
第１８４回松戸市陸上競技記録会 【17120734】

松戸運動公園陸上競技場 【123040】 中学女子決勝一覧表 審 判 長 古 舘 宜 夫

2017/11/11 ～ 2017/11/11 記録主任 岩 脇 充 司

日付 種目

手塚 久玲亜(2) 13.15(+1.4) 石坂 向日葵(2) 13.26(+1.7) 森村 莉子(1) 13.29(0.0) 鈴木 杏(2) 13.32(+0.8) 菅原 萌(1) 13.42(0.0) 永山 知実(1) 13.45(+0.7) 川久保 汐音(2) 13.55(+0.8) 工藤 夢(2) 13.65(+1.4)

柏二中 白山中 柏二中 松戸一中 我孫子中 六実中 小金南中 我孫子中

ハッサン ナワール(1) 24.81(+0.8) 後藤 智南(2) 26.19(+2.8) 原 百花(2) 27.56(+0.8) 家永 夏光(1) 27.56(+2.8) 吉江 優菜(1) 27.91(+0.7) 高原 はなの(2) 28.18(+2.1) 福田 百花(2) 28.29(+0.8)

松戸五中 埼玉：春日部飯沼中 柏二中 旭町中 柏二中 柏二中 埼玉：春日部飯沼中

山田 彩乃(2) 28.18(+0.8)

旭町中

寺田 歩未(2) 15.91(+1.6) 湊川 里聖(2) 15.98(+1.1) 古谷 那奈(2) 16.08(+1.4) 山中 美咲(2) 16.16(+0.8) 安齋 美柚(2) 16.24(+1.7) 鈴木 歩実(2) 16.64(+2.1) 豊田 香乃(2) 16.67(+1.0) 丹羽 彩乃(2) 17.01(+0.8)

西原中 六実中 光ケ丘中 松戸六中 逆井中 小金中 白山中 松戸四中

柏二中A 51.83 白山中A 52.54 我孫子中C 52.56 埼玉：春日部飯沼中A 52.68 柏二中B 53.18 西原中A 53.21 六実中A 53.33 小金中A 53.71

福田 千夏(2) 福井 光(2) 植木 美羽(1) 坂巻 碧唯(2) 若杉 あづさ(1) 関根 莉央(2) 久保 七海(2) 太田 鈴音(2)

原 百花(2) 豊田 香乃(2) 橋本 季咲(1) 後藤 智南(2) 吉江 優菜(1) 新村 日和(2) 永山 知実(1) 鈴木 歩実(2)

手塚 久玲亜(2) 石坂 向日葵(2) 菅原 萌(1) 會田 日和(2) 田中 杏莉奈(1) 寺田 歩未(2) 湊川 里聖(2) 享保 七夏美(2)

高原 はなの(2) 岩立 果奈(2) 荒井 桃香(1) 福田 百花(2) 森村 莉子(1) 三笠 麻衣(2) 平澤 梨夏(2) 沼尻 千春(2)

荒井 桃香(1) 1m40 椿 藍(2) 1m40 宮野 華(1) 1m35 関根 莉央(2) 1m35 砂田 千乃(2) 1m30 笹川 瑠菜(1) 1m25

我孫子中 鎌ケ谷二中 高柳中 西原中 法田中 六実中

齋藤 彩(2) 1m35 川口 姫奈(1) 1m25

埼玉：春日部葛飾中 柏二中

依田 茜理(2) 1m35

逆井中

田中 海羽(2) 5m06(-0.1) 青木 遥楓(2) 5m00(+1.8) 梅戸 凜(2) 4m88(+0.3) 享保 七夏美(2) 4m78(+1.8) 藪崎 真優(2) 4m55(+2.2) 関本 紗矢(1) 4m51(-0.6) 久慈 汐梨(2) 4m49(+1.3) 髙橋 彩海(1) 4m49(+1.5)

松戸四中 旭町中 中原中 小金中 中原中 公認4m37(+1.0) 鎌ケ谷四中 鎌ケ谷二中 我孫子中

根本 紗良(2) 9m22 杉野 雅(2) 9m17 沼尻 千春(2) 8m71 上杉 美南(2) 8m15 宮嵜 夏海(2) 8m15 武藤 真尋(2) 8m14 高橋 実穂(2) 8m12 櫻井 柊嘉(2) 8m11

高谷中 埼玉：春日部葛飾中 小金中 柏三中 柏三中 松戸四中 松戸四中 六実中

凡例 
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