
女子100mH(0.838m)

県記録(CR)              13.08     石野　真美(千葉・長谷川体育施設)      2006.10.22

タイムレース 14組

1組 風:+2.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 6 952 山形　今日子 (高３) ﾔﾏｶﾞﾀ ｷｮｳｺ 千葉 市立船橋高 15.19
2 5 1558 猿田　綸咲  千葉 専修大松戸高 15.33
3 3 839 福田　真理菜 (高３) ﾌｸﾀﾞ ﾏﾘﾅ 千葉 敬愛学園高 15.38
4 1 419 田中　玲奈 (高３) ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ 千葉 東京学館高 15.73
5 2 957 山野井　香織 (高３) ﾔﾏﾉｲ ｶｵﾘ 千葉 市立船橋高 15.74
6 4 245 奥崎　咲希 (高３) ｵｸｻﾞｷ ｻｷ 千葉 横芝敬愛高 15.78
7 7 928 鈴木　美羽 (高１) ｽｽﾞｷ ﾐｳ 千葉 市立船橋高 16.05
8 8 1762 佐藤　優 (高３) ｻﾄｳ ﾕｳ 千葉 柏日体高 16.87

2組 風:+2.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 5 925 飯田　舞波 (高１) ｲｲﾀﾞ ﾏｲﾊ 千葉 市立船橋高 16.50
2 6 1532 金井　悠花 (高３) ｶﾅｲ ﾕｳｶ 千葉 松戸馬橋高 16.57
3 2 964 小川　愛歌 (高２) ｵｶﾞﾜ ｱｲｶ 千葉 市立船橋高 17.00
4 1 1505 千葉　鮎美 (高３) ﾁﾊﾞ ｱﾕﾐ 千葉 松戸高 17.09
5 7 453 宮本　直佳 (高３) ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｶ 千葉 千葉黎明高 17.19
6 8 1156 今井　真優美 (高１) ｲﾏｲ ﾏﾕﾐ 千葉 東海大浦安高 17.80
7 3 1760 櫻井　由紀乃 (高１) ｻｸﾗｲ ﾕｷﾉ 千葉 柏日体高 19.64

4 370 中島　美咲 (高３) ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ 千葉 成田高 DNS

3組 風:+1.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 5 965 黒田　有里 (高２) ｸﾛﾀﾞ ﾕﾘ 千葉 市立船橋高 16.48
2 8 1509 海上　玲菜 (高３) ｶｲｼﾞｮｳ ﾚｲﾅ 千葉 小金高 16.86
3 7 814 高山　奈美 (高３) ﾀｶﾔﾏ ﾅﾐ 千葉 市立千葉高 17.60
4 6 272 平野　栞 (高３) ﾋﾗﾉ ｼｵﾘ 千葉 銚子高 17.66
5 4 9 高根沢　唯 (高３) ﾀｶﾈｻﾞﾜ ﾕｲ 千葉 姉崎高 17.70
6 1 824 堀ノ内　美月 (高３) ﾎﾘﾉｳﾁ ﾐｽﾞｷ 千葉 市立稲毛高 18.38
7 3 509 尾崎　類 (高１) ｵｻﾞｷ ﾙｲ 千葉 八千代松陰高 18.45
8 2 1061 小田嶋　茜子 (高２) ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｱｶﾈ 千葉 国分高 18.78

4組 風:+0.6

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 8 1757 工藤　莉可子 (高１) ｸﾄﾞｳ ﾘｶｺ 千葉 柏日体高 17.11
2 3 840 茂木　未来 (高３) ﾓﾃｷﾞ ﾐｸ 千葉 敬愛学園高 18.08
3 5 1926 石井　まゆ (高２) ｲｼｲ ﾏﾕ 千葉 県立船橋 18.24
4 2 494 猿山　遼子 (高３) ｻﾙﾔﾏ ﾘｮｳｺ 千葉 八千代東高 18.69
5 7 773 直江　遥 (高２) ﾅｵｴ ﾊﾙｶ 千葉 柏井高 19.62

1 838 宮　杏奈 (高３) ﾐﾔ ｱﾝﾅ 千葉 敬愛学園高 DNS
4 907 大西　麻紀 (高１) ｵｵﾆｼ ﾏｷ 千葉 佐倉南高 DNS
6 1542 石崎　里佳 (高３) ｲｼｻﾞｷ ﾘｶ 千葉 市立松戸高 DNS

記録主任：岩脇　充司

4月14日 09:30 タイムレース

審 判 長：中村要一･今井淳史
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県記録(CR)              13.08     石野　真美(千葉・長谷川体育施設)      2006.10.22

記録主任：岩脇　充司

4月14日 09:30 タイムレース

審 判 長：中村要一･今井淳史

5組 風:+1.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 6 207 小関　伽恋 (高２) ｺｾｷ ｶﾚﾝ 千葉 東金高 16.76
2 8 202 吉川　優梨 (高３) ﾖｼｶﾜ ﾕﾘ 千葉 東金高 16.97
3 7 337 柳原　杏菜 (高２) ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｱﾝﾅ 千葉 佐原柏陽高 17.92
4 1 1839 山田　佳奈 (高２) ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 千葉 柏日体高 18.02
5 5 805 荒川　真紀 (高２) ｱﾗｶﾜ ﾏｷ 千葉 犢橋高 18.17
6 4 751 寺澤　明佳里 (高２) ﾃﾗｻﾞﾜ ｱｶﾘ 千葉 幕張総合高 19.63

2 630 原　華子 (高１) ﾊﾗ ﾊﾅｺ 千葉 若松高 DNS
3 505 高岸　彩子 (高１) ﾀｶｷﾞｼ ｱﾔｺ 千葉 八千代松陰高 DNS

6組 風:+3.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 4 1514 井手　菜美子 (高２) ｲﾃﾞ ﾅﾐｺ 千葉 松戸国際高 17.30
2 8 482 南　沙佳 (高３) ﾐﾅﾐ ｻﾖ 千葉 八千代高 17.56
3 5 912 三浦　夏穂 (高３) ﾐｳﾗ ｶﾎ 千葉 船橋芝山高 17.84
4 6 283 青柳　里佳 (高３) ｱｵﾔｷﾞ ﾘｶ 千葉 銚子商高 18.38
5 3 1823 川島　千佳 (高２) ｶﾜｼﾏ ﾁｶ 千葉 小金高 18.61
6 7 624 中野　志穂 (高２) ﾅｶﾉ ｼﾎ 千葉 若松高 18.98
7 2 69 堀込　愛 (高３) ﾎﾘｺﾐ ｱｲ 千葉 木更津東高 21.60

1 246 川口　彩乃 (高３) ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 千葉 横芝敬愛高 DNS

7組 風:+0.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 5 1975 山口　由真 (高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾏ 千葉 長生高 18.03
2 4 5 中村　友香 (高３) ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 千葉 姉崎高 18.19
3 8 115 鈴木　絢子 (高３) ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 千葉 安房高 18.21
4 6 351 轡田　のぞみ (高２) ｸﾂﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 千葉 成田国際高 18.99
5 3 84 蕪野　亜紀 (高２) ｶﾌﾞﾉ ｱｷ 千葉 木更津総合高 19.33
6 7 339 五木田　綾音 (高３) ｺﾞｷﾀ ｱﾔﾈ 千葉 多古高 20.02

1 1683 山内　花奈美 (高１) ﾔﾏｳﾁ ｶﾅﾐ 千葉 柏陵高 DNS
2 894 三瓶　彩香 (高１) ｻﾝﾍﾟｲ ｱﾔｶ 千葉 薬園台高 DNS

8組 風:+3.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 8 130 新藤　未来 (高２) ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｸ 千葉 館山総合高 17.92
2 3 831 野本　真衣 (高１) ﾉﾓﾄ ﾏｲ 千葉 成田国際高 18.30
3 5 533 嘉規　優羽 (高２) ｶｷ ﾕｳﾊ 千葉 八千代松陰高 18.40
4 1 1146 宇田川　彩那 (高３) ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 千葉 不二女高 18.65
5 6 530 江口　紗月 (高２) ｴｸﾞﾁ ｻﾂｷ 千葉 八千代松陰高 18.90
6 4 25 村上　渚 (高２) ﾑﾗｶﾐ ﾅｷﾞｻ 千葉 東海大望洋高 19.14
7 2 1550 見小田　咲希 (高２) ﾐｺﾀﾞ ｻｷ 千葉 市立松戸高 19.41

7 299 青野　未歩 (高２) ｱｵﾉ ﾐﾕ 千葉 市立銚子高 DNS

9組 風:+2.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 4 657 横田　美葵 (高３) ﾖｺﾀ ﾐｷ 千葉 千葉女高 17.98
2 7 309 山中　里紗 (高３) ﾔﾏﾅｶ ﾘｻ 千葉 小見川高 18.91
3 1 811 石出　智美 (高３) ｲｼﾃﾞ ﾄﾓﾐ 千葉 市立千葉高 19.34
4 3 341 金岡　彩奈 (高３) ｶﾅｵｶ ｱﾔﾅ 千葉 多古高 19.42
5 5 738 伊藤　優里 (高３) ｲﾄｳ ﾕﾘ 千葉 幕張総合高 19.75
6 2 596 一木　ゆかり (高２) ｲﾁｷ ﾕｶﾘ 千葉 千葉商高 20.23
7 8 1714 田中　菜津恵 (高３) ﾀﾅｶ ﾅﾂｴ 千葉 柏中央高 21.21

6 343 佐藤　綾音 (高２) ｻﾄｳ ｱﾔﾈ 千葉 多古高 DNS
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記録主任：岩脇　充司

4月14日 09:30 タイムレース

審 判 長：中村要一･今井淳史

10組 風:+1.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 7 551 早坂　美奎 (高２) ﾊﾔｻｶ ﾐｹｲ 千葉 津田沼高 18.01
2 6 1037 手島　吏絵 (高２) ﾃｼﾏ ﾘｴ 千葉 鎌ヶ谷西高 18.25
3 2 886 湯下　ひかり (高２) ﾕｼﾀ ﾋｶﾘ 千葉 薬園台高 18.87
4 8 7 露崎　千尋 (高３) ﾂﾕｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 千葉 姉崎高 19.31
5 1 706 鴇田　文菜 (高２) ﾄｷﾀ ﾌﾐﾅ 千葉 千葉北高 19.85
6 3 190 朝倉　里帆 (高２) ｱｻｸﾗ ﾘﾎ 千葉 茂原高 20.36
7 5 1675 安藤　菜月 (高３) ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾂｷ 千葉 柏南高 21.61

4 297 溝口　芽子 (高２) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾒｲｺ 千葉 市立銚子高 DNS

11組 風:+1.3

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 3 570 幾良　友紀子 (高２) ｲｸﾗ ﾕｷｺ 千葉 市立習志野高 18.81
2 4 782 田岡　なつみ (高３) ﾀｵｶ ﾅﾂﾐ 千葉 千葉西高 19.00
3 6 101 坂本　光希 (高３) ｻｶﾓﾄ ﾐｷ 千葉 君津高 19.24
4 8 695 中西　正恵 (高３) ﾅｶﾆｼ ﾏｻｴ 千葉 検見川高 19.27
5 5 57 水戸　千晴 (高３) ﾐﾄ ﾁﾊﾙ 千葉 木更津高 19.49
6 1 908 菅井　歩美 (高２) ｽｶﾞｲ ｱﾕﾐ 千葉 船橋啓明高 19.78
7 2 18 古寺　広佳 (高３) ﾌﾙﾃﾗ ﾋﾛｶ 千葉 東海大望洋高 21.33
8 7 432 金子　恵 (高２) ｶﾈｺ ﾒｸﾞﾐ 千葉 佐倉高 22.18

12組 風:+1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 8 1672 玉井　知穂 (高３) ﾀﾏｲ ｼﾎ 千葉 柏南高 19.60
2 3 129 佐久間　涼香 (高３) ｻｸﾏ ｽｽﾞｶ 千葉 館山総合高 19.78
3 1 1151 田久保　淳佳 (高２) ﾀｸﾎﾞ ｽｽﾞｶ 千葉 不二女高 20.12
4 4 76 鈴木　麻実 (高３) ｽｽﾞｷ ｱｻﾐ 千葉 木更津総合高 20.39
5 7 1237 松枝　亜美 (高２) ﾏﾂｴﾀﾞ ｱﾐ 千葉 昭和学院秀英高 20.67
6 5 31 大河原　希 (高２) ｵｵｶﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 千葉 市原中央高 21.51

2 312 宮本　明美 (高２) ﾐﾔﾓﾄ ｱｹﾐ 千葉 小見川高 DNS
6 1107 濤岡　歩夏 (高３) ﾅﾐｵｶ ｱﾕｶ 千葉 和洋国府台女高 DNS

13組 風:+0.6

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 5 743 川瀬　早紀 (高３) ｶﾜｾ ｻｷ 千葉 幕張総合高 19.39
2 6 760 長谷川　千晶 (高２) ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｱｷ 千葉 幕張総合高 20.02
3 3 128 津嶋　眞弥 (高３) ﾂｼﾏ ﾏﾔ 千葉 館山総合高 20.17
4 7 867 新城　知佳 (高２) ｼﾝｼﾞｮｳ ﾁｶ 千葉 昭和学院秀英高 21.09
5 4 1896 近藤　彩乃 (高２) ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 千葉 船橋芝山高 21.12
6 8 469 秋山　杏樹 (高３) ｱｷﾔﾏ ｱﾝｼﾞｭ 千葉 愛国四街道高 24.73

2 1684 湊　遙香 (高１) ﾐﾅﾄ ﾊﾙｶ 千葉 柏陵高 DNS

14組 風:+2.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 3 759 細川　由衣 (高２) ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 千葉 幕張総合高 20.22
2 5 425 多田　一葉 (高２) ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 千葉 東京学館高 20.43
3 8 785 田畑　沙恵子 (高２) ﾀﾊﾞﾀ ｻｴｺ 千葉 千葉西高 20.91
4 6 541 山口　えり (高３) ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘ ｴﾘ 千葉 千葉英和高 21.07
5 7 882 鈴木　美羅 (高１) ｽｽﾞｷ ﾐﾗ 千葉 東邦大東邦高 25.68
6 4 573 鈴木　亜季 (高１) ｽｽﾞｷ ｱｷ 千葉 東邦大東邦高 25.79

2 1991 宮崎　莉子 (高１) ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｺ 千葉 千葉学芸高 DNS
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