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日付 種目

前田 夏輝(02)(3) 10.70(0.0) 神戸 鴻朗希(99)(3) 10.84(0.0) 安井 龍(04)(1) 11.19(-0.5) 峰 茂翔(04)(1) 11.22(0.0) 佐藤 鈴音(04)(2) 11.23(0.0) 周防 泰地(04)(2) 11.29(0.0) 大橋 貫太(04)(1) 11.32(-0.3) 宮山 翔(90) 11.34(0.0)

千　葉・松戸六実高 千　葉・中央大学 千　葉・柏中央高 千　葉・柏南高 千　葉・松戸六実高 千　葉・小金高 千　葉・柏中央高 千　葉・KTC

木村 尊(99)(3) 50.10 岸 哉汰(04)(1) 50.47 佐野 澄(03)(2) 50.68 下江 謙二朗(01)(1) 50.77 吉浦 竜輝(03)(2) 50.97 宮崎 駿(03)(2) 51.30 平野 匠(04)(2) 51.86 風間 翔太(04)(1) 51.93

千　葉・立大 千　葉・柏高 千　葉・松戸国際高 千　葉・上智大 千　葉・柏南高 千　葉・流山南高 千　葉・松戸六実高 千　葉・松戸六実高

近藤 大輝(03)(2) 15.82(-0.2) 吉村 統哉(04)(1) 16.38(+0.4) 大木 勇人(98)(4) 16.55(-0.2) 加藤 輝哉(04)(1) 16.68(-0.9) 竹崎 雅人(03)(2) 16.72(-0.9) 大脇 拓也(03)(2) 16.76(-0.2) 浅岡 勇(04)(1) 16.83(-0.2) 葛原 佑太(99) 16.98(-0.2)

千　葉・流山南高 千　葉・柏中央高 千　葉・上智大 千　葉・柏南高 千　葉・小金高 千　葉・柏高 千　葉・松戸国際高 千　葉・千葉陸協

千葉 京香(03)(2) 12.76(+0.1) 白井 夏鈴(03)(2) 12.85(+0.1) 太田 鈴音(03)(2) 12.87(+0.1) 竹下 夏美(03)(2) 12.88(+0.1) 菅原 萌(04)(1) 12.96(+0.1) 小松 優里(03)(2) 13.12(+0.4) 石坂 向日葵(03)(2) 13.41(+0.1) 井川 実怜(03)(2) 13.45(+0.4)

千　葉・松戸国際高 千　葉・我孫子高 千　葉・市立松戸高 千　葉・市立松戸高 千　葉・我孫子高 千　葉・松戸国際高 千　葉・柏陵高 千　葉・流山南高

徳久 弥笑(04)(2) 58.76 加瀬 美妃(03)(2) 59.90 髙橋 久美(04)(1) 1:00.18 有銘 瑞稀(04)(1) 1:00.41 麻川 雪乃(03)(2) 1:01.03 塩谷 咲希(04)(2) 1:01.16 永山 知実(04)(1) 1:01.70 安齋 美柚(03)(2) 1:01.75

千　葉・市立松戸高 千　葉・市立松戸高 千　葉・船橋法典高 千　葉・市立松戸高 千　葉・市立松戸高 千　葉・柏南高 千　葉・市立松戸高 千　葉・我孫子高

大橋 優美子(84) 15.05(-1.0) 志賀 千織(00)(3) 15.20(-1.0) 川島 望(04)(1) 15.44(-1.0) 山中 美咲(03)(2) 16.68(-1.0) 坂野 光(03)(2) 17.70(-0.1) 福本 愛華(04)(2) 18.97(-0.1) 満留 乙葉(03)(2) 19.03(-0.1) 加藤 里菜(05)(1) 19.69(-0.1)

千　葉・千葉商大教員 千　葉・共栄大 千　葉・柏中央高 千　葉・流山南高 千　葉・小金高 千　葉・二松学舎柏高 千　葉・柏陵高 千　葉・流経大付柏高

對馬 玲(06)(2) 11.29(+0.5) 長潟 航(06)(2) 11.73(+0.5) 深澤 颯音(06)(2) 11.74(+0.5) 戸田 耕輝(06)(2) 11.75(+0.5) 月野 天夢(06)(2) 11.77(+0.5) 山﨑 遥仁(06)(2) 11.84(+1.2) 玉木 勇樹(07)(1) 11.91(+0.7) 澤田 ルカ(06)(2) 11.94(+0.5)

千　葉・常盤平中 千　葉・白山中 千　葉・新松戸南中 千　葉・松戸一中 千　葉・我孫子中 千　葉・光ヶ丘中 千　葉・柏南部中 千　葉・旭町中

鈴木 涼太(06)(2) 55.94 常光 正聖(06)(2) 55.94 吉田 拓斗(06)(2) 56.55 服部 優輝(06)(2) 57.47 川久保 勇輝(06)(2) 57.83 鎌田 伶(06)(2) 58.28 河添 壮我(06)(2) 58.44 片山 開瑠(06)(2) 59.16

千　葉・松戸六中 千　葉・松戸六中 千　葉・小金南中 千　葉・松戸一中 千　葉・柏五中 千　葉・柏二中 千　葉・柏二中 千　葉・鎌ケ谷二中

四野宮 希歩(06)(2) 17.37(+0.2) 関根 温生(06)(2) 17.99(+0.8) 田之上 瑠斗(07)(2) 18.86(+0.8) 大津 直生(07)(1) 18.89(+0.8) 諸橋 智則(07)(2) 19.38(+0.8) 滝山 虹輝(06)(2) 19.54(+0.2) 朝生 蓮(07)(2) 19.56(+0.8) 山元 一哲(07)(2) 19.65(+0.8)

千　葉・南流山中 千　葉・南流山中 千　葉・常盤平中 千　葉・柏南部中 千　葉・根木内中 千　葉・新松戸南中 千　葉・松戸四中 千　葉・常盤平中

宇山 理央(06)(2) 12.65(-0.3) 亀山 美南(06)(2) 12.90(-0.3) オビアコ 慈那(06)(2) 13.01(-0.3) 金子 美月(06)(2) 13.04(-0.3) 八木 南海(06)(2) 13.14(-0.3) 櫻田 彩実(07)(1) 13.36(+0.2) 美代 妃美莉(06)(2) 13.36(+0.2) 冨田　 雫(08)(1) 13.39(-0.3)

千　葉・みちるAC 千　葉・高柳中 千　葉・みちるAC 千　葉・みちるAC 千　葉・新松戸南中 千　葉・小金北中 千　葉・みちるAC 千　葉・河原塚中

佐藤 瑠菜(07)(2) 26.62(+0.9) 梅戸 咲(06)(2) 26.98(+0.9) 伊藤 ひかり(06)(2) 27.21(+0.9) 片桐　 陽香(06)(2) 27.42(+0.2) 岡田 心愛(06)(2) 27.48(+0.9) 原田 寧々(06)(2) 27.71(+0.2) 古谷　 奈々(06)(2) 27.78(+1.0) 水岡 季良(06)(2) 27.79(+0.9)

千　葉・松戸六中 千　葉・中原中 千　葉・我孫子中 千　葉・河原塚中 千　葉・柏二中 千　葉・白山中 千　葉・柏四中 千　葉・柏南部中

高田 千愛(07)(2) 15.64(-0.2) 西村 彩萌(06)(2) 15.66(-0.2) 濱元 香帆(06)(2) 16.05(-0.2) 小野島 陽菜(06)(2) 16.43(-0.2) 水野 るうな(06)(2) 16.47(-0.3) 宮城 和花(06)(2) 16.63(-0.2) 小林 蓮佳(07)(1) 17.09(-0.2) 水谷 ちひろ(06)(2) 17.22(-0.3)

千　葉・新松戸南中 千　葉・湖北中 千　葉・小金中 千　葉・新松戸南中 千　葉・我孫子中 千　葉・西原中 千　葉・湖北中 千　葉・松戸四中
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