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種目

山崎　海 10.72 瀬尾　英明 10.88 平野　壮太 10.91 植草　雄貴　 10.94 岩戸　隼哉 10.97 白石　幸大 11.00 黒田　雄太 11.09 海鋒　泰輝　 11.10
市原市・姉崎高14 野田市・西武台千葉高9 茂原市・市立船橋高11 千葉市・磯辺高1 山武郡市・長生高18 柏市・西武台千葉高19 松戸市・東葛飾高8 流山市・西武台千葉高23
山根　達矢 10.58 山縣　史博 10.67 根岸　紀仁 10.75 小澤　優太 10.75 鏑木　大樹 11.02 石井　翔太 11.08 見学　佑樹 11.11 清宮　弘貴 11.22
我孫子市・日体大26 柏市・東京農大19 松戸市・TeamAccel8 千葉市・順天堂大1 流山市・東洋大23 鎌ケ谷市・駿河台大32 船橋市・松戸市陸協4 浦安市・了徳寺大30
小濱　樹 49.12 油谷　恒佑 49.62 島根　海都 50.41 中村　大樹 51.06 平野　達也 51.20 小俣　淳介 51.49 中島　和哉 51.75 外里　佳樹 51.77
千葉市・東京学館高1 山武郡市・東金商高18 柏市・西武台千葉高19 市川市・国府台高2 茂原市・市立船橋高11 野田市・西武台千葉高9 鎌ケ谷市・船橋法典高32 木更津市・姉崎高6
蓑和　廣太郎 4:03.97 鈴木　ニムラ 4:04.32 佐々木　憲幸 4:06.46 坂本　航平 4:06.84 山田　航 4:08.66 壬生倉　拓弥 4:10.22 片原　照 4:11.67 山縣　祐介 4:13.64
松戸市・松戸市陸協8 流山市・創価大23 船橋市・第一空挺団4 成田市・成田市陸協31 印旛郡市・順天堂大17 鎌ケ谷市・中央学院大32 市原市・千葉陸協14 我孫子市・明治学院大26
坂田　隼人 14:55.73 中本　亮太郎 14:57.33 吉原　遼太郎 15:04.77 永島　龍 15:07.69 鈴木　崇也 15:09.14 馬場　雅人 15:18.27 露木　翔太 15:35.46 荒井　秀 15:39.26
成田市・富里高31 市原市・市原市陸協14 千葉市・千葉南高1 印旛郡市・順天堂大17 勝浦市・大多喜高25 流山市・東京情報大23 習志野市・国際武道大12
天岳　直樹 15.17 高橋　斗南 15.19 三代川　誠 15.48 溝口　健斗 15.58 鈴木　英司 15.83 佐野　稜 15.84 秋山　健太朗 16.06 柴田　彪琉 16.48
浦安市・東海大浦安高30 山武郡市・千葉黎明高18 習志野市・船橋法典高12 香取市・千葉黎明高10 野田市・西武台千葉高9 船橋市・八千代松陰高4 柏市・柏陵高19 我孫子市・西武台千葉高26
柏市・柏市 41.04 千葉市・千葉市 41.46 松戸市・松戸市 41.51 野田市・野田市 42.20 船橋市・船橋市 42.31 我孫子市・我孫子市 42.44 市原市・市原市 42.78 鎌ヶ谷市・鎌ヶ谷市 43.68
島根　海都 西村　遼平 西田　卓允 丹藤　真郷 及川　寛生 寺尾　吉平 嶋田　充志 石井　翔太
白石　幸大 小澤　優太 漣　和留 油川　和輝 柿崎　拓也 山根　達矢 山崎　海 飯室　太稀
中村　圭佑 小濱　樹 漣　豊理 佐藤　愛大 稲葉　礼史 寺垣　佑介 岩瀬　将弥 本田　純輝
山縣　史博 植草　雄貴　 根岸　紀仁 瀬尾　英明 見学　佑樹 小池　雄作 大島　誠 小宮　菖梧
竹内　哲大 2m00 髙橋　竜輝 1m97 内田　大雅 1m94 久家　迅雄 1m91 宮崎　正太郎 1m88 加田　真也 1m85 藤嶋　侑斗 1m80 重冨　優名 1m80
柏市・柏高19 千葉市・東京学館船橋高1 木更津市・木更津総合高6 印旛郡市・八千代松陰高17 船橋市・東京学館船橋高4 銚子市・市立銚子高3 松戸市・市立柏高8 浦安市・浦安高30
小野　遼平 2m00 池田　直貴 1m97 小川　僚太 1m94 阿部　悠 1m91 佐藤　智紀 1m91 吉田　光 1m91 山口　拓也 1m75 藤原　悠雅 1m70
柏市・国際武道大19 市原市・国際武道大14 千葉市・法政大1 印旛郡市・帝京平成大17 野田市・順天堂大9 香取市・国際武道大10 船橋市・国際武道大4 市川市・帝京平成大2
篠塚　祥喜 4m80 内田　涼太 4m60 五十部　真之 4m20 中山　仁 4m20 稲葉　礼史 4m20 鈴木　雅之 3m80 岡本　海 3m60
香取市・清和大10 印旛郡市・順天堂大17 千葉市・日体大柏高1 君津市・木更津総合高27 船橋市・国際武道大4 富津市・茨城陸協28 館山市・安房高5

飯島　篤史 3m80
市川市・千葉大クラブ2

錦織　岳 7m01(+0.9) 岩瀬　将弥 6m99(+2.5) 渡邉　晃生 6m96(+1.5) 米田　豪輝 6m94(+2.0) 宮﨑　諒也 6m88(+0.7) 須合　紘平 6m80(+2.1) 一戸　和成 6m75(+1.4) 酒井　陽季 6m63(+0.8)
富津市・姉崎高28 市原市・姉崎高14 公認6m75(-0.1) 南房総市・安房郡・木更津総合高7 松戸市・市立松戸高8 印旛郡市・成田高17 山武郡市・東京学館高18 公認6m78(+0.7) 柏市・市立船橋高19 香取市・成田高10
浅利　拓 7m19(+2.8) 佐藤　智紀 7m17(+1.3) 田口　宣幸 7m10(+0.8) 及川　寛生 7m08(+2.8) 齊藤　聖人 7m06(+0.8) 吉原　良大 6m92(+1.9) 山本　賢良 6m88(+1.8) 石井　栞太 6m84(+2.6)
千葉市・千葉大1 公認7m17(+0.6) 野田市・順天堂大9 習志野市・習志野市12 船橋市・平成国際大4 公認6m90(+0.9) 浦安市・明海大30 柏市・千葉大クラブ19 松戸市・松戸市陸協8 館山市・館山市陸協5 公認6m79(+0.7)

寺井　翔哉 13m99 浅井　大河 13m96 大賀　美輝 13m53 猪口　岳昭 13m44 中村　健太郎 13m13 隅元　啓晶 12m16 伊藤　風美 11m95 鈴木　和真 11m81
印旛郡市・東京学館船橋高17 市原市・千葉敬愛高14 成田市・東京学館高31 船橋市・市立船橋高4 千葉市・幕張総合高1 野田市・西武台千葉高9 市川市・東京学館船橋高2 流山市・野田中央高23
森田　祥天 59m63 櫻井　一司 58m01 小池　陽 56m10 猪ノ原　達弥 55m27 加藤　颯太 52m00 唐川　泰成 51m52 芳野　裕二 50m91 山口　寧 48m54
印旛郡市・順天堂大17 船橋市・国際武道大4 千葉市・ＪＲ東日本1 松戸市・松戸市陸協8 市川市・鎌ヶ谷高2 流山市・国際武道大23 旭市・KTC21 鴨川市・安房高24
中西　藍里 12.53 小林　美雅 12.53 香取　樹 12.55 平尾　琴未 12.70 盛川　咲 12.81 成毛　詩織 12.97 若月　優実 13.10 本木　岬稀 13.17
市原市・幕張総合高14 木更津市・姉崎高6 香取市・佐原高10 柏市・我孫子高19 市川市・日体大柏高2 成田市・千葉黎明高31 野田市・西武台千葉高9 船橋市・幕張総合高4
細野　舞香 12.57 榛澤　聖子 12.59 新井　美来 12.85 平久　未来 12.95 風巻　七海 13.05 吉原　杏子 13.14 今　友香 14.25
浦安市・明海大30 山武郡市・駿河台大18 鎌ケ谷市・東女体大32 我孫子市・国士舘大26 松戸市・中央大8 柏市・千葉大クラブ19 船橋市・東女体大4
市原　和佳 2:17.61 大沼　月美貴 2:19.90 石井　里佳 2:20.97 米谷　結希 2:22.22 鈴木　瑞生 2:23.01 杉　ひかり 2:23.05 村上　舞 2:23.59 安西　紗也夏 2:25.39
千葉市・若松高1 市原市・千葉南高14 船橋市・市立船橋高4 印旛郡市・ユニバーサル17 いすみ市・大多喜高33 柏市・駿河台大19 鎌ケ谷市・千葉日大一高32 館山市・安房高5
瀧　綾奈 10:08.81 鵜沢　美奈 10:16.39 笹野　真愛 10:22.05 大西　夏帆 10:23.16 安田　有希 10:32.29 篭谷　有希 10:33.85 藤崎　未悠 10:47.35 吉谷　玲香 10:52.22
印旛郡市・ユニバーサル17 いすみ市・長生高33 船橋市・成田高4 市原市・木更津総合高14 鴨川市・安房高24 銚子市・銚子商高3 成田市・富里高31 松戸市・市立松戸高8
志賀　千織 14.65 小林　歩未 14.98 猪熊　美春 15.49 新垣　若葉　 15.66 斎田　りな 15.85 川澄　優衣 16.13 小川　雅子 16.94 齋藤　千尋 17.29
松戸市・西武台千葉高8 習志野市・市立船橋高12 印旛郡市・東京学館高17 野田市・西武台千葉高9 香取市・佐原白楊高10 柏市・日体大柏高19 山武郡市・成東高18 勝浦市・大多喜高25
成田市・成田市 49.32 野田市・野田市 49.61 香取市・香取市 49.89 松戸市・松戸市 49.92 船橋市・船橋市 50.55 市原市・市原市 51.12 柏市・柏市 51.40 千葉市・千葉市 51.92
岡野　夏実 笹沼　彩菜 香取　樹 河野　杏樹 近藤　新奈 石渡　藍紗 吉川　実穂 坂本　明日美
成毛　詩織 若月　優実 小笹　理奈子 神林　明日香 湯浅　ケリーマ 中西　藍里 豊田　桃子 宮間　知里
佐々木　倫 浅利　望稜 久保木　七海 宮本　祐里 村田　芙奈 原　菜摘 原田　安里紗 和田　百花
安田　志織 野本　優奈 萩原　美海 川上　いちご 本木　岬稀 佐野　鈴菜 平尾　琴未 柳沢　梨湖
野本　優奈 1m61 松枝　美紗子 1m55 田中　祐衣 1m55 中村　莉奈 1m50 源田　愛 1m50 清水　かおる 1m50
野田市・西武台千葉高9 我孫子市・日本大26 館山市・安房高5 船橋市・東京学館船橋高4 千葉市・千葉西高1 山武郡市・東京学館高18

清野　かな子 1m50
柏市・市立船橋高19
萩原　愛美 1m50
成田市・幕張総合高31

橋本　梨沙 5m81(+1.4) 染谷　千夏 5m46(+1.2) 宮間　知里 5m35(+1.8) 湯浅　ケリーマ 5m32(+2.0) 松本　琴音 5m20(+1.4) 原田　安里紗 5m18(+0.6) 久保木　七海 5m17(+2.6) 尾形　奈那美 5m16(+1.4)
習志野市・幕張総合高12 野田市・西武台千葉高9 千葉市・幕張総合高1 船橋市・市立船橋高4 市川市・国府台高2 柏市・日体大柏高19 香取市・佐原高10 公認5m09(+0.4) 富津市・姉崎高28
風巻　七海 5m68(+1.8) 吉原　杏子 5m36(+1.5) 本多　綾 5m17(+1.4) 今　友香 5m08(+1.4) 山形　今日子 5m05(+1.4) 大山　華実　 4m66(+0.3)
松戸市・中央大8 柏市・千葉大クラブ19 千葉市・千葉市1 船橋市・東女体大4 我孫子市・日女体大26 鎌ケ谷市・東海大32
鈴木　真歩 12m74 荒木　優奈 12m04 江越　由梨 11m15 阿部　沙織理 11m13 谷村　華澄 10m95 牧　千里 10m92 池羽　七海 10m62 染谷　実穂 10m04
千葉市・幕張総合高1 印旛郡市・東京学館船橋高17 市原市・市原市陸協14 松戸市・松戸市陸協8 鎌ヶ谷市・東女体大32 香取市・東京学館高10 浦安市・明海大30 野田市・西武台千葉高9
桑原　愛 47m89 原田　愛理 39m06 石井　李佳 38m64 鈴木　彩加 37m78 江ヶ﨑　喜代佳 36m68 町村　茜 36m52 松田　綾子 36m03 角南　歩希 34m65
山武郡市・陸桜会千葉18 鎌ケ谷市・東女体大32 松戸市・柏中央高8 柏市・我孫子高19 旭市・旭市陸協21 船橋市・千葉陸協4 市川市・市川市陸協2 野田市・西武台千葉高9

凡例 

南房総市・安房郡・関東学院大7

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

少年男子100m
風：+1.3

成年男子100m
風：+1.0

少年男子400m

成年男子1500m

共通男子5000m

少年男子110mH
(1.067m_13.72m)風：+0.4

共通男子棒高跳

少年男子走幅跳

共通男子4×100mR

少年男子走高跳

成年男子走高跳

成年男子走幅跳

少年男子砲丸投(6.00kg)

共通男子やり投(800g)

少年女子100m
風：+1.3

成年女子100m
風：+0.8

共通女子800m

共通女子走高跳

共通女子3000m

少年女子100mH
(0.838m_13m)風：+1.3

共通女子4×100mR
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主催　千葉陸上競技協会
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決勝記録一覧表　　　　　（男女）

共通女子やり投(600g)

少年女子走幅跳

成年女子走幅跳

共通女子砲丸投(4.00kg)


