
女子100m

6月27日 11:40 予選  
県記録 (CR)             11.70     岡部　奈緒 (筑波大学)                                       2007        6月27日 13:45 準決  
大会記録 (GR)           11.76     花岡　麻帆 (Office24)                                       第55回      6月27日 15:20 決勝  
前年度選手権者 (PC)     12.58     榑松　満里奈 (成田高)                                                   

予選  4組3着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾐ ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ
1 6 17 山田　亜美 (92) 東海大望洋高 13.16 Q 1 7 283 斉藤　歩 (89) 平成国際大 12.26 Q

ｶｹﾞﾔﾏ ｴﾘｶ ｵｵﾉ ﾐｷ
2 7 892 陰山　愛里花 (93) 市立船橋高 13.29 Q 2 2 432 大野　美貴 (93) 東京学館高 12.70 Q

ｻｲﾄｳ ﾕｳ ｱｵｷ ﾅﾅ
5 206 斉藤　優 (93) 東金高 DNS 3 3 534 青木　奈々 (92) 八千代松陰高 12.83 Q

ｻｻｷ ﾘﾅ ｻﾄｳ ﾐｻ
8 293 佐々木　里菜 (93) 千葉黎明高 DNS 4 5 809 佐藤　美紗 (93) 幕張総合高 12.92 *TL q

ﾀｼﾛ ﾅﾙﾐ ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｵｲ
2 400 田代　成美 (91) 成田高 DNS 4 6 889 松永　葵 (93) 市立船橋高 12.92 *TL q

ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾏﾄﾞｶ ﾍﾞﾆﾔ ﾂﾑｷﾞ
3 1496 三田寺　円 (91) 我孫子高 DNS 6 8 12 紅谷　紬 (92) 東海大望洋高 12.93 q

ｺﾞｷﾀ ﾕﾐ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖ
4 21 五木田　佑美 (82) ひかりＡＣ DNS 7 4 893 鈴木　一代 (93) 市立船橋高 13.07

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾀｶﾊｼ ﾕｶ ｽｽﾞｷ ﾏｲ
1 5 356 髙橋　友果 (93) 佐原高 12.63 Q 1 2 3 鈴木　麻衣 (91) 姉崎高 12.81 Q

ｽｽﾞｷ ﾏﾔ ｵﾉ ﾁﾅﾂ
2 6 296 鈴木　茉耶 (93) 千葉黎明高 12.77 Q 2 3 811 小野　千夏 (92) 幕張総合高 13.14 Q

ﾄﾐｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ
3 7 427 富澤　順子 (91) 東京学館高 12.80 Q 3 4 894 小林　栞 (93) 市立船橋高 13.19 Q

ｶﾄｳ ﾕﾘｶ ﾋﾗｲ ｻﾔｶ
4 3 783 加藤　百合香 (92) 市立稲毛高 13.04 q 7 294 平井　彩也華 (94) 千葉黎明高 DNS

ｼｵﾀﾞ ﾗﾝｺ ｲﾏｲ ﾐｶﾎ
5 4 1296 塩田　蘭子 (93) 流山南高 13.22 5 410 今井　美香帆 (92) 成田高 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｴ ｶﾉ ﾏｲｺ
2 854 渡辺　多恵 (91) 市立船橋高 DNS 6 429 狩野　麻衣子 (91) 東京学館高 DNS

風:  -2.0 風:  -2.8

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

風:  -2.2 風:  -1.3

凡例    DNS：欠場  *TL：着差なし
2009/6/28 18:50
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女子100m

6月27日 11:40 予選  
県記録 (CR)             11.70     岡部　奈緒 (筑波大学)                                       2007        6月27日 13:45 準決  
大会記録 (GR)           11.76     花岡　麻帆 (Office24)                                       第55回      6月27日 15:20 決勝  
前年度選手権者 (PC)     12.58     榑松　満里奈 (成田高)                                                   

準決  2組4着+0

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｽｽﾞｷ ﾏｲ ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ
1 6 3 鈴木　麻衣 (91) 姉崎高 12.70 Q 1 6 283 斉藤　歩 (89) 平成国際大 12.36 Q

ﾀｶﾊｼ ﾕｶ ｵｵﾉ ﾐｷ
2 3 356 髙橋　友果 (93) 佐原高 12.72 Q 2 5 432 大野　美貴 (93) 東京学館高 12.79 Q

ｱｵｷ ﾅﾅ ﾄﾐｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ
3 7 534 青木　奈々 (92) 八千代松陰高 12.87 Q 3 7 427 富澤　順子 (91) 東京学館高 12.91 Q

ｽｽﾞｷ ﾏﾔ ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｵｲ
4 4 296 鈴木　茉耶 (93) 千葉黎明高 12.88 Q 4 2 889 松永　葵 (93) 市立船橋高 12.98 Q

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ ｻﾄｳ ﾐｻ
5 8 894 小林　栞 (93) 市立船橋高 13.09 5 8 809 佐藤　美紗 (93) 幕張総合高 13.06

ｶﾄｳ ﾕﾘｶ ｶｹﾞﾔﾏ ｴﾘｶ
6 2 783 加藤　百合香 (92) 市立稲毛高 13.16 6 4 892 陰山　愛里花 (93) 市立船橋高 13.19

ｵﾉ ﾁﾅﾂ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾐ
7 5 811 小野　千夏 (92) 幕張総合高 13.17 7 3 17 山田　亜美 (92) 東海大望洋高 13.24

ﾍﾞﾆﾔ ﾂﾑｷﾞ
8 1 12 紅谷　紬 (92) 東海大望洋高 13.23

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

風:  -3.2 風:  -1.6

凡例  
2009/6/28 18:50
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女子100m

6月27日 11:40 予選  
県記録 (CR)             11.70     岡部　奈緒 (筑波大学)                                       2007        6月27日 13:45 準決  
大会記録 (GR)           11.76     花岡　麻帆 (Office24)                                       第55回      6月27日 15:20 決勝  
前年度選手権者 (PC)     12.58     榑松　満里奈 (成田高)                                                   

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ

1 5 283 斉藤　歩 (89) 平成国際大 12.43
ｵｵﾉ ﾐｷ

2 6 432 大野　美貴 (93) 東京学館高 12.74
ｽｽﾞｷ ﾏｲ

3 4 3 鈴木　麻衣 (91) 姉崎高 12.86
ﾀｶﾊｼ ﾕｶ

4 3 356 髙橋　友果 (93) 佐原高 12.89
ｽｽﾞｷ ﾏﾔ

5 2 296 鈴木　茉耶 (93) 千葉黎明高 12.92
ｱｵｷ ﾅﾅ

6 8 534 青木　奈々 (92) 八千代松陰高 13.03
ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｵｲ

7 1 889 松永　葵 (93) 市立船橋高 13.07
ﾄﾐｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ

8 7 427 富澤　順子 (91) 東京学館高 13.30

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

風:  -4.0

凡例  
2009/6/28 18:50

1/1



女子200m

6月28日 10:20 予選  
県記録 (CR)             23.91     花岡　麻帆 (Office24)                                       2003        6月28日 12:00 準決  
大会記録 (GR)           24.20     花岡　麻帆 (Office24)                                       第56回      6月28日 13:50 決勝  
前年度選手権者 (PC)     25.96     藤井　君絵 (茂原高)                                                     

予選  4組3着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾍﾞﾆﾔ ﾂﾑｷﾞ ﾔｷﾞ ｴﾘｺ
7 12 紅谷　紬 (92) 東海大望洋高 DNS 1 4 693 八木　恵理子 (92) 千葉東高 26.00 Q

ｲｼﾊﾞｼ ﾐｻｷ ｶﾀｵｶ ﾙﾐ
6 292 石橋　実咲 (93) 千葉黎明高 DNS 2 3 1454 片岡　瑠美 (92) 柏日体高 26.07 Q

ｷﾀﾞ ﾅﾅｴ ｵｵﾉ ﾐｷ
8 411 木田　奈苗 (92) 成田高 DNS 3 2 432 大野　美貴 (93) 東京学館高 26.11 Q

ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｵｲ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖ
5 889 松永　葵 (93) 市立船橋高 DNS 4 6 893 鈴木　一代 (93) 市立船橋高 26.49 q

ｲｲｽﾞｶ ｴﾘ ｻｻｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ
3 1041 飯塚　絵梨 (92) 国分高 DNS 5 5 214 笹川　恵 (93) 東金商高 26.53 q

ｺﾞｷﾀ ﾕﾐ ｶﾄｳ ﾕﾘｶ
2 21 五木田　佑美 (82) ひかりＡＣ DNS 6 7 783 加藤　百合香 (92) 市立稲毛高 26.75 q

ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ
4 283 斉藤　歩 (89) 平成国際大 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｽｶﾞﾔ ﾓｴﾐ ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅ
1 8 337 菅谷　萌緑 (88) 順天堂大 26.61 Q 1 2 890 前田　麻那 (93) 市立船橋高 26.24 Q

ﾃﾗｼﾀ ｻﾁｺ ｻｻｷ ｱｲ
2 3 870 寺下　祥子 (92) 市立船橋高 26.64 Q 2 7 284 佐々木　藍 (89) 平成国際大 26.42 Q

ｺﾊﾗ ﾏﾕｺ ｱｵｷ ﾅﾅ
3 7 532 小原　真由子 (93) 八千代松陰高 27.10 Q 3 6 534 青木　奈々 (92) 八千代松陰高 26.94 Q

ｻｻｷ ｴﾘ ｶﾉ ﾏｲｺ
4 5 276 佐々木　愛里 (91) 日女体大 28.03 q 4 429 狩野　麻衣子 (91) 東京学館高 DNS

ﾀｼﾛ ﾅﾙﾐ ｵﾊﾞﾀ ﾏｲ
4 400 田代　成美 (91) 成田高 DNS 5 873 小畑　まい (92) 市立船橋高 DNS

ｻﾄｳ ﾐｻ ｵｶﾍﾞ ﾅｵ
2 809 佐藤　美紗 (93) 幕張総合高 DNS 3 374 岡部　奈緒 (88) 筑波大 DNS

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｴ
6 854 渡辺　多恵 (91) 市立船橋高 DNS

風:  -1.0 風:  -1.3

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

風:  0.0 風:  -0.8

凡例    DNS：欠場
2009/6/28 19:20

1/1



女子200m

6月28日 10:20 予選  
県記録 (CR)             23.91     花岡　麻帆 (Office24)                                       2003        6月28日 12:00 準決  
大会記録 (GR)           24.20     花岡　麻帆 (Office24)                                       第56回      6月28日 13:50 決勝  
前年度選手権者 (PC)     25.96     藤井　君絵 (茂原高)                                                     

準決  2組4着+0

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔｷﾞ ｴﾘｺ ｵｵﾉ ﾐｷ
1 5 693 八木　恵理子 (92) 千葉東高 25.88 Q 1 4 432 大野　美貴 (93) 東京学館高 25.78 Q

ｻｻｷ ｱｲ ｽｶﾞﾔ ﾓｴﾐ
2 6 284 佐々木　藍 (89) 平成国際大 26.04 Q 2 6 337 菅谷　萌緑 (88) 順天堂大 26.13 Q

ｶﾀｵｶ ﾙﾐ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖ
3 4 1454 片岡　瑠美 (92) 柏日体高 26.08 Q 3 8 893 鈴木　一代 (93) 市立船橋高 26.30 Q

ｶﾄｳ ﾕﾘｶ ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅ
4 2 783 加藤　百合香 (92) 市立稲毛高 26.66 Q 4 5 890 前田　麻那 (93) 市立船橋高 26.38 Q

ｱｵｷ ﾅﾅ ﾃﾗｼﾀ ｻﾁｺ
5 7 534 青木　奈々 (92) 八千代松陰高 26.67 5 3 870 寺下　祥子 (92) 市立船橋高 26.49

ｺﾊﾗ ﾏﾕｺ ｻｻｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ
6 8 532 小原　真由子 (93) 八千代松陰高 27.24 6 7 214 笹川　恵 (93) 東金商高 26.57

ｻｻｷ ｴﾘ
7 3 276 佐々木　愛里 (91) 日女体大 27.88

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

風:  -0.5 風:  -0.8

凡例  
2009/6/28 19:21
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女子200m

6月28日 10:20 予選  
県記録 (CR)             23.91     花岡　麻帆 (Office24)                                       2003        6月28日 12:00 準決  
大会記録 (GR)           24.20     花岡　麻帆 (Office24)                                       第56回      6月28日 13:50 決勝  
前年度選手権者 (PC)     25.96     藤井　君絵 (茂原高)                                                     

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾉ ﾐｷ

1 6 432 大野　美貴 (93) 東京学館高 25.51
ｽｶﾞﾔ ﾓｴﾐ

2 5 337 菅谷　萌緑 (88) 順天堂大 25.64
ｻｻｷ ｱｲ

3 3 284 佐々木　藍 (89) 平成国際大 25.68
ﾔｷﾞ ｴﾘｺ

4 4 693 八木　恵理子 (92) 千葉東高 25.83 *TK
ｶﾀｵｶ ﾙﾐ

5 7 1454 片岡　瑠美 (92) 柏日体高 25.83 *TK
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖ

6 8 893 鈴木　一代 (93) 市立船橋高 26.28
ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅ

7 2 890 前田　麻那 (93) 市立船橋高 26.38
ｶﾄｳ ﾕﾘｶ

8 1 783 加藤　百合香 (92) 市立稲毛高 26.84

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

風:  -0.4

凡例    *TK：着差あり
2009/6/28 19:21

1/1



女子400m

6月27日 10:40 予選  
県記録 (CR)             0.53.10   堀江　真由 (ニッポンランナーズ)  　                         2008        6月27日 12:50 準決  
大会記録 (GR)           0.56.13   草薙　友理 (船橋芝山高)                                     第61回      6月27日 14:50 決勝  
前年度選手権者 (PC)     0.56.13   草薙　友理 (船橋芝山高)                                                 

予選  4組3着+4

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔｷﾞ ｴﾘｺ ｻｻｷ ｱｲ
1 4 693 八木　恵理子 (92) 千葉東高 0.57.09 Q 1 5 284 佐々木　藍 (89) 平成国際大 0.57.89 Q

ｷﾀﾞ ﾅﾅｴ ﾐｶﾄﾞ ﾕｶ
2 7 411 木田　奈苗 (92) 成田高 0.58.02 Q 2 6 402 三門　由佳 (91) 成田高 0.58.27 Q

ﾇﾏﾀ ﾉｿﾞﾐ ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓﾐ
3 6 939 沼田　のぞみ (92) 船橋芝山高 0.58.44 Q 3 4 1494 五十嵐　智美 (91) 我孫子高 0.59.19 Q

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ ﾃﾗｼﾀ ｻﾁｺ
4 5 19 中村　みづき (92) 東海大望洋高 0.59.66 q 4 2 870 寺下　祥子 (92) 市立船橋高 1.00.05 q

ﾊﾗ ﾅﾂﾐ ｼﾗｲ ﾕｶﾘ
5 3 859 原　夏美 (91) 市立船橋高 1.01.61 5 7 937 白井　友加里 (91) 船橋芝山高 1.00.66 q

ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾏｵ ｶﾏｶﾞﾀ ﾏﾖ
6 8 57 松延　麻生 (92) 木更津総合高 1.02.42 6 3 845 鎌形　真世 (92) 船橋高 1.01.80

ｶｸﾀ ﾏﾕ
2 289 角田　茉優 (91) 千葉黎明高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲｼﾊﾞｼ ﾐｻｷ ｼﾐｽﾞ ｱｷ
1 2 292 石橋　実咲 (93) 千葉黎明高 0.57.36 Q 1 3 1130 清水　晶紀 (91) 東海大浦安高 0.58.48 Q

ｲﾄｳ ｱﾔﾉ ｸｻﾅｷﾞ ﾕﾘ
2 6 746 伊藤　彩乃 (91) 犢橋高 0.58.81 Q 2 4 262 草薙　友理 (90) 国士舘大 1.00.98 Q

ｱﾍﾞ ｼｵﾘ ｲｲﾀﾞ ｴｲﾐ
3 7 141 安部　詩織 (88) 日女体大 0.59.43 Q 3 5 538 飯田　瑛美 (92) 八千代松陰高 1.01.40 Q

ｾｷｸﾞﾁ ﾐｸ ｲﾁｶﾜ ﾅﾂﾐ
4 5 1133 関口　未来 (91) 東海大浦安高 1.01.11 q 4 6 303 依知川　なつみ (92) 匝瑳高 1.02.31

ｼﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ ｷｸﾗ ﾐｶ
5 3 813 進藤　葉留香 (92) 幕張総合高 1.01.95 2 290 木倉　美香 (92) 千葉黎明高 DNS

ﾐｳﾗ ﾕｷ ﾖﾈﾔ ﾏﾄﾞｶ
6 4 987 三浦　友紀 (92) 鎌ヶ谷高 1.02.47 7 872 米谷　まどか (92) 市立船橋高 DNS

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例    DNS：欠場
2009/6/28 18:44

1/1



女子400m

6月27日 10:40 予選  
県記録 (CR)             0.53.10   堀江　真由 (ニッポンランナーズ)  　                         2008        6月27日 12:50 準決  
大会記録 (GR)           0.56.13   草薙　友理 (船橋芝山高)                                     第61回      6月27日 14:50 決勝  
前年度選手権者 (PC)     0.56.13   草薙　友理 (船橋芝山高)                                                 

準決  2組4着+0

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾔｷﾞ ｴﾘｺ ｲｼﾊﾞｼ ﾐｻｷ
1 5 693 八木　恵理子 (92) 千葉東高 0.57.60 Q 1 3 292 石橋　実咲 (93) 千葉黎明高 0.58.04 Q

ｷﾀﾞ ﾅﾅｴ ｻｻｷ ｱｲ
2 4 411 木田　奈苗 (92) 成田高 0.57.72 Q 2 6 284 佐々木　藍 (89) 平成国際大 0.58.18 Q

ｸｻﾅｷﾞ ﾕﾘ ﾐｶﾄﾞ ﾕｶ
3 6 262 草薙　友理 (90) 国士舘大 0.58.23 Q 3 5 402 三門　由佳 (91) 成田高 0.58.49 Q

ﾇﾏﾀ ﾉｿﾞﾐ ｲﾄｳ ｱﾔﾉ
4 7 939 沼田　のぞみ (92) 船橋芝山高 0.58.52 Q 4 4 746 伊藤　彩乃 (91) 犢橋高 0.59.06 Q

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓﾐ
5 2 19 中村　みづき (92) 東海大望洋高 1.00.38 5 8 1494 五十嵐　智美 (91) 我孫子高 1.00.16

ｲｲﾀﾞ ｴｲﾐ ﾃﾗｼﾀ ｻﾁｺ
8 538 飯田　瑛美 (92) 八千代松陰高 DNS 6 1 870 寺下　祥子 (92) 市立船橋高 1.00.45

ｼﾐｽﾞ ｱｷ ｱﾍﾞ ｼｵﾘ
3 1130 清水　晶紀 (91) 東海大浦安高 DNS 7 7 141 安部　詩織 (88) 日女体大 1.01.00

ｾｷｸﾞﾁ ﾐｸ ｼﾗｲ ﾕｶﾘ
1 1133 関口　未来 (91) 東海大浦安高 DNS 8 2 937 白井　友加里 (91) 船橋芝山高 1.01.37

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例    DNS：欠場
2009/6/28 18:46
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女子400m

6月27日 10:40 予選  
県記録 (CR)             0.53.10   堀江　真由 (ニッポンランナーズ)  　                         2008        6月27日 12:50 準決  
大会記録 (GR)           0.56.13   草薙　友理 (船橋芝山高)                                     第61回      6月27日 14:50 決勝  
前年度選手権者 (PC)     0.56.13   草薙　友理 (船橋芝山高)                                                 

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔｷﾞ ｴﾘｺ

1 6 693 八木　恵理子 (92) 千葉東高 0.57.14
ｲｼﾊﾞｼ ﾐｻｷ

2 5 292 石橋　実咲 (93) 千葉黎明高 0.57.58
ｻｻｷ ｱｲ

3 3 284 佐々木　藍 (89) 平成国際大 0.58.18
ｸｻﾅｷﾞ ﾕﾘ

4 8 262 草薙　友理 (90) 国士舘大 0.58.41
ｷﾀﾞ ﾅﾅｴ

5 4 411 木田　奈苗 (92) 成田高 0.58.46
ﾐｶﾄﾞ ﾕｶ

6 7 402 三門　由佳 (91) 成田高 0.58.58
ﾇﾏﾀ ﾉｿﾞﾐ

7 2 939 沼田　のぞみ (92) 船橋芝山高 0.59.61
ｲﾄｳ ｱﾔﾉ

8 1 746 伊藤　彩乃 (91) 犢橋高 1.01.47

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例  
2009/6/28 18:47

1/1



女子800m

6月28日 11:20 予選  
県記録 (CR)             2.07.33   杉村　奈美 (市船橋高)                                       1990        6月28日 14:00 決勝  
大会記録 (GR)           2.11.15   内野　彩子 (前原中)                                         第56回      
前年度選手権者 (PC)     2.16.05   竹内　美樹 (君津高)                                                     

予選  3組2着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ﾅﾐｷ ｻｷ ﾖｶﾜ ﾐﾅ
1 4 277 並木　沙樹 (91) 日女体大 2.21.78 Q 1 6 880 與川　未奈 (93) 市立船橋高 2.18.20 Q

ｻｶﾓﾄ ｴﾅ ｲｲﾀﾞ ｴｲﾐ
2 3 882 坂本　瑛奈 (93) 市立船橋高 2.22.02 Q 2 2 538 飯田　瑛美 (92) 八千代松陰高 2.18.75 Q

ｷﾖﾀ ﾏﾘ ｵｵﾓﾘ ﾌﾐｶ
3 6 258 清田　麻莉 (94) 柏第二中 2.22.11 3 5 817 大森　郁香 (92) 幕張総合高 2.19.16

ﾋｸﾞﾁ ﾓﾓｶ ｲﾁﾊﾗ ﾅﾙﾐ
4 2 369 樋口　萌々花 (94) 習志野四中 2.22.27 4 3 304 市原　成美 (92) 匝瑳高 2.22.98

ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏｲ ﾀｸﾞﾁ ﾏｲ
5 7 430 富澤　麻衣 (91) 東京学館高 2.25.47 5 7 260 田口　真衣 (88) 国士舘大 2.23.92

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾝﾅ
5 19 中村　みづき (92) 東海大望洋高 DNS 4 415 萩原　安那 (92) 成田高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｸﾛｻﾜ ﾅｵ
1 7 1106 黒沢　菜央 (92) 昭和学院高 2.16.18 Q

ｻﾄﾞ ﾐﾂﾞｷ
2 6 899 佐渡　美月 (93) 市立船橋高 2.16.26 Q

ﾀｹｳﾁ ﾐｷ
3 5 73 竹内　美樹 (91) 君津高 2.16.86 q

ｺﾏﾂ ﾕﾘ
4 2 800 小松　有梨 (91) 敬愛学園高 2.17.67 q

ｱｻﾋﾅ ﾓﾓｺ
5 3 1007 朝比奈　桃子 (94) 鎌ヶ谷西高 2.19.74

ﾑﾗｶﾐ ｴﾘｲ
4 264 村上　恵理衣 (87) 筑波大 DNS

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例    DNS：欠場
2009/6/28 19:17
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女子800m

6月28日 11:20 予選  
県記録 (CR)             2.07.33   杉村　奈美 (市船橋高)                                       1990        6月28日 14:00 決勝  
大会記録 (GR)           2.11.15   内野　彩子 (前原中)                                         第56回      
前年度選手権者 (PC)     2.16.05   竹内　美樹 (君津高)                                                     

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻｶﾓﾄ ｴﾅ

1 8 882 坂本　瑛奈 (93) 市立船橋高 2.15.10
ｺﾏﾂ ﾕﾘ

2 2 800 小松　有梨 (91) 敬愛学園高 2.15.12
ﾅﾐｷ ｻｷ

3 5 277 並木　沙樹 (91) 日女体大 2.15.80
ｸﾛｻﾜ ﾅｵ

4 4 1106 黒沢　菜央 (92) 昭和学院高 2.15.83
ｻﾄﾞ ﾐﾂﾞｷ

5 6 899 佐渡　美月 (93) 市立船橋高 2.15.98
ﾀｹｳﾁ ﾐｷ

6 1 73 竹内　美樹 (91) 君津高 2.16.58
ｲｲﾀﾞ ｴｲﾐ

7 7 538 飯田　瑛美 (92) 八千代松陰高 2.17.68
ﾖｶﾜ ﾐﾅ

8 3 880 與川　未奈 (93) 市立船橋高 2.24.69

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例  
2009/6/28 19:17

1/1



女子1500m

6月27日 15:30 決勝  
県記録 (CR)             4.13.00   志水　見千子 (リクルート)                                   2000        
大会記録 (GR)           4.27.7    小島　和恵 (川鉄千葉)                                       第37回      
前年度選手権者 (PC)     4.35.69   津田　真衣 (市立船橋高)                                                 

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾛｻﾜ ﾅｵ

1 3 1106 黒沢　菜央 (92) 昭和学院高 4.35.41
ﾆｼｵ ﾐﾔ

2 1 122 西尾　美耶 (88) アルゼ 4.35.84
ｾﾝﾄﾞｳ ｻﾕﾘ

3 2 135 仙頭　さゆり (88) 豊田自動織機 4.35.89
ｶﾄｳ ｱｽﾞﾐ

4 9 124 加藤　愛澄 (91) アルゼ 4.36.18
ｳｴﾉ ﾏﾘｺ

5 7 125 上野　真理子 (90) アルゼ 4.44.04
ｻﾄｳ ｱﾐ

6 6 273 佐藤　亜美 (87) 中央大 4.45.09
ｱｿｳ ﾕｷｺ

7 5 15 麻生　友季子 (92) 東海大望洋高 4.47.40
ﾆｼｷｵﾘ ﾄﾓｺ

8 12 695 錦織　朋子 (92) 千葉東高 4.48.27
ｽｽﾞｷ ﾕﾘｶ

9 11 862 鈴木　悠里香 (91) 市立船橋高 4.58.64
ﾄﾐﾑﾗ ﾉﾌﾞｴ

10 4 861 富村　暢恵 (91) 市立船橋高 5.01.81
ﾆｼﾊﾏ ﾌﾐﾅ

10 121 西濱　史菜 (88) アルゼ DNS
ﾄﾞｲ ﾕﾘｴ

8 265 土井　友里永 (86) 東京学芸大 DNS

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例    DNS：欠場
2009/6/28 18:42

1/1



女子5000m

6月28日 10:00 決勝  
県記録 (CR)             15.09.05  志水　見千子 (リクルート)                                   1996        
大会記録 (GR)           15.51.63  山口　麻衣子 (積水化学)                                     第55回      
前年度選手権者 (PC)     16.08.65  山根　朝美 (豊田自動織機)                                               

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｵﾔﾏ ﾙｲ

1 4 136 青山　瑠衣 (84) 豊田自動織機 16.16.74
ﾅｶﾞｵ ｶｵﾙ

2 8 123 永尾　薫 (89) アルゼ 16.29.50
ﾄﾞｲ ﾕﾘｴ

3 5 265 土井　友里永 (86) 東京学芸大 17.06.89
ｽｶﾞﾔ ﾒｸﾞﾐ

4 1 293 菅谷　恵美 (89) スターツ 17.08.61
ﾑﾄｳ ｻｴ

5 2 272 武藤　佐英 (88) 中央大 17.20.86
ｽｽﾞｷ ﾅﾐｺ

6 6 878 鈴木　菜見子 (92) 市立船橋高 17.31.62
ｲﾜｾ ｱｽﾞｻ

7 3 352 岩瀬　あずさ (91) 佐原高 18.14.93
ｾﾝﾄﾞｳ ｻﾕﾘ

7 135 仙頭　さゆり (88) 豊田自動織機 DNS

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例    DNS：欠場
2009/6/28 19:16

1/1



女子10000m

6月27日 14:05 決勝  
県記録 (CR)             31.19.40  鈴木　博美 (リクルート)                                     1996        
大会記録 (GR)           32.50.29  佐伯　由香里 (アルゼ)                                       第61回      
前年度選手権者 (PC)     32.50.29  佐伯　由香里 (アルゼ)                                                   

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾔｶ

1 2 1301 川口　彩花 (92) 流山南高 38.24.75
ﾌｸｲ ﾏﾘﾝ

2 1 885 福井　真鈴 (92) 市立船橋高 38.54.74
ﾐﾔﾅﾘ ﾐｷ

3 4 1487 宮成　美妃 (93) 我孫子高 39.04.97
ｲｲﾀﾞ ﾁｴ

4 6 1363 飯田　千恵 (92) 柏南高 39.21.50
ｸﾘﾊﾗ ﾕｲ

5 11 1302 栗原　唯 (93) 流山南高 39.41.30
ﾐﾖｼ  ｱｽﾞｻ

6 8 1403 三好　梓 (92) 柏中央高 39.55.57
ﾖｼﾑﾗ ﾐｻﾄ

7 9 881 吉村　実智 (92) 市立船橋高 40.06.85
ﾐﾅﾄ ｱｷﾎ

8 5 853 湊　瑛穂 (93) 船橋高 40.30.59
ﾀｼﾞﾏ ﾏｲ

9 7 1252 田嶋　舞 (93) 松戸六実高 42.36.14
ﾖｼﾜﾗ ｼﾉ

10 3 277 吉原　志乃 (92) 横芝敬愛高 43.19.83
ｲﾜｼﾀ ﾅﾁ

11 12 1335 岩下　菜智 (92) 東葛飾高 44.49.78
ｲﾄｳ ﾕｲ

10 850 伊藤　結 (92) 船橋高 DNS

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例    DNS：欠場
2009/6/28 8:55

1/1



女子100mH

6月27日 13:15 予選  
県記録 (CR)             13.08     石野　真美 (長谷川体育施設)                                 2006        6月27日 15:05 決勝  
大会記録 (GR)           13.44     石野　真美 (日女体大)                                       第49回      
前年度選手権者 (PC)     14.57     高山　春奈 (市立船橋高)                                                 

予選  3組2着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｶﾉ ﾏｲｺ ｻｻｷ ﾘﾅ
1 1 429 狩野　麻衣子 (91) 東京学館高 15.20 Q 1 7 293 佐々木　里菜 (93) 千葉黎明高 15.56 Q

ﾉｾ ﾏﾄﾞｶ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ
2 6 891 野瀬　まどか (93) 市立船橋高 15.50 Q 2 4 239 中村　知美 (91) 木更津高専 16.45 Q

ｻﾄｳ ｴﾐ ﾋﾗﾔﾏ ﾕｶﾘ
3 5 138 佐藤　恵美 (89) 日女体大 16.03 q 3 8 362 平山　由佳理 (92) 佐原高 16.63 q

ｳﾂﾐ ﾄﾓｴ ｶﾐﾑﾗ ｻｴｺ
4 7 1004 内海　友恵 (92) 鎌ヶ谷西高 17.85 4 3 1280 上村　彩子 (92) 専修大松戸高 16.94

ｶﾈｺ ﾄﾓｴ ｱｵﾔｷﾞ ｴﾂｺ
5 4 1455 金子　智恵 (91) 柏日体高 18.23 5 6 57 青柳　悦子 (88) 文教大 17.35

ｲﾘｴ ｻﾔｶ ﾀﾅｶ ｴﾐﾅ
6 3 268 込江　さやか (85) 千葉陸協 18.30 6 2 1402 田中　絵美菜 (92) 柏中央高 17.37

ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ ｻｶｸﾗ ﾕｷ
8 906 岡田　有華 (91) 薬園台高 DNS 5 732 坂倉　有紀 (92) 千葉西高 DNS

ｲｼﾉ ﾏﾐ
2 375 石野　真美 (83) 長谷川体育施設 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲﾉｳｴ ｻﾂｷ
1 3 748 井上　さつき (91) 犢橋高 15.89 Q

ｻｲﾄｳ ｶｴﾃﾞ
2 7 955 齋藤　楓 (92) 船橋法典高 16.82 Q

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾅ
3 6 490 山本　遥菜 (91) 八千代高 17.37

ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｺ
4 4 16 安藤　真理子 (92) 東海大望洋高 17.54

ﾈﾓﾄ ｱｲｺ
5 2 767 根本　愛子 (92) 市立千葉高 17.54 *TK

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾎ
6 8 877 武内　晴穂 (92) 市立船橋高 17.77

ｺｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ
5 413 小島　瑞季 (92) 成田高 DNS

風:  -3.4

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

風:  -3.1 風:  -2.0

凡例    DNS：欠場  *TK：着差あり
2009/6/28 18:48

1/1



女子100mH

6月27日 13:15 予選  
県記録 (CR)             13.08     石野　真美 (長谷川体育施設)                                 2006        6月27日 15:05 決勝  
大会記録 (GR)           13.44     石野　真美 (日女体大)                                       第49回      
前年度選手権者 (PC)     14.57     高山　春奈 (市立船橋高)                                                 

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾉ ﾏｲｺ

1 6 429 狩野　麻衣子 (91) 東京学館高 15.22
ｻｻｷ ﾘﾅ

2 4 293 佐々木　里菜 (93) 千葉黎明高 15.32
ﾉｾ ﾏﾄﾞｶ

3 5 891 野瀬　まどか (93) 市立船橋高 15.93
ｲﾉｳｴ ｻﾂｷ

4 3 748 井上　さつき (91) 犢橋高 15.96
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ

5 8 239 中村　知美 (91) 木更津高専 16.57
ｻﾄｳ ｴﾐ

6 2 138 佐藤　恵美 (89) 日女体大 16.96
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｶﾘ

7 1 362 平山　由佳理 (92) 佐原高 17.13
ｻｲﾄｳ ｶｴﾃﾞ

8 7 955 齋藤　楓 (92) 船橋法典高 17.54

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

風:  -3.8

凡例  
2009/6/28 18:48

1/1



女子400mH

6月28日 12:30 予選  
県記録 (CR)             0.58.55   日色　さおり (成田高)                                       1998        6月28日 14:20 決勝  
大会記録 (GR)           1.00.25   石野　智恵子 (順天堂大)                                     第56回      
前年度選手権者 (PC)     1.01.55   鈴木　翔子 (順天堂大)                                                   

予選  3組2着+2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｲﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ ﾋﾗﾔﾏ ﾕｶﾘ
1 5 171 市原　歩 (91) 茂原高 1.05.91 Q 1 3 362 平山　由佳理 (92) 佐原高 1.06.28 Q

ｻｶｸﾗ ﾕｷ ﾈﾓﾄ ｱｲｺ
2 1 732 坂倉　有紀 (92) 千葉西高 1.06.19 Q 2 1 767 根本　愛子 (92) 市立千葉高 1.07.86 Q

ｶｼﾞﾛ ｱﾝﾅ ｻｲﾄｳ ﾋﾄﾐ
3 2 219 上代　杏奈 (91) 成東高 1.07.43 q 3 8 368 齊藤　ひとみ (88) 慶應義塾大 1.08.18

ｽｽﾞｷ ｶﾅｴ ﾀﾅｶ ｼﾉ
4 3 142 鈴木　加奈恵 (88) 日女体大 1.09.11 4 5 1107 田中　紫乃 (92) 昭和学院高 1.08.90

ﾐﾔﾓﾄ ｻｷ ｳｽｲ ｻｷ
5 4 911 宮本　沙生 (91) 薬園台高 1.09.33 5 6 545 薄井　沙季 (93) 八千代松陰高 1.09.04

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｸ ｵﾉ ﾐｽﾞﾎ
6 8 868 山田　未来 (92) 市立船橋高 1.09.90 6 7 907 小野　瑞歩 (92) 薬園台高 1.09.28

ｳｼｵﾀﾞ ｱｽﾐ ｼﾓﾀ ﾕｶ
7 6 1235 潮田　有珠美 (92) 松戸国際高 1.11.95 7 4 1249 下田　由加 (92) 松戸六実高 1.09.29

ﾏﾂｵ ﾑﾂｷ ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ﾐﾅ
7 764 松尾　睦紀 (92) 市立千葉高 DNS 2 1395 藤ヶ崎　美奈 (91) 柏中央高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ Q

ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ
1 5 338 鈴木　翔子 (88) 順天堂大 1.05.45 Q

ｶﾜｼﾏ ｻﾖｺ
2 1 225 川嶋　紗世子 (92) 成東高 1.07.06 Q

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾎ
3 2 877 武内　晴穂 (92) 市立船橋高 1.07.16 q

ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘ
4 7 753 近藤　映理 (92) 犢橋高 1.08.40

ﾀﾅｶ ﾅﾐ
5 6 1493 田中　菜美 (92) 我孫子高 1.11.20

ﾂｶﾀﾞ ﾕﾘｺ
6 3 916 塚田　友梨子 (92) 薬園台高 1.12.22

ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｺ
7 8 1135 内田　陽子 (92) 東海大浦安高 1.13.95

ｶﾜﾀ ｸﾐ
4 5 川田　玖美 (92) 姉崎高 DNS

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例    DNS：欠場
2009/6/28 19:18
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女子400mH

6月28日 12:30 予選  
県記録 (CR)             0.58.55   日色　さおり (成田高)                                       1998        6月28日 14:20 決勝  
大会記録 (GR)           1.00.25   石野　智恵子 (順天堂大)                                     第56回      
前年度選手権者 (PC)     1.01.55   鈴木　翔子 (順天堂大)                                                   

決勝

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ

1 4 338 鈴木　翔子 (88) 順天堂大 1.01.66
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｶﾘ

2 3 362 平山　由佳理 (92) 佐原高 1.05.46
ｲﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ

3 6 171 市原　歩 (91) 茂原高 1.05.63
ｻｶｸﾗ ﾕｷ

4 5 732 坂倉　有紀 (92) 千葉西高 1.05.86
ｶﾜｼﾏ ｻﾖｺ

5 7 225 川嶋　紗世子 (92) 成東高 1.06.75
ｶｼﾞﾛ ｱﾝﾅ

6 2 219 上代　杏奈 (91) 成東高 1.07.28
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾎ

7 1 877 武内　晴穂 (92) 市立船橋高 1.09.60
ﾈﾓﾄ ｱｲｺ

8 8 767 根本　愛子 (92) 市立千葉高 1.10.88

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例  
2009/6/28 19:19
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女子3000mSC

6月27日 10:25 決勝  
県記録 (CR)             10.05.37  那須川　瑞穂 (ｱﾙｾﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ)                                2008        

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼｶﾉ ﾓﾓｶ

1 1 361 鹿野　桃佳 (92) 佐原高 11.56.86

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例  
2009/6/28 8:59

1/1



女子5000mW

6月27日 09:50 決勝  
県記録 (CR)             22.37.81  宇井　菜那 (富里福葉苑)                                     2000        
大会記録 (GR)           22.17.34  大利　久美 (富士通)                                         第61回      
前年度選手権者 (PC)     22.17.34  大利　久美 (富士通)                                                     

決勝

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾐﾁｸﾞﾁ ｱｲ

1 10 263 道口　愛 (88) 国士舘大 23.56.87
ｳｲ ﾅﾅ

2 4 22 宇井　菜那 (77) ひかりＡＣ 25.57.49
ｽｶﾞﾜﾗ ｷｮｳｺ

3 8 75 菅原　今日子 (91) 君津高 26.05.22
ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷ

4 7 350 宮本　美希 (92) 小見川高 26.32.91
ﾎｻｶ ﾅﾂｷ

5 13 278 保坂　菜月 (88) 日女体大 26.42.00
ｵｵﾔﾏ ﾏﾄﾞｶ

6 6 357 大山　まどか (93) 佐原高 *NM
ﾔﾌﾞｻｷ ｸﾙﾐ

7 12 513 八武﨑　くるみ (93) 八千代西高 29.33.15
ﾀｶｼﾏ ｶｵﾘ

8 11 1357 高嶋　香織 (92) 柏南高 30.42.18
ｼﾝﾀﾆ ﾋｶﾙ

9 9 1401 新谷　光 (93) 柏中央高 31.23.02
ﾖｼﾉ ﾐｷ

10 14 76 吉野　実希 (92) 君津高 31.37.38
ﾄﾞｲ ｶｽﾐ

11 1 329 土井　香寿実 (92) 銚子商高 32.17.16
ｵｶﾞﾜ ﾘｴ

12 2 865 小川　りえ (91) 市立船橋高 32.33.50
ｼﾊﾞﾉ ﾕﾘ

3 848 柴野　友里 (92) 船橋高 DSQ,*TB

ｲｼｲ ﾐｶ
5 904 石井　未佳 (92) 薬園台高 DSQ,DQ3

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例    *NM：写真判定機不良のため記録なし  DSQ：失格  *TB：オーバータイム  DQ3：接地不良及び屈膝
2009/6/28 8:58
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女子4X100mR

6月27日 09:20 予選  
6月27日 16:20 決勝  

県記録 (CR)             45.77     千葉県 (渡辺　多恵・岡部　奈緒・斎藤　歩・花岡　麻帆)       2006        
大会記録 (GR)           47.75     市船橋高 (和田・鈴木・高山・兵藤)                           第52回      
前年度選手権者 (PC)     48.65     成田高 (細根　沙織・榑松　満里奈・加瀬　志保里・蜂谷　真世)             

予選  3組2着+2

1組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  千葉黎明高 48.42 Q 2着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  市立船橋高 48.78 Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼｲﾅ ﾁﾊﾙ ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｵｲ
1 295 椎名　千晴 (93) 千葉黎明高 1 889 松永　葵 (93) 市立船橋高

ｻｻｷ ﾘﾅ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖ
2 293 佐々木　里菜 (93) 千葉黎明高 2 893 鈴木　一代 (93) 市立船橋高

ｲｼﾊﾞｼ ﾐｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ
3 292 石橋　実咲 (93) 千葉黎明高 3 894 小林　栞 (93) 市立船橋高

ｽｽﾞｷ ﾏﾔ ﾉｾ ﾏﾄﾞｶ
4 296 鈴木　茉耶 (93) 千葉黎明高 4 891 野瀬　まどか (93) 市立船橋高

3着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東女体大 49.91 q 4着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  酒々井中 50.20
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｵｸﾔﾏ ﾏﾕｺ ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾏｲｺ
1 287 奥山　真由子 (90) 東女体大 1 378 天神林　舞子 (96) 酒々井中

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ ｺｶﾄﾞ ﾀﾏﾐ
2 286 山田　奈甫 (87) 東女体大 2 381 小門　珠美 (94) 酒々井中

ｼﾗｲ ｻｷ ｸﾗｼｹﾞ ｼｵﾘ
3 288 白井　咲 (91) 東女体大 3 379 倉重　汐里 (95) 酒々井中

ﾏﾂｵ ﾐｸﾎ ﾔﾏﾅｶ ﾓｴ
4 289 松尾　美来穂 (90) 東女体大 4 380 山中　萌 (94) 酒々井中

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  船橋芝山高 50.69 6着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  市立稲毛 51.23
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾄﾞﾘ
1 940 松本　麻紀 (92) 船橋芝山高 1 790 長谷川　翠 (92) 市立稲毛高

ﾌﾙｶﾜ ｶﾘﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ
2 938 古川　華凛 (91) 船橋芝山高 2 792 渡邉　美咲 (92) 市立稲毛高

ｼﾗｲ ﾕｶﾘ ｲﾅﾓﾄ ｶﾅｺ
3 937 白井　友加里 (91) 船橋芝山高 3 782 稲本　加奈子 (92) 市立稲毛高

ﾇﾏﾀ ﾉｿﾞﾐ ｶﾄｳ ﾕﾘｶ
4 939 沼田　のぞみ (92) 船橋芝山高 4 783 加藤　百合香 (92) 市立稲毛高

7着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  八千代高 51.51 8着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  柏南高 51.79
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ
1 490 山本　遥菜 (91) 八千代高 1 1359 小林　真由美 (92) 柏南高

ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｺ ｸﾏｶﾞｲ ｱｵｲ
2 497 足立　悠子 (93) 八千代高 2 1364 熊谷　あおい (93) 柏南高

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾕﾐ ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ
3 504 山田　紗弓 (92) 八千代高 3 1355 鈴木　彩香 (93) 柏南高

ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ ｺﾀｷ ﾕｳｺ
4 503 中村　実沙紀 (92) 八千代高 4 1356 小瀧　悠子 (92) 柏南高

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例    *TM：バトンパス不正  DNS：欠場
2009/6/28 19:25
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女子4X100mR

6月27日 09:20 予選  
6月27日 16:20 決勝  

県記録 (CR)             45.77     千葉県 (渡辺　多恵・岡部　奈緒・斎藤　歩・花岡　麻帆)       2006        
大会記録 (GR)           47.75     市船橋高 (和田・鈴木・高山・兵藤)                           第52回      
前年度選手権者 (PC)     48.65     成田高 (細根　沙織・榑松　満里奈・加瀬　志保里・蜂谷　真世)             

予選  3組2着+2

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

2組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  幕張総合高 48.57 Q 2着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東京学館高 49.00 Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺﾞﾄｳ ﾏｲ ｲｼﾂﾞ ﾐﾎ
1 804 後藤　麻衣 (91) 幕張総合高 1 433 石津　実穂 (92) 東京学館高

ｵﾉ ﾁﾅﾂ ｵｵﾉ ﾐｷ
2 811 小野　千夏 (92) 幕張総合高 2 432 大野　美貴 (93) 東京学館高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｵﾘ ｴｶﾞｻｷ ﾕｳ
3 805 渡邉　彩織 (91) 幕張総合高 3 426 江ヶ崎　友 (91) 東京学館高

ｻﾄｳ ﾐｻ ｶﾉ ﾏｲｺ
4 809 佐藤　美紗 (93) 幕張総合高 4 429 狩野　麻衣子 (91) 東京学館高

3着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  国分高 50.20 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  流山南高 50.36
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ ｷﾑﾗ ｴﾘ
1 1044 若林　千明 (92) 国分高 1 1305 木村　衣里 (93) 流山南高

ｻﾄｳ ﾁﾅﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ
2 1056 佐藤　ちなみ (93) 国分高 2 1312 渡部　舞 (93) 流山南高

ｲｲｽﾞｶ ｴﾘ ｲﾂｶｲﾁ ﾒｸﾞﾐ
3 1041 飯塚　絵梨 (92) 国分高 3 1297 五日市　恵 (92) 流山南高

ﾀﾅｶ ｴﾘ ｼｵﾀﾞ ﾗﾝｺ
4 1042 田中　映里 (93) 国分高 4 1296 塩田　蘭子 (93) 流山南高

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  日女体大 50.41 6着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  犢橋高 50.51
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｻｷ ｴﾘ ｲﾉｳｴ ｻﾂｷ
1 276 佐々木　愛里 (91) 日女体大 1 748 井上　さつき (91) 犢橋高

ｲｼｹﾞ ｻｵﾘ ｲﾄｳ ｱﾔﾉ
2 279 石毛　才織 (88) 日女体大 2 746 伊藤　彩乃 (91) 犢橋高

ﾊﾀﾅｶ ﾄﾓｶ ｱﾗｶﾜ ﾏｲ
3 280 畑中　朋香 (89) 日女体大 3 749 荒川　舞 (91) 犢橋高

ｱﾍﾞ ｼｵﾘ ｷｸﾁ ｴﾘｶ
4 141 安部　詩織 (88) 日女体大 4 747 菊地　絵梨香 (91) 犢橋高

7着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  国府台女学院高 51.66
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ
1 1085 齊藤　遥佳 (93) 国府台女学院高

ｲｼｻﾞｶ ﾕﾘｴ
2 1096 石坂　有里恵 (93) 国府台女学院高

ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｺ
3 1095 内田　智子 (92) 国府台女学院高

ﾌｸｼﾏ ｻﾜｺ
4 1088 福島　沙和子 (93) 国府台女学院高

凡例    *TM：バトンパス不正  DNS：欠場
2009/6/28 19:25
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女子4X100mR

6月27日 09:20 予選  
6月27日 16:20 決勝  

県記録 (CR)             45.77     千葉県 (渡辺　多恵・岡部　奈緒・斎藤　歩・花岡　麻帆)       2006        
大会記録 (GR)           47.75     市船橋高 (和田・鈴木・高山・兵藤)                           第52回      
前年度選手権者 (PC)     48.65     成田高 (細根　沙織・榑松　満里奈・加瀬　志保里・蜂谷　真世)             

予選  3組2着+2

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

3組
1着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  成田高 48.27 Q 2着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  柏日体高 49.46 Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾏｲ ﾐｶﾎ ﾊﾔｼ ｱﾝﾅ
1 410 今井　美香帆 (92) 成田高 1 1456 林　杏奈 (92) 柏日体高

ｷﾀﾞ ﾅﾅｴ ﾎﾘｴ ﾌﾕﾐ
2 411 木田　奈苗 (92) 成田高 2 1468 堀江　冬海 (93) 柏日体高

ﾐｶﾄﾞ ﾕｶ ｽｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ
3 402 三門　由佳 (91) 成田高 3 1460 菅原　希 (92) 柏日体高

ﾀｼﾛ ﾅﾙﾐ ｶﾀｵｶ ﾙﾐ
4 400 田代　成美 (91) 成田高 4 1454 片岡　瑠美 (92) 柏日体高

3着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東海大望洋高 49.64 q 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  八千代松陰高 50.13
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｳﾐ ｲﾜﾓﾄ ﾘﾎ
1 13 林田　優美 (91) 東海大望洋高 1 541 岩本　莉穂 (93) 八千代松陰高

ﾍﾞﾆﾔ ﾂﾑｷﾞ ｺﾊﾗ ﾏﾕｺ
2 12 紅谷　紬 (92) 東海大望洋高 2 532 小原　真由子 (93) 八千代松陰高

ｷﾀｼﾞﾏ ﾘｴ ﾀｹｳﾁ ｼｮｳｺ
3 14 北島　利恵 (91) 東海大望洋高 3 533 竹内　祥子 (93) 八千代松陰高

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾐ ｱｵｷ ﾅﾅ
4 17 山田　亜美 (92) 東海大望洋高 4 534 青木　奈々 (92) 八千代松陰高

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  茂原高 52.49 6着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  船橋高 52.57
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｴｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ ｲﾁﾊﾗ ｶﾅｴ
1 174 江澤　純子 (92) 茂原高 1 851 市原　花南絵 (93) 船橋高

ｸﾗﾅﾐ ｱﾔｶ ｶﾏｶﾞﾀ ﾏﾖ
2 175 倉並　純花 (92) 茂原高 2 845 鎌形　真世 (92) 船橋高

ｲﾁﾊﾗ ﾐﾎ ｻｶﾀ ﾁｶ
3 172 市原　実歩 (91) 茂原高 3 846 坂田　知加 (93) 船橋高

ｻﾞｲﾂ ﾕﾘｴ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾀﾏﾐ
4 181 財津　友理恵 (93) 茂原高 4 847 宇田川　珠実 (93) 船橋高

7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  姉崎高 *TM DNS 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  佐原高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾜﾀ ｸﾐ
1 5 川田　玖美 (92) 姉崎高

ｲｼｶﾞﾐ ｱｽﾞｻ
2 4 石上　梓 (91) 姉崎高

ｽｽﾞｷ ﾘｻ
3 6 鈴木　梨紗 (92) 姉崎高

ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ
4 10 鈴木　愛里 (93) 姉崎高

凡例    *TM：バトンパス不正  DNS：欠場
2009/6/28 19:25
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女子4X400mR

6月28日 09:10 予選  
6月28日 15:30 決勝  

県記録 (CR)             3.48.27   沼南高 (中谷　潤梨・田口　真衣・斎藤　歩・山田　タチアネ)   2006        
大会記録 (GR)           3.52.44   沼南高 (中谷　潤梨・田口　真衣・松尾　美来穂・山田　タチアネ第59回      
前年度選手権者 (PC)     3.55.06   船橋芝山高 (沼田　のぞみ・古川　華凜・白井　友加里・草薙　友            

1組
1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  成田高 3.57.10 Q 2着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  千葉東高 4.00.80 Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾐｶﾄﾞ ﾕｶ ｶﾜｾ ﾓﾓｶ
1 402 三門　由佳 (91) 成田高 1 2763 河瀬　桃香 (93) 千葉東高

ｷﾀﾞ ﾅﾅｴ ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ
2 411 木田　奈苗 (92) 成田高 2 690 中川　七海 (91) 千葉東高

ﾕｸﾊｼ ｶｵﾘ ｶﾜﾀﾞ ｱｲｺ
3 408 行橋　香織 (92) 成田高 3 2766 河田　愛子 (93) 千葉東高

ﾀｼﾛ ﾅﾙﾐ ﾊﾅｻﾞﾜ ﾘｻ
4 400 田代　成美 (91) 成田高 4 683 花澤　里紗 (91) 千葉東高

3着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東海大望洋高 4.02.44 q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東海大浦安高 4.03.52
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾍﾞﾆﾔ ﾂﾑｷﾞ ｾｷｸﾞﾁ ﾐｸ
1 12 紅谷　紬 (92) 東海大望洋高 1 1133 関口　未来 (91) 東海大浦安高

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ ｼﾐｽﾞ ｱｷ
2 19 中村　みづき (92) 東海大望洋高 2 1130 清水　晶紀 (91) 東海大浦安高

ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｳﾐ ﾖｼﾀﾞ ｻｵﾘ
3 13 林田　優美 (91) 東海大望洋高 3 1136 吉田　早織 (92) 東海大浦安高

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾐ ｽｽﾞｷ ｽﾐｺ
4 17 山田　亜美 (92) 東海大望洋高 4 1134 鈴木　須美子 (92) 東海大浦安高

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  船橋芝山高 4.07.50 6着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  昭和学院高 4.10.30
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼﾗｲ ﾕｶﾘ ﾀﾅｶ ｼﾉ
1 937 白井　友加里 (91) 船橋芝山高 1 1107 田中　紫乃 (92) 昭和学院高

ﾌﾙｶﾜ ｶﾘﾝ ｸﾛｻﾜ ﾅｵ
2 938 古川　華凛 (91) 船橋芝山高 2 1106 黒沢　菜央 (92) 昭和学院高

ｶﾜｻｷ ｱﾔｺ ｲﾇｲ ｱｽｶ
3 936 川崎　綾子 (91) 船橋芝山高 3 1101 乾　明日香 (91) 昭和学院高

ｴｻﾞﾜ ﾚﾝ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾒｸﾞﾐ
4 1163 江澤　蓮 (93) 船橋芝山高 4 1105 若林　萌 (92) 昭和学院高

7着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  流山南高 4.10.79 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  国府台女学院高 4.12.95
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾂｶｲﾁ ﾒｸﾞﾐ ﾌｸｼﾏ ｻﾜｺ
1 1297 五日市　恵 (92) 流山南高 1 1088 福島　沙和子 (93) 国府台女学院高

ｼｵﾀﾞ ﾗﾝｺ ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｺ
2 1296 塩田　蘭子 (93) 流山南高 2 1095 内田　智子 (92) 国府台女学院高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ ｲｼｻﾞｶ ﾕﾘｴ
3 1312 渡部　舞 (93) 流山南高 3 1096 石坂　有里恵 (93) 国府台女学院高

ｶﾜｲ ｱﾔ ｲｼｲ ﾕｶﾘ
4 1298 河合　彩 (92) 流山南高 4 1084 石井　優佳里 (93) 国府台女学院高

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

凡例    DNS：欠場
2009/6/28 19:22
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女子4X400mR

6月28日 09:10 予選  
6月28日 15:30 決勝  

県記録 (CR)             3.48.27   沼南高 (中谷　潤梨・田口　真衣・斎藤　歩・山田　タチアネ)   2006        
大会記録 (GR)           3.52.44   沼南高 (中谷　潤梨・田口　真衣・松尾　美来穂・山田　タチアネ第59回      
前年度選手権者 (PC)     3.55.06   船橋芝山高 (沼田　のぞみ・古川　華凜・白井　友加里・草薙　友            

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

2組
1着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  市立船橋高 4.01.29 Q 2着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  茂原高 4.01.82 Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶｹﾞﾔﾏ ｴﾘｶ ｸﾗﾅﾐ ｱﾔｶ
1 892 陰山　愛里花 (93) 市立船橋高 1 175 倉並　純花 (92) 茂原高

ﾊﾗ ﾅﾂﾐ ｲﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ
2 859 原　夏美 (91) 市立船橋高 2 171 市原　歩 (91) 茂原高

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾅ
3 894 小林　栞 (93) 市立船橋高 3 177 長島　加奈 (92) 茂原高

ﾃﾗｼﾀ ｻﾁｺ ｷﾀﾈ ﾏﾕｶ
4 870 寺下　祥子 (92) 市立船橋高 4 180 北根　万由佳 (94) 茂原高

3着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  八千代松陰高 4.03.27 q 4着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  国分高 4.04.32
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｸﾘｻﾞｷ ｺｺﾛ ｻﾄｳ ﾁﾅﾐ
1 531 栗崎　心 (92) 八千代松陰高 1 1056 佐藤　ちなみ (93) 国分高

ｲｲﾀﾞ ｴｲﾐ ｲｲｽﾞｶ ｴﾘ
2 538 飯田　瑛美 (92) 八千代松陰高 2 1041 飯塚　絵梨 (92) 国分高

ｱﾗｶﾜ ﾕﾘｴ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ
3 526 荒川　裕里恵 (91) 八千代松陰高 3 1044 若林　千明 (92) 国分高

ｺﾊﾗ ﾏﾕｺ ﾀﾅｶ ｴﾘ
4 532 小原　真由子 (93) 八千代松陰高 4 1042 田中　映里 (93) 国分高

5着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  犢橋高 4.07.11 6着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  成東高 4.26.78
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾘﾅ ｼﾝｷﾞｮｳｼﾞ ﾅﾂﾐ
1 757 渡辺　芹菜 (94) 犢橋高 1 222 真行寺　なつみ (92) 成東高

ｲﾉｳｴ ｻﾂｷ ﾄｸｸﾗ ﾐﾓｴ
2 748 井上　さつき (91) 犢橋高 2 226 徳倉　光萌 (93) 成東高

ｷｸﾁ ｴﾘｶ ｲｼﾊﾞｼ ﾕｲｶ
3 747 菊地　絵梨香 (91) 犢橋高 3 227 石橋　唯花 (93) 成東高

ｲﾄｳ ｱﾔﾉ ﾀｷﾀ ﾁｱｷ
4 746 伊藤　彩乃 (91) 犢橋高 4 223 瀧田　千晶 (92) 成東高

DNS 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  市立稲毛高 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例    DNS：欠場
2009/6/28 19:22
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女子4X400mR

6月28日 09:10 予選  
6月28日 15:30 決勝  

県記録 (CR)             3.48.27   沼南高 (中谷　潤梨・田口　真衣・斎藤　歩・山田　タチアネ)   2006        
大会記録 (GR)           3.52.44   沼南高 (中谷　潤梨・田口　真衣・松尾　美来穂・山田　タチアネ第59回      
前年度選手権者 (PC)     3.55.06   船橋芝山高 (沼田　のぞみ・古川　華凜・白井　友加里・草薙　友            

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司

3組
1着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  千葉黎明高 4.01.13 Q 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  幕張総合高 4.03.37 Q
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｷｸﾗ ﾐｶ ｼﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ
1 290 木倉　美香 (92) 千葉黎明高 1 813 進藤　葉留香 (92) 幕張総合高

ｶｸﾀ ﾏﾕ ｺﾞﾄｳ ﾏｲ
2 289 角田　茉優 (91) 千葉黎明高 2 804 後藤　麻衣 (91) 幕張総合高

ﾖｼﾂｸﾞ ﾘｺ ﾊｯｶｸ ｱｽｶ
3 288 吉次　理子 (91) 千葉黎明高 3 810 八角　あすか (93) 幕張総合高

ｲｼﾊﾞｼ ﾐｻｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｵﾘ
4 292 石橋　実咲 (93) 千葉黎明高 4 805 渡邉　彩織 (91) 幕張総合高

3着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  我孫子高 4.06.43 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  佐原白楊高 4.12.99
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾎｯﾀ ﾐｷ ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ
1 1497 堀田　美樹 (91) 我孫子高 1 372 鈴木　愛実 (91) 佐原白楊高

ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓﾐ ｷﾀｻﾞｷ ﾖｼｴ
2 1494 五十嵐　智美 (91) 我孫子高 2 377 北﨑　芳枝 (92) 佐原白楊高

ﾀﾅｶ ﾅﾐ ｵｵﾔ ｶﾅ
3 1493 田中　菜美 (92) 我孫子高 3 380 大矢　佳奈 (92) 佐原白楊高

ｻｲﾄｳ ﾘﾅ ｽｶﾞｲ ｶｵﾘ
4 1499 斎藤　里奈 (93) 我孫子高 4 381 菅井　香 (92) 佐原白楊高

5着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  市立柏高 4.18.43 6着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  匝瑳高 4.19.52
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅ ｲﾁｶﾜ ﾅﾂﾐ
1 1437 山口　奈々 (91) 市立柏高 1 303 依知川　なつみ (92) 匝瑳高

ｿﾒﾔ ｶｵﾘ ﾅﾐｷ ｶﾅ
2 1438 染谷　香織 (91) 市立柏高 2 307 並木　香菜 (92) 匝瑳高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ ｲﾄｳ ｼｮｳｺ
3 1439 山口　真里奈 (93) 市立柏高 3 305 伊藤　祥子 (92) 匝瑳高

ｺｳﾀ ﾏｲ ｵｵﾉ ｱﾔｺ
4 1440 古宇田　舞 (92) 市立柏高 4 598 大野　絢子 (93) 匝瑳高

DNS 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  日女体大 DNS
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例    DNS：欠場
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女子4X400mR

6月28日 09:10 予選  

6月28日 15:30 決勝  

県記録 (CR)             3.48.27   沼南高 (中谷　潤梨・田口　真衣・斎藤　歩・山田　タチアネ)   2006        
大会記録 (GR)           3.52.44   沼南高 (中谷　潤梨・田口　真衣・松尾　美来穂・山田　タチアネ第59回      
前年度選手権者 (PC)     3.55.06   船橋芝山高 (沼田　のぞみ・古川　華凜・白井　友加里・草薙　友            

決勝

1着 5ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  成田高 3.53.58 2着 4ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  千葉黎明高 3.53.80
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾕｸﾊｼ ｶｵﾘ ｷｸﾗ ﾐｶ
1 408 行橋　香織 (92) 成田高 1 290 木倉　美香 (92) 千葉黎明高

ｷﾀﾞ ﾅﾅｴ ｶｸﾀ ﾏﾕ
2 411 木田　奈苗 (92) 成田高 2 289 角田　茉優 (91) 千葉黎明高

ﾐｶﾄﾞ ﾕｶ ｽｽﾞｷ ﾏﾔ
3 402 三門　由佳 (91) 成田高 3 296 鈴木　茉耶 (93) 千葉黎明高

ﾀｼﾛ ﾅﾙﾐ ｲｼﾊﾞｼ ﾐｻｷ
4 400 田代　成美 (91) 成田高 4 292 石橋　実咲 (93) 千葉黎明高

3着 3ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  千葉東高 3.55.60 4着 6ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  市立船橋高 3.59.66
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾜｾ ﾓﾓｶ ｶｹﾞﾔﾏ ｴﾘｶ
1 2763 河瀬　桃香 (93) 千葉東高 1 892 陰山　愛里花 (93) 市立船橋高

ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾅﾐ ﾃﾗｼﾀ ｻﾁｺ
2 690 中川　七海 (91) 千葉東高 2 870 寺下　祥子 (92) 市立船橋高

ｶﾜﾀﾞ ｱｲｺ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ
3 2766 河田　愛子 (93) 千葉東高 3 894 小林　栞 (93) 市立船橋高

ﾔｷﾞ ｴﾘｺ ﾊﾗ ﾅﾂﾐ
4 693 八木　恵理子 (92) 千葉東高 4 859 原　夏美 (91) 市立船橋高

5着 8ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  幕張総合高 4.01.51 6着 1ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  東海大望洋高 4.02.56
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｼﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ
1 813 進藤　葉留香 (92) 幕張総合高 1 19 中村　みづき (92) 東海大望洋高

ｵﾉ ﾁﾅﾂ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾐ
2 811 小野　千夏 (92) 幕張総合高 2 17 山田　亜美 (92) 東海大望洋高

ﾊｯｶｸ ｱｽｶ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｳﾐ
3 810 八角　あすか (93) 幕張総合高 3 13 林田　優美 (91) 東海大望洋高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｵﾘ ﾍﾞﾆﾔ ﾂﾑｷﾞ
4 805 渡邉　彩織 (91) 幕張総合高 4 12 紅谷　紬 (92) 東海大望洋高

7着 7ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  茂原高 4.02.74 8着 2ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名  八千代松陰高 4.07.67
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｸﾗﾅﾐ ｱﾔｶ ｸﾘｻﾞｷ ｺｺﾛ
1 175 倉並　純花 (92) 茂原高 1 531 栗崎　心 (92) 八千代松陰高

ｲﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ ｲｲﾀﾞ ｴｲﾐ
2 171 市原　歩 (91) 茂原高 2 538 飯田　瑛美 (92) 八千代松陰高

ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾅ ｱﾗｶﾜ ﾕﾘｴ
3 177 長島　加奈 (92) 茂原高 3 526 荒川　裕里恵 (91) 八千代松陰高

ｷﾀﾈ ﾏﾕｶ ｺﾊﾗ ﾏﾕｺ
4 180 北根　万由佳 (94) 茂原高 4 532 小原　真由子 (93) 八千代松陰高

審 判 長：安藤　祥夫
記録主任：岩脇　充司
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