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日付 種目

タネル　舞璃乃(1) 12.73 鍋島　希(3) 13.11 安下　帆風(3) 13.23 齋藤　唯菜(3) 13.33 中河　香乃(2) 13.47 川村　愛奈(2) 13.80 本橋　若菜(1) 14.13

河原塚中 松戸一中 芝浦柏中 松戸一中 松戸四中 逆井中 専修大学松戸中

タネル　舞璃乃(1)26.33(+1.0) 齋藤　唯菜(3) 27.67(+0.2) 山岸　優花(2) 27.86(+1.2) 中河　香乃(2) 27.86(+0.8) 佐藤　圭衣(3) 27.88(-0.3) 秋谷　由紀子(2) 27.96(+0.8) 松木　りお(2) 28.05(0.0) 川村　愛奈(2) 28.14(0.0)

河原塚中 GR 松戸一中 松戸一中 松戸四中 国府台女中 流山北部中 柏二中 逆井中

越村　寧々(2) 2:24.17 小西　翠(2) 2:24.59 小牟礼　珠璃(3) 2:24.86 塩月　萌那(3) 2:24.90 柴田　菜穂(2) 2:29.13 寺井　悠(1) 2:30.10 三反田　愛紗(2) 2:30.84 吉野　日菜(1) 2:32.01

松戸五中 小金南中 流山北部中 野田一中 常盤平中 河原塚中 筑波大附中 松葉中

三浦　里佳子(3) 4:55.92 小牟礼　珠璃(3) 4:58.68 岡田　七海(2) 5:01.10 新野　遥(2) 5:02.13 中島　美咲(3) 5:02.36 石原　希美(3) 5:03.71 浅川　知佳(3) 5:04.29 稲葉　こと実(3) 5:05.84

常盤平中 流山北部中 野田南部中 野田南部中 野田南部中 野田南部中 常盤平中 六実中

竹本　美咲(2) 16.19(+0.6) 菅野　　由夏(2) 16.66(-0.7) 關口　葉月(2) 16.94(+0.5) 伊藤　香菜子(3) 17.32(+0.9) 鈴木　歩実(1) 17.38(+0.7) 齊藤　朝花(1) 17.50(-0.7) 森谷　結衣(2) 17.79(+0.9) 皆川　望愛(1) 17.82(+0.6)

野田南部中 常盤平中 稲毛中 国府台女中 小金中 河原塚中 河原塚中 河原塚中

柏二中A 52.79 野田南部中 53.31 松戸一中 53.48 松戸四中 53.65 古ヶ崎中A 53.91 逆井中A 54.07 河原塚中A 54.15 流山北部中 54.35

手塚　久玲亜(1) 山本　葉珠希(2) 雨宮　叶望(2) 髙橋　美羽(2) 柴崎　夏帆(2) 増子　茉那(2) 田中　真理奈(1) 竹本　彩乃(2)

松木　りお(2) 佐藤　優加里(2) 寺戸　巴那(2) 中河　香乃(2) 北川　千那(2) 川村　愛奈(2) タネル　舞璃乃(1) 秋谷　由紀子(2)

高原　はなの(1) 杉崎　璃子(1) 村　友世(2) 猪山　遥奈(2) 宮田　つぼみ(2) 後村　冬月(1) 溝口　利恵(2) 海鋒　路(1)

岡田　栞里(2) 竹本　美咲(2) 山岸　優花(2) 牛嶋　莉帆(2) 横山　理乃(2) 門馬　未空(2) 森谷　結衣(2) 塘　ありあ(1)

植原　千夏(2) 1m54 正木　美帆(2) 1m45 佐野　春花(2) 1m40 猪野　万結子(1) 1m40 若菜　千夏(1) 1m40 寺戸　巴那(2) 1m40 秦野　彩奈(2) 1m35

松戸四中 高柳中 河原塚中 流山東部中 中原中 松戸一中 六実中

奥田　ヒカル(2) 1m45

栗ヶ沢中

岡部　玲奈(2) 4m99(+0.8) 山岸　優花(2) 4m80(+0.1) 猪山　遥奈(2) 4m76(+1.1) 野田　ひまり(2) 4m71(+0.5) 関根　梨緒(1) 4m48(+0.6) 高村　茜(3) 4m34(+0.6) 橋本　美麻里(2) 4m34(+0.7) 溝口　利恵(2) 4m31(+0.7)

小金南中 松戸一中 松戸四中 八千代台西中 西武台千葉中 市川中 松戸五中 河原塚中

島田　樹莉亜(2) 11m03 山下　わか菜(2) 10m50 横山　理乃(2) 9m78 横田　夏音(2) 9m28 山口　里奈(2) 8m55 佐佐木　凜(2) 8m28 三村　祐佳子(1) 8m00 須藤　真以(1) 7m75

六実中 新松戸南中 古ヶ崎中 河原塚中 中原中 古ヶ崎中 新松戸南中 流山北部中

凡例  GR:大会記録

6位

8月27日
100m

風：-1.0

100mH
(0.762m_8.0m)

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位

8月27日 1500m

8月28日 800m

8月28日 200m

決勝一覧（中学女子）

8月27日
走幅跳

8月28日
砲丸投

(2.721kg)

8月28日 走高跳

8月28日

8月28日 4X100mR

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)


