (+1.7)
1年100m 伊藤　優花 (1) 13.60 加来　綾菜 (1) 13.63 太田　湊 (1) 13.73 吉田　渚沙 (1) 13.74 森田　稀星 (1) 13.75 牛澤　愛衣莉 (1) 13.88 小宮　由依 (1) 14.01 野村　彩文 (1) 14.01
ＮＳＲ１組(+0.9m) 市川二 (+0.9) 渋谷幕張 (+0.9) 東邦大東邦 (+0.9) 小金南 (+0.9) 七次台 (+0.9) 市川二 (+0.9) 妙典 (+0.9) 嶺南 (+0.9)
2年100m 石井　羽空 (2) 13.19 小舟戸　美香 (2) 13.55 加藤　愛 (2) 13.58 今崎　鈴葉 (2) 13.59 関本　浬 (2) 13.98 東尾　咲彩 (2) 14.21
予選１組 (+1.2m) 白子 (+1.2) 酒々井 (+1.2) 葛飾 (+1.2) 行田 (+1.2) 小金南 (+1.2) 大和田 (+1.2)
2年100m 山﨑　蒼海 (2) 12.78 有賀　凛亜 (2) 13.23 枝澤　百音 (2) 13.70 宮下　真緒 (2) 13.76 中坊　姫華 (2) 13.83 北田　茉子 (2) 14.39
予選２組 (+0.8m) 多古 (+0.8) 打瀬 (+0.8) 公津の杜 (+0.8) 東海大浦安 (+0.8) 堀江 (+0.8) 増穂 (+0.8)
2年100m 羽石　海昊 (2) 13.33 佐藤　穂乃花 (2) 13.69 伊藤　瑠花 (2) 13.69 安田　結桜 (2) 13.81 朝武　実咲 (2) 13.96 オモレゲ　エミリ (2) 14.04 向後　つばさ (2) 14.40
予選３組 (+2.9m) 館山 (+2.9) 野田北部 (+2.9) 光 (+2.9) 鴨川 (+2.9) 鎌ケ谷四 (+2.9) 栄 (+2.9) 銚子西 (+2.9)
2年100m 伊藤　優亜 (2) 12.39 関　穂香 (2) 13.08 鈴木　恵梨奈 (2) 13.31 吉松　ゆずな (2) 13.46 涌井　結菜 (2) 13.53 三山　珉志 (2) 14.07 山口　結愛 (2) 14.22 久保木　茜 (2) 14.69
予選４組 (+2.5m) 旭二 (+2.5) 臼井南 (+2.5) 久住 (+2.5) 法田 (+2.5) 柏三 (+2.5) 太田 (+2.5) 鎌ケ谷 (+2.5) 香取 (+2.5)
2年100m 仁田　果夢 (2) 13.12 大曽根　有紗 (2) 13.20 ｵｵｾｸﾝ　ｱﾄﾞﾗｰｴﾐ (2) 13.37 三平　かのん (2) 13.48 冨樫　真衣 (2) 13.91 佐々木　菜子 (2) 14.28 藤平　みこと (2) 14.72
予選５組 (+1.2m) ちはら台南 (+1.2) 成田西 (+1.2) 昭和秀英 (+1.2) 松葉 (+1.2) 習志野一 (+1.2) 高津 (+1.2) 鴨川 (+1.2)
2年100m 佐藤　樹奈 (2) 12.82 上田　麗奈 (2) 13.52 原　悠菜 (2) 13.60 奥井　花 (2) 13.62 吉田　愛凛 (2) 13.83 影井　夢華 (2) 14.21 小池　咲夏 (2) 14.39 青山　いろは (2) 15.97
予選６組 (+1.8m) 行田 (+1.8) 湖北台 (+1.8) 高洲 (+1.8) 妙典 (+1.8) 蔵波 (+1.8) 習志野二 (+1.8) 君津 (+1.8) 茂原南 (+1.8)
2年100m 塚本　菜月 (2) 13.20 染谷　凜 (2) 13.59 林　彩絢 (2) 13.62 田中　咲結菜 (2) 14.01 渡辺　桜穂 (2) 14.63 山口　優 (2) 15.03
予選７組 (+1.1m) 小見川 (+1.1) 西初石 (+1.1) 松戸六 (+1.1) 柏 (+1.1) 飯岡 (+1.1) ちはら台南 (+1.1)
2年100m 渡邉　桃菜 (2) 13.02 小原　あかり (2) 13.20 長谷川　愛 (2) 13.57 眞坂　心望 (2) 13.66 森田　雪香 (2) 14.05 広瀬　心美 (2) 14.12 根本　怜奈 (2) 14.29
予選８組 (+0.7m) 誉田 (+0.7) 流山北部 (+0.7) 和名ケ谷 (+0.7) 三和 (+0.7) 千葉大附 (+0.7) 国府台女子 (+0.7) 佐原 (+0.7)
2年100m 有賀　凛亜 (2) 13.25 塚本　菜月 (2) 13.34 小原　あかり (2) 13.38 ｵｵｾｸﾝ　ｱﾄﾞﾗｰｴﾐ (2) 13.42 吉松　ゆずな (2) 13.48 鈴木　恵梨奈 (2) 13.54 6 羽石　海昊 (2) 13.54 三平　かのん (2) 13.76
ＮＳＲ１組(+0.2) 打瀬 (+0.2) 小見川 (+0.2) 流山北部 (+0.2) 昭和秀英 (+0.2) 法田 (+0.2) 久住 (+0.2) 館山 (+0.2) 松葉 (+0.2)
共通200m トニー　ステファニーネン (2) 26.70 伊藤　智咲 (2) 27.09 達川　七海 (2) 27.60 戸村　心 (2) 27.80 鈴木　美羽 (2) 28.67 黒﨑　心晴 (1) 29.10 鴨志田　仁胡 (2) 29.77 藤本　莉晶 (2) 31.07
予選１組 (+2.0m) 岩名 (+2.0) 小金南 (+2.0) 公津の杜 (+2.0) 山武 (+2.0) 太田 (+2.0) 野田一 (+2.0) 習志野六 (+2.0) 鴨川 (+2.0)
共通200m 池田　祐香 (2) 26.96 山﨑　月陽 (2) 27.49 海野　美優 (2) 28.17 渡邉　柚季 (2) 28.68 北田　真由佳 (2) 28.71 福原　莉奈 (2) 29.65 御園生　冴奈 (2) 29.91 多田　咲菜 (2) 31.63
予選２組 (+1.1m) 茂原東 (+1.1) 八千代松陰 (+1.1) 野田南部 (+1.1) 井野 (+1.1) 市川 (+1.1) 畑沢 (+1.1) ちはら台南 (+1.1) 小見川 (+1.1)
共通200m 樋口　碧空 (2) 26.65 山口　亜紗実 (2) 27.85 橋口　侑生 (2) 28.02 小林　桃花 (2) 28.16 新井　桜 (1) 28.39 山口　乃衣 (2) 29.50 淺井　美愛 (2) 30.46 加藤　柚希 (1) 31.19
予選３組 (+2.2m) 常盤松 (+2.2) 法田 (+2.2) 八街 (+2.2) 前原 (+2.2) 花園 (+2.2) 山武 (+2.2) 茂原南 (+2.2) 君津 (+2.2)
共通200m 髙橋　あおい (2) 26.19 田口　結唯 (2) 27.07 野原　梨乃 (2) 27.97 山﨑　はる香 (2) 28.46 黒川　悠莉 (2) 28.57 青木　瀬菜 (2) 28.59 鈴木　るみ (2) 28.89 伊豫　凜香 (2) 30.71
予選４組 (+2.3m) 白山 (+2.3) 誉田 (+2.3) 有吉 (+2.3) 習志野一 (+2.3) 松戸五 (+2.3) 酒々井 (+2.3) 小見川 (+2.3) 銚子 (+2.3)
共通200m 瀧田　七生 (2) 27.26 木村　愛 (2) 27.28 松矢　知佳 (2) 27.98 河添　愛桜 (2) 28.28 青野　佑香 (2) 28.43 上村　愛美 (2) 29.02 柴崎　瑠夏 (2) 29.42
予選５組 (+3.0m) 桜台 (+3.0) 田中 (+3.0) 船橋旭 (+3.0) 柏二 (+3.0) 御滝 (+3.0) 五井 (+3.0) 湖北台 (+3.0)
共通200m 高橋　そら (2) 26.53 松浦　可穏 (2) 27.61 垣添　愛芽 (2) 28.44 西岡　あかり (1) 28.96 島村　栞海 (2) 29.08 小林　真唯 (2) 29.32 杉﨑　美咲 (2) 30.62 太田　真菜花 (1) 31.41
予選６組 (+1.0m) おゆみ野南 (+1.0) 土気南 (+1.0) 習志野四 (+1.0) 流山南部 (+1.0) 高洲 (+1.0) 萱田 (+1.0) 干潟 (+1.0) 館山 (+1.0)
共通200m 内藤　美紗 (2) 25.85 中山　実希 (2) 27.13 神林　佑空 (2) 28.27 謝　鎧琪 (1) 28.34 吉田　一千海 (2) 28.41 榎本　眞央 (1) 28.65 岡島　柚葉 (1) 29.58 坂　菜々子 (2) 31.12
予選７組 (+2.4m) 桜台 (+2.4) 井野 (+2.4) 大和田 (+2.4) 新松戸南 (+2.4) 大網 (+2.4) 稲毛 (+2.4) 白山 (+2.4) 茂原南 (+2.4)
共通200m 中山　実希 (2) 27.30 松浦　可穏 (2) 27.41 木村　愛 (2) 27.72 瀧田　七生 (2) 27.76 山口　亜紗実 (2) 27.78 山﨑　月陽 (2) 27.80 達川　七海 (2) 27.88 戸村　心 (2) 28.96
ＮＳＲ１組(+0.9m) 井野 (+0.9) 土気南 (+0.9) 田中 (+0.9) 桜台 (+0.9) 法田 (+0.9) 八千代松陰 (+0.9) 公津の杜 (+0.9) 山武 (+0.9)

（一財）千葉県陸上競技協会
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記録一覧表（女子）

令和４年１０月１日（土）、２日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第４７回千葉県中学校新人体育大会陸上競技大会

2位

1

2

審判長　トラック　隅坂　道昭　フィールド　吉原　廣　招集所　門目　誠　記録主任　矢野　隆照　



No 2
主催 千葉県小中学校体育連盟

千葉県教育委員会　千葉市教育委員会
大会コード 22 12 0725 （公財）千葉県体育協会（一財）千葉陸上競技協会
競技場コード 主管 千葉県小中学校体育連盟

日付 種目
（一財）千葉県陸上競技協会

1位 3位 8位5位 7位6位

121010

4位

記録一覧表（女子）

令和４年１０月１日（土）、２日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第４７回千葉県中学校新人体育大会陸上競技大会

2位
共通800m 安西　樹珠 (2) 2:25.55 林　咲羽 (1) 2:27.38 五木田　栞那 (2) 2:29.55 瀧川　愛莉 (2) 2:33.82 藤原　穂華 (2) 2:34.77 磯野　心香 (1) 2:37.05 井口　瑠唯 (2) 2:38.06 木村　優心 (2) 2:40.65

予選１組 君津 東庄 成東 柏四 和名ケ谷 勝浦 西初石 鋸南
共通800m 本城谷　希愛 (2) 2:31.17 中山　佳那子 (2) 2:31.99 川端　愛莉 (2) 2:33.34 西村　美咲 (2) 2:35.80 大澤　栞 (2) 2:41.04 根本　茉実 (2) 2:44.08

予選２組 西の原 南流山 法田 旭二 畑沢 鎌ケ谷二
共通800m 清水　明希乃 (2) 2:27.43 榎本　陽菜 (1) 2:29.81 川村　真優 (2) 2:29.81 末永　瑞紗 (2) 2:32.23 由田　愛菜 (2) 2:34.10 中山　碧 (1) 2:38.74 髙橋　結愛 (2) 2:40.11

予選３組 大穴 福田 桜台 柏二 習志野一 鎌ケ谷二 西原
共通800m 加藤　真緒 (2) 2:24.50 飯田　優里菜 (1) 2:28.93 椎橋　千怜 (1) 2:29.27 入野　七瀬 (2) 2:30.45 安田　早希 (2) 2:31.52 稲毛　葵保 (1) 2:33.99 井出　百香 (2) 2:34.81 日向　珠加 (2) 2:47.31

予選４組 下貝塚 多古 中原 花園 高柳 五井 萱田 周西
共通800m 保坂　知穂 (2) 2:18.73 綿貫　音 (2) 2:22.83 齊藤　美空 (1) 2:28.34 亀井　恵 (2) 2:30.31 市川　心菜 (1) 2:32.76 山田　笑子 (1) 2:34.94 篠塚　倖歩 (2) 2:35.12 吉野　りこ (2) 2:36.53

予選５組 五井 有秋 蔵波 船橋 木更津二 大和田 佐原 日の出
共通800m 伊藤　莉愛 (1) 2:24.29 髙橋　冴和 (2) 2:25.64 新保　りか (1) 2:29.74 篠原　雛希 (2) 2:31.75 梅本　紗希 (1) 2:38.19 髙橋　真代 (2) 2:39.26 八木　星美 (2) 2:43.01

予選６組 蔵波 佐原 美浜 志津 船橋若松 公津の杜 岬
共通800m 髙野　結愛 (2) 2:31.19 土田　埜乃 (2) 2:33.07 守屋　咲希 (2) 2:33.31 小林　撫南 (2) 2:35.15 石橋　なのは (1) 2:35.58 石井　和佳奈 (2) 2:42.41 中村　優心 (2) 2:44.80

予選７組 旭町 岬 鎌ケ谷四 銚子一 大椎 東金東 茂原東
共通800m 弦巻　心遥 (2) 2:28.69 鮫島　杏花 (1) 2:31.08 河野　結咲 (2) 2:33.51 根本　美緒 (2) 2:34.81 江原　愛南 (2) 2:38.83 松尾　夢彩 (1) 2:41.58 田村　久弓 (2) 2:42.99

予選８組 湖北 松戸五 二宮 習志野五 習志野四 東庄 美浜
共通800m 弦巻　心遥 (2) 2:27.79 五木田　栞那 (2) 2:28.22 榎本　陽菜 (1) 2:29.12 齊藤　美空 (1) 2:29.20 椎橋　千怜 (1) 2:29.92 飯田　優里菜 (1) 2:31.70

ＮＳＲ１組 湖北 成東 福田 蔵波 中原 多古
共通1500m 伊藤　めぐみ (2) 4:56.12 矢萩　芽衣 (1) 4:56.72 鈴木　あすか (2) 4:58.33 足達　結依 (1) 5:02.93 渡邊　夏帆 (2) 5:07.12 重村　未来 (2) 5:14.38 山本　桃華 (1) 5:20.71 敦賀　美遥 (1) 5:22.04

予選１組 岬 周南 鎌ケ谷三 昭和 葛飾 習志野二 周西南 東金東
9 平野　柚葉 (2) 5:24.43 10 影山　ゆあ (2) 5:26.75 11 助川　智菜 (2) 5:34.91 12 石渡　友那 (2) 6:31.72

常盤平 東海大浦安 鋸南 茂原
共通1500m 石川　未遥 (1) 4:46.10 伊藤　夏樹 (2) 4:48.83 上舞　彩心 (2) 4:57.64 杉原　未來 (2) 5:02.06 松村　咲希 (2) 5:07.61 太田　遥 (1) 5:11.95 下川原　愛栞 (2) 5:13.40 岡野　夏鈴 (2) 5:14.23

予選２組 岬 富津 ちはら台南 六実 大網 日の出 鎌ケ谷二 蔵波
9 阿部　芽香 (2) 5:15.19 10 木村　美月 (2) 5:19.24 11 山田　紗楽 (1) 5:39.86 12 松波　咲果 (1) 6:25.84

桜台 常盤平 大和田 茂原南
共通1500m 天羽　海乃 (2) 4:43.35 堀内　凛乃 (2) 5:00.71 児嶋　ひなた (2) 5:04.14 戸村　万葉 (2) 5:06.00 一宮　里知菜 (2) 5:12.82 染谷　つばき (2) 5:15.07 石井　心結 (1) 5:23.01 東　琴子 (2) 5:23.60

予選３組 岩名 岬 西の原 東庄 幕張本郷 柏三 松戸六 周西南
9 古澤　莉恋 (2) 5:31.09 10 栗橋　沙和 (1) 5:33.03 11 越川　愛琉 (2) 5:38.04

大和田 君津 旭二
共通1500m 佐々木　玲奈 (2) 4:50.82 長塚　結南 (1) 4:57.44 金森　由衣 (2) 4:58.22 飯島　菜生 (1) 4:58.93 佐藤　芽以 (1) 5:02.20 小林　心海 (1) 5:08.42 清水　千愛 (1) 5:11.82 長田　夏穂 (2) 5:19.72

予選４組 鎌ケ谷五 柏 小見川 三田 多古 東庄 川間 大多喜
9 藤田　葵衣 (1) 5:20.94 10 秋葉　茜音 (2) 5:23.32 11 山口　珠世 (2) 5:24.97 12 鎌田　悠李 (2) 5:25.00 13 佐久間　基穂 (2) 5:38.91

西原 御滝 八日市場二 有吉 館山
共通1500m 9 矢萩　芽衣 (1) 4:53.53 10 飯島　菜生 (1) 4:59.20 11 児嶋　ひなた (2) 5:00.27 12 鈴木　あすか (2) 5:00.46 14 佐藤　芽以 (1) 5:00.88 15 堀内　凛乃 (2) 5:06.34 16 杉原　未來 (2) 5:12.74

決勝 周南 三田 西の原 鎌ケ谷三 多古 岬 六実

1

2

1

2

審判長　トラック　隅坂　道昭　フィールド　吉原　廣　招集所　門目　誠　記録主任　矢野　隆照　



No 3
主催 千葉県小中学校体育連盟

千葉県教育委員会　千葉市教育委員会
大会コード 22 12 0725 （公財）千葉県体育協会（一財）千葉陸上競技協会
競技場コード 主管 千葉県小中学校体育連盟

日付 種目
（一財）千葉県陸上競技協会

1位 3位 8位5位 7位6位

121010

4位

記録一覧表（女子）

令和４年１０月１日（土）、２日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第４７回千葉県中学校新人体育大会陸上競技大会

2位
共通100mH(0.762m) 笠原　海愛 (2) 16.33 渡邉　紗季 (2) 16.47 小笹　夏櫻 (2) 17.14 遠藤　莉乃 (2) 17.52 齋藤　萌南 (2) 18.14 仲野　陽葵 (1) 18.54 今田　桃奈 (2) 19.94 小田倉　綺女 (1) 21.27
予選１組 (+2.5m) 酒々井 (+2.5) 鎌ケ谷四 (+2.5) 坪井 (+2.5) 吾妻 (+2.5) 湖北台 (+2.5) 佐原 (+2.5) 手賀 (+2.5) 小見川 (+2.5)
共通100mH(0.762m) 髙橋　莉央 (2) 15.80 齋藤　菜々佳 (1) 16.05 清水　優羽 (2) 17.08 石坂　美月 (2) 17.26 小倉　茉歩 (2) 18.16 内　結香 (2) 19.03 関　紗彩 (1) 19.89
予選２組 (+2.1m) 佐原 (+2.1) 海上 (+2.1) 小金南 (+2.1) 泉谷 (+2.1) 茂原南 (+2.1) 大和田 (+2.1) 本納 (+2.1)
共通100mH(0.762m) 津村　汐里 (2) 15.80 橋本　紫音 (2) 16.98 村上　とき (1) 17.40 松田　里美 (2) 17.45 平田　喜穂 (1) 17.64 錦織　優佳 (2) 18.68 瀧田　伊織 (2) 19.55 宮内　結音 (2) 20.15
予選３組 (+1.5m) 妙典 (+1.5) 館山 (+1.5) 稲毛 (+1.5) 茂原東 (+1.5) 野田南部 (+1.5) 富津 (+1.5) 太田 (+1.5) 銚子 (+1.5)
共通100mH(0.762m) 山﨑　舞香 (1) 16.35 武田　柚暖 (2) 16.42 鶴岡　美佑 (1) 17.09 森田　咲英 (2) 17.22 濵﨑　あぐり (2) 17.71 花野　玉枝 (1) 20.29 宮城　ひなた (2) 21.80
予選４組 (+0.6m) 和名ケ谷 (+0.6) 七次台 (+0.6) 大原 (+0.6) 宮本 (+0.6) 鴨川 (+0.6) 大和田 (+0.6) 西原 (+0.6)
共通100mH(0.762m) 柴田　音海 (2) 15.66 畑中　そら (2) 15.79 松岡　優芽 (2) 16.40 安藤　未来 (2) 17.49 川島　唯楓 (2) 18.26 門垣　悠里 (2) 18.31 山口　奏 (2) 18.96 宮﨑　小梅 (2) 19.35
予選５組 (+2.2m) 逆井 (+2.2) 本納 (+2.2) 我孫子 (+2.2) 高谷 (+2.2) 太田 (+2.2) 日の出 (+2.2) 芝山 (+2.2) 五井 (+2.2)
共通100mH(0.762m) 石川　璃星 (2) 15.71 榊　美優 (2) 16.97 藤井　冴 (2) 17.26 佐々木　亜実香 (1) 17.29 丸山　歩莉 (2) 18.52 岡田　桃花 (1) 18.84 川島　千奈 (1) 19.27
予選６組 (+1.6m) 佐倉 (+1.6) 下貝塚 (+1.6) 大網 (+1.6) 鎌ケ谷三 (+1.6) 旭町 (+1.6) 東邦大東邦 (+1.6) 芝山 (+1.6)
共通100mH(0.762m) 春日　星凜 (2) 15.97 泉水　楓 (2) 16.78 深山　奈愛 (2) 16.96 千葉　優未 (1) 17.33 五十嵐　結奈 (2) 18.33 渡邉　絢音 (2) 18.34 片岡　優奈 (1) 19.26
予選７組 (+0.7m) 西原 (+0.7) 習志野五 (+0.7) 佐倉 (+0.7) 花園 (+0.7) 小金 (+0.7) 周西南 (+0.7) 東邦大東邦 (+0.7)
共通100mH(0.762m) 加藤　光真 (1) 16.25 日改　心 (2) 16.55 比嘉　杏樹 (1) 17.26 矢野　心愛 (1) 17.32 岡田　真奈 (2) 17.43 吉田　心愛 (1) 19.04 上澤　思心 (1) 20.83
予選８組 (+1.8m) 西の原 (+1.8) 茂原 (+1.8) 南流山 (+1.8) 誉田 (+1.8) 幕張西 (+1.8) 館山 (+1.8) 五井 (+1.8)
共通100mH(0.762m) 日改　心 (2) 16.02 笠原　海愛 (2) 16.10 山﨑　舞香 (1) 16.15 泉水　楓 (2) 16.41 渡邉　紗季 (2) 16.41 松岡　優芽 (2) 16.53 深山　奈愛 (2) 17.56
ＮＳＲ１組(+2.8m) 茂原 (+2.8) 酒々井 (+2.8) 和名ケ谷 (+2.8) 習志野五 (+2.8) 鎌ケ谷四 (+2.8) 我孫子 (+2.8) 佐倉 (+2.8)
共通4X100mR 桜台 50.57 旭二 52.62 船橋旭 52.94 土気南 54.13 習志野一 54.45 館山 54.96

予選１組 川村　真優 (2) 佐藤　萌果 (1) 神田　桃果 (2) 大友　えりん (1) 藤本　華 (1) 吉田　心愛 (1)
内藤　美紗 (2) 林　愛莉 (2) 小池　優里菜 (2) 野出　結奈 (2) 海保　寧々 (1) 龍﨑　そら (1)
上野　裕菜 (2) 市川　結唯 (2) 松本　陽菜 (2) 半澤　るん (2) 冨樫　真衣 (2) 橋本　紫音 (2)
瀧田　七生 (2) 伊藤　優亜 (2) 松矢　知佳 (2) 松浦　可穏 (2) 山﨑　はる香 (2) 羽石　海昊 (2)

共通4X100mR 成田西 51.85 妙典 53.12 葛飾 53.26 流山南部 54.03 二宮 54.36
予選２組 牧野　那美 (2) 菅原　一夏 (1) 浜田　芽依 (1) 藤田　沙菜 (1) 若林　華 (2)

伊藤　良愛 (1) 津村　汐里 (2) 瀧澤　瑠美 (1) 斉藤　愛華 (1) 杉本　優空 (2)
斉藤　優空 (2) 小宮　由依 (1) 福島　千帆 (2) 鈴木　美紘 (2) 内藤　菜乃 (2)
大曽根　有紗 (2) 奥井　花 (2) 加藤　愛 (2) 西岡　あかり (1) 深川　優羽 (2)

共通4X100mR 酒々井 53.05 ちはら台南 53.36 松戸五 53.92 行田 54.44 富津 54.77
予選３組 青木　瀬菜 (2) 巨海　咲蘭 (2) 有澤　咲菜 (1) 今崎　鈴葉 (2) 金ヶ江　莉緒 (2)

笠原　海愛 (2) 山口　優 (2) ハッサン　アマール (1) 梅山　優和 (1) 平野　愛耶香 (1)
小舟戸　美香 (2) 御園生　冴奈 (2) 黒川　悠莉 (2) 髙橋　梨愛 (2) 森　七星 (1)
大宮　慧和 (2) 仁田　果夢 (2) 東條　咲和 (1) 加藤　恋雪 (2) 伊藤　夏樹 (2)

共通4X100mR 小金南 52.13 法田 53.09 岩名 53.10 田中 53.25 太田 54.29 大網 54.80
予選４組 吉田　渚沙 (1) 田中　杏 (2) 中村　結芽 (2) 横山　柚希 (1) 杉山　愛実 (2) 田口　桃菜 (2)

伊藤　智咲 (2) 山口　亜紗実 (2) トニー　ステファニーネン (2) 木村　愛 (2) 鈴木　美羽 (2) 吉田　一千海 (2)
関本　浬 (2) 吉松　ゆずな (2) 佐藤　菜々香 (2) 石井　佑実 (2) 真板　花菜 (2) 櫻井　琴野 (2)

荒巻　明音 (2) 根本　葵 (2) 船木　朱莉 (2) 石塚　真麟 (2) 三山　珉志 (2) 小向井　美鈴 (1)
共通4X100mR 誉田 51.70 茂原東 53.67 君津 53.83 小見川 53.98 蔵波 56.44 勝浦 57.34

予選５組 渡邉　桃菜 (2) 松田　里美 (2) 小池　咲夏 (2) 鈴木　るみ (2) 山越　美空 (2) 中西　愛陽央 (2)
田口　結唯 (2) 池田　祐香 (2) 安西　樹珠 (2) 鎌形　芽愛 (2) 伊藤　莉愛 (1) 磯野　心香 (1)
伊藤　紗楽 (2) 子安　寧那 (1) 髙梨　紗 (2) 多田　咲菜 (2) 吉田　愛凛 (2) 鶴谷　知央 (2)
小谷　梨音 (1) 佐藤　結月 (1) 清水　結衣 (2) 塚本　菜月 (2) 伊東　由晏 (2) 鈴木　星愛 (1)

1

2

1

審判長　トラック　隅坂　道昭　フィールド　吉原　廣　招集所　門目　誠　記録主任　矢野　隆照　



No 4
主催 千葉県小中学校体育連盟

千葉県教育委員会　千葉市教育委員会
大会コード 22 12 0725 （公財）千葉県体育協会（一財）千葉陸上競技協会
競技場コード 主管 千葉県小中学校体育連盟

日付 種目
（一財）千葉県陸上競技協会

1位 3位 8位5位 7位6位

121010

4位

記録一覧表（女子）

令和４年１０月１日（土）、２日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第４７回千葉県中学校新人体育大会陸上競技大会

2位
共通走高跳 10 石井　わかば (2) 1m40 10 石原　佳歩 (2) 1m40 12 本間　小春 (2) 1m40 13 牧野　那美 (2) 1m40 14 池田　凜奏 (2) 1m35 15 小倉　夕奈 (2) 1m35 15 島﨑　桃佳 (2) 1m35 15 狩野　るか (2) 1m35

決勝 館山 西原 白山 成田西 木刈 南流山 酒々井 七林
18 ウィアンイン　パパッサラ (1) 1m35 19 片山　結衣 (1) 1m35 20 川崎　琉鶴 (2) 1m30 20 町山　りお (1) 1m30 20 穂積　仁愛 (2) 1m30 23 鈴木　深晴 (1) 1m30 23 落合　玲香 (2) 1m30 23 清水　柚来 (2) 1m30

神崎 豊四季 美浜 東金 岩名 佐原五 柏四 印旛
23 勝又　美南 (2) 1m30 27 鈴木　奏那 (1) 1m30 27 阿部　栞菜 (1) 1m30 29 コストディオ　ニコル (1) 1m30 30 西谷　百恵 (1) 1m25 30 漆戸　友里 (1) 1m25 32 宮内　楓花 (2) 1m25 32 國吉　咲花 (2) 1m25
新松戸南 白山 成田 堀江 千葉大附 稲毛 ちはら台南 富津

32 内藤　千佳 (2) 1m25 32 舘田　歩乃佳 (2) 1m25 36 髙須　菜花 (2) 1m25
昭和 大穴 太田

共通棒高跳 10 宮下　楽々 (2) 2m10 11 宮路　蘭嘉 (2) 2m10 12 恩田　美海 (2) 2m10
決勝 小見川 泉谷 船穂

共通走幅跳 9 黒木　彩音 (2) 4m93 10 松本　陽菜 (2) 4m82 11 横山　咲世里 (2) 4m81 12 鎌形　芽愛 (2) 4m74 13 神山　英恵 (1) 4m70 14 和田　紗月 (2) 4m69 15 伊東　由晏 (2) 4m69 16 小名木　奏楽 (2) 4m62
決勝 根木内 (+1.2) 船橋旭 (+1.3) 泉谷 (+1.7) 小見川 (+1.7) 臼井南 (+1.3) 習志野一 (+4.4) 蔵波 (+1.1) 印旛 (+1.9)

17 関本　晴加 (2) 4m62 18 大村　沙優里 (2) 4m60 19 永瀧　莉花 (1) 4m58 20 河野　心 (1) 4m48 21 田中　青空 (2) 4m47 22 宮坂　凛 (2) 4m46 23 内藤　菜乃 (2) 4m46 24 牛草　美桜 (2) 4m45
鎌ケ谷四 (+1.7) 柏四 (+3.2) 波岡 (+2.4) 西の原 (+2.2) 木間ケ瀬 (+1.7) 稲毛 (+2.0) 二宮 (+2.5) 成田高付 (+1.0)

25 田中　夏実 (2) 4m40 26 下野　紗彩 (1) 4m39 27 表原　叶実 (1) 4m39 28 倉島　咲季 (2) 4m35 29 塚本　妃伽梨 (2) 4m35 30 伊藤　愛生 (2) 4m34 30 佐々木　椛月 (2) 4m34 32 平野　美帆 (2) 4m31

小金南 (+1.1) 美浜 (+3.8) 幕張 (+3.8) 高津 (+1.7) 神崎 (+1.5) 泉谷 (+0.3) 五井 (+2.5) 旭一 (+1.0)
33 佐久間　陽菜 (2) 4m30 34 佐藤　帆華 (1) 4m30 35 竹島　遥菜 (2) 4m29 36 前田　紗希 (2) 4m25 37 石井　怜那 (2) 4m24 38 佐藤　結愛 (1) 4m23 39 中村　沙也花 (2) 4m20 40 子安　結奈 (2) 4m17

坪井 (+2.6) 豊四季 (+1.4) 福田 (+1.7) 光英VERITAS (+3.7) 村上東 (+2.8) 佐原 (+1.1) 日の出 (+0.4) 増穂 (+1.5)
41 黒田　千尋 (2) 4m16 42 深澤　詩月 (2) 4m06 43 阪口　心彩 (1) 4m03 44 長島　悠莉 (2) 4m01 45 佐久間　美沙 (2) 3m98 46 大八木　藍理 (2) 3m98 47 庄司　明香利 (2) 3m96 48 西尾　優 (1) 3m94

太田 (+2.3) 茂原 (+2.6) 八日市場二 (+1.0) 茂原 (+2.6) 南総 (+2.1) 佐原 (+1.5) 嶺南 (+1.2) 海神 (+2.7)
49 和泉　乃愛 (1) 3m78 50 田口　桃菜 (2) 3m37

館山 (+1.4) 大網 (+2.6)
共通砲丸投 9 江波戸　まひろ (2) 8m42 10 會澤　玲奈 (2) 8m40 11 島田　一花 (1) 8m34 12 坂本　絢音 (2) 8m13 13 石坂　莉亜 (2) 8m00 14 武士田　ももこ (2) 7m98 15 網代　有莉 (2) 7m71 16 藤崎　姫菜乃 (1) 7m61
(2.721kg) 銚子一 小金南 和名ケ谷 八千代松陰 新松戸南 成田 館山 西志津

決勝 17 松本　莉奈 (2) 7m52 18 久野　柚希 (2) 7m51 19 齊藤　真子 (2) 7m49 20 清水　花咲 (2) 7m43 21 遠藤　世渚 (2) 7m42 22 髙木　優波 (2) 7m40 23 秋田　華花 (2) 7m35 24 金井　天音 (2) 7m30
市川二 有吉 鴨川 館山 宮本 千葉若松 岩名 習志野三

25 鏑木　陽菜 (2) 7m22 26 神田　桃果 (2) 7m19 27 村上　優 (2) 7m13 28 近藤　愛 (1) 7m06 29 内田　望 (1) 7m03 30 佐藤　里恵 (2) 6m92 31 北島　里菜 (2) 6m91 32 福留　沙奈 (2) 6m88
八日市場二 船橋旭 新松戸南 逆井 高津 大網 井野 習志野一

33 内田　弥紅 (2) 6m79 34 二井本　絢音 (2) 6m72 35 岡田　虹愛 (1) 6m68 36 鈴木　瑠希綾 (2) 6m63 37 香取　咲 (2) 6m53 38 岡澤　萌音 (2) 6m51 39 小高　一樹 (2) 6m46 40 大崎　莉子 (1) 6m43
田中 美浜 木更津二 白山 佐原 茂原東 鎌ケ谷 本納

41 鈴木　咲月 (2) 6m13 42 山田　妃莉 (2) 6m06 43 竹内　友唯 (1) 6m03 44 樋之口　莉子 (2) 5m89
周西南 昭和 富津 小見川

2
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審判長　トラック　隅坂　道昭　フィールド　吉原　廣　招集所　門目　誠　記録主任　矢野　隆照　



No 5
主催 千葉県小中学校体育連盟

千葉県教育委員会　千葉市教育委員会
大会コード 22 12 0725 （公財）千葉県体育協会（一財）千葉陸上競技協会
競技場コード 主管 千葉県小中学校体育連盟

日付 種目
（一財）千葉県陸上競技協会

1位 3位 8位5位 7位6位

121010

4位

記録一覧表（女子）

令和４年１０月１日（土）、２日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第４７回千葉県中学校新人体育大会陸上競技大会

2位
四種競技 9 中西　結梨 (2) 1652 10 木内　咲良 (2) 1651 11 髙見　結衣 (2) 1650 12 杉山　愛実 (2) 1629 13 久保　杏奈 (2) 1606 14 徳村　里菜 (2) 1568 15 久保木　悠花 (2) 1557 16 若原　芽 (2) 1526

坪井 公津の杜 公津の杜 太田 松戸一 成田西 佐原 生浜
100mH(0.762m) 18.02 -0.2 486 17.72 +1.1 518 17.97 +2.8 492 20.48 +3.1 264 18.13 +1.1 475 19.05 +3.1 386 18.58 +2.8 430 18.33 +0.9 455

走高跳 1m30 409 1m25 359 1m30 409 1m36 470 1m25 359 1m25 359 1m25 359 1m20 312
砲丸投(2.721kg) 5m45 237 7m19 347 6m78 321 7m45 364 6m21 285 6m96 332 7m11 342 7m51 368

200m 29.47 +0.7 520 30.81 +0.7 427 30.79 +0.7 428 29.32 +0.7 531 29.93 +0.7 487 29.87 +0.6 491 30.82 +0.7 426 31.37 +0.7 391
四種競技 16 山口　らん (2) 1526 18 佐藤　世菜 (2) 1457 19 小田口　椰季 (2) 1456 20 田上　柚希 (2) 1450 21 道中　絵流 (2) 1415 22 柴田　彩夏 (2) 1398 23 山下　愛実 (2) 1396 24 山本　咲希 (2) 1388

大網 成田西 土気南 坪井 花園 常盤平 酒々井 泉谷
100mH(0.762m) 18.62 +1.1 426 20.54 +1.1 259 19.02 +2.8 388 19.08 +3.1 383 20.09 +2.8 295 20.53 -0.2 260 19.41 +1.1 353 20.34 -0.2 275

走高跳 1m30 409 1m25 359 1m20 312 1m20 312 1m20 312 1m20 312 1m20 312 1m25 359
砲丸投(2.721kg) 5m99 271 6m58 308 6m74 318 6m36 294 6m23 286 6m57 308 6m00 271 5m39 233

200m 30.92 +0.7 420 29.32 +0.6 531 30.64 +0.6 438 30.31 +0.6 461 29.44 +1.4 522 29.50 +1.4 518 30.32 +0.6 460 29.45 +1.4 521
四種競技 25 千葉　美優 (2) 1381 26 佐藤　結月 (1) 1365 27 塩川　香莉奈 (2) 1357 28 佐々木　杏 (2) 1337 29 高橋　杏和 (2) 1334 30 占野　璃子 (2) 1329 31 斉藤　優空 (2) 1319 32 森　紗笑 (2) 1309

法田 茂原東 松戸二 八千代松陰 公津の杜 和名ケ谷 成田西 葛飾
100mH(0.762m) 20.02 -0.2 301 20.03 +0.9 300 19.73 +0.9 325 18.41 +0.9 447 20.56 +0.9 257 22.68 -0.2 118 22.79 +2.8 112 19.98 +1.1 304

走高跳 1m30 409 1m25 359 1m10 222 NM 0 1m25 359 1m15 266 1m30 409 1m20 312
砲丸投(2.721kg) 7m16 345 5m65 249 7m02 336 6m66 313 5m64 249 8m90 458 4m78 194 5m49 239

200m 32.42 +0.6 326 30.37 +0.6 457 30.11 +1.4 474 28.70 +1.0 577 30.19 +1.4 469 29.93 +1.4 487 28.34 +1.0 604 30.41 +1.4 454
四種競技 32 平澤　優奈 (2) 1309 33 濱谷　香里奈 (2) 1299 34 佐藤　友芽 (2) 1266 35 上松　瑠那 (2) 1173 36 林　愛莉 (2) 1142 37 長田　和香 (2) 1015 38 安田　優奈 (2) 813

有吉 幕張西 葛飾 館山 旭二 坪井 葛飾
100mH(0.762m) 21.59 +1.1 184 21.06 +3.1 220 20.68 +3.1 248 23.31 +0.9 86 24.27 -0.2 47 18.52 +2.8 436 30.05 +2.8 0

走高跳 1m25 359 1m20 312 1m25 359 1m20 312 1m20 312 1m20 312 1m10 222
砲丸投(2.721kg) 6m94 331 6m07 276 4m54 180 7m34 357 5m66 250 5m93 267 5m64 249

200m 30.69 +1.4 435 29.87 +1.0 491 30.05 +1.0 479 30.95 +1.0 418 29.29 +1.0 533 DQ 32.15 +1.0 342
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審判長　トラック　隅坂　道昭　フィールド　吉原　廣　招集所　門目　誠　記録主任　矢野　隆照　


