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日付 種目
6月12日 高学年女子100m 内堀 真菜 (E6) 14.77 寺尾 未玖 (E6) 15.48 柴田 遥生 (E5) 16.36 鈴木 咲莉 (E4) 18.15

ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 幕張西小 (0.0) 轟AC (0.0) 扇田小 (0.0) 都小 (0.0)

高学年女子100m 川上 莉奈 (E6) 15.30 高塚 夏羽 (E6) 15.88 佐藤 可南子 (E4) 17.17 酒井 唯衣 (E6) 17.21 鈴木 梨紗 (E5) 17.47 津久井 あかり (E4) 17.96 長田 由梨佳 (E4) 19.00

ﾀｲﾑﾚｰｽ２組 海浜打瀬小 (0.0) 宮野木小 (0.0) 宮崎小 (0.0) 都小 (0.0) 轟AC (0.0) 小谷小 (0.0) 緑町小 (0.0)

高学年女子100m 臼井 茉子 (E6) 15.33 古宮 伶香 (E4) 16.70 鈴木 海 (E4) 17.56 奥野 七緒 (E5) 17.66 花輪 あゆみ (E4) 17.88

ﾀｲﾑﾚｰｽ３組 幕張西小 (0.0) 新宿小 (0.0) 鶴沢小 (0.0) 幕張東小 (0.0) 土気AC (0.0)

高学年女子100m 西田 夏美 (E6) 15.12 植野 心春 (E4) 16.81 永山 綾乃 (E6) 16.86 福田 結彩 (E4) 17.17 横澤 美羽 (E4) 17.96

ﾀｲﾑﾚｰｽ４組 小中台南小 (0.0) 西の谷小 (0.0) 蘇我小 (0.0) 小中台小 (0.0) 生浜東小 (0.0)

高学年女子100m 澤田 りな (E5) 16.11 成澤 栞 (E5) 16.19 長谷部 真唯 (E6) 16.36 河原 菜夏 (E5) 16.71 鈴木 あゆ美 (E4) 17.10 岸 心菜 (E4) 17.45 林 沙耶香 (E5) 18.08

ﾀｲﾑﾚｰｽ５組 真砂西小 (0.0) 轟AC (0.0) 蘇我小 (0.0) 海浜打瀬小 (0.0) 大森小 (0.0) 幕張西小 (0.0) 寒川小 (0.0)

高学年女子100m 諸見川 琉海 (E5) 15.53 田上 愛惟 (E6) 16.24 阿部 夢夏 (E6) 16.55 鈴木 彩月 (E4) 16.84 千葉 美羽香 (E4) 17.38 川島 綾華 (E4) 18.57

ﾀｲﾑﾚｰｽ６組 川戸小 (0.0) 土気小 (0.0) 蘇我小 (0.0) 緑町小 (0.0) 新宿小 (0.0) 土気AC

高学年女子100m 相ノ谷 結万 (E6) 15.80 小川 美陽 (E6) 15.93 芝波田 莉桜 (E5) 16.22 小高 凛 (E4) 16.60 水上 怜南 (E5) 16.86 藤原 凪沙 (E4) 17.62 奥山 惺可 (E4) 17.78

ﾀｲﾑﾚｰｽ７組 花園小 (0.0) 上の台小 (0.0) 宮野木小 (0.0) 宮崎小 (0.0) 検見川小 (0.0) 海浜打瀬小 (0.0) 幕張西小 (0.0)

高学年女子100m 東海林 このは (E6) 14.36 河原 瑠香 (E5) 16.64 二宮 実夢 (E5) 16.84 羽山 莉花 (E5) 17.26 高梨 はづき (E5) 17.36 いそがい はな (E4) 17.41 小池 亜莉紗 (E4) 18.14

ﾀｲﾑﾚｰｽ８組 ウイニングファーストAC (0.0) 海浜打瀬小 (0.0) 幕張西小 (0.0) 真砂西小 (0.0) 土気AC (0.0) 有吉小 (0.0) 星久喜小 (0.0)

高学年女子100m 黒津 実来 (E6) 15.17 武長 由依 (E6) 15.49 本瀬 瑞季 (E6) 15.57 畠中 陽愛 (E4) 16.24 尹 智瑛 (E4) 17.42 川内 紗菜 (E5) 18.05 楠瀬 由佳 (E4) 18.18

ﾀｲﾑﾚｰｽ９組 新宿小 (0.0) 検見川小 (0.0) 幕張西小 (0.0) 大森小 (0.0) 真砂西小 (0.0) 扇田小 (0.0) 轟AC (0.0)

高学年女子100m 矢口 真帆 (E6) 14.44 鯖田 麻絢 (E5) 16.18 鈴木 愛莉 (E4) 16.37 佐野 志織 (E4) 16.94 出口 結希乃 (E5) 17.27 三浦 明莉 (E4) 18.08

ﾀｲﾑﾚｰｽ10組 園生小 (0.0) ウイニングファーストAC (0.0) 誉田東小 (0.0) 西の谷小 (0.0) 検見川小 (0.0) 上の台小 (0.0)

高学年女子100m 長野 真弓子 (E4) 14.76 小林 美月 (E5) 15.91 大脇 優奈 (E6) 15.99 伊藤 理穂 (E5) 17.40 渡辺 澪浬 (E4) 18.04 やまざき あいり (E4) 18.35 小倉 亜美 (E4) 19.39

ﾀｲﾑﾚｰｽ11組 SRC (0.0) 轟AC (0.0) 検見川小 (0.0) 誉田東小 (0.0) 新宿小 (0.0) 金沢小 (0.0) 鶴沢小 (0.0)
6月12日 高学年女子1000m 1)猪野尾 真優 (E6) 3:30.90 2)上田 晴美 (E6) 3:36.08 3)牧口 菜穂璃 (E6) 3:48.66 4)原田 玲菜 (E6) 3:49.94 5)岩竹 菜乃葉 (E6) 3:50.73 6)野口 樹希 (E5) 3:57.47 7)藤岡 侑里 (E6) 4:00.11 8)前田 紗香 (E6) 4:03.12

ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 幸はやぶさ 都小 SRC 土気AC 千城台東小 小谷小 誉田東小 蘇我小
9)山田 紗椰 (E6) 4:06.98 10)福田 和花 (E5) 4:07.28 11)蓮池 夏帆 (E5) 4:21.55
幕張西小 院内小 蘇我小

高学年女子1000m 1)宮内 梨花 (E5) 3:38.70 2)秋 さくら (E5) 3:52.79 3)坂本 空来 (E4) (同順)3:58.54 4)田中 愛心 (E4) (同順)3:58.54 5)貝阿弥 咲 (E4) 3:59.44 6)秋葉 結月 (E5) 4:01.26 7)藤田 柚 (E4) 4:01.36 8)高畠 千尋 (E4) 4:04.17
ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 幸はやぶさ 都賀の台小 さつきが丘西小 花園小 白井小 SRC 検見川小 土気AC

9)永島 唯羽 (E4) 4:06.80 10)清水 杏海 (E5) 4:13.44 11)田中 陽莉 (E5) 4:22.87 12)渡邊 結彩 (E4) 4:28.43 13)日影 桜空 (E4) 4:34.31 14)藤村 紅寧 (E4) 4:46.83 15)星野谷 あまの (E5) 4:54.69 16)高手山 遥 (E4) 4:55.07
ウイニングファーストAC 稲毛第二小 北貝塚小 山王小 ウイニングファーストAC 幕張東小 院内小 轟AC
17)小林 優希 (E4) 4:59.16 18)藤巻 陽葵 (E4) 5:01.07
幕張東小 幕張東小
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