
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 0730 （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

1年100m 髙橋 優夢 (1) 13.32 樋口 碧空 (1) 13.55 髙橋 あおい (1) 13.60 太田 七晴 (1) 13.73 杉本 百音 (1) 13.84 黒木 彩音 (1) 13.89 上田 麗奈 (1) 13.98 伊藤 智咲 (1) 14.05

鎌ケ谷三中 (+1.2) 常盤松中 (+1.2) 白山中 (+1.2) 野田南部中 (+1.2) 八木中 (+1.2) 根木内中 (+1.2) 湖北台中 (-0.1) 小金南中 (+1.2)

2年100m 櫻田 彩実 (2) 13.04 磯部 明音 (2) 13.08 照井 結桜 (2) 13.43 今給黎 碧 (2) 13.48 青木 まどか (2) 13.48 平岡 英恋 (2) 13.50 冨田 雫 (2) 13.54 林 友々菜 (2) 13.57

小金北中 (-0.6) 松戸二中 (-0.6) 松戸二中 (-0.8) 常盤平中 (-0.8) 柏南部中 (-0.6) 六実中 (-0.6) 河原塚中 (-0.6) 古ヶ崎中 (-0.8)

3年100m 坂本 渚咲 (3) 12.44 亀山 美南 (3) 12.58 西村 彩萌 (3) 12.59 宇山 理央 (3) 12.62 梅戸 咲 (3) 13.09 福井 咲 (3) 13.14 伊藤 ひかり (3) 13.17 原田 寧々 (3) 13.23

野田南部中 (-0.9) 高柳中 (-0.9) 湖北中 (-0.9) 和名ヶ谷中 (-0.9) 中原中 (+1.7) 新松戸南中 (-0.9) 我孫子中 (-0.9) 白山中 (+1.7)

共通200m 亀山 美南 (3) 26.02 宇山 理央 (3) 26.19 梅戸 咲 (3) 26.77 都 優恵 (3) 26.99 佐藤 瑠菜 (3) 27.09 渡辺 千代 (3) 27.09 櫻田 彩実 (2) 27.14 片桐 陽香 (3) 27.16

高柳中 (-1.1) 和名ヶ谷中 (-1.1) 中原中 (+1.3) 新松戸南中 (-1.1) 松戸六中 (-1.1) 岩名中 (+0.8) 小金北中 (-1.1) 河原塚中 (-1.1)

共通800m 寺田 莉子 (2) 2:21.30 大森 美咲 (3) 2:21.34 弦巻 心遥 (1) 2:23.74 岡田 知夏 (3) 2:24.31 柳橋 ララ (3) 2:24.67 増田 岬虹 (2) 2:24.90 森川 百華 (2) 2:25.05 杉山 雫 (3) 2:25.08

田中中 白山中 湖北中 六実中 富勢中 大津ヶ丘中 白山中 大津ヶ丘中

共通1500m 坂本 翼 (2) 4:52.14 池永 優莉 (2) 4:52.78 天羽 海乃 (1) 4:53.20 吉田 成美 (3) 4:53.67 弦巻 心遥 (1) 4:53.84 吉田 夏美 (2) 4:54.38 大畑 希來 (3) 4:54.52 小杉 凜 (3) 4:54.68

久寺家中 白山中 岩名中 高柳中 湖北中 光ヶ丘中 土中 南流山中

共通100mH 清水 望生 (3) 14.52 高田 千愛 (3) 15.16 濱元 香帆 (3) 15.21 小林 蓮佳 (2) 16.14 早矢仕 めい (3) 16.24 宮城 和花 (3) 16.28 水野 るうな (3) 16.60 塩田 真希 (3) 16.70

(0.762m) 野田南部中 (+1.6) 新松戸南中 (+1.6) 小金中 (+1.6) 湖北中 (+1.6) 松戸一中 (+1.6) 西原中 (+1.6) 我孫子中 (-1.5) 野田一中 (+0.1)

共通4X100mR 野田南部中A 50.23 新松戸南中A 50.47 高柳中A 50.95 松戸六中A 51.16 河原塚中A 51.19 柏南部中A 51.19 白山中A 51.44 松戸二中A 51.75

杉崎 光希 (2) 高田 千愛 (3) 小暮 楓 (3) 須貝 祐那 (3) 三浦 美夢 (2) 水岡 紗良 (3) 高城 さくら (3) オビアコ 慈那 イフォーマ (3)

清水 望生 (3) 福井 咲 (3) 戸塚 優奈 (3) 佐藤 瑠菜 (3) 冨田 雫 (2) 手島 恋雪 (3) 氏家 ひかる (3) 磯部 明音 (2)

岩間 絢香 (2) 都 優恵 (3) 千葉 詩永 (3) 清水 珠里菜 (3) 三浦 夢菜 (3) 水岡 季良 (3) 仲代 彩乃 (3) 照井 結桜 (2)

坂本 渚咲 (3) 八木 南海 (3) 亀山 美南 (3) 内藤 幸愛來 (2) 片桐 陽香 (3) 青木 まどか (2) 原田 寧々 (3) 浦上 ちひろ (2)

吉田 華妃 (3) 1m45 中村 藍 (3) 1m40 鈴木 真実 (3) 1m40 齋藤 朋音 (3) 1m35 村永 実紗都 (3) 1m35 渡邊 莉央 (3) 1m35 皆越 友 (3) 1m35

西原中 鎌ケ谷中 松戸六中 南流山中 風早中 岩名中 我孫子中

井口 怜奈 (2) 1m35

柏四中

1年走幅跳 関本 晴加 (1) 4m65 原 佑奈 (1) 4m61 黒木 彩音 (1) 4m55 杉本 百音 (1) 4m42 清水 優羽 (1) 4m28 伊藤 智咲 (1) 4m20 室地 満帆 (1) 4m06 大村 沙優里 (1) 4m04

鎌ケ谷四中 (+0.1) 南流山中 (0.0) 根木内中 (+1.3) 八木中 (+0.4) 小金南中 (+1.1) 小金南中 (+0.1) 高柳中 (+0.9) 柏四中 (+0.1)

共通走幅跳 氏家 ひかる (3) 4m98 染谷 寧々 (3) 4m76 浦上 ちひろ (2) 4m71 小田 菜々美 (2) 4m69 二神 陽香 (3) 4m63 泉 優奈 (2) 4m60 上岡 瑞姫 (3) 4m58 伊藤 樺音 (3) 4m55

白山中 (-1.4) 野田南部中 (+1.9) 松戸二中 (+0.6) 小金中 (-1.1) 大津ヶ丘中 (+0.3) 大津ヶ丘中 (+1.0) 我孫子中 (-1.6) 東深井中 (-1.1)

共通砲丸投 山下 春花 (3) 11m20 小野 里美 (3) 10m53 山室 智咲 (3) 10m17 萩平 美雪 (3) 10m16 野口 利菜子 (3) 9m73 丹 小遙 (3) 9m09 松浦 瑚青 (3) 8m96 髙野 玲愛 (3) 8m84

(2.721kg) 新松戸南中 小金南中 田中中 鎌ケ谷中 松戸五中 小金南中 逆井中 松戸四中

共通四種 小野島 陽菜 (3) 2447 平川 真奈香 (3) 2004 磯部 多蒔 (3) 1891 増宮 朋子 (3) 1835 青木 莉杏 (2) 1726 山崎 祐花 (3) 1570

新松戸南中 小金南中 南流山中 小金中 小金南中 南流山中

100mH(0.762m) 15.59 -0.2 765 17.68 -0.2 522 16.66 -0.2 635 17.22 -0.2 572 19.09 -0.2 382 20.38 -0.2 271

走高跳 1m48 599 1m39 502 1m24 350 1m24 350 1m30 409 1m33 439

砲丸投(2.721kg) 8m64 441 8m17 410 7m93 395 8m03 401 7m90 393 7m84 389

200m 27.86 +1.0 642 28.79 +1.0 570 29.59 +1.0 511 29.58 +1.0 512 29.17 +1.0 542 30.16 +1.0 471
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第２０３回松戸市陸上競技記録会中学生大会 Top8一覧表（女子）
令和３年６月１２日（土）・１３日（日）
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審判長　（トラック）古舘　宜夫（フィールド）櫻井　隆裕　記録主任　矢野　隆照


