
ト ラ ッ ク 審 判 長 中村要一・小松崎光一

ス タ ー ト 審 判 長 石川　毅

跳 躍 審 判 長 高橋喜志夫

投 て き 審 判 長 山村　剛

招 集 所 審 判 長 門目　誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

景山　咲穗(2) 12.19(-2.1) 永富　美柚(2) 12.63(-0.3) 椎名　瞳(2) 12.66(-2.1) 髙橋　ひびき(3) 12.67(-0.3) 小松　絵里香(2) 12.72(-1.8) 湯浅　ケリーマ(3) 12.75(-2.7) 木下　真妃(3) 12.81(-0.6) 鍋島　希(2) 12.86(-1.2)
市立船橋高 東女体大 東海大浦安高 東海大浦安高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高
景山　咲穗(2) 25.22(-1.2) 小林　歩未(3) 25.60(-2.1) 椎名　瞳(2) 25.74(+1.0) 大熊　楓(2) 26.24(+1.0) 川窪　萌夏(1) 26.31(-1.2) 森元　陽菜(3) 26.57(+1.0) 中村　華子(2) 26.57(+1.0) 鍋島　希(2) 26.65(-1.2)
市立船橋高 市立船橋高 東海大浦安高 市立船橋高 市立船橋高 幕張総合高 東京学館高 市立船橋高
松岡　萌絵(1) 57.68 白鳥　茉莉佳(3) 58.60 長沼　泉里(2) 58.69 池田　千紘(3) 59.15 玄角　有紗(3) 59.59 森元　陽菜(3) 1:00.39 麻生　亜耶(3) 1:00.41 本木　岬稀(3) 1:01.10
東海大浦安高 市立船橋高 幕張総合高 長生高 八千代松陰高 幕張総合高 長生高 幕張総合高
石川　英沙(3) 2:15.46 河田　実由(3) 2:15.83 大沼　月美貴 2:16.81 小野　汐音(3) 2:17.10 今井　咲 2:17.30 湯川　野乃(3) 2:20.59 保科　琴音(3) 2:22.19 中村　仁美(1) 2:22.21
成田高 小金高 オキHD 八千代松陰高 千葉大ｸﾗﾌﾞ 成田高 成田高 成田高
風間　歩佳(2) 4:38.51 笹野　真愛(3) 4:38.78 湯川　野乃(3) 4:40.43 石川　英沙(3) 4:40.79 藤村　華純(3) 4:41.94 小坂井　智絵(1) 4:50.61 大沼　月美貴 4:51.27 小杉　真生(2) 4:51.66
成田高 成田高 成田高 成田高 成田高 成田高 オキHD 成田高
藤村　華純(3) 9:39.18 笹野　真愛(3) 9:41.05 小杉　真生(2) 9:50.57 谷藤　千夏(3) 10:04.31 大西　夏帆(3) 10:08.32 小林　陽花(2) 10:08.91 大沼　月美貴 10:09.30 野宮　寧々(2) 10:13.08
成田高 成田高 成田高 成田高 木更津総合高 市立船橋高 オキHD 匝瑳高
自見　颯花(3) 20:02.48 大窪　鈴(2) 21:36.89 服部　与望来(2) 26:32.06
小金高 四街道北高 木更津高専
小林　歩未(3) 14.30(-0.2) 大熊　楓(2) 14.81(-0.3) 増田　絢菜(2) 15.18(-1.8) 寺澤　真優(3) 15.54(-0.3) 関口　葉月(1) 16.12(-0.2) 板倉　里美(2) 16.25(-0.3) 尾形　奈那美(1) 16.35(-0.3) 鍋谷　あかり(3) 16.38(-0.3)
市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 実籾高 渋谷学園幕張高 八千代松陰高 千商大 東海大浦安高
新井　美来(3) 1:03.17 堀越　凜(2) 1:05.30 麻生　亜耶(3) 1:05.98 板倉　里美(2) 1:06.15 岸　茄楠(2) 1:06.24 小寺　千慧(3) 1:06.28 有田　結子(3) 1:07.31 西岡　優希(3) 1:08.45
東女体大 成田北高 長生高 八千代松陰高 市立船橋高 千葉黎明高 渋谷学園幕張高 成田北高
金澤　結(1) 10:56.53 小幡　美貴(1) 11:24.80 鈴木　瑞生(3) 11:57.13 中原　穂波(2) 12:46.93 船木　佐紀野(2) 12:52.36
立大 立大 大多喜高 東京外語大 東京外語大
北小路　咲枝(3) 24:05.73 秋元　美知瑠(3) 26:28.20 森岡　樹生(2) 29:50.81 竹内　直恵(3) 30:22.58 古山　歩惟(2) 31:41.63 田丸　千織(2) 33:55.26 加藤　実穂(2) 35:01.89
成田高 柏南高 東京農大 船橋東高 大多喜高 成東高 千城台高
浮津　遥花(2) 1m62 星野　有紀(3) 1m56 池田　遥香(2) 1m56 齋藤　優菜(2) 1m56 堀田　梨沙(2) 1m53 石毛　鼓実(3) 1m53 高見　由梨子(2) 1m53 小林　ひかり(3) 1m50
八千代松陰高 幕張総合高 幕張総合高 幕張総合高 八千代松陰高 千城台高 八千代松陰高 鎌ヶ谷高

池田　紅花(2) 1m50
東京学館船橋高

根本　智子 3m80 久保　愛菜(3) 3m70 山口　玲未(3) 3m20 井上　美空 3m10 近田　優里(1) 3m00 初芝　直美(2) 3m00 中村　礼(2) 2m90
新日鐵住金君津 清和大 安房高 東京情報大AC 安房高 日体大柏高 安房高

宮川　夢(3) 3m00 相川　さり 2m90
佐原高 東京情報大AC

吉野　千翔(3) 2m90
印旛明誠高

大熊　楓(2) 5m81(+1.4) 浅倉　里帆(3) 5m66(+3.1) 鈴木　初菜(3) 5m40(+5.6) 東　ゆりこ(3) 5m39(+5.0) 湯浅　ケリーマ(3) 5m38(+3.0) 伊藤　花名(3) 5m37(+5.3) 青柳　美有(2) 5m33(+3.6) 岡部　玲奈(1) 5m32(+4.9)
市立船橋高 東海大望洋高 公認記録なし 幕張総合高 公認記録なし 八千代高 公認記録なし 市立船橋高 公認記録なし 幕張総合高 公認記録なし 東京学館高 公認記録なし 市立船橋高 公認記録なし

加藤　綾乃(2) 11m90(+2.0) 伊藤　花名(3) 11m60(+0.6) 進士　珠名(3) 11m52(+2.0) 鈴木　初菜(3) 11m32(+1.8) 三浦　理子(3) 11m27(+1.4) 小林　優里(4) 11m18(+2.3) 東　ゆりこ(3) 11m09(+0.3) 清野　かな子(3) 11m06(+0.6)
幕張総合高 幕張総合高 東京学館浦安高 幕張総合高 鎌ヶ谷高 千葉大 公認記録なし 八千代高 市立船橋高
豊川　日加里(2) 11m25 牧 千里(2) 11m15 高橋　花奈(3) 11m14 有馬　杏依(2) 10m94 相川 遥香(3) 10m51 篠塚　美咲(1) 10m16 松田　青空(2) 10m16 荒俣　美月(2) 9m80
東京学館船橋高 流経大 成田高 成田高 流経大 東京学館高 幕張総合高 日体大柏高
内田　萌奈(2) 34m38 渋谷　実穂(3) 32m64 高橋　花奈(3) 32m58 岸澤　真帆香(3) 32m14 有馬　杏依(2) 30m30 渡邉　有美(3) 30m30 塙　明日華(2) 29m55 篠塚　美咲(1) 29m19
西武台千葉高 西武台千葉高 成田高 西武台千葉高 成田高 安房高 東京学館高 東京学館高
塙　明日華(2) 42m39 篠崎　葵(2) 42m25 石井　美緒(3) 39m39 井手尾　月寧(2) 37m72 芦沢　菜月(2) 36m14 豊川　日加里(2) 29m93 海老原　榛香(2) 21m82 大田　晴奏(2) 20m40
東京学館高 茂原高 若松高 木更津総合高 長生高 東京学館船橋高 木更津東高 四街道北高
尾形　奈那美(1) 40m98 蜷川　佑佳(3) 38m34 近内　かりん(3) 36m28 角村　優衣(3) 36m02 岡澤　菜月(3) 35m69 押元　里菜(2) 34m40 大熊　楓(2) 33m93 沼口　香桃(2) 29m67
千商大 佐原白楊高 日体大柏高 小金高 昭和学院高 幕張総合高 市立船橋高 若松高

凡例 

4月14日 女子円盤投(1.000kg)

4月21日 女子ハンマー投(4.000kg)

4月15日 女子やり投(600g)

4月21日 女子走幅跳

4月14日 女子三段跳

4月22日 女子砲丸投(4.000kg)

4月21日 女子5000mW

4月15日 女子走高跳

4月21日 女子棒高跳

4月14日 女子100mH(0.838m)

4月22日 女子400mH(0.762m)

4月14日 女子3000mSC(0.762m)

4月15日 女子1500m

4月22日 女子3000m

4月21日 女子5000m

6位

4月15日 女子200m

4月21日 女子400m

4月14日 女子800m

7位

4月22日 女子100m

8位
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