
ト ラ ッ ク 審 判 長 小松崎　光一

跳 躍 審 判 長 高橋　喜志夫

投 て き 審 判 長 高橋　喜志夫

招 集 所 審 判 長 門目　　誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

景山　咲穂 12.20 鍋島　希 12.69 豊田　桃子 12.74 湯浅　ケリーマ 12.75 長沼　泉里 12.84 長澤　真央 12.84 麻生　亜耶 12.97 本多　綾 25.79

市立船橋高14 市立船橋高8 柏南高19 市立船橋高4 幕張総合高32 西武台千葉高9 長生高11 幕張総合高1

永富　美柚 12.53 村　友佳 12.74 新井　美来 12.78 松島　由佳 12.99 佐藤　藻菜子 13.06 フセイニ　玲南 13.11 今井　咲 13.23 小川　あずさ 13.51

東京女子体育大19 日本体育大8 東京女体大32 千葉大1 駿河台大17 明海大30 千葉大クラブ4 和洋女子大2

石川　英沙 2:17.35 湯川　野乃 2:19.70 大沼　月美貴 2:20.11 石井　里佳 2:21.10 朏　瑠奈 2:23.16 米谷　結希 2:24.83 保科　琴音 2:25.35 杉　ひかり 2:32.76

成田高8 成田高32 オキＨＤ14 市立船橋高4 駿河台大2 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ17 成田高10 駿河台大19

秋山　桃子 9:37.46 小杉　真生 9:57.48 三上　希風 10:12.15 塚田　菜々羽 10:18.00 二階堂　優衣 10:31.66 大西　夏帆 10:36.02 吉谷　玲香 10:48.36 植松　佑香 10:49.71

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ17 成田高32 木更津総合高6 船橋法典高4 水城高10 木更津総合高14 市立松戸高8 翔凜高27

志賀　千織 14.58 大熊　楓 15.16 斎田　りな 15.34 小寺　千慧 15.53 指田　みなみ 15.56 飯田　菜々子 15.79 板倉　里美 16.36 佐久間　愛海 17.12

西武台千葉高8 市立船橋高4 佐原白楊高10 千葉黎明高17 柏南高19 敬愛学園高1 八千代松陰高31 翔凜高28

千葉・野田市 49.54 千葉・市原市 49.60 千葉・柏市 50.14 千葉・鎌ヶ谷市 50.43 千葉・成田市 50.82 千葉・松戸市 50.93 千葉・浦安市 51.36 千葉・千葉市 52.35

若月　優実 景山　咲穂 清水　奈緒子 渡邊　志帆 岡野　夏実 鍋島　希 中島　沙也香 宮間　知里

長澤　真央 池田　千紘 豊田　桃子 長沼　泉里 白鳥　菜莉佳 村　友佳 石川　みづ紀 松島　由佳

浅利　望稜 森元　陽菜 佐藤　理奈 向井　美弥乃 加藤　恵理 田上　笑花 山下　真美子 飯田　菜々子

野本　優奈 原　菜摘 平尾　琴未 新井　美来 佐々木　倫 加藤　綾乃 フセイニ　玲南 本多　綾

神坂　莉子 1m61 清野　かな子 1m58 平野　遙 1m50 五十部　亜弥 1m45 野本　優奈 1m45 浮津　遙花 1m45 小幡　優海 1m40

市立船橋高8 市立船橋高19 佐原白楊高10 駿河台大1 西武台千葉高9 八千代松陰高4 安房高7

高橋　花奈 1m45 谷村　華澄 1m40

成田高17 東京女体大32

橋本　梨沙 5m56(+0.8) 関口　笑実 5m33(+0.7) 宮間　知里 5m27(+0.8) 小澤　美琴 5m18(+0.8) 山中　千優 5m11(+0.5) 福井　里奈 5m00(+1.3) 進士　珠名 4m88(+1.9) 原田　安里紗 4m86(+1.2)

幕張総合高12 成田高8 幕張総合高1 安房高7 成田高10 西武台千葉高9 東京学館浦安高30 日体大柏高19

風巻　七海 5m27(+1.8) 山下　真美子 5m04(+0.4) 青野　杏子 4m94(+2.4) 本多　綾 4m86(+1.1) 谷村　華澄 4m32(+1.4) 石毛　才織 4m25(+1.1) 佐藤　藻菜子 4m18(+1.8)

中央大8 明海大30 千葉大クラブ19 公認4m89(+1.0) 千葉市1 東京女体大32 旭市陸協21 駿河台大17

江越　由梨 11m71 高橋　花奈 11m33 岸澤　真帆香 10m56 中村　美月 10m16 髙山　優衣 9m90 渡邉　有美 9m38 中島　沙也香 9m33 戸辺　水葵　 8m99

市原陸協14 成田高17 西武台千葉高8 西武台千葉高9 東京学館船橋高4 安房高7 東京女体大30 若松高1

石井　李佳 39m89 桑原　愛 37m56 加藤　　葵 34m64 江ヶ﨑　喜代佳 34m38 蜷川　由佳 33m75 原田　愛理 31m45 稲葉　香純 27m59 北崎　芽依 26m97

柏中央高8 陸桜会千葉18 浦安高30 旭市陸協21 佐原白楊高10 東京女体大32 昭和学院高2 成田北高31

凡例 

5位 6位 7位

10月29日
少年女子100m

風：+2.3

10月29日
成年女子100m

風：+1.9

8位

第67回千葉県民体育大会 【17120015】
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】

2017/10/29 ～ 2017/10/29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決 勝 一 覧 表 【女 子】

1位 2位 3位 4位

10月29日 共通女子800m

10月29日 共通女子3000m

10月29日
少年女子100mH(0.838m)

風：+0.7

10月29日 共通女子4X100mR

10月29日 共通女子走高跳

10月29日 少年女子走幅跳

10月29日 成年女子走幅跳

10月29日 共通女子砲丸投(4.000kg)

10月29日 共通女子やり投(600g)


