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種目

海老澤　蓮 10.54 吉田　有佑 10.60 前田　夏輝 10.68 三田寺　虎琉 10.70 今井　佑里 10.76 熊谷　隆矢 10.85 大塚　翔太 10.85 今野　大生 10.96
柏市・柏市 流山市・流山市 船橋市・船橋市 松戸市・松戸市 印旛郡市・印旛郡市 市原市・市原市 旭市・旭市 成田市・成田市
梨本　真輝 10.63 西村　遼平 10.71 岡　海来 10.89 斉藤　祐斗 11.01 白石　幸大 11.05 漣　和留 11.07 鹿内　翔太 11.40 浮貝　雅希 11.41
流山市・流山市 千葉市・千葉市 旭市・旭市 市川市・市川市 柏市・柏市 松戸市・松戸市 船橋市・船橋市 成田市・成田市
山本　峻汰 48.86 本井　裕人 49.58 富田　涼太郎 49.88 佐渡　規央 50.01 大橋　広夢 50.62 工藤　健志郎 50.85 関川　芯 51.95 磯村　祐希 52.58
成田市・成田市 船橋市・船橋市 松戸市・松戸市 野田市・野田市 流山市・流山市 南房総市・安房郡・南房総市・安房郡旭市・旭市 銚子市・銚子市
保坂　拓海 4:13.16 水野　優 4:14.87 片原　照 4:17.72 横山　秋廣 4:22.45 内藤　和也 4:26.21 壬生倉　拓弥 4:26.51 田中　裕太 4:27.23 中山　裕貴 4:31.04
君津市・君津市 成田市・成田市 市原市・市原市 千葉市・千葉市 南房総市・安房郡 鎌ヶ谷市・鎌ヶ谷市 館山市・館山市 鴨川市・鴨川市
曽波　祐我 15:19.37 田中　良幸 15:26.36 中村　碧海 16:06.28 三野　鉄心 16:09.82 小安　凌生 16:11.17 田村　勝太郎 16:12.80 古川　琢也 16:25.19 橋本　直也 16:29.55
印旛郡市・印旛郡市 君津市・君津市 いすみ市・いすみ市 柏市・柏市 市原市・市原市 野田市・野田市 鎌ヶ谷市・鎌ヶ谷市 山武郡市・山武郡市
村竹　ラシッド 13.86 柞山　真翔 14.65 作家　真都 14.73 鮫島　幸紀 15.59 阿部　天馬 15.84 能勢　航大 16.01 吉岡　創汰 16.40
松戸市・松戸市 野田市・野田市 柏市・柏市 市原市・市原市 船橋市・船橋市 千葉市・千葉市 印旛郡市・印旛郡市
千葉・松戸市 41.29 千葉・流山市 41.70 千葉・柏市 41.92 千葉・印旛郡市 42.42 千葉・野田市 42.60 千葉・千葉市 43.22 千葉・船橋市 43.32 千葉・成田市 43.36
髙橋　直人 梨本　真輝 作家　真都 今井　佑里 柞山　真翔 西村　遼平 阿部　天馬 加瀬　祥希
三田寺　虎琉 作家　弥希 白石　幸大 柄　光高 吉久　航平 奥山　誉也 大崎　龍之介 大野　陽斗
鈴木　涼太 菅原　響喜 海老澤　蓮 鷲尾　智樹 永井　嵩人 増本　大吾 本井　裕人 山本　峻汰
漣　和留 吉田　有佑 酒井　雷煕 髙橋　侃矢 長澤　優真 能勢　航大 鹿内　翔太 神村　雄大
手島　一好 1m97 小林　龍音 1m94 吉田　凌 1m91 山口　拓久 1m88 大津　晃樹 1m85 富田　隆之 1m85 島野　涼 1m80 田村　龍輝 1m80
香取郡・香取郡 印旛郡市・印旛郡市 鴨川市・鴨川市 鎌ヶ谷市・鎌ヶ谷市 柏市・柏市 松戸市・松戸市 富津市・富津市 山武郡市・山武郡市
竹内　哲大 2m00 池田　直貴 2m00 山口　拓也 1m97 内田　大雅 1m91 髙橋　宗聖 1m85 重冨　優名 1m80 平本　大典 1m75
柏市・柏市 市原市・市原市 船橋市・船橋市 木更津市・木更津市 印旛郡市・印旛郡市 浦安市・浦安市 鴨川市・鴨川市
酒井　雷煕 7m07(+1.8) 植木　優太 6m96(+2.6) 吉野　颯人 6m96(+1.4) 篠塚　浩斗 6m73(+1.8) 宮部　灯哉 6m53(+2.4) 本田　隼二郎 6m45(+1.2) 越川　大輝 6m39(+1.0) 入澤　岳郁 6m27(+1.8)
柏市・柏市 印旛郡市・印旛郡市 公認6m92(+1.2) 松戸市・松戸市 香取市・香取市 習志野市・習志野市 公認6m49(+0.5) 流山市・流山市 旭市・旭市 市川市・市川市
小林　大起 7m46(+1.8) 伊藤　拓磨 7m32(+1.4) 田口　宣幸 6m83(+1.7) 須田　優人 6m80(+1.2) 加瀬　祥希 6m60(+2.0) 大熊　健 6m57(+2.0) 中邨　一希 6m56(+0.2) 山本　賢良 6m50(+1.6)
印旛郡市・印旛郡市 柏市・柏市 習志野市・習志野市 市原市・市原市 成田市・成田市 千葉市・千葉市 市川市・市川市 松戸市・松戸市
土居　闘矢 13m84 増井　脩人 13m50 沖浦　拳多 12m74 佐藤　夢真 12m73 川口　雄太 12m37 川奈　優叶 12m02 藤澤　佑 11m79 吉野　綾馬 11m10
市川市・市川市 松戸市・松戸市 流山市・流山市 君津市・君津市 旭市・旭市 香取市・香取市 成田市・成田市 印旛郡市・印旛郡市
谷場　雅之 61m03 加藤　駿 55m48 山脇　光 55m47 猪ノ原　達弥 55m19 芳野　裕二 53m83 田村　勇太 51m35 原口　慧史 47m25 鈴木　拓也 45m31
印旛郡市・印旛郡市 山武郡市・山武郡市 南房総市・安房郡・南房総市・安房郡松戸市・松戸市 旭市・旭市 船橋市・船橋市 流山市・流山市 君津市・君津市
森澤　佳菜 12.13 森田　万稀 12.39 板里　奈波 12.46 山田　美南 12.60 山田　美咲 12.89 太田　鈴音 12.95 角田　珠美 13.10 長谷川　瑞希 13.32
船橋市・船橋市 千葉市・千葉市 印旛郡市・印旛郡市 山武郡市・山武郡市 野田市・野田市 松戸市・松戸市 鎌ヶ谷市・鎌ヶ谷市 旭市・旭市
豊田　麗 12.32 中西　藍里 12.59 萩原　美海 12.86 嶋野　優奈 12.97 若月　優実 13.02 志賀　千織 13.35 杉村　奏笑 13.55 高中　涼夏 13.60
成田市・成田市 市原市・市原市 香取市・香取市 千葉市・千葉市 野田市・野田市 松戸市・松戸市 旭市・旭市 船橋市・船橋市
秋山　桃子 2:15.62 中村　仁美 2:19.13 浅見　和伽 2:19.17 青栁　朋花 2:22.33 三反田　愛紗 2:23.85 藤川　未奈 2:28.59 清水　晴陽 2:32.96 鈴木　結衣 2:42.03
印旛郡市・印旛郡市 香取市・香取市 千葉市・千葉市 船橋市・船橋市 市川市・市川市 成田市・成田市 鎌ヶ谷市・鎌ヶ谷市 野田市・野田市
関野　茜 9:57.84 大西　夏帆 10:22.82 大野　綾愛 10:23.60 中野　萌花 10:39.35 木村　朱里 10:55.26 東　育美 11:10.08 石田　朱奈 11:12.94 松橋　由子 11:22.61
印旛郡市・印旛郡市 市原市・市原市 鎌ヶ谷市・鎌ヶ谷市 船橋市・船橋市 柏市・柏市 成田市・成田市 香取市・香取市 八千代市・八千代市
塚本　萌乃 14.72 宮川　愛梨 15.42 上野　莉奈 15.50 熊本　ﾗｳｲﾆ舞 15.60 雲林院　瑞帆 15.64 山中　美咲 15.65 高木　紗樹 15.94
市原市・市原市 銚子市・銚子市 印旛郡市・印旛郡市 野田市・野田市 船橋市・船橋市 松戸市・松戸市 香取郡・香取郡
千葉・船橋市 48.75 千葉・千葉市 49.51 千葉・野田市 50.15 千葉・市原市 50.20 千葉・松戸市 50.28 千葉・印旛郡市 50.70 千葉・流山市 51.51 千葉・香取市 52.10
雲林院　瑞帆 磯　陽奈紗 岩佐　琴音 田邉　明莉 太田　鈴音 上野　莉奈 高倉　優衣 萩原　美海
大澤　綾菜 小幡　さくら 川村　愛奈 塚本　萌乃 竹下　夏美 板里　奈波 中村　由芽 小倉　万穂
石井　香名 嶋野　優奈 増田　茅陽 矢代　果穂 渡邉　美里 榎本　妃ノ香 海鋒　路 林　彩乃
森澤　佳菜 森田　万稀 山田　美咲 細田　史花 徳久　弥笑 齊藤　花奈 竹本　彩乃 富岡　有羽
池田　遥香 1m64 髙橋　花瑠 1m58 海鋒　路 1m55 川島　彩香 1m50 野村　希咲 1m50 長　ほのか 1m50 小林　怜奈 1m45 星野　美瑛 1m40
市原市・市原市 印旛郡市・印旛郡市 流山市・流山市 千葉市・千葉市 八千代市・八千代市 船橋市・船橋市 野田市・野田市 成田市・成田市
岡部　玲奈 5m60(+1.0) 西尾　悠子 5m44(+1.5) 磯　陽奈紗 5m43(+2.0) 齋藤　優愛 5m39(+1.1) 石井　香名 5m38(+0.7) 仙田　結乃 5m35(+1.8) 箕輪　明星 5m31(+1.6) 齊藤　花奈 5m27(+1.1)
松戸市・松戸市 野田市・野田市 千葉市・千葉市 旭市・旭市 船橋市・船橋市 八千代市・八千代市 香取郡・香取郡 印旛郡市・印旛郡市
飯田　詩央 5m36(+1.7) 宮間　知里 5m27(+1.1) 杉村　奏笑 5m16(-0.3) 志賀　千織 5m04(+1.1) 山下　真美子 5m03(+1.2) 指田　みなみ 4m52(+1.5) 萩原　美海 4m08(+1.7)
成田市・成田市 千葉市・千葉市 旭市・旭市 松戸市・松戸市 浦安市・浦安市 柏市・柏市 香取市・香取市
篠塚　美咲 12m03 山田　彩夏 11m94 山下　わか菜 11m39 高橋　麻里奈 10m86 谷村　華澄 10m65 加瀬　瑞姫 10m00 野瀬　珠々乃 9m67 本多　綾 9m55
香取市・香取市 八千代市・八千代市 松戸市・松戸市 印旛郡市・印旛郡市 鎌ヶ谷市・鎌ヶ谷市 旭市・旭市 流山市・流山市 千葉市・千葉市
内田　萌奈 46m89 山下　わか菜 41m59 金澤　優希 37m34 松下　陽香 37m30 齊藤　海優 33m49 谷村　華澄 31m51 桑原　琴音 30m06 増澤　美紅 27m71
野田市・野田市 松戸市・松戸市 柏市・柏市 市川市・市川市 船橋市・船橋市 鎌ヶ谷市・鎌ヶ谷市 流山市・流山市 浦安市・浦安市

凡例 

第69回千葉県民体育大会 【19120015】 
千葉県総合スポーツセンター東総運動場 【122070】 
2019/10/26 ～ 2019/10/26

共通女子砲丸投
(4.00kg)

共通女子やり投

共通女子走高跳

少年女子走幅跳

成年女子走幅跳

共通女子3000m

少年女子100mH
(0.838m_13m)風：+1.0

共通女子4×100mR

少年女子100m 
風：+0.6

成年女子100m 
風：+0.2

共通女子800m

成年男子走幅跳

少年男子砲丸投
(6.00kg)

共通男子やり投(800g)

少年男子走高跳

成年男子走高跳

少年男子走幅跳

少年男子110mH
(1.067m_13.72m)風：+0.1

共通男子4×100mR

8位

少年男子100m 
風：+1.5

成年男子100m 
風：+2.6

少年男子400m

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

成年男子1500m

共通男子5000m


