
主　催： 松戸市陸上競技協会
後　援： (一財)千葉陸上競技協会

大会コード 19 12 0730 (一財)松戸市ｽﾎﾟｰﾂ協会
競技場コード123040 主　管： 松戸市陸上競技協会

日付 種目

16 1年100m 坂本 渚咲 (1) 12.85 古谷 奈々 (1) 13.24 亀山 美南 (1) 13.31 梅戸 咲 (1) 13.49 手島 恋雪 (1) 13.56 オビアコ 慈那イフォーマ (1) 13.59 西村 彩萌 (1) 13.66 鈴木 まひる (1) 13.74

野田南部中 (+1.3) 柏四中 (+1.3) 高柳中 (+1.3) 中原中 (+1.3) 柏南部中 (+1.3) 松戸二中 (-1.2) 湖北中 (+1.3) 柏三中 (-1.2)

15 2年100m

15 3年100m

16 共通200m アケンタ グロリア (3) 25.66 鬼頭 瀬里菜 (3) 26.11 髙橋 久美 (3) 26.23 鍋島 あいる (2) 26.25 佐々木 瑠夏 (2) 26.53 宇山 理央 (1) 26.55 國場 歩美 (3) 26.64 石川 茉理奈 (3) 26.88

豊四季中 (-0.7) 岩名中 (-0.7) 鎌ケ谷中 (+1.6) 野田北部中 (-0.7) 小金北中 (+1.6) 和名ヶ谷中 (+1.6) 常盤平中 (-0.7) 市川二中 (+1.6)

15 １年800m

15 共通800m

16 共通1500m 和田 水希 (3) 4:46.12 横澤 奈夏 (3) 4:47.03 武藤 由依 (3) 4:47.22 今泉 日向花 (3) 4:48.35 原 有彩 (3) 4:49.72 當谷 ありさ (3) 4:50.28 増田 愛果 (3) 4:52.18 本城 聖実 (3) 4:52.82

白山中 逆井中 大津ヶ丘中 野田北部中 久寺家中 久寺家中 白山中 久寺家中

15 共通100mH

16 共通4X100mR 我孫子中A 49.10 柏二中A 49.79 松戸五中A 50.21 和名ヶ谷中A 50.36 野田北部中A 51.40 常盤平中A 51.53 大和田中A 51.55 小金南中A 51.88

世良田 桃加 (3) 田中 杏莉奈 (3) 細田 万尋 (2) 宇山 理央 (1) 加藤 心彩 (3) 市岡 美月 (3) 髙橋 日和 (3) 桑原 彩衣 (3)

橋本 季咲 (3) 吉江 優菜 (3) 金子 唯月 (2) 佐藤 すみれ (3) 秋元 楓 (3) 國場 歩美 (3) 笹川 珀奈 (2) 島田 実桃 (3)

荒井 桃香 (3) 若杉 あづさ (3) 武島 乃愛 (2) 山本 葉月 (3) 藤栄 遥 (2) 清水 美有 (3) 田村 美和子 (3) 大場 葵衣 (3)

菅原 萌 (3) 森村 莉子 (3) ﾊｯｻﾝ ﾅﾜｰﾙ (3) 志賀 彩香 (3) 鍋島 あいる (2) 武田 麻理 (2) 星野 鈴葉 (3) 石垣 萌果 (2)

15 共通走高跳

15 1年走幅跳

16 共通走幅跳 髙橋 日和 (3) 5m07 清水 美羽 (3) 5m02 瀬賀 風花 (3) 4m95 関本 紗矢 (3) 4m92 髙梨 凜佳 (3) 4m83 勝又 有彩 (3) 4m82 田中 美妃 (3) 4m77 渡邊 花怜 (2) 4m77

大和田中 (-0.3) 小金南中 (+0.3) 小金北中 (-0.4) 鎌ケ谷四中 (+0.5) 新松戸南中 (-0.8) 新松戸南中 (-0.6) 柏三中 (-0.2) 我孫子中 (+0.7)

16 共通砲丸投 小松原 菜南 (3) 12m03 植木 美羽 (3) 11m07 大島 彩菜 (3) 10m79 髙田 藍梨 (3) 10m57 金内 美羽 (3) 10m57 伊原 紅葉 (3) 9m83 山口 栞奈 (3) 9m63 井口 光怜 (3) 9m29

(2.721kg) 大和田中 我孫子中 白山中 新松戸南中 松戸六中 松戸一中 大和田中 酒井根中

共通四種 清水 美有 (3) 2605 武井 未桜 (3) 1999 中川 レナ (2) 1957 田村 美和子 (3) 1656 松尾 あいみ (2) 1503 大森 花音 (2) 1491

常盤平中 鎌ケ谷中 酒井根中 大和田中 小金中 鎌ケ谷三中

100mH(0.762m) 14.91 -0.1 854 18.17 -0.1 471 17.24 -0.1 570 19.39 -0.1 355 23.74 -0.1 67 18.38 -0.1 450

走高跳 1m54 666 1m39 502 1m30 409 1m21 321 1m39 502 1m06 188

砲丸投(2.721kg) 7m82 388 8m28 417 7m51 368 7m71 381 7m15 345 7m78 385

200m 27.18 +0.3 697 28.28 +0.3 609 28.27 +0.3 610 28.41 +0.3 599 28.54 +0.3 589 30.21 +0.3 468

＊１： 荒天の気象予報による競技未実施
＊２： 競技日程変更による１日実施
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第192回松戸市陸上競技記録会中学生大会 決勝一覧表（女子）
令和元年６月１５日（土）１６日（日）

松戸運動公園陸上競技場
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