
No  1
平成２４年６月２３日(土) ・２４日(日) 予選・準決勝・決勝記録表(女子)

千葉陸上競技協会 第65回千葉県陸上競技選手権大会 大    会コード：

千葉陸上競技協会 兼第85回関東陸上競技対校選手権大会兼第67回国体千葉県大会陸上競技会第三次選考会 競技場コード：
　 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付
　１組 清水 友紀 (95) 12.64 鈴木　麻衣 (91) 12.71 藤田 結万 (94) 12.78 丸尾 亜美 (94) 12.87 中村　桃子 (95) 13.07 髙宮 瑞希 (96) 13.96 田久保　志穂 (94) 八田あんず (94)

6/23 １００ｍ 予　選 風:-1.4 DNS DNS
　２組 塩谷 寛美 (94) 12.34 明石　優理 (94) 12.63 後藤 百花 (95) 12.68 荒井　裕香子 (95) 12.90 津布久　夏奈 (95) 12.95 佐藤 優 (94) 12.98 森下 実里 (95) 13.03 渡辺　優希 (95) 13.30

風:-0.9

　３組 笹子 真衣 (94) 12.51 井上　珠希 (95) 12.71 渡辺 多恵 (91) 12.91 鵜澤 佳代 (94) 13.04 中村　萌奈 (95) 13.09 齋藤 里菜 (92) 13.09 榎本 智咲 (95) 13.14 倉重　汐里 (95) 13.25
風:-1.8 *TK

　１組 星野 マキ (95) 25.17 明石　優理 (94) 25.26 渡辺 舞 (94) 25.78 白井 咲 (90) 25.84 藤田　結万 (94) 25.97 関 麻美 (94) 26.81 山中 萌 (94)
6/24 ２００ｍ 予　選 風:+1.8 DNS

　２組 塩谷 寛美 (94) 24.72 笹子　真衣 (94) 25.42 津布久　夏奈 (95) 26.03 吉川 実希 (95) 26.33 金子　晴香 (96) 26.69 角田　万里菜 (97) 26.75
風:+1.4

　３組 井上 珠希 (95) 25.68 佐藤　美紗 (92) 25.82 山口 菜摘 (97) 26.03 佐藤 里佳 (94) 26.16 荒井　裕香子 (95) 26.27 髙島　里奈子 (95)
風:+1.5 DNS

　１組 白井 咲 (90) 57.65 伊藤　菜摘 (95) 58.71 福山 春菜 (94) 59.43 井上 かす美 (94) 1:00.43 小川　愛歌 (95) 1:00.99 平久 未来 (94) 宮本 直佳 (94)
6/23 ４００ｍ 予　選 DNS DNS

　２組 遠藤　美沙絵 (95) 57.78 小嶋　紗也香 (89) 57.84 上野　奈津美 (95) 59.47 大塚　恵理加 (97) 1:00.68 吉田　菜摘 (95) 1:00.85 西城 美帆 (95) 1:04.13

　３組 今野 綾 (94) 58.33 塩谷　寛美 (94) 59.41 清塚 柚希 (95) 1:00.65 八木　果奈子 (96) 1:01.42 星野　マキ (95) 天神林　舞子 (96)
DNS DNS

　４組 須藤 唯 (95) 57.60 石橋　実咲 (92) 58.65 秋山 千星 (95) 59.26 関 麻美 (94) 59.51 濱野　沙妃 (95) 明石 優理 (94)
DNS DNS

　１組 北根　万由佳 (94) 2:14.85 渡部　志保 (95) 2:16.22 堀越 美港 (97) 2:16.71 井上　実乃里 (93) 2:18.24 麻生　侑希 (94) 2:19.38 中原 朱芽 (96) 2:19.79 古谷　麻美子 (94) 2:21.13
6/24 ８００ｍ 予　選

　２組 石井 まい (93) 2:16.27 真板　希衣 (94) 2:16.55 山中 千鶴 (94) 2:16.64 遠藤 ななみ (94) 2:18.82 岡本　悠里 (96) 2:21.32 白鳥 さゆり (97) 2:22.21 西村 真由 (96)
DNS

　３組 小松 有梨 (91) 2:14.55 大森　郁香 (92) 2:15.22 樋口　萌々花 (94) 2:20.06 根本 夏帆 (96) 2:24.20 赤沢　美月 (96) 2:25.30 鈴木 遙香 (96) 2:32.45

　４組 財津 絵美 (91) 2:15.94 清田　麻莉 (94) 2:17.81 菊地 梨紅 (97) 2:20.56 古山 亜美 (95) 2:20.62 杉　ひかり (96) 2:25.52 天神林　舞子 (96)
DNS

８１ ２ ３ ４ ６ ７

12120005

121010

種目

陸協名
主　催

５

千葉東高 千葉商大 八千代松陰高 東海大望洋高 流山南高 千葉敬愛高 市立船橋高 船橋法典高

千葉学芸高 東京学館高 市立船橋高 木更津高 成田国際高 柏日体高 成田高 八千代松陰高

安房高 東葛飾高 国士舘大 成東高 千葉南高 千葉大 犢橋高 千葉黎明高

茂原高 東京学館高 柏日体高 東女体大 八千代松陰高 市立柏高 千葉黎明高

千葉学芸高 安房高 成田国際高 流山南高 千葉敬愛高 千葉黎明高

東葛飾高 順天堂大 市川高 東京学館高 木更津高 成田高

東女体大 船橋法典高 国武大 東京学館高 市立船橋高 市立松戸高 千葉黎明高

市立松戸高 立教大 東海大浦安高 国府台女学院高 東葛飾高 千葉黎明高

幕張総合高 千葉学芸高 船橋芝山高 昭和学院高 茂原高 千葉黎明高

船橋法典高 日体大 市立松戸高 市立柏高 国分高 東京学館高

順天堂大 流山南高 千葉黎明高 ユニバーサル 東海大望洋高 市立船橋高 茂原高

ユニバーサル 東海大望洋高 西武台千葉高 流山南高 市立船橋高 佐原高 市立松戸高

順天堂大 日本大 幕張総合高 流山南高 佐原高 柏日体高

順天堂大 鎌ヶ谷高 印旛中 茂原高 市立船橋高 千葉黎明高 DNS
9) 10) 11) 12) 13) 14) ) )

6/23 １５００ｍ 決勝 　１組 塚本 美穂 (95) 4:43.41 坂本　瑞歩 (97) 4:43.85 藤本 彩夏 (97) 4:44.35 麻生 侑希 (94) 4:46.78 小川　美紀 (94) 4:55.95 園 汐梨 (96) 4:59.07 白鳥 さゆり (97)
DNS

9) 10) 11) 12) ) ) ) )

6/23 １００００ｍ 決勝 　１組 小田倉 香織 (88) 40:23.78 渡辺　美沙 (94) 40:43.70 山本 晴佳 (94) 40:55.93 遠藤 あすか (96) 41:26.68 東　桃子 (95) 渡辺 真由 (94) 正木 葉月 (94)
DNS DNS DNS

　１組 原 美咲 (94) 14.74 山野井　香織 (94) 15.29 中島 美咲 (94) 15.51 田波 環奈 (95) 16.29 吉川　優梨 (94) 16.39 海上 玲菜 (94) 16.62 猿田 綸咲 (94) 蕪野　亜紀 (95)
6/23 １００ｍＨ 予　選 風:-0.2 DNS DNS

　２組 工藤　莉可子 (96) 15.87 金井　悠花 (94) 16.15 増田 彩 (96) 16.30 千葉 鮎美 (95) 16.83 仲田　奈生 (95) 16.92 佐藤 里咲 (96) 17.54 山形　今日子 (94) 田中　絵美菜 (92)
風:-0.8 DNS DNS

　３組 佐々木　里菜 (92) 15.00 福田　真理菜 (94) 15.07 東海林　由衣 (95) 16.60 高山 奈美 (94) 16.68 鈴木　美羽 (96) 17.05 遠藤 圭子 (95) 19.69 角谷 理紗 (95) 尾﨑　類 (97)
風:-2.2 DNS DNS

　４組 田中 玲奈 (94) 15.14 奥﨑　咲希 (94) 15.21 佐藤 優 (94) 15.60 宮崎 みらい (95) 16.52 濱野　沙希 (94) 16.62 髙橋　美沙紀 (95) 16.73 野本 真衣 (96) 17.56 小関　伽恋 (95)
風:-1.4 DNS

　１組 平野 莉沙 (94) 1:07.50 内木　光 (94) 1:08.39 天野 結衣 (96) 1:09.10 大澤 里佳 (95) 1:12.74 清水　友紀 (95) 吉田 菜摘 (95) 市原 歩 (91)
6/24 ４００ｍＨ 予　選 DNS DNS DNS

　２組 田中 玲奈 (94) 1:04.71 宮本　直佳 (94) 1:06.15 中山　可奈子 (95) 1:06.42 八木　果奈子 (96) 1:09.41 海上　玲菜 (94) 1:09.67 相庭 彩夏 (95) 1:12.01 小川 愛歌 (95)
DNS

　３組 角谷 理紗 (95) 1:04.75 平山　由佳理 (92) 1:04.99 岡本 彩花 (95) 1:08.11 小田嶋　茜子 (95) 原　美咲 (94) 福田　真理菜 (94)
DNS DNS DNS

　４組 坂倉 有紀 (91) 1:05.60 佐藤　ちなみ (92) 1:06.22 薄井 沙季 (93) 1:06.97 仲田 奈生 (95) 1:08.36 山村　夏葵 (96) 1:08.76 黒田 有里 (95) 1:08.85

順天堂大 鎌ヶ谷高 印旛中 茂原高 市立船橋高 千葉黎明高

東海大望洋高 小見川中 富里中 東海大望洋高 市立船橋高 千葉黎明高 佐原高

千葉大 流山南高 流山南高 流山南高 柏南高 流山南高 我孫子高

流山南高 市立船橋高 成田高 松戸六実高 東金高 小金高 専修大松戸高 木更津総合高

柏日体高 松戸馬橋高 匝瑳高 松戸高 松戸六実高 東京学館高 市立船橋高 日女体大

順天堂大 敬愛学園高 我孫子高 市立千葉高 市立船橋高 西武台千葉高 千葉東高 八千代松陰高

東京学館高 横芝敬愛高 柏日体高 流山南高 西武台千葉高 柏高 成田国際高 東金高

松戸六実高 東金高 市立松戸高 木更津高 千葉東高 東葛飾高 日体大

東京学館高 千葉黎明高 東金商高 昭和学院高 小金高 鎌ヶ谷高 市立船橋高

千葉東高 東京学芸大 市立習志野高 国分高 流山南高 敬愛学園高

日本大 順天堂大 文教大 松戸六実高 国府台女学院高 市立船橋高

凡例凡例
*TK：着差あり，*F1：1回目が公認最高，*F2：2回目が公認最高，*F3：3回目が公認最高，*F7：同記録による順位，*F8：2番目の記録による順位



No  2
平成２４年６月２３日(土) ・２４日(日) 予選・準決勝・決勝記録表(女子)

千葉陸上競技協会 第65回千葉県陸上競技選手権大会 大    会コード：

千葉陸上競技協会 兼第85回関東陸上競技対校選手権大会兼第67回国体千葉県大会陸上競技会第三次選考会 競技場コード：
　 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付 ８１ ２ ３ ４ ６ ７

12120005

121010

種目

陸協名
主　催

５
　１組 49.24 49.28 49.36 49.70 50.26 50.28 51.24

6/23 4×100mR 予　選 蜂谷 ゆりな (95) 須藤　唯 (95) 朝倉 美香 (94) 進藤 若菜 (97) 石川　典佳 (96) 石井 舞 (96) 遠藤 圭子 (95)
藤田 結万 (94) 伊藤　菜摘 (95) 井上 珠希 (95) 丸尾 亜美 (94) 仲田　奈生 (95) 秋山 千星 (95) 伴 花凛 (95)
尾﨑 類 (97) 中村　朱里 (94) 小谷　真生子 (94) 中村 美里 (96) 服部　香歩 (95) 遠藤　美沙絵 (95) 濱野 沙希 (94)
渡辺 優希 (95) 八田あんず (94) 落合 千尋 (94) 村上 渚 (95) 田波　環奈 (95) 小野 あかね (96) 原 ちひろ (94)

　２組 49.14 49.38 49.47 50.31 51.12 51.16 51.91
伊藤 桃子 (95) 川俣　奈緒子 (95) 勝矢 慧 (96) 保科　明日香 (96) 谷口　芙海 (94) 宗 夏希 (96) 中西 史 (95)
森島 ナオミ (95) 工藤　莉可子 (96) 髙島　里奈子 (95) 鈴木 美羽 (96) 上野　奈津美 (95) 風巻 七海 (95) 宇佐見　真央 (95)
平井 佑奈 (95) 仲野　旭海 (95) 森下 実里 (95) 黒川 夏実 (96) 中牧　磨有子 (95) 松尾 侑実 (95) 奥富 菜桜 (95)
山口 菜摘 (97) 渡辺　舞 (94) 鬼塚 咲伎 (95) 飯田 舞波 (96) 多胡　泉穂 (95) 島田 玲香 (96) 石塚 沙希 (96)

　３組 49.29 49.64 49.70 50.04 50.42 51.66 52.86
伊藤 奈々 (96) 角田　万里菜 (97) 萬 優里 (95) 吉川 実希 (95) 木曽　理恵子 (95) 前原 菜穂 (95) 白石　明日香 (96)
佐藤 里佳 (94) 倉重　汐里 (95) 本田 明 (96) 相田 千尋 (95) 笹子　真衣 (94) 内田　有希乃 (95) 荒井　裕香子 (95)
井上 かす美 (94) 佐藤　藻菜子 (96) 角谷 理紗 (95) 中村 桃子 (95) 石井　夏琳 (94) 福岡 鮎波 (96) 大澤 里佳 (95)
明石 優理 (94) 佐藤　来美 (94) 清水 友紀 (95) 増永 明莉 (96) 石井　真琳 (94) 吉田 愛実 (95) 角 綾香 (96)

　１組 3:54.64 3:54.86 3:55.84 4:09.54 4:13.25 4:21.21
6/24 4×400mR 予　選 髙島　里奈子 (95) 伊藤　桃子 (95) 遠藤　美沙絵 (95) 山田 佳奈 (96) 八木　果奈子 (96) 今橋 美貴 (96) DNS

鬼塚 咲伎 (95) 森島　ナオミ (95) 秋山 千星 (95) 工藤　莉可子 (96) 中村　道香 (95) 清塚 柚希 (95)
中島 美咲 (94) 山口　菜摘 (97) 平久 未来 (94) 新井山　実伽 (95) 山口　清香 (94) 寺門　茅亜紀 (96)
阿部 彩香 (94) 平井　佑奈 (95) 西村 真由 (96) 仲野 旭海 (95) 清水　優奈 (94) 近藤 彩乃 (96)

　２組 4:01.40 4:03.03 4:04.56 4:05.46 4:07.15 4:11.30 4:17.79
井上 かす美 (94) 黒田　有里 (95) 潤間 智歩 (95) 萬 優里 (95) 宮本　直佳 (94) 伊橋 千晶 (94) 細野 茜草 (94)
森町　友理奈 (95) 小川　愛歌 (95) 上野　奈津美 (95) 本田 明 (96) 西城　美帆 (95) 中山　可奈子 (95) 廣瀬 智実 (94)
山下 ちひろ (95) 保科　明日香 (96) 高久 みなみ (95) 石井 美和 (96) 倉重　汐里 (95) 玉井　美由紀 (95) 米本　千夏美 (94)
佐藤 里佳 (94) 山形　今日子 (94) 天川 結貴 (95) 木村 輝 (95) 天神林　舞子 (96) 並木　実名美 (96) 京谷 愛美 (94)

　３組 4:00.32 4:02.10 4:11.48 4:11.69 4:11.85 4:25.10
伊藤 菜摘 (95) 蜂谷　ゆりな (95) 山中 千鶴 (94) 平山 和美 (89) 井上　珠希 (95) 中藤　未菜歩 (95)
八田 あんず (94) 大森 瑶乃 (95) 原 ちひろ (94) 落合 夕貴 (91) 田中 舞 (96) 古屋 美咲 (95)

八千代松陰高 船橋法典高 東葛飾高 東海大望洋高 松戸六実高 市立松戸高 西武台千葉高

市川高 柏日体高 成田高 市立船橋高 東海大浦安高 柏中央高 柏南高

東京学館高 千葉黎明高 千葉東高 流山南高 安房高 長生高 木更津高

成田高 市川高 市立松戸高 柏日体高 昭和学院高 船橋芝山高

東京学館高 市立船橋高 東海大浦安高 千葉東高 千葉黎明高 東金商高 東海大望洋高

船橋法典高 八千代松陰高 西武台千葉高 国士舘大 東葛飾高 国分高

八田 あんず (94) 大森　瑶乃 (95) 原 ちひろ (94) 落合 夕貴 (91) 田中　舞 (96) 古屋 美咲 (95)
中村 朱里 (94) 石黒　志穂 (95) 濱野 沙希 (94) 越川 裕珠 (90) 吉田　菜摘 (95) 八巻 真美 (96)
須藤 唯 (95) 古木　琴音 (97) 伴 花凛 (95) 渡辺 多恵 (91) 長崎　真衣子 (97) 清水 愛 (95)

凡例凡例
*TK：着差あり，*F1：1回目が公認最高，*F2：2回目が公認最高，*F3：3回目が公認最高，*F7：同記録による順位，*F8：2番目の記録による順位



No  3
平成２４年６月２３日(土) ・２４日(日) 予選・準決勝・決勝記録表(女子)

千葉陸上競技協会 第65回千葉県陸上競技選手権大会 大    会コード：

千葉陸上競技協会 兼第85回関東陸上競技対校選手権大会兼第67回国体千葉県大会陸上競技会第三次選考会 競技場コード：
　 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付 ８１ ２ ３ ４ ６ ７

12120005

121010

種目

陸協名
主　催

５
9) 9) 9) 9) 13) 13) 15) 15)

6/24 走高跳 決勝 　１組 安藤 万由 (94) 1m55 北﨑　絵利菜 (95) 1m55 本村 明夏 (92) 1m55 中村 萌々 (96) 1m55 大竹　彩音 (95) 1m50 吉野 実久 (96) 1m50 手島 春美 (96) 1m45 獅子田　美羽 (94) 1m45

9) 10) 11) 12) 12) 14) 14) )

6/23 棒高跳 決勝 　１組 小笠原　綾美 (94) 3m10 板橋　七海 (96) 3m10 真島 映美 (95) 2m90 溝口　絵梨奈 (95) 2m70 田中　志歩 (95) 2m70 石栗 恵 (95) 2m70 佐藤 そら (96) 2m70 茂木　麻優子 (95)
NM

9) 10) 11) 12) 13) ) ) )

6/23 走幅跳 決勝 　１組 澤瀬 香穂 (94) 5m06 相田　千尋 (95) 5m03 若菜 敏子 (92) 5m01 根本 侑季 (96) 4m85 石黒　志穂 (95) 4m84 岡田 有華 (91) 平野 栞 (94) 小関　伽恋 (95)
(+0.2) (+1.2) (+0.2) (+0.1) (+0.8)

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

6/24 三段跳 決勝 　１組 副島 ゆうか (94) 10m70 宍戸　菜月 (95) 10m37 谷口 芙海 (94) 10m37 塚田 紘子 (95) 10m35 宮田　茄奈 (94) 10m20 大澤 里奈 (95) 10m14 大月 唯加 (95) 9m98 田久保　郁美 (95) 9m96
(+0.3) (+1.7) *F8(+0.4) (+1.5) (+0.5) (+0.4) (+0.9) (+1.1)

17) 18) 18) 20) 21) 22) 23) 24)

小林 澄玲 (95) 9m86 中村　菜穂子 (95) 9m82 水関 あさみ (95) 9m82 飯嶋 明香 (95) 9m79 岡田　茉耶 (95) 9m64 福島 美穂 (96) 9m63 平野 栞 (94) 9m61 屋上　伊歩 (94) 9m55
*F2(+2.3) *F7(+1.5) *F7(+1.5) (+1.4) (+1.8) *F2(+2.1) (+0.1) *F1(+2.6)

25) 26) 27) 28) ) ) ) )

田口 絢夏 (94) 9m54 蜂谷　雪乃 (96) 9m54 大野 千尋 (95) 9m42 根岸 奈央 (96) 9m30 小川　桃子 (96) 石毛 愛妃 (94) 松浦 桃香 (95)
*F3(+2.3) *F8(+1.9) *F2(+2.1) (+0.5)

9) 10) 11) ) ) ) ) )

6/24 砲丸投 決勝 　１組 酒井 菜摘 (94) 9m70 吉澤　琴美 (95) 9m69 原田 愛理 (94) 9m26 前田 成美 (92)
4.00kg DNS

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) )

6/23 円盤投 決勝 　１組 冨澤 美香 (94) 31m06 大岡　由実 (94) 30m21 佐々木　祐穂 (96) 30m16 椎名 咲稀 (95) 29m55 矢萩　郁花 (94) 28m75 高橋 舞 (94) 28m62 岩瀬　明日香 (96) 24m02
1.00kg

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

6/23 やり投 決勝 １組 米澤　裕香里 (92) 33m57 塙　千明 (94) 32m59 小池 捺央 (96) 32m50 網代 優姫 (94) 32m29 冨澤　美香 (94) 31m35 中村 友香 (96) 31m33 多田 一葉 (96) 31m03 波多野　優香 (94) 29m69

17) ) ) ) ) ) ) )

関口 朝美 (95) 27m45 水戸　千晴 (95)
DNS

柏井高 東京学館高 順天堂大 市立柏高 佐原高 市立柏高 東京学館高 安房高

木更津総合高 国府台女学院高 鎌ヶ谷高 木更津総合高 国府台女学院高 国府台女学院高 柏日体高 木更津総合高

市立船橋高 流山南高 国武大 市立銚子高 八千代松陰高 千葉大 銚子高 東金高

市立松戸高 野田中央高 東海大浦安高 松戸六実高 成田国際高 実籾高 八千代松陰高 成田北高

東京学館船橋高 東葛飾高 柏中央高 鎌ヶ谷高 松戸六実高 東葛飾高 銚子高 木更津総合高

市立千葉高 西武台千葉高 市立稲毛高 柏陵高 八千代松陰高 銚子高 千葉商高

小見川高 柏井高 実籾高 順天堂大

佐原白楊高 柏中央高 西武台千葉高 渋谷学園幕張高 銚子高 匝瑳高 小見川高

土気ＴＦＣ 薬園台高 西武台千葉高 東葛飾高 佐原白楊高 市立船橋高 東京学館高 柏陵高

船橋東高 木更津高 DNS
9) ) ) ) ) ) ) )

6/23 七種競技 江口 紗月 (95) 3237 松田　美槻 (91) 今井 真優美 (96) 水戸 千晴 (95)
DNS

6/24
4m37-27m67-2:41.89
17.65-1m40-7m40-30.34

船橋東高 木更津高

八千代松陰高 横浜国大 東海大浦安高 木更津高

凡例凡例
*TK：着差あり，*F1：1回目が公認最高，*F2：2回目が公認最高，*F3：3回目が公認最高，*F7：同記録による順位，*F8：2番目の記録による順位


