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種目

平野　暁大(4) 14.72 村杉　潮音(4) 14.76 阿部　竜希(4) 14.78 小倉　快(4) 15.16 坂東　璃空(4) 15.42 溝本　義生(4) 15.61 佐田　唯志(4) 15.71 加藤　智宏(4) 15.72

富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ GR 豊田アスリートクラブ GR 船橋陸上クラブ GR 清見台総合陸上クラブ 新木アスリートクラブ 清見台総合陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 銚子クラブ

今井　佑里(5) 13.41 須藤　大紀(5) 13.92 田邉 諒人(5) 14.00 須貝　夢一郎(5) 14.11 篠原　侑樹(5) 14.17 高戸　陽平(5) 14.18 藤原　寛人(5) 14.30

小竹クラブ 尾崎クラブ *TL 流山ジュニア陸上クラブ 中川クラブ クレンサアスリートクラブ 東総旭クラブ 白井アスレチックアカデミー

関根　進吾(5) 13.92

船橋陸上クラブ *TL

流石 皐太郎(6) 12.66 小堺　勇太(6) 12.81 阿部　祐悟(6) 12.90 渡辺　直登(6) 13.45 本間　遥朗(6) 13.48 伊藤　昇龍(6) 13.65 小林　龍生(6) 13.66 大塚　孝樹(6) 13.66

八積ＡＣ 周南アスリートクラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ AC山武 千葉大学教育学部附属小クラブ 東総第３クラブ 南志津陸上クラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ *TK

片野　優一(6) 3:06.32 小安　凌生(6) 3:06.71 髙山　裕司(6) 3:06.81 川畑　颯聖(6) 3:07.48 野島　健太(5) 3:08.40 有山　天(6) 3:08.42 佐藤　真優(6) 3:08.54 岡本　優星(6) 3:09.24

野田ジュニア陸上クラブ 市原クラブ 新治陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 根戸陸上クラブ 市川陸協ジュニアクラブ 我孫子第三陸上クラブ FPプロジェクトチーム

船橋陸上クラブ 50.99 白井アスレチックアカデミー 51.97 我四陸上クラブ 52.32 法典陸上クラブ 54.95 我孫子第二クラブ 55.03 東総旭クラブ 55.06 市原クラブ 55.69 習志野ジュニア陸上クラブ 56.21

浅海　慎之助(6) 住谷　龍(6) 古川 翔理(6) 小澤　優歌(6) 堀部　航世(6) 今　智寿(6) サルカム　ラセル(6) 山崎　竣太(6)

広浜　顕哉(6) 唐牛　星南(6) 本間 義弘(6) 宮本　涼平(6) 福地　進吾(6) 小嶋　海輝(6) 伊藤　音晴(6) 柏野　航平(6)

塚田　大貴(6) 川中　健介(6) 皆川 諒(6) 丸山　大翔(6) 五十嵐　大典(6) 平野　亮(6) 関　啓佑(6) 渕上　耀平(6)

玉井　崇大(6) 小川　大起(6) 坂巻 知卓(6) 安井　悠真(6) 杉﨑　聖斗(6) 大木　陽介(6) 二階堂　翔太(5) 河重　大我(6)

髙木　陸(6) 1m44 矢代　悠馬(6) 1m37 茂木　俊輔(6) 1m37 稲川　拓海(6) 1m37 今　大和(6) 1m34 西島　旭(6) 1m34 岩瀬　駿佑(6) 1m34 小貫　星允(6) 1m31

浦安ジュニアアスリートクラブ 東総旭クラブ 長生高根AC 野田中央クラブ 東部クラブ 白井アスレチックアカデミー 銚子クラブ 桜田小クラブ

吉田　航大(6) 5m14(+0.6) 寅丸　瑛司(6) 4m79(+2.6) 清田　真一(6) 4m68(+0.1) 大場　息吹(6) 4m67(+0.9) 今井　颯(6) 4m65(+3.0) 篠塚　征哉(6) 4m63(+0.4) 依田　昂大(6) 4m53(+0.9) 藤平　涼央(6) 4m48(+2.1)

船橋陸上クラブ 市川陸協ジュニアクラブ 公認4m78(+1.5) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 白井アスレチックアカデミー 東郷クラブ 公認記録なし 小見川陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 鶴枝アスリートクラブ 公認4m33(+0.7)

萩原　義輝(6) 65m65 松本　佳将(6) 64m24 飯塚　脩人(6) 57m18 中田　駿介(6) 57m11 松山　優登(6) 56m84 千葉　智訓(6) 55m69 岩見　淳志(6) 55m01 緑川　陽人(6) 51m83

高野山陸上クラブ 野田南部クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 桜田小クラブ 市原クラブ 昭和小クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 市原クラブ

渡邊　蓮(6) 13.07 青木　亨祐(6) 13.29 宗岡　拓未(6) 13.31 作間　陸(6) 13.47 土谷　遥輝(6) 13.58 田中　惟也(6) 13.66 小林　亮介(6) 13.72 佐瀬　胡太郎(6) 14.15

湖北アスリートクラブ 市原クラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 東郷クラブ 清見台総合陸上クラブ 市原クラブ 小見川陸上クラブ 東部クラブ

田澤　海人(6) 14.04(-2.8) 人見　明良(6) 14.11(-1.5) 塚本　幸太朗(6) 14.41(-1.5) 松下　浩大(6) 14.92(-1.5) 小沼　怜平(6) 15.35(-1.5) 石毛　駿(6) 15.39(-1.5) 吉田 昂生(5) 15.76(-2.8) 植草　優輝(5) 17.02(-2.8)

船橋陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 東部クラブ 御宿クラブ 東総旭クラブ 東総第３クラブ 我四陸上クラブ チーム星の子

矢部　千晴(4) 15.38 本橋　若菜(4) 15.47 小柳　未来(4) 15.81 越川　華梨(4) 15.83 萩原　里実(4) 16.05 久留守　律早(4) 16.10 工藤　夢(4) 16.15 浦嶋　優衣(4) 16.44

豊田アスリートクラブ GR 白井アスレチックアカデミー GR 田中クラブ GR 東総旭クラブ GR 銚子クラブ 中央レーシングチーム 白井アスレチックアカデミー クレンサアスリートクラブ

大木　春香(5) 14.37 宍倉　はるか(5) 14.81 金谷　愛(5) 14.86 神﨑　栞(5) 14.91 秋谷　由紀子(5) 15.02 川窪　萌夏(5) 15.12 佐々　あかり(5) 15.17 市川　沙織(5) 15.17

東総第３クラブ 茂原せんだんクラブ 白井アスレチックアカデミー 東総旭クラブ ひかりアスレチッククラブ 幸はやぶさ陸上クラブ HANABUSA 浦安ジュニアアスリートクラブ *TK

前田　愛結(6) 14.05 岸　茄楠(6) 14.08 中谷　真子(6) 14.13 藤井　柚茉(6) 14.17 坂田　彩結(6) 14.25 奥野　ほの香(6) 14.28 中島　さくら(6) 14.34 中村　朱(6) 14.36

中央レーシングチーム 市原クラブ 我孫子第三陸上クラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 祇園陸上クラブ 市原クラブ 湖北台西アスリートクラブ 豊岡アスリートクラブ

佐藤　姫夏(6) 3:06.76 染谷　絢香(6) 3:08.80 斉藤　美優(6) 3:13.65 中村　有希(6) 3:14.51 中島　美咲(6) 3:14.83 岩隈　天音(6) 3:15.29 田中　真優佳(6) 3:15.63 土井　菜摘(6) 3:17.92

昭和小クラブ 田中クラブ 白潟アスリートクラブ 七次台クラブ 二ツ塚クラブ 市原RC 田中クラブ 昭和小クラブ

白井アスレチックアカデミー 53.54 船橋陸上クラブ 55.48 流山ジュニア陸上クラブ 57.28 習志野ジュニア陸上クラブ 57.76 法典陸上クラブ 58.16 市原クラブ 59.01 市川陸協ジュニアクラブ 59.02 東総第３クラブ 1:00.02

小浜　冴月(6) 齋藤　理乃(6) 室谷 茉奈果(6) 伊藤　菜々子(6) 打越　麻莉加(5) 三平　桜(6) 清水　裕稀(6) 小川　美紀(6)

矢野　百夏(6) 中村　彩乃(6) 中村 莉子(6) 金子　有希菜(6) 村上　来夢(6) 齋木　菜々花(6) 有野　杏香(6) 小川　百絵(6)

中島　菜摘(6) 大森　菜生(6) 小牟禮 珠璃(6) 野村　月咲(6) 小西　伶実(6) 佐久間　あゆか(6) ｷﾆｰ　貴亜菜(6) 伊藤　汐音(6)

稲葉　志穂(6) 岩田　美祐(6) 齋藤 彩果(6) 金井　千佳(6) 齊藤　夏帆(6) 鈴木　真彩(6) 井上　真琴(6) 大木　菜々華(6)

池田　遥香(6) 1m33 福江　唯(6) 1m29 斉藤　理佳子(6) 1m29 田中　奈月(6) 1m29 中村　明日香(6) 1m26 栗山　歩花(6) 1m26 三橋　綾乃(6) 1m26

市原クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 野田ジュニア陸上クラブ 野田南部クラブ 市原クラブ 朝陽アスリートクラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ

森宮　綾音(6) 1m26

市原クラブ

白土　茶実(5) 4m29(-0.5) 小早志　彩夏(6) 4m22(+2.0) 大竹 萌子(6) 4m21(+0.2) 堤 ほのか(6) 4m20(+0.8) 松井　彩(6) 4m19(+0.1) 土屋　美園(6) 4m18(+0.7) 上野　菜穂(6) 4m14(0.0) 加藤　恵理(6) 4m12(-0.3)

HANABUSA 二ツ塚クラブ 我四陸上クラブ 我四陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 銚子クラブ 白井アスレチックアカデミー クレンサアスリートクラブ

相澤　ありさ(6) 61m46 横山　智咲(6) 45m68 田室 歩弓(5) 44m18 雫　渚砂(5) 44m00 森　美月(6) 43m45 斉藤　歩夏(6) 41m15 東條　碧美(6) 40m79 川口　舞雪(6) 38m71

湖北台東アスリートクラブ 市原クラブ 流山ジュニア陸上クラブ 大原小学校陸上競技クラブ 東総第３クラブ 市原クラブ 市原クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ

熊本ラウイニ　舞(6) 13.34 明星　里央(6) 14.10 加藤 優(6) 14.13 星野　眞那(6) 14.16 竹内　萌恵(6) 14.20 且井　桃(5) 14.28 佐藤　綾乃(6) 14.57

二ツ塚クラブ 東部クラブ 我四陸上クラブ *TL 市原クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 八木原レーシングクラブ 昭和小クラブ

髙橋　杏奈(6) 14.13

富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ *TL

大貫　芽位(6) 14.94(-1.1) 清水　悠莉(6) 15.10(-1.1) 高島　璃音(6) 15.75(-1.1) 平山　みどり(6) 15.79(-1.1) 西嶋　優月 16.44(-1.1) 圓藤　優海(6) 16.48(-1.1) 伊藤　日菜乃(6) 16.82(-1.1)

白井アスレチックアカデミー 船橋陸上クラブ 萩原スポーツクラブ 東総第３クラブ AC山武 銚子クラブ 市原クラブ

凡例  GR:大会記録 *TK:着差あり *TL:着差なし
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