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日付 種目

上田 紗椰(2) 12.40(+0.7) 山田 裕未(1) 12.43(+0.7) 森澤 佳菜(3) 12.50(0.0) 森田 万稀(2) 12.51(0.0) 梶谷 菜帆(3) 12.57(+0.7) 打越 麻莉加(3) 12.61(0.0) 山田 美南(3) 12.64(+0.7) 高野 綾乃(1) 12.67(0.0)
八千代高 市立船橋高 八千代高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 八千代高 西武台千葉高
アケンタ グロリア(1) 25.66(-1.9) 川窪 萌夏(3) 25.67(+0.9) 佐藤 葵唯(1) 25.81(-1.9) 佐々 あかり(3) 26.30(-1.9) べジェロン 真依楓(2) 26.32(+0.9) 森谷 結衣(3) 26.37(+0.9) 小澤 美咲(1) 26.37(+0.9) 木村 友香(3) 26.37(-1.9)
西武台千葉高 市立船橋高 市立船橋高 東京学館高 八千代高 市立松戸高 市立船橋高 市立船橋高
若狭 那々子(1) 4:57.16 中野 萌花(2) 4:59.22 植田 日瑶里(1) 5:01.01 宮川 萌奈(1) 5:07.38 斉藤 璃音(2) 5:08.41 落岩 彩華(1) 5:09.23 大網 瑞姫(1) 5:09.35 田中 結(1) 5:09.74
流山南高 八千代高 小金高 国分高 我孫子高 我孫子高 立教大 小金高
岩井 沙祈(3) 10:27.05 松本 恭子 10:29.43 豊田 茉央(1) 10:45.72 香焼 真由菜(3) 10:54.26 阿部 泉(3) 10:55.23 佐口 向日葵(3) 10:57.04 原 有彩(1) 10:57.69 伊津野 七聖(1) 11:08.13
印旛明誠高 千葉陸協 小金高 印旛明誠高 我孫子高 小金高 我孫子高 小金高
鈴木 歩実(2) 14.65(-1.7) 増田 絢菜(1) 14.75(-1.7) 大橋 優美子 15.02(-1.7) 雲林院 瑞帆(2) 15.32(-1.7) 高木 紗樹(3) 15.66(-1.7) 鳥海 柚月(2) 15.70(-1.7) 橋本 季咲(1) 16.09(-0.9) 宮本 花歩(1) 16.19(-0.9)
市立船橋高 立教大 千葉商大教員 市立船橋高 八千代高 八千代高 市立船橋高 みちるAC
市立船橋高A 46.92 八千代高A 47.24 西武台千葉高A 48.44 市立松戸高A 49.69 松戸国際高A 51.12 国分高A 51.65 船橋法典高A 52.21 松戸六実高A 52.88
亀田 紘花(1) GR 高木 紗樹(3) GR 増田 茅陽(2) 太田 鈴音(2) 大集 未央(2) 大木 鈴葉(2) 志賀 彩香(1) 渡邉 まりあ(2)
梶谷 菜帆(3) 山田 美南(3) アケンタ グロリア(1) 徳久 弥笑(2) 小松 優里(2) 佐藤 幸彩(2) 髙  久美(1) 山下 実桜(2)
川窪 萌夏(3) 上田 紗椰(2) 高野 綾乃(1) 加瀬 美妃(2) 岩上 楓夏(2) 中村 杏(2) 齋藤 李音(2) 後村 冬月(2)
森田 万稀(2) 森澤 佳菜(3) 山田 美咲(2) 竹下 夏美(2) 千葉 京香(2) 南 琉那(2) 渡邉 奈月(1) 松本 あずみ(2)
市立船橋高A 3:51.82 八千代高A 4:05.30 野田中央高A 4:13.20 市立松戸高A 4:16.54 柏南高A 4:23.56 松戸六実高A 4:29.76 鎌ヶ谷高A 4:33.21
川窪 萌夏(3) GR 小坂井 裕美(3) 小林 莉久(2) 麻川 雪乃(2) 神田 奏乃(1) 佐藤 夏海(1) 清水 葉名(2)
篠原 美咲(1) 横山 茜(2) 服部 さやか(2) 有銘 瑞稀(1) 塩谷 咲希(2) 枝光 那奈(1) 田中 海羽(2)
大澤 綾菜(2) 安達 麻里奈(2) 木村 里菜(2) 田中 華(1) 和田 南帆子(1) 井口 果留羽(1) 美藤 ゆりの(1)
梶谷 菜帆(3) べジェロン 真依楓(2) 森山 和奏(3) 永山 知実(1) 勝又 有彩(1) 井上 紗希(1) 永尾 心(1)
若菜 千夏(2) 1m56 和田 南帆子(1) 1m53 鈴木 璃子(3) 1m53 関根　 みな(1) 1m40 山田 芽乃香(2) 1m40 篠原 叶夢(1) 1m35 瀧谷 捺芽(1) 1m35 野村 美唯菜(2) 1m30
みちるAC 柏南高 流山南高 小金高 小金高 芝浦工大柏高 流山おおたか高 柏高

大山 葵(2) 1m30
二松学舎柏高

岡部 玲奈(3) 5m93(+0.9) 磯 陽奈妙(3) 5m54(+1.8) 佐々木 千翔(1) 5m49(+1.2) 仙田 結乃(3) 5m38(+1.9) 西尾 悠子(2) 5m37(+0.4) 田中 海羽(2) 5m23(+1.7) 塩谷 咲希(2) 5m19(+0.7) 清水 美羽(1) 5m15(+0.6)
市立船橋高 幕張総合高 市立船橋高 八千代高 西武台千葉高 鎌ヶ谷高 柏南高 松戸馬橋高
阿部 沙織理 10m38 金内 美羽(1) 8m45 島田 樹莉亜(3) 8m14 齋藤 陽香(2) 7m80 須藤 唯月(1) 7m79 山口 莉奈(1) 7m48 鈴木 春香(1) 7m16 盧 悠希(1) 6m84
松戸市陸協 流山南高 沼南高柳高 柏高 柏陵高 沼南高柳高 流山南高 小金高
篠塚 美咲(3) 41m94 野瀬 珠々乃(3) 33m69 島村 友朱可(2) 30m98 阿部 沙織理 30m79 柴沼　 未来(2) 29m00 大島 彩菜(1) 27m02 石川 真鈴(2) 24m56 鞠子 瑠生(2) 24m46
東京学館高 流山南高 西武台千葉高 松戸市陸協 松戸馬橋高 西武台千葉高 二松学舎柏高 柏中央高
山下 わか菜(3) 44m68 桑原 愛 43m68 松下 陽香(2) 42m51 渡邉 智恵美 41m45 金澤 優希(3) 38m80 酒井 かえで(2) 30m82 及川 香奈(1) 28m24 沼尻 千春(2) 28m24
流山南高 陸桜会千葉 市立船橋高 野田市陸協 日体大 松戸馬橋高 松戸馬橋高 流山高
宇山 理央(2) 12.71(-1.0) 笹川 珀奈(3) 13.09(-1.2) 八木 南海(2) 13.19(-1.0) 亀山 美南(2) 13.20(-1.2) 金子 美月(2) 13.32(-1.0) 梅戸 咲(2) 13.38(-1.0) 冨田 雫(1) 13.41(-2.2) 片桐 陽香(2) 13.46(-1.2)
和名ケ谷中 みちるAC 新松戸南中 高柳中 みちるAC 中原中 河原塚中 河原塚中
水岡 季良(2) 28.19(+0.4) 荒木 麻奈(3) 28.68(-1.2) 森 すみれ(3) 28.94(+0.8) 藤栄 遥(3) 29.00(+0.4) 氏家　 ひかる(2) 29.13(+0.2) 平川 真奈香(2) 29.23(+0.8) 田代 らら(3) 29.32(+0.8) 梶岡 愛未(1) 29.51(+0.8)
柏南部中 中原中 みちるAC 野田北部中 白山中 小金南中 野田北部中 南流山中
増田 岬虹(1) 5:03.29 徳永 光夏(2) 5:03.70 中島 萌衣(2) 5:04.39 岩永 青葉(1) 5:05.66 寺田 莉子(1) 5:08.02 山﨑 美緒(2) 5:09.64 佐鳥 一葉(2) 5:10.36 黒澤 杏花(2) 5:11.75
大津ケ丘中 逆井中 逆井中 常盤平中 田中中 小金南中 古ケ崎中 高柳中
松尾 あいみ(3) 16.22(-0.3) 濱元 香帆(2) 16.28(-0.3) 佐古 優奈(3) 16.45(-0.3) 加藤 雅姫(2) 16.81(-0.3) 宮城 和花(2) 16.88(-0.3) 戸田 陽菜(3) 17.41(-0.3) 山口　 咲紀(2) 17.51(-1.2) 水谷 ちひろ(2) 17.64(-1.2)
小金中 小金中 中原中 おおたかの森中 西原中 小金南中 白山中 松戸四中
新松戸南中A 51.82 みちるACA 52.08 柏南部中A 53.07 松戸六中A 53.72 松戸二中A 54.48 中原中A 54.72 小金北中A 54.75 牧野原中A 55.17
高田 千愛(2) 森 すみれ(3) 水岡 紗良(2) 若松 佳奈(2) 小林 実優(1) 合田 梨乃(2) 恩賀 衣音(2) 藤原 椛音(2)
八木 南海(2) 笹川 珀奈(3) 手島 恋雪(2) 佐藤 瑠菜(2) 磯部 明音(1) 中村 葵(1) 大里 知菜(2) 井坂 碧(2)
都 優恵(2) 金子 美月(2) 水岡 季良(2) 大槻 果穂(2) 浦上 ちひろ(1) 丸元 彩(2) 石井 瑠暖(2) 内田 生愛(1)
福井 咲(2) 唐橋 柚依花(2) 青木 まどか(1) 清水 珠里菜(2) オビアコ 慈那 イフォーマ(2) 梅戸 咲(2) 水島 胡花(2) 田中 彩美(2)

田 華妃(2) 1m40 高橋 美羚(2) 1m35 吉川 菜々美(2) 1m35 小山 夢叶(2) 1m35 若松 佳奈(2) 1m30 齋藤 麻奈香(1) 1m30 中澤 佑香(1) 1m30
西原中 柏中 旭町中 中原中 松戸六中 逆井中 松戸三中

小儀　 天信心(2) 1m30
白山中

美代 妃美莉(2) 5m13(+0.1) 服部 ゆうか(3) 4m60(+1.3) 大槻 果穂(2) 4m38(+1.7) 大里 知菜(2) 4m36(-0.5) 山城 朱莉(2) 4m34(+1.8) 福田 妃來(1) 4m30(+0.8) 金井 杏樹(2) 4m29(+0.1) 小田 菜々美(1) 4m28(+0.4)
みちるAC 岩名中 松戸六中 小金北中 南流山中 野田一中 常盤松中 小金中
野口 利菜子(2) 9m60 片山 愛美(3) 9m11 高野 玲愛(2) 8m80 宍戸 芽依奈(3) 8m68 坂本 優衣(2) 8m55 平山 莉乃(2) 7m46 加良 萌結(2) 7m34 丹 小遥(2) 7m30
松戸五中 和名ケ谷中 松戸四中 松戸二中 松戸四中 南流山中 逆井中 小金南中
鹿田 夕菜(5) 13.82 ハッサン アマール(5) 13.98 吉田 渚沙(5) 14.36 関本 晴加(6) 14.75 田中 咲結菜(6) 14.77 室谷 百花(6) 14.97 渡邉 紗季(6) 14.97 黒木 彩音(6) 15.23
チーム柏 みちるAC みちるAC みちるAC チーム柏 みちるAC みちるAC みちるAC
弦巻 心遥(6) 3:11.57 長塚 結南(5) 3:14.48 小森 心結(4) 3:22.28 北川 天咲(5) 3:30.41 高橋 結愛(6) 3:32.95 今井 ひより(6) 3:34.80 立石 理央(5) 3:37.59 赤塚 琉水(5) 3:38.69
東葛ＲＣ 東葛ＲＣ 東葛ＲＣ チーム柏 チーム柏 チーム柏 チーム柏 東葛ＲＣ

凡例  GR:大会記録 T11:規定外のシューズ着用  Uncertified(TR5.5)

8月30日
中学女子
砲丸投(2.721kg)

8月29日
中学女子
4X100mR

8月29日
小学女子100m
風：-0.7

8月29日
小学女子
1000m

8月30日
中学女子
走高跳

8月29日
中学女子
走幅跳

8月30日
中学女子
200m

8月30日
中学女子
1500m

8月30日
中学女子
100mH(0.762m)

8月30日
一般女子
円盤投(1.000kg)

8月29日
一般女子
やり投(600g)

8月29日
中学女子
100m

8月29日
一般女子
走高跳

8月30日
一般女子
走幅跳

8月29日
一般女子
砲丸投(4.000kg)

8月30日
一般女子
100mH(0.838m)

8月29日
一般女子
4X100mR

8月30日
一般女子
4X400mR

5位 6位 7位

8月30日
一般女子
1500m

8月29日
一般女子
3000m

8月29日
一般女子
100m

8月30日
一般女子
200m

8位

大会名：令和２年度　松戸市陸上競技選手権大会　兼　第197回松戸市陸上競技記録会　兼　令和2年度松戸市ｽﾎﾟｰﾂ祭陸上競技大会　　　　　　　大会コード： 【20120711】
会　 場：松戸運動公園陸上競技場 　　　競技場コード【123040】
大会期日：2020年8月29・30日（土・日）

                                                                    　　　　　　　　　　　　     決　勝　一　覧　表　【女　子】
1位 2位 3位 4位


