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所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶｻﾞﾏｷ ﾅﾅﾐ 千葉 11m45 11m82 11m51 11m82
1 19 1379 風巻　七海(3) 柏中央高 +1.9 +1.9 +1.3 +1.9

ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ 千葉 × 11m79 11m77 11m79
2 5 317 岡田　有華(91) 千葉大 +1.4 +1.5 +1.4

ｽｽﾞｶﾜ ﾏｺ 千葉 10m25 × 10m74 10m74
3 4 1149 鈴川　真子(3) 小金高 +1.6 +4.3 +4.3

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 千葉 10m31 10m20 10m35 10m35
4 6 330 小林　加奈(3) 成田国際高 +1.1 +3.0 +2.8 +2.8

ﾀﾃｵｶ ﾒｸﾞﾐ 千葉 × × 10m26 10m26
5 21 318 立岡　恵(2) 佐原白楊高 +4.9 +4.9

ｵｵｻﾜ ﾘﾅ 千葉 9m99 × 9m74 9m99
6 8 525 大澤　里奈(3) 実籾高 +2.4 +1.5 +2.4

ｻｶﾀ ﾊﾙｶ 千葉 9m98 × × 9m98
7 18 651 坂田　晴香(2) 千葉東高 +1.0 +1.0

ﾀｸﾎﾞ ｲｸﾐ 千葉 9m95 × 9m73 9m95
8 16 336 田久保　郁美(3) 成田北高 +2.5 +0.4 +2.5

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｺ 千葉 9m65 9m81 9m78 9m81
9 3 334 松本　綾子(2) 成田国際高 +3.4 +0.7 +4.5 +0.7

ｵｵﾂｷ ﾕｲｶ 千葉 × 9m68 9m76 9m76
10 12 499 大月　唯加(3) 八千代松陰高 +2.2 +2.5 +2.5

ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ 千葉 9m38 9m35 9m76 9m76
11 2 938 小林　澄玲(3) 東京学館船橋高 +1.9 +0.2 +3.6 +3.6

ｵｵﾉ ﾁﾋﾛ 千葉 9m56 9m23 × 9m56
12 22 752 大野　千尋(3) 市立稲毛高 +2.4 +3.4 +2.4

ｶﾈｺ ｱﾆｻ 千葉 9m46 9m37 9m48 9m48
13 1 86 金子　アニサ(2) 木更津総合高 +0.7 +1.5 +3.7 +3.7

ﾈｷﾞｼ ﾅｵ 千葉 9m28 9m39 ／ 9m39
14 13 1348 根岸　奈央(3) 柏陵高 +2.3 +1.0 +1.0

ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｺ 千葉 × × ×
7 498 小川　桃子(3) 八千代松陰高 NM

ﾀﾊﾞﾀ ｻｴｺ 千葉 × × ×
10 724 田畑　紗恵子(3) 千葉西高 NM

ﾀﾊﾗ ﾓﾕ 千葉 × × ×
15 681 田原　萌(3) 磯辺高 NM

ﾀﾔ ﾜｶﾅ 千葉 × × ×
20 1735 田谷　若菜(2) 柏中央高 NM

ﾊﾔｼ ｴﾅ 千葉
9 607 林　亜沙(3) 千城台高 DNS

ｽｷﾞﾔﾏ ﾚﾐ 千葉
11 725 杉山　玲未(3) 千葉西高 DNS

ｳｻﾐ ﾏｵ 千葉
14 1324 宇佐見　真央(3) 柏南高 DNS

ｸﾎﾞｷ ｶｽﾐ 千葉
17 317 久保木　かすみ(2) 佐原白楊高 DNS
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