
ト ラ ッ ク 審 判 長 中村　要一
ﾌ ｨ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ 審 判 長 伊藤　信夫
招 集 所 審 判 長 門目　　誠
記 録 主 任 岩脇　充司

種目

梨本　真輝 10.69 平野　直人 10.74 山根　稜平 11.05 笛木　靖宏 11.06 清水　悠二郎 11.20 小野　翼 11.24 増田　淳 11.34

流山市・大東文化大23 勝浦市・国際武道大25 我孫子市・平成国際大26 千葉市・ﾁｰﾑｱｲﾏ1 市原市・中央学院大14 香取郡・ﾁｰﾑｱｲﾏ16 野田市・城西大9

蓑和　廣太朗 4:02.92 佐野　正明 4:03.41 中本　亮太郎 4:05.01 鈴木　裕行 4:06.22 中根　諒 4:10.01 中山　翔太 4:11.48 野上　政彦 4:11.72 泉川　拓 4:12.25

松戸市・松戸市陸協8 印旛郡市・順天堂大17 市原市・市原市陸協14 館山市・館山市陸協5 勝浦市・国際武道大25 千葉市・轟ＡＣ1 習志野市・Team Accel12 香取市・香取市10

山縣　史博(3) 10.90 石井　翔太(3) 11.01 齋藤　瑛斗(3) 11.08 渡部　丈一郎(2) 11.22 関谷　涼(3) 11.24 山﨑　海(1) 11.24 堀越　淳史(3) 11.31 鎌形　尚輝(2) 11.35

柏市・西武台千葉高19 鎌ケ谷市・船橋法典高32 市川市・東海大浦安高2 旭市・千葉黎明高21 船橋市・市立船橋高4 市原市・姉崎高 *TK 野田市・西武台千葉高9 香取市・小見川高10

福留　隆一 49.22 庄司　貴紀(3) 49.37 酒井　航太(3) 50.10 冨田　博貴(3) 50.44 ムハミド　アホマド 50.79 栗原　彩斗(2) 51.04 松下　大誠(3) 51.42 狩俣　太雅(2) 52.04

千葉・姉崎高29 習志野市・東京学館高12 船橋市・市立船橋高4 松戸市・船橋法典高8 柏市・市立柏高19 君津市・木更津総合高27 流山市・西武台千葉高23 千葉市・市立千葉高1

中島　尚幸(3) 15.18 新城　雄基(3) 15.35 大宝　奏一(2) 15.94 三代川　誠(3) 16.03 溝口　健斗(1) 16.03 栃尾　央人(2) 16.23 比連崎　涼太(2) 16.67 榮田　祐平(1) 16.68

松戸市・市立松戸高8 千葉市・専修大松戸高1 船橋市・船橋啓明高4 習志野市・船橋古和釜高12 香取市・千葉黎明高10 市原市・姉崎高14 木更津市・姉崎高6 野田市・西武台千葉高9

増田　知臣 14:45.52 河野　孝志 14:52.62 片原　照 15:12.52 猪狩 大樹 15:43.20 篠崎　拓弥(3) 16:00.02 壬生倉　拓弥(3) 16:02.36 吉原　遼太郎(1) 16:02.78 川上　克真 16:12.04

船橋市・第１空挺団4 印旛郡市・佐倉AC17 市原市・東海大14 柏市・柏市19 野田市・西武台千葉高9 鎌ケ谷市・鎌ヶ谷西高32 千葉市・千葉南高1 旭市・東京情報大21

我孫子市・千葉 41.12 流山市・千葉 41.33 船橋市・千葉 41.83 松戸市・千葉 42.42 市原市・千葉 42.63 習志野市・千葉 42.65 野田市・千葉 42.95 千葉市・千葉 43.21

小池　雄作 高橋　玲 及川　寛生(3) 和山　太成(3) 栃尾　央人(2) 早川　雄峰(2) 志賀　瑞樹(2) 小野　学

綱川　隼人 梨本　真輝 関谷　涼(3) 漣　和留(2) 山﨑　海(1) 庄司　貴紀(3) 堀越　淳史(3) 野中　宏樹

金光　葵 恩田　悠椰(3) 柿崎　拓哉 漣　豊理(2) 小田　豪生 大西　正裕 髙橋　司(3) 今関　雄太

山根　稜平 鏑木　大樹 見学　佑樹 中島　尚幸(3) 清水　悠二郎 大岐　亮平 増田　淳 笛木　靖宏

安西　敬悟 1m97 成富　創 1m97 小野　遼平 1m94 山口　拓也 1m94 佐藤　智紀 1m91 蓑輪　隆 1m88 松本　直也 1m80

勝浦市・国際武道大25 印旛郡市・順天堂大17 柏市・国際武道大19 船橋市・国際武道大4 野田市・順天堂大9 香取市・国際武道大10 銚子市・KTC3

小川　僚太 1m94

千葉市・法政大1

藤田　勝也 7m02(-0.6) 中村　涼太 7m01(-0.5) 峯島　喬久 7m00(+0.6) 田口　宣幸 6m97(-0.5) 石井　栞太 6m77(+0.6) 高橋　玲 6m74(-0.5) 小田　豪生 6m65(-0.4) 飯島　篤史 6m61(+0.1)

千葉市・Team Accel1 柏市・平成国際大19 茂原市・千葉陸協11 習志野市・土気TFC12 館山市・法政大5 流山市・中央大23 市原市・東京情報大14 市川市・千葉大ｸﾗﾌﾞ2

池田　直貴(2) 1m97 石合　雄樹(3) 1m88 勝田　輝(1) 1m80 長谷部　瑛大(1) 1m75 酒井　航佑(3) 1m75 播木　天飛(1) 1m75 内田　大雅(1) 1m70

市原市・市原八幡高14 印旛郡市・成田北高17 千葉市・市立千葉高1 銚子市・銚子商高3 船橋市・市立船橋高4 香取市・佐原高10 木更津市・木更津総合高6

藤原　悠雅(3) 1m75

市川市・昭和学院高2

中邨　一希(3) 7m11(+0.1) 及川　寛生(3) 6m89(0.0) 中橋　陸(2) 6m59(0.0) 西谷　侑大(3) 6m57(-1.6) 伊藤　昴正(2) 6m47(0.0) 工藤　康貴(3) 6m38(-0.2) 長堀　佑大　(1) 6m32(-1.5) 熱田　隼也(2) 6m32(+0.3)

市川市・船橋東高2 船橋市・市立松戸高4 柏市・市立柏高19 成田市・東京学館高31 香取市・東京学館高10 千葉市・検見川高1 流山市・西武台千葉高23 匝瑳市・銚子商高20

戸辺　誠也(3) 16m28 山崎　拓真(2) 13m40 伊藤　優市(3) 13m32 大橋　佑守(3) 12m68 松本　拓也(3) 12m45 松本　行矢(3) 12m31 唐川　泰成(3) 12m13 青木　一樹(2) 11m92

千葉市・東京学館船橋高1 印旛郡市・柏日体高17 木更津市・君津高6 旭市・銚子商高21 船橋市・船橋法典高4 匝瑳市・匝瑳高20 流山市・西武台千葉高23 野田市・西武台千葉高9

染谷　幸喜 4m30 鈴木　雅之 4m00 三浦　優 4m00

野田市・Team Accel9 富津市・千葉陸協28 千葉市・陸桜会木更津1

猪ノ原　達弥 61m00 滑川　晃平 59m39 加瀬　隼太 56m99 小池　陽 53m47 川井　貴澄 52m18 唐川　泰成(3) 51m68 山本　湧太 49m17 松枝　裕太 49m14

松戸市・松戸市陸協8 旭市・日本大21 銚子市・流通経済大3 千葉市・土気TFC1 印旛郡市・印旛郡市 流山市・西武台千葉高23 船橋市・帝京平成大4 香取市・香取市10

凡例  *TK:着差あり *TL:着差なし

5位 6位

決勝一覧表

7位 8位

少年男子100m
風：-0.9

成年男子100m
風：-0.9

1位 2位 3位 4位

少年男子400m

成年男子1500m

共通男子5000m

成年男子走高跳

共通男子棒高跳

少年男子110mH
風：-1.5

共通男子4×100mR

少年男子走高跳

共通男子やり投

少年男子走幅跳

成年男子走幅跳

少年男子砲丸投
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種目

笹子　真衣(2) 12.49 大橋　優美子 12.85 清水　友紀(1) 12.91 今　友香(2) 13.06 佐々木　里奈(4) 13.44 高橋　友果(4) 13.55 渡辺　多恵 13.59 坂倉　有紀 14.16

南房総市・安房郡・駿河台大7 市川市・千葉商大附属教員AC2 印旛郡市・慶応大17 船橋市・東京女子体育大4 成田市・順天堂大31 香取市・東京学芸大10 山武郡市・国士舘大クラブ18 千葉市・千葉市陸協1

増永　明莉(3) 12.48 原田　愛蘭(1) 13.01 冨岡　奈菜(2) 13.08 杉浦　桃香(1) 13.17 樋口　莉々華(2) 13.19 阿久津　歩真(2) 13.30 石毛　千尋(1) 13.37

松戸市・流山南高8 流山市・柏中央高23 館山市・安房高5 千葉市・幕張総合高1 柏市・柏陵高19 鎌ケ谷市・船橋法典高32 *TL 旭市・千葉黎明高21

佐藤　藻菜子(2) 13.30

印旛郡市・千葉黎明高17 *TL

木村　瑠衣(2) 15.58 鈴木　美羽(3) 15.72 今井　真優美(3) 15.92 吉田　渚月(2) 16.17 秋元　菜摘(1) 17.10 岡安　穂香(1) 17.29 片山　みさき(1) 17.31

柏市・柏中央高19 香取市・市立船橋高10 印旛郡市・東海大浦安高17 千葉市・千葉西高1 木更津市・木更津高6 流山市・西武台千葉高23 館山市・安房高5

渡邉　優女花(1) 2:18.29 森岡　樹生(2) 2:18.47 平野　愛佳(1) 2:19.14 西村　真由(3) 2:23.29 古宮　久美子 2:24.65 氏家　のぞみ(1) 2:24.67 関　桃子(2) 2:28.31 栁田　莉奈(1) 2:28.88

いすみ市・大多喜高33 千葉市・成田高1 香取市・佐原高10 松戸市・市立松戸高8 印旛郡市・ユニバーサル17 船橋市・市立船橋高4 勝浦市・大多喜高25 野田市・西武台千葉高9

井上　実乃里 9:40.54 青栁　萌花(2) 10:06.11 宗條　未来(1) 10:07.31 篠塚　真登香(1) 10:13.98 福永　涼夏(2) 10:44.23 庄司　紋菜(1) 10:51.14 小野　ゆりあ(1) 11:03.85 大木　亜美(2) 11:04.35

印旛郡市・ユニバーサル17 船橋市・市立船橋高4 市原市・市立船橋高14 鎌ケ谷市・市立船橋高32 松戸市・市立松戸高8 成田市・成田高31 市川市・東京女子体育大2 旭市・匝瑳高21

松戸市・千葉 48.83 流山市・千葉 50.20 印旛郡市・千葉 50.25 市川市・千葉 51.15 成田市・千葉 51.27 柏市・千葉 51.32 野田市・千葉 51.69 船橋市・千葉 51.85

納田　風華(1) 松本　楓(1) 佐藤　藻菜子(2) 鈴木　瑠奈(1) 井尻　葵(1) 淺野　里佳(1) 分枝　芙美(1) 黒瀬　香蓮(2)

小野　あかね(3) 田中　菜美 高島　希奈子(1) 仙頭　智佳(2) 木村　めい(3) 山口　萌子(2) 西村　茉友子(1) 今　友香(2)

新井　美来(3) 岡安　穂香(1) 小坂井　恵美(1) 福田　莉奈(3) 野田　優里菜(2) 彦坂　和奈(2) 若松　ひかり(1) 米原　瑠美(3)

増永　明莉(3) 原田　愛蘭(1) 清水　友紀(1) 大橋　優美子 佐々木　里奈(4) 樋口　莉々華(2) 土屋　彩美(1) 矢部　雪美(1)

本多　綾 5m38(-1.6) 村上　かれん(3) 5m32(-0.6) 山形　今日子(2) 5m28(-0.6) 清水　友紀(1) 5m20(-1.0) 高橋　友果(4) 5m15(-1.0) 青野　杏子 5m08(-0.4) 小柴　衣未 4m50(-0.4)

千葉市・千葉市1 船橋市・日本女子体育大4 我孫子市・日本女子体育大26 印旛郡市・慶応大17 香取市・東京学芸大10 柏市・千葉大クラブ19 富津市・富津市陸協28

藤間　茜(2) 5m32(-0.6) 酒井　涼音(2) 5m08(-0.8) 永井　里咲(2) 4m99(-0.1) 大内　真琴(2) 4m98(-0.2) 鈴木　葵(2) 4m98(-1.0) 今井　真優美(3) 4m91(-0.1) 喜多　智世(2) 4m87(-0.5) 黒瀬　香蓮(2) 4m86(-1.3)

習志野市・検見川高12 香取市・佐原高10 千葉市・長生高1 市原市・検見川高14 松戸市・市立松戸高8 印旛郡市・東海大浦安高17 成田市・船橋高31 船橋市・船橋法典高4

佐藤　菜奈子(2) 1m65 佐久間　真由美 1m58 松枝　美紗子(2) 1m58 五十部　亜弥(3) 1m55 阿蒜　七海(2) 1m50 本村　明夏(4) 1m50 徳倉　芽依(1) 1m45

習志野市・八千代高12 船橋市・船橋啓明高4 我孫子市・日本大26 千葉市・若松高1 香取市・小見川高10 市原市・順天堂大14 市川市・千葉商科大附高2

平野　真子(2) 1m45

流山市・柏南高23

鈴木　夢(3) 12m34 江越　由梨 11m61 阿部　沙織理 11m16 重松　綾子 10m77 木内　なつみ(3) 9m94 石川　伊津美(1) 9m32 飯田　美涼(1) 9m30 牧　千里(1) 9m15

旭市・千葉黎明高21 市原市・市原市14 松戸市・松戸市陸協8 市川市・市川市陸協2 船橋市・船橋東高4 野田市・西武台千葉高9 茂原市・茂原高11 香取市・東京学館高10

渡邉　智恵美(4) 43m42 町村　茜(3) 40m43 江ケ崎　喜代佳 37m74 重松　綾子 37m70 原田　愛理(2) 35m27 青野　杏子 33m08 多田　一葉(1) 32m94 三木　智海(2) 32m91

野田市・東京女子体育大9 船橋市・船橋古和釜高4 旭市・旭市陸協21 市川市・市川市陸協2 鎌ケ谷市・東京女子体育大32 柏市・千葉大クラブ19 香取市・流通経済大10 千葉市・千葉高1

凡例  *TK:着差あり *TL:着差なし

決勝一覧表

7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

少年女子100m
風：-0.7

成年女子100m
風：+0.3

共通女子800m

共通女子3000m

少年女子100mH
風：-0.3

共通女子4×100mR

共通女子砲丸投

共通女子やり投

共通女子走高跳

少年女子走幅跳

成年女子走幅跳
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