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日付 種目
5月3日 小学校高学年女子100m 東海林 このは (6) 14.50 黒津 実来 (6) 15.16 内堀 真菜 (6) 15.31 中島 陽菜乃 (6) 15.83 鯖田 麻絢 (5) 16.05 小川 凜乃 (6) 16.27 小川 美陽 (6) 16.30 高手山 遥 (4) 19.50

ﾀｲﾑﾚｰｽ１組 ウイニングファーストAC (0.0) 幸はやぶさ (0.0) 幕張西AC (0.0) 幸はやぶさ (0.0) ウイニングファーストAC (0.0) ウイニングファーストAC (0.0) 幸はやぶさ (0.0) 轟AC (0.0)
小学校高学年女子100m 寺尾 未玖 (6) 15.43 臼井 茉子 (6) 15.53 若月 咲姫 (6) 16.49 鈴木 梨紗 (5) 17.10 山本 陽菜 (5) 17.29 藤田 柚 (4) 18.37 楠瀬 由佳 (4) 18.38

ﾀｲﾑﾚｰｽ２組 轟AC (0.0) 幕張西AC (0.0) 轟AC (0.0) 轟AC (0.0) SRC (0.0) 幸はやぶさ (0.0) 轟AC (0.0)
小学校高学年女子100m 藤倉 青葉 (4) 16.76 佐藤 心菜 (5) 17.06 染野 桜サリ (4) 17.90 高梨 はづき (5) 18.03 伊藤 永連 (6) 18.13 川島 綾華 (4) 18.50

ﾀｲﾑﾚｰｽ３組 土気AC (0.0) 土気AC (0.0) 轟AC (0.0) 土気AC (0.0) 幕張西AC (0.0) 土気AC (0.0)
6月5日 中学2年女子100m
5月3日 小学校低学年女子1000m 小暮 真菜 (3) 4:15.12 麻生 ゆり (3) 4:15.15 米良 優奏 (2) 4:27.18 桑島 みらい (1) 4:34.92 石田 さと (2) 4:35.24 花澤 千恵 (3) 4:35.43 板倉 菜那 (1) 4:37.77 大路  つかさ (3) 4:39.84

ﾀｲﾑﾚｰｽ１組 ウイニングファーストAC 土気AC 幸はやぶさ 幕張西AC 土気AC 土気AC 土気AC 幕張西AC
9 福田 美咲 (3) 4:40.97 10 竹内 萌香 (1) 4:42.31 11 瀬戸　 莉々 (2) 4:42.36 12 高梨 ふみの (1) 4:52.31 13 中野 莉咲 (3) 5:09.20 14 高橋 凛音 (1) 5:18.53 15 青木 ひかり (1) 5:19.47 16 梅居 京加 (1) 6:09.85
幸はやぶさ 土気AC 轟AC 土気AC 幸はやぶさ 幕張西AC 幸はやぶさ SRC

5月3日 小学校高学年女子1000m 猪野尾 真優 (6) 3:39.73 三浦 凛央 (6) 3:51.22 牧口 菜穂璃 (6) 3:55.49 塚本 清那 (6) 3:57.48 岩竹 菜乃葉 (6) 3:58.38 秋葉 結月 (4) 4:07.07 永島 唯羽 (4) 4:10.95 前田 紗香 (6) 4:12.47
ﾀｲﾑﾚｰｽ１組 幸はやぶさ 幕張西AC SRC 土気AC 轟AC SRC ウイニングファーストAC 幸はやぶさ

9 清水 杏海 (5) 4:14.23 10 山田 紗椰 (6) 4:18.63 11 日影 桜空 (4) 4:48.46 12 渡辺 真衣 (5) 4:56.79 13 花輪 あゆみ (4) 5:02.80 14 藤村 紅寧 (4) 5:05.05
幸はやぶさ 幕張西AC ウイニングファーストAC 幸はやぶさ 土気AC 幸はやぶさ
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