
主催 （公財）日本陸上競技連盟 （一財）千葉陸上競技協会
大会コード

競技場コード

日付 種目

山田　姫蘭 (1) 12.84 石橋　ひより (1) 13.02 多田　藍璃 (1) 13.10 伊東　奈桜 (1) 13.19 髙橋　結愛 (1) 13.26 坂田　涼音 (1) 13.30 多田　りり子 (1) 13.31 千葉　有彩 (1) 13.32

旭一 (+0.4) こてはし台 (+2.2) 佐倉東 (+0.4) ちはら台南 (+1.6) 海上 (+0.4) 太田 (+2.0) 佐原 (+0.4) ちはら台南 (+2.0)

宇山　理央 (2) 12.60 笠野　心結 (2) 12.66 梶ヶ谷　小春 (2) 12.73 坂本　渚咲 (2) 12.86 亀山　美南 (2) 12.98 金子　美月 (2) 13.06 小林　卯乃 (2) 13.07 清水　望生 (2) 13.10

和名ケ谷 (+0.9) 八千代松陰 (+0.9) 八街 (+0.9) 野田南部 (+0.9) 高柳 (+0.9) 市川五 (+0.9) 井野 (+0.9) 野田南部 (+0.9)

森澤　優佳 (3) 12.42 浪川　愛加 (3) 12.48 西山　由佳里 (3) 12.68 樋口　葵 (3) 12.69 品村　百香 (3) 12.88 原田　和 (3) 12.92 薬師神　志帆 (3) 12.99 笹川　珀奈 (3) 13.23

葛飾 (+0.5) 旭二 (+0.5) 酒々井 (+0.5) 幕張西 (+0.5) 旭二 (+0.5) 木刈 (+0.5) 流山南部 (+0.5) 大和田 (+0.5)

北　望 (3) 26.23 坂本　真優 (3) 26.60 楠本　若葉 (3) 26.70 石川　愛梨 (3) 26.73 石井　颯來 (3) 26.76 伊藤　愛理 (3) 27.25 東　さくら (3) 27.26 髙橋　莉杏 (3) 27.36

幕張本郷 (+1.3) 小中台 (+1.3) 西原 (+1.3) 田中 (+1.3) 田中 (+1.3) 東金 (+1.3) 幕張本郷 (+1.3) 酒々井 (+1.3)

石川　舞桜 (1) 2:20.66 村上　美優 (1) 2:21.41 今井　悠月 (1) 2:21.78 手塚　蕾 (1) 2:21.90 木下　小雪 (1) 2:23.19 岩永　青葉 (1) 2:24.42 菅原　仁子 (1) 2:24.48 寺田　莉子 (1) 2:25.90

岬 GR 海神 GR 五井 佐倉東 西の原 常盤平 三田 田中

大和久　梨帆 (3) 2:21.34 杉山　雫 (2) 2:21.77 島井　彩衣 (2) 2:21.88 椎名　恵 (2) 2:23.73 大森　美咲 (2) 2:24.57 廣瀨　眞希 (2) 2:24.83 加瀬　未唯 (3) 2:28.97 本澤　美桜 (3) 2:32.50

酒井根 大津ケ丘 公津の杜 光 白山 佐原 旭二 湖北

今西　紗世 (2) 4:39.52 鶴岡　美来 (2) 4:42.86 高田　実夢 (2) 4:43.26 須本　春菜 (3) 4:49.84 鵜澤　里桜 (2) 4:52.31 金久保　樹里 (3) 4:55.53 澤井　美結 (3) 4:56.16 黒木　寿和 (3) 5:00.63

八木 岬 小見川 佐原 本納 豊四季 西の原 四街道西

志水　芹菜 (3) 14.34 梅澤　李心 (3) 14.36 星野　美優 (3) 14.77 竹林　千珠 (3) 14.85 箕輪　彩星 (2) 14.90 伊藤　遥香 (2) 15.01 中屋　結郁 (3) 15.68 春日　美凜 (3) 15.75

茂原南 (+1.0) 酒々井 (+1.0) 白山 (+1.0) 湊 (+1.0) 東庄 (+1.0) 旭一 (+1.0) 大山口 (+1.0) 西原 (+1.0)

旭二 49.42 酒々井 50.27 野田南部 50.74 流山南部 51.32 新松戸南 51.41 田中 51.41 葛飾 51.44 白山 51.60

新行内　心花 (3) 飯田　結衣名 (3) 佐々木　結彩 (2) 上原　凜音 (2) 髙田　千愛 (2) 内冨　希菜 (3) 田久保　志乃 (3) 工藤　真優 (3)

浪川　愛加 (3) 西山　由佳里 (3) 清水　望生 (2) 薬師神　志帆 (3) 八木　南海 (2) 一力　唯月 (3) 玉置　彩乃 (3) 三田　彩楓 (3)

品村　百香 (3) 髙橋　莉杏 (3) 西野　未倖 (3) 安斉　未来 (2) 都　優恵 (2) 石井　颯來 (3) 森本　咲良 (3) 河野　恵奈 (3)

飯島　香撫 (2) 梅澤　李心 (3) 坂本　渚咲 (2) 井出　心乃 (3) 岩﨑　彩未 (3) 石川　愛梨 (3) 森澤　優佳 (3) 星野　美優 (3)

村田　楓夏 (3) 1m61 沖野　杏奈 (3) 1m51 大谷　侑亜季 (3) 1m51 木村　雪乃 (3) 1m48 関根　夏鈴 (3) 1m48 松浦　実来 (3) (同順)1m48 佐藤　芳奈 (3) (同順)1m48 立岡　羽菜 (3) (同順)1m48

白井 海神 流山東部 習志野四 西原 松戸一 湊 野田南部

平原　日和 (3) 2m90 小貫　紗彩 (3) 2m70 永藤　心波 (3) 2m70 畑中　優羽 (3) 2m70

佐原 佐原 千葉若松 印西

長谷川　愛良 (1) 5m46 遠藤　唯華 (1) 4m94 佐山　凛香 (1) 4m93 日比生　希実 (1) 4m53 小田　菜々美 (1) 4m50 澤田　実里 (1) 4m46 小野　啓里 (1) 4m43 浦上　ちひろ (1) 4m38

干潟 GR* (+2.5) 西の原 (+0.7) 八千代松陰 (+1.0) 西の原 (+0.5) 小金 (+1.1) 習志野一 (+0.6) 周西 (+0.9) 松戸二 (+1.3)

飯島　香撫 (2) 5m38 山本　澪 (3) 5m34 美代　妃美莉 (2) 5m29 峠田　夏希 (2) 5m27 土屋　美潤 (2) 5m12 三坂　彩風 (3) 5m08 磯部　莉心 (3) 5m04 眞通　柚來 (3) 5m00

旭二 (+0.7) 君津 (+1.2) 鎌ケ谷二 (+1.2) 真砂 (+1.5) 東庄 (+1.2) 松戸五 (+1.3) 太田 (+0.6) 流山北部 (+0.6)

共通砲丸投 ｵﾎﾞﾙﾃﾞｨ　衣乃帆 (3) 13m16 久保　ひより (3) 11m24 山下　春花 (2) 11m12 坂上　凜 (3) 11m05 伊藤　凜 (3) 10m90 伊藤　美幸 (3) 10m45 石川　新菜 (3) 10m31 髙畑　双葉 (3) 9m99

（2.721kg) 酒々井 葛飾 新松戸南 習志野台 銚子 銚子 御滝 白山

共通四種競技 中川　レナ (3) 2303 松尾　あいみ (3) 2292 栗田　聡美 (3) 2003 藤木　菜月 (2) 1849 佐藤　心音 (3) 1765 山室　智咲 (2) 1295

酒井根 小金 習志野台 田中 習志野台 田中

100mH(0.762m) 16.29 +1.0 679 16.11 +1.0 701 17.24 +1.0 570 17.75 +1.0 515 19.28 +1.0 365 DQ 0

走高跳 1m42 534 1m45 566 1m33 439 1m27 379 1m39 502 1m24 350

砲丸投(2.721kg) 8m29 418 8m39 425 9m27 482 8m45 428 9m00 464 9m25 480

200m 27.48 +1.2 672 28.39 +1.2 600 29.58 +1.2 512 29.37 +1.2 527 30.71 +1.2 434 30.25 +1.2 465

共通100mH：高さ0.762m　インターバル　8.00m

共通砲丸投：2.721kg

４種競技：(100mH　高さ0.762m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ8.00m 　砲丸投 2.721kg) 審判長：(ﾄﾗｯｸ)隅 坂　道 昭　　(ﾌｨｰﾙﾄﾞ・混成)吉 原　廣　　(ｽﾀｰﾄ)西 山　道 広　　(招集所)門 目　誠 記録主任：黒田　泰三

GR:大会新記録 走幅跳公認：大会新　5m39（+0.9）
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