
主催 香取陸上競技協会

種目
12.99 13.13 13.25 13.31 13.56 13.68 14.11 14.36

東庄 小見川 東庄 小見川 小見川 佐原 佐原 香取
12.30 12.71 12.79 12.91 12.98 13.03 13.97 13.99

小見川 香取 佐原 小見川 佐原五 小見川 佐原 神崎
11.83 12.01 12.41 12.46 12.65 12.78 13.35 13.38

小見川 香取 多古 佐原 山田 多古 栗源 佐原
24.61 25.00 25.40 25.88 26.00 26.94 27.22 27.47

香取 香取 小見川 山田 多古 佐原 栗源 小見川
56.40 58.27 58.70 1:01.24 1:01.42 1:04.90 1:11.59

小見川 神崎 山田 小見川 栗源 小見川 神崎
2:06.82 2:14.88 2:15.39 2:20.15 2:22.23 2:23.05 2:23.98 2:26.90

小見川 栗源 山田 東庄 東庄 小見川 佐原 佐原
4:54.81 5:01.09 5:12.47 5:23.12 5:23.40 5:23.97 5:24.53 5:26.98

佐原 小見川 佐原 栗源 多古 多古 神崎 小見川
4:25.13 4:33.45 4:36.55 4:38.44 4:39.36 4:40.81 4:41.91 4:48.00

東庄 小見川 東庄 小見川 香取 東庄 多古 栗源
9:27.67 9:37.89 9:38.84 9:53.15 11:08.22 11:11.57 11:17.44

東庄 小見川 小見川 東庄 香取 山田 山田
小見川 46.94 香取 48.38 山田 49.47 佐原 49.51 多古 50.00 神崎 50.35 東庄 51.10

1m73 1m50
東庄 神崎

3m50 3m10 2m60 2m40 1m80
佐原 神崎 佐原 神崎 神崎

4m67 4m46 4m27 4m12 4m07 4m02 3m73 3m71
栗源 佐原 小見川 東庄 小見川 神崎 神崎 神崎

6m68 5m61 5m54 5m44 5m30 5m21 4m94 4m13
小見川 香取 佐原 山田 多古 小見川 佐原 東庄

共通砲丸投 7m79 7m78 7m71 5m12 4m93
（5.000kg) 小見川 小見川 東庄 東庄 東庄

男子総合 １５１ ８３ ７３ ５２ ４４ ３７ ３０ ２９
女子総合 １４８ ８９ ７１ ６３ ３３ ２４ ２２ １７
男女総合 ２４０ ２２１ １５４ １０７ ７４ ６４ ５３ ４１

共通110mH:高さ0.914m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ9.14m
共通砲丸投：重さ5.000kg 記録主任　　村西祐貴大

東部地区中学校陸上競技大会 決勝・ＴＯＰ８記録一覧表（中学男子）

令和3年5月15日（土）
千葉県総合スポーツセンター東総運動場陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１年100m
香取  佑京(1) 本宮  琢磨(1) 上田  暁夢(1) 力根  和也(1)

２年100m

３年100m

共通200m

共通400m

共通800m

１年1500m

共通1500m

共通3000m

共通走幅跳

共通4X100mR

共通走高跳

共通棒高跳

１年走幅跳

増田  遥希(1) 大﨑  琉唯(3)

三橋  律(3) 林  慶悟(3)宮内  波瑠(3) 力根  和也(1) 斎田  愛琉(2) 加々井  大河(1)

多田  有佑(3) 伊藤  颯太(2) 谷田部  來愛(2)

廣瀨  祐士(1)

飯田  大翔(1)

小川  竜輝(3) 谷田部  來愛(2) 林  慶悟(3) 久保木  颯都(2) 塩谷  櫂吏(3)

川人  颯馬(1) 鎌田  一成(1) 篠塚  悠真(1) 飯田  大翔(1)

廣瀨  祐士(1)

加藤  彬芙(3) 小川  奏多(3) 松尾  塁(3) 髙嶋  琉聖(3) 伊藤  碧海(2)

小林  巧(1)

加藤  彬芙(3) 小川  奏多(3) 髙嶋  琉聖(3) 清水  陽永(3) 戸村  宇宙(2) 佐藤  太陽(2) 玉造  希来(3)

増田  遥希(1) 度会  直人(1)

坂本  楓磨(3) 高橋  利来翔(3)
小川  恭司(2) 伊藤  嶺(3) 宇井  脩人(3) 伊能  龍登(3) 高橋  涼大朗(1) 三橋  律(3)

菅井  虹希(3) 奥村  一輝(2) 佐藤  陸弥(3) 後藤  涼之介(2)

香取  佑京(1)
篠田  浩己(3) 伊藤  碧海(2) 林  慶悟(3) 鈴木  悠聖(3) 横堀  凪柊(3)

齊藤  喜斗(3)
鎌形  新太(2) 鈴木  悠斗(3) 前田  梁佑(3) 小勝  樂玖(3) 伊藤  颯太(2) 金澤  辰海(3) 上田  暁夢(1)
宮内  波瑠(3) 石田  晴雅(3)

齊藤  喜斗(3) 金澤  辰海(3)

鈴木  悠聖(3) 坂本  楓磨(3) 長谷川  蒼空(2) 今井  晴稀(2) 神﨑  敦司(1)

神﨑  敦司(1)

篠田  浩己(3) 伊藤  嶺(3) 小勝  樂玖(3) 菅井  虹希(3) 横堀  凪柊(3) 小川  恭司(2)

浅野  蓮(1) 岡野  然(1) 髙塚  遼汰(1) 遠藤  隼人(1) 伊藤  雅人(1) 藤﨑  瑛大(1)

林  成海(2) 鎌形  亮佑(2) 高橋  利来翔(3) 磯山  柊吾(2) 平山  雅也(2)

田村  春稀(2) 鈴木  瑛心(2)

越川  泰智(1)

髙塚  遼汰(1) 尾形  泰悠(1) 菅谷  徠人(1) 篠塚  遼眞(1)

伊藤  碧海(2) 奥村  一輝(2)

鈴木  悠斗(3) 横堀  凪柊(3)

斎田  愛琉(2)

鎌形  新太(2) 小川  恭司(2) 木内  璃州(2) 宇井野  吉翔(2) 田村  春稀(2) 後藤  涼之介(2)

篠田  浩己(3) 小勝  樂玖(3) 前田  梁佑(3) 佐藤  陸弥(3) 篠塚  陽太(3) 伊能  龍登(3)

鈴木  悠斗(3) 伊藤  嶺(3) 鎌形  新太(2) 前田  梁佑(3) 佐藤  陸弥(3) 奥村  一輝(2) 宇井野  吉翔(2)

小見川
佐原

小見川

東庄 佐原 香取 神崎 山田 多古 栗源
小見川 東庄 神崎 多古 栗源 香取 佐原五

山田佐原 東庄 神崎 香取 多古 栗源



主催 香取陸上競技協会

大会コード 0
競技場コード 0

種目
12.75 13.70 14.84 15.26 15.34 15.36 15.51 15.66

多古 大会新 小見川 神崎 佐原 佐原 香取 佐原五 佐原
13.24 14.28 14.61 14.63 14.70 14.86 15.02 15.11

佐原 小見川 多古 香取 佐原 神崎 神崎 東庄
13.14 13.20 13.56 14.02 14.07 14.20 14.29 14.80

小見川 東庄 東庄 佐原 佐原 香取 佐原 多古
27.29 27.38 28.55 28.84 30.40 30.58 30.83 31.63

佐原 小見川 佐原 香取 神崎 東庄 佐原 香取
2:32.87 2:36.36 2:42.36 2:44.84 2:58.01 3:04.28

東庄 佐原 小見川 小見川 山田 佐原
2:22.35 2:28.60 2:35.70 2:37.92 2:42.47 2:45.66 2:48.01 2:52.72

小見川 佐原 小見川 東庄 東庄 栗源 東庄 多古
4:47.08 5:12.89 5:21.94 5:23.75 5:29.11 5:37.44 5:37.66 5:52.95

小見川 佐原 小見川 佐原 東庄 佐原 東庄 栗源
14.84 15.66 17.02 17.85 19.28

東庄 大会新 佐原 栗源 佐原 佐原
佐原 52.27 東庄 53.82 小見川 54.11 多古 56.22 神崎 57.33 栗源 58.36 佐原五 1:05.54

1m15 1m15 1m15
佐原 佐原 神崎

2m70 2m50 2m20 2m00 2m00
佐原 佐原 神崎 神崎 神崎

4m71 4m20 4m01 3m69 3m58 3m36 3m18
多古 小見川 神崎 香取 小見川 小見川 佐原

5m26 4m58 4m53 4m38 4m23 4m05 3m92 3m71
東庄 佐原五 東庄 佐原 多古 栗源 神崎 多古

共通砲丸投 9m57 9m00 8m80 8m35 7m54 7m54 6m87 6m03
(2.721kg) 神崎 神崎 佐原五 栗源 佐原 栗源 佐原 小見川

共通100mH:高さ0.762ｍ　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 8m

共通砲丸投:重さ2.721kg 記録主任　　村西祐貴大

東部地区中学校陸上競技大会 決勝・ＴＯＰ８記録一覧表（中学女子）

令和3年5月15日（土）
千葉県総合スポーツセンター東総運動場陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

１年100m

２年100m

３年100m

共通200m

共通800m

１年800m

共通棒高跳

共通走幅跳

共通1500m

共通100mH(0.762m)

共通4X100mR

共通走高跳

１年走幅跳

篠塚  萠依(2) 白鳥  早羅(3)

勝俣  ひなた(3) 横山  希望(3) 久米  菜々美(3) 中里  葵(3) 中本  佳和(2) 平野  萌(3)

久保木  るか(1) 多田  咲菜(1)

髙品  千春(2) 樋之口  莉子(1)

土屋  美潤(3) 香取  美咲(3) 野口  由翔(3) 髙橋  芽生(3) 髙良  咲(3) 宇野  愛花(2)

篠塚  莉愛(1)

齊藤  佳子(3) 近藤  愛美(2) 宮﨑  羽詩(2) ４寺田  心(2) ４佐々木  葉奈(3)

山﨑  蒼海(1) 鎌形  芽愛(1) 塚本  妃伽梨(1) 久保木  茜(1)

根本  夏鈴(2)

久保木  悠花(1) 椎名  芙多乃(2) 篠塚  萠依(2)

髙橋  芽生(3) 野口  由翔(3) 佐伯  美優(2)

藤﨑  春乃(3) 箕輪  彩星(3) 髙塚  葵(3)
武内  愛桜(2)

平山  恵美花(2) 工藤  さくら(2) 斉木  美琴(2) 小川  栞里(2)
多田  りり子(2) 土屋  美潤(3) 塚本  菜月(1) 山﨑  蒼海(1) 塚本  妃伽梨(1)
植田  采蘭(3) 岡  美莉亜(3) 高田  実夢(3) 髙良  咲(3) 寺田  心(2) 宇野  愛花(2)

白鳥  早羅(3) 勝俣  ひなた(3) 中里  葵(3) 萩原  咲紀(3)

箕輪  彩星(3) 植田  采蘭(3) 根本  夏鈴(2) 久保木  莉椛(2) 髙𣘺  莉央(1)

香取  美咲(3)

高田  実夢(3) 廣瀨  眞希(3) 菊地  美和(3) 髙橋  冴和(1) 宮内  遥陽(2) 多田  百合葉(2) 鈴木  あおい(3) 齋藤  未結(3)

塚本  菜月(1) 塚本  妃伽梨(1) 根本  怜奈(1)山﨑  蒼海(1) 大八木  藍理(1) 久保木  茜(1) 槙島  姫愛(1) 藏田  真央(1)

多田  りり子(2) 佐伯  美優(2) 平山  恵美花(2) 香取  美羽(2) 福代  瑞記(2) 工藤  さくら(2)

髙塚  葵(3) 土屋  美潤(3) 箕輪  彩星(3) 藤﨑  春乃(3) 髙橋  芽生(3) 髙安  彩名(3)

藤﨑  春乃(3) 髙安  彩名(3) 工藤  さくら(2) 鈴木  あおい(3)

寺田  心(2) 玉造  桜空(2)

植田  采蘭(3) 髙良  咲(3)

玉造  杏菜(2) 香取  美羽(2)

戸村  万葉(1) 髙橋  冴和(1) 金森  由衣(1) 鈴木  るみ(1) 飯島  美優(1) 篠塚  倖歩(1)

多田  りり子(2) 髙塚  葵(3)

野口  由翔(3) 佐藤  楓香(2)高田  実夢(3) 廣瀨  眞希(3) 菊地  美和(3) 川守田  空羽(2) 小野  莉奈(3) 齋藤  未結(3)



No 3
主催香取陸上競技協会

種目
１年100m 12.99 13.31 14.11 14.15 16.04 16.66
予選1組 東庄 小見川 佐原 東庄 神崎 佐原
１年100m 13.56 14.36 14.41 14.70 15.00
予選2組 小見川 香取 東庄 多古 佐原
１年100m 13.13 13.25 13.68 14.48 14.64 17.40
予選3組 小見川 東庄 佐原 香取 神崎 神崎
２年100m 12.30 12.91 13.97 13.99 14.35 14.54 17.74
予選1組 小見川 小見川 佐原 神崎 東庄 多古 香取
２年100m 12.71 12.79 12.98 13.03 14.56 16.05
予選2組 香取 佐原 佐原五 小見川 東庄 香取
３年100m 12.01 12.41 13.38 13.42 13.69
予選1組 香取 多古 佐原 東庄 山田
３年100m 11.83 12.46 12.65 12.78 13.35 13.58
予選2組 小見川 佐原 山田 多古 栗源 山田
共通200m 24.61 25.88 26.94 27.47 27.75 28.18

1組 香取 山田 佐原 小見川 栗源 山田
共通200m 25.00 25.40 26.00 27.22 27.91 28.84

2組 香取 小見川 多古 栗源 佐原 神崎
共通400m 58.27 58.70 1:01.24 1:01.42

1組 神崎 山田 小見川 栗源
共通400m 56.40 1:04.90 1:11.59

2組 小見川 小見川 神崎
共通800m 2:06.82 2:14.88 2:15.39 2:20.15 2:22.23 2:23.05 2:23.98 2:26.90

1組 小見川 栗源 山田 東庄 東庄 小見川 佐原 佐原
2:28.11 2:28.69 2:31.02 2:35.76 2:49.37

小見川 香取 山田 佐原 香取
１年1500m 4:54.81 5:01.09 5:12.47 5:23.12 5:23.40 5:23.97 5:24.53 5:26.98

1組 佐原 小見川 佐原 栗源 多古 多古 神崎 小見川
共通1500m 4:25.13 4:33.45 4:36.55 4:38.44 4:39.36 4:40.81 4:41.91 4:48.00

1組 東庄 小見川 東庄 小見川 香取 東庄 多古 栗源
4:55.54 4:58.13 5:14.08 5:17.69 5:19.09 5:19.36 5:24.12 5:28.52

小見川 多古 佐原 山田 神崎 山田 佐原 香取
6:03.02

栗源
共通3000m 9:27.67 9:37.89 9:38.84 9:53.15 11:08.22 11:11.57 11:17.44 10:21.18

１組 東庄 小見川 小見川 東庄 香取 山田 山田 小見川
共通4X100mR 小見川 46.94 香取 48.38 山田 49.47 佐原 49.51 多古 50.00 神崎 50.35 東庄 51.10

1組

共通走高跳 1m73 1m50
東庄 神崎

共通棒高跳 3m50 3m10 2m60 2m40 1m80 2m00 1m80 1m60
佐原 神崎 佐原 神崎 神崎 佐原 佐原 神崎

１年走幅跳 4m67 4m46 4m27 4m12 4m07 4m02 3m73 3m71
栗源 佐原 小見川 東庄 小見川 神崎 神崎 神崎

3m42
多古

共通走幅跳 6m68 5m61 5m54 5m44 5m30 5m21 4m94 4m13
小見川 香取 佐原 山田 多古 小見川 佐原 東庄

3m99 3m91 3m23 2m96
佐原五 多古 香取 香取

共通砲丸投 7m79 7m78 7m71 5m12 4m93
(5.000kg) 小見川 小見川 東庄 東庄 東庄

林  成海(2) 鎌形  亮佑(2) 高橋  利来翔(3) 磯山  柊吾(2) 平山  雅也(2)

臼田  光佑(2) 五十嵐  凰介(2) 平島  圭祐(2) 髙木  陽向(2)

篠田  浩己(3) 伊藤  嶺(3) 小勝  樂玖(3) 菅井  虹希(3) 横堀  凪柊(3) 小川  恭司(2) 田村  春稀(2) 鈴木  瑛心(2)

伊藤  雅人(1) 藤﨑  瑛大(1)

高橋  涼大朗(1)

浅野  蓮(1) 岡野  然(1) 髙塚  遼汰(1) 遠藤  隼人(1) 越川  泰智(1) 神﨑  敦司(1)

大﨑  陽琉*(1) 椿  洋夢*(1)

齊藤  喜斗(3) 金澤  辰海(3)

鈴木  悠聖(3) 坂本  楓磨(3) 長谷川  蒼空(2) 今井  晴稀(2) 神﨑  敦司(1) 尾形  兜馬*(1)

鈴木  悠斗(3)
石田  晴雅(3)
伊藤  碧海(2)
伊藤  嶺(3)

鎌形  新太(2)
宮内  波瑠(3)
篠田  浩己(3)
小川  恭司(2) 香取  佑京(1)

高橋  利来翔(3)
齊藤  喜斗(3)
上田  暁夢(1)

高橋  涼大朗(1)
横堀  凪柊(3)
佐藤  陸弥(3)
伊藤  颯太(2)

三橋  律(3)
坂本  楓磨(3)

後藤  涼之介(2)
金澤  辰海(3)

宇井  脩人(3)
林  慶悟(3)
菅井  虹希(3)
前田  梁佑(3)

伊能  龍登(3)
鈴木  悠聖(3)
奥村  一輝(2)
小勝  樂玖(3)

玉造  希来(3) 向後  源太*(2)加藤  彬芙(3) 小川  奏多(3) 髙嶋  琉聖(3) 清水  陽永(3) 戸村  宇宙(2) 佐藤  太陽(2)

籾山  晴輝(2) 石田  晴雅(3)

高橋  陽斗(2)

宮内  波瑠(3) 秋山  延慶(3) 大﨑  琉唯(3) 青柳  優希(2) 三浦  寛哉(3) 玉造  希来(3)

加藤  彬芙(3) 小川  奏多(3) 松尾  塁(3) 髙嶋  琉聖(3) 伊藤  碧海(2) 多田  有佑(3) 伊藤  颯太(2) 谷田部  來愛(2)

廣瀨  祐士(1) 増田  遥希(1) 度会  直人(1) 川人  颯馬(1) 鎌田  一成(1) 篠塚  悠真(1) 飯田  大翔(1) 小林  巧(1)

大﨑  琉唯(3) 廣瀨  祐士(1)

向後  昊(2) 三浦  朋樹(2) 青柳  優希(2) 籾山  晴輝(2) 篠塚  勇拓(2)

小川  竜輝(3) 谷田部  來愛(2) 林  慶悟(3) 久保木  颯都(2) 塩谷  櫂吏(3) 増田  遥希(1)

宮内  波瑠(3) 加々井  大河(1) 飯田  大翔(1)

三橋  律(3) 林  慶悟(3) 力根  和也(1) 斎田  愛琉(2)

伊藤  嶺(3) 鎌形  新太(2) 佐藤  陸弥(3) 斎田  愛琉(2) 伊能  龍登(3) 後藤  涼之介(2)

鈴木  悠斗(3) 前田  梁佑(3) 奥村  一輝(2) 宇井野  吉翔(2) 篠塚  陽太(3) 宇井  脩人(3)

篠田  浩己(3) 小勝  樂玖(3) 前田  梁佑(3) 佐藤  陸弥(3) 篠塚  陽太(3) 細野  翔太(3)

鈴木  悠斗(3) 横堀  凪柊(3) 伊能  龍登(3) 高橋  利来翔(3) 宇井  脩人(3)

佐藤  宙翔(2)

伊藤  碧海(2) 奥村  一輝(2) 木内  璃州(2) 宇井野  吉翔(2) 平山  雅也(2) 平島  圭祐(2)

鎌形  新太(2) 小川  恭司(2) 田村  春稀(2) 後藤  涼之介(2) 磯山  柊吾(2) 五十嵐  凰介(2)

本宮  琢磨(1) 上田  暁夢(1) 尾形  泰悠(1) 篠塚  陸人(1) 伊藤  雅人(1) 松浦  愛叶*(1)

大竹  悠生(1) 山本  翼*(1)

髙塚  遼汰(1) 篠塚  遼眞(1) 宮澤  啓人(1) 高橋  涼大朗(1) 五喜田  雄也(1)

東部地区中学校陸上競技大会 予選記録一覧表（中学男子）

令和3年5月15日（土）
千葉県総合スポーツセンター東総運動場陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
香取  佑京(1) 力根  和也(1) 菅谷  徠人(1) 古賀  涼斗*(1)

審判長　伊藤　勝雄　　記録主任　村西祐貴大



No 4

主催香取陸上競技協会

種目
１年100m 12.75 15.34 15.36 16.77 17.03
予選1組 多古 佐原 香取 東庄 佐原
１年100m 13.70 14.84 15.26 15.51 15.66
予選2組 小見川 神崎 佐原 佐原五 佐原
２年100m 14.28 14.61 14.63 14.70 15.02 15.11 15.68
予選1組 小見川 多古 香取 佐原 神崎 東庄 栗源
２年100m 13.24 14.86 15.19 15.51 15.55 16.16
予選2組 佐原 神崎 佐原 小見川 佐原五 栗源
３年100m 13.20 14.02 14.29 14.80 15.19 15.89
予選1組 東庄 佐原 佐原 多古 東庄 栗源
３年100m 13.14 13.56 14.07 14.20 14.97 14.99 15.45
予選2組 小見川 東庄 佐原 香取 栗源 佐原五 多古
共通200m 27.29 27.38 30.58 31.63 31.85 32.09

1組 佐原 小見川 東庄 香取 栗源 多古
共通200m 28.55 28.84 30.40 30.83 32.80 34.58

2組 佐原 香取 神崎 佐原 東庄 佐原五
１年800m 2:32.87 2:36.36 2:42.36 2:44.84 2:58.01 3:04.28

1組 東庄 佐原 小見川 小見川 山田 佐原
共通800m 2:35.70 2:42.47 2:45.66 2:48.01 2:51.10 2:57.23 2:59.92 3:12.69

1組 小見川 東庄 栗源 東庄 小見川 小見川 多古 山田
共通800m 2:22.35 2:28.60 2:37.92 2:52.72 2:56.23 3:02.19 3:36.41

2組 小見川 佐原 東庄 多古 佐原五 小見川 多古
共通1500m 4:47.08 5:12.89 5:21.94 5:23.75 5:29.11 5:37.44 5:37.66 5:52.95

1組 小見川 佐原 小見川 佐原 東庄 佐原 東庄 栗源
6:15.17 6:16.70 6:31.13 6:45.58 7:21.38

佐原五 山田 多古 山田 多古
共通100mH(0.762m) 14.84 15.66 17.02 17.85 19.28

1組 東庄 佐原 栗源 佐原 佐原
共通4X100mR 佐原 52.27 東庄 53.82 小見川 54.11 多古 56.22 神崎 57.33 栗源 58.36 佐原五 1:05.54

1組

共通走高跳 1m15 1m15 1m15
佐原 佐原 神崎

共通棒高跳 2m70 2m50 2m20 2m00 2m00
佐原 佐原 神崎 神崎 神崎

１年走幅跳 4m71 4m20 4m01 3m69 3m58 3m36 3m18 3m26
多古 小見川 神崎 香取 小見川 小見川 佐原 小見川

共通走幅跳 5m26 4m58 4m53 4m38 4m23 4m05 3m92 3m71
東庄 佐原五 東庄 佐原 多古 栗源 神崎 多古

3m61 3m60 3m48 3m36 3m36
小見川 栗源 佐原 佐原 佐原

共通砲丸投 9m57 9m00 8m80 8m35 7m54 7m54 6m87 6m03
(2.721kg) 神崎 神崎 佐原五 栗源 佐原 栗源 佐原 小見川

5m92
小見川

髙品  千春(2) 樋之口  莉子(1)

並木  日向花(3)

石原  麗咲(3)

中本  佳和(2) 平野  萌(3)

髙橋  芽生(3)
多田  りり子(2)
植田  采蘭(3)
藤﨑  春乃(3)

野口  由翔(3)
土屋  美潤(3)
岡  美莉亜(3)
箕輪  彩星(3)

野口  由翔(3) 髙橋  芽生(3)

勝俣  ひなた(3) 横山  希望(3) 久米  菜々美(3) 中里  葵(3)

４佐々木  葉奈(3)

塚本  妃伽梨(1) 久保木  茜(1)

髙岡  美羽(3) 斉木  美琴(2) 倉持  穂花(2) 中野  愛結(3)

土屋  美潤(3) 香取  美咲(3)

菊地  美和(3) 小野  莉奈(3) 齋藤  未結(3) 野口  由翔(3) 川添  菜々*(2) 黒田  ひな(2)

久保木  るか(1) 多田  咲菜(1)

篠塚  萠依(2) 白鳥  早羅(3)

篠塚  莉愛(1) 宮下  楽々*(1)

髙良  咲(3) 宇野  愛花(2)

山﨑  蒼海(1) 鎌形  芽愛(1)

齊藤  佳子(3) 近藤  愛美(2) 宮﨑  羽詩(2) ４寺田  心(2)

白鳥  早羅(3)

平山  恵美花(2)
山﨑  蒼海(1)
髙良  咲(3)

工藤  さくら(2)
塚本  妃伽梨(1)
寺田  心(2)

勝俣  ひなた(3)

斉木  美琴(2)
根本  夏鈴(2)
宇野  愛花(2)
中里  葵(3)

小川  栞里(2)佐伯  美優(2)
塚本  菜月(1)
高田  実夢(3)
髙塚  葵(3)

遠藤  優月(3)

久保木  悠花(1) 椎名  芙多乃(2) 篠塚  萠依(2)
萩原  咲紀(3)

香取  美咲(3)
武内  愛桜(2)

箕輪  彩星(3) 植田  采蘭(3) 根本  夏鈴(2) 久保木  莉椛(2) 髙𣘺  莉央(1)

金森  彩雲(2) 飯島  美優(1) 平山  由唯(3) 椿  千尋(2) 並木  日向花(3)

高田  実夢(3) 廣瀨  眞希(3) 菊地  美和(3) 髙橋  冴和(1) 宮内  遥陽(2) 多田  百合葉(2) 鈴木  あおい(3) 齋藤  未結(3)

戸村  万葉(1) 髙橋  冴和(1) 金森  由衣(1) 鈴木  るみ(1) 飯島  美優(1) 篠塚  倖歩(1)

藤﨑  春乃(3) 髙安  彩名(3) 工藤  さくら(2) 玉造  杏菜(2) 飯田  美咲(3) 武内  愛桜(2)

萩原  咲紀(3)

多田  りり子(2) 髙塚  葵(3) 鈴木  あおい(3) 香取  美羽(2) 根本  夏鈴(2) 平山  恵美花(2)

平野  萌(3)

白鳥  早羅(3)髙塚  葵(3) 箕輪  彩星(3) 髙橋  芽生(3) 髙安  彩名(3) 中里  葵(3)

菅谷  美莉(2) 小川  栞里(2) 宇野  愛花(2)

土屋  美潤(3) 藤﨑  春乃(3) 植田  采蘭(3) 髙良  咲(3) 岡  美莉亜(3)

椿  千尋(2)

佐伯  美優(2) 平山  恵美花(2) 香取  美羽(2) 福代  瑞記(2) 寺田  心(2) 玉造  桜空(2)

多田  りり子(2) 工藤  さくら(2) 玉造  杏菜(2)

佐藤  楓香(2) 鈴木  絢賀(2)

秋本  結音(1) 香取  咲(1)

斉木  美琴(2)

平山  由唯(3)

塚本  菜月(1) 塚本  妃伽梨(1) 根本  怜奈(1) 槙島  姫愛(1) 藏田  真央(1)

東部地区中学校陸上競技大会 予選記録一覧表（中学女子）

令和3年5月15日（土）
千葉県総合スポーツセンター東総運動場陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
山﨑  蒼海(1) 大八木  藍理(1) 久保木  茜(1)

髙岡  璃乃*(2)高田  実夢(3) 廣瀨  眞希(3) 川守田  空羽(2)

審判長　伊藤　勝雄　　記録主任　村西祐貴大　


