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日付 種目

ハッサン　ナワール(2) 12.16(+1.1) アケンタ グロリア(2) 12.71(-0.8) 森村 莉子(2) 12.86(-0.6) 太田 鈴音(3) 12.93(-0.5) 國場 歩美(2) 13.08(+0.9) 手塚 久玲亜(3) 13.26(-0.7) 髙野 綾乃(2) 13.27(+0.1) 鬼頭 瀨里菜(2) 13.28(-0.1)

松戸五中 GR 豊四季中 柏二中 小金中 常盤平中 柏二中 湖北中 岩名中

ハッサン　ナワール(2) 25.28(0.0) アケンタ グロリア(2) 26.27(0.0) 森村 莉子(2) 26.44(0.0) 菅原 萌(2) 26.76(0.0) 白井 夏鈴(3) 27.13(0.0) 上田 紗椰(3) 27.15(+0.4) 髙野 綾乃(2) 27.50(+0.4) 吉江 優菜(2) 27.61(0.0)

松戸五中 GR 豊四季中 柏二中 我孫子中 松戸二中 酒井根中 湖北中 柏二中

佐藤 涼香(3) 2:18.00 岩永 桜(2) 2:21.11 豊田 茉央(2) 2:22.70 人見 優来(1) 2:23.83 茶野木　彩瑛(2) 2:28.24 森川 瞳(2) 2:28.71 柳澤 来美(2) 2:29.19 島倉 あゆ美(2) 2:29.64

習志野七中 常盤平中 鎌ケ谷二中 小金南中 豊四季中 小金南中 市川二中 市川四中

豊田 茉央(2) 4:50.33 岩永 桜(2) 4:51.47 佐藤 涼香(3) 4:54.10 太田 雪月(2) 4:59.09 東條 かの子(2) 5:00.93 竹中 万結(3) 5:09.37 島倉 あゆ美(2) 5:10.45 川口 桃花(2) 5:10.51

鎌ケ谷二中 常盤平中 習志野七中 小金南中 田中中 松戸四中 市川四中 田中中

塘 ありあ(3) 14.88(+0.7) 山中 美咲(3) 15.48(+0.7) 橋本 季咲(2) 15.73(+0.7) 小松 優里(3) 15.78(+0.7) 湊川 里聖(3) 15.78(+0.7) 清水 美有(2) 16.07(+0.3) 千葉 京香(3) 16.64(+0.5) 松田 愛花(2) 16.71(+0.6)

流山北部中 GR 松戸六中 我孫子中 酒井根中 六実中 常盤平中 常盤平中 中原中

我孫子中A 51.17 常盤平中A 51.32 柏二中A 51.93 酒井根中A 52.03 豊四季中A 53.14 小金南中A 53.24 岩名中A 53.45 六実中A 54.08

荒井 桃香(2) 國場 歩美(2) 田中 杏莉奈(2) 細田 双葉(2) 保坂 怜央(1) 桑原 彩衣(2) 山上 穂乃佳(2) 駿髙 たえ(2)

菅原 萌(2) 田中 和(3) 吉江 優菜(2) 上田 紗椰(3) アケンタ グロリア(2) 玉置 彩音(1) 鬼頭 瀨里菜(2) 永山 知実(2)

世良田 桃加(2) 千葉 京香(3) 若杉 あづさ(2) 小松 優里(3) 近藤 奈央(2) 大場 葵衣(2) 服部 ゆうか(1) 山桐 妃莉(2)

橋本 季咲(2) 井川 実怜(3) 森村 莉子(2) 十時 綾音(2) 御園生 真由(2) 石垣 萌果(1) 和田 南帆子(2) 伊藤 瑠知亜(2)

海鋒 路(3) 1m57 与儀 真鈴(2) 1m51 和田 南帆子(2) 1m45 関根 夏鈴(1) 1m45 関根 みな(2) 1m40 宮野 華(2) 1m35 荒井 桃香(2) 1m35 川口 姫奈(2) 1m30

流山北部中 根木内中 岩名中 西原中 我孫子中 高柳中 我孫子中 柏二中

西山 美羽(2) 1m30

湖北中

上田 紗椰(3) 5m33(0.0) 瀬賀 風花(2) 5m31(+0.7) 田中 海羽(3) 5m13(-0.5) 塩谷 咲希(3) 4m91(+0.4) 水谷 美海(2) 4m82(-0.5) 綱島 恵海(2) 4m70(-0.8) 加藤 愛(2) 4m67(0.0) 関本 紗矢(2) 4m60(-0.1)

酒井根中 小金北中 松戸四中 松戸二中 専修大松戸中 中原中 白山中 鎌ケ谷四中

酒井 かえで(3) 10m57 髙田 藍梨(2) 10m23 柴沼 未来(3) 10m08 大島 彩菜(2) 9m92 根本 紗良(3) 9m65 金内 美羽(2) 9m34 山口 莉奈(2) 8m76 福田　 彩華(2) 8m60

常盤平中 新松戸南中 松戸二中 白山中 高谷中 松戸六中 中原中 流山東部中

凡例  GR:大会記録 

7位

9月1日 100m

8位

平成３０年度松戸市陸上競技選手権大会 【大会コード：18 12 0711】　　決 勝 一 覧 表 【中学女子】
松戸運動公園陸上競技場 【競技場コード：123040】
2018/09/01 ～ 2018/09/02

1位 2位 3位 4位 5位 6位

9月2日 200m

9月2日 800m

9月1日 1500m

9月1日 走幅跳

9月2日
砲丸投

(2.721kg)

9月2日
100mH

(0.762m)

9月2日 4X100mR

9月2日 走高跳


