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種目

市立松戸高A 49.21 市立松戸高B 50.29 柏中央高A 51.69 流山南高A 51.78 野田中央高B 52.69 専修大松戸高B 52.90 薬園台高A 52.90 野田中央高A 53.01

竹下 夏美(2) 永山 知実(1) 増田 結月(2) 山中 美咲(2) 石橋 美空(1) 前地 あおい(1) 川瀬 淳子(1) 小林 莉久(2)

徳久 弥笑(2) 有銘 瑞稀(1) 福田 千夏(2) 出雲 杏優(1) 木村 里菜(2) 上田 秋矢乃(1) 下藤 千明(2) 笹沼 果歩(2)

太田 鈴音(2) 田中 華(1) 岩田 千優(1) 井川 実怜(2) 杉崎 璃子(2) 大場 葵衣(1) 田中 希奈(2) 成瀬 莉夢(2)

加瀬 美妃(2) 麻川 雪乃(2) 川島 望(1) 加藤 瑠渚(1) 畠山 咲(1) 樋口 理央(1) 小木曽 由奈(1) 服部 さやか(2)

市立松戸高A 4:08.62 柏南高A 4:14.02 松戸国際高A 4:15.15 市立松戸高B 4:16.53 野田中央高A 4:16.84 野田中央高B 4:17.90 薬園台高A 4:19.33 専修大松戸高A 4:19.48

田中 華(1) 神田 奏乃(1) 石谷 初音(2) 有銘 瑞稀(1) 服部 さやか(2) 小林 莉久(2) 下藤 千明(2) 樋口 理央(1)

加瀬 美妃(2) 塩谷 咲希(2) 小松 優里(2) 永山 知実(1) 杉崎 璃子(2) 成瀬 莉夢(2) 多々良 愛鈴(1) 冨山 映理(1)

麻川 雪乃(2) 八重樫 葵(1) 千葉 京香(2) 相原 未来歌(1) 笹沼 果歩(2) 畠山 咲(1) 田中 希奈(2) 上野 彩智(2)

田中 晴葵(1) 和田 南帆子(1) 鈴木 愛唯(2) 十時 綾音(1) 石橋 美空(1) 木村 里菜(2) 小木曽 由奈(1) 本橋 若菜(2)

齋藤 友里 12m86 阿部 沙織理 9m75 金内 美羽(1) 8m91 二星 乙葉(2) 8m50 大集 未央(2) 8m42 中山 七海(2) 8m04 山口 莉奈(1) 7m48 盧 悠希(1) 7m37

茨城・サンヨーホーム 松戸市陸協 流山南高 流山南高 松戸国際高 柏南高 沼南高柳高 小金高

山本 蘭(3) 52m73 下村 倫子(3) 49m08 宮﨑 梨緒(1) 42m29 中田 穂香(1) 39m46 松田 夏空(1) 39m32 玄應 瑞希(2) 37m86 池田 紗也香(1) 36m81 鶴見 真紀(3) 34m16

岩手・東女体大 東京・富士高 東京学館高 埼玉・東女体大 東京・富士高 東京・富士高 東京・富士高 神奈川・東女体大

みちるACA 50.09 新松戸南中A 51.41 高柳中A 52.40 柏南部中A 52.45 白山中A 52.66 湖北中A 52.74 我孫子中A 53.07 船橋葛飾中A 53.62

冨田 雫(1) 高田 千愛(2) 小暮 楓(2) 水岡 紗良(2) 原田 寧々(2) 鈴木 笑心(2) 上岡 瑞姫(2) 坂上 文香(2)

宇山 理央(2) 福井 咲(2) 亀山 美南(2) 手島 恋雪(2) 氏家 ひかる(2) 小林 蓮佳(1) 伊藤 ひかり(2) 永吉 マリン(2)

金子 美月(2) 都 優恵(2) 千葉 詩永(2) 水岡 季良(2) 仲代 彩乃(2) 藤村 莉亜(2) 高野 結羽(2) 長井 さくら(1)

オビアコ 慈那(2) 八木 南海(2) 戸塚 優奈(2) 青木 まどか(1) 髙城 さくら(2) 西村 彩萌(2) 水野 るうな(2) 櫻井 空(2)

柏南部中A 4:28.93 船橋葛飾中A 4:53.86

青木 まどか(1) 髙橋 慧美(2)

水岡 季良(2) 金子 亜依(2)

水岡 紗良(2) 桑原 紘香(1)

久保 若菜(1) 大西 穂乃香(2)

山下 春花(2) 11m49 野口 利菜子(2) 9m20 高野 玲愛(2) 9m03 篠田 優芽(2) 9m00 坂本 優衣(2) 8m54 平山 莉乃(2) 7m98 岩丸 清香(2) 7m75 成島 唯華(1) 7m72

新松戸南中 松戸五中 松戸四中 我孫子中 松戸四中 南流山中 柏の葉中 松戸四中
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(4.000kg)
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