
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 22 12 0709 習志野市教育委員会
競技場コード122010

種目
1年100m 濱里  日向葵 (1) 14.22 柿本  梨希 (1) 14.83 小島  佑月 (1) 14.83 齊藤  思歩 (1) 15.11 足立  柑奈 (1) 15.15 山村  綾花 (1) 15.58 若槻  莉奈 (1) 15.81 岡﨑  はな (1) 15.84

Top8 習志野台 (-0.7) 習志野台 (-0.7) 船橋 (-0.7) 坪井 (-0.7) 坪井 (-0.7) 船橋芝山 (-0.7) 船橋 (-0.7) 船橋芝山 (+1.4)
2年100m 小笹  夏櫻 (2) 13.85 三好  ひより (2) 14.04 坂本  優奈 (2) 14.68 浅賀  胡春 (2) 15.06 八田  琴美 (2) 15.29 中島  莉子 (2) 17.10

決勝 坪井 (+2.2) 船橋 (+2.2) 船橋 (+2.2) 船橋 (+2.2) 坪井 (+2.2) 坪井 (+2.2)
共通200m 齋藤  奏羽 (2) 29.67 小林　明莉 (2) 31.30 安永  千夏 (2) 31.36

決勝 習志野台 (-0.5) 船橋芝山 (-0.5) 飯山満 (-0.5)
共通800m 天野  詩音 (2) 2:43.44 大木  歩乃果 (1) 2:46.63 山田  蒼依 (2) 2:47.28 落合  音羽 (1) 2:53.19 松宮  瞳子 (1) 2:59.48 中野  優香 (1) 3:00.40 宇田川  美凪 (1) 3:04.08 藺牟田  早咲 (1) 3:16.94

決勝 坪井 習志野台 坪井 習志野台 坪井 船橋芝山 習志野台 坪井
共通1500m 亀井  恵 (2) 5:09.22 前田  奈南 (1) 5:28.00 山内  里菜 (1) 5:31.31 笹山  杏心 (1) 5:57.00

決勝 船橋 習志野台 習志野台 習志野台
共通100mH(0.762m) 中西  結梨 (2) 17.33 長田  和香 (2) 18.18 月岡  花逢 (2) 18.88 山根  瑛莉奈 (2) 18.95 水内  結菜 (1) 19.20 宮本  彩音 (1) 19.70 田上  柚希 (2) 19.79 齋  美佑奈 (2) 20.78

決勝 坪井 (+0.8) 坪井 (+0.8) 習志野台 (+0.8) 坪井 (+0.8) 船橋 (+2.2) 船橋 (+2.2) 坪井 (+0.8) 坪井 (+0.8)
坪井 55.00 習志野台 55.68 船橋 55.69

佐久間  陽菜 (2) 柿本  梨希 (1) 宮本  彩音 (1)

小笹  夏櫻 (2) 濱里  日向葵 (1) 渡辺  絵麻 (2)

田上  柚希 (2) 齋藤  奏羽 (2) 水内  結菜 (1)

決勝 中西  結梨 (2) 栗林  優花 (2) 三好  ひより (2)

共通走高跳 栗林  優花 (2) 1m48 須加  茜 (2) 1m30 佐久間  陽菜 (2) 1m20 石川  日菜多 (1) 1m15 牛場  凜 (2) 1m10
決勝 習志野台 坪井 坪井 坪井 習志野台

共通走幅跳 笹本  侑香 (1) 3m59 山田  詩 (1) 3m34 和田  明莉 (1) 3m21 小畑  温美 (1) 3m15 鈴木  ひより (1) 2m69
決勝 習志野台 (+0.2) 習志野台 (-0.7) 船橋 (-0.2) 習志野台 (+0.6) 坪井 (+1.1)

共通砲丸投(2.721kg) 須田  杏奈 (2) 7m67 伊能  果那 (1) 6m48 大嶋  伶奈 (1) 6m10
決勝 習志野台 習志野台 習志野台

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

決勝記録一覧表（市外中学女子）
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