
女子100m

日本記録(NR)            11.21     福島　千里(北海道ﾊｲﾃｸAC)              2010.4.29
県記録(CR)              11.67     岡部　奈緒(千葉・筑波大)              2010.10.02

大会記録(GR)            11.76     花岡　麻帆(千葉・office24)            第55回

前年度選手権者(PC)      12.39     渡辺　多恵(千葉・国士舘大)            2010.6.26

予選 3組2着＋2

1組 風:+2.5

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 3 953 牧野　　百恵(94) ﾏｷﾉ ﾓﾓｴ 市立船橋高 12.29 Q
2 5 242 渡辺　　多恵(91) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｴ 国士舘大 12.45 Q
3 4 349 石川　　とも(88) ｲｼｶﾜ ﾄﾓ 学習院女大 12.52
4 8 508 岩本　　莉穂(93) ｲﾜﾓﾄ ﾘﾎ 八千代松陰高 12.54
5 7 74 小柴　　琴乃(93) ｺｼﾊﾞ ｺﾄﾉ 木更津総合高 12.66
6 2 446 平井　彩也華(94) ﾋﾗｲ ｻﾔｶ 千葉黎明高 12.86

6 116 笹子　　真衣(94) ｻｻｺﾞ ﾏｲ 安房高 DNS

2組 風:+2.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 3 411 明石　　優理(94) ｱｶｼ ﾕﾘ 東京学館高 12.25 Q
2 5 1740 宮田　　綾菜(93) ﾐﾔﾀ ｱﾔﾅ 市立柏高 12.29 Q
3 6 1553 齋藤　　里菜(93) ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 専修大松戸高 12.53
4 1 385 渡辺　　優花(93) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｶ 富里高 12.87
5 7 1819 吉川　　実希(95) ﾖｼｶﾜ ﾐｷ 流山南高 12.93
6 2 458 倉重　　汐里(95) ｸﾗｼｹﾞ ｼｵﾘ 千葉黎明高 13.01
7 8 320 香取　　佐季(93) ｶﾄﾘ ｻｷ 佐原高 13.13

4 196 斉藤　　　優(93) ｻｲﾄｳ ﾕｳ 東金高 DNS

3組 風:+1.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 3 682 清水　　友紀(95) ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 千葉東高 12.39 PC Q
2 6 363 鈴木　　麻衣(91) ｽｽﾞｷ  ﾏｲ 千葉商科大 12.40 Q
3 8 448 鈴木　　茉耶(93) ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 千葉黎明高 12.49 q
4 7 15 丸尾　　亜美(94) ﾏﾙｵ ｱﾐ 東海大望洋高 12.50 q
5 2 537 渡辺　　優希(95) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 八千代松陰高 12.89
6 4 1594 朝倉　　　恵(94) ｱｻｸﾗ ﾒｸﾞﾐ 流山南高 13.09

1 474 鈴木　麻衣子(93) ｽｽﾞｷ ﾏｲｺ 八千代高 DNS
5 951 小門　　珠美(94) ｺｶﾄﾞ ﾀﾏﾐ 市立船橋高 DNS

決勝 

風:+1.3

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 4 953 牧野　　百恵(94) ﾏｷﾉ ﾓﾓｴ 市立船橋高 12.14
2 3 411 明石　　優理(94) ｱｶｼ ﾕﾘ 東京学館高 12.19
3 6 1740 宮田　　綾菜(93) ﾐﾔﾀ ｱﾔﾅ 市立柏高 12.25
4 5 682 清水　　友紀(95) ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 千葉東高 12.31
5 7 363 鈴木　　麻衣(91) ｽｽﾞｷ  ﾏｲ 千葉商科大 12.32
6 1 448 鈴木　　茉耶(93) ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 千葉黎明高 12.39
7 2 15 丸尾　　亜美(94) ﾏﾙｵ ｱﾐ 東海大望洋高 12.46
8 8 242 渡辺　　多恵(91) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｴ 国士舘大 12.55

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 13:10 予選

6月25日 15:10 決勝

2011/6/26 14:52凡例  DNS:欠場 PC:前年度選手権者



女子200m

日本記録(NR)            22.89     福島　千里(北海道ﾊｲﾃｸAC)              2010.5.3
県記録(CR)              23.75     岡部 奈緒(千葉・ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾁｯｸ)        2011.05.03

大会記録(GR)            24.20     花岡　麻帆(千葉・office24)            第56回

前年度選手権者(PC)      26.46     小門　珠美(千葉・市立船橋高)          2010.6.27

予選 3組2着＋2

1組 風:+0.6

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 7 448 鈴木　　茉耶(93) ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 千葉黎明高 25.85 Q
2 6 508 岩本　　莉穂(93) ｲﾜﾓﾄ ﾘﾎ 八千代松陰高 26.06 Q
3 2 209 笹川　　　恵(93) ｻｻｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 東金商高 26.28
4 3 74 小柴　　琴乃(93) ｺｼﾊﾞ ｺﾄﾉ 木更津総合高 26.90
5 5 381 八木　恵理子(92) ﾔｷﾞ ｴﾘｺ 日体大 27.22

4 411 明石　　優理(94) ｱｶｼ ﾕﾘ 東京学館高 DNS

2組 風:+0.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 7 1740 宮田　　綾菜(93) ﾐﾔﾀ ｱﾔﾅ 市立柏高 25.70 Q
2 5 413 佐藤　　里佳(94) ｻﾄｳ ﾘｶ 東京学館高 25.87 Q
3 6 450 山中　　　萌(94) ﾔﾏﾅｶ ﾓｴ 千葉黎明高 26.16
4 2 1802 佐藤　　美佑(94) ｻﾄｳ ﾐﾕ 我孫子高 26.44
5 3 517 藤田　　結万(94) ﾌｼﾞﾀ ﾕﾏ 八千代松陰高 27.08

4 196 斉藤　　　優(93) ｻｲﾄｳ ﾕｳ 東金高 DNS

3組 風:+1.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 6 116 笹子　　真衣(94) ｻｻｺﾞ ﾏｲ 安房高 25.25 Q
2 5 953 牧野　　百恵(94) ﾏｷﾉ ﾓﾓｴ 市立船橋高 25.55 Q
3 3 1583 渡部　　　舞(93) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 流山南高 25.60 q
4 2 1553 齋藤　　里菜(93) ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 専修大松戸高 26.11 q
5 4 1741 関　　　麻美(94) ｾｷ ｱｻﾐ 市立柏高 26.66

7 459 天神林　舞子(96) ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾏｲｺ 千葉黎明高 DNS

決勝 

風:+0.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 6 116 笹子　　真衣(94) ｻｻｺﾞ ﾏｲ 安房高 25.18
2 3 1740 宮田　　綾菜(93) ﾐﾔﾀ ｱﾔﾅ 市立柏高 25.45
3 2 1583 渡部　　　舞(93) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 流山南高 25.47
4 7 413 佐藤　　里佳(94) ｻﾄｳ ﾘｶ 東京学館高 25.62
5 5 448 鈴木　　茉耶(93) ｽｽﾞｷ ﾏﾔ 千葉黎明高 25.77
6 8 508 岩本　　莉穂(93) ｲﾜﾓﾄ ﾘﾎ 八千代松陰高 25.78
7 1 1553 齋藤　　里菜(93) ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 専修大松戸高 25.94

4 953 牧野　　百恵(94) ﾏｷﾉ ﾓﾓｴ 市立船橋高 DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月26日 11:50 予選

6月26日 13:50 決勝

2011/6/26 14:53凡例  DNS:欠場



女子400m

日本記録(NR)            51.75     丹野　麻美(ナチュリル)                2008.5.3
県記録(CR)              53.10     堀江　真由(千葉・ﾆｯﾎﾟﾝﾗﾝﾅｰｽﾞ)         2008.05.17

大会記録(GR)            56.13     草薙　友理(千葉・船橋芝山高)          第61回

前年度選手権者(PC)      56.94     石橋　実咲(千葉・千葉黎明高)          2010.6.26

予選 3組2着＋2

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 1583 渡部　　　舞(93) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 流山南高 59.79 Q
2 2 795 福山　　春菜(94) ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙﾅ 犢橋高 59.91 Q
3 6 265 白井　　　咲(91) ｼﾗｲ ｻｷ 東女体大 1:00.22
4 4 384 石橋　　実咲(92) ｲｼﾊﾞｼ ﾐｻｷ 日体大 1:00.32
5 3 911 江澤　　　蓮(93) ｴｻﾞﾜ ﾚﾝ 船橋芝山高 1:00.38
6 7 209 笹川　　　恵(93) ｻｻｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 東金商高 1:01.10
7 8 415 井上　かす美(94) ｲﾉｳｴ ｶｽﾐ 東京学館高 1:01.87

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 459 天神林　舞子(96) ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾏｲｺ 千葉黎明高 58.87 Q
2 3 240 草薙　　友理(90) ｸｻﾅｷﾞ ﾕﾘ 国士舘大 58.94 Q
3 4 189 星野　　マキ(94) ﾎｼﾉ ﾏｷ 茂原高 58.99 q
4 6 925 須藤　　　唯(95) ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 船橋法典高 59.14 q
5 7 1741 関　　　麻美(94) ｾｷ ｱｻﾐ 市立柏高 59.65
6 8 1545 平久　　未来(94) ﾀｲﾗｸ ﾐﾗｲ 市立松戸高 1:00.35

2 955 本間　　理良(94) ﾎﾝﾏ ﾘﾗ 市立船橋高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 184 北根　万由佳(93) ｷﾀﾈ ﾏﾕｶ 茂原高 58.32 Q
2 6 275 小嶋　紗也香(90) ｺｼﾞﾏ ｻﾔｶ 立教大 58.63 Q
3 3 1638 落合　　千尋(94) ｵﾁｱｲ ﾁﾋﾛ 東葛飾高 59.25
4 2 1578 齋田　侑香里(93) ｻｲﾀ ﾕｶﾘ 流山南高 1:00.12
5 4 940 陰山　愛里花(93) ｶｹﾞﾔﾏ ｴﾘｶ 市立船橋高 1:00.53
6 8 923 伊藤　　菜摘(95) ｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 船橋法典高 1:02.58

7 413 佐藤　　里佳(94) ｻﾄｳ ﾘｶ 東京学館高 DNS

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 3 275 小嶋　紗也香(90) ｺｼﾞﾏ ｻﾔｶ 立教大 58.30
2 1 189 星野　　マキ(94) ﾎｼﾉ ﾏｷ 茂原高 58.46
3 8 240 草薙　　友理(90) ｸｻﾅｷﾞ ﾕﾘ 国士舘大 58.62
4 6 459 天神林　舞子(96) ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾏｲｺ 千葉黎明高 58.89
5 2 925 須藤　　　唯(95) ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 船橋法典高 58.92
6 4 1583 渡部　　　舞(93) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 流山南高 58.94
7 7 795 福山　　春菜(94) ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙﾅ 犢橋高 59.66

5 184 北根　万由佳(93) ｷﾀﾈ ﾏﾕｶ 茂原高 DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 12:10 予選

6月25日 14:20 決勝

2011/6/26 14:55凡例  DNS:欠場



女子800m

日本記録(NR)            2:00.45   杉森　美保(京セラ)                    2005.6.5
県記録(CR)              2:07.33   杉村　奈美(千葉・市立船橋高)          1990.06.24

大会記録(GR)            2:11.15   内野　彩子(千葉・前原中)              第56回

前年度選手権者(PC)      2:15.63   坂本　瑛奈(千葉・市立船橋高)          2010.6.27

予選 2組3着＋2

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 3 1027 朝比奈　桃子(94) ｱｻﾋﾅ ﾓﾓｺ 鎌ヶ谷西高 2:16.67 Q
2 5 279 小松　　有梨(91) ｺﾏﾂ ﾕｳﾘ 順天堂大 2:17.12 Q
3 4 949 早乙女　　彩(93) ｿｳﾄﾒ ｱﾔ 市立船橋高 2:18.14 Q
4 1 1585 遠藤　ななみ(94) ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 流山南高 2:21.78 q
5 8 733 道盛　　真奈(93) ﾐﾁﾓﾘ ﾏﾅ 幕張総合高 2:23.98
6 7 1600 渡部　　志保(95) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾎ 流山南高 2:24.59
7 6 1015 清田　　麻莉(94) ｷﾖﾀ ﾏﾘ 鎌ヶ谷高 2:27.72
8 2 1581 早川　めぐみ(93) ﾊﾔｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 流山南高 2:31.02

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 3 280 財津　　絵美(92) ｻﾞｲﾂ ｴﾐ 順天堂大 2:18.78 Q
2 5 219 並木　　沙樹(90) ﾅﾐｷ ｻｷ 日女体大 2:19.41 Q
3 6 948 志岐　　春菜(93) ｼｷ ﾊﾙﾅ 市立船橋高 2:21.32 Q
4 7 648 藤巻　千夜子(94) ﾌｼﾞﾏｷ ﾁﾔｺ 千葉明徳高 2:22.07 q
5 2 478 山嵜　　聡子(93) ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｺ 八千代高 2:30.13

4 795 福山　　春菜(94) ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙﾅ 犢橋高 DNS
8 1599 古谷　　愛穂(95) ﾌﾙﾔ ﾒｸﾞﾎ 流山南高 DNS

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 3 279 小松　　有梨(91) ｺﾏﾂ ﾕｳﾘ 順天堂大 2:14.08
2 6 280 財津　　絵美(92) ｻﾞｲﾂ ｴﾐ 順天堂大 2:15.03
3 4 219 並木　　沙樹(90) ﾅﾐｷ ｻｷ 日女体大 2:15.58
4 5 1027 朝比奈　桃子(94) ｱｻﾋﾅ ﾓﾓｺ 鎌ヶ谷西高 2:17.05
5 8 949 早乙女　　彩(93) ｿｳﾄﾒ ｱﾔ 市立船橋高 2:18.80
6 1 648 藤巻　千夜子(94) ﾌｼﾞﾏｷ ﾁﾔｺ 千葉明徳高 2:19.85
7 2 1585 遠藤　ななみ(94) ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 流山南高 2:26.74
8 7 948 志岐　　春菜(93) ｼｷ ﾊﾙﾅ 市立船橋高 2:33.86

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月26日 11:10 予選

6月26日 14:10 決勝

ラップ表 400m

ナンバー 279

記録 1:06

ナンバー 219

記録 1:07

ナンバー 279

記録 1:05

予選1組

予選2組

決勝1組

2011/6/26 14:57凡例  DNS:欠場



女子1500m

日本記録(NR)            4:07.86   小林　祐梨子(須磨学園高)              2006.9.24
県記録(CR)              4:13.00   志水　見千子(千葉・リクルート)        2000.02.11
大会記録(GR)            4:27.7    小島　和恵(千葉・川鉄千葉)            第37回

前年度選手権者(PC)      4:29.37   谷　奈美(千葉・ユニバーサル)          2010.6.26

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 10 201 津田　　真衣(93) ﾂﾀﾞ ﾏｲ 立命館大 4:34.64
2 8 1027 朝比奈　桃子(94) ｱｻﾋﾅ ﾓﾓｺ 鎌ヶ谷西高 4:39.63
3 3 362 工藤　　花純(93) ｸﾄﾞｳ ｶｽﾐ 成田高 4:40.45
4 6 381 重共　香代子(96) ｼｹﾞﾄﾓ ｶﾖｺ 成田高 4:40.80
5 7 2 髙木　明日加(92) ﾀｶｷﾞ ｱｽｶ ユニバーサル 4:40.86
6 4 21 真板　　希衣(94) ﾏｲﾀ ｷｴ 東海大望洋高 4:40.94
7 1 503 立石　　紘子(93) ﾀﾃｲｼ ﾋﾛｺ 八千代松陰高 4:50.49
8 9 26 片山　真由美(95) ｶﾀﾔﾏ ﾏﾕﾐ 東海大望洋高 4:51.79

2 4 古宮　久美子(88) ｺﾐﾔ ｸﾐｺ ユニバーサル DNS
5 3 後藤　奈津子(87) ｺﾞﾄｳ ﾅﾂｺ ユニバーサル DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 15:30 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 201 201 201 201

記録 1:13 2:25 3:02 3:39
決勝1組

2011/6/26 14:58凡例  DNS:欠場



女子5000m

日本記録(NR)            14:53.22  福士　加代子(ワコール)                2005.7.8
県記録(CR)              8:52.06   志水　見千子(千葉・リクルート)        1994.06.12
大会記録(GR)            15:51.63  山口　麻衣子(千葉・積水化学)          第55回

前年度選手権者(PC)      16:28.03  谷　奈美(千葉・ユニバーサル)          2010.6.27

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 2 5 谷　　　奈美(87) ﾀﾆ ﾅﾐ ユニバーサル 16:25.33
2 5 213 篠塚　　麻衣(93) ｼﾉﾂﾞｶ ﾏｲ 中央大 16:46.24
3 6 503 立石　　紘子(93) ﾀﾃｲｼ ﾋﾛｺ 八千代松陰高 17:28.44
4 7 262 田中　　淳子(91) ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 日本大 17:42.07
5 3 1676 菅生　　晶子(94) ｽｺﾞｳ ｱｷｺ 柏南高 17:47.81

4 87 新谷　　仁美(88) ﾆｲﾔ ﾋﾄﾐ 千葉陸協 DNF
1 1588 篠塚　穂奈実(94) ｼﾉﾂﾞｶ ﾎﾅﾐ 流山南高 DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月26日 10:00 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 213 213 5 5

記録 3:17 6:35 9:56 13:12
決勝1組

2011/6/28 7:40凡例  DNS:欠場



女子10000m

日本記録(NR)            30:48.89  渋井　陽子(三井住友海上)              2002.5.3
県記録(CR)              15:09.05  志水　見千子(千葉・リクルート)        1996.07.28
大会記録(GR)            32:50.29  佐伯　由香里(千葉・アルゼ)            第61回

前年度選手権者(PC)      37:44.42  篠塚　穂奈実(千葉・流山南高)          2010.6.26

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 8 261 中川　　雪乃(90) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｷﾉ 日本大 34:15.95
2 10 1592 渡辺　　真由(94) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ 流山南高 37:09.42
3 3 1599 古谷　　愛穂(95) ﾌﾙﾔ ﾒｸﾞﾎ 流山南高 37:57.25
4 9 75 菅　　由美子(85) ｽｶﾞ ﾕﾐｺ 館山陸協 37:59.28
5 11 1587 小林　　優佳(94) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 流山南高 38:05.11
6 2 872 湊　　　瑛穂(93) ﾐﾅﾄ ｱｷﾎ 船橋高 38:40.27

1 1598 竹迫　　雛乃(96) ﾀｹｻｺ ﾋﾅﾉ 流山南高 DNS
4 1593 渡辺　　美沙(94) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻ 流山南高 DNS
5 1591 山本　　晴佳(94) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 流山南高 DNS
6 1589 平岩　　瑞穂(94) ﾋﾗｲﾜ ﾐｽﾞﾎ 流山南高 DNS
7 1588 篠塚　穂奈実(94) ｼﾉﾂﾞｶ ﾎﾅﾐ 流山南高 DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 13:35 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー 261 261 261 261 261 261 261 261 261

記録 3:30 6:58 10:24 13:46 17:10 20:32 23:56 27:21 30:49
決勝1組

2011/6/26 15:01凡例  DNS:欠場



女子100mH(0.840m)

日本記録(NR)            13.00     金沢　イボンヌ(佐田建設)              2000.7.16
県記録(CR)              13.08     石野　真美(千葉・長谷川体育施設)      2006.10.22

大会記録(GR)            13.44     石野　真美(千葉・長谷川体育施設)      第49回

前年度選手権者(PC)      15.06     佐々木　里菜(千葉・千葉黎明高)        2010.6.26

予選 3組2着＋2

1組 風:-0.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 957 山野井　香織(94) ﾔﾏﾉｲ ｶｵﾘ 市立船橋高 15.36 Q
2 4 222 田中　絵美菜(92) ﾀﾅｶ ｴﾐﾅ 日女体大 15.95 Q
3 6 453 宮本　　直佳(94) ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｶ 千葉黎明高 16.01
4 7 1604 宮崎　みらい(95) ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾗｲ 流山南高 16.23
5 8 1509 海上　　玲菜(94) ｶｲｼﾞｮｳ ﾚｲﾅ 小金高 16.95
6 2 824 堀ノ内　美月(94) ﾎﾘﾉｳﾁ ﾐﾂﾞｷ 市立稲毛高 17.53

3 682 清水　　友紀(95) ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 千葉東高 DNS

2組 風:+0.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 218 佐藤　　恵美(89) ｻﾄｳ ｴﾐ 日女体大 14.94 Q
2 4 283 佐々木　里菜(93) ｻｻｷ ﾘﾅ 順天堂大 15.27 Q
3 6 245 奥﨑　　咲希(94) ｵｸｻｷ ｻｷ 横芝敬愛高 15.34 q
4 3 447 椎名　　千晴(93) ｼｲﾅ ﾁﾊﾙ 千葉黎明高 16.41
5 2 1823 川島　　千佳(95) ｶﾜｼﾏ ﾁｶ 小金高 16.52
6 8 330 伊藤　　早彩(94) ｲﾄｳ ｻﾔ 佐原白楊高 16.81
7 7 202 吉川　　優梨(94) ﾖｼｶﾜ ﾕﾘ 東金高 17.18

3組 風:+2.3

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 4 1597 原　　　美咲(94) ﾊﾗ ﾐｻｷ 流山南高 14.74 Q
2 6 1631 遠藤　　圭子(95) ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ 西武台千葉高 15.07 Q
3 5 839 福田　真理菜(94) ﾌｸﾀﾞ ﾏﾘﾅ 敬愛学園高 15.30 q
4 7 1532 金井　　悠花(94) ｶﾅｲ ﾕｳｶ 松戸馬橋高 15.92
5 2 1505 千葉　　鮎美(95) ﾁﾊﾞ ｱﾕﾐ 松戸高 16.68
6 8 347 齊藤　ひとみ(88) ｻｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 慶應義塾大 16.78

3 86 石野　　真美(83) ｲｼﾉ ﾏﾐ 長谷川体育施設 DNS

決勝 

風:+1.6

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 4 1597 原　　　美咲(94) ﾊﾗ ﾐｻｷ 流山南高 14.66
2 5 218 佐藤　　恵美(89) ｻﾄｳ ｴﾐ 日女体大 14.67
3 7 283 佐々木　里菜(93) ｻｻｷ ﾘﾅ 順天堂大 14.99
4 6 957 山野井　香織(94) ﾔﾏﾉｲ ｶｵﾘ 市立船橋高 15.14
5 2 245 奥﨑　　咲希(94) ｵｸｻｷ ｻｷ 横芝敬愛高 15.15
6 1 839 福田　真理菜(94) ﾌｸﾀﾞ ﾏﾘﾅ 敬愛学園高 15.23
7 3 1631 遠藤　　圭子(95) ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｺ 西武台千葉高 15.31
8 8 222 田中　絵美菜(92) ﾀﾅｶ ｴﾐﾅ 日女体大 15.94

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 12:40 予選

6月25日 14:40 決勝

2011/6/26 15:04凡例  DNS:欠場



女子400mH(0.762m)

日本記録(NR)            55.46     久保倉　里美(新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC)          2008.10.4
県記録(CR)              58.55     日色　さおり(千葉・成田高)            1998.10.26

大会記録(GR)            1:00.25   石野　智恵子(千葉・順天堂大)          第56回

前年度選手権者(PC)      1:01.03   鈴木　翔子(千葉・順天堂大)            2010.6.27

予選 3組2着＋2

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 348 平山　由佳理(92) ﾋﾗﾔﾏ ﾕｶﾘ 東京学芸大 1:04.31 Q
2 6 1054 佐藤　ちなみ(93) ｻﾄｳ ﾁﾅﾐ 国分高 1:06.04 Q
3 8 211 中山　可奈子(95) ﾅｶﾔﾏ ｶﾅｺ 東金商高 1:06.18 q
4 7 61 鈴木　　結依(93) ｽｽﾞｷ ﾕｲ 木更津東高 1:08.71
5 3 477 田中　満里奈(93) ﾀﾅｶ ﾏﾘﾅ 八千代高 1:08.96
6 2 453 宮本　　直佳(94) ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｶ 千葉黎明高 1:10.16
7 4 957 山野井　香織(94) ﾔﾏﾉｲ ｶｵﾘ 市立船橋高 1:10.88
8 1 1577 木村　　衣里(93) ｷﾑﾗ ｴﾘ 流山南高 1:13.16

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 3 60 鈴木　　翔子(88) ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ チームアイマ 1:05.16 Q
2 4 332 坂倉　　有紀(92) ｻｶｸﾗ ﾕｷ 日本大 1:05.67 Q
3 6 383 市原　　　歩(91) ｲﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ 日体大 1:05.75 q
4 5 1052 美濃部　桃菜(93) ﾐﾉﾍﾞ ﾓﾓﾅ 国分高 1:07.21
5 7 410 長谷川　麻依(93) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｲ 東京学館高 1:07.52
6 2 201 内木　　　光(94) ﾅｲｷ ﾋｶﾙ 東金高 1:10.10
7 1 1005 谷端　　里紗(93) ﾀﾆﾊﾞﾀ ﾘｻ 鎌ヶ谷高 1:10.86
8 8 1509 海上　　玲菜(94) ｶｲｼﾞｮｳ ﾚｲﾅ 小金高 1:12.60

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 6 419 田中　　玲奈(94) ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ 東京学館高 1:05.01 Q
2 4 509 薄井　　沙季(93) ｳｽｲ ｻｷ 八千代松陰高 1:05.15 Q
3 3 1580 畑山　　宏美(93) ﾊﾀﾔﾏ ﾋﾛﾐ 流山南高 1:07.61
4 5 222 市原　あかり(94) ｲﾁﾊﾗ ｱｶﾘ 成東高 1:08.29
5 8 914 高橋　　春花(95) ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 船橋芝山高 1:09.55

2 1508 森　　　瑞穂(94) ﾓﾘ ﾐｽﾞﾎ 小金高 DNF
7 447 椎名　　千晴(93) ｼｲﾅ ﾁﾊﾙ 千葉黎明高 DNS

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 5 60 鈴木　　翔子(88) ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺ チームアイマ 1:03.72
2 6 509 薄井　　沙季(93) ｳｽｲ ｻｷ 八千代松陰高 1:04.28
3 3 419 田中　　玲奈(94) ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ 東京学館高 1:04.33
4 4 348 平山　由佳理(92) ﾋﾗﾔﾏ ﾕｶﾘ 東京学芸大 1:04.34
5 2 383 市原　　　歩(91) ｲﾁﾊﾗ ｱﾕﾐ 日体大 1:05.55
6 8 332 坂倉　　有紀(92) ｻｶｸﾗ ﾕｷ 日本大 1:05.74
7 7 1054 佐藤　ちなみ(93) ｻﾄｳ ﾁﾅﾐ 国分高 1:07.40
8 1 211 中山　可奈子(95) ﾅｶﾔﾏ ｶﾅｺ 東金商高 1:07.76

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月26日 12:20 予選

6月26日 14:30 決勝

2011/6/26 15:06凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



女子3000mSC(0.762m)

日本記録(NR)            9:33.93   早狩　実紀(京都光華AC)                2008.7.20
県記録(CR)              10:05.37  那須川　瑞穂(千葉・ｱﾙｾﾞｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ)     2008.6.28
大会記録(GR)            11:31.25  鹿野　桃佳(千葉・佐原高)              第63回

前年度選手権者(PC)      11:31.25  鹿野　桃佳(千葉・佐原高)              2010.6.26

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 1 274 與川　　未奈(93) ﾖｶﾜ ﾐﾅ 城西国際大 11:36.56
2 40 鈴木　加奈恵(88) ｽｽﾞｷ ｶﾅｴ 土気ＴＦＣ DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 10:10 決勝

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 274 274

記録 3:54 7:46
決勝1組

2011/6/26 15:07凡例  DNS:欠場



女子5000mW

日本記録(NR)            20:49.70  川﨑　真裕美(富士通)                  2009.5.16
県記録(CR)              21:41.81  大利　久美(千葉・富士通)              2010.7.10
大会記録(GR)            22:17.34  大利　久美(千葉・富士通)              第61回

前年度選手権者(PC)      25:20.91  宮本　美希(千葉・千葉商科大)          2010.6.26

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 1 317 根本　　侑実(93) ﾈﾓﾄ ﾕｳﾐ 佐原高 23:09.54
2 4 321 山口　　　茜(94) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｶﾈ 佐原高 24:09.18
3 5 364 宮本　　美希(92) ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷ 千葉商科大 24:46.77
4 12 221 青木　　真子(92) ｱｵｷ ﾏｺ 日女体大 25:02.36
5 10 1584 工藤　　汐織(93) ｸﾄﾞｳ ｼｵﾘ 流山南高 26:09.72
6 2 264 大山　まどか(93) ｵｵﾔﾏ ﾏﾄﾞｶ 日本大 26:13.83
7 11 888 滝沢　　夏実(94) ﾀｷｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 薬園台高 26:32.64
8 6 919 千葉　　彩子(94) ﾁﾊﾞ ｱﾔｺ 船橋法典高 27:57.82
9 13 334 久保木　成美(94) ｸﾎﾞｷ ﾅﾙﾐ 佐原白楊高 28:07.60
10 3 100 上原　　佳奈(94) ｳｴﾊﾗ ｶﾅ 君津高 29:54.17
11 7 70 中村　　仁美(94) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 木更津東高 32:34.00

8 1635 原島　あつこ(93) ﾊﾗｼﾏ ｱﾂｺ 東葛飾高 DNS
9 88 大利　　久美(85) ｵｵﾄｼ ｸﾐ 富士通 DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 11:30 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 317 317 317 317

記録 4:37 9:15 13:53 18:33
決勝1組

2011/6/26 15:09凡例  DNS:欠場



女子4X100mR
審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            43.39     北風沙織-高橋萌木子-福島千里-市川華菜(日本)2011.5.8
県記録(CR)              45.77     渡辺　多恵・岡部　奈緒・山口　花菜・青木　ひかり(千葉・千葉県)2006.10.10
大会記録(GR)            47.75     和田・鈴木・高山・兵藤(千葉・市立船橋高)第52回 6月25日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      48.00     平井　彩也華・佐々木　里菜・石橋　実咲・鈴木　茉耶(千葉・千葉 6月25日 16:00 決勝

予選 3組2着＋2

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八千代松陰高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 流山南高・千葉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 49.31 Q 記録 49.59

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾊﾁﾔ ﾕﾘﾅ ｻｲﾀ ﾕｶﾘ
1 535 蜂谷　ゆりな(95) 八千代松陰高 1 1578 齋田　侑香里(93) 流山南高

ﾌｼﾞﾀ ﾕﾏ ｱｻｸﾗ ﾒｸﾞﾐ
2 517 藤田　　結万(94) 八千代松陰高 2 1594 朝倉　　　恵(94) 流山南高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ ﾊﾗ ﾐｻｷ
3 537 渡辺　　優希(95) 八千代松陰高 3 1597 原　　　美咲(94) 流山南高

ｲﾜﾓﾄ ﾘﾎ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ
4 508 岩本　　莉穂(93) 八千代松陰高 4 1583 渡部　　　舞(93) 流山南高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立松戸高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 船橋法典高・千葉
3 7 ｺﾒﾝﾄ 4 5 ｺﾒﾝﾄ

記録 50.07 記録 50.16

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｻｴ ｽﾄﾞｳ ﾕｲ
1 1549 遠藤　美紗絵(95) 市立松戸高 1 925 須藤　　　唯(95) 船橋法典高

ｺﾝ ﾕｶ ｲﾄｳ ﾅﾂﾐ
2 1543 今　　　友香(94) 市立松戸高 2 923 伊藤　　菜摘(95) 船橋法典高

ﾀｲﾗｸ ﾐﾗｲ ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
3 1545 平久　　未来(94) 市立松戸高 3 924 中村　　朱里(94) 船橋法典高

ｱｷﾔﾏ ﾁﾎ ﾊｯﾀ ｱﾝｽﾞ
4 1548 秋山　　千星(95) 市立松戸高 4 922 八田　あんず(94) 船橋法典高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 千葉東高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 薬園台高・千葉
5 4 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ

記録 50.41 記録 51.06

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｽｷﾞｻｷ ﾏﾘｶ ﾅｶﾑﾗ ｸﾐ
1 668 杉崎　茉里香(93) 千葉東高 1 885 中村　　公美(94) 薬園台高

ｶﾜﾀﾞ ｱｲｺ ｲﾜｻｷ ｱｲｶ
2 670 河田　　愛子(93) 千葉東高 2 890 岩崎　　藍花(94) 薬園台高

ｵｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ ﾕｼﾀ ﾋｶﾘ
3 675 岡島　　実咲(93) 千葉東高 3 886 湯下　ひかり(95) 薬園台高

ｼﾐｽﾞ ﾕｷ ﾔｵ ﾏﾕｶ
4 682 清水　　友紀(95) 千葉東高 4 891 八尾　真有花(94) 薬園台高

2011/6/26 15:12凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子4X100mR
審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            43.39     北風沙織-高橋萌木子-福島千里-市川華菜(日本)2011.5.8
県記録(CR)              45.77     渡辺　多恵・岡部　奈緒・山口　花菜・青木　ひかり(千葉・千葉県)2006.10.10
大会記録(GR)            47.75     和田・鈴木・高山・兵藤(千葉・市立船橋高)第52回 6月25日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      48.00     平井　彩也華・佐々木　里菜・石橋　実咲・鈴木　茉耶(千葉・千葉 6月25日 16:00 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京学館高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立柏高・千葉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 48.34 Q 記録 49.13

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｲｼﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ
1 412 石原　のどか(95) 東京学館高 1 1739 渡辺　　莉紗(94) 市立柏高

ｶﾄﾘ ﾕｳｶ ﾐﾔﾀ ｱﾔﾅ
2 416 香取　　優花(94) 東京学館高 2 1740 宮田　　綾菜(93) 市立柏高

ｻﾄｳ ﾘｶ ﾂｼﾞ ｼｵﾘ
3 413 佐藤　　里佳(94) 東京学館高 3 1738 辻　　　汐里(93) 市立柏高

ｱｶｼ ﾕﾘ ｾｷ ｱｻﾐ
4 411 明石　　優理(94) 東京学館高 4 1741 関　　　麻美(94) 市立柏高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国士舘大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武台千葉高・千葉
3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 2 ｺﾒﾝﾄ

q 記録 49.29 記録 50.60

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｴ ﾊﾏﾉ ｻｷ
1 242 渡辺　　多恵(91) 国士舘大 1 1628 濱野　　沙希(94) 西武台千葉高

ｸｻﾅｷﾞ ﾕﾘ ｽｽﾞｷ ﾕｲﾅ
2 240 草薙　　友理(90) 国士舘大 2 1621 鈴木　　結菜(93) 西武台千葉高

ｵﾁｱｲ ﾕｷ ﾊﾞﾝ ｶﾘﾝ
3 243 落合　　夕貴(92) 国士舘大 3 1630 伴　　　花凛(95) 西武台千葉高

ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾘ ｲｼﾊﾗ ﾐｻｷ
4 239 中谷　　潤梨(89) 国士舘大 4 1620 石原　未彩希(93) 西武台千葉高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大浦安高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際武道大・千葉
5 7 ｺﾒﾝﾄ 4 ｺﾒﾝﾄ DNS

記録 50.81 記録

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌｳﾐ
1 1161 谷口　　芙海(94) 東海大浦安高 1

ｵｵｻｷ ﾒｲ
2 1157 大崎　　萌生(93) 東海大浦安高 2

ﾇﾏｸﾗ ｱｽﾞﾐ
3 1160 沼倉　あずみ(93) 東海大浦安高 3

ｳｴﾉ ﾅﾂﾐ
4 1167 上野　奈津美(95) 東海大浦安高 4

2011/6/26 15:12凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子4X100mR
審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            43.39     北風沙織-高橋萌木子-福島千里-市川華菜(日本)2011.5.8
県記録(CR)              45.77     渡辺　多恵・岡部　奈緒・山口　花菜・青木　ひかり(千葉・千葉県)2006.10.10
大会記録(GR)            47.75     和田・鈴木・高山・兵藤(千葉・市立船橋高)第52回 6月25日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      48.00     平井　彩也華・佐々木　里菜・石橋　実咲・鈴木　茉耶(千葉・千葉 6月25日 16:00 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立船橋高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 千葉黎明高・千葉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 48.17 Q 記録 48.80

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｵｲ ﾋﾗｲ ｻﾔｶ
1 937 松永　　　葵(93) 市立船橋高 1 446 平井　彩也華(94) 千葉黎明高

ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖ ｽｽﾞｷ ﾏﾔ
2 941 鈴木　　一代(93) 市立船橋高 2 448 鈴木　　茉耶(93) 千葉黎明高

ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅ ﾔﾏﾅｶ ﾓｴ
3 938 前田　　麻那(93) 市立船橋高 3 450 山中　　　萌(94) 千葉黎明高

ﾉｾ ﾏﾄﾞｶ ｸﾗｼｹﾞ ｼｵﾘ
4 939 野瀬　まどか(93) 市立船橋高 4 458 倉重　　汐里(95) 千葉黎明高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 安房高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 幕張総合高・千葉
3 3 ｺﾒﾝﾄ 4 8 ｺﾒﾝﾄ

q 記録 49.91 記録 50.04

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾔｼﾛ ﾏｲ ｱﾗｲ ﾘﾅ
1 111 八代　　麻依(93) 安房高 1 742 新井　　里奈(94) 幕張総合高

ｻｻｺﾞ ﾏｲ ﾓﾓﾀ ｴﾐ
2 116 笹子　　真衣(94) 安房高 2 736 百田　　　笑(94) 幕張総合高

ｲｼｲ ｶﾘﾝ ｽｽﾞｷ ｻﾔ
3 114 石井　　夏琳(94) 安房高 3 735 鈴木　　さや(94) 幕張総合高

ｲｹｶﾞﾔ ﾋﾅﾐ ｺﾝﾉ ｱﾔ
4 109 池谷　陽南美(93) 安房高 4 737 今野　　　綾(94) 幕張総合高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東葛飾高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 佐原高・千葉
5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 5 ｺﾒﾝﾄ

記録 50.48 記録 50.76

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｱｻｸﾗ ﾐｶ ｸﾎﾞｷ ﾋｶﾙ
1 1636 朝倉　　美香(94) 東葛飾高 1 315 久保木ひかる(93) 佐原高

ｲﾉｳｴ ﾀﾏｷ ｸﾎﾞｷ ｶｴﾃﾞ
2 1643 井上　　珠希(95) 東葛飾高 2 314 久保木　　楓(94) 佐原高

ｺﾀﾆ ﾏｵｺ ｼﾐｽﾞ ﾐｻ
3 1641 小谷　真生子(94) 東葛飾高 3 319 清水　　美沙(93) 佐原高

ｵﾁｱｲ ﾁﾋﾛ ｶﾄﾘ ｻｷ
4 1638 落合　　千尋(94) 東葛飾高 4 320 香取　　佐季(93) 佐原高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東金商高・千葉
7 2 ｺﾒﾝﾄ

記録 50.79

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾀｹﾀﾞ ﾔﾖｲ
1 208 武田　　弥生(94) 東金商高

ﾅｶﾔﾏ ｶﾅｺ
2 211 中山　可奈子(95) 東金商高

ｽﾀﾞ ｱｷｴ
3 210 須田　　朱恵(93) 東金商高

ｻｻｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ
4 209 笹川　　　恵(93) 東金商高

2011/6/26 15:12凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子4X100mR
審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            43.39     北風沙織-高橋萌木子-福島千里-市川華菜(日本)2011.5.8
県記録(CR)              45.77     渡辺　多恵・岡部　奈緒・山口　花菜・青木　ひかり(千葉・千葉県)2006.10.10
大会記録(GR)            47.75     和田・鈴木・高山・兵藤(千葉・市立船橋高)第52回 6月25日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      48.00     平井　彩也華・佐々木　里菜・石橋　実咲・鈴木　茉耶(千葉・千葉 6月25日 16:00 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立船橋高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 千葉黎明高・千葉
1 5 ｺﾒﾝﾄ GR 2 6 ｺﾒﾝﾄ

記録 47.59 記録 48.77

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｵｲ ﾋﾗｲ ｻﾔｶ
1 937 松永　　　葵(93) 市立船橋高 1 446 平井　彩也華(94) 千葉黎明高

ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖ ｽｽﾞｷ ﾏﾔ
2 941 鈴木　　一代(93) 市立船橋高 2 448 鈴木　　茉耶(93) 千葉黎明高

ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅ ﾔﾏﾅｶ ﾓｴ
3 938 前田　　麻那(93) 市立船橋高 3 450 山中　　　萌(94) 千葉黎明高

ﾉｾ ﾏﾄﾞｶ ｸﾗｼｹﾞ ｼｵﾘ
4 939 野瀬　まどか(93) 市立船橋高 4 458 倉重　　汐里(95) 千葉黎明高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 流山南高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京学館高・千葉
3 8 ｺﾒﾝﾄ 4 4 ｺﾒﾝﾄ

記録 49.01 記録 49.02

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｻｲﾀ ﾕｶﾘ ｲｼﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ
1 1578 齋田　侑香里(93) 流山南高 1 412 石原　のどか(95) 東京学館高

ｱｻｸﾗ ﾒｸﾞﾐ ｶﾄﾘ ﾕｳｶ
2 1594 朝倉　　　恵(94) 流山南高 2 416 香取　　優花(94) 東京学館高

ﾊﾗ ﾐｻｷ ｲﾉｳｴ ｶｽﾐ
3 1597 原　　　美咲(94) 流山南高 3 415 井上　かす美(94) 東京学館高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ ｱｶｼ ﾕﾘ
4 1583 渡部　　　舞(93) 流山南高 4 411 明石　　優理(94) 東京学館高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立柏高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八千代松陰高・千葉
5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 3 ｺﾒﾝﾄ

記録 49.09 記録 49.38

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｻ ﾊﾁﾔ ﾕﾘﾅ
1 1739 渡辺　　莉紗(94) 市立柏高 1 535 蜂谷　ゆりな(95) 八千代松陰高

ﾐﾔﾀ ｱﾔﾅ ﾌｼﾞﾀ ﾕﾏ
2 1740 宮田　　綾菜(93) 市立柏高 2 517 藤田　　結万(94) 八千代松陰高

ﾂｼﾞ ｼｵﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ
3 1738 辻　　　汐里(93) 市立柏高 3 537 渡辺　　優希(95) 八千代松陰高

ｾｷ ｱｻﾐ ｲﾜﾓﾄ ﾘﾎ
4 1741 関　　　麻美(94) 市立柏高 4 508 岩本　　莉穂(93) 八千代松陰高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国士舘大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 安房高・千葉
7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 1 ｺﾒﾝﾄ

記録 49.80 記録 49.94

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｴ ﾔｼﾛ ﾏｲ
1 242 渡辺　　多恵(91) 国士舘大 1 111 八代　　麻依(93) 安房高

ｸｻﾅｷﾞ ﾕﾘ ｻｻｺﾞ ﾏｲ
2 240 草薙　　友理(90) 国士舘大 2 116 笹子　　真衣(94) 安房高

ｵﾁｱｲ ﾕｷ ｲｼｲ ｶﾘﾝ
3 243 落合　　夕貴(92) 国士舘大 3 114 石井　　夏琳(94) 安房高

ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾘ ｲｹｶﾞﾔ ﾋﾅﾐ
4 239 中谷　　潤梨(89) 国士舘大 4 109 池谷　陽南美(93) 安房高

2011/6/26 15:12凡例  GR:大会記録 DNS:欠場



女子4X400mR
審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:30.17   青木沙弥佳-丹野麻美-久保倉里美-木田真有(日本)2007.9.1
県記録(CR)              3:47.90   三門　由佳・木田　奈苗・行橋　香織・田代　成美(千葉・成田高)2009.8.2
大会記録(GR)            3:52.44   中谷　潤梨・田口　真衣・松尾　美来穂・山田　ﾀﾁｱﾈ(千葉・沼南高)第 6月26日 09:10 予選
前年度選手権者(PC)      3:54.05   本間　理良・寺下　祥子・陰山　愛里花・米谷　まどか(千葉・市立船橋 6月26日 15:30 決勝

予選 3組2着＋2

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 流山南高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国士舘大・千葉
1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ

Q 記録 3:57.43 Q 記録 3:57.65

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｻｲﾀ ﾕｶﾘ ｵﾁｱｲ ﾕｷ
1 1578 齋田　侑香里(93) 流山南高 1 243 落合　　夕貴(92) 国士舘大

ﾊﾀﾔﾏ ﾋﾛﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｴ
2 1580 畑山　　宏美(93) 流山南高 2 242 渡辺　　多恵(91) 国士舘大

ｱｻｸﾗ ﾒｸﾞﾐ ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾘ
3 1594 朝倉　　　恵(94) 流山南高 3 239 中谷　　潤梨(89) 国士舘大

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ ｸｻﾅｷﾞ ﾕﾘ
4 1583 渡部　　　舞(93) 流山南高 4 240 草薙　　友理(90) 国士舘大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 茂原高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 船橋法典高・千葉
3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 7 ｺﾒﾝﾄ

q 記録 3:58.08 q 記録 4:00.33

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｳﾁﾔﾏ ﾕｷﾅ ﾊｯﾀ ｱﾝｽﾞ
1 183 内山　　幸菜(93) 茂原高 1 922 八田　あんず(94) 船橋法典高

ﾎｼﾉ ﾏｷ ｲﾄｳ ﾅﾂﾐ
2 189 星野　　マキ(95) 茂原高 2 923 伊藤　　菜摘(95) 船橋法典高

ﾌﾙﾔﾏ ｱﾐ ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
3 188 古山　　亜美(95) 茂原高 3 924 中村　　朱里(94) 船橋法典高

ｷﾀﾈ ﾏﾕｶ ｽﾄﾞｳ ﾕｲ
4 184 北根　万由佳(94) 茂原高 4 925 須藤　　　唯(95) 船橋法典高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立松戸高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大浦安高・千葉
5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 6 ｺﾒﾝﾄ

記録 4:00.35 記録 4:02.26

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾀｲﾗｸ ﾐﾗｲ ｳﾙﾏ ﾁﾎ
1 1545 平久　　未来(94) 市立松戸高 1 1166 潤間　　智歩(95) 東海大浦安高

ｱｷﾔﾏ ﾁﾎ ｵｵｻｷ ﾒｲ
2 1548 秋山　　千星(95) 市立松戸高 2 1157 大崎　　萌生(93) 東海大浦安高

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｻｴ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌｳﾐ
3 1549 遠藤　美紗絵(95) 市立松戸高 3 1161 谷口　　芙海(94) 東海大浦安高

ｺﾝ ﾕｶ ｳｴﾉ ﾅﾂﾐ
4 1543 今　　　友香(94) 市立松戸高 4 1167 上野　奈津美(95) 東海大浦安高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鎌ヶ谷高・千葉
7 2 ｺﾒﾝﾄ

記録 4:11.20

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾀﾆﾊﾞﾀ ﾘｻ
1 1005 谷端　　里紗(93) 鎌ヶ谷高

ｱﾘｶﾜ ｻﾄﾐ
2 1003 有川　　郷実(94) 鎌ヶ谷高

ｻｺﾝ ﾋﾄﾐ
3 1004 佐近　　　瞳(94) 鎌ヶ谷高

ｷﾖﾀ ﾏﾘ
4 1015 清田　　麻莉(94) 鎌ヶ谷高
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女子4X400mR
審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:30.17   青木沙弥佳-丹野麻美-久保倉里美-木田真有(日本)2007.9.1
県記録(CR)              3:47.90   三門　由佳・木田　奈苗・行橋　香織・田代　成美(千葉・成田高)2009.8.2
大会記録(GR)            3:52.44   中谷　潤梨・田口　真衣・松尾　美来穂・山田　ﾀﾁｱﾈ(千葉・沼南高)第 6月26日 09:10 予選
前年度選手権者(PC)      3:54.05   本間　理良・寺下　祥子・陰山　愛里花・米谷　まどか(千葉・市立船橋 6月26日 15:30 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 千葉東高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 千葉黎明高・千葉
1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ

Q 記録 4:02.51 Q 記録 4:02.55

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｵｶﾀﾞ ﾕﾘｴ ﾔﾏﾅｶ ﾓｴ
1 672 岡田　友里恵(93) 千葉東高 1 450 山中　　　萌(94) 千葉黎明高

ｼﾐｽﾞ ﾕｷ ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾏｲｺ
2 682 清水　　友紀(95) 千葉東高 2 459 天神林　舞子(96) 千葉黎明高

ｽｷﾞｻｷ ﾏﾘｶ ｸﾗｼｹﾞ ｼｵﾘ
3 668 杉崎　茉里香(93) 千葉東高 3 458 倉重　　汐里(95) 千葉黎明高

ｵｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ ﾋﾗｲ ｻﾔｶ
4 675 岡島　　実咲(93) 千葉東高 4 446 平井　彩也華(94) 千葉黎明高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 犢橋高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京学館高・千葉
3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 3 ｺﾒﾝﾄ

記録 4:02.87 記録 4:05.97

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｳｴﾑﾗ ﾁﾅﾂ ｲﾉｳｴ ｶｽﾐ
1 792 植村　　千夏(93) 犢橋高 1 415 井上　かす美(94) 東京学館高

ﾌｸﾔﾏ ﾊﾙﾅ ｻﾄｳ ﾘｶ
2 795 福山　　春菜(94) 犢橋高 2 413 佐藤　　里佳(94) 東京学館高

ｿｴｼﾞﾏ ﾄﾓﾐ ｾﾝｽｲ ﾏﾂﾅ
3 791 副島　　友実(93) 犢橋高 3 422 泉水　麻都菜(95) 東京学館高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾘﾅ ｶﾄﾘ ﾕｳｶ
4 794 渡辺　　芹菜(94) 犢橋高 4 416 香取　　優花(94) 東京学館高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 幕張総合高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立柏高・千葉
5 7 ｺﾒﾝﾄ 2 ｺﾒﾝﾄ DNS

記録 4:08.03 記録

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｱﾗｲ ﾘﾅ
1 742 新井　　里奈(94) 幕張総合高 1

ｺﾝﾉ ｱﾔ
2 737 今野　　　綾(94) 幕張総合高 2

ﾓﾓﾀ ｴﾐ
3 736 百田　　　笑(94) 幕張総合高 3

ﾅﾘﾏﾂ ｲｽﾞﾐ
4 739 成松　　　泉(94) 幕張総合高 4
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女子4X400mR
審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:30.17   青木沙弥佳-丹野麻美-久保倉里美-木田真有(日本)2007.9.1
県記録(CR)              3:47.90   三門　由佳・木田　奈苗・行橋　香織・田代　成美(千葉・成田高)2009.8.2
大会記録(GR)            3:52.44   中谷　潤梨・田口　真衣・松尾　美来穂・山田　ﾀﾁｱﾈ(千葉・沼南高)第 6月26日 09:10 予選
前年度選手権者(PC)      3:54.05   本間　理良・寺下　祥子・陰山　愛里花・米谷　まどか(千葉・市立船橋 6月26日 15:30 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立船橋高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八千代松陰高・千葉
1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ

Q 記録 3:58.70 Q 記録 4:03.54

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾀｸﾎﾞ ｼﾎ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ
1 956 田久保　志穂(94) 市立船橋高 1 537 渡辺　　優希(95) 八千代松陰高

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ ﾌｼﾞﾀ ﾕﾏ
2 942 小林　　　栞(93) 市立船橋高 2 517 藤田　　結万(94) 八千代松陰高

ｺﾞﾄｳ ﾓﾓｶ ｵｵﾓﾘ ﾀﾏﾉ
3 966 後藤　　百花(95) 市立船橋高 3 531 大森　　瑶乃(95) 八千代松陰高

ｶｹﾞﾔﾏ ｴﾘｶ ｵﾁ ｹｲｺ
4 940 陰山　愛里花(93) 市立船橋高 4 520 越智　　景子(94) 八千代松陰高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武台千葉高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東葛飾高・千葉
3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 5 ｺﾒﾝﾄ

記録 4:04.89 記録 4:07.22

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｲｼﾊﾗ ﾐｻｷ ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂﾐ
1 1620 石原　未彩希(93) 西武台千葉高 1 1651 吉田　　菜摘(95) 東葛飾高

ﾔﾏﾅｶ ﾁﾂﾞﾙ ｱｻｸﾗ ﾐｶ
2 1625 山中　　千鶴(94) 西武台千葉高 2 1636 朝倉　　美香(94) 東葛飾高

ﾊﾞﾝ ｶﾘﾝ ｺﾀﾆ ﾏｵｺ
3 1630 伴　　　花凛(95) 西武台千葉高 3 1641 小谷　真生子(94) 東葛飾高

ｽｽﾞｷ ﾕｲﾅ ｵﾁｱｲ ﾁﾋﾛ
4 1621 鈴木　　結菜(93) 西武台千葉高 4 1638 落合　　千尋(94) 東葛飾高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 薬園台高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際武道大・千葉
5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ

記録 4:11.41 記録 4:20.40

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾅｶﾑﾗ ｸﾐ ｿﾄﾔ ｻﾕﾐ
1 885 中村　　公美(94) 薬園台高 1 303 外谷　紗由美(89) 国際武道大

ﾔｵ ﾏﾕｶ ｵｵﾂｶ ｱﾔｶ
2 891 八尾　真有花(94) 薬園台高 2 306 大塚　　彩香(92) 国際武道大

ｲﾜｻｷ ｱｲｶ ｱﾗｶﾜ ﾏｲ
3 890 岩崎　　藍花(94) 薬園台高 3 304 荒川　　　舞(91) 国際武道大

ﾕｼﾀ ﾋｶﾘ ﾅｲﾄｳ ﾓｴ
4 886 湯下　ひかり(95) 薬園台高 4 305 内藤　　　萌(92) 国際武道大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国分高・千葉
7 7 ｺﾒﾝﾄ

記録 4:22.91

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾊﾏﾉ ｻｷ
1 1058 濱野　　沙妃(95) 国分高

ﾅｶﾌｼﾞ ﾐﾅﾎ
2 1063 中藤　未菜歩(95) 国分高

ｳｴﾀﾞ ﾓｴ
3 1875 植田　　　萌(96) 国分高

ｶﾄｳ ｼｵﾘ
4 1056 加藤　　汐莉(94) 国分高
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女子4X400mR
審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:30.17   青木沙弥佳-丹野麻美-久保倉里美-木田真有(日本)2007.9.1
県記録(CR)              3:47.90   三門　由佳・木田　奈苗・行橋　香織・田代　成美(千葉・成田高)2009.8.2
大会記録(GR)            3:52.44   中谷　潤梨・田口　真衣・松尾　美来穂・山田　ﾀﾁｱﾈ(千葉・沼南高)第 6月26日 09:10 予選
前年度選手権者(PC)      3:54.05   本間　理良・寺下　祥子・陰山　愛里花・米谷　まどか(千葉・市立船橋 6月26日 15:30 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国士舘大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 千葉黎明高・千葉
1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ

記録 3:57.46 記録 3:57.79

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｵﾁｱｲ ﾕｷ ﾔﾏﾅｶ ﾓｴ
1 243 落合　　夕貴(92) 国士舘大 1 450 山中　　　萌(94) 千葉黎明高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｴ ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾏｲｺ
2 242 渡辺　　多恵(91) 国士舘大 2 459 天神林　舞子(96) 千葉黎明高

ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾘ ﾋﾗｲ ｻﾔｶ
3 239 中谷　　潤梨(89) 国士舘大 3 446 平井　彩也華(94) 千葉黎明高

ｸｻﾅｷﾞ ﾕﾘ ｽｽﾞｷ ﾏﾔ
4 240 草薙　　友理(90) 国士舘大 4 448 鈴木　　茉耶(93) 千葉黎明高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 茂原高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立船橋高・千葉
3 1 ｺﾒﾝﾄ 4 5 ｺﾒﾝﾄ

記録 3:59.03 記録 4:00.05

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｳﾁﾔﾏ ﾕｷﾅ ﾀｸﾎﾞ ｼﾎ
1 183 内山　　幸菜(93) 茂原高 1 956 田久保　志穂(94) 市立船橋高

ﾎｼﾉ ﾏｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ
2 189 星野　　マキ(95) 茂原高 2 942 小林　　　栞(93) 市立船橋高

ﾌﾙﾔﾏ ｱﾐ ｺﾞﾄｳ ﾓﾓｶ
3 188 古山　　亜美(95) 茂原高 3 966 後藤　　百花(95) 市立船橋高

ｷﾀﾈ ﾏﾕｶ ｶｹﾞﾔﾏ ｴﾘｶ
4 184 北根　万由佳(94) 茂原高 4 940 陰山　愛里花(93) 市立船橋高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 流山南高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 千葉東高・千葉
5 4 ｺﾒﾝﾄ 6 3 ｺﾒﾝﾄ

記録 4:00.45 記録 4:01.00

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ｻｲﾀ ﾕｶﾘ ｵｶﾀﾞ ﾕﾘｴ
1 1578 齋田　侑香里(93) 流山南高 1 672 岡田　友里恵(93) 千葉東高

ﾊﾀﾔﾏ ﾋﾛﾐ ｼﾐｽﾞ ﾕｷ
2 1580 畑山　　宏美(93) 流山南高 2 682 清水　　友紀(95) 千葉東高

ｱｻｸﾗ ﾒｸﾞﾐ ｽｷﾞｻｷ ﾏﾘｶ
3 1594 朝倉　　　恵(94) 流山南高 3 668 杉崎　茉里香(93) 千葉東高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ ｵｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ
4 1583 渡部　　　舞(93) 流山南高 4 675 岡島　　実咲(93) 千葉東高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 船橋法典高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八千代松陰高・千葉
7 2 ｺﾒﾝﾄ 8 7 ｺﾒﾝﾄ

記録 4:01.87 記録 4:03.78

カナ名 カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾊｯﾀ ｱﾝｽﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ
1 922 八田　あんず(94) 船橋法典高 1 537 渡辺　　優希(95) 八千代松陰高

ｽﾄﾞｳ ﾕｲ ﾌｼﾞﾀ ﾕﾏ
2 925 須藤　　　唯(95) 船橋法典高 2 517 藤田　　結万(94) 八千代松陰高

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ ｵﾁ ｹｲｺ
3 924 中村　　朱里(94) 船橋法典高 3 520 越智　　景子(94) 八千代松陰高

ｲﾄｳ ﾅﾂﾐ ｵｵﾓﾘ ﾀﾏﾉ
4 923 伊藤　　菜摘(95) 船橋法典高 4 531 大森　　瑶乃(95) 八千代松陰高
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