
競技 種別 種目 成績 氏名 所属名

少年男子A 走幅跳 １位 鳥海　勇斗 東京学館船橋高等学校

800m １位 金子　魅玖人 千葉県立鎌ケ谷高等学校

110mH １位 村竹　ラシッド 千葉県立松戸国際高等学校

成年女子 5000mW ２位 道口　愛 自衛隊体育学校

少年女子A 100m ２位 景山　咲穗 船橋市立船橋高等学校

100m ２位 ハッサン　ナワール 松戸市立第五中学校

走幅跳 ２位 白土　莉紅 匝瑳市立八日市場第二中学校

少年女子共通 やり投 ２位 内田　萌奈 西武台千葉高等学校

成年男子 ４００ｍ自由形 ２位 平井　彬嗣 郵船ロジスティクス

少年男子A ４００ｍ個人メドレー ３位 寺門　弦輝 昭和学院高等学校

少年女子B １００ｍバタフライ ２位 遠山　乃梨 渋谷教育学園幕張高等学校

成年男子 バンタム級 １位 小川　寛樹 日本大学

ピン級 ３位 佐伯　侑馬 習志野市立習志野高等学校

ライト級 １位 堤　麗斗 習志野市立習志野高等学校

ライトウェルター級 １位 髙橋　麗斗 千葉県立沼南高等学校

ウェルター級 ３位 松永　敦朗 習志野市立習志野高等学校

３位 前野　風哉 セントラルスポーツ

３位 村山　覚人 順天堂大学

３位 鈴木　茂斗 順天堂大学

３位 中川　将径 順天堂大学

３位 山田　元大 早稲田大学

１位 橋本　大輝 船橋市立船橋高等学校

１位 金田　希一 船橋市立船橋高等学校

１位 江俣　有寿彩 船橋市立船橋高等学校

１位 倉田　玲男 船橋市立船橋高等学校

１位 安達　太一 船橋市立船橋高等学校

３位 青木　梨奈 東京学館高等学校

３位 兒玉　優光子 八千代市立八千代台西中学校

３位 塙　颯香 東京学館高等学校

３位 芹田　未果子 東京学館高等学校

３位 大越　美杏 東京学館高等学校

女子 トランポリン １位 宇山　芽紅 有限会社　テン・フォーティー

女子 ﾌﾘｰ53kg級 ２位 五十嵐　未帆 明光ネットワークジャパン

ﾌﾘｰ61kg級 ２位 森下　史崇 日本体育大学柏高等学校（教員）

ﾌﾘｰ97kg級 １位 吉田　ケイワン 日本大学

ﾌﾘｰ65kg級 ２位 山倉　孝介 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ71kg級 １位 高田　煕 日本体育大学柏高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ80kg級 １位 山田　　脩 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ92kg級 １位 トワードルジ　ブフチョローン 日本体育大学柏高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ125kg級 ２位 持永　空弥 日本体育大学柏高等学校

３位 石塚　春菜 千葉県立磯辺高等学校

３位 市村　みずき 千葉県立磯辺高等学校

レーザーラジアル級 ２位 佐藤　真心 千葉市立稲毛高等学校

ウエイトリフティング 女子 59kg級 １位 安藤　美希子 ＦＡコンサルティング株式会社

少年男子共通

少年女子B

 優秀選手表彰「３位以内に入賞を果たした当該選手」 

千葉県競技力向上推進本部表彰

                    優秀選手　９２名　　※３位以内に複数入賞している選手は、最上位の表彰
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自転車 成年男子 1kmタイムトライアル ３位 荒川　仁 明治大学

３位 松橋　嘉依 木更津総合高等学校

３位 山下　真央 木更津総合高等学校

３位 滝瀬　敬太 木更津総合高等学校

３位 岡田　凌旺 木更津総合高等学校

３位 遠藤　陸斗 木更津総合高等学校

馬場馬術 ３位 増元　拓巳 エバーグリーンホースガーデン

大障害飛越 ２位 小牧　加矢太 北総乗馬クラブ

ダービー １位 福島　章 ＳＴＡＲ　ＨＯＲＳＥＳ

二段階障害飛越 ２位 朴本　真侑 成田乗馬クラブ

標準障害飛越 ３位 吉野　真奈 恵泉女学園高等学校

スピード＆ハンディネス ３位 安西　紘一 日本航空高等学校

２位 安西　紘一 日本航空高等学校

２位 村尾　颯宥 インターアクションホースマンスクール

２位 清水　夏輝 日本体育大学

２位 六郷　雄平 了德寺学園

２位 細谷　京亮 千葉県警察

２位 下和田　翔平 京葉瓦斯株式会社

２位 加藤　博剛 千葉県警察

２位 濵田　大樹 木更津総合高等学校

２位 市川　晃次郎 習志野市立習志野高等学校

２位 北條　嘉人 木更津総合高等学校

２位 金澤　聡瑠 木更津総合高等学校

２位 桒田　真雄 習志野市立習志野高等学校

成年男子 AR60 ３位 青山　敬志 大多喜ガス株式会社

成年女子 R60PR １位 千葉　朔海 早稲田大学

少年男子 BR60J １位 窪田　悠希 千葉県立実籾高等学校

少年女子 AR60WJ ２位 泉舘　玲香 千葉県立実籾高等学校

３位 林　佐登美 中央学院高等学校

３位 鈴木　剛 千葉県警察本部

３位 小谷　明徳 千葉県警察本部

３位 熊谷　省吾 千葉県警察第一機動隊

３位 小川　侑吾 千葉県警察

SLK1 25ゲート ３位 山本　嶺 株式会社極洋

SPC1　５００ｍ ３位 岸　平悟 立命館大学

SPK1　５００ｍ １位 諏訪　智美 千葉県立小見川高等学校

SPK2　５００ｍ／２００ｍ １位 柳堀　あいり 千葉県立小見川高等学校

SPK2　５００ｍ／２００ｍ １位 髙野　真緒 千葉県立小見川高等学校

組手軽量級 ２位 池澤　海 国際武道大学

組手中量級 ３位 宮﨑　佑介 株式会社リバイブル

少年女子 組手 ２位 嶋田　さらら 秀明八千代高等学校

３位 星野　登志夫 千葉県クレー射撃協会

３位 Bruce Derek Nimmo インターアック千葉

３位 秋葉　隆行 西千葉接骨院

２位 向谷　優那 日本経済大学

２位 鈴木　順子 株式会社　サンブリッジ

羽藤　和奏 わせがく高等学校

六車　日那乃 麗澤高等学校

吉澤　柚月 麗澤高等学校
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