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記 録 主 任 吉本一紀

日付 種目

榎本 眞央(1) 14.17(+0.7) 向井 瞳(1) 14.49(+0.7) 森光　 紗彩(1) 14.50(+2.4) 新井 桜(1) 14.53(+0.6) 勢〆 小雪(1) 14.65(+2.4) 大友 えりん(1) 14.70(+2.4) 藤原　 茅花(1) 14.78(+2.4)
稲毛中 幕張本郷中 おゆみ野南中 花園中 幕張西中 土気南中 おゆみ野南中

吉野 音々(1) 14.65(+1.5)
有吉中

渡邉 桃菜(2) 13.20(-0.1) 野原 梨乃(2) 13.37(-0.1) 高橋 そら(2) 13.48(-0.1) 松浦 可穏(2) 13.61(-0.1) オオセクン アドーラエミ(2) 13.65(-0.1) 田口 結唯(2) 13.73(-0.1) 川上 ゆい(2) 13.85(-0.1) 碓井 ひかる(2) 13.99(-0.2)
誉田中 有吉中 おゆみ野南中 土気南中 昭和秀英中 誉田中 打瀬中 稲浜中
前田 千英(3) 12.84(+2.7) 石橋 ひより(3) 12.93(+2.7) 鈴木 茉奈(3) 13.05(+2.7) 金杉 虹杏(3) 13.12(+2.7) 長島 湖春(3) 13.25(+2.7) 青木 さら(3) 13.45(+2.7) 石川 璃奈(3) 13.54(+2.7) 合馬 瞳(3) 13.55(+2.7)
大椎中 こてはし台中 稲浜中 誉田中 朝日ケ丘中 千葉大附属中 稲毛中 稲毛中
石橋 ひより(3) 27.17(-2.9) 大串 かや(2) 27.25(-0.2) 鈴木 茉奈(3) 27.78(-0.2) 白鳥 綾乃(2) 27.93(-0.2) 野原 梨乃(2) 28.38(-0.2) 松浦 可穏(2) 28.39(-0.2) 鵜澤 花杏(2) 28.48(-0.3) 羽田 歩未(3) 28.88(+0.5)
こてはし台中 真砂中 稲浜中 真砂中 有吉中 土気南中 新宿中 若松中
片山 梨彩(3) 2:27.49 一宮 里知菜(2) 2:34.73 佐々木 円海(3) 2:34.99 入野 七瀬(2) 2:36.34 新村 理子(3) 2:37.46 小野 万由子(3) 2:38.62 吉野 綾香(3) 2:39.89 金井 美南海(2) 2:40.62
千葉大附属中 幕張本郷中 稲毛中 花園中 小中台中 千葉大附属中 稲毛中 千葉明徳中
石橋  なのは(1) 2:38.20 片桐 楓(1) 2:41.98 麻生 成美(1) 2:45.76 松林 亜美(1) 2:45.84 楠八重 柚葉(1) 2:48.68 炭田 亜美(1) 2:49.05 楠八重 葵葉(1) 2:49.43 横井 明里(1) 2:49.98
大椎中 若松中 貝塚中 稲毛中 泉谷中 花園中 泉谷中 朝日ケ丘中
横山 桃花(3) 4:52.64 重城 心菜(2) 5:16.29 藤澤 心泉(3) 5:17.51 黒田 和華(2) 5:18.97 入野 七瀬(2) 5:19.68 吉野 綾香(3) 5:28.41 山本 亜弥(2) 5:29.23 一宮 里知菜(2) 5:30.06
千城台南中 大椎中 貝塚中 県千葉中 花園中 稲毛中 土気南中 幕張本郷中
前田 千英(3) 16.23(-0.4) 合馬 瞳(3) 16.36(-0.4) 草薙 優里(3) 17.16(-0.4) 井口 瑛里奈(3) 17.54(-0.4) 向井 茜(2) 17.83(-0.4) 石坂 美月(2) 17.92(-0.7) 若原 芽(2) 18.11(-0.7) 安間 茜梨(3) 18.23(-0.7)
大椎中 稲毛中 生浜中 稲毛中 稲毛中 泉谷中 生浜中 朝日ケ丘中
誉田中 51.90 真砂中 52.82 稲毛中 53.23 打瀬中 53.31 おゆみ野南中 53.55 有吉中 53.78 幕張本郷中 53.86 新宿中 54.35
伊藤 紗楽(2) 栗原 結(2) 本重 侑希(3) 秋竹 美音(2) 大内 志保(2) 板東 彩音(2) 神長 夏海(3) 鋤柄 美結(2)
金杉 虹杏(3) 大串 かや(2) 石川 璃奈(3) 有賀 凛亜(2) 高橋 そら(2) 田久保 実桜(3) 吉田 結衣(3) 鵜澤 花杏(2)
渡邉 桃菜(2) 阿部 結月(2) 西田 美月(3) 松下 友葵(2) 大関 菜々羽(3) 野原 梨乃(2) 田中 優那(3) 吉田 鈴子(2)
田口 結唯(2) 白鳥 綾乃(2) 合馬 瞳(3) 川上 ゆい(2) 青木 優芽(3) 古家 由佳(3) 山本 茜(3) 九鬼 ちひろ(2)
髙嶋 美月(3) 1m57 関口 月乃(3) 1m45 神尾 桃子(2) 1m45 山崎 ちよ(3) 1m35 内山 真琴(3) 1m35 渡辺 二葉(3) 1m35 山本 咲希(2) 1m30 入江 由梨奈(3) 1m30
若松中 稲毛中 打瀬中 大椎中 稲毛中 有吉中 泉谷中 打瀬中
市原 凛々花(2) 2m60 本重 侑希(3) 2m60 橋本 紗依(3) 2m50 野村 椛々(3) 2m40 大関 菜々羽(3) 2m40 岡本 実奈(3) 2m00 佐藤 真優(2) 2m00 宮路 蘭嘉(2) 1m80
若松中 稲毛中 若松中 貝塚中 おゆみ野南中 幕張本郷中 泉谷中 泉谷中
渡邉 未波(2) 2m40
若松中
菅沼 恭子(2) 4m66(+1.0) 田久保 実桜(3) 4m61(+0.9) 青木 優芽(3) 4m39(+1.5) 栗原 結(2) 4m37(+0.8) 宮坂 凛(2) 4m34(+2.7) 伊藤 愛生(2) 4m23(+0.6) 横山 咲世里(2) 4m20(-0.1) 後藤 日和(3) 4m17(-0.4)
打瀬中 有吉中 おゆみ野南中 真砂中 稲毛中 公認記録なし 泉谷中 泉谷中 若松中
バヤカル ニコル(3) 10m27 菊地 日和(2) 10m19 三浦 姫乃(2) 9m17 江本 明優(3) 9m01 岡山 葵(3) 8m76 髙田 夕凪(3) 8m23 安田 奏絵(3) 8m15 坂元 風香(2) 8m11
若松中 更科中 若松中 有吉中 稲毛中 貝塚中 千城台南中 泉谷中
甲斐 凪紗(3) 1999点 野出 結奈(2) 1767点 中越 音葉(2) 1553点 小田口 椰季(2) 1424点 潤間 心愛(3) 1357点 前田 美尋(2) 1305点
泉谷中 土気南中 花園中 土気南中 千城台南中 泉谷中

凡例 

5位 6位 7位 8位

6月4日 中学1年女子100m

6月4日 中学2年女子100m

千葉市中学校陸上競技記録会 【22123701】 
県立青葉の森公園陸上競技場 【123260】 
2022/06/04 ～ 2022/06/04

1位 2位 3位 4位

6月4日 中学3年女子100m

6月4日 中学共通女子200m

6月4日 中学2・3年女子800m

6月4日 中学1年女子800m

6月4日 中学共通女子1500m

6月4日
中学共通女子
100mH(0.762m)

6月4日 中学共通女子4X100mR

6月4日 中学共通女子走高跳

6月4日 中学共通女子棒高跳

6月4日
中学共通女子オープン棒高

跳

6月4日 中学共通女子走幅跳

6月4日
中学共通女子砲丸投

(2.721kg)

21.10(+1.3)-1m25-8m50-32.04(+2.8) 20.27(+1.3)-1m20-8m61-33.34(+2.8)17.07(+1.3)-1m30-8m02-28.39(+2.8)

6月4日
中学共通女子四種競技(女

子)
18.20(+1.3)-1m20-7m98-28.54(+2.8) 18.47(+1.3)-1m20-6m32-29.64(+2.8) 19.48(+1.3)-1m25-6m98-31.48(+2.8)


