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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
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
組 風

一般女子１００ｍ
予選 12.87 13.23 13.82 14.20 15.26 15.56
 1組

12.94 13.53 13.64 13.86 13.87 14.18 15.13

12.93 13.01 13.10 13.42 14.13 14.62 15.65

12.92 13.27 13.32 13.34 13.96 14.38 15.23

12.58 13.14 13.29 13.41 13.97 14.29 14.62

12.98 13.57 14.10 14.67 15.32

12.66 12.98 13.02 14.16 14.22 15.30

一般女子４００ｍ
1.01.33 1.01.71 1.01.78 1.04.20 1.04.33 1.04.62

57.94 1.00.75 1.01.32 1.02.62 1.03.75 1.06.95 1.15.70

59.55 1.00.29 1.00.58 1.02.89 1.03.37 1.06.47

59.89 1.01.00 1.02.89 1.03.68

59.88 1.00.98 1.01.06 1.02.88 1.04.51 1.05.44 1.07.86

一般女子３０００ｍ
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

 1組
9 小林 亜美 2 11.43.09 # 佐久間 優妃 3 11.45.76 # 小野 詩織 1 11.56.91 # 戸倉 光咲 1 12.15.12 # 横井　ミエ 0 12.55.91 # 村田 早希 2 12.56.64

一般女子１００ｍＨ
14.60 15.66 17.06 17.93

14.28 16.79 17.13 17.91 18.19 18.50 20.96

14.63 16.08 17.92 19.52 19.89 20.26

14.85 18.06 18.89 21.38

一般女子４×１００ｍＲ

 1組
48.84 49.92 50.32 51.91 55.86 56.32

 2組
47.70 49.06 49.20 52.70 54.66 59.08

 3組
50.02 50.46 52.92 54.20

種　　目 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

予選記録表（一般女子）

　　氏　　名 　年
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

順　　位 1 2 3 4 5 6 7 8

飯田 ゆい 1 矢野 亜香音 2 寺嶋 美香子 飯塚 翔南 2
東海大望洋高 千葉黎明高 県立千葉高 市原八幡高

 4組

 3組 -1.0
川奈部 真由 2 永富 美柚 2 荒井 裕香子 納田 風華 1 福嶋 円瀬 1

 2組

 7組 -1.9
佐藤 美紗 渡部 栞 1 原 明沙実 2 足立 秋夢菜 1

 5組 -0.1
松本 理夏子 2 大河内 美柚莉 吉村　 春菜 2 泉對 愛莉 1

 ４組 +0.2
鈴木　美羽 3 遠藤 紗希 1 長嶋 菜生 2 千葉　志帆 3

 2組 -0.9
石野 真美 大井 玲奈 2 河野 優香 1 中島 佳寿美 1 田中 彩音 2

石毛 千尋  1 原野 真由美  2 吉村　 春菜  2 大西 晶  2

須坂東高（長野） 市立稲毛高

-0.1
後藤 さわ 1 濵井 美南 1 岩間 絢子 2 澄川　 瑞希 2 坂井 友香 1 伊藤 悠希 2 塚田 知香 1

市立船橋高 東海大望洋高 市立松戸高 千葉南高 県立千葉高 四街道高 創造学園高（長野）

-1.0
進藤 若菜 3 佐藤 藻菜子 3

-1.0
秦野 南美 1 藤井 彩乃 1 原野 真由美 2 渡辺 彩乃 2 富濱 みよこ 2 村山 陽菜 2 石井　 翼 1

東海大望洋高 市立船橋高 柏日体高 市立松戸高 千葉国際高 創造学園高（長野） 千葉南高

中桐　 七海 1 宮澤 裕子 
東海大望洋高 柏日体高 順天堂大学(千葉) 市立松戸高 市立船橋高 千葉南高 明科高（長野）

千葉黎明高 市立船橋高 桜林高 須坂東高（長野） 千葉南高
 6組 +0.2

榛澤 聖子 2 長尾 七海 1 ヴゥ リザ 1 大井 愛香 板東　 桃里 1

土橋 紀子 2
東海大望洋高 順天堂大学(茨城) 千葉南高 市立船橋高 市立松戸高 市立稲毛高 四街道高

ルンバオ ミチコ 1 多田 夏希 1

市立船橋高 市立松戸高 県立千葉高 東京学館高 市立松戸高 姉崎高
 1組

大戸 梓 2 小川 あずさ 1 石丸 由美 2 阿部 ひかり 1 天野 結衣 3 髙橋 里菜 1

佐土　 みあり 2 小林 和可奈 
順天堂大学(千葉) 市立船橋高 県立千葉高 桜林高 千葉南高 須坂東高（長野）

市立松戸高 千葉黎明高 大多喜高 市立船橋高 市立松戸高 姉崎高 木更津総合高
 2組

村 友佳 2 石毛 千尋 1 関 桃子 2 木村 栞那 2 森 柚月 3 楠 祥 2 鈴木 梨央 1

市立松戸高 東京学館高 東海大望洋高 大多喜高 県立千葉高 姉崎高
 3組

小野 あかね 3 大久保 麗 2 中村 美里 3 渡邉 優女花 1 三浦 由貴 1 大槻 玲奈 1

市立松戸高 市立船橋高 東海大望洋高 県立千葉高
 4組

新井 美来 3 保科　明日香 3 宇津木 心 1 小竹 珠利亜 1

市立松戸高 千葉黎明高 市立松戸高 東海大望洋高 創造学園高（長野） 帝京平成大学（千葉） 県立千葉高
 5組

中澤 優奈 2 野田 優里菜 2 石井 舞 3 木村 心矩 1 上條 渓 2 森町 友理奈 1 矢花 由希 1

 1組 -0.3
大橋 優美子 比嘉 和希 1 嶋野 優奈 1 鳰川 希 2
千葉商大付教（千葉） 市立船橋高 柏日体高 東海大望洋高

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

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

宮内 亜里沙 1 吉田 綾乃 1
長谷川体育施設（千葉） 千葉黎明高 柏日体高 市立松戸高 四街道高 千葉国際高 市立稲毛高

 3組 +1.1
佐々木 里奈 南 真理子 2 久保田 優美 2 小林 未都季 1 橋本 柚花 2 山田 晴美 1

順天堂大学(千葉) 市立船橋高 四街道高 千葉黎明高 大多喜高 市立松戸高

市立船橋高 市立松戸高 千葉黎明高 京葉高

後藤 さわ  1 泉對 愛莉  1 納田 風華  1 飯田 ゆい  1 栁瀬 舞  2 大槻 玲奈  1
黒川 夏実  3 比嘉 和希 渡辺 彩乃  2 原 明沙実  2 村山 陽菜  2 尾形 奈那美  1

松本 理夏子  2 二平 真実  石井 舞  3
進藤 若菜  3 佐藤 美紗  村 友佳  2 池田 ひかり  2 久保田 優美  2 寺嶋 美香子  

佐藤 綾香  1 土橋 紀子  2 大井 愛香  

秦野 南美  1 荒井 裕香子  小野 あかね  3 河野 優香  1 田中 彩音  2 宮澤 裕子  
 千葉黎明高  柏日体高A  千葉南高  市立稲毛高 

 東海大望洋高  順天堂大学（千葉）  市立松戸高Ａ  柏日体高B  四街道高  明科高・須坂東高（長野） 

大井 玲奈  2 嶋野 優奈  1 中桐　 七海  1 大内 彩香  1

川奈部 真由  2 佐々木 里奈  中澤 優奈  2 高橋 咲  1 伊藤 悠希  2 小林 和可奈  

 市立船橋高A  市立船橋高B  市立松戸高Ｂ  県立千葉高  創造学園高（長野）  姉崎高 

渡部 栞  1 藤井 彩乃 小川 あずさ  1 坂井 友香  1 塚田 知香  1 尾形 紗由美  1
間 美和子  3 南 真理子 岩間 絢子  2 石丸 由美  2 上條 渓  2 佐藤 ちひろ  2

野田 優里菜  2 四位 愛美  1 佐土　 みあり  2 福田 桃子  1
榛澤 聖子  2 永富 美柚  2  　 澄川　 瑞希  2 多田 夏希  1



Ｎｏ．4　　　　　　

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
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
組 風
種　　目 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

予選記録表（一般女子）

　　氏　　名 　年
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

順　　位 1 2 3 4 5 6 7 8

一般女子走り高跳び

1.55 1.55 1.50 1.50 1.40 1.40 1.40 1.40

1.40 1.40 1.30

一般女子棒高跳び

3.90 3.80 3.80 3.70 3.60 3.60 3.60 3.60

3.30 3.30 3.30 3.20 2.90 2.90 2.80

2.60 2.60 2.40 2.20

一般女子走り幅跳び

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）

4.65（-0.9） 4.62（-0.3） 4.59（0.0） 4.54（0.0） 4.49（+0.4） 4.49（+0.6） 4.23（-0.2） 4.00（-0.3）

3.96（+0.3） 3.80（+0.4） 3.66（+0.1） 3.63（-0.7） 3.62（-0.8） 3.55（-0.3）

一般女子砲丸投げ

12.48 11.50 11.32 10.10 9.87 9.44 9.40 9.15

8.72 8.63 8.23 7.53

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

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

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

14）　小磯 彩香 15）　早川 由奈 16）　森田 風花

清和大学（埼玉） 木更津総合高 国府台女子高 清和大学（千葉） 日本体育大学（京都） 木更津総合高 木更津総合高

9）　笠原 英美璃 10）　秋山 稚菜 10）　熊谷　果音 12）　岡田 彩香 13）　岩佐 幸葵子

木更津総合高

市立稲毛高 小見川高 姉崎高

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

9）　宇都宮 知里 10）　林 明香里 11）　尾形 紗由美

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）

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

木更津総合高 千倉中 千倉中 君津中

9）　大内　彩香 10）　廣島　佳奈 11）　塚本　梨乃 12）　飯笹　里紗 13）　福田　桃子 14）　大西　晶 15）　原　百恵 16）　結縄　かえ

市立稲毛高 市立松戸高 姉崎高 千葉黎明高

市立松戸高 市原八幡高 京葉高 市原八幡高

走り幅跳び

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
走り高跳び

砲丸投げ

17）　金子 アニサ 18）　川口　玲未 19）　川崎　唯 20）　小川 千夏

棒高跳び

市立稲毛高 市立稲毛高 県立千葉高 東海大望洋高

17）　若林　礼華 18）　小関　沙紀 19）　加瀬　微笑佳　 20）　竹内　美月 21）　石塚　千夏 22）　尾形　楠

市原八幡高 市原八幡高

市立松戸高 柏日体高 市立松戸高 桜林高

9）　湯澤　彩未 10）　持田 深南 11）　西牧 美優 12）　鎌田 ゆりか


