
記録一覧（一般女子） 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

一般女子１００ｍ
予選 12.92 13.03 14.08 14.26 14.56 14.83 15.20
 1組

13.14 13.43 14.24 14.29 14.44 15.05
 2組

13.54 13.59 13.69 13.95 14.39 14.52 14.99 17.49
 3組

13.42 13.45 13.66 14.06 14.46 14.86 15.38
 4組

12.95 13.67 14.19 14.42 14.62 14.78 14.90
 5組

13.02 13.46 13.88 13.93 14.08 14.95 15.24
 6組

12.80 13.62 13.91 14.01 14.12 14.18 16.20
 7組 市立船橋高 市立船橋高 木更津総合高 市立松戸高 小見川高 県立千葉高 京葉高

13.26 13.53 13.99 14.74 14.77 15.82 16.47
 8組

13.20 13.57 14.11 14.22 15.00 15.53
 9組 千葉黎明高 柏日体高 桜林高 翔凜高 千葉南高 市原八幡高

13.44 14.07 14.51 14.92 15.62 16.68
 10組

12.85 13.02 13.10 13.12 13.50

一般女子４００ｍ  
予選 59.95 1.01.73 1.07.43 1.12.46
 1組

1.02.01 1.02.90 1.19.50

58.7 59.82 1.01.05 1.02.17 1.05.93 1.08.42

1.01.72 1.02.75 1.03.12 1.09.52 1.11.91 1.13.19

1.01.48 1.02.78 1.03.32 1.07.38 1.10.20 1.11.15

一般女子３０００ｍ
予選 村上 愛美 4 10.09.52 山形 彩花 1 10.14.22 大沼 月美貴 2 10.19.01 田中 朱音 1 10.19.32 舘 舞耶 2 10.21.16 山形 萌花 1 10.30.69 齋藤 ゆうか 1 10.54.40 松本 奈津 3 10.59.36

 1組
9 比屋根 夏南 1 11.00.59 # 沓澤 美晴 4 11.07.62 # 麻生 真希 1 11.20.98 # 鵜沢 美奈 1 11.27.15 # 高下 郁香 1 11.37.46 # 池上 春海 2 11.45.54 # 植松 佑香 1 11.45.58 # 三橋 結衣 2 11.59.91

# 白土 彩 1 12.03.57

小林 理乃 1 11.02.58 上野 美紅乃 2 11.18.52 鳥飼　 友香 1 11.36.19 出水 奈央 2 11.38.39 小野　詩織 2 11.39.34 鈴木 美智 1 11.48.56 高橋 奏乃 3 11.57.42 岩淵 葵 1 12.14.14
 2組

9 上田 唯莉 1 12.15.43 # 岩瀬 亜美 1 12.23.27 # 濱田　 　真代 1 12.30.13 # 安田 京加 2 12.34.96 # 横井 エミ 0 12.37.81 # 松村 恵美 1 12.46.34 # 小松　 　咲輝 1 12.51.89 # 佐藤 萌香 2 12.54.86

# 大嵩 夏那恵 1 13.05.51 # 米元 みのり 1 13.07.71 # 鈴木　 梨央 2 13.44.67 # 渡邉 真帆 1 13.47.39

一般女子１００ｍＨ
予選 16.51 18.23 18.41 18.50 21.54
 1組

17.05 17.45 17.50 17.56 18.47

15.38 16.92 17.97 18.56 18.67 19.59井 彩香 2 山田 晴美 2
市立船橋高 東海大望洋高 柏日体高 千葉黎明高 市原中央高 市立松戸高

 3組 -3.3 比嘉 和希 2 石井 花霞 1 河野 優香 2 長嶋 菜生 3
市立松戸高 千葉黎明高 東海大望洋高 木更津高 稲毛高

 2組 -2.2 遠藤 紗希 2 大井 玲奈 3 鳰川 希 3 秋元 菜摘 2 福原 舞衣 1
柏日体高 県立千葉高 東京学館 翔凜高 四街道高

-1.7 嶋野 優奈 2 山﨑　 　丹菜 2 阿部 ひかり 2 宮内 亜里沙 2 関川 舞子 1

県立千葉高 大多喜高

千葉明徳高 姉崎高 木更津総合高 木更津高

東海大望洋高 大多喜高 県立千葉高 千葉南高 市原陸協 千葉南高

千葉南高 五井中 木更津総合高 千葉南高 県立千葉高 県立千葉高 東海大望洋高 姉崎高

城西国際大(福島)

東海大望洋高 東海大望洋高

城西国際大(沖縄) 城西国際大(茨城) 東海大望洋高 長生高 城西国際大(神奈川) 姉崎高 翔凜高 千葉南高

城西国際大(茨城) 城西国際大(茨城) 千葉南高 城西国際大(青森) 城西国際大(福島) 城西国際大(茨城)

長生高 市立船橋高 千葉黎明高 県立千葉高 大多喜高 姉崎高
 5組 川島 都妃 1 大戸 梓 3 四海 乃彩 2 矢花 由希 2 田丸 星音 1 平野 未夢 1

新飯田 結花 2 神谷 陽向 2
千葉黎明高 木更津総合高 姉崎高 千葉南高 木更津高 大多喜高

 4組 野田 優里菜 3 小磯　 美佳 2 髙橋 里菜 2 石井 翼 2
市立松戸高 千葉黎明高 東海大望洋高 県立千葉高 千葉敬愛高 木更津高

 3組 小川 あずさ 2 石毛 千尋 2 木村 心矩 2 小竹　 　珠利亜 2 遠藤 菜那 1 金木 夏美 2
稲毛高 県立千葉高 翔凜高

 2組 福田 桃子 2 三浦　 　由貴 2 安達 今日花 1
市立松戸高 東京学館 姉崎高 千葉敬愛高

中澤 優奈 3 大久保 麗 3 大槻 玲奈 2 堀部 葉月 2

濱井 美南 2
東海大望洋高 東海大望洋高 千葉黎明高 市立松戸高 東海大望洋高

セカンドト
ライアル -1.7 松本 理夏子 3 川奈部 真由 3 榛澤 聖子 3 渡辺 彩乃 3

市立船橋高 市立船橋高 千葉敬愛高 千葉南高 桜林高 市原八幡高
-3.4 大平 沙由里 1 長尾 七海 2 福井 麻裕 1 松尾 ひな子 1 平野 充希 1 本間 由美子 1

-2.4 榛澤 聖子 3 盛川 咲 1 佐藤 佳奈江 1 小倉 歌実梨 1 大野 瑞葵 1 鶴岡 美咲 1
ちはら台南中 東海大望洋高 柏日体高 桜林高 姉崎高 市原八幡高 千葉南高

-3.1 池田 千紘 3 宇津木 心 2 大谷 仁美 1 川村 織音 1 塚本 梨乃 2 羽田 夏穂 1 五十嵐 佳美 1

-3.1 藤井 彩乃 2 高山 千優 1 櫻井　 優 1 松本 菜々美 1 熱田 真弓 1 梶原　美紀 1 石塚 千夏 3

板東 桃里 2 栗原　星 1
市立船橋高 東海大望洋高 柏日体高 姉崎高 桜林高 千葉南高 県立千葉高

-2.7 後藤 さわ 2 濱井 美南 2 才野 彩夏 1 小林 美雅 1 ヴゥ リザ 2
市立船橋高 長生高 千葉黎明高 四街道高 小見川高 木更津総合高 桜林高

大多喜高

-2.3 泉對 愛莉 2 大出 茉穂 2 在田 茉由 1 藤﨑 妃奈 1 背黒 麻紀子 1 新林　 玖妃 1 足立 秋夢菜 2
市立松戸高 市立船橋高 柏日体高 稲毛高 県立千葉高 姉崎高

-2.5 渡辺 彩乃 3 鈴木　 野々春 1 佐藤 綾香 2 井上 明奈 2 坂井　 　友香 2 森田 和花菜 1 髙梨 里帆 1

白井 彩香 1
市立船橋高 東京学館 市立船橋 県立千葉高 千葉黎明高 大多喜高 四街道高 市原八幡高

-2.5 渡部 栞 2 萩原 美海 1 河野 百花 1 原　 　百恵 2 田仲 珠樹 1 石井 みさ紀 2 山本 日向子 2
東海大望洋高 ちはら台南中 木更津高 千葉南高 大多喜高 桜林高

-2.9 川奈部 真由 3 森元 陽菜 3 桒田 七奈美 2 中桐 七海 2 齋藤 千尋 1 岡本 美優 1

酒井 茜 1 真鍋 文歌 2
ちはら台南中 東海大望洋高 千葉黎明高 県立千葉高 市立松戸高 京葉高 木更津高

-3.0 佐野 鈴奈 3 松本 理夏子 3 岡 菜々恵 1 飯田　 　ゆい 2 納田 風華 2

　　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



記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録
組 風

　　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

順　　位 1 2 3 4 5 6

一般女子４×１００ｍＲ
予選

 1組
49.44 49.73 52.40 53.73 53.74 53.76 55.59

 2組
49.72 50.38 52.17 52.35 56.43 56.94

 3組
48.48 51.40 52.07 54.82 54.94

松元 珠凜 160 ① 浅田 楓 160 神坂　 莉子 155 須々田 佳穂 155 清水 かおる 155 尾形 紗由美 140 中沢 有里 130 ⑦ 秋山　 稚菜 130

5.90 5.72 5.60 5.50 5.32 5.30 5.25 5.20
(+3.4) (+1.7) (+1.5) (+2.5) (+1.9) (+3.2) (+1.8) (+2.9)
5.19 5.18 5.13 5.13 5.10 5.06 4.95 4.89
(+1.6) (+2.3) (+3.4) (+1.5) (+1.9) (+1.3) (+2.0) (+2.4)
4.87 4.87 4.78 4.76 4.65 4.61 4.54 4.51
(+1.9) (+1.6) (+1.2) (+3.1) (+2.8) (+1.7) (+1.5) (+2.2)
4.39 4.34 4.16 4.16 4.14
(+3.6) (+1.6) (+3.0) (+1.9) (+0.6)
10.24 10.16 西牧 美優 9.75 湯澤 彩未 9.33 小山田 チアリ 8.84 塚本 沙耶 8.27 福嶋 円瀬 7.78 細根 菜摘 7.26

市立松戸高 市立松戸高 柏日体高 佐倉南高 市立船橋高 小見川高
山田 今日子 7.25 田沢 玲夏 6.91 大塚 理紗 5.98 池田 珠桃 5.42

千葉南高 柏日体高 四街道高 大多喜高
今野 美穂 3.90 青島 綾子 3.90 小田嶋 怜美 3.90 倉持 美喜 3.70 鈴木 里菜 3.60 岩佐 幸葵子 3.50 福島 沙和子 3.40 中林 麻奈 3.40

トーエル（埼玉） 新潟アルビレックスＲＣ 清和大学 日本体育大学（埼玉） 日本体育大学（静岡） 日本体育大学（京都） 日本体育大学（東京） 日本体育大学（三重）
蕪野 亜紀 3.30 小山 智子 3.30 熊谷 果音 3.20 麻尾 莉奈 3.00 塚本 聖海 3.00 藤森45 3.00 早川　 由奈 2.80 河野　 優杏 2.40
清和大学 日本体育大学（東京） 国府台女子学院 日本体育大学（埼玉） 柏日体高 情報大AC 木更津総合高 木更津総合高

共通棒高跳

共通砲丸投

相川 遥香 川原 永奈
千葉明徳高 千葉黎明高

姉崎高 木更津高 大多喜高 四街道高 大多喜高

千葉南高
小網代 果歩 小泉 茉央 今関 未来 佐藤 彩奈 安井 みなみ

安齋 彩織 今井 流夏
市立松戸高 柏日体高 市立松戸高 柏日体高 日本体育大学（静岡） 柏日体高 柏日体高
豊田 理歩 星野 歩未 廣島 佳奈 高橋 奈那 今村 彩 大山 華実

日本体育大学（青森） 日本体育大学（静岡） 東京学館 市立船橋高 柏日体高 県立千葉高 市立松戸高 東京学館

姉崎高
名久井 うらら 神谷 香有 猪熊 美春 荒木 歩美 四位 愛美 古山　 　奈生 鈴木 葵 石井 真白

笹村 里沙 尾形 奈那美
日本体育大学（神奈川） 日本体育大学（栃木） 柏日体高 日本体育大学 日本体育大学（神奈川） 東京学館 日本体育大学（静岡）

姉崎高 京葉高 木更津総合高

一般女子走幅跳

千葉 瑞穂 神山 綾音 石井 李佳 杉浦 真由海 蒲谷 優佳 大滝 莉渚

一般女子走高跳
柏日体高 柏日体高 市立船橋高 日本体育大学（青森） 東京学館

藤井 彩乃  2 田仲 珠樹  1 遠藤 紗希  2 大野 瑞葵  1 小野塚　周  0
後藤 さわ  2 岡 菜々恵  1 松本 菜々美  1 板東 桃里  2 堀部 葉月  2
泉對 愛莉  2 石毛 千尋  2 納田 風華  2 中桐 七海  2 遠藤 菜那  1
渡部 栞  2 在田 茉由  1 豊田 理歩  1 石井 翼  2 福井 麻裕  1

 市立船橋高A  千葉黎明高  市立松戸高B  千葉南高  千葉敬愛高 
村 友佳  3 石井 李佳  3 松嵜 美奈  1 飯田　ゆい  0 山本 日向子  2 秋元 菜摘  2

渡辺 彩乃  3 大山 華実  3 岡廻 奈緒子  1 坂井　 　友香  2 藤﨑 妃奈  1 金木 夏美  2
小川 あずさ  2 嶋野 優奈  2 川島　都妃  0 原　 　百恵  2 佐藤 彩奈  1 桒田 七奈美  2
中澤 優奈  3 佐藤 綾香  2 槇谷 咲良  2 梶原　 　美紀  1 大塚 理紗  1 真鍋 文歌  2

 市立松戸高A  柏日体高A  長生高  県立千葉高校Ａ  四街道高  木更津高 

今関 未来  2
濱井 美南  2 高山　 千優  1 才野 彩夏  1 塚本 梨乃  2 ヴゥリザ  0 井上 明奈  2 石井 みさ紀  2

川奈部 真由  3 河野　 百花  1 河野 優香  2 小林 美雅  1 足立　秋夢菜  0 福原 舞衣  1

安井 みなみ  1
松本 理夏子  3 大平　沙由里  0 四位 愛美  2 尾形 奈那美  2 佐藤　佳奈江  0 福田 桃子  2 齋藤 千尋  1
宇津木 心  2 鈴木　野々春  0 星野 歩未  1 大槻 玲奈  2 川村　織音  0 大内 彩香  2

 東海大望洋高  市立船橋高B  柏日体高B  姉崎高  桜林高  稲毛高  大多喜高 


