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山縣　史博(3) 10.46 房田　匠実(4) 10.74 清水　勇輝(1) 10.75 山根　達矢(4) 10.92
東京農業大 福島大 筑波大 日本体育大
山本　悠太(2) 10.55 瀬尾　英明(2) 10.59 白石　幸大(3) 10.65 林　航大(3) 10.75 植草　雄貴(3) 10.85 小林　飛亜登(3) 10.86 西村　遼平(3) 12.45 小島　匡人(3) 13.34
成田高 西武台千葉高 西武台千葉高 市立船橋高 磯辺高 東京学館浦安高 幕張総合高 東海大浦安高
秀島　来(1) 10.69 藤原　寛人(3) 10.81 堀田　竣斗(1) 10.85 吉田　有佑(1) 11.09 今野　大生(1) 11.17 後藤　健太(1) 11.21 五味　直也(1) 11.37
東海大浦安高 東海大浦安中 野田中央高 市立船橋高 千葉黎明高 千葉黎明高 市立松戸高
酢崎　充洋(4) 47.81 染谷　翔(2) 48.12
日本大 順天堂大
荘司　晃佑(2) 47.95 松本　詩音(2) 49.05 安永　雄貴(2) 49.11 川上　聡太(2) 49.13 杉岡　駿(2) 49.30 島根　海都(3) 49.85 清宮　史貴(3) 49.95
成田高 市立松戸高 幕張総合高 西武台千葉高 八千代高 西武台千葉高 東京学館高
梅谷　健太(3) 1:58.10
順天堂大
田口　雄貴(3) 1:52.10 鵜澤　葉月(2) 1:53.97 関　将太郎(2) 1:56.78 横田　悠斗(1) 1:57.52 荒田　優幸(3) 1:59.71 森　竜也(2) 2:00.87 清水　亨聖(2) 2:01.11
東海大浦安高 東海大望洋高 大多喜高 市立柏高 千葉東高 柏南高 野田中央高
松永　伶(1) 8:44.41 金田　遼祐(1) 8:48.12
専修大松戸高 専修大松戸高
土屋　泰一郞(2) 14.69 高橋　斗南(3) 14.70 村竹　ラシッド(1) 14.88 柞山　真翔(1) 15.16 山川　爽友(3) 15.20 諏方　龍之介(3) 15.36 増本　大吾(2) 15.38 土谷　遥輝(1) 15.52
昭和学院秀英高 千葉黎明高 松戸国際高 西武台千葉高 渋谷学園幕張高 東海大望洋高 検見川高 東海大望洋高
本間　諒太(3) 53.75 油谷　恒佑(3) 54.15 小川　力哉(3) 54.94 二宮　龍(2) 56.03 門田　裕太(3) 56.17 常住　優太(2) 56.45 諏方　龍之介(3) 56.91 中村　航也(2) 58.62
成田高 東金商高 東海大望洋高 犢橋高 船橋法典高 木更津総合高 東海大望洋高 鎌ヶ谷高
川端　脩也(3) 21:40.15 中村　有汰(2) 25:09.42 山口　凌平(2) 25:51.45 藤田　泰熙(1) 26:26.19 勝部　恭平(1) 26:54.43
八千代松陰高 茂原高 千葉西高 市立柏高 千葉高
戸邉　直人 2m22 鳥海　貴之(3) 2m05 池田　直貴(2) 2m00
つくばツインピークス 流通経済大 国際武道大
高橋　竜輝(3) 2m05 青木　乾人(3) 2m00 青沼　徳大(1) 1m90
学館船橋高 幕張総合高 小金高

竹内　哲大(2) 1m90
柏高

小倉　玄暉(2) 4m60 望月　之音(2) 4m40 内川　研太郎(2) 4m20
日体大柏高 日体大柏高 日体大柏高

栗山　颯人(2) 4m20
日体大柏高

髙政　侑也(4) 7m44(+0.9) 徳間　俊介(2) 7m11(+0.6) 岩瀬　将弥(1) 6m95(+0.1) 澤村　史也(4) 6m74(+1.1)
東海大 日本大 国際武道大 木更津工専
宮﨑　諒也(2) 7m15(+1.7) 青栁　柾希(3) 7m08(+0.7) 齋藤　優太(2) 7m01(+3.0) 伊藤　晏輝 6m93(+1.7) 菊池　功晃(2) 6m67(-0.1) 鬼澤　準仁(2) 6m65(+1.2) 河野　将大(2) 6m56(+1.6) 石塚　大輔(2) 6m45(+0.9)
成田高 成田高 市立船橋高 公認6m98(+1.4) 千葉陸協 松戸国際高 東京学館高 松戸国際高 東海大望洋高
野田　有杜(1) 6m66(+1.5) 花屋　龍ノ介(1) 6m60(+0.1) 伊藤　匠巳(1) 6m48(+0.3) 本田　隼二郎(1) 6m35(+2.0) 藤原　幸大(1) 6m18(+0.3) 水野谷　海斗(1) 6m17(+0.1) 狐塚　秀馬(1) 6m06(+1.2) 渡邉　将輝(1) 6m02(+1.4)
東葛飾高 日体大柏高 幕張総合高 幕張総合高 市立松戸高 木更津高 幕張総合高 市立松戸高
大熊　建(3) 14m98(+1.9) 小林　洋大(3) 14m01(-1.0) 小瀧　真(3) 13m93(+0.4) 鳥海　勇斗(1) 13m81(+1.9) 石塚　大輔(2) 13m64(+1.3) 白井　優尚(3) 13m59(+1.7) 鬼澤　準仁(2) 13m50(+1.1) 大藤　悠希(3) 13m40(+1.3)
千葉高 木更津高 西武台千葉高 学館船橋高 東海大望洋高 松戸六実高 東京学館高 東京学館高
三坂　拓夢(1) 13m63 井上　光陽(1) 13m52 菊池　拓海(1) 12m89 増井　脩人(1) 12m63 髙橋　優斗(1) 12m58 岩間　仁志(1) 12m23 沖浦　拳多(1) 11m95 石橋　登弥(1) 11m69
学館船橋高 学館船橋高 木更津総合高 学館船橋高 佐原白楊高 成東高 流山南高 流山高
高科　貴寛(2) 44m40 大賀　美輝(3) 40m63 本澤　晃(3) 39m46 小森　裕翔(1) 36m67 住谷　駿(3) 34m60 吉田　龍己(3) 34m09 飯塚　諒(2) 31m46 青栁　真司(2) 30m89
東京学館高 東京学館高 船橋法典高 西武台千葉高 日体大柏高 流山南高 学館船橋高 匝瑳高
瀬下　善教 43m29 田村　勇太(2) 42m61 塙　幸雄 35m93 酒井　賢一 34m85 髙橋　斉昭 34m16
千葉陸協 順天堂大 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ 千葉陸協 千葉陸協
丸山　裕己(2) 58m19 米須　玲雄(3) 57m29 平野　迅人(2) 51m79 陶山　勝太(2) 45m97 巻嶋　大輝(2) 44m51 青栁　真司(2) 43m74 渡邉　竜也(2) 43m37 砂原　翔太(2) 42m35
木更津総合高 木更津総合高 鶴舞桜が丘高 成東高 東京学館高 匝瑳高 木更津総合高 木更津総合高
飛野　涼平 60m37 加藤　駿 57m42
千葉陸協 千葉陸協
山口　智弘(3) 63m92 山元　貫誠(3) 56m69 加藤　颯太(3) 53m68 笹木　駿佑(2) 51m50
東海大浦安高 日体大柏高 鎌ヶ谷高 幕張総合高
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少年Ｂ走幅跳

少年共通走高跳

少年Ａ棒高跳
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門目　　誠

高橋喜志夫
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川上　いちご(3) 12.14 清水　玲那(2) 12.33 金子　真那美(3) 12.42 水原　麻衣(2) 12.48 大平　沙由里(3) 12.56 豊田　桃子(2) 13.04
幕張総合高 幕張総合高 東海大浦安高 成田高 市立船橋高 柏南高
景山　咲穂(1) 12.22 三浦　ちさと(1) 12.50 瀬沼　有咲(1) 12.52 塩田　夏帆(1) 12.70 二本松　采香(1) 13.05 中村　華子(1) 13.17
市立船橋高 成田高 野田中央高 幕張総合高 市立松戸高 東京学館高
秦野　南美(1) 56.47 白川　もも(2) 57.90
山梨学院大 東京女体大
池田　千紘(2) 58.39 宮本　祐里(2) 58.46 佐藤　萌(2) 59.31 森元　陽菜(2) 1:00.04 麻生　真希(3) 1:00.56 山田　二千夏(2) 1:01.54
長生高 市立松戸高 松戸六実高 幕張総合高 東海大望洋高 国分高
青山　由佳(1) 2:18.66 木谷　有希(1) 2:26.08 関口　莉香(1) 2:27.07 三木　瞳(1) 2:27.29 林田　なのは(1) 2:27.39 君塚　瑠莉(1) 2:29.23 鈴木　莉子(1) 2:31.73
市立船橋高 鎌ヶ谷高 翔凜高 東海大望洋高 東海大望洋高 流山南高 翔凜高
加藤　礼菜(1) 4:39.45 湯川　野乃(2) 4:45.61
小金高 成田高
植松　佑香(3) 12:12.24
翔凜高
板倉　里美(1) 15.54 仲上　真友(1) 15.55 荒井　美香(1) 16.26 倉垣　有莉(1) 16.92 遠藤　真由(1) 16.92 山口　姫也乃(1) 17.09 今川　栞菜(1) 17.19
八千代松陰高 成田高 姉崎高 鎌ヶ谷高 柏陵高 木更津総合高 西武台千葉高
村上　夏美(3) 59.89 川島　都妃(3) 1:01.36 斎田　りな(2) 1:05.71 渡辺　佳純(2) 1:06.42 高石　実寿(2) 1:07.00 松本　麻優(2) 1:07.18 堀　友莉伽(2) 1:11.35
成田高 長生高 佐原白楊高 大多喜高 柏陵高 柏南高 実籾高
秋元　美知瑠(2) 25:40.79 和田　夏海(3) 26:46.09
柏南高 佐原高
浅田　楓(3) 1m55 川澄　優衣(2) 1m50
日体大柏高 日体大柏高
蕪野　亜紀(4) 3m50
清和大
生越　結乙(2) 3m20 塚本　聖海(3) 3m20 川澄　優衣(2) 3m20 小川　千夏(3) 3m00
成田高 日体大柏高 日体大柏高 木更津総合高

宮川　夢(2) 3m00
佐原高
近田　優里(3) 3m00
嶺南中

橋本　梨沙(3) 5m77(+0.3) 杉村　奏笑(3) 5m64(+0.7) 宮間　知里(3) 5m61(+0.8) 浅倉　里帆(2) 5m55(+0.4) 鈴木　初菜(2) 5m51(+0.3) 東　ゆりこ(2) 5m48(+0.5) 大橋　知香(2) 5m42(+0.5) 原田　安里紗(2) 5m35(+0.4)
幕張総合高 千葉黎明高 幕張総合高 東海大望洋高 幕張総合高 八千代高 千葉黎明高 日体大柏高
関口　笑実(1) 5m64(+0.3) 山中　千優(1) 5m31(+0.4) 有本　遥香(1) 5m25(+0.2) 加藤　綾乃(1) 5m22(+0.4) 高田　優菜(1) 5m21(+0.9) 加藤　恵理(1) 5m10(+0.3) 堀　春花(1) 5m09(+0.3) 青栁　美有(1) 5m00(+0.1)
成田高 成田高 八千代松陰高 幕張総合高 小金高 八千代高 東海大望洋高 東京学館高
鈴木　初菜(2) 11m79(0.0) 岡野　夏実(3) 11m70(+0.1) 進士　珠名(2) 11m49(+1.2) 菅澤　桃子(2) 11m29(+0.5) 東　ゆりこ(2) 11m23(+1.1) 三浦　理子(2) 10m88(+0.2) 島田　麻帆(2) 10m84(+0.9) 田島　ナナ(3) 10m35(+0.8)
幕張総合高 成田高 東京学館浦安高 東京学館高 八千代高 鎌ヶ谷高 鎌ヶ谷高 松戸六実高
豊川　日加里(1) 10m02 松田　青空(1) 9m72 荒俣　美月(1) 9m59 中村　美月(1) 9m50 根耒　彩夏(1) 9m28
学館船橋高 幕張総合高 日体大柏高 西武台千葉高 千葉東高
髙山　優衣(3) 34m49 渋谷　実穂(2) 34m27 岸澤　真帆香(2) 33m51 竹内　彩夏(3) 31m75 塙　明日華(1) 30m95 モデベル　リサ(2) 26m13
学館船橋高 西武台千葉高 西武台千葉高 東海大浦安高 東京学館高 柏中央高
多田　一葉(4) 50m15 鈴木　綾夏(2) 45m42
流通経済大 清和大
渡邉　智恵美 41m74
千葉陸協
石井　李佳(3) 41m12 鈴木　さくら(3) 40m96 鵜澤　千畝(3) 40m70 近内　かりん(2) 38m37 高橋　明日美(2) 35m77 上村　宙子(2) 34m70 角村　優衣(2) 30m99 中村　美月(1) 30m44
柏中央高 成田北高 成東高 日体大柏高 柏南高 柏陵高 小金高 西武台千葉高
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