
競技 種　別 種　目 氏　名 所属 順位 得点

中川　雄介 日本大学

加賀山　翔 立教大学

小原　美咲 東洋女子高校

山崎　三央 市立柏高校

競技 種　別 種　目 氏　名 所属 順位 得点

５０ｍ平泳ぎ 小森　康弘 仁スポーツネットワーク ６位 ３点

５０ｍバタフライ 宇佐見　政勝 東京電力（株）東京支店江東支社 ３位タイ 5．5点

木原　稟太郎 仁スポーツネットワーク

小森　康弘 仁スポーツネットワーク

宇佐見　政勝 東京電力（株）東京支店江東支社

百目木　一雄 市川高校

１００ｍ背泳ぎ 村川　亜里沙 早稲田大学 ５位 ４点

１００ｍ平泳ぎ 田村　菜々香 東海大学 ３位 ６点

２００ｍ個人メドレー 重田　智絵美 早稲田大学 ７位 ２点

１００ｍ自由形 青柳　舞 早稲田大学 ６位 ３点

水落　夏海 筑波大学

阿部　由佳 日本大学

鈴木　佐弥子 関東鍼灸専門学校

重田　智絵美 早稲田大学

村川　亜里沙 早稲田大学

田村　菜々香 東海大学

重田　智絵美 早稲田大学

水落　夏海 筑波大学

２００ｍ平泳ぎ 香取　克彦 成田高校 １位 ８点

山田　健夫 渋谷教育学園幕張高校

大崎　拓朗 県立銚子商業高校

森　龍之介 市立船橋高校

及川　翔太 市立船橋高校

２００ｍ背泳ぎ 岩井　健介 市立船橋高校 ５位 ４点

２００ｍバタフライ 茶森　翔悟 市川高校 ５位 ４点

１００ｍ自由形 三島　将嵩 市立船橋高校 ６位 ３点

三島　将嵩 市立船橋高校

麻生　真稔 千葉商科大学付属高校

戸辺　健介 野田市立福田中学校

高森　徹也 市立船橋高校

岩井　健介 市立船橋高校

大和田　卓爾 千葉市立小中台中学校

茶森　翔悟 市川高校

三島　将嵩 市立船橋高校

２００ｍ個人メドレー 入田　津久詩 市立船橋高校 ６位 ３点

賢木　友理絵 市立船橋高校

土田　湖都子 昭和学院秀英高校

村上　絵美 和洋国府台女子高校

川端　彩如 東海大学付属浦安高校

小田中　彩 東海大学付属浦安高校

伊藤　瞳 東海大学付属浦安高校

田中　梨緒 東海大学付属浦安高校

賢木　友理絵 市立船橋高校

１００ｍ背泳ぎ 出川　友理江 渋谷教育学園幕張高校 ４位 5点

１００ｍ平泳ぎ 松島　美菜 東海大学付属浦安中学校 ３位 ６点

１００ｍ平泳ぎ 村上　優海 習志野市立第四中学校 ５位 ４点

平山　瑛梨奈 県立小見川高校

石田　彩紀 和洋国府台女子高校

根本　瞳 千葉市立泉谷中学校

鈴木　綾 市立船橋高校

出川　友理江 渋谷教育学園幕張高校

松島　美菜 東海大学付属浦安中学校

吉田　理沙 市立船橋高校

平山　瑛梨奈 県立小見川高校

成男30歳以上

少年男子Ｂ

少年女子Ａ

少年女子Ｂ
２００ｍリレー

６点４００ｍメドレーリレー ３位

４００ｍメドレーリレー ７位

４００ｍメドレーリレー

４００ｍリレー ７位

３位４００ｍリレー

４００ｍメドレーリレー ５位 ４点

６点

２点

２位 ７点

３点

８点

２点

１位
（大会新）

２位
（大会新）

７点

第６０回　　冬　季　大　会　入　賞　者　一　覧

スケート

成年男子

少年女子

フィギュア

フィギュア

７位 ６点

６位 ９点

第６０回　　夏　季　大　会　入　賞　者　一　覧

２００ｍメドレーリレー

３位 ６点

２００ｍリレー

４００ｍメドレーリレー

成年女子

水泳

少年男子Ａ

６位



水落　夏海 筑波大学

平山　瑛梨奈 県立小見川高校

賢木　友理絵 市立船橋高校

川端　彩如 東海大学付属浦安高校

酒井　綾香 和洋国府台女子高校

吉原　希 市立千葉高校

村山　智彦 市立船橋高校

石川　大徳 流通経済大学付属柏高校

鴇田　将己 市立船橋高校

濱屋　祐輝 県立流山東高校

村山　充 流通経済大学付属柏高校

駒ヶ嶺　克好 市立習志野高校

千明　聖典 流通経済大学付属柏高校

森野　徹 市立船橋高校

船山　貴之 JIA日本国際学園

長谷川　悠 流通経済大学付属柏高校

中台　晶大 柏日体高校

桐畑　和繁 JIA日本国際学園

伊藤　大介 県立検見川高校

特手　翔平 流通経済大学付属柏高校

大島　嵩弘 県立流山東高校

横川　達郎 渋谷教育学園幕張高校

ボート 少年女子 シングルスカル 小倉　亜沙美 県立小見川高校 １位 ８点

成年男子 国体ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級 齋藤　武明 県立勝浦若潮高校 ７位 ２点

山本　恵理子 立命館大学

榎本　麻衣 日本大学

少年男子 ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ｽﾓｰﾙﾘｸﾞ 鈴木　智彦 県立磯辺高校 ３位 ６点

永井　有紗 県立検見川高校

園田　美帆 県立検見川高校
スラローム（25ゲート） 市場　大樹 ４位 ５点
スラローム（15ゲート） 市場　大樹 ８位 １点
カヤックシングル（５００ｍ） 鈴木　康大 立命館大学 ２位 ７点

亀山　勇太 県立小見川高校

実川　英樹 市立銚子高校

亀山　勇太 県立小見川高校

実川　英樹 市立銚子高校

奥山　裕二 県立銚子商業高校

大里　聡 県立銚子商業高校

少年女子 カヤックシングル（２００ｍ） 平山　悠希 県立佐原高校 ７位 ２点

成年男子 ミドル 清宮　藤雄 大和殖産（株） ８位 １点

成年女子 ユース 張ケ谷　順子 千葉商科大学 ８位 １点

少年男子 秋山　直輝 千葉明徳高校 ４位 ５点

池田　勇太 東北福祉大学

室野　歩 ﾃｨｰﾃｨｰｵｰ（株）

杉山　稔 ｻﾝﾋﾞｯｸｺﾞﾙﾌｾﾝﾀｰ

石山　公唯 船橋市役所

波多野　利彦 船橋市役所

柳原　宏昭 中央大学

前田　智之 早稲田大学

村上　隼悟 県立松戸高校

齋藤　大地 日本大学習志野高校

宮山　亮 日本大学習志野高校

亀谷　望 （株）ヨネックス

白山　愛子 （株）ヨネックス

小柳　知子 （株）ヨネックス

少年男子

成年女子

混合女子

成年男子

成年男子

フェンシング

カヌー

ボウリング

ゴルフ

バドミントン

少年女子

少年男子

成年女子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級

少年女子 FJ級

成年男子

セーリング

３位 １８点カナディアンペア（５００ｍ）

カナディアンペア（２００ｍ） ６位 ９点

５位 ７．５点

少年男子

フルーレ ５位 １２点

２位タイ １９．５点

フルーレ

団体戦

２位 ２１点

８位 ３点

５位 １２点

カヤックペア（５００ｍ） ８位 ３点

１位 ６４点

シンクロナイズドスイミング

サッカー

水泳

３位２００ｍリレー ６点

８位 ３点



競技 種　別 種　目 氏　名 所属 順位 得点

１５００ｍ 鈴木　良則 富士通 2位 ７点

棒高跳 澤野　大地 ニシスポーツ 1位（大会新） ８点

ハンマー投 土井　宏昭 ファイテン 1位 ８点

相川　誠也 早稲田大学

吉澤　賢 デサント

武藤　佳介 東海大学付属望洋高校

久保田　裕是 東海大学付属浦安高校

５０００ｍ 那須川　瑞穂 アルゼアスリートクラブ 6位 ３点

１００ｍＨ 石野　真美 長谷川体育施設 1位 ８点

走高跳 藤澤　潔香 ファイテン 2位 ７点

走幅跳 花岡　麻帆 Office２４ 1位 ８点

砲丸投 関　郁子 日本体育大学 7位 ２点

ハーフマラソン 宮井　仁美 トヨタ自動織機 3位 ６点

４００ｍ 林　康平 東海大学付属浦安高校 2位 ７点

４００ｍＨ 今関　雄太 渋谷教育学園幕張高校 4位 ５点

２００ｍ 久保田　裕是 東海大学付属浦安高校 1位 ８点

走幅跳 田井治　孝介 成田高校 3位 ６点

少男共通 走高跳 高橋　邦彦 成田高校 1位 ８点

１００ｍ 河野　千波 東京学館浦安高校 2位 ７点

三段跳 畑中　朋香 市立船橋高校 5位 ４点
少年女子Ｂ １００ｍＨ 鈴木　智絵 県立佐原高校 2位 ７点

林　雄也 渋谷教育学園幕張高校

有松　達矢 東京学館浦安高校

フェザー 櫻井　大佑 明治大学 5位 ２．５点

ウエルター 坂本　貴博 拓殖大学 3位 ５．５点

フライ 牛山　智博 市立習志野高校 2位 ７点

バンタム 鳥越　辰弥 市立習志野高校 1位 ８点

フェザー 新貝　聖位 市立習志野高校 5位 ２．５点

ライトウエルター 野口　聡士 西武台千葉高校 2位 ７点

建部　弘美 県立千葉聾学校

高橋　志奈 東京海上日動キャリアサービス

三宅　輝海 東京海上日動火災（株）

吉田　尚子 （株）ＴＡＫリアルティ

田中　みどり （株）サギノミヤ

尾島　沙綾 （株）セブンイレブンジャパン

加藤　尚子 日本体育大学大学院

小野田　恵子 東京女子体育大学

野村　由希 日本体育大学

鈴木　麻由美 白鴎大学

阿形　美由紀 玉川大学

伊藤　奈月 筑波大学

成年男子 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ96kg 矢野　倍達 （株）三信電気 5位 ２．５点
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ74kg 鈴木　英雄 県立関宿高校 5位 ２．５点
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ96kg 澤田　竜太 県立関宿高校 5位 ２．５点

５６㎏級スナッチ 2位 ７点
５６㎏級クリーン＆シャーク 4位 ５点

少年男子 ６９㎏級スナッチ 小林　龍作 八千代松陰高校 7位 ２点

藤原　直幸 成東町立東中学校

内田　貴明 中京大学

室谷　洋平 ヨネックス（株）

藤原　亮二 松戸市役所

菊池　治秀 松戸市役所

斎藤　広宣 松戸市役所

大塚　裕貴 千葉経済大学附属高校

竹之内　亮佑 千葉経済大学附属高校

倉井　周作 東京学館浦安高校

第６０回　　秋　季　大　会　入　賞　者　一　覧

３点

少年男子Ａ

少年男子Ｂ

男子混合 ４×１００ｍＲ

成年女子

成年男子

少年男子

6位

陸上競技

成年男子

少年女子Ａ

6位 ９点

バスケットボール 成年女子 3位 ２７．５点

テニス 少年男子

ボクシング

レスリング
少年男子

ウエイトリフティング
成年男子 奥山　正和 法政大学

ソフトテニス 成年男子 7位 １０点

卓球 少年男子 5位 ７．５点



窪田　清盛 （有）大丸興業

沖　忠寿 摂津倉庫

大山　広之 拓殖大学

安部　豊 自営

尾上　高志 拓殖大学紅陵高校

河辺　昌之 県立松戸養護学校
ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ 齋藤　功貴 県立多古高校 1位 ８点

標準障害飛越 二宮　裕哉 県立成田西陵高校 2位 ７点

二段階障害飛越 二宮　裕哉 県立成田西陵高校 2位 ７点

川口　有紀 （株）ヤックスケアサービス

山下　亜希 学校法人了德寺学園

清水　伊穂理 (株)ヤックスケアサービス
天野　充敏 浦安市川市民病院

石峰　玄規 市原市立辰巳台東小学校

畠　久人 国際武道大学

安西　勝則 丸善石油（株）

坂井　貴之 四街道市立旭小学校

狗巻　修 丸善石油（株）

市原　玄 国際武道大学

嵩元　準 丸善石油（株）

工藤　雄大 千葉市立轟町中学校

加藤　幸二 ダスキン

気田　朋幸 東京商運

堀部　剛弘 ブリジストン

山下　友香 木更津総合高校

小林　美紗代 市立習志野高校

富原　愛 県立柏陵高校

峰　幸代 木更津総合高校

木永　万貴 木更津総合高校

栗原　志帆 木更津総合高校

菊池　紗樹 木更津総合高校

森元　麻由美 市立習志野高校

宮坂　幸恵 県立千葉商業高校

長岡　のぞみ 県立千葉商業高校

三澤　秋菜 木更津総合高校

安保　里映 市立習志野高校

藤原　彩子 県立千葉商業高校

成年男子 50m3×40M 目良　明裕 自衛隊 4位 ５点

５０ｍＰ６０Ｗ 加藤　由紀子 中央大学 1位 ８点

１０ｍＳ４０Ｗ 秋葉　美樹 日本大学経済学部 2位 ７点

１０ｍＳ６０ＭＪ 7位 ２点

１０ｍＳ２０ＭＪ 6位 ３点

ＢＲＳ４０ＷＪ 粂川　裕美 県立茂原高校 8位 １点

１０ｍＳ２０ＷＪ 鶴岡　真成美 県立茂原高校 7位 ２点

茂垣　敬太

渡辺　数馬

平野　直子

桜井　美恵 セントラルフィットネスクラブ千葉

平野　直子

榊原　佑子

白鳥　宏典 県立幕張総合高校

古坂　賢太 県立磯辺高校

白石　愛美 千葉明徳高校

野村　春佳 県立幕張総合高校

成年男子 組手中量級 青柳　隼康 近畿大学 2位 ７点

組手 鈴木　杏奈 渋谷教育学園幕張高校 1位 ８点

形 松谷　知美 拓殖大学紅陵高校 5位 ２．５点

柳本　篤之 陸上自衛隊第１空挺団

唐川　敏博 陸上自衛隊第1空挺団

御山　昇 陸上自衛隊空挺教育隊
小川　紗恵子 （株）千葉銀行鎌ヶ谷支店

大谷　嘉奈子 （株）日立メディコ

相撲

成年男子Ａ

成年男子Ｂ

5位 ７．５点

5位 ７．５点

馬術 少年

柔道 成年女子 5位 ７．５点

ソフトボール

成年男子 2位 ５６点

少年女子 3位 ４４点

ライフル射撃

成年女子

少年男子

少年女子

宮　智明 県立佐倉西高校

山岳

成年男子

成年女子

成年女子

少年男子

少年女子

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ

縦走

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ

2位 ２１点

6位 ９点

1位 ２４点

3位 １８点

６点

空手道
少年女子

銃剣道 成年男子 5位 １２点

ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ 7位

９点なぎなた 成年女子 演技 6位


