
記録一覧（中学女子） 平成２７年７月１９日（日） 主催
ゼットエーオリプリスタジアム

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録
組 風

中学女子１００ｍ
13.89 14.02 14.39 14.40 14.61 15.14 15.74 16.13

14.45 14.56 14.71 15.00 15.64 16.25 16.42

13.94 13.98 14.48 14.68 15.44 15.96 16.02 16.10

13.79 14.48 15.02 15.06 15.07 16.41 16.73

14.18 14.29 14.39 14.69 15.24 15.45 16.11

14.12 14.58 14.62 14.63 15.37 15.55 16.49

14.39 14.76 15.56 15.89 16.15 16.33 16.47

14.12 14.87 15.13 15.15 15.16 15.66 15.80

13.61 13.90 14.07 14.08 14.13 14.16 14.19

中学女子８００ｍ
予選 2.21.00 2.26.01 2.31.31 2.31.37 2.39.54 2.41.18

 1組
2.32.91 2.33.39 2.33.78 2.34.19 2.35.90 2.42.71

 2組
2.34.11 2.41.57 2.45.93 2.46.81 2.53.45

 3組
2.41.18 2.47.17 2.49.51 2.49.65 2.51.82 2.53.82

 4組
2.41.56 2.44.05 2.44.08 2.48.17 2.54.89 3.00.41

 5組

中学女子４×４００ｍリレー
予選

 1組
52.74 53.43 54.20 55.61 57.22 62.66

 2組
49.58 52.97 55.03 56.81 58.41

フィールド
池田 遥香 151 小泉 桃花 148 齋藤 優菜 140 原田 かりん 135 松村 茉理 130

3.00 2.80

5.18(+2.8) 5.07(+2.7) 4.48(+1.9) 4.48(+2.1) 4.43(+2.5) 4.40(+2.5) 4.38(+2.6) 4.35(+2.3)

菅谷 菜奈葉 4.17(+1.8) 永峯 真衣 4.07(+0.8) 中村 汐里 3.88(+2.4) 酒井 ひなた 3.83(+1.9) 金岡 亜弥 3.80(+1.5) 林 紅葉 3.67(+1.3) 立岡 マイ 3.65(+2.2) 太田 唯衣 3.64(+2.0)
五井中 五井中 ちはら台南中 ちはら台南中 君津中 ちはら台南中 辰巳台中 君津中

糸洌 亜都季 3.61(+1.0) 栗原 梨羽 3.61(+3.7) 山田 真未 3.59(+3.9) 野口 茉那 3.58(+2.8) 吉田 葵 3.56(+2.5) 中古 陽菜 3.29(+1.6)
五井中 ちはら台南中 五井中 辰巳台中 辰巳台中 辰巳台中

11.17 11.08 鈴木 杏 9.78 西 玲央菜 9.63 有安 友香 9.45 田中 瑞穂 8.90 藤村 優衣 8.26 影山 香菜 8.10
千倉中 ちはら台南中 五井中 ちはら台南中 太田中 畑沢中

五井中 ちはら台南中

中学女子砲丸投
渡邉 有美 佐藤 杏由菜

千倉中 ちはら台南中

君津中 ちはら台南中 五井中 五井中 辰巳台中 太田中

中学女子走幅跳

浅倉 里帆 高橋 春妃 石渡 碧紗 塩見 美咲 峯﨑 麻依 添田 月 岸本 胡桃 長島 かんな
千倉中 千倉中

中学女子棒高跳び
山口　玲未 川﨑　唯

中学女子走高跳
五井中 辰巳台中 五井中 五井中 ちはら台南中

佐野 鈴奈  3 中村　萌  3 塩見 美咲  3 髙坂 優香  2 糸洌 亜都季  3
森元 陽菜  3 馬場 萌香  3 岸本 胡桃  3 松藤 瑞歩  1 永峯 真衣  3
池田 千紘  3 原 菜摘  3 小島 結花  3 白井 悠裕  2 原田 かりん  3
松村 茉理  3 石渡 碧紗  3 橋本　美瑞希  3 キチカ シリン  1 有安 友香  3

 ちはら台南中  五井中Ａ  五井中Ｂ  君津中B  五井中Ｃ 
嶋田 真白  3 加藤　伶奈  2 上松 彩音  3 島田 莉帆  3 浅倉 里帆  3 萱野 夢叶  1
松村 歩果  3 齋藤　優菜  2 峯﨑 麻依  3 小林 春香  3 大瀬 彩郁  3 小嶋 優心  1
佐藤 綾乃  2 林　愛純  0 田中 亜依  2 佐々木 智香  3 本間 日菜  3 小西 楓  3
太田 舞  3 山際　ひな乃  2 永野 聖怜  2 添田 月  3 前田 美雨  3 金木 美空  2

 昭和中  五井D  辰巳台中  太田中  君津中A  木更津第二中 

渡辺 愛菜 1
ちはら台南中 君津中 ちはら台南中 ちはら台南中 木更津第二中 木更津第二中

清水 温 1 大竹 史結 1 稲富 穂乃香 1 前嶋 亜美 1 金森 楓 1
姉崎中 南総中 君津中 五井中 君津中 木更津第二中

吉澤 凪紗 3 松田 愛花 1 前岡 優里 2 田中 三千留 1 中島 すみれ 1 野口 華苗 1
木更津第二中 ちはら台南中 君津中 ちはら台南中 ちはら台南中

岩崎 和奏 1 岡村 杏乃 2 西田 涼菜 1 内村 唯衣花 1 大野 真愛 3

池田 綾華 2
太田中 五井中 ちはら台南中 五井中 ちはら台南中 ちはら台南中

高橋 侑希 3 岸田 梨杏 3 土井 綾乃 3 久保 瑞希 1 千葉 美奈 2
昭和中 昭和中 昭和中 ちはら台南中 五井中 八千代松陰中

土井 菜摘 2 出口 楓希 3 関口 莉佳 2 林田 なのは 2 守角 彩絵 3 小幡 美岬 3

昭和中
馬場 萌香 3 永野 聖怜 2 太田 舞 3

ちはら台南中 ちはら台南中 昭和中 昭和中 五井中 辰巳台中
セカンドト
ライアル -2.5 岸 茄楠 2 佐藤 美夢 3 松村 歩果 3 嶋田 真白 3

髙坂 優香 2
五井中 昭和中 木更津第二中 ちはら台南中 ちはら台南中 辰巳台中 君津中

 8組 -2.0 馬場 萌香 3 渡辺 咲月 2 小西 楓 3 土井 幸乃 1 北川 聖花 1 上松 彩音 3

神毛 遥香 2
太田中 五井中 辰巳台中 昭和中 君津中 木更津第二中 ちはら台南中

君津中

 7組 -3.6 島田 莉帆 3 原 菜摘 3 八島 奈々 1 日吉 優花 3 本間 日菜 3 釜道 幸希奈 1

垣上 美奈 2 木村 海咲 2 岩﨑 綾香 1
昭和中 五井中 木更津第二中 ちはら台南中 辰巳台中 辰巳台中

 6組 -2.5 太田 舞 3 加藤 伶奈 2 萱野 夢叶 1 相内 美咲 1

君塚 由梨 1
五井中 辰巳台中 ちはら台南中 五井中 君津中 木更津第二中 辰巳台中

木更津第二中

 5組 -2.1 林 愛純 1 田中 亜依 2 松村 理香 1 中村 萌 3 前田 美雨 3 小嶋 優心 1

ﾏﾇｴﾙ ｱｰﾙｼｪﾙ 2 篠塚 羽来 1 齊藤 琴葉 1
ちはら台南中 昭和中 君津中 五井中 辰巳台中 辰巳台中

木更津第二中 君津中 辰巳台中

 4組 -3.7 岸 茄楠 2 庄司 萌花 3 松藤 瑞歩 1 乗松 遥 2

佐藤 朱音 1 渡辺 陽菜 1 古志 華絵 1 及川 晴日 3
ちはら台南中 昭和中 太田中 五井中 辰巳台中

 3組 -2.3 佐藤 美夢 3 松村 歩果 3 小林 春香 3 小島 結花 3

金木 美空 2
五井中 ちはら台南中 昭和中 辰巳台中 辰巳台中 君津中 木更津第二中

辰巳台中 五井中

 2組 -2.8 山際 ひな乃 2 田中 凪沙 2 佐藤 綾乃 2 小松 梨楓 2 関谷 奏海 1 山道 尚 1

山口 姫也乃 2 大瀬 彩郁 3 磯西 萌生 1 大和田 菜々美 1
昭和中 辰巳台中 ちはら台南中 五井中 五井中 君津中

 1組 -1.3 嶋田 真白 3 永野 聖怜 2 羽賀 菜々美 2 橋本　美瑞姫 3

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

7 8
種　　目 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

第２２回　市原市ナイター陸上競技記録会 市原市陸上競技協会

順　　位 1 2 3 4 5 6


