
女子800m

県記録(CR)              2:07.33   杉村　奈美(千葉・市立船橋高)          1990.06.24

タイムレース 21組

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

1 1 26 片山　真由美 (高２) ｶﾀﾔﾏ ﾏﾕﾐ 千葉 東海大望洋高 2:22.32
2 8 21 真板　希衣 (高３) ﾏｲﾀ ｷｴ 千葉 東海大望洋高 2:22.87
3 4 974 岡本　悠里 (高２) ｵｶﾓﾄ ﾕﾘ 千葉 市立船橋高 2:23.57
4 5 744 樋口　萌々花 (高３) ﾋｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 千葉 幕張総合高 2:24.02
5 7 315 赤沢　美月 (高１) ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 千葉 佐原高 2:36.97
6 3 768 藤谷　祥子 (高３) ﾌｼﾞﾀﾆ ｼｮｳｺ 千葉 柏井高 2:43.35

2 373 阿部　彩香 (高３) ｱﾍﾞ ｻﾔｶ 千葉 成田高 DNS
6 365 上田　未奈 (高１) ｳｴﾀﾞ ﾐﾅ 千葉 成田高 DNS

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

1 2 459 天神林　舞子 (高２) ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾏｲｺ 千葉 千葉黎明高 2:21.46
2 5 234 疋田　恵里 (高２) ﾋｷﾀ ｴﾘ 千葉 成東高 2:25.68
3 3 1015 清田　麻莉 (高３) ｷﾖﾀ ﾏﾘ 千葉 鎌ヶ谷高 2:26.17
4 7 938 杉　ひかり (高１) ｽｷﾞ ﾋｶﾘ 千葉 市立船橋高 2:26.63
5 8 27 塚本　美穂 (高２) ﾂｶﾓﾄ ﾐﾎ 千葉 東海大望洋高 2:26.74
6 4 761 藤　明香 (高２) ﾌｼﾞ ｱｷｶ 千葉 幕張総合高 2:27.33
7 6 942 那須　麻美 (高１) ﾅｽ ｱｻﾐ 千葉 市立船橋高 2:29.25
8 1 20 麻生　侑希 (高３) ｱｿｳ ﾕｳｷ 千葉 東海大望洋高 2:29.29

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

1 3 1835 安田　有佑 (高２) ﾔｽﾀﾞ ｱﾕ 千葉 柏南高 2:30.19
古 麻美 (高 ) 千葉 茂 高

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司

4月14日 11:30 タイムレース

2 2 187 古谷　麻美子 (高３) ﾌﾙﾔ ﾏﾐｺ 千葉 茂原高 2:34.01
3 4 422 泉水　麻都菜 (高２) ｾﾝｽｲ ﾏﾂﾅ 千葉 東京学館高 2:34.53
4 6 531 大森　瑶乃 (高２) ｵｵﾓﾘ ﾀﾏﾉ 千葉 八千代松陰高 2:34.94
5 1 1098 山﨑　安寿 (高２) ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾝｼﾞｭ 千葉 市川高 2:39.38
6 8 940 長澤　彩夏 (高１) ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾔｶ 千葉 市立船橋高 2:58.61

5 1097 藤丸　佑紀 (高２) ﾌｼﾞﾏﾙ ﾕｷ 千葉 市川高 DNS
7 971 田村　美奈子 (高２) ﾀﾑﾗ ﾐﾅｺ 千葉 市立船橋高 DNS

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

1 6 188 古山　亜美 (高３) ﾌﾙﾔﾏ ｱﾐ 千葉 茂原高 2:30.58
2 4 956 西村　真由 (高１) ﾆｼﾑﾗ ﾏﾕ 千葉 市立松戸高 2:31.63
3 7 1031 尾上　千更子 (高３) ｵﾉｴ ﾁｻｺ 千葉 鎌ヶ谷西高 2:33.14
4 2 1903 山崎　薫 (高２) ﾔﾏｻﾞｷ ｶｵﾙ 千葉 千葉東高 2:36.24
5 1 810 長谷川　夕馨 (高３) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｶ 千葉 市立千葉高 2:45.21
6 8 692 保坂　祐衣 (高３) ﾎｻｶ ﾕｲ 千葉 検見川高 2:45.85

3 483 川島　楓 (高２) ｶﾜｼﾏ ｶｴﾃﾞ 千葉 八千代高 DNS
5 961 庭野　真奈美 (高３) ﾆﾜﾉ ﾏﾅﾐ 千葉 市立船橋高 DNS

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

1 2 569 堀内　香奈 (高３) ﾎﾘｳﾁ ｶﾅ 千葉 市立習志野高 2:33.00
2 5 1678 麻川　優華 (高２) ｱｻｶﾜ ﾕｶ 千葉 柏南高 2:33.99
3 4 1853 関島　菜々子 (高２) ｾｷｼﾞﾏ ﾅﾅｺ 千葉 柏南高 2:34.73
4 6 302 安藤　暖香 (高２) ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 千葉 市立銚子高 2:36.70
5 8 1905 今村　桜子 (高２) ｲﾏﾑﾗ ｻｸﾗｺ 千葉 千葉東高 2:37.23
6 7 324 福川　千紘 (高３) ﾌｸｶﾜ ﾁﾋﾛ 千葉 佐原高 2:42.65

1 1680 東　桃子 (高２) ｱｽﾞﾏ ﾓﾓｺ 千葉 柏南高 DNS
3 1832 高橋　瑞穂 (高２) ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞﾎ 千葉 柏南高 DNS
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6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 4 180 武田　真実 (高２) ﾀｹﾀﾞ ﾏﾐ 千葉 長生高 2:33.24
2 7 181 武田　祐実 (高２) ﾀｹﾀﾞ ﾕﾐ 千葉 長生高 2:35.04
3 3 265 近藤　絢香 (高２) ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 千葉 匝瑳高 2:35.77
4 6 1673 黒川　紗姫 (高３) ｸﾛｶﾜ ｻｷ 千葉 柏南高 2:37.33
5 8 223 飯沼　里紗 (高３) ｲｲﾇﾏ ﾘｻ 千葉 成東高 2:43.02
6 5 147 並木　千夏 (高１) ﾅﾐｷ ﾁﾅﾂ 千葉 大原高 2:49.48
7 1 409 斉藤　桃子 千葉 印旛明誠高 2:50.39

2 1148 武舎　遥香 (高３) ﾑｼｬ ﾊﾙｶ 千葉 不二女高 DNS

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

1 1 172 宮竹　真菜 (高３) ﾐﾔﾀｹ ﾏﾅ 千葉 長生高 2:37.58
2 6 266 宍倉　彩香 (高２) ｼｼｸﾗ ｱﾔｶ 千葉 匝瑳高 2:39.41
3 4 560 鴨下　綾乃 (高２) ｶﾓｼﾀ ｱﾔﾉ 千葉 実籾高 2:43.44
4 5 847 齋藤　恵実 (高１) ｻｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 千葉 渋谷幕張高 2:44.40
5 2 261 渡邉　真理子 (高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｺ 千葉 匝瑳高 2:44.52
6 7 23 細野　茜草 (高３) ﾎｿﾉ ｱｶﾈ 千葉 東海大望洋高 2:53.22
7 8 781 星岡　有紀 (高３) ﾎｼｵｶ ﾕｷ 千葉 千葉西高 2:53.52

3 804 中込　彩菜 (高２) ﾅｶｺﾞﾐ ｱﾔﾅ 千葉 犢橋高 DNS

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

1 5 215 玉井　美由紀 (高１) ﾀﾏｲ ﾐﾕｷ 千葉 東金商高 2:28.30
2 2 1177 吉岡　栄子 (高３) ﾖｼｵｶ ｴｲｺ 千葉 東海大浦安高 2:28.74
3 6 178 馬場　実里 (高２) ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾉﾘ 千葉 長生高 2:36.57
4 1 1713 佐藤　莉歩 (高３) ｻﾄｳ ﾘﾎ 千葉 柏中央高 2:42.50
5 3 1691 加藤　未来 (高３) ｶﾄｳ ﾐｸ 千葉 柏陵高 2:43.15
6 7 214 廣田 梨奈 (高１) ﾋ ﾀ ﾘﾅ 千葉 東金商高 2:45 886 7 214 廣田　梨奈 (高１) ﾋﾛﾀ ﾘﾅ 千葉 東金商高 2:45.88
7 8 498 小澤　実乃莉 (高２) ｺｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 千葉 八千代西高 3:00.00

4 1047 藤澤　舞雪美 (高２) ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾕﾐ 千葉 国府台高 DNS

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

1 3 997 海野　果歩 (中３) ｳﾐﾉ ｶﾎ 千葉 船橋東高 2:32.36
2 1 527 伊井　梨可子 (高２) ｲｲ ﾘｶｺ 千葉 八千代松陰高 2:38.41
3 7 525 森　千里 (高２) ﾓﾘ ﾁｻﾄ 千葉 八千代松陰高 2:39.26
4 6 652 渡邊　未悠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｳ 千葉 桜林高 2:41.70
5 5 1511 長谷川　理紗 (高３) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｻ 千葉 小金高 2:41.95
6 4 68 齊藤　史織 (高３) ｻｲﾄｳ ｼｵﾘ 千葉 木更津東高 2:43.69

2 121 安田　萌乃 (高２) ﾔｽﾀﾞ ﾓｴﾉ 千葉 安房高 DNS
8 1046 木村　美姫 (高２) ｷﾑﾗ ﾐｷ 千葉 国府台高 DNS

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

1 7 726 澤村　晴香 ｻﾜﾑﾗ ﾊﾙｶ 千葉 磯辺高 2:39.55
2 4 1056 加藤　汐莉 (高３) ｶﾄｳ ｼｵﾘ 千葉 国分高 2:40.37
3 5 1179 根本　麻央 (高２) ﾈﾓﾄ ﾏｵ 千葉 東海大浦安高 2:42.71
4 6 662 有光　奏枝 (高３) ｱﾘﾐﾂ ｶﾅｴ 千葉 千葉女高 2:42.97
5 3 591 米川　なつみ (高２) ﾖﾈｶﾜ ﾅﾂﾐ 千葉 千葉高 2:43.13
6 8 1111 川口　藍 (高３) ｶﾜｸﾞﾁ ｱｲ 千葉 千葉商大付高 2:45.81
7 1 258 古田土　奈子 (高３) ｺﾀﾄ ﾅｺ 千葉 匝瑳高 2:46.16

2 230 松岡　佑佳 (高２) ﾏﾂｵｶ ﾕｶ 千葉 成東高 DNS
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11組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 2 6 脇園　那奈 (高３) ﾜｷｿﾞﾉ ﾅﾅ 千葉 姉崎高 2:40.20
2 3 267 林　千尋 (高２) ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 千葉 匝瑳高 2:40.40
3 6 1109 田島　安那 (高２) ﾀｼﾞﾏ ｱﾝﾅ 千葉 千葉商大付高 2:41.03
4 4 985 飯塚　千波 (高１) ｲｲﾂﾞｶ ﾁﾅﾐ 千葉 日大習志野高 2:41.58
5 7 232 富山　眸美 (高２) ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ 千葉 成東高 2:42.75
6 5 1062 野田　佳織 (高２) ﾉﾀﾞ ｶｵﾘ 千葉 国分高 2:51.49

1 1881 藤井　可奈子 (高３) ﾌｼﾞｲ ｶﾅｺ 千葉 幕張総合高 DNS
8 574 尾身　桃子 (高１) ｵﾐ ﾓﾓｺ 千葉 東邦大東邦高 DNS

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

1 8 272 平野　栞 (高３) ﾋﾗﾉ ｼｵﾘ 千葉 銚子高 2:35.29
2 5 609 加藤　晃子 (高３) ｶﾄｳ ｱｷｺ 千葉 千葉南高 2:35.56
3 3 1904 伊藤　広恵 (高２) ｲﾄｳ ﾋﾛｴ 千葉 千葉東高 2:36.90
4 7 521 青木　ひかる (高２) ｱｵｷ ﾋｶﾙ 千葉 八千代松陰高 2:41.00
5 4 823 吉川　ひより (高３) ﾖｼｶﾜ ﾋﾖﾘ 千葉 市立稲毛高 2:42.58
6 2 61 吉武　はるか (高３) ﾖｼﾀｹ ﾊﾙｶ 千葉 木更津東高 2:44.12
7 6 12 勝呂　萌恵 (高２) ｽｸﾞﾛ ﾓｴ 千葉 姉崎高 2:44.49
8 1 81 岡本　真由佳 (高３) ｵｶﾓﾄ ﾏﾕｶ 千葉 木更津総合高 2:49.22

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

1 1 578 森屋　薫 (高３) ﾓﾘﾔ ｶｵﾙ 千葉 東邦大東邦高 2:40.47
2 3 572 竹内　まりあ (高２) ﾀｹｳﾁ ﾏﾘｱ 千葉 市立習志野高 2:41.36
3 8 87 太田　優 (高２) ｵｵﾀ ﾕｳ 千葉 木更津総合高 2:43.49
4 5 636 神田　美南海 (高２) ｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾐ 千葉 千城台高 2:43.51
5 4 1923 原戸　衿子 (高２) ﾊﾗﾄ ｴﾘｺ 千葉 和洋国府台女高 2:45.81
6 6 1110 小室 祐季 (高２) ﾑ ｷ 千葉 千葉商大付高 2:48 436 6 1110 小室　祐季 (高２) ｺﾑﾛ ﾕｷ 千葉 千葉商大付高 2:48.43
7 7 1035 関根　彩乃 (高２) ｾｷﾈ ｱﾔﾉ 千葉 鎌ヶ谷西高 2:54.20
8 2 576 小林　郁美 (高１) ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 千葉 東邦大東邦高 3:07.37

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

1 3 1915 山本　鈴夏 (高２) ﾔﾏﾓﾄ ｽｽﾞﾅ 千葉 千葉女高 2:40.17
2 8 1095 星野　沙耶 (高２) ﾎｼﾉ ｻﾔ 千葉 市川高 2:45.26
3 4 904 白川　ひなの (中３) ｼﾗｶﾜ ﾋﾅﾉ 千葉 秀明八千代高 2:46.90
4 6 637 宮寺　実果 (高１) ﾐﾔﾃﾞﾗ ﾐｶ 千葉 千城台高 2:47.20
5 2 561 秋山　友香 (高１) ｱｷﾔﾏ ﾕｶ 千葉 実籾高 2:49.56
6 7 999 杉本　遥 (高２) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 千葉 船橋古和釜高 2:51.55

5 1096 工藤　有紗 (高２) ｸﾄﾞｳ ｱﾘｻ 千葉 市川高 DNS

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

1 8 90 國廣　美乃 ｸﾆﾋﾛ ﾖｼﾉ 千葉 志学館高 2:43.76
2 2 995 佐久間　優妃 (高１) ｻｸﾏ ﾕｳﾋ 千葉 東海大望洋高 2:48.90
3 7 523 後藤　成美 (高２) ｺﾞﾄｳ ﾅﾙﾐ 千葉 八千代松陰高 2:50.23
4 3 1891 冨吉　祐衣 (高１) ﾄﾐﾖｼ ﾕｲ 千葉 船橋東高 2:51.00
5 4 1980 原田　陽美 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾅﾐ 千葉 志学館高 3:05.46
6 6 500 小川　千絵美 (高１) ｵｶﾞﾜ ﾁｴﾐ 千葉 八千代西高 3:22.32

5 336 村　遥佳 (高３) ﾑﾗ ﾊﾙｶ 千葉 佐原柏陽高 DNS

2012/4/23 12:00凡例  DNS:欠場



女子800m

県記録(CR)              2:07.33   杉村　奈美(千葉・市立船橋高)          1990.06.24

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司

4月14日 11:30 タイムレース

16組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 8 887 白井　佑奈 (高２) ｼﾗｲ ﾕｳﾅ 千葉 薬園台高 2:39.31
2 5 582 稲垣　果那 (高２) ｲﾅｶﾞｷ ｶﾅ 千葉 東邦大東邦高 2:40.61
3 4 1510 八巻　まり菜 (高３) ﾔﾏｷ ﾏﾘﾅ 千葉 小金高 2:41.31
4 2 1914 山本　夕夏 (高２) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 千葉 千葉女高 2:45.60
5 6 590 乾　優美 (高２) ｲﾇｲ ﾕﾐ 千葉 千葉高 3:07.86
6 3 1925 渡邊　夏帆 (高１) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾎ 千葉 和洋国府台女高 3:15.63

7 997 川浪　史子 (高２) ｶﾜﾅﾐ ﾌﾐｺ 千葉 館山総合高 DNS

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

1 7 444 鎌田　安泉 (高３) ｶﾏﾀ ｱｽﾞﾐ 千葉 八街高 2:45.13
2 2 436 安藤　光希 (高２) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 千葉 佐倉南高 2:52.96
3 8 694 高橋　若奈 (高３) ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ 千葉 検見川高 2:53.20
4 3 1944 高橋　英里子 (高２) ﾀｶﾊｼ ｴﾘｺ 千葉 佐原柏陽高 2:54.16
5 5 870 脛永　舞花 (高１) ﾊｷﾞﾅｶﾞ ﾏｲｶ 千葉 和洋国府台女高 3:09.29

4 895 谷　佳奈恵 (高１) ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾅｴ 千葉 薬園台高 DNS
6 127 平田　望 (高３) ﾋﾗﾀ ﾉｿﾞﾐ 千葉 館山総合高 DNS

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

1 3 524 三浦　ひめか (高２) ﾐｳﾗ ﾋﾒｶ 千葉 八千代松陰高 2:43.81
2 6 522 亀田　梨加 (高２) ｶﾒﾀﾞ ﾘｶ 千葉 八千代松陰高 2:50.27
3 8 996 小関　芽生 (高１) ｺｾｷ ﾒｲ 千葉 東海大望洋高 2:52.92
4 4 1113 堀口　柚花 (高３) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｽﾞｶ 千葉 千葉商大付高 2:53.46
5 5 1983 今関　朋奈 ｲﾏｾﾞｷ ﾄﾓﾅ 千葉 志学館高 2:53.71
6 2 858 千葉　舞花 (高３) ﾁﾊﾞ ﾏｲｶ 千葉 昭和学院秀英高 2:59.10

7 511 宮崎　香菜 (高３) ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾅ 千葉 八千代松陰高 DNS

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

1 5 1112 石塚　玲奈 (高３) ｲｼﾂﾞｶ ﾚﾅ 千葉 千葉商大付高 2:52.51
2 7 703 鈴木　遥奈 (高３) ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 千葉 千葉北高 2:55.85
3 4 157 久我　真祐加 (高３) ｸｶﾞ ﾏﾕｶ 千葉 大多喜高 3:01.70
4 6 107 川崎　友香 (高２) ｶﾜｻｷ ﾕｶ 千葉 東金高 3:10.14
5 3 1036 北島　葉月 (高２) ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾂﾞｷ 千葉 鎌ヶ谷西高 3:47.15

2 1106 軽部　舞桜 (高３) ｶﾙﾍﾞ ﾏﾎ 千葉 和洋国府台女高 DNS
8 1856 細井　京香 (高２) ﾎｿｲ ｷｮｳｶ 千葉 松戸国際高 DNS

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

1 4 1876 人見　瑞穂 (高２) ﾋﾄﾐ ﾐｽﾞﾎ 千葉 国府台高 2:55.62
2 7 142 山田　真紀子 (高３) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷｺ 千葉 長狭高 2:57.15
3 5 1895 橋本　捺美 (高２) ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂﾐ 千葉 千葉南高 2:58.84
4 3 437 櫻井　万悠 (高２) ｻｸﾗｲ ﾏﾕ 千葉 佐倉南高 3:18.84
5 2 470 廣田　若奈 (高３) ﾋﾛﾀ ﾜｶﾅ 千葉 愛国四街道高 3:28.16

6 1198 間　美希穂 (高３) ﾊｻﾞﾏ ﾐｷﾎ 千葉 市川南高 DNS
8 1114 神埼　舞 (高３) ｶﾝｻﾞｷ ﾏｲ 千葉 千葉商大付高 DNS

21組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 3 1845 浦木　絵万 (高１) ｳﾗｷ ｴﾏ 千葉 松戸国際高 2:44.95
2 4 59 佐久間　愛美 (高２) ｻｸﾏ ｱｲﾐ 千葉 木更津高 2:49.39
3 2 917 園部　結佳利 (高２) ｿﾉﾍﾞ ﾕｶﾘ 千葉 敬愛学園高 2:59.24
4 6 1857 河合　聡美 (高１) ｶﾜｲ ｻﾄﾐ 千葉 松戸国際高 3:08.45
5 7 1953 杉村　晶 (高２) ｽｷﾞﾑﾗ ﾋｶﾙ 千葉 千葉英和高 3:13.44
6 5 851 佐藤　優里 (高１) ｻﾄｳ ﾕﾘ 千葉 渋谷幕張高 3:31.74

8 1506 緒形　亜弥 (高３) ｵｶﾞﾀ ｱﾔ 千葉 小金高 DNS
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