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日付 種目

大石 礼音(3) 12.62 鬼頭 瀬里菜(3) 12.83 笹川 珀奈(2) 13.20 吉江 優菜(3) 13.46 ﾌﾟﾗﾄﾝ 瑠花(3) 13.52 若杉 あづさ(3) 13.60 薬師神 志帆(2) 13.72

渋谷幕張中 岩名中 大和田中 柏二中 渋谷幕張中 柏二中 流山南部中

アケンタ グロリア(3) 25.63(0.0) 大石 礼音(3) 25.78(+1.2) 髙野 綾乃(3) 26.80(+1.2) 楠本 若葉(2) 27.65(+1.2) 大河内 咲朱(3) 28.13(+1.2) ﾌﾟﾗﾄﾝ 瑠花(3) 28.14(+1.2) 水岡 季良(1) 28.24(+0.6) 都 優月(3) 28.31(+1.2)

豊四季中 渋谷幕張中 湖北中 西原中 渋谷幕張中 渋谷幕張中 柏南部中 新松戸南中

羽牟 緋美香(3) 2:27.49 加本 流季乃(2) 2:28.22 森川 瞳(3) 2:29.56 太田 雪月(3) 2:30.08 朝間 菜央(2) 2:30.40 石附 杏樹(2) 2:33.06 田代 らら(2) 2:33.26 山田 古都音(1) 2:33.71

おおたかの森中 木間ケ瀬中 小金南中 小金南中 小金南中 野田北部中 野田北部中 柏三中

植田 日瑶里(3) 4:57.81 新明 百寿花(2) 4:59.67 秋山 真紀(2) 5:00.46 山田 古都音(1) 5:00.51 太田 雪月(3) 5:07.67 中野 帆乃海(1) 5:09.80 加本 流季乃(2) 5:10.83 関根 さくら(1) 5:10.98

岩名中 野田北部中 小金南中 柏三中 小金南中 野田南部中 木間ケ瀬中 野田南部中

清水 美有(3) 15.28(-0.1) 宮本 花歩(3) 15.65(-0.1) 佐古 優奈(2) 16.10(-0.1) 加藤 雅姫(1) 16.33(-0.1) 松尾 あいみ(2) 16.93(-0.7) 西村 彩萌(1) 16.94(-0.7) 大山 花漣(2) 17.07(-0.1) 春日 美凜(2) 17.49(-0.1)

常盤平中 国府台女学院中 中原中 おおたかの森中 小金中 湖北中 松戸一中 西原中

渋谷幕張中A 50.48 新松戸南中A 52.85 国府台女学院中A 52.95 柏二中A 53.03 中原中A 53.31 西原中A 53.50 光ケ丘中A 53.98 松戸一中A 54.05

小野塚 智美(3) GR 内海 今日香(3) 市川 京子(3) 鈴木 ひかり(2) 藤田 陽菜(2) 宮城 和花(1) 黒田 麻里子(2) 川村 優羽(2)

大石 礼音(3) 都 優月(3) 島村 美実(3) 山口 怜(2) 荒木 麻奈(2) 楠本 若葉(2) 山口 咲月(2) 大森 伊都(1)

ﾌﾟﾗﾄﾝ 瑠花(3) 髙梨 凜佳(3) 島村 百萌(3) 杉本 愛莉(2) 佐古 優奈(2) 関根 夏鈴(2) 福原 桃子(2) 野田 友実香(1)

大河内 咲朱(3) 髙田 藍梨(3) 宮本 花歩(3) 岡田 心愛(1) 梅戸 咲(1) 春日 美凜(2) 三間 萌絵(2) 大山 花漣(2)

関根 夏鈴(2) 1m51 小出 桃海(2) 1m51 浅倉 桃子(2) 1m48 平賀 里菜(2) 1m40 松浦 実来(2) 1m40 山本 結花(2) 1m40

西原中 中原中 豊四季中 松戸二中 松戸一中 河原塚中

江頭 杏美果(2) 1m40 大谷 侑亜季(2) 1m40

鎌ケ谷五中 流山東部中

勝又 有彩(3) 5m03(+0.1) 清水 美羽(3) 5m01(0.0) 美代 妃美莉(1) 4m89(0.0) 髙梨 凜佳(3) 4m82(0.0) 服部 ゆうか(2) 4m80(0.0) 国中 有咲(2) 4m74(-0.3) 田中 悠愛(2) 4m64(-0.4) 黒田 菜々美(2) 4m52(-0.3)

新松戸南中 小金南中 鎌ケ谷二中 新松戸南中 岩名中 中原中 松戸一中 松戸六中

髙田 藍梨(3) 11m77 赤塚 和日南(2) 9m96 部屋本 さくら(3) 9m69 生島 碧(2) 9m18 狩野 瑠那(2) 9m16 麻生 琴乃(2) 9m00 中村 莉子(1) 8m66 市野瀬 凪紗(2) 8m49

新松戸南中 松戸四中 国府台女学院中 小金中 木間ケ瀬中 中原中 野田二中 柏南部中
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                                                                                                                決勝一覧表（中学女子)

1位 2位 3位 4位 5位 6位

9月1日 200m

9月1日 800m

8月31日 1500m

9月1日 100mH(0.762m)

9月1日 4X100mR

9月1日 砲丸投(2.721kg)

9月1日 走高跳

8月31日 走幅跳


