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日付 種目

ﾊｯｻﾝ ｱﾏｰﾙ (1) 13.11 斉藤 愛華 (1) 13.37 鹿田 夕菜 (1) 13.79 木村 凛 (1) 13.88 比嘉 杏樹 (1) 14.00 堀田 瑞希 (1) 14.03 加藤 優生 (1) 14.15 阿部 絢音 (1) 14.31

松戸五中 (-0.6) 流山南部中 (-0.6) 常盤松中 (-0.6) 西初石中 (-0.6) 南流山中 (-0.6) 豊四季中 (+0.8) 松戸三中 (+0.2) 古ヶ崎中 (+0.8)

ﾄﾆｰｽﾃﾌｧﾆｰ ﾈﾝ (2) 13.14 樋口 碧空 (2) 13.28 三平 かのん (2) 13.43 木村 愛 (2) 13.48 上田 麗奈 (2) 13.51 海野 美優 (2) 13.52 原 佑奈 (2) 13.58 林 彩絢 (2) 13.62

岩名中 (+0.7) 常盤松中 (+0.7) 松葉中 (+1.5) 田中中 (+0.3) 湖北台中 (+1.5) 野田南部中 (+0.7) 南流山中 (+0.7) 松戸六中 (+1.5)

櫻田 彩実 (3) 12.87 中山 莉歩 (3) 13.08 古川 ひなた (3) 13.17 鮎川 楓 (3) 13.26 石井 さくら (3) 13.34 那須 美月 (3) 13.34 平岡 英恋 (3) 13.36 青木 まどか (3) 13.40

小金北中 (+0.1) 光ヶ丘中 (+0.9) 光ヶ丘中 (+0.1) 南流山中 (+0.1) 川間中 (+0.9) 新松戸南中 (+0.1) 六実中 (+0.1) 柏南部中 (0.0)

櫻田 彩実 (3) 26.56 古川 ひなた (3) 27.42 那須 美月 (3) 27.69 梶岡 愛未 (3) 27.79 鮎川 楓 (3) 27.88 林 彩絢 (2) 27.98 荒井 絵美 (3) 27.99 今給黎 碧 (3) 28.16

小金北中 (-0.3) 光ヶ丘中 (-1.6) 新松戸南中 (-0.3) 南流山中 (-0.3) 南流山中 (-1.6) 松戸六中 (-0.3) 松戸一中 (-0.3) 常盤平中 (-0.3)

増田 岬虹 (3) 2:19.75 寺田 莉子 (3) 2:21.40 弦巻 心遥 (2) 2:23.61 岡﨑 琴里 (3) 2:24.13 長塚 結南 (1) 2:24.44 椎橋 千怜 (1) 2:25.15 守屋 咲希 (2) 2:25.51 新明 樹里花 (3) 2:25.52

大津ヶ丘中 田中中 湖北中 大津ヶ丘中 柏中 中原中 鎌ケ谷四中 野田北部中

天羽 海乃 (2) 4:43.27 増田 岬虹 (3) 4:49.33 森川 百華 (3) 4:50.70 吉田 夏美 (3) 4:56.61 新明 樹里花 (3) 4:56.73 高橋 茉那 (3) 5:01.70 原 夏琳 (2) 5:04.65 杉原 未來 (2) 5:05.40

岩名中 大津ヶ丘中 白山中 光ヶ丘中 野田北部中 白山中 久寺家中 六実中

中山 莉歩 (3) 15.89 小林 蓮佳 (3) 16.35 深道 美瑠 (3) 16.52 大関 芽唯 (3) 16.76 春日 星凜 (2) 16.80 小倉 花奈 (3) 16.95 木内 陽向花 (3) 17.22 山﨑 舞香 (1) 17.23

光ヶ丘中 (+0.1) 湖北中 (+0.1) 南流山中 (+0.1) 野田一中 (-0.9) 西原中 (-0.6) 流山東部中 (+0.1) 野田南部中 (+0.1) 和名ヶ谷中 (-0.9)

白山中A 50.39 52.12 野田南部中A 52.36 新松戸南中A 52.54 光ケ丘中A 52.65 流山南部中A 52.85 野田一中A 53.15 松戸六中A 53.17

冨吉 みはな (3) 加藤 羽菜 (2) 戸井田 わかな (3) 井田 七菜子 (3) 荒山 栞璃 (2) 狩谷 華 (3) 安生 奈々恵 (3) 林 彩絢 (2)

鎌形 美緒 (3) 鮎川 楓 (3) 杉崎 光希 (3) 那須 美月 (3) 古川 ひなた (3) 中嶋 愛里 (3) 大関 芽唯 (3) 内藤 幸愛來 (3)

塚田 百南 (3) 梶岡 愛未 (3) 岩間 絢香 (3) 田村 梨衣那 (3) 大野 莉愛 (3) 成住 薫 (3) 深井 瑛心 (2) 櫻井 爽乃 (3)

髙橋 あおい (2) 原 佑奈 (2) 海野 美優 (2) 大堀 結衣 (2) 中山 莉歩 (3) 斉藤 愛華 (1) 福田 妃來 (3) 小野寺 珠季 (3)

井口 怜奈 (3) 1m48 髙嶋 葵 (3) 1m40 穂積 仁愛 (2) 1m35 3)寒河江 祐菜 (3) 1m35 髙久 ミシェル (3) 1m35 石原 佳歩 (2) 1m35 小倉 夕奈 (2) 1m30 平岩 優衣 (3) 1m30

柏四中 鎌ケ谷五中 岩名中 おおたかの森中 松戸四中 西原中 南流山中 高柳中

8)加藤 羽菜 (2) 1m30

南流山中

島田 一花 (1) 4m10 比嘉 杏樹 (1) 4m09 橋本 華歩 (1) 4m05 佐藤 帆華 (1) 3m98 冨田 理桜 (1) 3m84 5)佐々木 ひなた (1) 3m84 松浦 爽香 (1) 3m82 岡野 まみ (1) 3m80

和名ヶ谷中 (-0.1) 南流山中 (-0.7) 小金中 (-0.3) 豊四季中 (+0.4) 常盤平中 (+0.6) 柏四中 (-0.2) 流山東部中 (+0.4) 流山南部中 (+1.7)

小田 菜々美 (3) 5m05 原 佑奈 (2) 4m88 福田 妃來 (3) 4m66 田中 青空 (2) 4m60 岡村 星奈 (3) 4m59 松井 夏蓮 (3) 4m53 7)瀬能 日奈多 (3) 4m53 大坪 真桜 (3) 4m49

小金中 (+1.1) 南流山中 (+0.2) 野田一中 (+0.9) 木間ケ瀬中 (0.0) 小金南中 (+1.5) 常盤平中 (+2.3) 川間中 (+0.4) 東葛飾中 (+0.2)

共通砲丸投 松永 羽那 (3) 10m10 1)宍戸 友香 (3) 10m10 成島 唯華 (3) 9m04 戸井田 わかな (3) 8m64 松岡 美春 (3) 8m10 古橋 紗綾 (2) 8m02 松浦 侑瑞 (3) 8m00 大貫 優菜 (3) 7m70

(2.721kg) 流山南部中 金ヶ作中 松戸四中 野田南部中 おおたかの森中 木間ケ瀬中 川間中 鎌ケ谷中

共通四種 齋藤 あかり (3) 2448 陳 欣妍 (3) 2052 岡本 碧海 (3) 1927 石塚 真麟 (2) 1924 國﨑 美和子 (3) 1536 柴田 明奈 (3) 1328
五井中 和名ヶ谷中 小金中 田中中 小金中 南流山中

100mH(0.762m) 15.95 -0.2 720 17.07 -0.7 589 16.84 -0.2 615 16.87 -0.7 611 18.38 -0.7 450 20.01 -0.2 301
走高跳 1m42 534 1m36 470 1m27 379 1m27 379 1m15 266 1m18 293

砲丸投(2.721kg) 9m54 499 8m57 436 8m21 413 6m91 329 6m84 325 7m72 381

200m 27.20 -0.9 695 28.96 -0.9 557 29.46 -0.9 520 28.33 -0.9 605 29.82 -0.9 495 31.98 -0.9 353
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審判長　(トラック)矢野　隆照　（フィールド）櫻井　隆裕　(スタート)小林 武彦　(招集所)原田　和矢　　記録主任　濱田　聡彦


