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記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

村瀬　大輔(3) 10.87(-1.3) 田畑　裕貴(3) 11.06(-1.3) 平野　壮太(3) 11.11(-2.2) 伊藤　秀優(3) 11.13(-1.3) 吉田　有佑(2) 11.15(-2.4)
東海大浦安高 千葉東高 市立船橋高 成東高 市立船橋高

藤原　寛人(1) 11.06(-1.3) 白井　遊戯(3) 11.11(-1.3)
東海大浦安高 東海大望洋高

齋藤　優太(3) 11.11(-1.9)
市立船橋高

久保田　航成(3) 22.20(-1.8) 松本　詩音(3) 22.22(-0.9) 平野　壮太(3) 22.28(-2.5) 富沢　亮介(3) 22.37(-0.9) 加地　勇樹(3) 22.38(-1.8) 山﨑　稔侍(3) 22.43(-2.5) 五味　直也(2) 22.50(-1.8) 佐藤　大英(3) 22.50(-1.8)
姉崎高 市立松戸高 市立船橋高 東海大望洋高 東海大浦安高 市立船橋高 市立松戸高 八千代松陰高
板鼻　航平 47.18 吉川　崚(2) 48.12 山﨑　稔侍(3) 48.48 酢崎　充洋 48.51 杉岡　駿(3) 48.57 吉田　有佑(2) 48.78 安永　雄貴(3) 48.95 河本　直弥(2) 49.22
Team Accel 千葉東高 市立船橋高 千葉陸協 八千代高 市立船橋高 幕張総合高 東海大浦安高
鵜澤　葉月(3) 1:54.86 花牟礼　隆太(3) 1:55.64 横田　悠斗(2) 1:55.96 大塚　陸渡(2) 1:56.27 白鳥　優人(3) 1:56.39 清田　真一(2) 1:56.66 渡利　健人(1) 1:57.28 森　竜也(3) 1:57.33
東海大望洋高 日体大柏高 市立柏高 日体大柏高 八千代松陰高 東海大望洋高 東海大望洋高 柏南高
中村　唯翔(3) 4:04.57 白鳥　優人(3) 4:04.94 石井　一希(2) 4:05.13 花牟礼　隆太(3) 4:06.02 大塚　陸渡(2) 4:06.17 佐藤　一世(2) 4:06.18 中園　慎太朗(3) 4:06.32 松永　伶(2) 4:07.20
流経大付柏高 八千代松陰高 八千代松陰高 日体大柏高 日体大柏高 八千代松陰高 八千代松陰高 専修大松戸高
石井　一希(2) 14:32.26 中村　唯翔(3) 14:34.36 杉本　将太(3) 14:47.39 田中　良幸 14:50.66 蓑和　廣太朗 14:56.39 西谷　陸斗(3) 15:06.50 水村　竜己(3) 15:08.28 塩尻　大河(3) 15:08.58
八千代松陰高 流経大付柏高 東海大望洋高 新日鐵住金君津 松戸市陸協 流経大付柏高 八千代松陰高 市立柏高
片原　照 33:20.34 小田切　佑介(4) 34:17.17 中橋　冬陽 34:18.08 井口　怜音(2) 34:41.68 松野　優輝(3) 34:56.04 座間　保成 35:22.77 長谷　佳祐(2) 35:23.95 上田　智哉(2) 35:29.96
TeamAgaiN 東情大 袖ヶ浦陸協 富里高 市原中央高 JR東日本千葉 東情大 柏高
天岳　直樹(3) 14.90(+0.6) 樋口　天山(4) 15.02(+0.6) 村竹　ラシッド(2) 15.09(-1.1) 中川　裕貴 15.24(+0.6) 宮野　健音(2) 15.66(+0.6) 髙橋　航平(2) 15.86(-0.4) 千葉　日陽(3) 15.98(-1.4)
東海大浦安高 国武大 松戸国際高 陸桜会千葉 國學院大 東海大浦安高 東金高

土屋　泰一郞(3) 15.66(+0.6)
昭和学院秀英高

二宮　龍(3) 54.66 尾崎　康太(4) 54.73 常住　優太(3) 55.57 中村　航也(3) 56.53 古川　翔理(2) 56.81 鈴木　悠斗(2) 56.91 源田　凱(2) 57.06 土谷　遥輝(2) 57.21
犢橋高 千葉大 木更津総合高 鎌ヶ谷高 市立船橋高 東海大浦安高 幕張総合高 東海大望洋高
中園　慎太朗(3) 9:28.00 富田　峻平(3) 9:28.46 杉本　将太(3) 9:31.50 吉田　壮志(3) 9:33.81 永井　大智(3) 9:41.38 坂本　雄大(3) 9:53.32 小又　寬也 9:56.24 佐々木　亮斗(2) 9:56.59
八千代松陰高 八千代松陰高 東海大望洋高 大多喜高 市立稲毛高 磯辺高 木更津高専AC 拓大紅陵高
加瀬　雄大(3) 21:48.22 中村　有汰(3) 23:28.67 半田　楓雅(3) 23:29.44 後藤　俊介(2) 23:30.30 阿川　隼人(3) 23:39.15 勝部　恭平(2) 23:46.41 榊原　大翔(3) 23:49.01 平尾　崇道(2) 23:57.93
成田高 茂原高 我孫子高 市立銚子高 八千代松陰高 千葉高 長生高 八千代松陰高
多田　匠 50:25.72 恩田　拓実(3) 51:18.97 中神　和也(2) 52:52.35
ひかりAC 千葉大 日大
内田　大雅 2m01 竹内　哲大(3) 1m98 手島　一好(2) 1m92 鈴木　裕太(1) 1m92 青沼　徳大(2) 1m89 小林　龍音(1) 1m89 千明　翔太(3) 1m89
TeamAgaiN 柏高 東京学館高 東京電機大 小金高 八千代松陰高 松戸国際高

永井　綜太(2) 1m89
市立船橋高

石橋　和也(2) 5m10 堀川　晴海 5m00 篠塚　祥喜(4) 4m80 小林　賢佑(2) 4m70 山田　直季(2) 4m60 中山　仁(1) 4m50 望月　之音(3) 4m40 森本　竜二(2) 4m40
清和大 陸桜会木更津 清和大 清和大 日体大柏高 清和大 日体大柏高 木更津総合高
西川　悠真(1) 7m08(+1.6) 齋藤　優太(3) 7m02(+5.2) 荒賀　崇碩(1) 7m01(+1.5) 田口　宣幸 6m99(+4.7) 錦織　岳(3) 6m83(+4.8) 石川　拓海(1) 6m82(+5.5) 石塚　大輔(3) 6m79(+2.3) 加瀬　祥希(3) 6m75(+2.9)
千商大 市立船橋高 公認6m94(+1.0) 千商大 土気TFC 公認記録なし 姉崎高 公認記録なし 平国大 公認6m70(+1.9) 東海大望洋高 公認6m67(+1.6) 東京学館高 公認記録なし

加瀬　祥希(3) 14m21(+3.0) 島田　喜文 14m14(+2.8) 鳥海　勇斗(2) 14m02(+1.4) 石塚　大輔(3) 14m00(+3.3) 下藤　誉司(3) 13m86(+3.3) 田口　宣幸 13m86(+1.9) 高井　隼大(3) 13m85(+1.2) 川上　大吾(2) 13m83(+2.4)
東京学館高 公認13m74(+1.5) 土気TFC 公認13m89(+1.6) 東京学館船橋高 東海大望洋高 公認記録なし 船橋高 公認記録なし 土気TFC 鎌ヶ谷高 松戸高 公認記録なし

井上　光陽(2) 14m07 増井　侑人(2) 12m66 飯塚　諒(3) 12m62 巻嶋　一輝(3) 12m39 三坂　拓夢(2) 12m38 野口　直人(3) 12m24 丸山　裕己(3) 12m22 石川　将太朗(3) 11m52
東京学館船橋高 東京学館船橋高 東京学館船橋高 東京学館高 東京学館船橋高 銚子商高 木更津総合高 白井高
富岡　真広 11m70 渡部　陽太 10m80 古谷　勇人(2) 9m21
STAC千葉 STAC千葉 千葉大
高科　貴寛(3) 44m04 巻嶋　一輝(3) 40m25 小森　裕翔(2) 38m92 大原　優樹(3) 37m17 飯塚　諒(3) 36m16 三坂　拓夢(2) 35m48 井口　颯太(1) 34m28 藤田　海(2) 33m39
東京学館高 東京学館高 西武台千葉高 船橋法典高 東京学館船橋高 東京学館船橋高 東京学館高 八千代高
瀬下　善教 40m87 酒井　賢一 36m05 鈴木　琢丸(1) 28m28 福島　拓治 27m16 小田　豪生 26m71 渡部　陽太 22m51
千葉陸協 千葉陸協 千商大 STAC千葉 TeamAgaiN STAC千葉
丸山　裕己(3) 57m58 巻嶋　大輝(3) 52m57 砂原　翔太(3) 50m81 平野　迅人(3) 50m09 高科　貴寛(3) 49m22 陶山　勝太(3) 47m70 青栁　真司(3) 46m85 林　大輝(3) 46m83
木更津総合高 東京学館高 木更津総合高 鶴舞桜が丘高 東京学館高 成東高 匝瑳高 長生高
高野　諒也 47m72 林　英昭 32m90
千葉陸協 松戸市陸協
鈴木　真央(3) 54m00 笹木　駿佑(3) 50m92 盛山　峻壱(3) 50m71 当麻　陽(2) 49m87 小林　強(3) 49m04 大木　一真(3) 48m39 岡田　結人(3) 47m24 木村　亮太 47m17
成東高 幕張総合高 市川工高 東海大浦安高 船橋北高 東金高 船橋啓明高 STAC千葉

凡例 

4月21日
高校男子ハンマー投

(6.000kg)

4月21日
一般男子ハンマー投

(7.260kg)

4月22日 男子やり投(800g)

4月21日 一般男子砲丸投(7.260kg)

4月14日 高校男子円盤投(1.750kg)

4月14日 一般男子円盤投(2.000kg)

4月15日 男子走幅跳

4月22日 男子三段跳

4月21日 高校男子砲丸投(6.000kg)

4月21日 男子走高跳

4月14日 男子棒高跳

4月21日 男子3000mSC(0.914m)

4月21日 高校男子5000mW

4月21日 男子10000mW

4月14日 男子110mH(1.067m)

4月22日 男子400mH(0.914m)

4月15日 男子1500m

4月14日 男子5000m

4月22日 男子10000m

6位

4月15日 男子200m

4月21日 男子400m

4月14日 男子800m

7位 8位

4月22日 男子100m
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