
競技名 種別 種目名 氏名 所属名 結果 得点

山崎 未央 日本女子体育大学

小原 美咲 日本大学

中村 健人 正則学園高等学校

植木 俊太 千葉県立松戸南高等学校

競技名 種別 種目名 氏名 所属名 結果 得点

４００ｍＨ 今関　雄太 順天堂大学 ４位 5.0

棒高跳 澤野　大地 千葉陸上競技協会 １位 8.0

ハンマー投げ 土井　宏昭 千葉陸上競技協会 １位 8.0

２００ｍ 岡部　奈緒 筑波大学 ６位 3.0

５０００ｍ 新谷　仁美 豊田自動織機 ３位 6.0

１００ｍＨ 石野　真美 長谷川体育施設 1位 8.0

１００００ｍＷ 大利　久美 富士通（株） ２位 7.0

走高跳 藤沢　潔香 鎌ヶ谷みちるＡＣ ２位 7.0

走幅跳 花岡　麻帆 千葉県立成田国際高等学校 ２位 7.0

円盤投 鈴木　鶴代 国士舘クラブ ４位 5.0

走幅跳 佐藤　佑哉 成田高等学校 ４位 5.0

三段跳 蛸谷　竜一 東京学館高等学校 ４位 5.0

走高跳 戸邉　直人 専修大学松戸高等学校 1位 8.0

棒高跳 桜井　駿 柏日体高等学校 ６位 3.0

１００ｍ 田代　成美 成田高等学校 ４位 5.0

８００ｍ 松崎　璃子 船橋市立船橋高等学校 ４位 5.0

１５００ｍ 小﨑　裕里子 成田高等学校 ８位 1.0

１００ｍＨ 野瀬　まどか 船橋市立船橋高等学校 ２位 7.0

棒高跳 榎本　優子 国府台女子学院 １位 8.0

走幅跳 高橋　友果 千葉県立佐原高等学校 ３位 6.0
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名 結果 得点

背泳ぎ１００ｍ 渡邉　一樹 セントラルスポーツ ５位 4.0

渡邉　一樹 セントラルスポーツ

大崎　拓朗 東海大学

森　龍之介 早稲田大学

入江　晋平 ＫＯＮＡＭＩ

平泳ぎ１００ｍ 松島　美菜 日本大学 ４位 5.0

背泳ぎ１００ｍ 出川　友理江 早稲田大学 ８位 1.0

水落　夏海 習志野市立東習志野小学校

村上　優海 山梨学院大学

土田　湖都子 慶應義塾大学

川端　彩加 山梨学院大学

自由形５０ｍ 米川　琢 千葉商科大付属高等学校 ４位 5.0

自由形１００ｍ 吉澤　太雲 市川学園高等学校 ８位 1.0

自由形４００ｍ 渡邊　涼太 船橋市立船橋高等学校 ４位 5.0

平泳ぎ１００ｍ 山中　祥輝 香取市立佐原中学校 ８位 1.0

バタフライ１００ｍ 平井　健太 佐倉市立志津中学校 ７位 2.0

自由形１００ｍ 堀籠　大輔 船橋市立船橋高等学校 ４位 5.0

自由形４００ｍ 平井　彬嗣 船橋市立船橋高等学校 ３位 6.0

堀籠　大輔 船橋市立船橋高等学校

中村　和貴 昭和学院高等学校

平井　健太 佐倉市立志津中学校

中井　雄太 昭和学院高等学校

背泳ぎ２００ｍ 大橋　愛 千葉商科大付属高等学校 ６位 3.0

平泳ぎ２００ｍ 佐藤　愛菜 船橋市立船橋高等学校 ２位 7.0

バタフライ２００ｍ 熊崎　弥生 千葉市立稲毛高等学校 ４位 5.0

自由形１００ｍ 藤田　沙羅 船橋市立船橋高等学校 ５位 4.0

自由形５０ｍ 藤田　沙羅 船橋市立船橋高等学校 ７位 2.0

藤田　沙羅 船橋市立船橋高等学校

金井　優里 船橋市立船橋高等学校

大橋　愛 千葉商科大付属高等学校

西田　沙月 船橋市立船橋高等学校

大橋　愛 千葉商科大付属高等学校

佐藤　愛菜 船橋市立船橋高等学校

熊崎　弥生 千葉市立稲毛高等学校

藤田　沙羅 船橋市立船橋高等学校

背泳ぎ１００ｍ 渡辺　彩 昭和学院高等学校 ８位 1.0

自由形５０ｍ 時枝　ゆり子 千葉商科大付属高等学校 ４位 5.0

平泳ぎ１００ｍ 茂木　美桜 東海大学浦安高等学校 ６位 3.0

個人メドレー２００ｍ 寺村　美穂 流山市立東部中学校 ２位 7.0

バタフライ１００ｍ 藪　仁美 千葉商科大付属高等学校 ３位 6.0

自由形１００ｍ 住吉　茉莉 成田高等学校 ６位 3.0

住吉　茉莉 成田高等学校

時枝　ゆり子 千葉商科大付属高等学校

茂木　美桜 東海大学浦安高等学校

寺村　美穂 流山市立東部中学校

渡辺　彩 昭和学院高等学校

茂木　美桜 東海大学浦安高等学校

藪　仁美 千葉商科大付属高等学校

住吉　茉莉 成田高等学校

少年女子共通 自由形４００ｍ 西田　沙月 船橋市立船橋高等学校 ８位 1.0

成年男子 高飛込 谷内　覚 千葉県立幕張総合高等学校 ８位 1.0

飛板飛込 関口　大輝 千葉市立幕張西中学校 ６位 3.0

高飛込 関口　大輝 千葉市立幕張西中学校 ３位 6.0

神谷　真帆 千葉経済大学付属高等学校

田中　志保里 千葉経済大学付属高等学校

成年男子

少年男子Ａ　

成年女子

水泳

少年男子

少年女子Ａ

少年男子Ｂ

少年女子Ｂ

少年女子

４００ｍリレー 1.0８位

４００ｍメドレーリレー ５位 4.0

２００ｍリレー ５位 4.0

４００ｍリレー ５位 4.0

４００ｍリレー ３位 6.0

４００ｍメドレーリレー ２位 7.0

６位 9.0

４００ｍメドレーリレー ４位 5.0

シンクロナイズド
スイミング
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名 結果 得点

志賀　正人 秀明八千代高等学校

竹内　遥丞 秀明八千代高等学校

小和瀬　麻帆 渋谷教育学園幕張高等学校

美濃越　舞 秀明八千代高等学校

小沼　孝平 千葉県立小見川高等学校

高橋　伸征 千葉県立銚子商業高等学校

小林　雅人 千葉県立小見川高等学校

篠塚　亮介 千葉県立小見川高等学校

木村　昌志 千葉県立小見川高等学校

小林　弘茂 銚子市立銚子高等学校

高橋　優太 千葉県立小見川高等学校

宮崎　竜 千葉県立小見川高等学校

ライトフライ 林田　太郎 駒澤大学 １位 8.0

バンタム 戸部　洋平 拓殖大学 １位 8.0

ライトウェルター 越川　孝紀 駒澤大学 3位 5.5

篠澤　靖拡 習志野市立習志野高等学校

平原　嵩淑 習志野市立習志野高等学校

野間　貴志 習志野市立習志野高等学校

田中　俊多 習志野市立習志野高等学校

畑中　一成 習志野市立習志野高等学校

館石　　潤 習志野市立習志野高等学校

細中　久里寿 船橋市立船橋高等学校

石井　優冶 船橋市立船橋高等学校

古川　佳輝 船橋市立船橋高等学校

中嶌　佑也 東京学館船橋高等学校

星谷　健太朗 渋谷教育学園幕張高等学校

望月　玲奈 船橋市立船橋高等学校

吉原　　琴 船橋市立船橋高等学校

岩島　みなみ 船橋市立船橋高等学校

伊東　千寿留 船橋市立船橋高等学校

小川　朋花 船橋市立船橋高等学校

木内　明日香 敬愛学園高等学校

景山　祐衣 敬愛学園高等学校

小沼　容子 敬愛学園高等学校

三澤　比呂実 柏市立柏高等学校

明石　友紀子 柏市立柏高等学校

唐木　沙彩 千葉県立柏井高等学校

少年男子

少年女子

バレーボール

成年男子ボクシング

１位

舵手付ｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ

24.0

４位 15.0

少年男子

テニス

ボート

少年男子

少年男子

少年女子

２位 35.0

３位 18.0ダブルスカル

1位 40.0

7.5７位
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名 結果 得点

藤巻　立樹 駒澤大学

小西　康仁 順友クラブ

浅野　慶哉 順天堂大学

斉藤　優佑 日本体育大学

坂本  功貴 セントラルスポーツ

常世田　晋志 国際武道大学

白鳥　良太 船橋市立船橋高等学校

久永　将太 船橋市立船橋高等学校

野々村笙吾　 船橋市立船橋高等学校

今林　開人 船橋市立船橋高等学校

北本　　　明 習志野市立習志野高等学校

小倉　佳祐 習志野市立習志野高等学校

三上　真穂 昭和学院高等学校

宿谷　あゆみ 八千代松陰高等学校

江田　友莉亜 昭和学院高等学校

小林　 千真理 昭和学院高等学校

相馬　京香 昭和学院高等学校

村上　成美 昭和学院高等学校

西　紗也加 昭和学院高等学校

岡村　憲司 Ｍ＆Ｆ総合事務所

清水　貴司 帝京平成大学

高橋　亮介 丸善海苔加工(株)

高木　賢伸 横河電機

梶原　　剛 横河電機

黒田　　裕 千葉県立我孫子高等学校

井上　知徳 船橋市立船橋高等学校

戸倉　寛之 日立製作所

上村　健太 ユニマットライフ

篠崎　要輔 (株)シンシア

江野沢　真 君津特別支援学校

長谷川　武 ベルディ・スポーツ

森山　翔太 船橋市立船橋高等学校

齋藤　滉太 船橋市立船橋高等学校

藤岡　昂希 船橋市立船橋高等学校

安田　太樹 船橋市立船橋高等学校

城間　真斗 船橋市立船橋高等学校

服部　雄登 柏市立柏高等学校

尾崎　達規 東海大浦安高等学校

出羽　崚一 船橋市立船橋高等学校

山田　侑樹 船橋市立船橋高等学校

岡田　福嗣 柏市立柏高等学校

向後　史彦 千葉県立幕張総合高等学校

平田　和哉 千葉県立幕張総合高等学校

体操

少年女子 新体操

競技

27.5３位

３位

18.0

３位

バスケットボール

成年男子

少年男子

競技

少年男子

成年男子

30.0

３位

６位 9.0

27.5
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名 結果 得点

フリー８４ｋｇ 中村　風太 千葉県立佐倉南高等学校 ５位 2.5

グレコ６０ｋｇ 藤澤　輝一 千葉県立野田中央高等学校 ５位 2.5

グレコ６６ｋｇ 亀井　駿斗 千葉県立野田中央高等学校 ５位 2.5

グレコ９６ｋｇ 櫻井　聡紀 八千代松陰高等学校 １位 8.0

グレコ１２０ｋｇ 戸塚　誠 千葉県立佐倉南高等学校 ３位 5.5

内藤　祥緒

髙橋　菜央 （株）東京三菱ＵＦＪ銀行　市川支店

ウィンドサーフィン級 大西　富士子 Ｔｅａｒｓ/ＯＮ’ｓ ５位 4.0

箕田　晃彦 県立磯辺高等学校

三代川　城次 県立磯辺高等学校

向井　万里 県立磯辺高等学校

滝田　結奈 県立磯辺高等学校

ウエイトリフティング 少年男子 ６２ｋｇ級 スナッチ 大澤　真彦 千葉県立市川西高等学校 ７位 2.0

４ｋｍ速度競走 湯浅　徹 明治大学 　７位 2.0

ケイリン 河上　陽一 (社)アグリビジネスセンター 　８位 1.0

長　奈津子 ヨネックス㈱

高橋　千晴 ヨネックス㈱

草野　尚美 ヨネックス㈱

渡邊　晶子 ヨネックス㈱

大塚　亜季 和洋女子大学

柿崎　あやの 日本体育大学

印東　尚志  千葉県立松尾高等学校

宮澤　将征  千葉県立松尾高等学校

永野　高博  千葉県立松尾高等学校

深井　啓陽  千葉県立松尾高等学校

岩城　　剛 柏市立柏高等学校

木川　拓也 木更津総合高等学校

トップスコア競技 林　忠義 北総ファーム １位 8.0

標準障害飛越競技 林　忠義 北総ファーム ４位 5.0

国体総合馬術競技 水山　大輔 (有)成田乗馬クラブ 2位 7.0

ダービー競技 三宅　勇気 (株)宝馬グラウンド ４位 5.0

馬場馬術 伴　孝徳  四街道ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ乗馬クラブ ５位 4.0

自由演技馬場馬術 伴　孝徳  四街道ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ乗馬クラブ ３位 6.0

自由演技馬場馬術 江里口　裕子 (株)宝馬グラウンド ８位 1.0

二段階障害飛越競技 鳴田　梨那 東海大学 ８位 1.0

馬場馬術 伴　美恵子  四街道ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ乗馬クラブ ５位 4.0

ダービー競技 三宅　弥生 (株)宝馬グラウンド ３位 6.0

トップスコア競技 松浦　春香 東京医科歯科大学 １位 8.0

標準障害飛越競技 松浦　春香 東京医科歯科大学 2位 7.0

自由演技馬場馬術 林　友理 千葉県立多古高等学校 ４位 5.0

二段階障害飛越競技 郷原　千尋 千葉敬愛高等学校 ８位 1.0

ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技 郷原　千尋 千葉敬愛高等学校 ６位 3.0

標準障害飛越競技 林　義昌 栗源中学校 ５位 4.0

トップスコア競技 林　義昌 栗源中学校 1位 8.0

齋藤　勇人 千葉県立多古高等学校

郷原　千尋 千葉敬愛高等学校

少年

少年団体

自転車

成年男子

ソフトテニス

少年男子

成年女子

セーリング

5.0４位

20.0

35.0２位

５位

21.02位

18.0

6.0

３位

7位セーリングスピリッツ級

セーリングスピリッツ級

少年リレー競技

レスリング

少年男子

成年女子

馬術
成年女子

少年男子

少年女子 セーリングスピリッツ級

成年男子
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名 結果 得点

小川　武志 （学）了德寺大学

鳥居　智男 （学）了德寺大学

矢嵜　雄大 （学）了德寺大学

佐藤　武尊 （学）了德寺大学

森本　翔太 （学）了德寺大学

橋本　奈実 (株)ヤックスケアサービス

今井　優子 (学）了徳寺学園

清水　伊穂理 (株)ヤックスケアサービス

角田　夏実 千葉県立八千代高等学校

渡部　真未 千葉県立八千代高等学校

ヌンイラ　華蓮 千葉県立八千代高等学校

皆川　友依 法政大学

亀谷　望 ヨネックス株式会社

橋本　由衣 (株)ＮＴＴ東日本

柳　麻美 西武台千葉高等学校

栗原　明日香 西武台千葉高等学校

高瀬　秀穂 西武台千葉高等学校

50m3×40M 三瓶　一喜 中央大学 ３位 6.0

10mS60M 髙橋　誠 日本大学 ２位 7.0

成年女子 10mS40W 前田　絵美 日綜産業（株） ３位 6.0

少年女子 BRS40JW 斉藤　由 千葉県立実籾高等学校 ５位 4.0

堀米　大地 流通経済大学付属柏高等学校

小島　勝 流通経済大学付属柏高等学校

澤根　輝賢 千葉県立佐倉高等学校

山本　拓弥 流通経済大学付属柏高等学校

大高　圭右 流通経済大学付属柏高等学校

川西　弘之 流通経済大学付属柏高等学校

工藤　悠平 流通経済大学付属柏高等学校

小出　俊輔 千葉県立磯辺高等学校

澁谷　唯至 千葉県立佐倉高等学校

林　優介 流通経済大学付属柏高等学校

出山　洋 千葉県立千葉高等学校

尾本　宗介 流通経済大学付属柏高等学校

河崎　耀甫 流通経済大学付属柏高等学校

今野　剛秀 流通経済大学付属柏高等学校

田川　清貴 船橋市立船橋高等学校

加藤　紀明 芝浦工業大学柏高等学校

工藤　俊和 専修大学松戸高等学校

木村　友憲 流通経済大学付属柏高等学校

海原　洋駆 流通経済大学付属柏高等学校

中本　佳介 流通経済大学付属柏高等学校

合谷　明弘 流通経済大学付属柏高等学校

亀山　宏大 千葉県立佐倉高等学校

氏家　啓吾 流通経済大学付属柏高等学校

バドミントン

成年男子

ライフル射撃

7.5

7.5

12.07位

５位

５位

５位

7.5５位

7.5

５位

12.5

少年女子

成年女子

ラグビーフットボール 少年男子

柔道

少年女子

成年女子

成年男子
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名 結果 得点

伊東　秀和 伊藤秀和クライミングスクール

渡辺　数馬 船橋ロッキー

伊東　秀和 伊藤秀和クライミングスクール

渡辺　数馬 船橋ロッキー

榊原　佑子 日立化成ビジネスサービス（株）

目次　容子 早稲田大学大学院

榊原　佑子 日立化成ビジネスサービス（株）

目次　容子 早稲田大学大学院

羽鎌田　直人 千葉県立幕張総合高等学校

村井　隆一 船橋市立船橋中学校

羽鎌田　直人 千葉県立幕張総合高等学校

村井　隆一 船橋市立船橋中学校

竹下　瑛美李 千葉県立幕張総合高等学校

福田　恭巳 千葉県立幕張総合高等学校

竹下　瑛美李 千葉県立幕張総合高等学校

福田　恭巳 千葉県立幕張総合高等学校

ｽﾗﾛｰﾑK-1(25G) 斎藤　真智子 聖徳大学短期大学部 ７位 2.0

ｽﾗﾛｰﾑK-1(15G) 斎藤　真智子 聖徳大学短期大学部 ６位 3.0

ｽﾌﾟﾘﾝﾄK-1(450m) 向後　慧太 千葉県立佐原高等学校 ７位 2.0

ｽﾌﾟﾘﾝﾄK-1(200m) 向後　慧太 千葉県立佐原高等学校 ８位 1.0

浅井　慎平 千葉県立小見川高等学校

高橋　龍之介 千葉県立小見川高等学校

菅谷　祐介 千葉県立佐原高等学校

實川　純一郎 千葉県立佐原高等学校

和田　卓也 千葉県立佐原高等学校

志村　優 千葉県立佐原白楊高等学校

菅谷　祐介 千葉県立佐原高等学校

實川　純一郎 千葉県立佐原高等学校

和田　卓也 千葉県立佐原高等学校

志村　優 千葉県立佐原白楊高等学校

菅谷　健太 千葉県立佐原白楊高等学校

宮﨑　雅斗 千葉県立小見川高等学校

菅谷　健太 千葉県立佐原白楊高等学校

宮﨑　雅斗 千葉県立小見川高等学校

高木　千緩 千葉県立佐原高等学校

柳堀　麻美 千葉県立小見川高等学校
3.0８位

6.0７位

１位

15.0

21.0２位

21.0

２位

２位

9.0

18.03位

15.0４位

２位 21.0

21.0２位

12.0

24.0

６位

４位

21.0

3.0８位

５位

山岳

少年女子

少年男子

成年女子

成年男子

カヌー

少年女子

少年男子

成年女子

リード

ボルダリング

リード

ｽﾌﾟﾘﾝﾄK-4(200m)

ボルダリング

リード

ボルダリング

リード

ｽﾌﾟﾘﾝﾄK-2(200m)

ｽﾌﾟﾘﾝﾄK-2(450m)

ｽﾌﾟﾘﾝﾄK-4(450m)

ｽﾌﾟﾘﾝﾄC-2(200m)

ｽﾌﾟﾘﾝﾄC-2(450m)

ボルダリング
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名 結果 得点

新井　優也 千葉英和高等学校

林　　隼輝 千葉県立京葉高等学校

広田　和也 千葉黎明高等学校

形 大木　貴博 青山学院大学 ５位 2.5

組手（中量級） 青柳　隼康 若葉クリニック ５位 2.5

少年男子 形 吉田　直之 拓大紅陵高等学校 ５位 2.5

少年女子 組手 植草　歩 柏日体高等学校 ５位 2.5

団体 組手（団体） 千葉県ﾁｰﾑ ５位 12.5

小川　紗恵子 （株）千葉銀行

福岡　愛子 中央労働金庫

羽島　尚吾 （株）ウインクル

荘司　佳睦 野口設備

羽島　尚吾 （株）ウインクル

荘司　佳睦 野口設備

佐久間　孝行 (有)佐久間建装

堀江　吉寛 ダイドウ電機（株）

少年男子 個人戦 吉野　貴宣 千葉明徳高等学校 ５位 4.0

向谷　美咲 千葉明徳高等学校 １位 8.0

霜出　佳奈 柏市立富勢中学校 ６位 3.0

向谷　美咲 千葉明徳高等学校

霜出　佳奈 柏市立富勢中学校

杉山　稔 自営業

高柳　直人 東北福祉大学

鈴木　悠介 ｷﾝｸﾞﾌｨｰﾙｽﾞ　ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

葭葉　ルミ 千葉日本大学第一高等学校

吉野　茜 千葉日本大学第一高等学校

仲宗根　澄香 千葉県立松戸六実高等学校

石渡　和輝 千葉学芸高等学校

矢代　直仁 千葉学芸高等学校

松岡　啓 千葉日本大学第一高等学校

3.0８位

５位

３位 18.0

12.0

成年男子

空手道

なぎなた

9.0６位

12.0５位

６位 9.0

18.0３位

12.0５位アーチェリー 少年男子

成年女子

ゴルフ

少年男子

女子

成年男子

ボウリング

少年女子

成年男子

団体戦

個人戦

演技

団体戦（4人ﾁｰﾑ）

団体戦（2人ﾁｰﾑ）ﾁｰﾑＢ
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