
№ 競技 種別 種目 成績 氏名 所属名

髙須　楓翔 成田高等学校

守　祐陽 大東文化大学

藤原　寛人 中央大学

馬原　浩志郎 船橋市立船橋高等学校

８００ｍ ２位 金子　魅玖人 中央大学

４００ｍＨ ２位 山本　竜大 株式会社　関

少年男子Ｂ ３０００ｍ １位 鈴木　琉胤 八千代松陰高等学校

成年女子 ４００ｍＨ ３位 松岡　萌絵 中央大学

２００ｍ個人メドレー ３位 寺門　弦輝 日本大学

４００ｍ自由形 ２位 尾﨑　健太 セントラルスポーツ（株）

100m自由形 １位 松元　克央 ミツウロコ

５０ｍ自由形 ３位 川崎　駿 JFE物流京浜株式会社

４×５０ｍフリーリレー ３位 山元　啓照 海上自衛隊下総

４００ｍ自由形 ２位 蔵本　大和 市川高等学校

２００ｍ平泳ぎ １位 岡留　大和 東邦大学付属東邦高等学校

養日　聖 千葉県立大原高等学校

加藤　弘晴 千葉商科大学付属高等学校

伊藤　慧 千葉商科大学付属高等学校

.飯塚　千遥 筑波大学

賀部　寿音 筑波大学

込山　瞳 筑波大学

久保田　梨琉 鹿屋体育大学

少年女子Ｂ ５０ｍ自由形 １位 伊東　開耶 昭和学院高等学校

稲場　朱里 (株)電算システム

塩谷　南美 (株)電算システム

田熊　凪紗 秀明大学

小林　鈴々音 秀明大学

関根　桜彩 秀明大学

砂邊　亜衣 秀明大学

山井　裕加 東京女子体育大学

山本　はる 秀明八千代高等学校

小林　真穂 秀明八千代高等学校

石井　紗葉 秀明八千代高等学校

大坪　莉子 千葉県立幕張総合高等学校

3 ボクシング 少年男子 ライトウェルター級 ３位 鎌田　士竜 習志野市立習志野高等学校

伊藤　珠希 柏市立柏高等学校

松﨑　伊吹 柏市立柏高等学校

前野　風哉 セントラルスポーツ

村山　覚人 順天堂大学

江俣　有寿彩 順天堂大学

日髙　大輝 順天堂大学

渡邉　向祥 早稲田大学

須永　光輝 船橋市立船橋高等学校

鈴木　良音 船橋市立船橋高等学校

金田　晟斗 船橋市立船橋高等学校

山﨑　真颯 船橋市立船橋高等学校

後藤　隼星 船橋市立船橋高等学校

フリー61㎏級 １位 田南部　魁星 日本体育大学

フリー97㎏級 １位 吉田　アラシ 日本大学

グレコ60㎏級 ３位 大河原蔵之介 日本体育大学

フリー55㎏級 １位 松村　祥太郎 日本体育大学柏高等学校

フリー71㎏級 ３位 伊藤　拳将 日本体育大学柏高等学校

グレコ92㎏級 ３位 金澤　空大 日本体育大学柏高等学校

グレコ125㎏級 １位 BATBAYAR　NAMBARDAGVA 日本体育大学柏高等学校

グレコ60㎏級 １位 木村　太智 日本体育大学柏高等学校

フリー51㎏級 ２位 里中　飛雅 日本体育大学柏高等学校

49㎏級 １位 鈴木　梨羅 （株）綜合警備保障

59kg級 １位 安藤　美希子 ＦＡコンサルティング株式会社

馬場馬術 ２位 増元　拓巳 （株）エバーグリーンホースガーデン

トップスコア ２位 林　義昌 北総乗馬倶楽部

成年女子 馬場馬術 ３位 増元　真以子 （株）エバーグリーンホースガーデン

千葉県競技力向上推進本部表彰
 優秀選手表彰「３位以内に入賞を果たした当該選手」 

４×１００ｍメドレーリレー ３位

水球 １位

４×５０ｍフリーリレー ２位

2

成年男子

少年男子Ａ

成年女子

女子

１位

成年男子

水泳

バレーボール 少年女子 ビーチバレーボール ３位

体操競技

少年男子

２位

                    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

1 陸上

男子 ４×１００ｍリレー ３位

成年男子

4

8 馬術
成年男子

6 レスリング

少年男子

5 体操

成年男子

7 ウエイトリフティング 女子



№ 競技 種別 種目 成績 氏名 所属名

２位 岡本　萌奈未 西武台千葉高等学校

２位 竹澤　みなみ 西武台千葉高等学校

２位 黒川　璃子 西武台千葉高等学校

金田　由紀 千葉県弓道連盟

内山　知美 株式会社システナ

須田　優美 千葉信用金庫

井上　涼月 松戸市立松戸高等学校

髙木　明日馬 松戸市立松戸高等学校

袴田　航平 松戸市立松戸高等学校

成年男子 AP60 ３位 佐藤　優磨 千葉県警察

少年男子 AR60J １位 吉野　拓海 千葉黎明高等学校

少年女子 BP60WJ １位 鈴木　瑞歩 東海大学付属市原望洋高等学校

島谷　尚季 （一社）千葉県山岳・スポーツクライミング協会

村下　善乙 法政大学

二宮　凜 日本女子大学

久米　乃ノ華 日本大学

安楽　宙斗 千葉県立八千代高等学校

滝口　紘生 東京学館浦安高等学校

成年男子 ｽﾗﾛｰﾑｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ(１５ゲート） ２位 山本　圭悟 昭和学院高等学校

少年男子 ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 200m ２位 宮川　駿平 八千代松陰高等学校

髙岡　明音 千葉県立小見川高等学校

寺岡　夏鈴 千葉県立小見川高等学校

形 ３位 本　一将 株式会社エージーピー

組手軽量級 １位 池澤　海 国際武道大学

組手重量級 ２位 宮﨑　光 帝京大学

少年男子 形 １位 黄木　勇人 拓殖大学紅陵高等学校

佐藤　滉介 千葉商科大学付属高等学校

金子　雄斗 千葉県立市川工業高等学校

16 スケート 成年男子 1500m ２位 北澤　佑樹 法政大学

少年女子 ２位

成年男子

成年女子

少年男子

リード

３位リード

３位

３位

１位

２位

弓道

成年女子

少年男子

ボルダリング12 スポーツクライミング

9 バドミントン 少年女子

14 空手道

11 ライフル射撃

13 カヌー

ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸﾍﾟｱ500ｍ

遠的

成年男子

遠的

10

15 ボウリング 少年男子 団体戦（２人） ２位


