
（3種目）

順位 支部名 得点 順位 支部名 得点

1 市川・浦安 113.200 1 八千代 13.950

2 香取 100.700 2 市川・浦安 13.800

3 東総 93.600 3 柏 13.550

4 習志野 90.800 3 柏 13.550

5 市原 88.250 5 松戸 13.450

6 千葉 85.050 6 船橋 13.300

7 東総 78.850 7 船橋 13.200

8 市川・浦安 67.850

9 安房 79.000 順位 支部名 得点

（3種目） 1 八千代 14.550

順位 支部名 学校名 氏名 得点 2 松戸 12.850

1 船橋 習志野台 松田　里奈 42.550 3 柏 12.400

2 松戸 六実 永田　美尋 41.850 4 習志野 11.950

3 八千代 八千代台西 兒玉　優光子 41.650 5 市川・浦安 11.900

4 八千代 村上 若山　京香 40.000 6 印旛 11.750

5 柏 柏第二 西田　采永 39.750 7 船橋 11.500

6 市川・浦安 昭和学院 関　早希代 38.550

7 習志野 習志野第一 藤本　真由 38.200 順位 支部名 得点

8 市川・浦安 昭和学院 小野　恭子 38.150 1 船橋 15.050

9 印旛 西の原 太田　妃南 37.800 2 松戸 14.650

10 印旛 七次台 浅野　朱夏 37.700 3 八千代 13.800

11 船橋 葛飾 村上　結希 37.250 4 習志野 13.600

（4種目） 5 八千代 13.400

順位 支部名 得点 6 市川・浦安 12.950

1 市川・浦安 147.300 7 柏 12.900

2 香取 128.550

3 東総 116.850 順位 支部名 得点

4 習志野 114.600 1 八千代 14.300

（4種目） 2 船橋 14.200

順位 支部名 学校名 氏名 得点 3 松戸 13.750

1 八千代 八千代台西 兒玉　優光子 56.200 4 柏 13.300

2 松戸 六実 永田　美尋 54.700 5 市川・浦安 13.200

3 船橋 習志野台 松田　里奈 54.050 6 八千代 13.050

4 八千代 村上 若山　京香 50.600 7 印旛 12.800

5 柏 柏第二 西田　采永 50.550

6 習志野 習志野第一 藤本　真由 50.150
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