
             

平成２９年度　千葉市陸上競技選手権大会 主催 千葉市陸上競技協会

平成29年８月26日（土） 17120707
青葉の森公園陸上競技場 123260

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

12.98 13.03 13.16 13.16 13.31 13.33 13.34 13.37
(-1.9) (-1.9) (+1.4) (-1.9) (-0.2) (-0.2) (+1.4) (-1.9)
1.00.25 1.00.65 1.02.84 1.02.95 1.03.45 1.03.78 1.03.93 1.04.90

2.21.62 2.32.17 2.32.84 2.33.40 2.34.11 2.34.25 2.35.09 2.37.02

大髙 愛沙 2 11.14.51 中澤 美咲 2 11.19.58 大友 ゆう菜 2 11.32.82 添谷 桃子 2 11.35.02 小木曽 裕菜 2 11.42.35 小川 友莉亜 2 11.43.22 賀曽利 歩 2 11.47.97 山口 アリサ 1 12.09.10

16.51 16.91 18.37 18.94 19.03 19.46 19.67 19.79
(-0.9) (-0.9) (-0.9) (-2.5) (-0.9) (-0.3) (-0.3) (-2.5)

48.89 51.77 52.31 52.63 52.88 53.31 53.67 53.82

池田 遥香 1 1.63 石毛 鼓実 2 1.57 五十部 亜弥 1.57 齋藤 優菜 1 1.54 髙橋 その 3 1.51 岡田 香菜 2 1.40 大田 友希子 2 1.35

加藤 綾乃 1 4.87 鈴木 理央 1 4.71 佐々木 笑花 2 4.67 三宅 葉菜 1 4.60 片平 美空 1 4.57 近藤 愛香 1 4.56 竹内 実優 2 4.36 林　 真紘 1 4.31
+2.5 +1.6 +2.3 +1.3 +1.8 +2.0 +1.9 +0.5

押元 里菜 1 32.33 沼口 香桃 1 27.71 松田 青空 1 24.85 木元 柳歌 1 24.00 片平 美空 1 23.69 森山 美咲 2 22.24 出野 美月 1 21.98 伊藤 真菜美 1 21.50

根耒 彩夏 1 10.43 松田 青空 1 9.46 海老原 美空 1 8.20 石井 美緒 2 8.18 工藤 智乃 2 6.55 福本 弥生 2 6.18

五十部　亜弥 2.20

88 32 31 25 24 23 22 22

審判長 記録主任
跳躍　　吉田　辰栄
投擲　　市東　和代

トラック　　立澤　勇 田中　知行

女子総合の部 幕張総合 県立千葉 市立稲毛 若松 千葉東 検見川 磯辺 柏井

オープン共通棒高跳
駿河台大学

渋谷幕張

やり投
幕張総合 若松 幕張総合 若松 千葉北 千葉東 若松 稲毛

走幅跳
幕張総合 千葉 検見川 稲毛 千葉北 稲毛 千葉東

砲丸投(4.00kg)
千葉東 幕張総合 若松 若松 千葉女子 千葉北

幕張総合 おゆみ野南中 磯辺 千城台
走高跳

幕張総合 千城台 駿河台大

飯田 理紗子  1 平岡 里彩  2
清水 玲那  2 笠原 日菜子  2 上野 詩音  1 日野 恵理香  2 佐藤　 美夢  2 佐々木 美緒  2 山地 彩花  1 井上 真琴  1
森元 陽菜  2 入間田 早瑛  2 星原 萌衣  1 近藤 愛香  1 安藤　 真由  2 有賀 真帆  2

清水 優希  1 有田 結子  2
塩田 夏帆  1 寺薗 眞奈  1 藤沢 朱里  2 前川 愛美  2 東村　 佳奈  1 海老澤 愛  1 猪飼 奈津子  2 林　 真紘  1
本木 岬稀  2 小田 晴香  2 佐藤 恵菜  2 三宅 葉菜  1 大住元　 真由  2 中畑 有彩  1

 昭和秀英  渋谷幕張 

渡邉 響子 2 伊藤 真菜美 1
幕張総合 渋谷幕張 千葉明徳 柏井 磯辺 桜林 千葉西 稲毛

１００ｍＨ 原 菜摘 2 有田 結子 2 加藤 雅央 1 佐藤 恵菜 2 岡田 香菜 2 中畑 有彩 1

 柏井  稲毛  千葉南  桜林 

４×１００ｍＲ

 幕張総合  千葉 

３０００ｍ
磯辺 稲毛 千葉西 検見川 千城台 千葉商 千葉東

土肥 佐奈子 1
千葉東 渋谷幕張 検見川 千葉 千葉南 検見川 千葉東 千葉

道又 明華 2 熊木 莉空 2

千葉

８００ｍ 森岡 夏生 2 松本 愛未 1 樋口 璃音 2 内海 舞衣子 1 上野 美紅乃 1
稲毛 検見川 検見川

４００ｍ 長沼 泉里 1 藤沢 朱里 2 佐藤 美夢 2 松村 歩果 2 日野 恵理香 2 真栄田 あゆ香 2 瀬川 佳永 2 白川 瑠美香 2
幕張総合 柏井 千葉南 磯辺 稲毛

１００ｍ 寺薗 眞奈 1 上野 詩音 1 小田 晴香 2 前川 愛美 2
幕張総合 幕張総合 おゆみ野南中 幕張総合 千葉 柏井

塩田 夏帆 1 森元 陽菜 2 小澤 美咲 1 本木 岬稀 2
千葉 稲毛
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種　　目 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

決勝記録表（１部　高校一般・女子）

順　　位 1 2 3 4 5 6


