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日付 種目

瀬沼 有咲(3) 12.35 森澤 佳菜(2) 12.61 山田 美南(2) 12.85 永富 美柚(4) 12.92 高木 紗樹(2) 12.93 山田 美咲(1) 13.09 竹下 夏美(1) 13.17 佐藤 結花(1) 13.50

野田中央高 八千代高 八千代高 東女体大 八千代高 西武台千葉高 市立松戸高 西武台千葉高

永富 美柚(4) 26.06(0.0) 小坂井 裕美(2) 26.53(+0.2) 藤原 海李(2) 26.61(0.0) 加藤  莉奈(2) 26.79(0.0) 徳久 弥笑(1) 26.81(0.0) 増田 茅陽(1) 26.94(0.0) 竹下 夏美(1) 26.98(0.0) ベジェロン 真依楓(1) 27.02(0.0)

東女体大 八千代高 市立松戸高 市立松戸高 市立松戸高 西武台千葉高 市立松戸高 八千代高

山本 倖千恵(2) 57.84 井上 彩加(2) 58.12 森谷 結衣(2) 59.96 早野 凜(2) 1:00.06 徳久 弥笑(1) 1:00.25 高瀬 菜々香(2) 1:00.50 藤原 海李(2) 1:00.56 加藤  莉奈(2) 1:01.07

立教大 立教大 市立松戸高 印旛明誠高 市立松戸高 松戸馬橋高 市立松戸高 市立松戸高

山本 倖千恵(2) 2:16.86 金見 菊花(1) 2:19.05 高瀬 菜々香(2) 2:19.55 森山 和奏(2) 2:27.01 種市 望里(2) 2:28.07 石橋 咲紀(1) 2:28.58 小池 杏奈(1) 2:29.00 吉野 日菜(1) 2:29.21

立教大 渋谷幕張高 松戸馬橋高 野田中央高 翔凜高校 流山南高 翔凜高校 市立柏高

菊池 ゆとり(1) 4:49.02 大西 夏帆(1) 4:50.19 佐藤 美海(2) 4:51.15 八代 芽久美(3) 4:55.27 香焼 真由菜(2) 4:55.77 荒井 寧音(2) 4:58.57 岩井 沙祈(2) 4:58.59 倉光 陽世(2) 5:00.12

市立柏高 聖徳大 市立柏高 船橋法典高 印旛明誠高 船橋法典高 印旛明誠高 市立柏高

岩井 沙祈(2) 10:27.65 宮本 菜々子(2) 10:36.88 香焼 真由菜(2) 10:48.18 中谷地 那南(2) 10:49.28 阿部 和佳(2) 10:55.05 小池 杏奈(1) 10:55.19 黒岩 万愛(3) 10:57.94 河端 さくら(3) 11:07.40

印旛明誠高 小金高 印旛明誠高 柏南高 柏南高 翔凜高校 市立松戸高 翔凜高校

關口 葉月(2) 14.79(-0.1) 志賀 千織(2) 14.83(-0.1) 熊本ﾗｳｨﾆ 舞(3) 15.50(-0.1) 高木 紗樹(2) 15.88(-0.1) 鳥海 柚月(1) 15.89(-0.1) 山中 美咲(1) 15.92(-0.1) 早野 凜(2) 16.00(-0.1) 小松 優里(1) 16.80(-0.3)

渋谷幕張高 共栄大 西武台千葉高 八千代高 八千代高 流山南高 印旛明誠高 松戸国際高

熊取谷 有紗(2) 1:05.74 森谷 結衣(2) 1:06.58 麻川 綾乃(2) 1:07.15 壽福 鈴菜(2) 1:10.73 奥谷 綾乃(2) 1:11.30 川浪 夏美(2) 1:11.47 小杉 穂花(2) 1:12.01 中里 舞奈(3) 1:12.50

鎌ケ谷高 市立松戸高 市立松戸高 国府台高 船橋法典高 柏南高 小金高 筑波大同

9月1日 4X100mR ※1

池田 遥香(3) 1m65 鈴木 璃子(2) 1m53 坂田 麻絢(2) 1m50 秦野 彩奈(2) 1m45 植原 千夏(2) 1m45 深澤 百々香(2) 1m40

幕張総合高 流山南高 小金高 鎌ケ谷高 柏高 柏南高

若菜 千夏(1) 1m53 小林 怜奈(2) 1m45 大樂 くるみ(2) 1m40

小金高 西武台千葉高 柏南高

大山 葵(1) 1m40

二松学舎柏高

岡部 玲奈(2) 5m59(+0.6) 加藤 明希(2) 5m32(+0.1) 西尾 悠子(1) 5m31(-0.2) 中村 由芽(2) 5m29(0.0) 仙田 結乃(2) 5m24(0.0) 山田 美咲(1) 5m11(+0.5) 上田 紗椰(1) 5m04(0.0) 齊藤 マイ(2) 5m02(0.0)

市立船橋高 日大習志野高 西武台千葉高 柏南高 八千代高 西武台千葉高 八千代高 船橋法典高

山田 彩夏(1) 11m57 阿部 沙織理 10m33 德永 風華(2) 9m28 島田 樹莉亜(2) 8m74 鞠子 瑠生(1) 8m68 島村 友朱可(1) 8m65 大集 未央(1) 8m43 中山 七海(1) 7m51

幕張総合高 松戸市陸協 渋谷幕張高 沼南高柳高 柏中央高 西武台千葉高 松戸国際高 柏南高

内田 萌奈(3) 37m84 野瀬 珠々乃(2) 32m90 奥島 千晶(2) 31m58 阿部 沙織理 30m77 島村 友朱可(1) 30m19 齊藤 海優(3) 29m73 武井 紗希(2) 24m61 酒井 かえで(1) 23m97

西武台千葉高 流山南高 市立松戸高 松戸市陸協 西武台千葉高 船橋古和釜高 鎌ケ谷西高 松戸馬橋高

内田 萌奈(3) 49m47 山下 わか菜(2) 43m30 渡邉 智恵美 40m42 齊藤 海優(3) 32m45 安國 明希(2) 30m52 沼尻 千春(1) 30m18 佐々木 いずみ(2) 29m33 逸見 唯菜(2) 28m45

西武台千葉高 GR 流山南高 野田市陸協 船橋古和釜高 市立柏高 流山高 松戸馬橋高 小金高

ＧＲ：大会新記録

※１　薄暮によるレース中止

200m

8位

２０１９年度松戸市陸上競技選手権大会 【19120711】
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2019/08/31 ～ 2019/09/01

                                                                                                                決勝一覧表（一般高校女子)

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

8月31日 400m

9月1日 800m

8月31日
100m

風：-2.5

9月1日

9月1日 1500m

8月31日 砲丸投(4.000kg)

8月31日 3000m

9月1日 100mH(0.838m)

9月1日 400mH(0.762m)

9月1日 円盤投(1.000kg)

8月31日 やり投(600g)

8月31日 走高跳

9月1日 走幅跳




