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カナ名 所属地
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾖ 千葉 11m81 11m72 × 11m81
1 11 612 吉田　文代 (一般) 成田空港 +3.2 +2.6 +3.2

ﾐﾈﾉ ﾕｽﾞｶ 千葉 10m42 10m45 10m39 10m45
2 22 16 峯野　柚香 (高３) 東海大望洋高 +2.1 +0.6 +0.8 +0.6

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌｳﾐ 千葉 10m22 10m17 10m17 10m22
3 19 1161 谷口　芙海 (高３) 東海大浦安高 +1.7 +2.3 +0.7 +1.7

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 千葉 9m84 9m76 10m05 10m05
4 9 353 小林　加奈 (高３) 成田国際高 +0.2 +4.1 +3.6 +3.6 *F1

ｵｵﾂｷ ﾕｲｶ 千葉 9m95 9m92 9m43 9m95
5 4 540 大月　唯加 (高２) 八千代松陰高 +1.2 +2.2 +0.1 +1.2

ｵｵｻﾜ ﾘﾅ 千葉 9m90 9m60 9m30 9m90
6 8 1951 大澤　里奈 (高１) 実籾高 +2.9 +0.5 +1.8 +2.9 *F2

ｺﾝ ﾕｳｶ 千葉 9m54 × 9m89 9m89
7 20 1543 今　友香 (高３) 市立松戸高 +0.2 +2.7 +2.7 *F1

ﾐﾔﾀ ｶﾅ 千葉 9m49 9m79 9m75 9m79
8 21 350 宮田　茄奈 (高３) 成田国際高 +1.2 +3.9 +2.2 +3.9 *F1

ｿｴｼﾞﾏ ﾕｳｶ 千葉 9m74 9m53 8m99 9m74
9 14 1544 副島　ゆうか (高３) 市立松戸高 +2.7 +4.2 +1.9 +2.7 *F3

ﾀｸﾞﾁ ｱﾔｶ 千葉 9m07 9m49 9m61 9m61
10 5 815 田口　絢夏 (高３) 市立千葉高 +3.2 +2.4 +0.4 +0.4

ｽｽﾞｷ ﾐｶ 千葉 9m24 × 9m57 9m57
11 1 8 鈴木　三香 (高３) 姉崎高 +4.0 +1.3 +1.3

ｲｼｹﾞ ｱｷ 千葉 × 9m46 × 9m46
12 17 271 石毛　愛妃 (高３) 銚子高 +4.0 +4.0

ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 千葉 9m04 8m92 9m34 9m34
13 7 1021 飯嶋　明香 (高２) 鎌ヶ谷高 +3.2 +1.0 +2.9 +2.9 *F2

ﾏﾂｳﾗ ﾓﾓｶ 千葉 8m88 9m27 8m93 9m27
14 13 601 松浦　桃香 (高１) 千葉商高 +0.8 +3.2 +1.2 +3.2 *F3

ｵｵﾉ ﾁﾋﾛ 千葉 9m06 9m07 9m01 9m07
15 2 829 大野　千尋 (高２) 市立稲毛高 +2.2 +1.4 +1.6 +1.4

ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｺ 千葉 8m90 8m98 8m86 8m98
16 16 532 小川　桃子 (高２) 八千代松陰高 +2.3 +1.4 +2.6 +1.4

ﾄﾐｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 千葉 × × 8m85 8m85
17 10 340 富澤　広実 (高３) 多古高 +3.0 +3.0

ﾐｽﾞｾｷ ｱｻﾐ 千葉 8m80 8m84 × 8m84
18 15 1724 水関　あさみ (高２) 柏中央高 +4.2 +2.1 +2.1

ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ 千葉 8m76 8m28 8m59 8m76
19 6 997 小林　澄玲 (高２) 東京学館船橋高 +3.6 +0.6 +0.4 +3.6 *F3

ﾊﾔｼ ｴﾅ 千葉 × 8m42 8m57 8m57
20 3 1877 林　亜沙 (高１) 千城台高 +2.0 +2.4 +2.4 *F2

ﾈｷﾞｼ ﾅｵ 千葉
12 1699 根岸　奈央 (高２) 柏陵高 DNS

ﾌｸﾄﾐ ｱｷｺ 千葉
18 1136 福富　暉子 (高３) 昭和学院高 DNS
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