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日付 種目

100m 原田　愛蘭(3) 12.58 泉對　愛莉(3) 12.70 菅井　沙桜里(1) 12.73 安田　志織 12.75 永富　美柚(1) 12.81 鈴木　　野々春(2) 12.83 大平　　沙由里(2) 12.95 根岸　彩名(2) 13.20

風：-1.5 柏中央高 市立船橋高 柏中央高 秀明八千代高 東女体大 市立船橋高 市立船橋高 八千代高

原田　愛蘭(3) 24.99(+0.3) 藤井　　彩乃(3) 25.44(+0.2) 永富　美柚(1) 25.97(+1.2) 菅井　沙桜里(1) 26.01(+0.1) 白川　もも(1) 26.05(+0.1) 高山　　千優(2) 26.46(+0.1) 渡部　　栞(3) 26.48(0.0) 若月　優実(1) 26.61(+0.4)

柏中央高 GR 市立船橋高 東女体大 柏中央高 東女体大 市立船橋高 市立船橋高 西武台千葉高

若月　優実(1) 59.31 浅利　望綾(1) 1:00.19 白川　もも(1) 1:00.40 藤田　江美莉(2) 1:00.59 小西　楓(2) 1:01.19 神林　明日香(2) 1:01.50 伊藤　実奈子(2) 1:01.68 大塚　衣菜(3) 1:02.06

西武台千葉高 西武台千葉高 東女体大 八千代高 東葛飾高 市立松戸高 八千代高 船橋法典高

河田　実由(1) 2:16.56 大関　陽菜(2) 2:24.07 大西　理彩(1) 2:25.11 土田　優月(1) 2:27.87 吉田　萌恵(1) 2:27.91 柴崎　恵梨香(1) 2:28.26 稲葉　真歩(2) 2:29.02 山田　時歩(2) 2:31.26

小金高 GR 柏南高 東葛飾高 埼玉・帝京平成大 国府台高 千葉大 成田北高 国府台高

山中　千穂(3) 4:40.06 浅和　珠璃(2) 4:56.86 高田　夏子(2) 4:57.09 岩下　雪乃(1) 5:00.87 布施　温菜 5:01.93 塚本　萌(1) 5:03.13 吉谷　玲香(1) 5:05.16 福島　美咲(1) 5:06.11

市立柏高 GR 船橋法典高 東葛飾高 市立柏高 東京・NS.AC 沼南高 市立松戸高 船橋法典高

山中　千穂(3) 10:03.81 河田　実由(1) 10:04.63 中西　舞子(2) 10:43.07 高田　夏子(2) 10:47.16 市塚　裕香(3) 10:53.29 岩下　雪乃(1) 11:01.53 徳田　祐子(1) 11:01.70 吉谷　玲香(1) 11:06.31

市立柏高 小金高 東葛飾高 東葛飾高 市立柏高 市立柏高 東葛飾高 市立松戸高

比嘉　和希(3) 14.66(-0.1) 志賀　千織(2) 15.05(+0.1) 安田　志織 15.18(+0.9) 仲田　　芽惟(2) 15.43(+0.9) 新垣　若葉(2) 16.20(-0.1) 谷村　華澄(2) 16.45(+0.1) 中島　沙也香(2) 16.50(+0.2) 指田　みなみ(1) 16.76(+0.2)

市立船橋高 西武台千葉高 秀明八千代高 市立船橋高 西武台千葉高 東女体大 東女体大 柏南高

鈴木　未結(2) 1:06.67 松木　茜(2) 1:06.96 吉川　実穂(2) 1:07.14 小林　　歩未(1) 1:08.37 佐々木　里奈(3) 1:09.89 松本　麻優(1) 1:12.85 栗山　柚津(1) 1:15.90 永村　奈津美(2) 1:15.99

松戸六実高 GR 八千代高 GR 流山南高 市立船橋高 船橋法典高 柏南高 流山高 松戸国際高

市立船橋高A 48.41 八千代高A 49.71 市立船橋高B 50.43 西武台千葉高A 50.63 西武台千葉高B 51.27 柏南高 51.80 専修大松戸高 52.20 流山南高 52.34

大平　　沙由里(2) GR 古田　陽菜(2) 白鳥　　茉莉佳(1) 志賀　千織(2) 福井　里奈(1) 金澤　優希(2) 井手上　汀(2) 菅井　佑莉(1)

鈴木　　野々春(2) 伊藤　実奈子(2) 木下　　真妃(1) 若月　優実(1) 笹沼　彩菜(1) 佐藤　理奈(1) 佐々木　歩(2) 吉川　実穂(2)

高山　　千優(2) 藤田　江美莉(2) 小林　　歩未(1) 浅利　望綾(1) 新垣　若葉(2) 綿貫　亜美(1) 小湊　清佳(2) 寺島　真由(2)

湯浅　　ケリーマ(1) 根岸　彩名(2) 仲田　　芽惟(2) 野本　優奈(1) 麻生　奈那(1) 宇佐見　奈々(1) 川上　桃子(2) 石塚　紘衣(2)

清野　　かな子(1) 1m68 野本　優奈(1) 1m54 小出　優菜(2) 1m48 角舘 　沙彩(1) 1m45 中島　沙也香(2) 1m45 森　沙亜良(2) 1m40 加藤　鮎奈(2) 1m40 佐藤　築野(2) 1m40

市立船橋高 西武台千葉高 船橋法典高 柏高 東女体大 東葛飾高 八千代高 柏の葉高

湯浅　　ケリーマ(1)5m35(-0.2) 染谷　千夏(3) 5m30(-0.6) 東　ゆりこ(1) 4m97(0.0) 宇佐見　奈々(1) 4m91(-0.2) 石村 　萌(2) 4m86(0.0) 村上　麗奈(2) 4m71(-0.3) 森　沙亜良(2) 4m67(+0.9) 梨子田　夢子(2) 4m59(-0.2)

市立船橋高 西武台千葉高 八千代高 柏南高 柏高 柏の葉高 東葛飾高 柏の葉高

阿部　沙織理 11m38 石川　伊津美(3) 10m81 岸澤　真帆香(1) 10m22 渋谷　実穂(1) 9m45 梅田　翔子(3) 9m31 熊澤　琴子(1) 8m60 石塚　紘衣(2) 8m25 近藤　祐実(2) 7m59

松戸陸協 西武台千葉高 西武台千葉高 西武台千葉高 船橋法典高 松戸馬橋高 流山南高 柏南高

浮谷　睦子 37m68 阿部　沙織理 36m16 石川　伊津美(3) 34m65 梅田　翔子(3) 34m56 岸澤　真帆香(1) 32m37 渋谷　実穂(1) 27m56 近藤　祐実(2) 27m36 小倉　芽衣(1) 27m22

日体陸桜会 松戸陸協 西武台千葉高 船橋法典高 西武台千葉高 西武台千葉高 柏南高 西武台千葉高

石井　李佳(2) 37m45 鈴木　さくら(2) 34m73 米澤　裕香里 33m66 角南　歩希(2) 33m05 小林　千乃(2) 32m45 岸澤　真帆香(1) 31m09 北﨑　芽依(2) 30m10 小倉　芽衣(1) 29m53

柏中央高 成田北高 土気TFC 西武台千葉高 松戸国際高 西武台千葉高 成田北高 西武台千葉高

凡例  GR:大会記録
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平成２８年度松戸市陸上競技選手権大会
兼 第１７８松戸市陸上競技記録会(競技会コード:16 12 0711)

主 催 松戸市陸上競技協会
期 日 平成28年8月27日(土)～8月28日(日)
場 所 松戸運動公園陸上競技場(競技場コード:12 3040)


