
ト ラ ッ ク 審 判 長 新村 浩章，北原 慎也

ス タ ー ト 審 判 長 石川 毅

跳 躍 審 判 長 出野 晃平

投 て き 審 判 長 出野 晃平

招 集 所 審 判 長 門目 誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

鵜殿　廉(04)(3) 10.64(+1.6) 平尾　裕希(96) 10.76(+1.6) 後田　大翔(05)(2) 10.77(+1.5) 三辻　友哉(04)(3) 10.78(+1.6) 清宮　弘貴(95) 10.86(+1.6) 山下　遥也(05)(3) 10.86(+1.6) 廣瀬　翔(02) 10.88(+0.2) 齋藤　拓巳ｱﾝﾄﾞﾚｲ(04)(3) 10.90(+0.2)

日体大柏高 東亜道路工業 木更津総合高 東海大望洋高 ＳＰＡＲＫ 市立船橋高 おれみどAC 市立船橋高

真壁　鈴空(04)(3) 10.90(+1.5)

日体大柏高

三辻　友哉(04)(3) 21.50(+2.6) 馬原　浩志郎(06)(1) 21.55(+1.4) 山下　遥也(05)(3) 21.69(+2.6) 小宮山　拓(01)(3) 21.73(+2.6) 鵜殿　廉(04)(3) 21.78(+2.6) 田原　慶人(07)(1) 21.83(+1.4) 梅田　佳成(00) 21.92(+2.6) 佐藤　聖也(04)(3) 21.94(+1.4)

東海大望洋高 市立船橋高 市立船橋高 中大 日体大柏高 市立船橋高 ＳＰＡＲＫ 千葉黎明高

鈴木　奥介(04)(3) 1:54.62 熊谷　眞大(05)(2) 1:56.54 宇野澤　光輝(97) 1:57.45 高橋　波哉斗(05)(2) 1:59.44 土井　勇輝(03) 2:00.10 平野　豪琉(05)(2) 2:00.52 藤島　傑(05)(2) 2:02.56 島ノ江　亮介(05)(2) 2:02.92

東海大浦安高 幕張総合高 RUDOLF 東総工高 おれみどAC 千葉黎明高 八千代高 八千代高

山中　恭介(05)(2) 14.67(+1.4) 飯島　悠斗(04)(3) 15.04(+1.4) 島田　駿(04)(3) 15.47(+1.4) 戸嶋　惇太(04)(3) 15.66(+2.2) 熊澤　輝琉吾(05)(2) 15.76(+1.4) 八木澤　透(06)(1) 15.83(+2.2) 鵜澤　光佑(06)(1) 15.96(+1.4) 前田　悠希(05)(2) 16.18(+2.2)

市立船橋高 東海大望洋高 市立船橋高 東京学館船橋高 八千代高 市立船橋高 東京学館船橋高 柏南高

鈴木　真弦(06)(2) 25:03.91 井上　裕宜(05)(2) 25:20.36 万木　陸叶(06)(1) 26:12.96 泉　匠海(05)(2) 27:25.96 原田　悠叶(06)(1) 28:21.18 長坂　隼人(06)(1) 29:27.33

佐倉東高 八千代松陰高 八千代松陰高 佐倉東高 佐倉東高 成田高

惠　和將(03)(1) 2m01 作家　弥希(01)(3) 1m98 池田　直貴(97) 1m95 小林　龍音(03)(2) 1m95 大津　晃樹(02)(2) 1m92 堀内　勇希(05)(3) 1m89 島田　駿(04)(3) 1m89

日本大 駿河台大 ＳＰＡＲＫ 日本大 日本大 市立船橋高 市立船橋高

鵜澤　光佑(06)(1) 1m89

東京学館船橋高

作家　弥希(01)(3) 7m56(+1.0) 渡邊　耀介(04)(3) 7m12(+0.5) 工藤　雷文(04)(3) 7m06(+0.7) 花屋　龍ノ介(01)(3) 6m90(+2.0) 武岡　世航(06)(1) 6m81(+0.8) 島田　駿(04)(3) 6m73(+1.0) 稲生　遥希(06)(2) 6m71(+1.3) 宍戸　風太(02)(2) 6m66(+1.2)

駿河台大 市立船橋高 流山南高 流経大 市立船橋高 市立船橋高 二松学舎柏高 流経大

戸嶋　惇太(04)(3) 13m49 野村　航太(05)(2) 12m55 矢野　結蒔(05)(2) 12m00 奥川　波音(05)(2) 11m85 丸田　颯良(04)(3) 11m57 鈴木　悠太(05)(2) 11m41 林　拓海(06)(2) 11m34 星野　浩明(04)(3) 11m28

東京学館船橋高 東京学館船橋高 東京学館船橋高 日体大柏高 若松高 東海大望洋高 小見川高 幕張総合高

鈴木　陽一(85) 9m27

土気TFC

高橋　剛(00)(4) 47m86 浮谷　泰斗(07)(1) 45m36 小林　寛紀(05)(2) 44m96 小澤　司(06)(1) 43m59 谷　瑠斗(07)(1) 43m46 古澤　賢一郎(70) 43m24 岩堀　智和(06)(1) 42m68 野口　創太(06)(2) 41m80

国武大 犢橋高 小金高 船橋古和釜高 犢橋高 SHOIN 市川南高 千城台高

5位 6位 7位 8位

10月15日  100m

10月16日  200m
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1位 2位 3位 4位

10月15日  走高跳

10月16日  走幅跳

10月16日  800m

10月15日  110mH(1.067m/9.14m)

10月16日  5000mW

10月15日 高校砲丸投(6.000kg)

10月15日 一般砲丸投(7.260kg)

10月16日  やり投(800g)



ト ラ ッ ク 審 判 長 新村 浩章，北原 慎也

ス タ ー ト 審 判 長 石川 毅

跳 躍 審 判 長 出野 晃平

投 て き 審 判 長 出野 晃平

招 集 所 審 判 長 門目 誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

佐藤　葵唯(04)(3) 12.04(+2.9) 笠野　心結(06)(1) 12.38(+1.8) 篠原　美咲(04)(3) 12.40(+1.0) 西山　由佳里(05)(2) 12.46(+2.1) 亀山　美南(06)(1) 12.48(+2.3) 樋口　葵(05)(2) 12.52(+0.5) 石川　愛梨(05)(2) 12.61(+2.0) 品村　百香(06)(2) 12.65(+0.6)

市立船橋高 八千代高 市立船橋高 東京学館高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高

佐藤　葵唯(04)(3) 24.58(+0.1) ｱｹﾝﾀ　ｸﾞﾛﾘｱ(04)(3) 25.20(+0.1) 篠原　美咲(04)(3) 25.26(+0.1) 樋口　葵(05)(2) 25.30(+0.1) 亀山　美南(06)(1) 25.63(+0.1) 石川　愛梨(05)(2) 25.65(+0.9) 宮地　利璃香(05)(2) 25.69(+0.9) 川窪　萌夏(02)(2) 25.82(+0.9)

市立船橋高 西武台千葉高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 青山学院大

和田　瑞希(05)(2) 2:17.09 姥山　叶奈(06)(1) 2:23.52 砂田　百葉(06)(1) 2:24.01 大浦　美衣菜(05)(2) 2:26.65 森川　明日加(06)(1) 2:27.80 菅野　莉子(05)(2) 2:27.92 長谷川　零(05)(2) 2:28.06 吉野　こころ(05)(2) 2:30.19

幕張総合高 千葉黎明高 八千代高 成田国際高 東金商高 検見川高 習志野高 千葉東高

志水　芹菜(05)(2) 14.15(+1.8) 土屋　薫(04)(3) 14.52(+2.6) 金山　由依(04)(3) 15.07(+0.7) 伊藤　遥香(07)(1) 15.30(+2.6) 戸田　陽菜(06)(2) 15.33(+2.6) 榎本　妃ノ香(04)(1) 15.42(+0.7) 金子　美月(06)(1) 15.45(+2.6) 濱元　香帆(06)(1) 15.69(+2.6)

市立船橋高 東海大望洋高 東海大浦安高 市立船橋高 柏南高 日本大 市立船橋高 東海大浦安高

追分　梓心(05)(2) 26:52.43 長谷　鞠依(05)(2) 32:11.21 菊池　梨香(04)(3) 34:46.41

市立柏高 東海大望洋高 佐倉東高

鈴木　結花(05)(2) 1m56 与儀　真鈴(04)(3) 1m53 小原　優海(06)(1) 1m50 鈴木　萌々那(07)(1) 1m45 安斉　未来(06)(1) 1m45 春川　花杏奈(06)(2) 1m45

木更津総合高 東京学館船橋高 柏井高 東海大浦安高 西武台千葉高 木更津総合高

蔭山　千央莉(05)(2) 1m45 沖野　杏奈(05)(2) 1m45

東葉高 東海大浦安高

佐々木　千翔(04)(3) 5m75(+2.5) 眞通　柚來(06)(2) 5m68(-0.1) 峠田　夏希(06)(1) 5m49(+2.5) 笠野　心結(06)(1) 5m40(+2.2) 長内　亜佑美(05)(2) 5m31(+1.7) 深江　咲穂(05)(2) 5m27(+2.0) 長谷川　璃音(06)(2) 5m12(+1.7) 大野　鈴菜(05)(2) 5m11(+2.7)

市立船橋高 公認5m73(+1.4) 柏南高 市立船橋高 公認5m28(+0.8) 八千代高 公認5m31(+1.6) 日体大柏高 日体大柏高 市立稲毛高 市立銚子高 公認5m05(+1.4)

六反　咲優(05)(2) 9m79 武井　紗希(02)(2) 9m59 久保　ひより(05)(2) 9m50 熊倉　なな(06)(1) 8m50 野口　利菜子(06)(1) 8m43 勝俣　ひなた(06)(1) 8m34 伊藤　美幸(06)(2) 8m24 鬼塚　亜優(05)(2) 8m17

幕張総合高 国武大 東海大浦安高 佐倉東高 船橋法典高 佐原白陽高 市立銚子高 検見川高

伊藤　凜(05)(2) 39m13 辻岡　真波(05)(2) 39m12 片山　愛美(05)(2) 38m88 栗田　聡美(05)(2) 35m07 山下　春花(06)(1) 32m22 石川　新菜(05)(2) 30m79 沼尻　千寿(05)(2) 30m75 宮﨑　梨緒(05)(3) 29m17

市立銚子高 佐原高 松戸国際高 日体大柏高 日体大柏高 船橋法典高 流山高 東京学館高

凡例 

10月15日  100m

10月16日  200m

10月16日  800m

10月15日  100mH(0.838m/8.50m)

10月16日  5000mW

10月16日  走高跳

10月15日  走幅跳

10月15日  砲丸投(4.000kg)

10月16日  やり投(600g)

8位
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