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　 種別 中　学　女　子

   競技会名: 第６７回野田市中学校陸上競技大会 主 催： 野田市教育委員会、野田市小中学校体育連盟、
日時： 会 場： 野田市総合公園陸上競技場 主 管： 野田市小中学校体育連盟陸上競技専門部

 順　位  1 位  2 位  3 位  4 位  5 位  6 位  7 位  8 位
氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名 氏  名

種　目 所  属 年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録 所  属 学年 記  録
１年 服部　さやか ○ 山本　乃々香 松井 詩音 杉崎 璃子 瀨能 百香 中川 実栞 関根 梨緒 齊田 莉麻

１００ｍ 岩名 （1） 13”74 岩名 （1） 13”98 川間 （1） 14”06 野田南部 （1） 14”06 川間 （1） 14”15 野田南部 （1） 14”38 西武台千葉 （1） 14”52 野田二 （1） 14”74
２年 竹本 美咲 山﨑 柚希 大塚 真子 佐藤 優加里 菊田　ひかり 池田 彩乃 野村 優希奈 川島 朋恵

１００ｍ 野田南部 （2） 13”63 野田北部 （2） 13”86 野田二 （2） 13”98 野田南部 （2） 14”26 岩名 （2） 14”27 野田一 （2） 14”32 野田東部 （2） 14”34 川間 （2） 14”44
３年 長澤 真央 ○ 松本 美優 ○ 杉山 琉望 ○ 唐澤 舞雪 佐久間 優香 北澤 友花 加藤つぐみ 大谷 七海

１００ｍ 野田東部 （3） 12”96 野田東部 （3） 13”26 野田一 （3） 13”27 野田南部 （3） 13”43 野田一 （3） 14”02 川間 （3） 14”11 野田南部 （3） 14”15 野田北部 （3） 14”15
共通 唐澤 舞雪 電気計時大会最高 長澤 真央 ○◎ 野瀬　梨菜 山崎 翠 豊田 琉愛 国府田 有紀 舟津 雛南乃 佐久間 優香

２００ｍ 野田南部 （3） 26”61 野田東部 （3） 26”85 岩名 （2） 28”62 野田南部 （3） 28”73 野田東部 （3） 28”81 二川 （3） 29”09 西武台千葉 （3） 29”30 野田一 （3） 29”35
共通 瀬谷 百香 ○◎ 新野 遥 ○◎ 山本 朋佳 ○◎ 山本　乃々香 ○ 髙﨑 舞香 塩月 萌那 嶋崎 萌 野本 栞莉

８００ｍ 野田一 （2） 2'22”88 野田南部 （2） 2'23”48 野田南部 （2） 2'23”88 岩名 （1） 2'25”30 川間 （3） 2'28”60 野田一 （3） 2'28”79 野田二 （2） 2'30”00 野田東部 （2） 2'30”92
共通 岡田 七海 ○◎ 境 真衣 ○ 佐藤　真白 山﨑　 悠貴奈 柴田楓華 嶋崎 萌 森 結唯 田中 優美

１５００ｍ 野田南部 （2） 4'48”87 野田南部 （1） 4'53”99 岩名 （3） 4'57”15 野田一 （2） 4'58”31 野田一 （1） 4'59”52 野田二 （2） 5'00”87 野田北部 （3） 5'02”33 野田北部 （3） 5'04”17
竹本 美咲 ○ 塩月 萌那 三浦 帆乃夏 国府田 有紀 豊田 琉愛 加藤 つぐみ 田邉　千聡 吉岡 昴

共通 野田南部 （2） 16”53 野田一 （3） 18”04 川間 （3） 18”04 二川 （3） 18”09 野田東部 （3） 18”15 野田南部 （3） 18”61 岩名 （3） 18”69 福田 （2） 20”20
１００ｍＨ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 山口 沙良

100mH #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A #N/A ### #N/A 野田一 （2） 20”20
（共通） 山本 葉珠希 （2） 野村 優希奈 （2） 池田 彩乃 （2） 德竹　りりか （3） 長田 真歩 （2） 澁木 愛奈 （2） 野沢 瑞穂 （1） 熊本 ラウィニ舞（3）
4×100mR 唐澤 舞雪 （3） 野田南部 松本 美優 （3） 野田東部 佐久間 優香 （3） 野田一 山本　乃々香（1） 岩名 大谷 七海 （3） 野田北部 大塚 真子 （2） 野田二 上原 優奈 （3） 二川 坂田蓮心 （3） 福田

佐藤 優加里 （2） 51”79 豊田 琉愛 （3） 51”93 瀬谷 百香 （2） 53”01 野瀬　梨菜 （2） 54”60 遠藤 さくら （3） 54”69 須賀 利里香 （2） 55”00 西田 桃夏 （1） 55”40 梅澤梨沙 （1） 55”88
竹本 美咲 （2） 長澤 真央 （3） 杉山 琉望 （3） 服部　さやか（1） 山﨑 柚希 （2） 田中 香那 （2） 国府田 有紀 （3） 二葉 美優 （3）
伊藤 結衣 0 古関 まや 0 関 菜々子 0 原田 真希 0 渡邉　 木葉 0 千田 瑞夏 0 清水 理湖 0 中島　愛渚 0

野田東部 （3） 1ｍ35 野田一 （2） 1ｍ25 木間ケ瀬 （1） 1ｍ25 川間 （3） 1ｍ25 野田一 （2） 1ｍ20 川間 （3） 1ｍ20 野田東部 （3） 1ｍ20 岩名 （2） 1ｍ20
共通 岡田　碧海 0

走高跳 岩名 （2） 1ｍ20
工藤 結奈 0

木間ケ瀬 （3） 1ｍ20
１年 瀨能 百香 ○◎ 九貫 希波 ○ 塩田 美咲 0 新井 月渚 0 服部　さやか 0 山田 美咲 0 関根 梨緒 0 岡﨑 遥香 0

走幅跳 川間 （1） 4ｍ53 川間 （1） 4ｍ37 野田東部 （1） 4ｍ24 野田北部 （1） 4ｍ21 岩名 （1） 4ｍ21 野田南部 （1） 4ｍ19 西武台千葉 （1） 4ｍ17 野田東部 （1） 3ｍ97
共通 松本 美優 ○ 山﨑 柚希 ○ 杉山 琉望 0 沼野 妃花 0 北澤 友花 0 松澤 夏希 0 黒須　萌香 0 上原 優奈 0

走幅跳 野田東部 （3） 4ｍ85 野田北部 （2） 4ｍ80 野田一 （3） 4ｍ78 野田南部 （2） 4ｍ59 川間 （3） 4ｍ58 野田南部 （3） 4ｍ39 岩名 （3） 4ｍ35 二川 （3） 4ｍ26
共通 中村 美月 ○◎ 小山内 みのり 岩本茉樹 齋藤 未来 九貫 琴海 菊池 愛生 管波　百和 岡田 麻生

砲丸投 川間 （3） 11ｍ14 野田南部 （3） 9ｍ04 野田南部 （3） 8ｍ78 二川 （3） 8ｍ42 川間 （3） 8ｍ15 木間ケ瀬 （3） 7ｍ94 岩名 （3） 7ｍ71 野田東部 （3） 7ｍ54
オープン 中島　美咲 田中　奈月 佐藤　美海 石原　希美 内田　純鈴 初見わかば 宮越　莉桜 長堀　琴音

８００ｍ 南部 （3） 2'25”82 南部 （3） 2'26”26 南部 （2） 2'28”74 南部 （3） 2'28”88 南部 （2） 2'30”51 一中 （3） 2'30”85 一中 （2） 2'33”51 一中 （3） 2'34”51

審 判 長　　 篠塚　弘明 記録主任　 金重　宣子

決　　勝　　記　　録　　一　　覧　　表

平成28年6月16日


