
女子400mH(0.762m)

県記録(CR)              58.55     日色　さおり(千葉・成田高)            1998.10.26

タイムレース 9組

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 682 清水　友紀(高２) ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 千葉 千葉東高 1:04.42
2 3 419 田中　玲奈(高３) ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ 千葉 東京学館高 1:05.31
3 8 683 坂倉　有紀(大学) ｻｶｸﾗ ﾕｷ 千葉 日本大　 1:06.71
4 7 211 中山　可奈子(高２) ﾅｶﾔﾏ ｶﾅｺ 千葉 東金商高 1:08.35
5 2 964 小川　愛歌(高２) ｵｶﾞﾜ ｱｲｶ 千葉 市立船橋高 1:08.65
6 4 683 角谷　理紗(高２) ｽﾐﾔ ﾘｻ 千葉 千葉東高 1:09.51
7 5 802 薄井　沙季(大学) ｳｽｲ ｻｷ 千葉 文教大 1:09.73
8 1 839 福田　真理菜(高３) ﾌｸﾀﾞ ﾏﾘﾅ 千葉 敬愛学園高 1:12.11

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 222 市原　あかり(高３) ｲﾁﾊﾗ ｱｶﾘ 千葉 成東高 1:06.56
2 3 965 黒田　有里(高２) ｸﾛﾀﾞ ﾕﾘ 千葉 市立船橋高 1:07.21
3 4 957 山野井　香織(高３) ﾔﾏﾉｲ ｶｵﾘ 千葉 市立船橋高 1:07.82
4 5 453 宮本　直佳(高３) ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｶ 千葉 千葉黎明高 1:08.23
5 7 1509 海上　玲菜(高３) ｶｲｼﾞｮｳ ﾚｲﾅ 千葉 小金高 1:10.95
6 2 860 三戸　千春(高３) ﾐﾄ ﾁﾊﾙ 千葉 昭和学院秀英高 1:11.43
7 1 201 内木　光(高３) ﾅｲｷ ﾋｶﾙ 千葉 東金高 1:11.74

8 323 和田　真海(高３) ﾜﾀﾞ ﾏﾐ 千葉 佐原高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 914 高橋　春花(高３) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 千葉 船橋芝山高 1:08.37
2 7 814 高山　奈美(高３) ﾀｶﾔﾏ ﾅﾐ 千葉 市立千葉高 1:09.40
3 6 1061 小田嶋　茜子(高２) ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｱｶﾈ 千葉 国分高 1:10.55
4 1 890 岩崎　藍花(高２) ｲﾜｻｷ ｱｲｶ 千葉 薬園台高 1:11.36
5 4 824 堀ノ内　美月(高３) ﾎﾘﾉｳﾁ ﾐｽﾞｷ 千葉 市立稲毛高 1:11.54

2 298 佐久間　唯(高２) ｻｸﾏ ﾕｲ 千葉 市立銚子高 DNS
5 262 平山　万智(高２) ﾋﾗﾔﾏ ﾏﾁ 千葉 匝瑳高 DNS
8 506 越智　景子(高２) ｵﾁ ｹｲｺ 千葉 八千代松陰高 DNS

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 202 吉川　優梨(高３) ﾖｼｶﾜ ﾕﾘ 千葉 東金高 1:10.03
2 2 115 鈴木　絢子(高３) ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 千葉 安房高 1:11.70
3 6 1025 相庭　彩夏(高２) ｱｲﾊﾞ ｱﾔｶ 千葉 鎌ヶ谷高 1:12.03
4 4 1138 清水　優奈(高３) ｼﾐｽﾞ ﾏﾅ 千葉 昭和学院高 1:12.59
5 3 1018 前田　詩織(高２) ﾏｴﾀﾞ ｼｵﾘ 千葉 鎌ヶ谷高 1:12.74
6 1 5 中村　友香(高３) ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 千葉 姉崎高 1:12.76
7 7 1532 金井　悠花(高３) ｶﾅｲ ﾕｳｶ 千葉 松戸馬橋高 1:14.09
8 5 1505 千葉　鮎美(高３) ﾁﾊﾞ ｱﾕﾐ 千葉 松戸高 1:14.77

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 1823 川島　千佳(高２) ｶﾜｼﾏ ﾁｶ 千葉 小金高 1:11.35
2 2 9 高根沢　唯(高３) ﾀｶﾈｻﾞﾜ ﾕｲ 千葉 姉崎高 1:15.07
3 1 351 轡田　のぞみ(高２) ｸﾂﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 千葉 成田国際高 1:15.65
4 8 912 三浦　夏穂(高３) ﾐｳﾗ ｶﾎ 千葉 船橋芝山高 1:15.86
5 5 589 荒木　麻理(高３) ｱﾗｷ ﾏﾘ 千葉 千葉高 1:17.08
6 4 309 山中　里紗(高３) ﾔﾏﾅｶ ﾘｻ 千葉 小見川高 1:20.03
7 3 828 生方　美咲(高２) ｳﾌﾞｶﾀ ﾐｻｷ 千葉 市立稲毛高 1:21.15

7 1508 森　瑞穂(高３) ﾓﾘ ﾐｽﾞﾎ 千葉 小金高 DNS

審 判 長：中村要一･今井淳史

記録主任：岩脇　充司

4月22日 09:00 タイムレース

2012/4/23 12:05凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 TG:ハ-ドル不越



女子400mH(0.762m)

県記録(CR)              58.55     日色　さおり(千葉・成田高)            1998.10.26

審 判 長：中村要一･今井淳史

記録主任：岩脇　充司

4月22日 09:00 タイムレース

6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 571 岡本　彩花(高２) ｵｶﾓﾄ ｱﾔｶ 千葉 市立習志野高 1:11.00
2 4 1723 松尾　侑実(高２) ﾏﾂｵ ﾕﾐ 千葉 柏中央高 1:13.87
3 6 801 光原　恵理(高３) ﾐﾂﾊﾗ ｴﾘ 千葉 犢橋高 1:13.91
4 7 596 一木　ゆかり(高２) ｲﾁｷ ﾕｶﾘ 千葉 千葉商高 1:16.81
5 2 1136 福富　暉子(高３) ﾌｸﾄﾐ ｱｷｺ 千葉 昭和学院高 1:16.98
6 8 1146 宇田川　彩那(高３) ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 千葉 不二女高 1:19.28
7 3 1060 清水　愛(高２) ｼﾐｽﾞ ｱｲ 千葉 国分高 1:25.53

7組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 1975 山口　由真(高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾏ 千葉 長生高 1:13.28
2 5 811 石出　智美(高３) ｲｼﾃﾞ ﾄﾓﾐ 千葉 市立千葉高 1:14.35
3 8 1514 井手　菜美子(高２) ｲﾃﾞ ﾅﾐｺ 千葉 松戸国際高 1:16.64
4 6 441 太田　沙織(高２) ｵｵﾀ ｻｵﾘ 千葉 佐倉南高 1:19.76
5 2 785 田畑　沙恵子(高２) ﾀﾊﾞﾀ ｻｴｺ 千葉 千葉西高 1:21.71
6 7 7 露崎　千尋(高３) ﾂﾕｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 千葉 姉崎高 1:21.74
7 4 18 古寺　広佳(高３) ﾌﾙﾃﾗ ﾋﾛｶ 千葉 東海大望洋高 1:23.15

8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 803 成田　茉由(高２) ﾅﾘﾀ ﾏﾕ 千葉 犢橋高 1:18.85
2 7 1939 佐野　桃佳(高１) ｻﾉ ﾓﾓｶ 千葉 千葉商高 1:19.89
3 5 805 荒川　真紀(高２) ｱﾗｶﾜ ﾏｷ 千葉 犢橋高 1:20.45
4 2 1151 田久保　淳佳(高２) ﾀｸﾎﾞ ｽｽﾞｶ 千葉 不二女高 1:21.75
5 8 128 津嶋　眞弥(高３) ﾂｼﾏ ﾏﾔ 千葉 館山総合高 1:23.74
6 3 1104 中島　萌(高３) ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ 千葉 和洋国府台女高 1:24.10

4 439 土屋　沙也花(高２) ﾂﾁﾔ ｻﾔｶ 千葉 佐倉南高 DNS

9組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 1134 八木　果奈子(高１) ﾔｷﾞ ｶﾅｺ 千葉 昭和学院高 1:13.86
2 4 101 坂本　光希(高３) ｻｶﾓﾄ ﾐｷ 千葉 君津高 1:16.91
3 2 725 吉本　満智子 ﾖｼﾓﾄ ﾏﾁｺ 千葉 磯辺高 1:16.94
4 8 908 菅井　歩美(高２) ｽｶﾞｲ ｱﾕﾐ 千葉 船橋啓明高 1:19.46
5 5 1107 濤岡　歩夏(高３) ﾅﾐｵｶ ｱﾕｶ 千葉 和洋国府台女高 1:25.76

7 1926 石井　まゆ(高２) ｲｼｲ ﾏﾕ 千葉 船橋高 DSQ,TG
6 635 安田　凪(高２) ﾔｽﾀﾞ ﾅｷﾞ 千葉 千城台高 DNS
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