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日付 種目

甲斐 好美 12.03(+0.1) 菅井 沙桜里 (3) 12.45(-0.1) 梶谷 菜帆(1) 12.68(-0.8) 安下 帆風(2) 12.78(+0.1) 小松 絵里香(2) 12.79(+0.7) 太田 莉音(2) 12.85(+1.8) 瀬沼　 有咲(2) 12.89(+0.1)

ＪＯＫＥＲ GR 柏中央高 市立船橋高 芝浦工大柏高 市立船橋高 柏陵高 野田中央高

鍋島 希(2) 12.89(-0.1)

市立船橋高

梶谷 菜帆(1) 25.49(+0.6) 川窪 萌夏(1) 25.82(+0.7) 吉中 日向子(2) 25.89(+0.4) 安下 帆風(2) 25.90(+0.4) 小松 絵里香(2) 26.20(+0.6) 菅原 唯(2) 26.31(+0.7) 鍋島 希(2) 26.36(+0.7) 木村 友香(1) 26.71(+0.4)

市立船橋高 市立船橋高 埼　玉・和光国際高 芝浦工大柏高 市立船橋高 柏南高 市立船橋高 市立船橋高

猿田 衣織(2) 26.71(+0.6)

専修大松戸高

二本松 采香(2) 59.94 田上　 笑花(2) 1:00.53 齋藤 理乃(2) 1:00.82 徳永 美咲(2) 1:02.53 木谷 有希(2) 1:02.82 藤原 海李(1) 1:02.89 中山 遥(1) 1:03.64 麻川 綾乃(1) 1:04.30

市立松戸高 市立松戸高 市立船橋高 柏陵高 鎌ケ谷高 市立松戸高 柏南高 市立松戸高

河田 実由(2) 2:18.97 矢ヶ部 美幸(2) 2:26.16 木谷 有希(2) 2:26.54 大越 優菜(3) 2:26.55 中谷地　 那南(1) 2:28.73 佐口 向日葵(1) 2:30.48 菊地 風香(2) 2:31.64 阿部　 和佳(1) 2:31.98

小金高 専修大松戸高 鎌ケ谷高 流山南高 柏南高 小金高 市立柏高 柏南高

八代 菜々美(2) 4:46.24 森 結唯(2) 4:49.12 八代 芽久美(2) 4:54.30 宮前 海咲(2) 4:55.10 福島 美咲(3) 4:59.54 草野 紗希(3) 4:59.89 杉田 美月(3) 5:00.25 西村 春香(1) 5:01.03

船橋法典高 流山南高 船橋法典高 市立柏高 船橋法典高 市立柏高 市立柏高 市立柏高

河田 実由(2) 10:11.37 森 結唯(2) 10:17.10 染谷　 絢香(2) 10:30.45 初見　 わかば(2) 10:38.77 大越 優菜(3) 10:50.24 石原 希美(2) 10:51.15 君塚 瑠莉(2) 10:53.76 丸山 奈月(2) 10:58.29

小金高 流山南高 柏南高 柏南高 流山南高 小金高 流山南高 薬園台高

増田 絢菜(2) 14.61(-0.1) 大熊 楓(2) 14.73(-0.1) 志賀　千織(1) 15.80(-0.1) 小島 未久(2) 15.83(-0.1) 遠藤 真由(2) 16.76(-0.1) 渡邉 美里(2) 16.96(-0.1) 白田 穂乃佳(2) 17.29(-0.1) 森谷 結衣(1) 17.50(-0.3)

市立船橋高 市立船橋高 共栄大 埼　玉・和光国際高 柏陵高 流山南高 埼　玉・和光国際高 市立松戸高

岸 茄楠(2) 1:05.32 村田 さくら(2) 1:10.26 森川 亜弥(2) 1:10.28 中村 美桜(2) 1:11.58 伊藤 香菜子(2) 1:11.69 日置 美優子(1) 1:12.07 麻川 綾乃(1) 1:12.18 本間 美樹(2) 1:12.63

市立船橋高 GR 埼　玉・和光国際高 千葉日大一高 松戸国際高 国府台女子学高 柏陵高 市立松戸高 鎌ケ谷高

市立船橋高A 48.28 市立船橋高B 50.05 柏陵高A 50.70 柏南高A 51.27 鎌ケ谷高A 51.70 芝浦工大柏高A 52.32 市立松戸高B 52.52 専修大松戸高A 52.59

大熊 楓(2) GR 増田 絢菜(2) 徳永 美咲(2) 山田 結莉奈(1) 本間 美樹(2) 植村 夏帆(2) 奥島 千晶(1) 鈴木 菜月(2)

梶谷 菜帆(1) 鍋島 希(2) 太田 莉音(2) 中村　 由芽(1) 織田 奈央理(2) 安下 帆風(2) 麻川 綾乃(1) 猿田 衣織(2)

川窪 萌夏(1) 岸 茄楠(2) 日置 美優子(1) 中山 遥(1) 倉本 莉沙(2) 尾木 美智(2) 高橋 一歌(2) 吉田 清香(1)

小松 絵里香(2) 岡部 玲奈(1) 小宮 莉帆(2) 菅原 唯(2) 熊取谷 有紗(1) 杉内 凛(1) 加藤 莉奈(1) 久松 姫南乃(2)

清野 かな子(3) 1m67 大熊 楓(2) 1m60 植原　千夏 (1) 1m51 鈴木 璃子(1) 1m51 野村 希咲(2) 1m48 坂田 麻絢(1) 1m45 長妻 くるみ(1) 1m40 小松 みのり(2) 1m40

市立船橋高 市立船橋高 柏高 流山南高 八千代高 小金高 市立柏高 松戸国際高

甲斐 好美 6m31(+1.1) 岡部 玲奈(1) 5m59(+1.1) 加藤 明希(1) 5m32(+0.3) 石井 香名(1) 5m28(+0.2) 高田 優菜(2) 5m22(+0.1) 渡辺 奈美(2) 4m87(-0.1) 濱田 南柚(2) 4m85(+0.2) 齊藤 マイ(1) 4m84(-0.2)

ＪＯＫＥＲ GR 市立船橋高 日大習志野高 市立船橋高 小金高 薬園台高 埼　玉・和光国際高 船橋法典高

坂上　 まりな(3) 10m45 梅津 花菜(2) 9m67 野瀬 珠々乃(1) 9m21 島田 樹莉亜(1) 9m21 内田 有香(2) 9m07 小暮 月乃(2) 8m79 田中 茉弥那(1) 6m95 吉田 彩来(1) 6m06

野田中央高 茨　城・取手松陽高 流山南高 沼南高柳高 船橋啓明高 松戸国際高 千葉敬愛高 松戸六実高

野瀬 珠々乃(1) 28m75 齊藤 海優(2) 27m73 内田 有香(2) 27m11 桑原 琴音(2) 24m97 島田 樹莉亜(1) 24m45 多田 光希(2) 22m20 武井 紗希(1) 21m10 松本 紗耶香(2) 20m14

流山南高 船橋古和釜高 船橋啓明高 流山南高 沼南高柳高 柏南高 鎌ケ谷西高 松戸六実高

渡邉　智恵美 38m26 山下 わか菜(1) 34m59 宮澤 茉那(2) 31m95 桑原 琴音(2) 31m65 高橋 さくら(2) 28m67 森田 陽菜子(3) 28m65 菅原 涼香(2) 28m59 金田 茉子(2) 28m34

野田市陸協 流山南高 柏南高 流山南高 専修大松戸高 市川南高 国府台高 おおたかの森高

凡例  GR:大会記録 

7位 8位

9月1日 100m

平成３０年度松戸市陸上競技選手権大会 【大会コード：18 12 0711】　　決 勝 一 覧 表 【一般・高校女子】
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1位 2位 3位 4位 5位 6位

9月2日 200m

9月1日 400m

9月2日 800m

9月2日 1500m

9月1日 3000m

9月2日
100mH

(0.838m)

9月2日
400mH

(0.762m)

9月2日 4X100mR

9月1日 走高跳

9月1日
やり投
(600g)

9月2日 走幅跳

9月1日
砲丸投

(4.000kg)

9月2日
円盤投

(1.000kg)


