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種目

笹子　真衣 12.18 佐藤　美紗 12.32 鈴木　麻衣 12.36 渡辺　多恵 12.60 高橋　友果 12.93 平久　未来 13.10 佐々木　里菜 13.12 若菜　敏子 13.77

南房総市・安房郡・駿河台大7 千葉市・順天堂大1 市原市・千葉商科大14 山武郡市・国士舘大18 香取市・東京学芸大10 我孫子市・国士舘大26 成田市・順天堂大31 柏市・国際武道大19

大森　郁香 2:15.67 財津　絵美 2:23.69 山川　友璃衣 2:34.34 岩瀬　あずさ 2:35.36 吉田　智子 2:39.02 麻生　侑希 2:41.57 野原　水紀 2:48.44

千葉市・日本大1 市原市・順天堂大14 柏市・大東文化大19 香取市・玉川大10 木更津市・航空自衛隊6 茂原市・了徳寺学園11 船橋市・昭和女子大4

高橋　友果 5m74(+1.6) 岡田　有華 5m53(+1.4) 若菜　敏子 5m35(+4.7) 山形　今日子 5m24(+3.1) 本多　綾 4m90(+3.0) 平林　優衣 4m77(+3.0)

香取市・東京学芸大10 市川市・千葉大2 柏市・国際武道大19 我孫子市・日本女子大26 千葉市・真砂中教1 印旛郡市・順天堂大17

公認5m23(+1.2) 公認4m97(+1.9)

重松　綾子 10m72 阿部　沙緒理 10m62 江越　由梨 10m48 前田　成美 10m25 樺沢　矩穂 9m16 江ケ﨑　喜代佳 8m84 桑代　かほり 8m76 北林　あずさ 8m70

市川市・国際武道大2 松戸市・松戸市陸協8 市原市・市原中教14 印旛郡市・順天堂大17 千葉市・ﾌｨｯﾄﾈｽ1 旭市・旭市陸協21 成田市・中学教員31 船橋市・順天堂大4

関　聖未 12.64 松島　由佳 12.65 東住　真衣 12.77 名嶋　彩 12.90 山口　未紗 13.05 野田　優里菜 13.34 後藤　百花 13.48 桐谷　のぞ美 13.72

いすみ市・茂原高33 千葉市・市川高1 船橋市・幕張総合高4 市川市・国府台高2 銚子市・市立銚子高3 成田市・千葉黎明高31 松戸市・市立船橋高8 習志野市・検見川高12

森岡　樹生 2:24.54 仙頭　智佳 2:26.45 伊藤　彩 2:27.30 山本　陽奈子 2:27.84 那須　麻美 2:29.48 福永　涼夏 2:30.64 島田　結衣 2:32.97 久我　亜衣 2:35.74

千葉市・成田高1 市川市・市川昴高2 柏市・市立柏高19 市原市・姉崎高14 船橋市・市立船橋高4 松戸市・市立松戸高8 銚子市・銚子商高3 茂原市・茂原高11

村上　愛美 15.50 石井　舞 15.67 木村　瑠衣 15.95 増田　彩 16.25 南　真理子 16.56 新野　聖菜 17.25 大井　玲奈 17.57 吉野　七海 18.23

香取郡・佐原白楊高16 松戸市・市立松戸高8 柏市・柏中央高19 旭市・匝瑳高21 千葉市・市立船橋高1 茂原市・東金高11 印旛郡市・千葉黎明高17 習志野市・検見川高12

八木橋　愛里 5m54(+5.3) 石井　李佳 5m33(+2.2) 藤間　茜 5m21(+3.0) 酒井　涼音 5m14(+3.7) 高橋　春奈 4m96(+4.7) 飯島　麗奈 4m83(+2.8) 北館　優花 4m74(+3.2) 古屋　美咲 4m65(+4.4)

柏市・市立柏高19 船橋市・柏日体高4 習志野市・検見川高12 香取市・佐原高10 旭市・匝瑳高21 富津市・千葉国際高28 銚子市・市立銚子高3 市川市・国分高2

公認5m50(+1.9) 公認5m25(+2.0) 公認4m97(+1.8) 公認5m07(+1.8) 公認4m55(+2.0)

小澤　菜緒美 9m54 多田　一葉 8m68 大谷　あゆみ 8m44 中村　友香 8m34 相川　遙香 8m16 西牧　美優 8m15 北川　愛彩 8m15 大野　未奈 7m80

南房総市・安房郡・安房拓心高7 香取市・東京学館高10 成田市・東京学館高31 船橋市・市立船橋高4 千葉市・千葉明徳高1 松戸市・市立松戸高8 匝瑳市・匝瑳高20 *F8 勝浦市・大原高25

井上　実乃里 9:45.47 寺田　莉菜 9:54.74 服部　美咲 10:04.13 片山　真由美 10:06.76 菅生　晶子 10:08.04 小笠原　晴季 10:22.77 福永　涼夏 10:28.11 青柳　有紗 10:28.96

印旛郡市・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ17 成田市・市立船橋高31 市川市・国府台高2 市原市・東海大望洋高14 流山市・敬愛学園大23 鎌ヶ谷市・市立船橋高32 松戸市・市立松戸高8 銚子市・銚子商高3

市原市 50.40 千葉市 51.47 成田市 51.64 松戸市 51.83 船橋市 52.04 柏市 52.66 野田市 52.67 我孫子市 54.28
山本　陽奈子 南　真理子 村上　加奈 岩間　絢子 石井　李佳 福田　ひかる 田辺　ゆかり 山形　今日子
明石　優理 松島　由佳 佐々木　里菜 中澤　優奈 東住　真衣 加賀谷　智美 濱野　沙希 宮崎　みらい
鈴木　麻衣 佐藤　ちさと 石原　のどか 渡辺　彩乃 齋藤　歩 島田　玲香 大矢　萌美 平久　未来
財津　絵美 佐藤　美紗 野田　優里菜 後藤　百花 小川　愛歌 山口　萌子 野崎　由佳 松枝　美紗子
木村　彩美 1m51 平野　真子 1m50 本村　明夏 1m50 早坂　美南 1m45 松枝　美紗子 1m40 横山　実加 1m40 久保　良夢 1m40
印旛郡市・成田北高17 流山市・柏南高23 市原市・順天堂大14 松戸市・柏高8 我孫子市・日本大26 旭市・匝瑳高21 銚子市・銚子商高3

*JO 綿引　里恵 1m50
柏市・市立柏高19

渡邉　智恵美 37m32 谷尾　柊子 35m78 中村　友香 33m84 江ケ﨑　喜代佳 33m46 原田　愛理 33m21 多田　一葉 31m30 石井　理奈 29m41 高神　桃子 27m80

野田市・東京女体大9 印旛郡市・順天堂大17 船橋市・市立船橋高4 旭市・旭市陸協21 鎌ヶ谷市・市立松戸高32 香取市・東京学館高10 市川市・東京女体短大2 銚子市・銚子商高3

得点 千葉市 53.0 市原市 43.0 柏市 41.0 市川市 36.0 船橋市 35.0 松戸市 34.0 印旛郡市 33.0 香取市 32.0

凡例  *TK:着差あり *F8:2番目の記録による順位 *JO:順位決定試技による記録
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共通女子
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共通女子走高跳

成年女子砲丸投
(4.000kg)

少年女子800m

共通女子やり投
(600g)

女子決勝一覧表

少年女子走幅跳

成年女子走幅跳

少年女子
100mH(0.840m_8.5m)

風：+1.6
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