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日付 種目

鍋島 あいる(1) 12.79(-0.2) 笹川 珀奈(1) 13.21(-0.2) 石川 愛梨(1) 13.61(-0.2) (3) 星野 美優(1) 13.61(+0.6) 楠本 若葉(1) 13.70(-0.2) 西野 未倖(1) 13.71(-0.2) 三田 彩楓(1) 13.73(-0.2) (7) 熊倉 瑠璃(1) 13.73(-0.2)

野田北部中 大和田中 田中中 白山中 西原中 野田南部中 白山中 野田二中

アケンタ グロリア(2) 12.85(-0.4) 菅原 萌(2) 12.99(-0.4) 髙野 綾乃(2) 13.00(-0.4) (3)森村 莉子(2) 13.00(-0.4) 八木 菜摘(2) 13.04(-0.1) 吉江 優菜(2) 13.34(+0.2) 星野 鈴葉(2) 13.43(-0.4) 荒井 海緒(2) 13.47(-0.1)

豊四季中 我孫子中 湖北中 柏二中 大和田中 柏二中 大和田中 野田南部中

藤澤 愛理(3) 12.97(-1.1) 田中 和(3) 13.07(-1.1) 新村 日和(3) 13.11(-1.1) 手塚 久玲亜(3) 13.20(-1.1) 三笠 麻衣(3) 13.48(-0.7) 原 百花(3) 13.49(-2.1) 下藤 千明(3) 13.51(0.0) 白石 遥菜(3) 13.55(-0.4)

我孫子中 常盤平中 西原中 柏二中 西原中 柏二中 和名ヶ谷中 豊四季中

工藤 夢(3) 13.55(-0.9)

我孫子中

アケンタ グロリア(2) 25.99(-0.6) 森村 莉子(2) 26.54(-0.6) 増田 茅陽(3) 26.70(-0.2) 山田 美咲(3) 26.82(-0.6) 八木 菜摘(2) 26.88(-0.6) 橋本 莉奈(3) 26.99(-0.6) 原 百花(3) 27.25(-0.2) 田中 和(3) 27.26(+0.4)

豊四季中 柏二中 湖北中 野田南部中 大和田中 高津中 柏二中 常盤平中

横澤 奈夏(2) 2:20.84 豊田 茉央(2) 2:20.96 近藤 夏実(3) 2:21.23 本澤 美桜(1) 2:22.13 岩戸 優香(3) 2:22.46 根本 菜々美(3) 2:23.40 東條 かの子(2) 2:23.75 田中 結(2) 2:25.53

逆井中 鎌ケ谷二中 高柳中 湖北中 湖北中 柏二中 田中中 南流山中

菊池 ゆとり(3) 4:43.69 中村 実優(3) 4:44.11 横澤 奈夏(2) 4:44.34 根本 菜々美(3) 4:44.63 徳本 紗希(3) 4:45.18 豊田 茉央(2) 4:45.82 出口 歩果(3) 4:46.12 岩戸 優香(3) 4:50.02

西原中 土日大中等中(茨) 逆井中 柏二中 逆井中 鎌ケ谷二中 酒井根中 湖北中

山中 美咲(3) 15.48(+0.3) 寺田 歩未(3) 16.05(+0.3) 古谷 那奈(3) 16.17(+0.3) 沖山 亜希(3) 16.36(+0.3) 川島 望(2) 16.38(+0.3) 柴沼 未来(3) 16.66(-0.3) 豊田 香乃(3) 16.88(-0.3) 安齋 美柚(3) 16.89(-0.3)

松戸六中 西原中 光ヶ丘中 豊四季中 川間中 松戸二中 白山中 逆井中

柏二A 50.07 松戸二中Ａ 50.61 大和田A 50.91 豊四季A 50.97 西原A 51.15 我孫子A 51.22 酒井根A 51.38 常盤平A 51.72

高原 なの(3) 黒坂 芽衣(3) 青砥 采音(3) 白石 遥菜(3) 関根 莉央(3) 工藤 夢(3) 小田 満(3) 國場 歩美(2)

原 百花(3) 白井 夏鈴(3) 笹川 珀奈(1) アケンタ グロリア(2) 新村 日和(3) 藤澤 愛理(3) 上田  紗椰(3) 田中 和(3)

手塚 久玲亜(3) 小田 美空(3) 星野 鈴葉(2) 佐藤 希美(3) 寺田 歩未(3) 世良田 桃加(2) 小松 優里(3) 千葉 京香(3)

森村 莉子(2) 塩谷 咲希(3) 八木 菜摘(2) 御園生 真由(2) 三笠 麻衣(3) 菅原 萌(2) 中島 柚子(3) 井川 実怜(3)

猪野 万結子(3) 1m51 若菜 千夏(3) 1m48 関根 みな(2) 1m40 山﨑 陽菜(3) 1m40 関根 夏鈴(1) 1m40 依田 茜理(3) 1m40 大野 菜月(3) 1m35 (7) 関根 莉央(3) 1m35

流山東部中 中原中 我孫子中 流山東部中 西原中 逆井中 柏二中 西原中

深井 菜央(1) 4m52(-0.4) 国中 有咲(1) 4m28(0.0) 今井 萌々音(1) 4m19(+0.1) 藤田 陽菜(1) 4m17(+0.3) 倉持 美優(1) 4m14(0.0) 田中 悠愛(1) 4m13(0.0) (6) 渡辺 美羽(1) 4m13(+0.5) 佐古 優奈(1) 4m12(-0.2)

白山中 中原中 小金南中 中原中 流山南部中 松戸一中 光ヶ丘中 中原中

千田 優純(1) 4m12(+0.8)

大和田中

上田  紗椰(3) 5m00(0.0) 塩谷 咲希(3) 4m97(+0.2) 佐藤 希美(3) 4m94(-1.0) 佐藤 結花(3) 4m89(+0.1) 出頭 里菜(3) 4m87(+0.5) 根上 遥(3) 4m80(-1.4) 勝又 有彩(2) 4m76(-1.9) 梅戸 凛(3) 4m75(-0.3)

酒井根中 松戸二中 豊四季中 野田南部中 流山東部中 柏三中 新松戸南中 中原中

渡邊 まりあ(3) 4m75(0.0)

鎌ケ谷二中

三村 祐佳子(3) 12m14 小松原 菜南(2) 11m14 田島 茉依(3) 10m85 今井 真帆(3) 10m54 髙田 藍梨(2) 10m33 根本 紗良(3) 10m07 酒井 かえで(3) 9m95 柴沼 未来(3) 9m80

新松戸南中 大和田中 高津中 豊四季中 新松戸南中 高谷中 常盤平中 松戸二中

清水 美有(2) 2292点 齋藤 楓(3) 2047点 関 菜々子(3) 2024点 松田 愛花(2) 2017点 九貫 希波(3) 1990点 加藤 千展(3) 1845点 山﨑 澪(3) 1760点 矢口 真遊(3) 1675点

常盤平中 常盤平中 木間ケ瀬中 中原中 川間中 鎌ケ谷二中 豊四季中 中原中

共通走幅跳6月17日

1年走幅跳6月16日

17.86(0.0)-1m30

8m86-30.06(+0.2)

19.03(-0.1)-1m36

6m56-28.46(-0.8)

23.46(0.0)-1m51

7m67-28.58(-0.8)

17.34(-0.1)-1m42

7m10-28.53(+0.2)

17.10(-0.1)-1m45

7m68-29.93(+0.2)

18.76(0.0)-1m45

7m95-28.20(+0.2)

15.98(0.0)-1m51

6m68-28.03(+0.2)

6月16日
～17日

共通四種
17.17(-0.1)-1m42

7m81-29.07(+0.2)

6月17日 共通砲丸投

6月17日 共通4X100mR

6月16日 共通走高跳

6月16日 共通800m

6月17日 共通1500m

6月16日 共通100mH

6月16日 2年100m

6月17日 共通200m

6月16日 3年100m

7位

6月17日 1年100m

8位

第１８７回松戸市陸上競技記録会中学生大会 【18120730】
松戸運動公園陸上競技場 【123040】
2018/06/16 ～ 2018/06/17

1位 2位 3位 4位 5位 6位

決勝一覧表（女子）


