
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 19 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
宇山　理央 (1) 12.81 坂本　渚咲 (1) 13.03 梶ヶ谷　小春 (1) 13.08 杉本　心結 (1) 13.19 亀山　美南 (1) 13.32 伊藤　麻紗 (1) 13.33 古谷　奈々 (1) 13.35 手島　恋雪 (1) 13.60
和名ケ谷 (-0.7) 野田南部 (-0.7) 八街 (-0.7) 幕張西 (-0.7) 高柳 (-0.7) 旭二 (-0.7) 柏四 (-0.7) 柏南部 (-0.7)

森澤　優佳 (2) 12.63 浪川　愛加 (2) 12.83 西山　由佳里 (2) 13.00 鍋島　あいる (2) 13.10 原田　和 (2) 13.10 佐々木　瑠夏 (2) 13.28 坂本　真優 (2) 13.29 櫛山　小雪 (2) 13.45
葛飾 (-1.4) 旭二 (-1.4) 酒々井 (-1.4) 野田北部 (-1.4) 木刈 (-1.4) 小金北 (-1.4) 小中台 (-1.4) 松戸四 (-1.4)

ﾊｯｻﾝ ﾅﾜｰﾙ (3) 11.98 佐藤　葵唯 (3) 12.37 町田　愛莉 (3) 12.47 有野　萄子 (3) 12.56 吉村　優伊 (3) 12.57 鬼頭　瀬里菜 (3) 12.59 供田　柚香 (3) 12.64 篠原　美咲 (3) 12.70
松戸五 =GR 旭二 (+0.1) ちはら台南 (+0.1) 印旛 (+0.1) 葛飾 (+0.1) 岩名 (+0.1) 船橋旭 (+0.1) 印西 (+0.1)

ｱｹﾝﾀ ｸﾞﾛﾘｱ (3) 25.07 大石　礼音 (3) 25.41 髙野　綾乃 (3) 25.65 永山　七海 (3) 25.72 國場　歩美 (3) 25.88 伊藤　梨里 (3) 26.09 荒井　海緒 (3) 26.30 舘林　さくら (3) 26.37
豊四季 (-0.5) 渋谷幕張 (-0.5) 湖北 (-0.5) 東邦 (-0.5) 常盤平 (-0.5) 成田西 (-0.5) 野田南部 (-0.5) 西志津 (-0.5)

中後　心晴 (2) 2:17.90 人見　優来 (2) 2:18.75 岩永　桜 (3) 2:18.79 植田　日瑶里 (3) 2:18.80 多々良　愛鈴 (3) 2:22.01 梶原　唯真 (3) 2:23.39 本城　聖実 (3) 2:24.84 角田　萌奈 (3) 2:28.97
昭和 小金南 常盤平 岩名 三田 松戸一 久寺家 周東

南　莉花 (3) 4:29.33 鈴木　優菜 (3) 4:29.37 今西　紗世 (1) 4:30.19 谷川　凛 (3) 4:36.62 澤井　美結 (2) 4:36.81 武藤　由依 (3) 4:37.33 今泉　日向花 (3) 4:38.16 豊田　茉央 (3) 4:38.35
大網 GR 西の原 GR 八木 習志野一 西の原 大津ケ丘 野田北部 鎌ケ谷二

白土　莉紅 (3) 14.36 山田　裕未 (3) 14.58 星野　美優 (2) 14.74 橋本　季咲 (3) 14.75 清水　美有 (3) 14.76 金山　由依 (3) 14.86 三田　彩楓 (2) 14.94 志水　芹菜 (2) 15.14
八日市場二 (-0.6) 大津ケ丘 (-0.6) 白山 (-0.6) 我孫子 (-0.6) 常盤平 (-0.6) 稲毛 (-0.6) 白山 (-0.6) 茂原南 (-0.6)

旭二 49.09 船橋旭 49.58 野田南部 50.05 ちはら台南 50.13 柏二 50.29 渋谷幕張 51.03 葛飾 52.32 新松戸南 55.42
小出　姫花 (2) 星野　乃愛 (3) 坂本　渚咲 (1) 井合　玲奈 (2) 田中　杏莉奈 (3) 大野　夏奈 (3) 堀田　十愛 (3) 内海　今日香 (3)
佐藤　葵唯 (3) 井﨑　陽菜 (3) 荒井　海緒 (3) 岸　海音 (3) 吉江　優菜 (3) 大石　礼音 (3) 吉本　咲季 (3) 岩﨑　彩未 (2)
品村　百香 (2) 春田　麻衣 (3) 名取　歩優 (3) 仲田　結夢 (3) 若杉　あづさ (3) 小野塚　智美 (3) 玉置　彩乃 (2) 勝又　有彩 (3)
浪川　愛加 (2) 供田　柚香 (3) 西野　未倖 (2) 町田　愛莉 (3) 森村　莉子 (3) 大河内　咲朱 (3) 森本　咲良 (2) 都　優月 (3)
与儀　真鈴 (3) 1m57 梅木　理紗 (3) 1m57 和田　南帆子 (3) 1m54 武井　杏樹 (3) 1m54 渉里　萌衣 (3) 1m54 関根　みな (3) 1m51 髙松　眞実 (3) 1m51 大森　まうい (2) 1m51

根木内 海神 岩名 習志野台 旭一 我孫子 有吉 木更津二
鈴木　彩生 (2) 3m21 鈴木　莉桜奈 (2) 3m00 長南　実花 (3) 2m90 満保　遥 (3) 2m90 下田　実空 (3) 2m90 6) 鈴木　真歩 (3) 2m90 6) 加瀨　陽菜 (3) 2m90 8) 善家　小百季 (3) 2m80

館山三 GR 嶺南 泉谷 西の原 吾妻 神崎 銚子一 稲毛
8) 只野　利奈 (2) 2m80

館山三
飯島　香撫 (1) 5m24 美代　妃美莉 (1) 5m19 竹内　楓 (1) 5m02 鳩　藍良 (1) 5m00 土屋　美潤 (1) 4m97 大木　愛結実 (1) 4m90 二宮　柑奈 (1) 4m86 戸倉　知世 (1) 4m84

旭二 (+1.9) 鎌ケ谷二 (+2.9) 船橋旭 (+2.6) 習志野五 (+6.1) 東庄 (+1.6) 旭二 (+2.0) 君津 (+4.3) 泉谷 (+1.4)
佐々木　千翔 (3) 5m73 髙橋　日和 (3) 5m63 齋藤　萌 (3) 5m57 亀田　紘花 (3) 5m49 日下部　玲子 (3) 5m38 西坂　瑠花 (3) 5m32 小出　姫花 (2) 5m25 瀬賀　風花 (3) 5m24

大椎 (+5.3) 大和田 (+3.0) 五井 (+2.2) 西の原 (+2.7) 臼井南 (+0.5) 銚子五 (+2.9) 旭二 (+0.8) 小金北 (+5.8)
共通砲丸投 ｵﾎﾞﾙﾃﾞｨ　衣乃帆 (2) 13m31 宮﨑　梨緒 (3) 13m03 小松原　菜南 (3) 12m79 髙田　藍梨 (3) 12m51 鈴木　菜月 (3) 11m62 當金　美結 (3) 11m50 小林　美佑 (2) 11m35 山倉　和華 (3) 11m33
(2.721kg) 酒々井 銚子一 大和田 新松戸南 四街道北 銚子一 成田 多古

中学共通女子四種競技 水口　しずく (3) 2320 池田　真綾 (3) 2262 渡邊　里奈 (3) 2258 松田　愛花 (3) 2238 栗田　聡美 (2) 2083 廣　菜々子 (3) 2055 石塚　彩音 (3) 1997 林　優菜 (3) 1962
花園 おおたかの森 法田 中原 習志野台 四街道西 船橋旭 増穂

100mH(0.762m) 15.93 -1.7 723 15.74 -1.7 746 16.10 -1.7 702 15.88 -1.7 729 16.98 -1.7 599 17.80 -1.7 509 16.58 -1.7 645 17.56 -1.7 535
走高跳 1m42 534 1m30 409 1m42 534 1m45 566 1m39 502 1m39 502 1m25 359 1m33 439

砲丸投(2.721kg) 8m39 425 8m80 451 7m43 363 8m19 412 8m14 408 9m32 485 7m62 375 8m49 431
200m 27.91 -0.6 638 27.68 -0.6 656 27.64 -0.6 659 29.32 -0.6 531 28.74 -0.6 574 28.94 -0.6 559 28.16 -0.6 618 28.96 -0.6 557

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　　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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共通走高跳

第７３回千葉県中学校総合体育大会陸上競技の部
兼第４６回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会

決勝記録一覧表（女子）

令和元年７月２７日（土）、２８日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

共通棒高跳

１年100m
風力：-0.7m
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風力：+0.1m
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風力：-1.4m
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