
記 録 主 任 岩脇　充司

種目

海老原　雄輝 10.51 漣　和留 10.65 根岸　勇太 10.82 小池　雄作 10.84 山縣　史博 10.93 相山　慶太郎 10.99 盛川　裕太 11.10 山崎　海 11.14

習志野市 松戸市 印旛郡市 我孫子市 柏市 香取市 市川市 市原市

瀬尾　英明 10.43 村瀬　大輔 10.62 平野　壮太 10.64 増本　大吾 10.86 久保田　航成 10.95 今野　大生 11.00 廣瀬　翔 11.01 鈴木　涼太 11.05

野田市 浦安市 茂原市 千葉市 木更津市 成田市 船橋市 松戸市

森下　舜也 4:00.24 保坂　拓海 4:03.54 丸山　竜也 4:07.30 前之園　啓太 4:07.51 旭　洋太 4:09.31 北山　利信 4:14.88 横山　秋廣 4:15.27 鈴木　裕行 4:16.58

印旛郡市 君津市 流山市 市川市 船橋市 市原市 千葉市 館山市

川上　聡太 48.90 山本　峻汰 49.71 常住　優太 49.73 池田　青 49.77 井上　周太郎 49.83 大橋　広夢 51.34 杉崎　聖斗 51.45 齊藤　巧真 53.53

野田市 成田市 富津市 市川市 柏市 流山市 我孫子市 君津市

丸山　竜也 14:38.21 大久保泰貴 14:57.80 吉田　壮志 14:58.48 松尾　　陸 15:01.09 田中　良幸 15:01.20 中田　侑希 15:21.33 大倉　綾介 15:44.65 美谷　佳輝 15:46.96

流山市 船橋市 いすみ市 印旛郡市 君津市 成田市 松戸市 野田市

天岳　直樹 14.57 柞山　真翔 14.95 柴田　彪琉 15.13 作家　真都 15.28 林　太一 15.42 篠田　勇介 15.75 鮫島　幸紀 15.92 松田　歩 16.13

浦安市 野田市 我孫子市 柏市 旭市 船橋市 市原市 流山市
野田市 40.91 流山市 41.95 浦安市 41.97 印旛郡市 42.02 柏市 42.27 船橋市 42.64 市原市 43.18 君津市 43.38
丹藤　真郷 恩田　悠椰 村瀬　大輔 藤田　祥平 山縣　史博 浅海　慎之助 山崎　海 中原　詩音
瀬尾　英明 海鋒　泰輝 天岳　直樹 鷲尾　智樹 白石　幸広 廣瀬　翔 清水　悠二朗 砂原　佑二
川上　聡太 菅原　響喜 三浦　大地 根岸　勇太 浦山　慶太 齋藤　優太 清水　庸義 高橋　隼生
吉久　航平 吉田　有佑 増原　大観 平山　裕太 増田　稜介 関谷　涼 池田　直貴 坂梨　雄亮
吉田　凌 1m97 大津　晃樹 1m94 手島　一好 1m91 赤星　直樹 1m88 小林　龍音 1m85 小林　健太 1m80 重冨　優名 1m80 近藤　洵希 1m80

鴨川市 柏市 香取郡 千葉市 印旛郡市 流山市 浦安市 木更津市

池田　直貴 1m94 伊藤　康仁 1m91 勝田　輝 1m85 佐藤　智紀 1m80 藤原　悠雅 1m75

市原市 茂原市 千葉市 野田市 市川市

海鋒　泰輝 7m46(+0.3) 宮﨑　諒也 7m05(+0.9) 酒井　雷熙 6m91(+1.8) 角谷　隆馬 6m84(+2.1) 皆川　諒 6m66(+2.7) 鈴木　悠斗 6m66(+2.5) 宮部　灯哉 6m53(+1.5) 水野谷　海斗 6m37(+3.6)

流山市 印旛郡市 柏市 野田市 我孫子市 香取郡 習志野市 君津市

猿山　力也 7m54(+4.4) 伊藤　拓磨 7m31(+2.5) 田口　宣幸 7m13(+1.3) 柿埜　涼生 7m13(+0.6) 小田　豪生 7m12(+1.9) 根岸　勇太 7m05(+1.5) 山本　賢良 6m98(+2.2) 中邨　一希 6m97(+1.0)

流山市 柏市 習志野市 野田市 市原市 印旛郡市 松戸市 市川市

井上　光陽 15m41 菅原　将人 12m06 川口　雄太 12m03 沖浦　拳多 11m80 笹木　駿佑 11m18 古館　佑基 11m05 小森　裕翔 10m83 庄司　秀朗 10m17

船橋市 松戸市 旭市 流山市 印旛郡市 市川市 我孫子市 南房総市・安房郡

飛野　涼平 62m92 久田　洸生 57m94 猪ノ原　達弥 56m84 盛山　峻壱 52m96 芳野　裕二 52m42 佐藤　智紀 51m96 根本　渉 50m09 山脇　光 49m02

印旛郡市 柏市 松戸市 市川市 旭市 野田市 千葉市 南房総市・安房郡

総合得点 野田市 50点 印旛郡市 50点 流山市 49点 柏市 44点 船橋市 27点 松戸市 25点 市川市 25点 浦安市 23点

凡例 
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記 録 主 任 岩脇　充司

種目

森澤　佳菜 12.35 鍋島　希 12.51 安下　帆風 12.63 塩田　夏帆 12.63 伊藤　結 12.67 長沼　泉里 12.85 長澤　真央 13.00 菅原　唯 13.09

船橋市 松戸市 柏市 千葉市 流山市 鎌ケ谷市 野田市 我孫子市

豊田　麗 12.20 山本　真菜 12.46 川上　いちご 12.46 中西　藍里 12.54 新井　美来 12.76 嶋野　優奈 13.00 萩原　美海 13.46 高中　涼夏 13.48

成田市 流山市 松戸市 市原市 鎌ケ谷市 千葉市 香取市 船橋市

山崎　りさ 2:15.26 小杉　真生 2:16.50 若月　優実 2:16.62 大沼　月美貴 2:19.99 石井　里佳 2:26.66 小吉川忍乃舞 2:27.65 藤川　未奈 2:31.11 石飛　琴乃 2:34.96

流山市 鎌ケ谷市 野田市 市原市 船橋市 印旛郡市 成田市 君津市

加藤　礼菜 9:57.20 野宮　寧々 9:58.28 佐藤　美雪 10:02.76 東　育美 10:04.79 大網　瑞姫 10:11.49 湯川　野乃 10:29.28 大西　響 10:29.51 加藤　明日美 10:32.49

流山市 銚子市 松戸市 成田市 香取郡 鎌ケ谷市 印旛郡市 船橋市

大熊　楓 14.29 増田　絢菜 14.44 板倉　里美 15.36 熊本ﾗｳｲﾆ舞 15.44 宮川　愛梨 16.29 渡邉　美里 16.34 高木　紗樹 16.38 森谷　結衣 16.47

船橋市 我孫子市 成田市 野田市 銚子市 流山市 香取郡 松戸市
船橋市 49.29 流山市 49.82 野田市 49.99 成田市 50.33 鎌ケ谷市 50.59 千葉市 51.23 柏市 51.32 印旛郡市 51.72
齋藤　理乃 中村　由芽 熊本ﾗｳｲﾆ舞 板倉　里美 角田　珠美 押元　里菜 高田　優菜 小松　紗華
大熊　楓 伊藤　結 長澤　真央 豊田　麗 長沼　泉里 塩田　夏帆 安下　帆風 渡辺　志乃
東　ゆりこ 渡邉　美里 川村　愛奈 加藤　恵理 谷村　華澄 伊藤　花名 金澤　優希 高橋　花瑠
森澤　佳菜 山本　真菜 浅利　望稜 田村　美優 新井　美来 嶋野　優奈 山﨑　妃奈子 上野　詩音
清野　かな子 1m67 梅原　遥奈 1m67 池田　遥香 1m64 浮津　遙花 1m55 平野　遥 1m55 鈴木　莉子 1m50 山田　こころ 1m50 長尾　日南子 1m50

柏市 印旛郡市 市原市 船橋市 香取市 流山市 鴨川市 千葉市

伊藤　花名 5m59(+0.8) 堤　ほのか 5m50(+0.7) 山中　千優 5m38(+3.5) 加藤　恵理 5m28(+0.8) 高田　優菜 5m26(+2.4) 東　ゆりこ 5m24(+1.0) 中村　由芽 5m20(+0.7) 進士　珠名 5m08(+2.8)

千葉市 我孫子市 香取市 成田市 柏市 船橋市 流山市 浦安市

尾形　奈那美 5m59(+1.7) 松本　友果 5m40(+0.1) 杉村　奏笑 5m31(+1.4) 宮間　知里 5m18(+1.9) 高中　涼夏 5m17(+0.4) 中島　沙也香 4m89(+1.9) 谷村　華澄 4m41(+1.0) 萩原　美海 3m80(+1.5)

富津市 流山市 旭市 千葉市 船橋市 浦安市 鎌ケ谷市 香取市

高橋麻里奈 12m17 江越　由梨 11m88 篠塚　美咲 11m57 有馬　杏依 11m46 山下　わか菜 11m00 上村　宙子 10m96 中村　美月 10m72 中島　沙也香 9m56

印旛郡市 市原市 香取市 銚子市 松戸市 鎌ケ谷市 野田市 浦安市

内田　萌奈 49m41 桑原　愛 42m80 上村　宙子 38m61 山下　わか菜 37m68 金澤　優希 35m74 押元　里菜 35m50 大熊　楓 33m08 桑原　琴音 32m69

野田市 山武郡市 鎌ケ谷市 松戸市 柏市 千葉市 船橋市 流山市

総合得点 流山市 50点 船橋市 44点 鎌ケ谷市 32点 成田市 31点 野田市 29点 松戸市 29点 千葉市 28点 柏市 24点
凡例 
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