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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 21 12 0728 （一財）松戸市体育協会
競技場コード123040 主管 松戸市陸上競技協会

日付 種目

100m 宇山 理央 (3) 12.71 八木 南海 (3) 13.29 水野 るうな (3) 13.41 梅戸 咲 (3) 13.42 櫻田 彩実 (2) 13.44 伊藤 ひかり (3) 13.47 杉浦 結 (3) 13.47 古谷 奈々 (3) 13.55

和名ヶ谷中 (-2.6) 新松戸南中 (-1.0) 我孫子中 (-1.0) 中原中 (-1.0) 小金北中 (-2.6) 我孫子中 (-2.6) 松戸四中 (+1.3) 柏四中 (-2.6)

200m 片桐 陽香 (3) 26.84 佐藤 瑠菜 (3) 26.94 都 優恵 (3) 27.23 福井 咲 (3) 27.32 磯部 明音 (2) 28.04 水岡 季良 (3) 28.05 水岡 紗良 (3) 28.38 山口 毬子 (3) 28.39

河原塚中 (+1.9) 松戸六中 (+1.9) 新松戸南中 (+1.9) 新松戸南中 (+1.9) 松戸二中 (+1.9) 柏南部中 (+0.4) 柏南部中 (+0.5) 南流山中 (+0.5)

800m 大森 美咲 (3) 2:22.43 杉山 心優 (2) 2:24.75 坂本 翼 (2) 2:26.78 小杉 凜 (3) 2:26.97 加藤 美紅 (3) 2:27.41 吉田 茉織 (3) 2:29.24 中西 美ら (3) 2:30.21 米田 彩香 (2) 2:30.80

白山中 松戸六中 久寺家中 南流山中 松戸一中 久寺家中 我孫子中 常盤平中

1500m 増田 岬虹 (2) 4:51.67 寺田 莉子 (2) 4:52.71 倉橋 ひな (3) 4:52.77 岡田 知夏 (2) 4:52.77 池永 優莉 (2) 4:54.19 堀 由佳 (2) 4:54.40 鈴木 貴峰 (3) 4:56.56 杉山 雫 (3) 4:58.19

大津ヶ丘中 田中中 我孫子中 六実中 白山中 常盤平中 我孫子中 大津ヶ丘中

100mH(0.762m) 濱元 香帆 (3) 15.47 高田 千愛 (3) 15.58 小野島 陽菜 (3) 15.80 藤木 菜月 (3) 16.09 安斉 未来 (3) 16.10 宮城 和花 (3) 16.19 磯部 多蒔 (3) 16.59 福島 彩乃 (3) 16.71

小金中 (-0.3) 新松戸南中 (-0.3) 新松戸南中 (-0.3) 田中中 (-0.3) 流山南部中 (-1.0) 西原中 (-1.0) 南流山中 (-0.3) 白山中 (-1.0)

走高跳 高橋 美羚 (3) 1m48 吉田 華妃 (3) 1m45 井口 怜奈 (2) 1m45 岡田 彩花 (2) 1m40 小山 夢叶 (3) 1m40 鈴木 真実 (3) 1m35 齋藤 朋音 (3) 1m30 吉川 菜々美 (3) 1m30

柏中 西原中 柏四中 八千代松蔭中 中原中 松戸六中 南流山中 旭町中

走幅跳 小田 菜々美 (2) 4m98 佐山 凛香 (2) 4m89 上原 凜音 (3) 4m88 福田 妃來 (2) 4m76 氏家 ひかる (3) 4m61 大里 知菜 (3) 4m57 大槻 果穂 (3) 4m55 浦上 ちひろ (2) 4m43

小金中 (0.0) 八千代松蔭中 (+0.9) 流山南部中 (+0.1) 野田一中 (-0.5) 白山中 (+0.5) 小金北中 (-1.0) 松戸六中 (-1.5) 松戸二中 (-1.5)

砲丸投 山下 春花 (3) 12m11 小野 里美 (3) 10m22 野口 利菜子 (3) 9m92 丹 小遥 (3) 9m58 山室 智咲 (3) 9m12 篠田 優芽 (3) 8m94 今井 咲良 (2) 8m80 萩平 美雪 (3) 8m68

(2.721kg) 新松戸南中 小金南中 松戸五中 小金南中 田中中 我孫子中 八千代松蔭中 鎌ケ谷中

第２０１回松戸市陸上競技記録会中学生大会

令和３年４月２４日（土）
松戸運動公園陸上競技場
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