
女子100m

県記録(CR)              11.62     岡部　奈緒(千葉・ﾁｰﾑ ﾐｽﾞﾉ ｱｽﾚﾁｯｸ)     2011.5.22

タイムレース 45組

1組 風:+1.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 953 牧野　百恵(高３) ﾏｷﾉ ﾓﾓｴ 千葉 市立船橋高 12.08
2 6 951 小門　珠美(高３) ｺｶﾄﾞ ﾀﾏﾐ 千葉 市立船橋高 12.27
3 4 411 明石　優理(高３) ｱｶｼ ﾕﾘ 千葉 東京学館高 12.35
4 8 788 鈴木　麻衣(大学) ｽｽﾞｷ ﾏｲ 千葉 千葉商科大 12.55
5 7 537 渡辺　優希(高２) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 千葉 八千代松陰高 12.90
6 2 517 藤田　結万(高３) ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕ 千葉 八千代松陰高 12.93
7 1 1762 佐藤　優(高３) ｻﾄｳ ﾕｳ 千葉 柏日体高 13.23

3 116 笹子　真衣(高３) ｻｻｺﾞ ﾏｲ 千葉 安房高 DNS

2組 風:+1.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 966 後藤　百花(高２) ｺﾞﾄｳ ﾓﾓｶ 千葉 市立船橋高 12.52
2 1 458 倉重　汐里(高２) ｸﾗｼｹﾞ ｼｵﾘ 千葉 千葉黎明高 12.75
3 3 377 森下　実里(高２) ﾓﾘｼﾀ ﾐﾉﾘ 千葉 成田高 12.85
4 7 450 山中　萌(高３) ﾔﾏﾅｶ ﾓｴ 千葉 千葉黎明高 12.88
5 8 736 百田　笑(高３) ﾓﾓﾀ ｴﾐ 千葉 幕張総合高 13.09
6 6 535 蜂谷　ゆりな(高２) ﾊﾁﾔ ﾕﾘﾅ 千葉 八千代松陰高 13.12
7 5 539 石黒　志穂(高２) ｲｼｸﾞﾛ ｼﾎ 千葉 八千代松陰高 13.65

2 922 八田　あんず(高３) ﾊｯﾀ ｱﾝｽﾞ 千葉 船橋法典高 DNS

3組 風:+1.4
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 928 鈴木　美羽(高１) ｽｽﾞｷ ﾐｳ 千葉 市立船橋高 12.95
2 3 737 今野　綾(高３) ｺﾝﾉ ｱﾔ 千葉 幕張総合高 13.09
3 5 979 山口　菜摘(高１) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 千葉 市川高 13.10
4 6 956 田久保　志保(高３) ﾀｸﾎﾞ ｼﾎ 千葉 市立船橋高 13.14
5 4 143 石井　壱子 ｲｼｲ ｲﾁｺ 千葉 文理開成高 13.62

1 1943 野村　葉月(高２) ﾉﾑﾗ ﾊﾂﾞｷ 千葉 八千代松陰高 DNS
2 216 塩谷　寛美(高２) ｼｵﾔ ﾋﾛﾐ 千葉 千葉学芸高 DNS
8 177 吉田　愛実(高２) ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾐ 千葉 長生高 DNS

4組 風:+0.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 375 高島　里奈子(高２) ﾀｶｼﾏ ﾘﾅｺ 千葉 成田高 12.87
2 7 1712 古林　沙織(高３) ｺﾊﾞﾔｼ ｻｵﾘ 千葉 柏中央高 13.01
3 1 4 小町　楓(高３) ｺﾏﾁ ｶｴﾃﾞ 千葉 姉崎高 13.12
4 8 735 鈴木　さや(高３) ｽｽﾞｷ ｻﾔ 千葉 幕張総合高 13.43
5 2 1761 高山　南(高３) ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ 千葉 柏日体高 13.68
6 5 927 黒川　夏実(高１) ｸﾛｶﾜ ﾅﾂﾐ 千葉 市立船橋高 13.93
7 6 538 高木　保乃加(高２) ﾀｶｷﾞ ﾎﾉｶ 千葉 八千代松陰高 14.25

3 374 板倉　寿々(高２) ｲﾀｸﾗ ｽｽﾞ 千葉 成田高 DNS

5組 風:+0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 452 佐藤　来美(高３) ｻﾄｳ ｸﾐ 千葉 千葉黎明高 13.07
2 1 420 伊藤　奈々(高２) ｲﾄｳ ﾅﾅ 千葉 東京学館高 13.11
3 7 413 佐藤　里佳(高３) ｻﾄｳ ﾘｶ 千葉 東京学館高 13.17
4 8 447 角田　万里菜(高１) ﾂﾉﾀﾞ ﾏﾘﾅ 千葉 千葉黎明高 13.21
5 3 925 須藤　唯(高３) ｽﾄﾞｳ ﾕｲ 千葉 船橋法典高 13.21 *TK
6 2 245 奥崎　咲希(高３) ｵｸｻﾞｷ ｻｷ 千葉 横芝敬愛高 13.24
7 5 366 勝矢　慧(高１) ｶﾂﾔ ｹｲ 千葉 成田高 13.27
8 6 446 佐藤　藻菜子(高１) ｻﾄｳ ﾓﾅｺ 千葉 千葉黎明高 13.36

審 判 長：中村要一･今井淳史

記録主任：岩脇　充司

4月22日 10:40 タイムレース

2012/4/23 11:51凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり *TL:着差なし



女子100m

県記録(CR)              11.62     岡部　奈緒(千葉・ﾁｰﾑ ﾐｽﾞﾉ ｱｽﾚﾁｯｸ)     2011.5.22

審 判 長：中村要一･今井淳史
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6組 風:+1.9
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 1719 風巻　七海(高２) ｶｻﾞﾏｷ ﾅﾅﾐ 千葉 柏中央高 13.20
2 5 742 新井　里奈(高３) ｱﾗｲ ﾘﾅ 千葉 幕張総合高 13.25
3 6 952 山形　今日子(高３) ﾔﾏｶﾞﾀ ｷｮｳｺ 千葉 市立船橋高 13.28
4 2 360 清水　さくら(高１) ｼﾐｽﾞ ｻｸﾗ 千葉 成田高 13.45
5 7 361 木村　めい(高１) ｷﾑﾗ ﾒｲ 千葉 成田高 13.46
6 1 509 尾崎　類(高１) ｵｻﾞｷ ﾙｲ 千葉 八千代松陰高 13.50
7 3 929 間　美和子(高１) ﾊｻﾞﾏ ﾐﾜｺ 千葉 市立船橋高 14.28

8 352 津布久　夏奈(高２) ﾂﾌﾞｸ ｶﾅ 千葉 成田国際高 DNS

7組 風:+0.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 1764 渡辺　舞(高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 千葉 柏日体高 13.03
2 1 171 河野　真実(高３) ｺｳﾉ ﾏﾐ 千葉 長生高 13.21
3 4 1757 工藤　莉可子(高１) ｸﾄﾞｳ ﾘｶｺ 千葉 柏日体高 13.28
4 3 453 宮本　直佳(高３) ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｶ 千葉 千葉黎明高 13.41
5 7 1941 田久保　郁美(高２) ﾀｸﾎﾞ ｲｸﾐ 千葉 成田北高 13.53
6 2 506 庄司　彩音(高１) ｼｮｳｼﾞ ｱﾔﾈ 千葉 八千代松陰高 13.67
7 6 286 酒巻　幸登美(高２) ｻｶﾏｷ ｻﾄﾐ 千葉 銚子商高 13.74 *TL
7 8 739 成松　泉(高３) ﾅﾘﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 千葉 幕張総合高 13.74 *TL

8組 風:+0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 225 鵜澤　佳代(高３) ｳｻﾞﾜ ｶﾖ 千葉 成東高 13.21
2 1 1093 森島　ナオミ(高２) ﾏﾘｼﾏ ﾅｵﾐ 千葉 市川高 13.25
3 8 740 藤平　彩花(高３) ﾌｼﾞﾋﾗ ｱﾔｶ 千葉 幕張総合高 13.48
4 6 1686 吉野　美佳子(高３) ﾖｼﾉ ﾐｶｺ 千葉 柏陵高 13.49
5 7 1169 中牧　磨有子(高２) ﾅｶﾏｷ ﾏﾕｺ 千葉 東海大浦安高 13.70
6 5 1170 高久　みなみ(高２) ﾀｶｸ ﾐﾅﾐ 千葉 東海大浦安高 13.76
7 3 505 高岸　彩子(高１) ﾀｶｷﾞｼ ｱﾔｺ 千葉 八千代松陰高 13.84
8 2 743 川瀬　早紀(高３) ｶﾜｾ ｻｷ 千葉 幕張総合高 14.20

9組 風:+0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 693 佐藤　若奈(高３) ｻﾄｳ ﾜｶﾅ 千葉 検見川高 13.28
2 6 802 榎本　智咲(高２) ｴﾉﾓﾄ ﾁｻｷ 千葉 犢橋高 13.32
3 2 930 保科　明日香(高１) ﾎｼﾅ ｱｽｶ 千葉 市立船橋高 13.50
4 5 1765 仲野　旭海(高２) ﾅｶﾉ ｱｻﾐ 千葉 柏日体高 13.68
5 8 968 大塚　美香子(高１) ｵｵﾂｶ ﾐｶｺ 千葉 市立稲毛高 13.92
6 1 533 嘉規　優羽(高２) ｶｷ ﾕｳﾊ 千葉 八千代松陰高 13.98

3 204 井村　名菜(高２) ｲﾑﾗ ﾅﾅ 千葉 東金高 DNS
4 367 林　舞香(高１) ﾊﾔｼ ﾏｲｶ 千葉 成田高 DNS

10組 風:+0.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 923 伊藤　菜摘(高３) ｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 千葉 船橋法典高 13.50
2 7 868 竹内　明日香(高２) ﾀｹｳﾁ ｱｽｶ 千葉 昭和学院秀英高 13.57
3 2 508 古木　琴音(高１) ﾌﾙｷ ｺﾄﾈ 千葉 八千代松陰高 13.57 *TK
4 6 593 鈴木　花菜(高２) ｽｽﾞｷ ｶﾅ 千葉 千葉高 13.81
5 4 545 中嶋　栞奈(高２) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 千葉 秀明八千代高 14.06
6 5 1760 櫻井　由紀乃(高１) ｻｸﾗｲ ﾕｷﾉ 千葉 柏日体高 14.55
7 3 1759 立澤　美樹(高１) ﾀﾂｻﾞﾜ ﾐｷ 千葉 柏日体高 14.56

1 531 大森　瑶乃(高２) ｵｵﾓﾘ ﾀﾏﾉ 千葉 八千代松陰高 DNS

2012/4/23 11:51凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり *TL:着差なし
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審 判 長：中村要一･今井淳史
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11組 風:+0.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 117 石井　真琳(高３) ｲｼｲ ﾏﾘﾝ 千葉 安房高 13.36
2 8 174 内田　有希乃(高２) ｳﾁﾀﾞ ﾕｷﾉ 千葉 長生高 13.49
3 2 902 森田　楓子(高２) ﾓﾘﾀ ﾌｳｺ 千葉 船橋東高 13.65
4 5 631 普久原　香奈(高１) ﾌｸﾊﾗ ｶﾅ 千葉 若松高 13.70
5 6 659 富村　穂乃佳(高３) ﾄﾐﾑﾗ ﾎﾉｶ 千葉 千葉女高 13.77
6 4 534 河合　春奈(高２) ｶﾜｲ ﾊﾙﾅ 千葉 八千代松陰高 14.34

1 1681 石塚　沙希(高２) ｲｼﾂｶ ｻｷ 千葉 柏南高 DNS
7 799 川村　彰子(高３) ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳｺ 千葉 犢橋高 DNS

12組 風:+1.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 421 久保木　千春(高２) ｸﾎﾞｷ ﾁﾊﾙ 千葉 東京学館高 13.23
2 5 885 中村　公美(高２) ﾅｶﾑﾗ ｸﾐ 千葉 薬園台高 13.36
3 1 924 中村　朱里(高３) ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 千葉 船橋法典高 13.68
4 3 905 安田　志織(中２) ﾔｽﾀﾞ ｼｵﾘ 千葉 秀明八千代高 13.69
5 8 748 吉田　千夏(高２) ﾖｼﾀﾞ ﾁｶ 千葉 幕張総合高 13.70
6 2 719 郷　瑞季 ｺﾞｳ ﾐｽﾞｷ 千葉 磯辺高 13.76
7 6 684 木村　輝(高２) ｷﾑﾗ ｷﾗﾘ 千葉 千葉東高 13.82
8 4 751 寺澤　明佳里(高２) ﾃﾗｻﾞﾜ ｱｶﾘ 千葉 幕張総合高 13.99

13組 風:+0.7
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 611 中村　萌奈(高２) ﾅｶﾑﾗ ﾓｴﾅ 千葉 千葉南高 13.19
2 3 1767 川俣　奈緒子(高２) ｶﾜﾏﾀ ﾅｵｺ 千葉 柏日体高 13.62
3 4 717 岡田　衣里加 ｵｶﾀﾞ ｴﾘｶ 千葉 磯辺高 13.79
4 7 295 伊藤　怜香(高３) ｲﾄｳ　ﾚｲｶ 千葉 市立銚子高 14.07
5 6 494 猿山　遼子(高３) ｻﾙﾔﾏ ﾘｮｳｺ 千葉 八千代東高 14.12
6 5 603 中村　明日美(高１) ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾐ 千葉 聖徳大付女高 14.21
7 8 840 茂木　未来(高３) ﾓﾃｷﾞ ﾐｸ 千葉 敬愛学園高 14.41

1 1508 森　瑞穂(高３) ﾓﾘ ﾐｽﾞﾎ 千葉 小金高 DNS

14組 風:+0.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 140 渡邉　菜穂(高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾎ 千葉 長狭高 13.41
2 2 296 日下　侑香(高３) ｸｻｶ ﾕｶ 千葉 市立銚子高 13.91
3 1 916 加藤　あすか(高３) ｶﾄｳ ｱｽｶ 千葉 敬愛学園高 14.09
4 8 212 伊橋　千晶(高２) ｲﾊｼ ﾁｱｷ 千葉 東金商高 14.13
5 4 433 段木　遙夏(高２) ﾀﾞﾝｷﾞ ﾊﾙｶ 千葉 佐倉高 14.23
6 3 281 高根　まい(高３) ﾀｶﾈ ﾏｲ 千葉 銚子商高 14.25
7 5 919 高見　佳穂(高２) ﾀｶﾐ ｶﾎ 千葉 敬愛学園高 15.18

7 506 越智　景子(高２) ｵﾁ ｹｲｺ 千葉 八千代松陰高 DNS

15組 風:+1.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1 1156 今井　真優美(高１) ｲﾏｲ ﾏﾕﾐ 千葉 東海大浦安高 13.49
2 5 838 宮　杏奈(高３) ﾐﾔ ｱﾝﾅ 千葉 敬愛学園高 13.99
3 3 551 早坂　美奎(高２) ﾊﾔｻｶ ﾐｹｲ 千葉 津田沼高 14.29

2 114 石井　夏琳(高３) ｲｼｲ ｶﾘﾝ 千葉 安房高 DNS
4 493 古山　明日美(高３) ｺﾔﾏ ｱｽﾐ 千葉 八千代東高 DNS
6 179 前原　菜穂(高２) ﾏｴﾊﾗ ﾅﾎ 千葉 長生高 DNS
7 848 北村　愛実(高３) ｷﾀﾑﾗ ｱｲﾐ 千葉 渋谷幕張高 DNS
8 349 中村　文(高３) ﾅｶﾑﾗ ｱﾔ 千葉 成田国際高 DNS

2012/4/23 11:51凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり *TL:着差なし
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16組 風:+1.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 903 白川　もも(中３) ｼﾗｶﾜ ﾓﾓ 千葉 秀明八千代高 13.33
2 7 613 有本　彩香(高２) ｱﾘﾓﾄ ｱﾔｶ 千葉 千葉南高 13.69
3 3 412 石原　のどか(高３) ｲｼﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 千葉 東京学館高 13.77
4 4 654 高橋　美鈴 ﾀｶﾊｼ ﾐｽｽﾞ 千葉 桜林高 13.91
5 8 1157 小関　杏菜(高１) ｺｾｷ ｱﾝﾅ 千葉 東海大浦安高 14.26
6 6 822 谷口　沙織(高３) ﾀﾆｸﾞﾁ ｻｵﾘ 千葉 市立稲毛高 14.32
7 2 918 三好　裕理(高２) ﾐﾖｼ ﾕﾘ 千葉 敬愛学園高 14.55

1 920 辰野　理奈(高１) ﾀﾂﾉ ﾘﾅ 千葉 船橋法典高 DNS

17組 風:+0.5
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 770 白井　利奈(高２) ｼﾗｲ ﾘﾅ 千葉 柏井高 13.77
2 4 564 小檜山　舞(高１) ｺﾋﾔﾏ ﾏｲ 千葉 実籾高 13.83
3 1 1827 須藤　沙季(高２) ｽﾄﾞｳ ｻｷ 千葉 小金高 13.85
4 3 886 湯下　ひかり(高２) ﾕｼﾀ ﾋｶﾘ 千葉 薬園台高 13.99
5 7 826 渡辺　実理(高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾘ 千葉 市立稲毛高 14.18
6 8 338 三浦　唯(高３) ﾐｳﾗ ﾕｲ 千葉 多古高 14.41
7 2 762 安達　千愛美(高２) ｱﾀﾞﾁ ﾁｱﾐ 千葉 幕張総合高 14.66

5 753 島津　花菜(高２) ｼﾏﾂﾞ ﾊﾙﾅ 千葉 幕張総合高 DNS

18組 風:+0.5
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 416 香取　優花(高３) ｶﾄﾘ ﾕｳｶ 千葉 東京学館高 13.18
2 7 1058 濱野　沙妃(高２) ﾊﾏﾉ ｻｷ 千葉 国分高 13.37
3 3 1147 坂井　ゆき(高３) ｻｶｲ ﾕｷ 千葉 不二女高 13.62
4 8 1889 大道　安也花(高１) ｵｵﾐﾁ ｵﾔｶ 千葉 船橋東高 13.69
5 1 559 柳川　めぐ(高２) ﾔﾅｶﾞﾜ ﾒｸﾞ 千葉 実籾高 13.75
6 5 495 小島　万侑(高２) ｺｼﾞﾏ ﾏﾕ 千葉 八千代東高 14.59
7 6 760 長谷川　千晶(高２) ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｱｷ 千葉 幕張総合高 15.13
8 2 723 嶋野　友香 ｼﾏﾉ ﾄﾓｶ 千葉 磯辺高 18.37

19組 風:+1.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 423 森町　友理奈(高２) ﾓﾘﾏﾁ ﾕﾘﾅ 千葉 東京学館高 13.39
2 4 348 谷　菜摘(高３) ﾀﾆ ﾅﾂﾐ 千葉 成田国際高 13.59
3 1 1715 根岸　茉里(高３) ﾈｷﾞｼ ﾏﾘ 千葉 柏中央高 13.68
4 7 1063 中藤　未菜歩(高２) ﾅｶﾌｼﾞ ﾐﾅﾎ 千葉 国分高 13.74
5 3 903 関口　朝美(高２) ｾｷｸﾞﾁ ｱｻﾐ 千葉 船橋東高 13.83
6 6 1768 新井山　実伽(高２) ﾆｲﾔﾏ ﾐｶ 千葉 柏日体高 13.92
7 5 299 青野　未歩(高２) ｱｵﾉ ﾐﾕ 千葉 市立銚子高 13.98

2 1682 奥富　菜桜(高２) ｵｸﾄﾐ ﾅｵ 千葉 柏南高 DNS

20組 風:+0.5
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 1698 佐々木　麻耶(高２) ｻｻｷ ﾏﾔ 千葉 柏陵高 13.83
2 6 756 石井　雅(高２) ｲｼｲ ﾐﾔﾋﾞ 千葉 幕張総合高 13.97
3 5 580 有水　理菜(高３) ｱﾘﾐｽﾞ ﾘﾅ 千葉 東邦大東邦高 13.98
4 3 1099 伊藤　桃子(高２) ｲﾄｳ ﾓﾓｺ 千葉 市川高 14.04
5 2 827 橋　聡子(大学) ﾊｼ ｻﾄｺ 千葉 日本大生産工 14.60
6 4 830 山本　紗希(高２) ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 千葉 市立稲毛高 14.65
7 1 920 元氏　稚菜(高２) ﾓﾄｳｼﾞ ﾜｶﾅ 千葉 敬愛学園高 15.05

8 695 中西　正恵(高３) ﾅｶﾆｼ ﾏｻｴ 千葉 検見川高 DNS
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21組 風:+1.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 207 小関　伽恋(高２) ｺｾｷ ｶﾚﾝ 千葉 東金高 13.28
2 6 479 桑野　悦子(高３) ｸﾜﾉ ｴﾂｺ 千葉 八千代高 13.53
3 8 1763 石塚　真友香(高３) ｲｼﾂｶ ﾏﾕｶ 千葉 柏日体高 13.69
4 2 757 伊藤　由莉香(高２) ｲﾄｳ ﾕﾘｶ 千葉 幕張総合高 14.66

1 1831 小瀧　裕紀子(高２) ｺﾀｷ ﾕｷｺ 千葉 柏南高 DNS
3 854 永井　久子(高１) ﾅｶﾞｲ ﾋｻｺ 千葉 渋谷幕張高 DNS
5 326 小幡　加奈(高２) ｵﾊﾞﾀ ｶﾅ 千葉 佐原高 DNS
7 1149 西岡　亜緒美(高３) ﾆｼｵｶ ｱｵﾐ 千葉 不二女高 DNS

22組 風:+0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 1171 多胡　泉穂(高２) ﾀｺﾞ ｲｽﾞﾎ 千葉 東海大浦安高 13.67
2 3 599 香月　春菜(高１) ｶﾂｷ ﾊﾙﾅ 千葉 千葉商高 13.95
3 4 519 西尾　舞(高３) ﾆｼｵ ﾏｲ 千葉 八千代松陰高 13.97
4 2 195 秋山　未沙(高２) ｱｷﾔﾏ ﾐｻ 千葉 大網高 13.99
5 1 562 大橋　和可子(高１) ｵｵﾊｼ ﾜｶｺ 千葉 実籾高 14.21
6 6 623 藤井　彩(高２) ﾌｼﾞｲ ｱﾔ 千葉 若松高 14.39
7 8 907 大西　麻紀(高１) ｵｵﾆｼ ﾏｷ 千葉 佐倉南高 14.42

7 1059 古屋　美咲(高２) ﾌﾙﾔ ﾐｻｷ 千葉 国分高 DNS

23組 風:+1.0
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1 881 三島　莉奈(高１) ﾐｼﾏ ﾘﾅ 千葉 東邦大東邦高 14.08
2 3 1164 島田　晴香(高３) ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 千葉 東海大浦安高 14.09
3 2 1094 白戸　幸(高２) ｼﾗﾄ ｻﾁ 千葉 市川高 14.11
4 5 815 田口　絢夏(高３) ﾀｸﾞﾁ ｱﾔｶ 千葉 市立千葉高 14.15
5 7 1971 羽山　美穂(高１) ﾊﾔﾏ ﾐﾎ 千葉 市原中央高 14.39
6 6 978 藤井　緩夏(高１) ﾌｼﾞｲ ｶﾝﾅ 千葉 市川高 14.54

4 845 鈴木　美優(高３) ｽｽﾞｷ ﾐﾕ 千葉 渋谷幕張高 DNS
8 1991 宮崎　莉子(高１) ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｺ 千葉 千葉学芸高 DNS

24組 風:+1.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 486 木藤　有香(高２) ｷﾄｳ ﾕｶ 千葉 八千代高 13.62
2 6 414 三浦　奈々(高３) ﾐｳﾗ ﾅﾅ 千葉 東京学館高 13.70
3 3 1090 平井　佑奈(高３) ﾋﾗｲ ﾕｳﾅ 千葉 市川高 13.70 *TK
4 2 130 新藤　未来(高２) ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｸ 千葉 館山総合高 14.10
5 1 1890 岩佐　由望(高１) ｲﾜｻ ﾕﾐ 千葉 船橋東高 14.63
6 8 759 細川　由衣(高２) ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 千葉 幕張総合高 14.78
7 5 750 尾前　さくら(高２) ｵﾏｴ ｻｸﾗ 千葉 幕張総合高 15.15
8 7 592 泉　あかり(高２) ｲｽﾞﾐ ｱｶﾘ 千葉 千葉高 15.44

25組 風:+1.4
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 1148 武舎　遥香(高３) ﾑｼｬ ﾊﾙｶ 千葉 不二女高 13.92
2 5 263 田中　美帆(高２) ﾀﾅｶ ﾐﾎ 千葉 匝瑳高 13.96
3 3 1893 菊川　理美(高２) ｷｸｶﾜ ﾘﾐ 千葉 検見川高 13.97
4 6 1878 齋藤　あすみ(高１) ｻｲﾄｳ ｱｽﾐ 千葉 薬園台高 14.30
5 2 1887 中原　優衣(高１) ﾅｶﾊﾗ ﾕｲ 千葉 船橋東高 14.33
6 1 1701 尾野村　早紀(高２) ｵﾉﾑﾗ ｻｷ 千葉 柏陵高 14.57
7 8 1894 大網　真優(高２) ｵｵｱﾐ ﾏﾕ 千葉 千葉南高 14.93

4 897 清水　伶(高１) ｼﾐｽﾞ ﾚｲ 千葉 薬園台高 DNS
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26組 風:+0.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 983 木下　美祐(高２) ｷﾉｼﾀ ﾐﾕｳ 千葉 日大習志野高 13.98
2 2 1951 大澤　里奈(高１) ｵｵｻﾜ ﾘﾅ 千葉 実籾高 14.23
3 8 1700 五十嵐　祐美(高２) ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾐ 千葉 柏陵高 14.36
4 6 540 大月　唯加(高２) ｵｵﾂｷ ﾕｲｶ 千葉 八千代松陰高 14.48
5 3 1162 朝賀　麻理奈(高３) ｱｻｶ ﾏﾘﾅ 千葉 東海大浦安高 14.52
6 4 198 新野　聖菜(高１) ﾆｲﾉ ｾｲﾅ 千葉 東金高 14.66
7 5 1187 橋本　怜奈(高１) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾅ 千葉 東京学館浦安高 15.67

1 1957 渡辺　優子(高１) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ 千葉 佐倉高 DNS

27組 風:+0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 1182 原　華菜子(高１) ﾊﾗ ｶﾅｺ 千葉 東京学館浦安高 13.79
2 4 643 押見　明日香(高３) ｵｼﾐ ｱｽｶ 千葉 土気高 13.81
3 2 205 西田　彩夏(高２) ﾆｼﾀﾞ ｱﾔﾅ 千葉 東金高 13.90
4 6 394 野田　紗由莉(高３) ﾉﾀﾞ ｻﾕﾘ 千葉 富里高 14.15
5 7 532 小川　桃子(高２) ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｺ 千葉 八千代松陰高 14.72
6 8 541 山口　えり(高３) ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘ ｴﾘ 千葉 千葉英和高 15.13
7 1 432 金子　恵(高２) ｶﾈｺ ﾒｸﾞﾐ 千葉 佐倉高 15.30

3 1184 福田　莉奈(高１) ﾌｸﾀﾞ ﾘﾅ 千葉 東京学館浦安高 DNS

28組 風:+0.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 126 木曽　理恵子(高２) ｷｿ ﾘｴｺ 千葉 安房高 13.55
2 4 237 怒賀　夏美(高３) ﾇｶ ﾅﾂﾐ 千葉 松尾高 14.04
3 2 853 鹿野　里帆(高１) ｼｶﾉ ﾘﾎ 千葉 渋谷幕張高 14.07
4 7 1037 手島　吏絵(高２) ﾃｼﾏ ﾘｴ 千葉 鎌ヶ谷西高 14.12
5 6 238 菅井　祐里(高３) ｽｶﾞｲ ﾕﾘ 千葉 松尾高 14.26
6 1 602 藤井　明穂(高１) ﾌｼﾞｲ ｱｷﾎ 千葉 千葉商高 14.39
7 8 805 荒川　真紀(高２) ｱﾗｶﾜ ﾏｷ 千葉 犢橋高 14.54

3 351 轡田　のぞみ(高２) ｸﾂﾜﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 千葉 成田国際高 DNS

29組 風:+1.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 1873 須賀　歩実(高２) ｽｶﾞ ｱﾕﾐ 千葉 千葉北高 13.91
2 5 913 坂井　梨菜(高３) ｻｶｲ ﾘﾅ 千葉 船橋芝山高 14.08
3 7 1513 水口　可奈(高１) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶﾅ 千葉 松戸国際高 14.16
4 8 614 井上　千明(高２) ｲﾉｳｴ ﾁｱｷ 千葉 千葉南高 14.24
5 4 11 秋山　岬紀(高２) ｱｷﾔﾏ ﾐｻｷ 千葉 姉崎高 14.41
6 3 722 花澤　美沙 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾐｻ 千葉 磯辺高 14.70
7 1 1702 鶴田　真唯(高２) ﾂﾙﾀﾞ ﾏｲ 千葉 柏の葉高 14.88
8 2 345 大矢　菜月(高２) ｵｵﾔ ﾅﾂｷ 千葉 多古高 15.12

30組 風:+0.8
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 1981 藤森　朋美 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄﾓﾐ 千葉 志学館高 13.93
2 5 1185 黒川　正美(高２) ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾐ 千葉 東京学館浦安高 14.04
3 4 86 溝口　絵梨奈(高２) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｴﾘﾅ 千葉 木更津総合高 14.18
4 7 1839 山田　佳奈(高２) ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 千葉 柏日体高 14.23
5 6 1515 平沢　まどか(高２) ﾋﾗｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 千葉 松戸国際高 14.29
6 1 851 鈴木　裕加里(高２) ｽｽﾞｷ ﾕｶﾘ 千葉 渋谷幕張高 14.39
7 2 558 原田　愛理(高２) ﾊﾗﾀ ｴﾘ 千葉 実籾高 14.52
8 3 124 大和田　真希(高２) ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｷ 千葉 安房高 14.56
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31組 風:+1.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 598 金子　アンナ(高２) ｶﾈｺ ｱﾝﾅ 千葉 千葉商高 13.91
2 4 77 小笠原　綾美(高３) ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔﾐ 千葉 木更津総合高 13.92
3 1 1844 大久保　梓(高１) ｵｵｸﾎﾞ ｱｽﾞｻ 千葉 松戸国際高 14.11
4 3 864 木下　彩葉(高２) ｷﾉｼﾀ ｲﾛﾊ 千葉 昭和学院秀英高 14.35
5 2 148 塩田　雅(高２) ｼｵﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 千葉 大原高 14.44
6 5 1758 佐藤　そら(高１) ｻﾄｳ ｿﾗ 千葉 柏日体高 14.49
7 7 602 萩原　佑佳(高１) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｶ 千葉 聖徳大付女高 15.35
8 8 876 山岸　彩香(高１) ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾔｶ 千葉 柏日体高 16.27

32組 風:+0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 1150 杉浦　夕妃乃(高２) ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷﾉ 千葉 不二女高 13.87
2 5 816 水野　秀美(高２) ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞﾐ 千葉 市立千葉高 14.03
3 4 268 林　佳奈(高２) ﾊﾔｼ ｶﾅ 千葉 銚子高 14.50 *TL
3 2 596 一木　ゆかり(高２) ｲﾁｷ ﾕｶﾘ 千葉 千葉商高 14.50 *TL
5 3 156 岩瀬　美南海(高３) ｲﾜｾ ﾐﾅﾐ 千葉 大多喜高 14.70

1 1183 鈴木　佳依(高３) ｽｽﾞｷ ｶｴ 千葉 東京学館浦安高 DNS
7 1672 玉井　知穂(高３) ﾀﾏｲ ｼﾎ 千葉 柏南高 DNS
8 156 岩瀬　美南海(高３) ｲﾜｾ ﾐﾅﾐ 千葉 大多喜高 DNS

33組 風:+0.3
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1 1984 小倉　由衣 ｵｸﾞﾗ ﾕｲ 千葉 志学館高 14.23
2 8 857 幡　夏美(高１) ﾊﾀ ﾅﾂﾐ 千葉 昭和学院秀英高 14.45
3 6 396 京増　友里佳(高３) ｷｮｳｿｳ ﾕﾘｶ 千葉 富里高 14.49
4 7 1906 松田　由紀子(高２) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷｺ 千葉 千葉東高 14.70
5 2 727 阿部　早由理 ｱﾍﾞ ｻｳﾘ 千葉 磯辺高 14.75
6 5 849 前田　夏奈子(高１) ﾏｴﾀﾞ ｶﾅｺ 千葉 渋谷幕張高 15.15
7 3 882 鈴木　美羅(高１) ｽｽﾞｷ ﾐﾗ 千葉 東邦大東邦高 15.32

4 246 川口　彩乃(高３) ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 千葉 横芝敬愛高 DNS

34組 風:+1.4
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1 773 直江　遥(高２) ﾅｵｴ ﾊﾙｶ 千葉 柏井高 13.97
2 6 162 箱守　あずさ(高３) ﾊｺﾓﾘ ｱｽﾞｻ 千葉 大多喜高 14.36
3 7 1896 近藤　彩乃(高２) ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 千葉 船橋芝山高 14.45
4 4 337 柳原　杏菜(高２) ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｱﾝﾅ 千葉 佐原柏陽高 14.49
5 2 230 松岡　佑佳(高２) ﾏﾂｵｶ ﾕｶ 千葉 成東高 14.50
6 5 161 小倉　由妃(高３) ｵｸﾞﾗ ﾕｳｷ 千葉 大多喜高 14.53
7 3 88 大井　碧理(高２) ｵｵｲ ﾐﾄﾞﾘ 千葉 木更津総合高 14.57
8 8 70 中村　仁美(高３) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 千葉 木更津東高 14.91

35組 風:+2.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 771 中村　友香(高２) ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 千葉 柏井高 13.85
2 4 274 石井　仁美(高３) ｲｼｲ ﾋﾄﾐ 千葉 銚子高 14.26
3 1 573 鈴木　亜季(高１) ｽｽﾞｷ ｱｷ 千葉 東邦大東邦高 14.32
4 8 1575 大濱　菜月(高２) ｵｵﾊﾏ ﾅﾂｷ 千葉 聖徳大付女高 14.41
5 6 908 山鳥　風花(高１) ﾔﾏﾄﾞﾘ ﾌｳｶ 千葉 佐倉南高 14.58
6 3 270 梶　麻衣子(高３) ｶｼﾞ ﾏｲｺ 千葉 銚子高 14.64
7 2 635 安田　凪(高２) ﾔｽﾀﾞ ﾅｷﾞ 千葉 千城台高 14.69

7 499 櫻井　風花(高１) ｻｸﾗｲ ﾌｳｶ 千葉 八千代西高 DNS
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36組 風:+1.5
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 831 野本　真衣(高１) ﾉﾓﾄ ﾏｲ 千葉 成田国際高 14.26
2 2 350 宮田　茄奈(高３) ﾐﾔﾀ ｶﾅ 千葉 成田国際高 14.37
3 5 1724 水関　あさみ(高２) ﾐｽﾞｾｷ ｱｻﾐ 千葉 柏中央高 14.57
4 8 1714 田中　菜津恵(高３) ﾀﾅｶ ﾅﾂｴ 千葉 柏中央高 14.75
5 4 108 林　千晴(高２) ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ 千葉 君津商高 14.93
6 6 866 志村　葵(高１) ｼﾑﾗ ｱｵｲ 千葉 犢橋高 15.66
7 3 601 杉田　りお(高１) ｽｷﾞﾀ ﾘｵ 千葉 聖徳大付女高 15.68

1 865 佐久間　百佳(高１) ｻｸﾏ ﾓｶ 千葉 犢橋高 DNS

37組 風:+0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 1102 久保　ひかり(高３) ｸﾎﾞ ﾋｶﾘ 千葉 和洋国府台女高 14.21
2 3 865 斉藤　智美(高２) ｻｲﾄｳ ｻﾄﾐ 千葉 昭和学院秀英高 14.42
3 1 600 玉置　孔美(高１) ﾀﾏｷ ﾖｼﾐ 千葉 千葉商高 14.67
4 7 708 萩原　彩果(高２) ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾔｶ 千葉 千葉北高 14.68
5 8 434 酒井　穂波(高２) ｻｶｲ ﾎﾅﾐ 千葉 佐倉東高 14.72
6 5 353 小林　加奈(高３) ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 千葉 成田国際高 15.03
7 4 440 深山　麻衣(高２) ﾐﾔﾏ ﾏｲ 千葉 佐倉南高 15.30
8 2 581 堀川　真未(高２) ﾎﾘｶﾜ ﾏﾐ 千葉 東邦大東邦高 15.37

38組 風:+0.5
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 1103 佐久間　晶子(高３) ｻｸﾏ ｱｷｺ 千葉 和洋国府台女高 14.01
2 7 466 鈴木　真理子(高３) ｽｽﾞｷ ﾏﾘｺ 千葉 千葉敬愛高 14.44
3 6 1909 佐藤　萌香(高２) ｻﾄｳ ﾓｴｶ 千葉 土気高 14.56
4 5 835 関谷　唯(高３) ｾｷﾔ ﾕｲ 千葉 千葉経大附高 14.75
5 2 91 廣部　七海 ﾋﾛﾍﾞ ﾅﾅﾐ 千葉 志学館高 15.10
6 1 35 宮崎　まりえ(高１) ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾘｴ 千葉 市原中央高 15.40
7 8 638 金澤　美佳(高１) ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｶ 千葉 千城台高 15.43

3 866 七理　友美(高２) ｼﾁﾘ ﾄﾓﾐ 千葉 昭和学院秀英高 DNS

39組 風:+0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 856 金納　礼紗(高１) ｶﾝﾉｳ ｱﾔｻ 千葉 昭和学院秀英高 14.39
2 7 869 丸山　莉穂(高２) ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾎ 千葉 昭和学院秀英高 14.71
3 6 904 白川　ひなの(中３) ｼﾗｶﾜ ﾋﾅﾉ 千葉 秀明八千代高 14.76
4 5 570 幾良　友紀子(高２) ｲｸﾗ ﾕｷｺ 千葉 市立習志野高 14.86
5 2 34 越川　夏希(高１) ｺｼｶﾜ ﾅﾂｷ 千葉 市原中央高 15.30
6 3 141 小林　美優(高３) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 千葉 長狭高 15.32
7 8 834 北村　爽良(高３) ｷﾀﾑﾗ ｻﾗ 千葉 千葉経大附高 15.51

40組 風:+1.4
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 1959 今関　早也香(高２) ｲﾏｾﾞｷ ｻﾔｶ 千葉 佐倉東高 14.78
2 6 31 大河原　希(高２) ｵｵｶﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 千葉 市原中央高 14.83
3 2 462 高木　春佳(高３) ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 千葉 四街道高 15.01
4 4 1872 田原　萌 ﾀﾊﾗ ﾓｴ 千葉 磯辺高 15.15
5 5 1877 林　亜沙(高１) ﾊﾔｼ ｴﾅ 千葉 千城台高 15.20

3 1116 石崎　千斐蕗(高１) ｲｼｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 千葉 日出学園高 DNS
8 1924 坂主　真純(高２) ｻｶﾇｼ ﾏｽﾐ 千葉 和洋国府台女高 DNS
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41組 風:+1.2
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1 1957 渡辺　優子 佐倉高 14.49
2 5 1200 齋藤　愛(高２) ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 千葉 東京学館浦安高 14.65
3 8 464 相原　美華(高３) ｱｲﾊﾗ ﾐｶ 千葉 四街道北高 15.59
4 2 1924 岸本　美優(高２) ｷｼﾓﾄ ﾐﾕｳ 千葉 和洋国府台女高 15.59 *TK
5 6 1236 小田　彩香(高２) ｵﾀﾞ ｱﾔｶ 千葉 千葉経大附高 15.80

3 867 渡辺　瑠奈(高１) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾅ 千葉 犢橋高 DNS
4 1754 及川　萌子(高２) ｵｲｶﾜ ﾓｴｺ 千葉 二松学舎柏高 DNS
7 217 原　萌乃(高２) ﾊﾗ ﾓｴﾉ 千葉 千葉学芸高 DNS

42組 風:+0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 601 松浦　桃香(高１) ﾏﾂｳﾗ ﾓﾓｶ 千葉 千葉商高 14.50
2 8 1982 吉田　真美 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐ 千葉 志学館高 14.84
3 4 1949 小沢　佳純(高２) ｵｻﾞﾜ ｶｽﾐ 千葉 千葉敬愛高 15.04
4 2 1913 藤井　由貴(高２) ﾌｼﾞｲ ﾕｷ 千葉 千葉女高 15.05
5 3 218 梶　友里恵(高２) ｶｼﾞ ﾕﾘｴ 千葉 千葉学芸高 15.62
6 7 828 中村　のぞみ(大学) ﾅｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 千葉 日本大生産工 15.84

5 665 岩本　美咲(高２) ｲﾜﾓﾄ ﾐｻｷ 千葉 千葉女高 DNS

43組 風:+1.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 15 丸尾　亜美(高３) ﾏﾙｵ ｱﾐ 千葉 東海大望洋高 13.04
2 2 1137 山口　清香(高３) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾔｶ 千葉 昭和学院高 14.00
3 8 658 多田　雪奈(高３) ﾀﾀﾞ ﾕｷﾅ 千葉 千葉女高 14.21
4 4 1948 川口　美月(高２) ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾂｷ 千葉 千葉敬愛高 14.73
5 6 1958 原田　芳美(高２) ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾐ 千葉 四街道北高 16.63

3 554 森　安季子(高２) ﾓﾘ ｱｷｺ 千葉 津田沼高 DNS
5 1514 井手　菜美子(高２) ｲﾃﾞ ﾅﾐｺ 千葉 松戸国際高 DNS

44組 風:+1.1
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 25 村上　渚(高２) ﾑﾗｶﾐ ﾅｷﾞｻ 千葉 東海大望洋高 13.58
2 4 16 峯野　柚香(高３) ﾐﾈﾉ ﾕｽﾞｶ 千葉 東海大望洋高 14.04
3 5 980 筒井　楓(高２) ﾂﾂｲ ｶｴﾃﾞ 千葉 日大習志野高 14.06
4 7 661 立石　紀(高３) ﾀﾃｲｼ ﾉﾘ 千葉 千葉女高 14.29
5 3 992 中村　美里(高１) ﾅｶﾑﾗ ﾐｻﾄ 千葉 東海大望洋高 14.44
6 2 899 草間　希望(高１) ｸｻﾏ ﾉｿﾞﾐ 千葉 薬園台高 14.91
7 8 995 中村　亜梨沙(高２) ﾅｶﾑﾗ ｱﾘｻ 千葉 東京学館船橋高 15.36

45組 風:+0.6
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 71 天笠　佳奈(高１) ｱﾏｶﾞｻ ｶﾅ 千葉 木更津総合高 13.71
2 8 24 阿部　あずさ(高２) ｱﾍﾞ ｱｽﾞｻ 千葉 東海大望洋高 13.94
3 7 993 進藤　若菜(高１) ｼﾝﾄﾞｳ ﾜｶﾅ 千葉 東海大望洋高 13.98
4 4 74 金子　アニサ(高１) ｶﾈｺ ｱﾆｻ 千葉 木更津総合高 14.25
5 2 73 小磯　彩香(高１) ｺｲｿ ｱﾔｶ 千葉 木更津総合高 14.26
6 3 72 森田　風花(高１) ﾓﾘﾀ ﾌｳｶ 千葉 木更津総合高 15.16

5 994 右近　麗(高１) ｳｺﾝ ｳﾗﾗ 千葉 東海大望洋高 DNS
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