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種目
U12 100m 矢島　沙唯 (4) 15.35 徳田　瑚々菜 (5) 16.51 若林　優花 (5) 17.08 鈴木　ゆきな (5) 18.18 榎元　美遥 (4) 18.24

予選1組(-3.0) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (-3.0) ちはら台TFC (-3.0) 我孫子第四小 (-3.0) 法典陸上クラブ (-3.0) 館山ジュニア (-3.0)
U12 100m 根本　果暖 (5) 16.05 小林　夕芽 (4) 16.65 中村　珂音 (5) 17.13 大関　桃佳 (5) 17.45 長谷川　桜花 (4) 18.77 石井　さら (4) 18.77

予選2組(-2.6) 新木小AC (-2.6) いんばジュニア (-2.6) SAA (-2.6) 法典陸上クラブ (-2.6) 成田陸上クラブ (-2.6) 幸はやぶさ (-2.6)
U12 100m 鹿田　夕菜 (4) 14.69 安西　樹珠 (5) 15.41 羽石　海昊 (5) 15.92 吉田　渚沙 (4) 16.27 柿沼　結月 (5) 16.69 樋口　愛実 (4) 17.23 安永　苺桜 (5) 18.40

予選3組(-2.9) チーム柏 (-2.9) 富津F.Jr陸上 (-2.9) 館山ジュニア (-2.9) みちるAC (-2.9) 法典陸上クラブ (-2.9) 轟AC (-2.9) 船橋陸上クラブ (-2.9)
U12 100m 清水　結衣 (5) 15.00 仁田　果夢 (5) 15.28 竹内　ゆりあ (5) 15.82 石郷岡　暖 (4) 16.95 川崎　陽由 (4) 18.40

予選4組(-1.3) 富津F.Jr陸上 (-1.3) ちはら台TFC (-1.3) 成田陸上クラブ (-1.3) 轟AC (-1.3) 鎌ヶ谷陸上クラブ (-1.3)
U12 100m 眞壁　杏果 (5) 16.01 大谷　千紗 (5) 16.02 西村　優杏 (4) 16.83 吉澤　華香 (5) 17.28 大西　茉央 (4) 18.65 飯田　舞羽 (4) 19.93

予選5組(-3.5) 浦安ｼﾞｭﾆｱ (-3.5) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (-3.5) SAA (-3.5) 法典陸上クラブ (-3.5) 海神JAC (-3.5) 新木小AC (-3.5)
U12 100m 山﨑　蒼海 (5) 13.79 石井　あるは (5) 15.88 古郡　怜奈 (4) 16.13 川島　真央 (4) 16.69 田中　愛心 (5) 16.93 櫻木　寛花 (4) 18.27 市橋　夢空 (5) 19.57

予選6組(-1.5) ima kids (-1.5) 鎌ヶ谷陸上クラブ (-1.5) NSCクラブ (-1.5) 轟AC (-1.5) 新木小AC (-1.5) 海神JAC (-1.5) 法典陸上クラブ (-1.5)
U12 100m 佐藤　鈴音 (5) 15.32 山口　優 (5) 15.59 岸　美緒 (5) 16.27 石田　さゆり (5) 16.59 松本　陽菜 (5) 16.92 鎌形　星来 (4) 20.32

予選7組(-2.7) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (-2.7) ちはら台TFC (-2.7) 成田陸上クラブ (-2.7) 轟AC (-2.7) 法典陸上クラブ (-2.7) 長作AC (-2.7)
U12 100m 武田　珊瑚 (5) 14.96 石井　羽空 (5) 15.36 海野　美優 (5) 15.73 森田　菜月 (5) 15.87 森　七星 (4) 17.15 ハッサン　アマール (4) 18.74

予選8組(-0.7) SAA (-0.7) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (-0.7) 野田ジュニア (-0.7) 轟AC (-0.7) ＭＳＡＣ (-0.7) みちるAC (-0.7)
U12 100m 林　采奈 (5) 15.38 蔭山　琴音 (4) 17.42 仁尾　莉彩 (4) 17.60 加藤　澄葉 (4) 18.29 中井　凜 (4) 18.34

予選9組(-2.9) 新木小AC (-2.9) SAA (-2.9) 法典陸上クラブ (-2.9) 幸はやぶさ (-2.9) ima kids (-2.9)
U12 100m 土田　乃 (5) 15.19 武内　こまち (5) 15.50 大窪　紗季 (5) 15.66 宮田　遥 (5) 15.95 菅原　愛空 (5) 16.10 手島　知優 (5) 16.52 寺田　理紗 (4) 16.91
予選10組(-1.1) ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ (-1.1) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (-1.1) 我孫子第四小 (-1.1) 流山ホークアイ (-1.1) 高野山小 (-1.1) クレンサAC (-1.1) 轟AC (-1.1)

U12 100m 上原　颯夏 (5) 15.28 西山　凛星 (4) 15.34 滝浪　ありさ (5) 16.79 竹中　美空 (5) 16.82 荻原　彩嘉 (5) 17.05 川口　裕里奈 (5) 17.23 有澤　咲菜 (4) 17.73
予選11組(-1.2) チーム柏 (-1.2) ima kids (-1.2) 船橋陸上クラブ (-1.2) 我孫子第四小 (-1.2) 鎌ヶ谷陸上クラブ (-1.2) 法典陸上クラブ (-1.2) みちるAC (-1.2)

U12 100m 塚本　菜月 (5) 14.86 佐藤　樹奈 (5) 15.05 椎名　紗千杏 (5) 16.03 室谷　百花 (5) 16.10 前田　結衣 (5) 16.23 平野　いろは (4) 16.27 土井　菜々恵 (4) 17.10
予選12組(-1.7) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (-1.7) 船橋陸上クラブ (-1.7) 新木小AC (-1.7) みちるAC (-1.7) 轟AC (-1.7) ima kids (-1.7) 法典陸上クラブ (-1.7)

U12 100m ｼﾞｬｼﾝﾘﾔﾅｹﾞ　あゆみ (5) 15.50 兼平　しずく (5) 16.13 佐藤　澪 (5) 17.43 平本　真菜 (5) 17.48 阪口　心彩 (4) 18.31 吉田　仁美 (4) 18.33 橋本　唯愛 (4) 19.17
予選13組(-3.5) 新木小AC (-3.5) 高野山小 (-3.5) SRC (-3.5) 轟AC (-3.5) ima kids (-3.5) 浦安ｼﾞｭﾆｱ (-3.5) 法典陸上クラブ (-3.5)

U12 100m 物江　侑奈 (5) 16.77 髙橋　真代 (5) 16.90 町田　夏葵 (5) 16.97 園田　莉愛 (4) 17.58 佐伯　陽向 (5) 17.64 小島　直緒 (4) 19.08 水野　優美 (5) 20.98
予選14組(-3.8) 牛久AC (-3.8) 吾妻ミラクル (-3.8) 海神JAC (-3.8) 富津F.Jr陸上 (-3.8) 法典陸上クラブ (-3.8) チームスマイル (-3.8) SRC (-3.8)

U12 100m 田上　柚希 (5) 16.03 工藤　桜萌 (5) 16.42 吉澤　凜 (4) 16.52 深井　瑛心 (5) 16.73 金山　亜依 (5) 16.77 小川　結愛 (4) 17.71 寺下　玲奈 (4) 18.63
予選15組(-3.1) 船橋陸上クラブ (-3.1) SAA (-3.1) 富津F.Jr陸上 (-3.1) 野田ジュニア (-3.1) 轟AC (-3.1) 法典陸上クラブ (-3.1) ちはら台TFC (-3.1)

U12 100m 古山　梢 (5) 15.27 和田　依里香 (5) 15.64 伊藤　瑠花 (5) 16.29 遠藤　莉乃 (5) 17.08 内藤　友愛 (4) 17.25 堀越　彩日 (5) 17.44 佐久間　美沙 (5) 17.44
予選16組(-2.3) 船橋陸上クラブ (-2.3) ima kids (-2.3) ima kids (-2.3) 吾妻ミラクル (-2.3) 浦安ｼﾞｭﾆｱ (-2.3) 法典陸上クラブ (-2.3) 牛久AC (-2.3)

U12 100m 中村　紗千 (5) 15.51 一ノ瀬　楓夏 (5) 16.66 皆川　礼奈 (5) 16.78 羽田　実央 (4) 16.85 金森　由衣 (5) 17.06 佐伯　理花子 (5) 17.92 竹内　奏菜 (4) 18.38
予選17組(-2.6) SAA (-2.6) 海神JAC (-2.6) 法典陸上クラブ (-2.6) 館山ジュニア (-2.6) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (-2.6) 船橋陸上クラブ (-2.6) 轟AC (-2.6)

U12 100m 伊藤　優亜 (5) 13.73 原　佑奈 (5) 15.15 石井　怜那 (5) 16.20 鈴木　里瑚 (4) 16.25 小塙　夏帆 (5) 16.48
予選18組(-2.3) ima kids (-2.3) 新松戸西小 (-2.3) いんばジュニア (-2.3) ima kids (-2.3) ちはら台TFC (-2.3)

U12 100m 西園　汐音 (4) 16.66 川島　実央 (4) 17.00 田畑　美空 (5) 17.50 武井　莉紗 (4) 17.53 柄澤　絢英 (4) 18.15 戸次　結香 (4) 18.33 藤本　理子 (5) 18.37 水谷　友媛 (4) 19.14
予選19組(-2.9) 新木小AC (-2.9) 轟AC (-2.9) 吾妻ミラクル (-2.9) 我孫子第四小 (-2.9) みちるAC (-2.9) 海神JAC (-2.9) 法典陸上クラブ (-2.9) 新木小AC (-2.9)

U13 100m 鍔田　茉緒 (6) 14.97 松本　佳乃 (6) 15.18 安達　香乃花エトゥポウ (1) 15.47 益山　華奈 (1) 15.70 田中　萌生 (1) 16.03 牟田　花那 (1) 16.05 石井　結菜 (6) 16.20
予選1組(-2.6) みちるAC (-2.6) SAA (-2.6) 長浦中 (-2.6) 松戸六中 (-2.6) 市川五中 (-2.6) 新松戸南中 (-2.6) 吾妻ミラクル (-2.6)

U13 100m 山口　結楽 (1) 14.55 小池　美桜 (1) 14.82 伊東　奈桜 (6) 14.83 島田　沙耶 (6) 15.38 須貝　祐那 (1) 15.63 片岡　光 (1) 15.67 福島　栞奈 (6) 18.75
予選2組(-0.3) 習志野台中 (-0.3) 太田中 (-0.3) ちはら台TFC (-0.3) 船橋陸上クラブ (-0.3) 松戸六中 (-0.3) 新松戸南中 (-0.3) 法典陸上クラブ (-0.3)

U13 100m 伊藤　叶恋 (6) 15.09 森本　結菜 (1) 15.44 笠原　仁花 (6) 15.59 福尾　美空 (6) 16.16 谷　友華 (1) 16.48 小熊　真綾 (1) 16.70 森河　奈都乃 (6) 18.09
予選3組(-3.0) ちはら台TFC (-3.0) 習志野五中 (-3.0) 新木小AC (-3.0) 法典陸上クラブ (-3.0) 葛飾中 (-3.0) 新松戸南中 (-3.0) 船橋陸上クラブ (-3.0)

U13 100m 平岡　英恋 (6) 15.30 川井　菜々子 (6) 15.31 平井　愛祐菜 (1) 15.62 池井　友菜 (6) 15.65 髙田　真衣 (1) 15.70 宮永　真歩 (6) 15.95 八幡　七海 (1) 16.69
予選4組(-2.3) SAA (-2.3) 富津F.Jr陸上 (-2.3) 小金南中 (-2.3) 船橋陸上クラブ (-2.3) 周西南中 (-2.3) 法典陸上クラブ (-2.3) 新松戸南中 (-2.3)

U13 100m 秋場　凜 (6) 15.20 木村　美紅 (6) 15.58 金﨑　美羽 (6) 15.75 磯部　明音 (6) 15.77 原　はあと (1) 16.48 松本　明佳 (1) 16.76
予選5組(-3.8) 勝浦ジュニア (-3.8) 轟AC (-3.8) SAA (-3.8) 鎌ヶ谷陸上クラブ (-3.8) 美浜中 (-3.8) 習志野四中 (-3.8)

U13 100m 奥原　舞那 (1) 15.60 高田　千愛 (1) 15.77 坂上　文香 (1) 15.88 吾孫子　まり (1) 16.14 林　あいか (6) 17.41 仲田　美桜 (6) 18.66
予選6組(-3.1) 福栄中 (-3.1) 新松戸南中 (-3.1) 葛飾中 (-3.1) 市川四中 (-3.1) 法典陸上クラブ (-3.1) ちはら台TFC (-3.1)

U13 100m 加藤　雅姫 (1) 14.38 佐々木　柚夏 (6) 15.55 小野島　陽菜 (1) 16.04 坂田　奈那子 (6) 16.14 鷲見　薫音 (6) 16.31 甲斐　彩葉 (6) 17.08 山下　優唯 (6) 18.78
予選7組(-3.7) 流山ホークアイ (-3.7) 船橋陸上クラブ (-3.7) 新松戸南中 (-3.7) 鎌ヶ谷陸上クラブ (-3.7) クレンサAC (-3.7) 吾妻ミラクル (-3.7) 法典陸上クラブ (-3.7)

U13 100m 辻村　碧彩 (1) 14.19 平川　真奈香 (1) 14.95 石田　結衣 (1) 15.11 浅沼　華渚羽 (6) 15.49 角五　萌夏 (6) 15.88 安本　史佳 (1) 16.44 津端　咲良 (6) 16.69
予選8組(-4.7) 習志野四中 (-4.7) 小金南中 (-4.7) ちはら台南中 (-4.7) クレンサAC (-4.7) 習志野ＮＢＳ (-4.7) 松戸六中 (-4.7) 鎌ヶ谷陸上クラブ (-4.7)

2位1位 8位5位 6位 7位

記録一覧表（女子）
令和元年９月２３日（月）

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

4位3位

CHIBA U13 ATHLETIC EVENT 2019

審判長　立澤　勇(トラック）　吉原　廣（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）　　記録主任　黒田　泰三
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種目 2位1位 8位5位 6位 7位

記録一覧表（女子）
令和元年９月２３日（月）

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

4位3位

CHIBA U13 ATHLETIC EVENT 2019

U13 100m 伊藤　琴南 (1) 15.28 村上　玲音 (1) 15.68 大西　淑心 (1) 16.51 和田　愛花 (6) 16.67 澤登　紀杏 (6) 17.02 岩松　星來 (6) 17.14 篠塚　碧衣 (6) 17.30
予選9組(-4.6) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (-4.6) 習志野二中 (-4.6) 松戸六中 (-4.6) 法典陸上クラブ (-4.6) 高野山小 (-4.6) 船橋陸上クラブ (-4.6) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (-4.6)

U13 100m 佐藤　妃英 (1) 15.23 岡田　理奈 (6) 15.59 長　あおい (1) 15.66 宮本　結衣奈 (6) 16.45 岡崎　悠羽 (6) 16.70 嶋田　楓 (6) 21.85
予選10組(-3.8) 習志野五中 (-3.8) みちるAC (-3.8) 習志野台中 (-3.8) 船橋陸上クラブ (-3.8) 新木小AC (-3.8) 長作AC (-3.8)

U13 100m 多田　りり子 (6) 14.65 岡本　來美 (1) 15.15 園田　ゆい (1) 15.30 髙橋　萌夏 (6) 15.79 市原　和佳奈 (1) 16.06 田中　陽菜 (1) 16.13 大澤　里桜央 (6) 19.03
予選11組(-3.7) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (-3.7) 小金南中 (-3.7) 太田中 (-3.7) SAA (-3.7) 東邦中 (-3.7) 市川四中 (-3.7) 法典陸上クラブ (-3.7)

U13 100m 八木　南海 (1) 13.96 萩平　美雪 (1) 15.19 石橋　ひより (6) 15.28 岩田　千怜 (6) 15.39 アスラン　サラ (1) 15.52 清水　千尋 (1) 15.72
予選12組(-1.1) 新松戸南中 (-1.1) 鎌ケ谷中 (-1.1) ima kids (-1.1) チーム柏 (-1.1) 太田中 (-1.1) 長浦中 (-1.1)

U13 100m 奈良　和奏 (6) 14.67 飯島　優花 (6) 15.23 立石　実菜 (6) 15.26 石井　玲衣 (1) 16.18 鹿沼　琉夏 (6) 16.45 鎌形　愛紗 (6) 17.19
予選13組(-1.3) 吾妻ミラクル (-1.3) ちはら台TFC (-1.3) 鎌ヶ谷陸上クラブ (-1.3) 木更津二中 (-1.3) 成田陸上クラブ (-1.3) 長作AC (-1.3)

U13 100m 石川　愛奈 (1) 14.16 都　優恵 (1) 14.67 鈴木　美羽 (1) 15.60 藤澤　美夢 (1) 15.65 立石　真菜 (6) 15.92 長岡　美優 (6) 16.68 前田　はな (6) 16.87
予選14組(-0.2) 井野中 (-0.2) 新松戸南中 (-0.2) 太田中 (-0.2) 生浜中 (-0.2) 鎌ヶ谷陸上クラブ (-0.2) 法典陸上クラブ (-0.2) ちはら台TFC (-0.2)

U13 100m 山田　姫蘭 (6) 13.47 井合　芽依 (1) 13.63 田野　央夢 (6) 14.85 宮城　伶美 (1) 15.34 渡邉　華音 (6) 15.96 切谷　優芽 (1) 16.61 栗原　栞那 (1) 16.74
予選15組(-2.9) ima kids (-2.9) ちはら台南中 (-2.9) 吾妻ミラクル (-2.9) 木更津二中 (-2.9) 轟AC (-2.9) 太田中 (-2.9) 葛飾中 (-2.9)

U13 100m 笠野　心結 (1) 13.55 宇宿　綾乃 (1) 14.88 平　寧々 (1) 14.96 山川　璃子 (6) 15.36 丹　小遙 (1) 15.43 髙橋　莉愛 (6) 15.92 髙山　優月 (1) 16.16
予選16組(-1.8) SAA (-1.8) 東邦中 (-1.8) 習志野二中 (-1.8) 市川Jr.クラブ (-1.8) 小金南中 (-1.8) 船橋陸上クラブ (-1.8) 太田中 (-1.8)

U13 100m 小林　未来 (1) 14.92 谷野　沙英 (6) 14.99 篠﨑　友南 (6) 15.06 佐瀬　梨亜菜 (6) 15.39 村上　水紅 (1) 15.56 山口　莉裟 (6) 15.85 大橋　南采 (1) 16.74
予選17組(-4.6) 習志野二中 (-4.6) 市川Jr.クラブ (-4.6) 船橋陸上クラブ (-4.6) 勝浦ジュニア (-4.6) 長浦中 (-4.6) 成田陸上クラブ (-4.6) 小金南中 (-4.6)

U13 100m 板倉　蘭 (1) 14.51 永吉　マリン (1) 14.79 齋藤　実夢 (1) 15.74 遠井　琴羽 (1) 16.13 荒川　由奈 (6) 16.20 飛松　璃子 (6) 17.91
予選18組(-2.7) 高浜中 (-2.7) 葛飾中 (-2.7) 習志野台中 (-2.7) 習志野四中 (-2.7) 習志野ＮＢＳ (-2.7) 新木小AC (-2.7)

U13 100m 高橋　愛音 (6) 14.42 斗舛　香奈海 (6) 14.59 福井　咲 (1) 14.95 鎌形　美緒 (6) 15.01 箱田　心美 (1) 15.28 寺田　茉子 (6) 16.60 近野　杏花里 (6) 17.24
予選19組(-1.6) 吾妻ミラクル (-1.6) みちるAC (-1.6) 新松戸南中 (-1.6) 我孫子第四小 (-1.6) 東邦中 (-1.6) チーム柏 (-1.6) 法典陸上クラブ (-1.6)

U13 100m 井上　亜貴 (6) 15.27 泉谷　珠菜 (1) 15.72 飯田　琴音 (6) 16.62 谷川　舞衣 (6) 16.71 筑紫　舞 (1) 17.18 今井　玲 (6) 17.50
予選20組(-2.6) 市川Jr.クラブ (-2.6) 市川五中 (-2.6) 成田陸上クラブ (-2.6) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (-2.6) 習志野四中 (-2.6) 新木小AC (-2.6)

U13 100m 櫻井　空 (1) 14.65 矢作　美海 (6) 15.08 鈴木　遥佳 (6) 15.14 森　柚稀 (6) 15.27 林　美結 (6) 16.33 石津　彩 (6) 17.36 宮本　秋香 (6) 19.23
予選21組(-2.8) 葛飾中 (-2.8) 市川Jr.クラブ (-2.8) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (-2.8) SAC (-2.8) ima kids (-2.8) ちはら台TFC (-2.8) 法典陸上クラブ (-2.8)

U13 100m 鍔田　莉緒 (6) 14.37 畑井　莉子 (6) 15.16 浅井　未亜 (6) 15.45 赤石　七海 (1) 15.53 西川　柚希 (1) 15.60 谷口　翔恋 (6) 17.31
予選22組(-2.2) みちるAC (-2.2) 船橋陸上クラブ (-2.2) 高野山小 (-2.2) 習志野四中 (-2.2) ちはら台南中 (-2.2) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (-2.2)

U13 100m 金杉　虹杏 (6) 14.61 西村　羽叶 (6) 14.84 八木　彩花 (1) 15.31 青山　千咲 (1) 15.85 下間　七彩 (1) 16.54 谷口　莉央 (6) 17.27
予選23組(-1.5) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (-1.5) 轟AC (-1.5) 木更津二中 (-1.5) 福栄中 (-1.5) 太田中 (-1.5) 法典陸上クラブ (-1.5)

U13 100m 清水　珠里菜 (1) 14.51 冨田　雫 (6) 14.65 林田　陽菜花 (1) 15.00 太田　樹里 (6) 15.85 内山　心海 (1) 16.22 永田　遙花 (1) 16.34
予選24組(-3.9) 松戸六中 (-3.9) みちるAC (-3.9) ちはら台南中 (-3.9) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (-3.9) 太田中 (-3.9) 習志野四中 (-3.9)

U13 100m 佐藤　瑠菜 (1) 14.04 糟谷　知穂 (6) 15.05 増澤　紗来 (1) 15.71 岡崎　芽衣菜 (1) 15.74 松田　歩未 (1) 16.06 土肥　明音 (6) 16.83
予選25組(-2.4) 松戸六中 (-2.4) 富津F.Jr陸上 (-2.4) 新松戸南中 (-2.4) 葛飾中 (-2.4) 市川四中 (-2.4) 吾妻ミラクル (-2.4)

U13 100m 高橋　侑亜 (1) 14.77 高橋　まりな (6) 14.89 津島　瑠月 (1) 15.26 平野　吏桜 (6) 15.36 伊藤　彩笑 (1) 16.74 糸日谷　さくら (6) 16.92 岡本　桃子 (6) 19.46
予選26組(-0.9) 鎌ケ谷中 (-0.9) 富津F.Jr陸上 (-0.9) 市川五中 (-0.9) SAA (-0.9) 生浜中 (-0.9) 轟AC (-0.9) 法典陸上クラブ (-0.9)

U13 100m 唐橋　柚依花 (1) 14.60 鹿野　紗菜 (1) 15.06 田中　真央 (6) 15.49 山仲　遥 (6) 15.72 坂梨　晄子 (1) 15.89 加茂　弥來 (6) 17.91 佐藤　梨亜 (6) 18.77
予選27組(-4.4) みちるAC (-4.4) 生浜中 (-4.4) 船橋陸上クラブ (-4.4) 浦安ｼﾞｭﾆｱ (-4.4) 太田中 (-4.4) 法典陸上クラブ (-4.4) 轟AC (-4.4)

U13 100m 大塚　実弥 (1) 14.60 錦織　百花 (1) 14.72 山本　華凛 (1) 15.14 江里口　凜 (1) 15.77 出口　璃珠 (1) 16.08 亀田　幸 (1) 16.38
予選28組(-3.3) 生浜中 (-3.3) 長浦中 (-3.3) 福栄中 (-3.3) 太田中 (-3.3) 木更津二中 (-3.3) 習志野四中 (-3.3)

U12 1000m 9 飯田　優里菜 (4) 3:28.22 野口　あやの (5) 3:36.68 戸村　万葉 (5) 3:36.99 櫻井　希羽 (5) 3:38.99 川口　妃菜 (5) 3:40.72 中崎　心紅 (4) 3:41.90 石川　未遥 (4) 3:41.97 赤塚　琉水 (4) 3:44.91
決勝 ima kids 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ ima kids 吾妻ミラクル 新木小AC 海神JAC ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ 東葛RC

17 野田　紗希 (5) 3:45.75 角野　優希 (5) 3:46.40 矢萩　芽衣 (4) 3:47.34 大木　陽愛 (5) 3:49.12 田村　心暖 (5) 3:49.27 河合　玲奈 (5) 3:50.46 今井　ひより (5) 3:50.79 越後　希天 (5) 3:51.19
君津ＭＳＣＲＣ 海神JAC 君津ＭＳＣＲＣ 新木小AC 新木小AC 吾妻ミラクル チーム柏 新木小AC
25 日向　珠加 (5) 3:51.55 入野　七瀬 (5) 4:08.37 宮川　紗衣 (5) 4:14.76 東　琴子 (5) 4:16.23 井口　珠彩 (4) 4:35.76 高橋　優香 (5) 4:57.31 福田　愛 (4) 4:59.02 山本　優羽 (4) 5:02.76
君津ＭＳＣＲＣ 轟AC 新木小AC 君津ＭＳＣＲＣ 轟AC 轟AC 幸はやぶさ 幸はやぶさ

審判長　立澤　勇(トラック）　吉原　廣（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）　　記録主任　黒田　泰三
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4位3位

CHIBA U13 ATHLETIC EVENT 2019

U13 1000m 加藤　来実 (6) 3:04.50 大畑　希來 (1) 3:05.53 木下　小雪 (6) 3:15.51 川上　栞 (6) 3:16.82 酒井　望叶 (6) 3:17.06 山田　古都音 (1) 3:21.88 飯田　美桜南 (6) 3:23.92 諸持　来望 (6) 3:25.47
決勝1組 東葛RC 土中 ima kids 野田ジュニア 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 柏三中 新木小AC ima kids

9 友井　呼亜 (1) 3:26.40 佐々木　結佳 (1) 3:28.69 長峰　莉海南 (6) 3:30.05 原田　恋永 (1) 3:33.02 日向　琉李 (6) 3:33.54 高橋　優花 (6) 3:33.84 斉藤　花凜 (6) 3:35.61 矢口　千陽乃 (1) 3:37.09
明海中 木更津二中 国分寺台西小 福栄中 君津ＭＳＣＲＣ 野田ジュニア チーム柏 ちはら台南中

17 森本　杏樹 (6) 3:41.68 倉田　彩愛 (1) 3:45.51 野口　美玖 (6) 3:46.14 鈴木　颯姫 (6) 3:47.92 吉田　朱里 (1) 3:51.19 岩館　世奈 (6) 3:52.53 高橋　慧美 (1) 3:53.14 福嶋　葵 (1) 3:54.29
野田ジュニア 松戸六中 長作AC 法典陸上クラブ 長浦中 吾妻ミラクル 葛飾中 高浜中
25 髙橋　伶奈 (6) 3:55.20 中村　華和 (6) 4:00.00 橘内　葵 (6) 4:07.25
法典陸上クラブ ちはら台TFC 法典陸上クラブ

U13 1000m 黒岩　桧菜子 (1) 3:14.64 小倉　栞奈 (1) 3:18.18 寺田　莉子 (6) 3:18.48 池澤　茜 (1) 3:19.08 山口　紗奈 (6) 3:19.65 小川　優希羽 (6) 3:21.44 岡田　望央 (1) 3:22.54 新倉　奈那子 (6) 3:24.17
決勝2組 福栄中 常盤松中 チーム柏 大津ケ丘中 ima kids ima kids 明海中 法典陸上クラブ

9 深尾　友理 (1) 3:27.05 松本　沙良 (6) 3:28.06 大西　穂乃香 (1) 3:29.03 松下　侑加 (1) 3:32.42 山村　柚乃 (1) 3:32.43 宮野原　叶芽 (6) 3:33.65 追分　爽心 (6) 3:34.08 有馬　汐栞 (6) 3:36.60
松戸六中 東葛RC 葛飾中 松戸二中 習志野二中 SAA 野田ジュニア 法典陸上クラブ

17 八角　あやめ (6) 3:37.09 田村　しずく (6) 3:37.28 川田　ななみ (6) 3:40.89 原　百花 (1) 3:42.55 宮川　結衣 (6) 3:42.57 伊藤　美春 (1) 3:43.41 安井　聖乃 (1) 3:50.19 財邉　ひより (6) 3:51.25
小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 東葛RC 鎌ヶ谷陸上クラブ 習志野四中 新木小AC ちはら台南中 松戸六中 野田ジュニア
25 松浦　千愛 (6) 3:53.36 新村　理子 (6) 3:54.51 中島　恵菜 (6) 3:56.24 嶋田　結夢 (6) 3:56.86 齊藤　瑞希 (1) 4:10.09
法典陸上クラブ 幸はやぶさ ＭＳＡＣ 君津ＭＳＣＲＣ ちはら台南中

U13 1000m 杉山　雫 (1) 3:09.85 増田　岬虹 (6) 3:12.43 石川　舞桜 (6) 3:14.82 手塚　蕾 (6) 3:15.26 鈴木　なお (1) 3:16.40 関根　輝星 (6) 3:19.34 吉田　夏美 (6) 3:20.65 水野　佑香 (6) 3:22.54
決勝3組 大津ケ丘中 チーム柏 ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ ima kids ちはら台南中 チーム柏 チーム柏 ima kids

9 山﨑　美緒 (1) 3:24.01 遠山　心絆 (6) 3:25.49 平　留璃 (1) 3:25.75 荒河　詩音 (6) 3:30.68 金子　彩和佳 (1) 3:33.92 阿部　美月 (6) 3:35.83 島野　由菜 (1) 3:36.72 中川　碧唯 (1) 3:36.77
小金南中 ima kids 習志野二中 富津F.Jr陸上 松戸六中 ちはら台TFC 木更津二中 長浦中

17 石井　凜 (6) 3:37.23 橋本　梨愛 (6) 3:38.03 菊地　愛榎 (6) 3:39.71 戸塚　かんな (6) 3:39.94 日野　香里奈 (1) 3:40.13 岩堀　小遙 (6) 3:40.43 岩渕　陽香 (6) 3:40.81 原崎　虹名 (6) 3:44.19
新木小AC 法典陸上クラブ SAA 野田ジュニア 習志野四中 海神JAC 法典陸上クラブ みちるAC

25 藤下　真愛 (6) 3:47.45 金子　亜依 (1) 3:52.82 光井　結 (6) 3:58.30 熊谷　結衣 (1) 4:04.85 前田　純香 (6) 4:21.00
高野山小 葛飾中 東葛RC 福栄中 幸はやぶさ

共通80mH 渡邉　まや (1) 17.40 有澤　咲樹 (6) 19.24 小髙　璃子 (6) 19.45
予選1組(-2.9) 太田中 (-2.9) みちるAC (-2.9) ちはら台TFC (-2.9)

共通80mH 倉根　珠美怜 (1) 14.97 井上　美海 (6) 15.50 都築　桜子 (5) 15.98 森尾　奈々子 (6) 16.99 橋口　千愛 (5) 18.22 入澤　千華 (5) 18.56 松永　奈々 (1) 18.60
予選2組(-3.6) 習志野四中 (-3.6) 船橋陸上クラブ (-3.6) 流山ホークアイ (-3.6) ちはら台TFC (-3.6) 新木小AC (-3.6) 新木小AC (-3.6) 美浜中 (-3.6)

共通80mH 重黒木　葵生 (1) 14.26 稲生　絢心 (6) 15.21 川本　桜 (6) 15.32 山屋　百楓 (1) 15.59 吉田　結 (1) 15.63 盛定　涼風 (6) 15.77 佐藤　菜々海 (6) 16.01
予選3組(-0.9) 習志野四中 (-0.9) 吾妻ミラクル (-0.9) 吾妻ミラクル (-0.9) 習志野五中 (-0.9) 習志野五中 (-0.9) 新木小AC (-0.9) 新木小AC (-0.9)

共通80mH 遠藤　唯華 (6) 14.52 阿部　夏海 (1) 14.66 中野　清華 (1) 15.01 浅野　麻衣 (6) 15.70 鈴木　杏羽 (6) 16.10 樽見　楓果 (1) 19.29
予選4組(-2.1) ima kids (-2.1) 御宿中 (-2.1) 習志野五中 (-2.1) 吾妻ミラクル (-2.1) SAA (-2.1) 美浜中 (-2.1)

共通80mH 坂田　涼音 (6) 13.24 大関　芽唯 (6) 13.78 多田　藍璃 (6) 13.85 小林　蓮佳 (6) 14.11 篠原　みゆ (5) 14.87 猪野　彩奈 (6) 15.56 野口　涼呂 (6) 15.97 根本　夏鈴 (6) 16.40
予選5組(-2.5) 祇園陸上クラブ (-2.5) チーム柏 (-2.5) ima kids (-2.5) 新木小AC (-2.5) ima kids (-2.5) SAA (-2.5) ima kids (-2.5) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (-2.5)

共通4X100mR SAA 55.73 船橋陸上クラブ 56.98 吾妻ミラクルA 57.28 市川五中 58.81 法典陸上クラブ 1:00.08 海神JAC 1:05.24 長作AC 1:06.24
予選1組 金﨑　美羽 (6) 佐々木　柚夏 (6) 高橋　愛音 (6) 坂本　芽琉 (1) 関根　優花 (6) 中崎　心紅 (4) 鎌形　愛紗 (6)

松本　佳乃 (6) 田中　真央 (6) 田野　央夢 (6) 田中　萌生 (1) 宇佐見　彩花里 (6) 角野　優希 (5) 野口　美玖 (6)
平野　吏桜 (6) 篠﨑　友南 (6) 奈良　和奏 (6) 泉谷　珠菜 (1) 川上　珠璃 (6) 戸次　結香 (4) 渡邊　夕華 (4)
笠野　心結 (1) 池井　友菜 (6) 浅野　麻衣 (6) 津島　瑠月 (1) 大橋　和佳 (6) 町田　夏葵 (5) 橋本　愛絆 (4)

共通4X100mR みちるAC A 50.45 ima kids 51.21 習志野四中 55.53 新木小AC 57.37 流山ホークアイ 57.53 新松戸南中B 57.96 高野山小A 59.96
予選2組 金子　美月 (1) 山田　姫蘭 (6) 稲垣　優衣 (1) 飯田　美桜南 (6) 都築　桜子 (5) 牟田　花那 (1) 浅井　未亜 (6)

宇山　理央 (1) 山﨑　蒼海 (5) 辻村　碧彩 (1) 林　采奈 (5) 黒木　彩音 (5) 福井　咲 (1) 兼平　しずく (5)
オビアコ　慈那 (1) 伊藤　優亜 (5) 遠井　琴羽 (1) ｼﾞｬｼﾝﾘﾔﾅｹﾞ　あゆみ (5) 加藤　雅姫 (1) 増澤　紗来 (1) 菅原　愛空 (5)
美代　妃美莉 (1) 長谷川　愛良 (6) 重黒木　葵生 (1) 小林　蓮佳 (6) 吉田　桃子 (1) 片岡　光 (1) 浅野　茜 (5)

共通4X100mR みちるAC B 56.16 鎌ケ谷中 57.92 轟AC 59.31 美浜中 1:01.15 吾妻ミラクルB 1:01.35 高野山小B 1:05.47
予選3組 冨田　雫 (6) 高橋　侑亜 (1) 渡邉　華音 (6) 原　はあと (1) 甲斐　彩葉 (6) 澤登　紀杏 (6)

岡田　理奈 (6) 竹下　由菜 (1) 西村　羽叶 (6) 松永　奈々 (1) 石井　結菜 (6) 藤下　真愛 (6)
鍔田　莉緒 (6) 中村　藍 (1) 木村　美紅 (6) 立花　姫和 (1) 川本　桜 (6) 中橋　香奏 (6)
鍔田　茉緒 (6) 村口　結菜 (1) 森田　菜月 (5) 樽見　楓果 (1) 稲生　絢心 (6) 小島　弓依 (6)

共通4X100mR 松戸六中 54.71 新松戸南中A 56.01 習志野五中 56.19 富津F.Jr陸上 56.76 習志野二中 56.82 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 57.44 勝浦ジュニア 58.56
予選4組 若松　佳奈 (1) 都　優恵 (1) 鳩　藍良 (1) 高橋　まりな (6) 平　寧々 (1) 多田　りり子 (6) 佐瀬　梨亜菜 (6)

大槻　果穂 (1) 小野島　陽菜 (1) 中野　清華 (1) 糟谷　知穂 (6) 小林　未来 (1) 武内　こまち (5) 秋場　凜 (6)
清水　珠里菜 (1) 八木　南海 (1) 森本　結菜 (1) 川井　菜々子 (6) 村上　玲音 (1) 塚本　菜月 (5) 麻生　七菜海 (6)
佐藤　瑠菜 (1) 高田　千愛 (1) 佐藤　妃英 (1) 清水　結衣 (5) 平　留璃 (1) 太田　樹里 (6) 片岡　未空 (6)

審判長　立澤　勇(トラック）　吉原　廣（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）　　記録主任　黒田　泰三



No 4
主催千葉陸上競技協会
主管千葉陸上競技協会

大会コード 19 12 0311 千葉県小中学校体育連盟陸競技部
競技場コード 121010

種目 2位1位 8位5位 6位 7位

記録一覧表（女子）
令和元年９月２３日（月）

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

4位3位

CHIBA U13 ATHLETIC EVENT 2019

共通4X100mR 葛飾中 56.44 太田中 56.70 ちはら台TFC 57.07 東邦中 57.51 木更津二中 59.37 成田陸上クラブ 59.73
予選5組 上永野　恵茉 (1) 小池　美桜 (1) 飯島　優花 (6) 箱田　心美 (1) 八木　彩花 (1) 山口　莉裟 (6)

櫻井　空 (1) 園田　ゆい (1) 伊藤　叶恋 (6) 宇宿　綾乃 (1) 出口　璃珠 (1) 飯田　琴音 (6)
永吉　マリン (1) 武藤　礼奈 (1) 伊東　奈桜 (6) 市原　和佳奈 (1) 宮城　伶美 (1) 鹿沼　琉夏 (6)

関　美結 (1) 江里口　凜 (1) 森尾　奈々子 (6) 西岡　栄美 (1) 石井　玲衣 (1) 松葉屋　絢菜 (6)
共通走高跳 9 西畑　美音 (6) 1m20 10 武田　柚暖 (5) 1m20 10 河口　こころ (6) 1m20 12 川上　葵 (1) 1m20 12 松本　佳音里 (1) 1m20 14 齋藤　めい (1) 1m20 15 鈴木　真実 (1) 1m15 16 北山　茉莉花 (1) 1m15

決勝 SAA SAA SAA 生浜中 市川四中 生浜中 松戸六中 習志野四中
17 西岡　栄美 (1) 1m15 18 金澤　紬麦 (5) 1m10 19 外山　菜結 (5) 1m10

東邦中 SAA 新木小AC
共通走幅跳 9 有本　実花 (1) 4m26 福田　妃來 (6) 4m25 松葉屋　絢菜 (6) 4m19 田中　理桜 (6) 4m17 大槻　果穂 (1) 4m17 小野寺　杏 (6) 4m11 吉田　桃子 (1) 4m08 五十嵐　るり花 (6) 4m03

決勝 葛飾中 (+6.7) 野田ジュニア (+4.2) 成田陸上クラブ (+5.4) クレンサAC (+3.4) 松戸六中 (+4.4) SAA (+2.5) 流山ホークアイ (+3.5) いんばジュニア (+3.6)
17 横峯　あいる (1) 3m99 蔭山　知春 (6) 3m97 井上　実咲希 (1) 3m90 角田　歩果 (1) 3m88 中條　瑠奈 (5) 3m87 野尻　結心 (6) 3m83 関　美結 (1) 3m81 遠山　晴風 (6) 3m79

太田中 (+6.9) 船橋陸上クラブ (+3.5) 小金南中 (+7.1) 周西南中 (+3.2) SAA (+4.2) 船橋陸上クラブ (+3.0) 葛飾中 (+4.5) 浦安ｼﾞｭﾆｱ (+6.7)
25 川口　さくら (6) 3m75 仲村　利花 (1) 3m75 麻生　七菜海 (6) 3m70 坂本　芽琉 (1) 3m69 稲垣　優衣 (1) 3m68 金丸　智尋 (1) 3m64 若菜　葵 (1) 3m59 大野　夏楓 (5) 3m57

ima kids (+1.0) 習志野二中 (+5.7) 勝浦ジュニア (+3.5) 市川五中 (+3.4) 習志野四中 (-1.7) 葛飾中 (+0.6) 生浜中 (+4.0) ちはら台TFC (+3.3)
33 関本　晴加 (5) 3m56 村口　結菜 (1) 3m52 伊能勢　美咲 (6) 3m48 小野　里美 (1) 3m46 粟田　榛 (1) 3m46 瓜生　あおい (1) 3m45 忰田　天夏 (1) 3m38 新井　麻優 (1) 3m37

みちるAC (+4.2) 鎌ケ谷中 (+2.1) 新木小AC (+6.8) 小金南中 (+4.5) 高浜中 (+4.4) 福栄中 (+2.1) 葛飾中 (+2.0) 習志野四中 (+6.9)
41 田名部　仁美 (6) 3m36 黒木　彩音 (5) 3m35 高橋　萌愛 (5) 3m34 山﨑　美里 (5) 3m32 白戸　さゆり (1) 3m32 松井　友香 (6) 3m32 加藤　光真 (4) 3m28 浅田　りの (6) 3m23

浦安ｼﾞｭﾆｱ (+3.1) 流山ホークアイ (+0.4) 野田ジュニア (+5.5) SAA (+8.4) 生浜中 (+3.8) ちはら台TFC (+5.6) SAA (+3.8) ima kids (+4.3)
49 林川　美宝 (1) 3m23 浅野　茜 (5) 3m21 中村　朋香 (1) 3m15 原　遥佳 (1) 3m11 村上　藤子 (1) 3m06 永島　彩音 (6) 2m93 小谷津　莉緒 (4) 2m75 田村　栞奈 (4) 2m07

生浜中 (+3.3) 高野山小 (+1.5) 葛飾中 (-1.0) 鎌ケ谷中 (+6.2) 生浜中 (+2.8) 浦安ｼﾞｭﾆｱ (+4.3) 流山ホークアイ (+5.4) 新木小AC (+1.2)
共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 9 高野　友楠 (5) 27m49 立花　姫和 (1) 25m70 小島　弓依 (6) 24m62 栗原　愛未 (6) 24m47 村田　心春 (1) 24m47 石井　陽奈 (1) 23m66 伊藤　叶奈 (5) 23m55 佐藤　陽葵 (1) 23m35

決勝 いんばジュニア 美浜中 高野山小 我孫子第四小 市川四中 市川四中 習志野ＮＢＳ 船橋旭中
17 村上　紗那 (6) 23m13 西川　綾乃 (4) 18m07 新村　夏愛 (4) 17m97 大年　乃愛 (1) 17m78 佐藤　真那香 (4) 16m38 三科　妃奈乃 (4) 12m29 川島　凜華 (4) 12m15 毛利　姫苺璃 (4) 11m59

浦安ｼﾞｭﾆｱ ima kids 幸はやぶさ 鎌ケ谷中 法典陸上クラブ 法典陸上クラブ 法典陸上クラブ 法典陸上クラブ

25 岡本　芽依 (4) 11m32
法典陸上クラブ

GR：大会記録

審判長　立澤　勇(トラック）　吉原　廣（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）　　記録主任　黒田　泰三



主催 千葉陸上競技協会
主管 千葉陸上競技協会

大会コード 19 12 0311 千葉県小中学校体育連盟陸上競技部
競技場コード 121010

種目
伊藤　優亜 (5) 13.73 山﨑　蒼海 (5) 13.79 鹿田　夕菜 (4) 14.69 塚本　菜月 (5) 14.86 武田　珊瑚 (5) 14.96 清水　結衣 (5) 15.00 佐藤　樹奈 (5) 15.05 原　佑奈 (5) 15.15
ima kids (-2.3) ima kids (-1.5) チーム柏 (-2.9) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (-1.7) SAA (-0.7) 富津F.Jr陸上 (-1.3) 船橋陸上クラブ (-1.7) 新松戸西小 (-2.3)
山田　姫蘭 (6) 13.47 笠野　心結 (1) 13.55 井合　芽依 (1) 13.63 八木　南海 (1) 13.96 佐藤　瑠菜 (1) 14.04 石川　愛奈 (1) 14.16 辻村　碧彩 (1) 14.19 鍔田　莉緒 (6) 14.37
ima kids (-2.9) SAA (-1.8) ちはら台南中 (-2.9) 新松戸南中 (-1.1) 松戸六中 (-2.4) 井野中 (-0.2) 習志野四中 (-4.7) みちるAC (-2.2)
弦巻　心遥 (5) 3:17.11 加藤　真緒 (5) 3:18.14 稚名　美月 (5) 3:18.43 鶴岡　美佑 (4) 3:21.47 米本　愛椛 (4) 3:21.57 長塚　結南 (4) 3:24.36 中山　心音 (5) 3:25.44 片岡　結愛 (5) 3:25.48
新木小AC 牧園小 ima kids ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ 東葛RC 東葛RC 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 東葛RC
加藤　来実 (6) 3:04.50 大畑　希來 (1) 3:05.53 杉山　雫 (1) 3:09.85 増田　岬虹 (6) 3:12.43 黒岩　桧菜子 (1) 3:14.64 石川　舞桜 (6) 3:14.82 手塚　蕾 (6) 3:15.26 木下　小雪 (6) 3:15.51

東葛RC 土中 大津ケ丘中 チーム柏 福栄中 ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ ima kids ima kids
坂田　涼音 (6) 13.24 大関　芽唯 (6) 13.78 多田　藍璃 (6) 13.85 小林　蓮佳 (6) 14.11 重黒木　葵生 (1) 14.26 遠藤　唯華 (6) 14.52 阿部　夏海 (1) 14.66 篠原　みゆ (5) 14.87
祇園陸上クラブ (-2.5) チーム柏 (-2.5) ima kids (-2.5) 新木小AC (-2.5) 習志野四中 (-0.9) ima kids (-2.1) 御宿中 (-2.1) ima kids (-2.5)
みちるAC A 50.45 ima kids 51.21 松戸六中 54.71 習志野四中 55.53 SAA 55.73 新松戸南中A 56.01 みちるAC B 56.16 習志野五中 56.19
金子　美月 (1) 山田　姫蘭 (6) 若松　佳奈 (1) 稲垣　優衣 (1) 金﨑　美羽 (6) 都　優恵 (1) 冨田　雫 (6) 鳩　藍良 (1)
宇山　理央 (1) 山﨑　蒼海 (5) 大槻　果穂 (1) 辻村　碧彩 (1) 松本　佳乃 (6) 小野島　陽菜 (1) 岡田　理奈 (6) 中野　清華 (1)
オビアコ　慈那 (1) 伊藤　優亜 (5) 清水　珠里菜 (1) 遠井　琴羽 (1) 平野　吏桜 (6) 八木　南海 (1) 鍔田　莉緒 (6) 森本　結菜 (1)
美代　妃美莉 (1) 長谷川　愛良 (6) 佐藤　瑠菜 (1) 重黒木　葵生 (1) 笠野　心結 (1) 高田　千愛 (1) 鍔田　茉緒 (6) 佐藤　妃英 (1)
中村　藍 (1) 1m37 小野　啓里 (6) 1m31 上永野　恵茉 (1) 1m28 山口　琴巴 (1) 1m25 4 鈴木　和花 (1) 1m25 4 塚田　百南 (6) 1m25 ﾐｶ ｼﾞｪｼｶ ﾏｲﾅｷｰ (6) 1m20 7 若松　佳奈 (1) 1m20
鎌ケ谷中 富津F.Jr陸上 葛飾中 ちはら台南中 長浦中 我孫子第四小 我孫子第四小 松戸六中

長谷川　愛良 (6) 4m85 佐山　凛香 (6) 4m65 武藤　礼奈 (1) 4m57 竹下　由菜 (1) 4m53 倉田　心夏 (6) 4m35 片野　さくら (1) 4m33 阿部　ひかり (1) 4m28 鳩　藍良 (1) 4m28
ima kids (+1.9) ima kids (+2.5) 太田中 (+7.3) 鎌ケ谷中 (+6.0) 船橋陸上クラブ (+4.5) 印旛中 (+4.6) 福栄中 (+3.6) 習志野五中 (+3.3)

日比生　希実 (6) 39m77 福井　心 (6) 38m58 川島　詩葉 (6) 35m88 齋藤　菜柚 (1) 34m21 加藤　莉央 (6) 31m14 田中　心葉 (6) 31m06 小野寺　結菜 (1) 30m32 戸倉　千夏 (6) 27m53
ima kids 船橋陸上クラブ 船橋陸上クラブ 印旛中 我孫子第四小 ima kids 太田中 いんばジュニア

共通80mH:高さ0.700m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ7.00m　台数9台　スタートから1台目 13m　9台目からﾌｨﾆｯｼｭ 11m
審判長　立澤　勇(ﾄﾗｯｸ)　吉原　廣(ﾌｨｰﾙﾄﾞ) 記録主任　黒田　泰三

8位1位 2位 3位 4位 7位5位 6位

共通4X100mR

共通走高跳

共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

共通走幅跳

U13 1000m

共通80mH

U12 100m

U13 100m

決勝 Top 8 記録一覧表（女子）

令和元年９月２３日（月）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

U12 1000m

CHIBA U13 ATHLETIC EVENT 2019




