
平成２６年７月２０日
陸協名　千葉陸上競技協会 競技会名　　第２１回市原市ナイター陸上記録会 大会コード     14120704 審判長　　　 松本　靖彦
主　催　　公益財団法人市原市体育協会　　市原市陸上競技協会 競技場名　　ゼット―エーオリプリスタジアム 競技場コード  122040 記録主任　　伊藤　定義

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

12.95 12.99 13.14 13.34 13.44 13.54 13.52 13.54

2.22.88 2.24.29 2.26.65 2.31.63 2.34.51 2.34.62 2.37.95 2.39.66

50.07 53.31 53.44 54.36 54.74 55.37 55.47 55.55

1.48 1.40 1.30 1.30

5.03（+0.5） 5.03（+0.4） 4.72（+0.2） 4.60（+0.7） 4.49（+0.9） 4.39（+1.0） 4.28（+0.9） 4.14（+0.4）

9.96 9.54 9.34 9.11 6.05

12.50 12.59 12.77 12.86 12.94 12.94 12.95 13.01

57.94 59.55 59.88 59.89 1.00.29 1.00.58 1.00.75 1.00.98

佐久間 遥妃 3 10.23.73 守角 彩絵 2 10.31.19 野口 真花 3 10.46.01 大沼　月美貴 1 10.57.54 松本 奈津 2 11.03.13 榎本 梨奈 2 11.17.02 池上 春海 1 11.28.93 高橋 奏乃 2 11.38.08

9 小林 亜美 2 11.43.09 10 佐久間 優妃 3 11.45.76 11 小野 詩織 1 11.56.91 12 戸倉 光咲 1 12.15.12 13 横井　ミエ 12.55.91 14 村田 早希 2 12.56.64

14.28 14.60 14.63 14.85 15.66 16.08 16.79 17.06
(-0.9) (-0.3) (+1.1) (+0.2) (-0.3) (+1.1) (-0.9) (-0.3)

47.70 48.84 49.06 49.20 49.92 50.02 50.32 50.46

1.55 1.55 1.50 1.50 1.40 1.40 1.40 1.40

3.90 3.80 3.80 3.70 3.60 3.60 3.60 3.60

5.23（+0.8） 5.18（-1.2） 5.09（+0.9） 5.08（0.0） 5.07（-0.4） 4.96（0.0） 4.90（-1.0） 4.84（-0.3）

12.48 11.50 11.32 10.10 9.87 9.44 9.40 9.15

時刻 気温 風向 時刻 気温 風向
9:00 ２６．５℃ 北東 16:00 ２７．５℃ 東南東
10:00 ２７．０℃ 北東 17:00 ２６．５℃ 南東
11:00 ２７．０℃ 北東 18:00 ２５．０℃ 南
12:00 ２８．５℃ 北北東 19:00 ２３．５℃ 南東
13:00 ２８．５℃ 北東 20:00 ２３．０℃ 南
14:00 ２９．０℃ 北東 21:00 ２３．０℃ 南東
15:00 ２８．０℃ 東 21:30 ２２．５℃ 南東

曇 61% １．０　m/s 雨 91% １．０　m/s
晴 74% １．０　m/s 雨 91% １．０　m/s

曇 64% １．３　m/s 曇 83% １．０　m/s
曇 64% １．０　m/s 雨 91% １．３　m/s

曇 73% １．０　m/s 晴 73% ２．３　m/s
曇 70% １．３　m/s 曇 76% １．０　m/s

天気 湿度 風速 天気 湿度 風速
曇 73% １．２　m/s 曇 70% １．０　m/s

渡辺 彩乃  2 原野 真由美  2

小川 あずさ  1 永富 美柚  2
南 真理子 野田 優里菜  2 岩間 絢子  2 四位 愛美  1

千葉黎明高 柏日体高
 千葉黎明高  市立松戸高Ｂ  柏日体高A 

大井 玲奈  2 納田 風華  1 嶋野 優奈  1

藤井 彩乃 榛澤 聖子  2

比嘉 和希 石毛 千尋  1一般女子４×１００ｍＲ

 東海大望洋高  市立船橋高A  順天堂大学（千葉）  市立松戸高Ａ  市立船橋高B 

川奈部 真由  2 間 美和子  3 佐々木 里奈  中澤 優奈  2

松本 理夏子  2 後藤 さわ  1 二平 真実  石井 舞  3 泉對 愛莉  1
進藤 若菜  3

秦野 南美  1 渡部 栞  1 荒井 裕香子  小野 あかね  3

黒川 夏実  3 佐藤 美紗  村 友佳  2

一般女子４００ｍ

一般女子１００ｍＨ
石野 真美 大橋 優美子 佐々木 里奈 鈴木　美羽 3 比嘉 和希 1 南 真理子 2 大井 玲奈 2

姉崎高 東海大望洋高 県立千葉高 東海大望洋高 成田陸協 桜林高
嶋野 優奈 1

長谷川体育施設（千葉） 千葉商大付教（千葉） 順天堂大学  (千葉) 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高

一般女子３０００ｍ 五井中 五井中 東海大望洋高 千葉南高 東海大望洋高 姉崎高 姉崎高 東海大望洋高

中村 美里 3 石毛 千尋 1 野田 優里菜 2
市立松戸高 市立松戸高 市立松戸高 市立松戸高 東京学館高 東海大望洋高 千葉黎明高

村 友佳 2 小野 あかね 3 中澤 優奈 2 新井 美来 3 大久保 麗 2
千葉黎明高

嶋田 真白  原田 ひかり  3

一般女子１００ｍ -0.7 松本 理夏子 2 佐藤 美紗 進藤 若菜 3 渡部 栞 1 秦野 南美 1 川奈部 真由 2

中学女子４×１００ｍＲ

榛澤 聖子 2 後藤 さわ 1
東海大望洋高 順天堂大学    (千葉) 東海大望洋高 市立船橋高 東海大望洋高 東海大望洋高 千葉黎明高 市立船橋高

萩原 真彩  3 佐藤 杏由菜  2 原 菜摘  2 守角 彩絵  2 宮田 愛子  3 加藤 怜奈  1
塚本 里果  3 岸 茄楠  1 馬場 萌香  2 福原 涼奈  3
吉田 奏子  3 森元 陽菜  2 中村 萌  2 石井 花霞  3 小川 千夏  3 山口 姫也乃  1 太田 舞  羽田 夏穂  3

小倉 歌実梨  3 池田 遥香  1 佐藤　綾乃  佐藤 あやめ  3

 五井中Ｄ  昭和中Ｂ  辰巳台中Ｂ 
野口 莉沙  3小澤 七海  3 羽賀 菜々美  1 石渡 碧紗  2 塩見 美咲  2 矢内 里奈  3 山際 ひな乃  1 関口　莉佳  

 ちはら台南中  ちはら台南中B  五井中Ａ  五井中Ｅ  君津中A 

岸田 梨杏 2 池田 綾華 1
辰巳台中 昭和中 昭和中 芝浦工大柏中 五井中 ちはら台南中 五井中 ちはら台南中

中学女子８００ｍ 原田 ひかり 3 出口 楓希 2 土井 菜摘 1 岩隈 天音 1 阿部 秋音 3 林田 なのは 1

中学女子１００ｍ +0.5
石井 花霞 3 吉田 奏子 3 森元 陽菜 2 萩原 真彩 3

ちはら台南中 ちはら台南中 ちはら台南中 ちはら台南中 五井中 ちはら台南中
佐野 鈴奈 2 池田 千紘 2 塚本 里果 3 小澤 七海 3

ちはら台南中 ちはら台南中

8

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（女子）

順　　位 1 2 3 4 5 6 7

中学女子走り高跳び
池田 遥香　1 原田　かりん　1 小泉　桃花　1 ③　齋藤　優菜　1

五井中 五井中 辰巳台中 五井中

中学女子走り幅跳び 渋谷　麻友　3 浅倉　里帆　2 細田　昌美　3 塩見 美咲  2 白井　悠裕　1 出口　咲愛　3 石渡　碧紗　2 峯崎　麻依
五井中 君津中 ちはら台南中 五井中 君津中 千倉中 五井中 辰巳台中

中学女子砲丸投げ 鈴木 杏　2 佐藤 杏由菜　2 渡邉 有美　2 高橋 春妃　2 阿部 香菜恵
千倉中 ちはら台南中 千倉中 ちはら台南中 君津中

一般女子走り高跳び 本村 明夏 松元 珠凜 淺野 まどか 綿引 里恵 鈴木 葵 ⑤手島 春美 瀧澤 美奈実 飯島 麗奈
順天堂大(千葉) 柏日体高 姉崎高 市立柏高 市立松戸高 東京学館高 市立稲毛高 千葉国際高

一般女子棒高跳び 住石 智子 青島 綾子 大熊 菫 今野 美穂 福島 沙和子 蕪野 亜紀 小山 智子 鈴木 里菜
新日鐵住金君津（千葉） 新潟アルビレックス（新潟） 日本体育大（埼玉） トーエル（埼玉） 日本体育大（東京） 清和大 日本体育大（東京） 日本体育大（静岡）

一般女子走り幅跳び 大滝 莉渚 皆藤　愛里 大山　華実 四位　愛美 佐藤　里咲 石井　李佳 荒木　歩美 小林　穂南
東京学館高 市立船橋高 柏日体高 柏日体高 東京学館高 柏日体高 市立船橋高 市原八幡高

一般女子砲丸投げ 鈴木 夢 谷村 華澄 前田 成美 川原 永奈 相川 遥香 右近 麗 小室 歩美 日東寺 由香
千葉黎明高 市立松戸高 順天堂大(千葉) 千葉黎明高 千葉明徳高 東海大望洋高 千葉黎明高 小見川高


