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種目
1年100m 太田  湊 (1) 13.60 海保  寧々 (1) 14.16 毛塚 悠乃 (1) 14.42 長澤  萌桃 (1) 14.53 名池  有紗 (1) 14.57 阿部  有咲 (1) 14.68 小澤  珠穂 (1) 14.86
１組 東邦大東邦 (0.0) 習志野一 (0.0) 習志野三 (0.0) 習志野六 (0.0) 習志野三 (0.0) 習志野七 (0.0) 習志野六 (0.0)

1年100m 野﨑  莉央 (1) 14.69 田辺  花歩 (1) 14.84 遠藤  礼菜 (1) 14.94 安部  夏生 (1) 15.12 小林  春乃 (1) 16.18
２組 習志野五 (+1.0) 習志野七 (+1.0) 習志野四 (+1.0) 東邦大東邦 (+1.0) 習志野七 (+1.0)

1年100m 大島  莉奈 (1) 15.10 池内  みこ (1) 15.29 石徳  愛瑚 (1) 15.60 柴﨑  千聖 (1) 15.66 松本  るい (1) 15.91 越後  智絵 (1) 17.20
３組 東邦大東邦 (+1.0) 習志野三 (+1.0) 習志野四 (+1.0) 習志野四 (+1.0) 習志野四 (+1.0) 習志野二 (+1.0)

1年100m 藤間  玲 (1) 15.62 小川  美桜 (1) 15.81 井上  寧々 (1) 15.85 駒田  彩寧 (1) 16.26 能彈  美衣奈 (1) 17.05
４組 習志野一 (+0.6) 習志野二 (+0.6) 習志野五 (+0.6) 習志野五 (+0.6) 習志野四 (+0.6)

2年100m 泉水  楓 (2) 13.79 影井  夢華 (2) 13.85 冨樫  真衣 (2) 13.88 山﨑  はる香 (2) 13.90 北村  和香 (2) 14.14 鴨志田  仁胡 (2) 14.15 佐藤  花音 (2) 14.46 田中  希乃 (2) 14.81
１組 習志野五 (+1.5) 習志野二 (+1.5) 習志野一 (+1.5) 習志野一 (+1.5) 習志野二 (+1.5) 習志野六 (+1.5) 習志野四 (+1.5) 習志野二 (+1.5)

2年100m 和田  紗月 (2) 14.18 柳  結姫 (2) 14.39 小島  みなみ (2) 14.48 佐藤  花音 (2) 14.93 酒森  唯衣 (2) 15.16 三浦  梨央 (2) 15.45 関原  優萌 (2) 15.45
２組 習志野一 (-0.5) 東邦大東邦 (-0.5) 習志野三 (-0.5) 東邦大東邦 (-0.5) 習志野二 (-0.5) 習志野二 (-0.5) 習志野六 (-0.5)

2年100m 柴田  理央 (2) 15.11 吉村  柚伽 (2) 15.15 江﨑  玲奈 (2) 15.28 小髙  胡桃 (2) 16.51 梅原  由衣 (2)
３組 東邦大東邦 (+0.8) 習志野四 (+0.8) 習志野五 (+0.8) 習志野四 (+0.8) 習志野五 DNS(+0.8)

共通200m 垣添  愛芽 (2) 28.07 山﨑  はる香 (2) 28.42 鴨志田  仁胡 (2) 29.22 阿部  有咲 (1) 30.48
１組 習志野四 (+0.5) 習志野一 (+0.5) 習志野六 (+0.5) 習志野七 (+0.5)

共通200m 柳  結姫 (2) 30.17 田辺  花歩 (1) 30.84 佐藤  花音 (2) 31.57 安部  夏生 (1) 31.86
２組 東邦大東邦 (+0.1) 習志野七 (+0.1) 東邦大東邦 (+0.1) 東邦大東邦 (+0.1)

共通800m 根本  美緒 (2) 2:30.15 由田  愛菜 (2) 2:32.44 江原  愛南 (2) 2:35.21 地曵  里咲 (2) 2:41.28 鎌田  莉緒 (1) 2:48.45 林  莉央 (1) 2:51.18 小澤  珠穂 (1) 2:57.30 張  蓁睿 (2) 3:01.59
１組 習志野五 習志野一 習志野四 習志野二 習志野五 習志野四 習志野六 習志野三

共通800m 佐藤  みのり (1) 2:47.25 増子  怜奈 (1) 2:53.76 白井  吟和 (1) 2:55.41 西  かりん (1) 3:01.40 佐藤  美璃亜 (1) 3:02.18 笹野  里帆 (1) 3:05.34 田中  未来 (1) 3:13.18 宮崎  幸 (1) 3:19.33
２組 習志野五 習志野三 習志野一 習志野三 習志野一 習志野一 習志野一 東邦大東邦

共通100mH(0.762m) 泉水  楓 (2) 16.52 岡田  桃花 (1) 18.99 片岡  優奈 (1) 19.86 吉崎  まどか (1) 21.87 長澤  萌桃 (1) 22.05 太田  湊 (1) 23.28
１組 習志野五 (+0.9) 東邦大東邦 (+0.9) 東邦大東邦 (+0.9) 東邦大東邦 (+0.9) 習志野六 (+0.9) 東邦大東邦 (+0.9)

共通100mH(0.762m) 土橋  美月 (2) 21.20 小林  春乃 (1) 21.28 関  莉央奈 (2) 21.62 江連  楓実 (1) 22.35 桐原  怜美 (1) 22.44
２組 習志野二 (-0.1) 習志野七 (-0.1) 習志野二 (-0.1) 習志野一 (-0.1) 習志野六 (-0.1)

9 菅野  優月 (2) 3m73 西郷  奈々 (1) 3m68 北村  和香 (2) 3m63 池内  みこ (1) 3m54 吉崎  まどか (1) 3m52 井上  寧々 (1) 3m28 金子  ももは (1) 3m28 柴﨑  千聖 (1) 3m27
習志野二 (+0.5) 習志野一 (+1.1) 習志野二 (+0.6) 習志野三 (+0.6) 東邦大東邦 (+1.6) 習志野五 (+0.9) 習志野六 (+1.1) 習志野四 (+1.0)

17 福田  ひまり (1) 3m16 越後  智絵 (1) 3m04 葛??城 彩羽 (1) 2m64
習志野一 (+1.4) 習志野二 (+1.1) 習志野六 (+1.7)

第56回習志野市市民総合体育大会陸上競技大会
　兼　第41回習志野市中学校陸上競技大会
  兼　第13回船橋市・習志野市中学校陸上競技大会

予選記録一覧表（市内中学女子）

令和４年９月４日（日）
船橋市運動公園陸上競技場
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共通走幅跳

審判長　滝田　勝久　　　　記録主任　富所　　裕　


