
平成２９年度松戸市陸上競技選手権大会 【17120711】 ト ラ ッ ク 審 判 長 伊藤　信夫

　兼松戸市体育祭陸上競技大会 中学女子決勝一覧表 跳 躍 審 判 長 吉原　　廣

　兼第183回松戸市陸上競技記録会 投 て き 審 判 長 吉原　　廣

松戸運動公園陸上競技場 【123040】 招 集 所 審 判 長 緒方　敏幸

2017/08/26 ～ 2017/08/27 記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

ハッサン　ナワール(04)(1) 12.41 タネル　舞璃乃(03)(2) 12.61 白井　夏鈴(03)(2) 12.99 手塚　久玲亜(03)(2) 13.19 小林　瑶枝(03)(2) 13.43 川村　愛奈(02)(3) 13.45 平澤　梨夏(03)(2) 13.68 大城　結菜(04)(1) 13.70

松戸五中 GR 河原塚中 松戸二中 柏二中 柏四中 逆井中 六実中 松戸四中

ハッサン　ナワール(04)(1) 25.36(-0.2) タネル　舞璃乃(03)(2) 25.93(+0.5) 白井　夏鈴(03)(2) 26.96(-0.8) 杉崎　璃子(03)(2) 27.09(0.0) 手塚　久玲亜(03)(2) 27.20(+2.1) 塩谷　咲希(04)(2) 27.44(-0.3) 小林　瑶枝(03)(2) 27.47(+0.5) 小田　美空(03)(2) 27.63(+0.2)

松戸五中 GR 河原塚中 GR 松戸二中 野田南部中 柏二中 松戸二中 柏四中 松戸二中

佐藤　涼香(03)(2) 2:24.43 清水　雪菜(03)(2) 2:24.85 渡辺　笑夏(03)(2) 2:25.02 小西　翠(02)(3) 2:25.50 山田　彩乃(03)(2) 2:27.99 平谷　佳奈(03)(2) 2:28.02 田中　未来(03)(2) 2:30.47 森川　瞳(04)(1) 2:30.53

習志野第七中 栗ケ沢中 松戸六中 小金南中 旭町中 高柳中 松戸三中 小金南中

岡本　彩稀(03)(2) 4:55.28 増岡　桃花(02)(3) 4:55.36 渡辺　笑夏(03)(2) 4:55.38 錦織　日向子(02)(3) 5:05.05 堀江　乙葉(2) 5:05.81 渡邉　英里佳(02)(3) 5:07.01 岩永　桜(04)(1) 5:07.83 左部　彩香(03)(2) 5:09.58

六実中 高根中 松戸六中 金ヶ作中 野田一中 松戸四中 常盤平中 柏第三中

湊川　里聖(03)(2) 16.48(+0.3) 齊藤　朝花(03)(2) 16.59(-0.2) 川島　彩季(03)(2) 16.66(-0.9) 皆川　望愛(03)(2) 16.85(-1.9) 森谷　結衣(02)(3) 16.90(-1.8) 塘　ありあ(03)(2) 16.98(-1.0) 古谷　那奈(03)(2) 17.10(-0.5) 小川　　日菜乃(1) 17.64(-1.8)

六実中 河原塚中 稲毛中 河原塚中 河原塚中 流山北部中 光ケ丘中 野田一中

野田南部中(A) 50.93 松戸二中(A) 50.95 松戸五中(A) 51.69 柏二中(A) 52.28 逆井中(A) 53.75 稲毛中(A) 53.84 小金中(A) 53.86 野田南部中(B) 53.90

加藤　夏実(03)(2) GR 黒坂　芽衣(03)(2) GR 中村　音香(02)(3) 森村　莉子(04)(1) 松本　あずみ(03)(2) 杉田　響(03)(2) 享保　七夏美(03)(2) 大塚　陽向(04)(2)

山田　美咲(03)(2) 小田　美空(03)(2) 阿久津　結衣(03)(3) 原　百花(03)(2) 寺川　葵音(03)(2) 森田　万稀(04)(2) 鈴木　歩実(03)(2) 阿部　真優(04)(2)

荒井　海緒(04)(1) 白井　夏鈴(03)(2) 赤司　帆乃香(02)(3) 手塚　久玲亜(03)(2) 後村　冬月(03)(2) 川島　彩季(03)(2) 遠藤　伊万里(04)(1) 木村　里菜(03)(2)

杉崎　璃子(03)(2) 塩谷　咲希(04)(2) ハッサン　ナワール(04)(1) 高原　はなの(03)(2) 小林　有衣(04)(2) 渡邉　陸希(03)(2) 奈賀　莉々子(03)(2) 佐藤　結花(04)(2)

海鋒　路(03)(2) 1m54 若菜　千夏(03)(2) 1m45 依田　茜理(03)(2) 1m40 相原　花菜(03)(2) 1m35 木村　里菜(03)(2) 1m35 河野　凜安(03)(2) 1m35 太田　涼葉(03)(2) 1m35 齋藤　楓(03)(2) 1m30

流山北部中 中原中 逆井中 稲毛中 野田南部中 河原塚中 稲毛中 常盤平中

大野　菜月(03)(2) 1m30

柏二中

鎌形　桃(02)(3) 1m30

国府台女学院中

奥田　ヒカル(02)(3) 1m30

栗ケ沢中

岡部　玲奈(02)(3) 5m62(+0.9) 塩谷　咲希(04)(2) 5m27(+0.1) 田中　海羽(03)(2) 5m08(+1.5) 与儀　真鈴(04)(1) 4m97(+0.4) 根上　遥(03)(2) 4m89(+0.5) 青木　遥楓(03)(2) 4m85(+0.7) 宮澤　夏琳(03)(2) 4m73(+1.0) 享保　七夏美(03)(2) 4m68(+1.8)

小金南中 GR 松戸二中 GR 松戸四中 根木内中 柏第三中 旭町中 高柳中 小金中

加瀬　清佳(02)(3) 11m87 酒井　かえで(03)(2) 10m56 柴沼　未来(03)(2) 9m47 須藤　真以(03)(2) 9m32 志賀　遥奈(03)(2) 8m98 上杉　美南(03)(2) 8m82 八木　瞳(03)(2) 8m79 小山　寿美怜(03)(2) 8m69

栗ケ沢中 常盤平中 松戸二中 流山北部中 野田南部中 柏第三中 松戸一中 布佐中

凡例  GR:大会記録

27日 中学女子200m

8位1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

26日
中学女子100m

風：-0.3

27日 中学女子800m

26日 中学女子1500m

27日
中学女子

100mH(0.762m_8.0m)

27日
一般男子砲丸投

(7.260kg)

27日 中学女子4X100mR

27日 中学女子走高跳

26日 中学女子走幅跳


