
主催 千葉県教育委員会　千葉市教育委員会
千葉県小中学校体育連盟

大会コード 22 12 3002 (公財)千葉県体育協会
競技場コード 121010 (一財)千葉陸上競技協会

日付 種目
西山　凛星 (1) 13.06 石郷岡　暖 (1) 13.57 伊藤　良愛 (1) 13.73 井上　心彩 (1) 13.87 矢島　沙唯 (1) 13.95 牛澤　愛衣莉 (1) 14.03 伊藤　優花 (1) 14.06
八日市場二 (-1.5) 四街道北 (-1.5) 成田西 (-1.5) 海神 (-1.5) 渋谷幕張 (-1.5) 市川二 (-1.5) 市川二 (-1.5)
佐藤　樹奈 (2) 12.70 内藤　美紗 (2) 12.71 伊藤　優亜 (2) 12.72 大曽根　有紗 (2) 13.23 トニー　ステファニーネン (2) 13.30 伊藤　智咲 (2) 13.34 髙橋　あおい (2) 13.38

行田 (-2.3) 桜台 (-2.3) 旭二 (-2.3) 成田西 (-2.3) 岩名 (-2.3) 小金南 (-2.3) 白山 (-2.3)
奈良　和奏 (3) 12.67 伊東　奈桜 (3) 12.99 石坂　仁奈 (3) 13.02 森　柚稀 (3) 13.04 前田　千英 (3) 13.16 須藤　風蘭 (3) 13.17 多田　りり子 (3) 13.31 田中　莉央 (3) 13.32

吾妻 (-3.3) ちはら台南 (-3.3) 大津ケ丘 (-3.3) 酒々井 (-3.3) 大椎 (-3.3) 大津ケ丘 (-3.3) 佐原 (-3.3) 法田 (-3.3)
佐々木　柚夏 (3) 25.96 磯部　明音 (3) 26.04 櫻田　彩実 (3) 26.47 木村　美紅 (3) 26.61 大串　かや (3) 26.99 鎌形　美緒 (3) 27.41 山田　小桃 (3) 27.44 照井　結桜 (3) 27.57
八木が谷 (-2.3) 松戸二 (-2.3) 小金北 (-2.3) 四街道西 (-2.3) 真砂 (-2.3) 白山 (-2.3) 成田 (-2.3) 松戸二 (-2.3)

渡辺　光桃 (3) 2:14.35 宮野原　叶芽 (3) 2:15.38 菅原　仁子 (3) 2:16.45 木下　小雪 (3) 2:17.81 片山　梨彩 (3) 2:18.75 宮前　心凪 (3) 2:19.00 増田　岬虹 (3) 2:20.76 加藤　真緒 (2) 2:23.04
常盤平 七次台 三田 西の原 千葉大附 宮本 大津ケ丘 下貝塚

村上　美優 (3) 4:31.98 手塚　蕾 (3) 4:31.98 佐々木　玲奈 (2) 4:36.58 天羽　海乃 (2) 4:38.30 今井　悠月 (3) 4:38.97 藤重　桃子 (3) 4:40.56 石川　舞桜 (3) 4:41.92 保坂　知穂 (2) 4:42.73
海神 佐倉東 鎌ケ谷五 岩名 五井 西原 岬 五井

坂田　涼音 (3) 14.23 多田　藍璃 (3) 14.89 髙橋　結愛 (3) 15.21 花島　海陽 (3) 15.63 田中　仁胡 (3) 15.84 柴田　音海 (2) 15.89 武藤　妃美夏 (3) 16.04 久保木　莉椛 (3) 16.12
太田 (-1.0) 佐倉東 (-1.0) 海上 (-1.0) 上志津 (-1.0) 真砂 (-1.0) 逆井 (-1.0) 東邦大東邦 (-1.0) 佐原 (-1.0)

船橋旭 49.59 松戸二 49.76 行田 50.07 ちはら台南 50.67 桜台 50.76 白山 50.83 法田 50.88 誉田 50.95
松本　陽菜 (2) 有賀　望織 (3) 小山田　愛里 (3) 野口　和奏 (3) 浦上　由妃 (3) 冨吉　みはな (3) 田中　莉央 (3) 伊藤　紗楽 (2)

関根　優花 (3) 磯部　明音 (3) 今崎　鈴葉 (2) 千葉　有彩 (3) 内藤　美紗 (2) 鎌形　美緒 (3) 山口　亜紗実 (2) 田口　結唯 (2)

松矢　知佳 (2) 照井　結桜 (3) 馬場　かなで (3) 仁田　果夢 (2) 木下　くるみ (3) 塚田　百南 (3) 吉松　ゆずな (2) 金杉　虹杏 (3)

林　千尋 (3) 浦上　ちひろ (3) 佐藤　樹奈 (2) 伊東　奈桜 (3) 上野　裕菜 (2) 髙橋　あおい (2) 岩渕　陽香 (3) 渡邉　桃菜 (2)

倉田　心夏 (3) 1m61 大宮　慧和 (2) 1m51 井手本　麻央 (2) 1m48 井口　怜奈 (3) 1m48 関口　月乃 (3) 1m48 岡田　彩花 (3) 1m48 飯島　梓乃 (3) 1m45
坪井 酒々井 海上 柏四 稲毛 八千代松陰 佐倉南部

髙嶋　美月 (3) 1m48
千葉若松

寺田　心 (3) 2m90 髙橋　菜波 (2) 2m80 松下　仁美 (3) 2m80 橋本　紗依 (3) 2m70 市原　凛々花 (2) 2m70 本重　侑希 (3) 2m70
神崎 館山 習志野台 千葉若松 千葉若松 稲毛

蔭山　知春 (3) 2m70
習志野台

嶋田　寧々 (3) 2m70
おゆみ野南

小林　夕芽 (1) 5m00 平野　いろは (1) 4m90 髙橋　なつき (1) 4m78 吉野　音々 (1) 4m72 黒澤　夏音 (1) 4m69 鹿田　夕菜 (1) 4m60 河野　心 (1) 4m60 山口　由衣 (1) 4m59
村上東 (+4.1) 海上 (+2.2) 木刈 (+1.4) 有吉 (+2.9) 印旛 (+2.3) 常盤松 (+2.4) 西の原 (+4.5) 茂原南 (+3.9)

関根　優花 (3) 5m46 林　実和 (3) 5m44 澤田　実里 (3) 5m24 田中　優桜 (2) 5m15 日比生　希実 (3) 5m14 遠藤　唯華 (3) 5m03 五十嵐　彩 (3) 4m94 小倉　日向子 (3) 4m87
船橋旭 (+2.2) 坪井 (+0.7) 習志野一 (+2.7) 銚子西 (+2.1) 西の原 (+4.2) 西の原 (+3.2) 市川四 (+2.5) 海神 (+2.2)

共通砲丸投 鈴木　瑠華 (3) 10m75 宍戸　友香 (3) 10m73 吉田　百合香 (3) 10m44 菊地　日和 (2) 10m35 今井　咲良 (3) 10m12 田中　実生 (2) 10m03 可児　瑠莉華 (3) 9m99 宮﨑　香菜子 (3) 9m95
(2.721kg) 鋸南 金ケ作 大洲 更科 八千代松陰 我孫子 大栄みらい 干潟

共通四種競技 林　千尋 (3) 2617 齋藤　あかり (3) 2567 長谷川　愛良 (3) 2369 網野　紅羽 (2) 2220 陳　欣妍 (3) 2048 西畑　美音 (3) 1978 宮田　あい子 (3) 1955 松野　日菜子 (3) 1924
船橋旭 五井 干潟 逆井 和名ケ谷 西の原 前原 東邦大東邦

100mH(0.762m) 15.74 -1.2 746 15.22 -1.6 813 15.71 -2.6 750 16.66 -1.2 635 16.55 -1.6 648 16.52 -1.6 652 18.09 -1.6 479 16.84 -2.6 615
走高跳 1m57 701 1m45 566 1m45 566 1m48 599 1m36 470 1m25 359 1m45 566 1m30 409

砲丸投(2.721kg) 9m40 490 9m80 516 8m72 446 7m90 393 7m89 392 8m72 446 8m59 438 6m74 318
200m 27.39 -4.8 680 27.49 -4.8 672 28.30 -4.8 607 28.49 -4.8 593 29.22 -4.8 538 29.45 -4.8 521 30.14 -4.8 472 28.63 -1.9 582

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・混成) 吉原　 廣 　 (招集所) 門目　 誠 記録主任　　矢野　隆照
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:大会新記録 =GR:大会タイ記録 CJHR:県中学記録 =CJHR:県中学タイ記録
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千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
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