
第１８９回松戸市陸上競技記録会 【18120734】 主催： 松戸市陸上競技協会

松戸運動公園陸上競技場 【123040】 後援： （一財）千葉陸上競技協会

2018/11/11 ～ 2018/11/11 （一財）松戸市体育協会

主管： 松戸市陸上競技協会

日付 種目

森村 莉子(2) 12.84 菅原 萌(2) 13.03 森澤 優佳(1) 13.10 吉江 優菜(2) 13.21 手塚 久玲亜(3) 13.26 永山 知実(2) 13.28 吉村 優伊(2) 13.33 都 優月(2) 13.45

柏二中 (-0.1) 我孫子中 (-0.1) 葛飾中 (-0.1) 柏二中 (0.0) 柏二中 (+0.1) 六実中 (-0.1) 葛飾中 (+0.1) 新松戸南中 (0.0)

ハッサン ナワール(2) 25.01 髙野 綾乃(2) 26.50 髙橋 久美(2) 27.20 井出 心乃(1) 27.70 家永 夏光(2) 27.84 佐藤 夏海(2) 28.05 田中 華(2) 28.40 中村 蘭(2) 28.54

松戸五中 (+0.2) 湖北中 (+0.2) 鎌ケ谷中 (+0.2) 流山南部中 (+0.2) 旭町中 (-0.4) 鎌ケ谷二中 (+0.2) 牧野原中 (-0.4) 流山南部中 (-0.4)

橋本 季咲(2) 15.66 駿高 たえ(2) 16.42 佐藤 優妃(2) 16.72 吉村 楓花(2) 16.99 淺野 心愛(2) 17.48 吉田 莉奈(1) 17.52 皆本 智恵美(2) 17.82 武藤 美晴(2) 17.97

我孫子中 (-0.8) 六実中 (-0.8) 御滝中 (-0.8) 河原塚中 (-0.8) 市川五中 (-0.8) 我孫子中 (+0.9) 柏三中 (-0.2) 松戸六中 (0.0)

柏二中A 50.14 我孫子中A 51.84 小金南中A 51.96 流山南部中A 52.93 鎌ケ谷中A 53.10 法田中A 53.41 六実中A 53.58 西原中A 53.94

手塚 久玲亜(3) 長原 光咲(2) 桑原 彩衣(2) 薬師神 志帆(1) 竹内 麻緒(1) 伊藤 小晴(1) 駿高 たえ(2) 里見 柚菜(2)

吉江 優菜(2) 菅原 萌(2) 玉置 彩音(1) 中村 蘭(2) 関島 花衣(2) 田中 晴葵(2) 永山 知実(2) 関根 夏鈴(1)

田中 杏莉奈(2) 橋本 季咲(2) 大場 葵衣(2) 伊藤 美結(2) 齊藤 梨花子(2) 渡邊 里奈(2) 笹川 瑠菜(2) 春日 美凜(1)

森村 莉子(2) 荒井 桃香(2) 石垣 萌果(1) 井出 心乃(1) 髙橋 久美(2) 星 りこと(1) 伊藤 瑠知亜(2) 楠本 若葉(1)

関根 みな(2) 1m54 荒井 桃香(2) 1m48 山本 結楓(1) 1m40 宮野 華(2) 1m35 菰田 七星(2) 1m35 笹川 瑠菜(2) 1m35 渡邊 里奈(2) 1m35 西山 美羽(2) 1m35

我孫子中 我孫子中 河原塚中 高柳中 流山北部中 六実中 法田中 湖北中

瀬賀 風花(2) 4m82 清水 美羽(2) 4m75 成田 エレナ(1) 4m74 榎本 海音(1) 4m63 関本 紗矢(2) 4m56 田中 美妃(2) 4m54 森本 咲良(1) 4m54 三坂 彩風(1) 4m51

みちるAC (-1.1) 小金南中 (-0.7) 市川五中 (0.0) 小金南中 (+0.4) 鎌ケ谷四中 (-0.1) 柏三中 (-0.4) 葛飾中 (-0.5) 松戸五中 (-0.7)

植木 美羽(2) 10m09 金内 美羽(2) 9m49 西本 有紗和(2) 9m37 上坂 真央(2) 9m16 赤塚 和日南(1) 8m42 栗原 理菜(2) 8m32 久保 ひより(1) 7m83 小宮 緋南花(2) 7m67

我孫子中 松戸六中 鎌ケ谷二中 松戸四中 松戸四中 流山南部中 葛飾中 鎌ケ谷二中

審判長：古舘　宜夫 記録主任：黒田　泰三

決勝記録一覧表（中学女子）

8位1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

砲丸投
(2.721kg)

4X100mR

走高跳

走幅跳

11月
11日

200m

100mH
(0.762m_8.0m)

100m


