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種目

水上　隼人(99) 11.04(-0.8) 清宮　弘貴(95) 11.15(-0.9) 西村　遼平(99) 11.18(-0.8) 鈴木　悠真(00) 11.21(-0.8) 小濱　樹(98) 11.22(-0.8) 平野　壮太(00) 11.23(-0.8) 林　航大(99) 11.24(-0.9) 黒田　雄太(00) 11.30(-0.8)
日体大柏高 了徳寺大 幕張総合高 船橋東高 東京学館高 市立船橋高 市立船橋高 東葛飾高
木村　康佑(99) 49.50 小濱　樹(98) 49.65 栗原　聖弥(99) 50.05 安永　雄貴(00) 50.26 東　凌我(99) 50.55 難波　潤(99) 50.55 加藤　優尚(98) 50.59 久保田　綾(99) 50.70
千葉南高 東京学館高 市立船橋高 幕張総合高 市立船橋高 千葉東高 市立船橋高 木更津高
日東寺　毅(98) 15:03.18 萩原　新(98) 15:04.78 佐藤　皓星(98) 15:05.55 鈴木　崇也(99) 15:08.50 坂田　隼人(00) 15:10.39 二階堂　真大(98) 15:14.25 加瀬　莉穏(99) 15:16.82 成毛　志優(00) 15:26.69
富里高 佐原白楊高 幕張総合高 大多喜高 富里高 下総高 佐原高 富里高
樋口　天山(96) 14.64(+0.7) 森戸　信陽(99) 14.68(+0.7) 土屋　徹(95) 15.06(+0.7) 樋口　勝心(98) 15.46(+0.7) 高橋　斗南(99) 15.49(+0.7) 長谷部　海(98) 15.83(+1.6) 土屋　泰一郞(00) 15.84(+0.7) 今関　真悟(89) 16.09(+1.6)
国武大 市立船橋高 国武大 船橋古和釜高 千葉黎明高 立教大 昭和学院秀英高 千葉陸協
内田　大雅(98) 1m97 池田　直貴(97) 1m94 吉田　光(97) 1m91 竹内　哲大(00) 1m88 松本　直也(94) 1m82 有馬　来聖(99) 1m79 鎌田　宏輝(99) 1m76 林　賢吾(99) 1m76
木更津総合高 国武大 国武大 柏高 KTC 幕張総合高 千葉明徳高 千葉東高

岩間　湧生(99) 1m76
薬園台高

岩瀬　将弥(98) 6m89(+1.8) 須合　紘平(98) 6m84(+1.5) 加﨑　樹生(99) 6m70(+0.9) 伊藤　魁文(99) 6m70(+0.6) 小田　豪生(93) 6m47(+0.1) 澤村　史也(98) 6m44(+0.8) 鬼澤　準仁(00) 6m42(+2.2) 堀内　優輝(99) 6m42(+0.1)
姉崎高 東京学館高 日体大柏高 小金高 東京情報大AC 木更津高専 東京学館高 公認6m35(+1.2) 佐原高
浅井　大河(99) 13m59 大賀　美輝(99) 12m79 中村　健太郎(99) 12m10 猪口　岳昭(98) 12m07 巻嶋　一輝(00) 11m73 井村　海心(99) 11m37 丸山　裕己(00) 10m93 野口　直人(00) 10m90
千葉敬愛高 東京学館高 幕張総合高 市立船橋高 東京学館高 千葉敬愛高 木更津総合高 銚子商高
柴　文人(86) 12m98
Team Accel
飛野　涼平(93) 56m31 根本　涼太(98) 55m86 山本　哲史(88) 53m44 小川　大輝(99) 52m72 山元　貫誠(00) 45m85 相川　竜也(99) 45m10 関口　海斗(99) 43m71 中田　賢也(95) 43m46
千葉陸協 千葉敬愛高 千葉陸協 我孫子高 日体大柏高 匝瑳高 成東高 帝京平成大

泉對　愛莉(98) 12.17(+2.1) 菅井　沙桜里(01) 12.39(+2.1) 後藤　さわ(98) 12.48(+2.1) 安田　志織(98) 12.48(+1.8) 鈴木　野々春(99) 12.60(+1.8) 松田　莉苑(99) 12.64(+1.8) 大平　沙由里(99) 12.67(+1.0) 萩原　美海(99) 12.67(+1.8)
市立船橋高 柏中央高 市立船橋高 秀明八千代高 市立船橋高 我孫子高 市立船橋高 東京学館高
比嘉　和希(98) 56.14 藤井　彩乃(98) 56.41 泉對　愛莉(98) 57.03 高山　千優(00) 58.65 藤田　江美莉(99) 58.68 伊藤　実奈子(99) 59.03 河野　百花(99) 59.07 梶原　美紀(99) 59.59
市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 八千代高 八千代高 市立船橋高 千葉高
河田　実由(00) 9:57.99 岡本　梨奈(98) 9:59.35 芹川　史枝奈(01) 10:11.11 大西　夏帆(00) 10:14.59 中西　舞子(99) 10:18.29 黒田　侑希(99) 10:22.35 太田　優花(99) 10:25.66 鈴木　萌衣(99) 10:26.74
小金高 柏南高 轟AC 木更津総合高 東葛飾高 柏南高 柏南高 柏南高
比嘉　和希(98) 14.34(+0.4) 嶋野　優奈(98) 14.82(+0.4) 小林　歩未(01) 14.90(+0.4) 仲田　芽惟(99) 14.92(+0.4) 原　菜摘(00) 15.81(+0.4) 小川　雅子(99) 16.04(+0.4) 宮川　夢(00) 16.14(+0.4) 寺澤　真優(00) 16.17(+0.4)
市立船橋高 日体大柏高 市立船橋高 市立船橋高 幕張総合高 成東高 佐原高 実籾高

猪熊　美春(99) 16.17(+0.4)
東京学館高

清野　かな子(00) 1m58 浅田　楓(99) 1m55 川澄　優衣(00) 1m55 石毛　鼓実(00) 1m49 緒方　美優(00) 1m49 星野　有紀(00) 1m49 当山　美優紀(00) 1m49
市立船橋高 日体大柏高 日体大柏高 千城台高 我孫子高 幕張総合高 千葉黎明高

清水　かおる(99) 1m49
東京学館高

松田　莉苑(99) 5m46(-1.5) 原田　安里紗(00) 5m33(-0.3) 菅澤　桃子(00) 5m32(+0.1) 湯浅　ケリーマ(01) 5m25(-1.1) 久保木　七海(99) 5m19(-0.8) 東　ゆりこ(00) 5m15(-1.1) 大橋　知香(01) 5m15(-0.7) 進士　珠名(00) 5m11(-0.9)
我孫子高 日体大柏高 東京学館高 市立船橋高 佐原高 八千代高 千葉黎明高 東京学館浦安高
穴澤　瑠伽(00) 10m18 根本　瑞紀(99) 9m99 上村　宙子(01) 9m29 鹿野　優香(00) 8m95 武井　優七(99) 8m44 小山田　チアリ(00) 8m42 細野　花帆(99) 8m30 郡山　初音(00) 8m07
日体大柏高 東京学館高 柏陵高 小見川高 鎌ヶ谷西高 日体大柏高 佐原高 国分高
鈴木　さくら(99) 35m38 佐藤　みく(98) 34m69 鈴木　彩加(99) 34m65 鵜沢　千畝(99) 34m53 渡邉　風香(00) 33m42 高橋　明日美(01) 30m68 小林　千乃(00) 30m30 田島　ナナ(99) 29m77
成田北高 日体大柏高 我孫子高 成東高 柏井高 柏南高 松戸国際高 松戸六実高
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