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清和大(千葉) 木総合高
8   岡田 彩香 8  小笠原 綾美

8   屋上 伊歩

日体大（静岡） 新日鉄君津（千葉） 日体大（埼玉） トーエル（埼玉） 日体大（栃木） 木総合高 日体大（埼玉） 木総合高
一般女子棒高跳

　青島 綾子 住石 智子 大熊 薫 今野 美穂 生井 ちま 蕪野 亜紀 梁井 早希
東海大望洋高 東葛飾高 柏日体高

柏日体高

一般女子砲丸投 右近 麗 泉 文香 持田 深南

香取 優花 山崎 真帆 立澤 美樹

佐原高　 日体大（神奈川） 日体大（東京） 国武大(千葉) 市立松戸高 東京学館高 成田高
一般女子走幅跳 大竹 彩音 松山 晴香 大塚 麻衣　 若菜 敏子 今 友香

江口 紗月

東京学館高 市立柏高 東京学館高 順大(千葉) 東京学館高 市立柏高 姉崎高 八千代松陰高

古木 琴音 阿部 彩香

一般女子走高跳 多田 理紗 中村 萌々 北崎 絵利菜 本村 明夏 手嶋 晴美（５位） 吉野 実久（５位） 淺野 まどか
山野井 香織 明石 優理 遠藤 美沙絵 勝矢 慧 村上 渚 吉田 菜摘

高岸 彩子 中島 美咲

牧野 百恵 佐藤 里佳 小野 あかね 鬼塚 咲伎 中村 美里 長崎 麻衣子 庄司 彩音  安川 帆乃香

小門 珠美 香取 優花 秋山 千星 髙島 里奈子 進藤 若菜 井上 珠希

八千代松陰高 成田高Ｃ

田久保 志穂 伊藤 奈々 今 友香 森下 実里 阿部 あずさ 田中 舞 蜂谷 ゆりな 清水 さくら

東海大望洋高 東海大望洋高 東葛飾高

一般女子４×１００ｍＲ

市立船橋高Ａ 東京学館高Ａ 市立松戸高Ａ 成田高Ａ 東海大望洋高 東葛飾高

一般女子３０００ｍ
東海大望洋高 東葛飾高 東葛飾高 東海大望洋高 聖徳大(千葉)

井上 美佳 

成田高 国武大(千葉) 市立松戸高 市立柏高 東京学館高 東京学館高 市立松戸高 大多喜高

市立船橋高 八千代松陰高

一般女子４００ｍ 阿部 彩香 福山 春菜 遠藤 美沙絵 関 麻美 井上 かす美 佐藤 里佳 西村 真由 
敬愛学園高 市立船橋高 横芝敬愛高 東京学館高 柏日体高 市立船橋高

市立船橋高

一般女子１００ｍＨ 福田 真理菜 山形 今日子 奥崎 咲希 田中 玲奈 工藤 莉可子 山野井 香織 飯田 舞波 尾﨑 類 

村上 渚 天笠 佳奈 田久保 志穂 

市立船橋高 千葉商大(千葉) 市立船橋高 安房高 東葛飾高 東海大望洋高 木総合高
一般女子１００ｍ 牧野 百恵 鈴木 麻衣 小門 珠美 笹子 真衣 井上 珠希 

君津中

中学女子砲丸投 今井 満里子 相川 遥香

ちはら台南中 有吉中

小川 千夏 作村 早紀 前田 真帆

五井中 有吉中 有吉中 ちはら台南中 五井中 君津中 辰巳台中
中学女子走幅跳 大内 真琴 石舘 春 伊原 愛美 吉田 奏子 渋谷 麻友

ちはら台南中 ちはら台南中 辰巳台中 有吉中

伊原 愛美

中学女子走高跳 平手 美奈 笠原 安純 近藤 想 平岡 瑛里花
長瀬 紗也花 長尾 七海 鮎川 静菜 宮田 愛子 中西 藍里 羽田 夏穂

山之内 舞

矢野 亜香音 石舘 春 牧野 知佳 小川 千夏 乗松 夏葉 塚田 七海 大塚 彩香弥

大内 真琴 遠藤 菜那 下瀬 友里子 小倉 歌実梨 地引 綾奈 佐藤 あやめ

地引 恵梨香 成田 花奈 小磯 美佳 前田 真帆 佐藤 楓 原田 ひかり 相川 遥香

有吉中 有吉中

中学女子４×１００ｍＲ

五井中Ａ 有吉中Ｂ 君津中Ａ 君津中Ｂ 五井中Ｂ 辰巳台中 有吉中Ａ

増穂中 五井中 君津中 五井中 辰巳台中 五井中

ちはら台南中

中学女子８００ｍ 齋藤 佑以加 宗條 未来 牧野 知佳 佐久間 遥妃 上村 友実 冨澤 優果 伊東 桃花 三橋 結衣 

矢野 亜香音 地引 恵梨香 東出 夏季 
ちはら台南中 ちはら台南中 五井中 習志野一中 ちはら台南中 五井中 五井中

中学女子１００ｍ 富濱 みよこ 萩原 真彩 長瀬 紗也花 桐谷 のぞ美 塚本 梨乃 
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