
主催 習志野市陸上競技協会
習志野市体育協会

大会コード 20 12 0709 習志野市教育委員会
競技場コード122010

種目
１年100m 澤田  実里 (1) 13.89 松野  日菜子 (1) 14.16 金子  ひなた (1) 14.49 土屋  愛海 (1) 14.55 武藤  妃美夏 (1) 14.65 松浦  美緒 (1) 14.89 立原  美鈴 (1) 14.99 板倉  葵子 (1) 15.01

Top8 習志野一 (0.0) 東邦 (0.0) 習志野七 (0.0) 習志野三 (0.0) 東邦 (+0.1) 習志野六 (+0.1) 東邦 (0.0) 習志野四 (0.0)
２年100m 鳩  藍良 (2) 13.42 辻村  碧彩 (2) 14.07 小林  未来 (2) 14.14 古田  嘉音 (2) 14.19 宮本  佳奈 (2) 14.22 佐藤  妃英 (2) 14.26 宇宿  綾乃 (2) 14.28 北野  芽依 (2) 14.37

Top8 習志野五 (+0.1) 習志野四 (+0.1) 習志野二 (+0.9) 習志野六 (+0.9) 習志野六 (-0.8) 習志野五 (+0.9) 東邦 (+0.1) 習志野一 (+0.1)
共通200m 辻村  碧彩 (2) 28.62 松野  日菜子 (1) 29.26 宇宿  綾乃 (2) 29.33 古田  嘉音 (2) 29.34 白井  晴湊 (2) 29.93 西岡  栄美 (2) 30.20 市原  和佳奈 (2) 30.80 野坂  七海 (2) 31.18

Top8 習志野四 (-0.2) 東邦 (-0.2) 東邦 (-0.2) 習志野六 (-0.2) 習志野一 (-0.2) 東邦 (-0.2) 東邦 (-0.2) 習志野一 (-0.2)
共通800m 綱島  洋 (2) 2:37.83 山村  柚乃 (2) 2:41.07 日向  莉子 (2) 2:41.88 平  寧々 (2) 2:47.02 石井  日菜 (2) 2:47.11 鎌田  柚花 (2) 2:47.66 金山  こなみ (2) 2:49.76 早川  真央 (2) 2:52.22

Top8 習志野一 習志野二 東邦 習志野二 習志野一 習志野七 習志野六 習志野一
共通1500m 綱島  洋 (2) 5:24.95 山村  柚乃 (2) 5:34.51 伊東  可笑 (1) 5:38.67 石井  日菜 (2) 5:52.68 柳瀬  真尋 (2) 5:54.24 古宮  菜月 (2) 5:57.05 中崎  夏美 (1) 5:57.10 伊藤  凜 (1) 6:09.52

決勝 習志野一 習志野二 東邦 習志野一 習志野七 習志野六 習志野四 習志野六
共通100mH(0.762m) 重黒木  葵生 (2) 17.39 清水  愛衣 (2) 17.72 倉根  珠美怜 (2) 18.58 石渡  心幸 (2) 18.63 横尾  紅羽 (2) 19.79 細野  礼菜 (2) 19.93 橋本  紗羅 (2) 20.23 南雲  優亜 (2) 20.28

Top8 習志野四 (-1.8) 習志野六 (-1.8) 習志野四 (-1.8) 習志野三 (-1.8) 習志野三 (-0.4) 習志野一 (-0.4) 習志野二 (-1.8) 習志野七 (-1.8)
習志野四 54.32 東邦 55.13 習志野五 55.43 習志野二 55.74 習志野一 55.81 習志野六 55.86 習志野三 56.75

日野  香里奈 (2) 市原  和佳奈 (2) 佐藤  妃英 (2) 小林  未来 (2) 北野  芽依 (2) 宮本  佳奈 (2) 山田  聖奈 (2)

稲垣  優衣 (2) 松野  日菜子 (1) 鳩  藍良 (2) 平  寧々 (2) 森  茉奈実 (2) 小林  千都 (2) 石渡  心幸 (2)

重黒木  葵生 (2) 西岡  栄美 (2) 中野  清華 (2) 平  留璃 (2) 白井  晴湊 (2) 吉田  成守 (2) 横尾  紅羽 (2)

決勝 辻村  碧彩 (2) 宇宿  綾乃 (2) 森本  結菜 (2) 村上  玲音 (2) 藤代  朋葉 (2) 古田  嘉音 (2) 土屋  愛海 (1)

共通走高跳 北山  茉莉花 (2) 1m20 藤井  陽莉 (1) 1m15 飯野  紗妃 (2) 1m10
決勝 習志野四 習志野四 習志野一

共通走幅跳 鳩  藍良 (2) 4m36 小林  千都 (2) 4m25 赤崎  こころ (2) 4m23 小林  未来 (2) 4m07 森  茉奈実 (2) 4m01 武藤  妃美夏 (1) 3m83 松浦  美緒 (1) 3m83 立原  美鈴 (1) 3m81
決勝 習志野五 (+0.6) 習志野六 (+0.1) 習志野一 (+0.4) 習志野二 (-0.1) 習志野一 (+1.7) 東邦 (+0.5) 習志野六 (-0.7) 東邦 (+1.0)

共通砲丸投(2.721kg) 佐々木  美葵 (2) 7m79 栗原  未樹 (2) 6m53 土橋  碧花 (2) 6m10 川城  依音 (1) 4m96
決勝 習志野一 習志野一 習志野一 習志野六

共通100mH:高さ0.762ｍ　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 8m

共通砲丸投:重さ2.721kg 審判長　滝田　勝久 記録主任　　富所　　裕

第54回習志野市市民総合体育大会陸上競技大会
　兼　第39回習志野市中学校陸上競技大会
  兼　第11回船橋市・習志野市中学校陸上競技大会

決勝記録一覧表（市内中学女子）

令和２年９月６日（日）
船橋市運動公園陸上競技場
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