
成年男子 走り高跳 ２位 戸邉　直人 つくばツインピークス

少年男子 やり投 １位 山口　智弘 東海大学付属浦安高等学校

5000m ２位 鷲見　梓沙 ユニバーサルエンターティメント

棒高跳 １位 根本　智子 新日鐵住金君津

少年女子 400mH １位 村上　夏美 成田高等学校

川崎　駿 明治大学

松元　克央 明治大学

山元　啓照 海上自衛隊

平井　健太 セントラルスポーツ

100mバタフライ ３位 平井　健太 セントラルスポーツ

少年男子 100mバタフライ ３位 井上　海 東海大学付属浦安高等学校中等部

少年女子 200mバタフライ ２位 持田　早智 千葉商科大学付属高等学校

野口　真咲 帝京平成大学

市瀬　千里 千葉経済大学附属高等学校

林　香奈絵 株式会社元気グループホールディングス

塩澤　優 順天堂大学

鶴見　綾香 株式会社ビューカード

栗原　妃奈子 日本体育大学

成岡　真鈴 国際武道大学

伊東　莉那 帝京平成大学

今村　瑞月 千葉県立検見川高等学校

横山　亜依 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

小林　菜々子 早稲田大学

海老根　奈々子 順天堂大学

松﨑　愛華 千葉県立生浜高等学校

大熊　環 船橋市立船橋高等学校

曽根　七海 千葉県立検見川高等学校

バンタム級 １位 堤　駿斗 習志野市立習志野高等学校

ピン級 ２位 片岡　亜沙人 習志野市立習志野高等学校

関　菜々巳 千葉県立柏井高等学校

間野　安里彩 千葉県立柏井高等学校

村松　美月 千葉県立柏井高等学校

岡安　夏希 千葉県立柏井高等学校

井上　玲央奈 千葉県立柏井高等学校

市川　結菜 千葉県立柏井高等学校

安久津　実夢 千葉県立柏井高等学校

泉　朋佳 千葉県立柏井高等学校

古川　汐里 千葉県立柏井高等学校

田中　ひなこ 千葉県立柏井高等学校

坂本　千恵里 千葉県立柏井高等学校

征木　茜 千葉県立柏井高等学校

上場　雄也 一般社団法人REGALO SPORTS COMMUNITY

髙橋　巧 了徳寺大学

１位

8 バレーボール

少年女子 ６人制 ３位

男子 ビーチバレーボール ３位

7 ボクシング 少年男子

3 サッカー 女子

4×50mリレー ２位

２  優秀選手１４３名　※３位以内に複数入賞している選手は、最上位の表彰

競技No 競技 種別 種目 成績 氏　名 所属名

1 陸上
成年女子

2 水泳

成年男子

資料２－２



今林　開人 セントラルスポーツ

野々村　笙吾 セントラルスポーツ

鈴木　大介 セントラルスポーツ

中川　将径 順天堂大学

早坂　尚人 順天堂大学

村山　覚人 船橋市立船橋高等学校

安達　太一 船橋市立船橋高等学校

上山　廉太郎 船橋市立船橋高等学校

鈴木　茂斗 船橋市立船橋高等学校

杉本　海誉斗 船橋市立船橋高等学校

花島　なつみ 東京学館高等学校

吉村　萌惠美 東京学館高等学校

青木　梨奈 東京学館高等学校

日沖　愛子 東京学館高等学校

尾藤　由夏 市川市立南行徳中学校

岩沢　希実 昭和学院高等学校

堂園　明香里 昭和学院高等学校

石井　陽向 昭和学院高等学校

志間　菜乃子 昭和学院高等学校

栫井　優 昭和学院高等学校

ﾌﾘｰ61kg級 ３位 髙安　直人 髙安組

ﾌﾘｰ125kg級 ３位 宮原　将裕 大東文化大学

ﾌﾘｰ50kg級 ３位 竹下　雄登 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ55kg級 ３位 谷口　日向 日本体育大学柏高等学校

ﾌﾘｰ96kg級 １位 白井　逹也 日本体育大学柏高等学校

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ120kg級 ２位 ABID HAROON 日本体育大学柏高等学校

女子 ﾌﾘｰ53kg級 １位 須﨑　優衣 安部学院高等学校

成年女子 レーザーラジアル級 ２位 杉浦　智香 千葉県セーリング連盟

少年女子 レーザーラジアル級 ２位 菅沼　汐音 渋谷教育学園幕張高等学校

成年男子 ５３ｋｇ級ｽﾅｯﾁ １位 佐野　優図 小久保製氷冷蔵株式会社

６３ｋｇ級ｽﾅｯﾁ １位 安藤　美希子 株式会社キュアリアス

６３ｋｇ級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ １位 安藤　美希子 株式会社キュアリアス

青沼　健太 昭和学院高等学校

島村　悠太 昭和学院高等学校

原　悠介 昭和学院高等学校

中沢　優大 昭和学院高等学校

澤　祐樹 昭和学院高等学校

松本　雄太 昭和学院高等学校

向山　渓星 昭和学院高等学校

藤田　和馬 昭和学院高等学校

髙橋　宗汰 市川高等学校

中村　匠 市川高等学校

武者　太一 市川高等学校

加瀬　駿也 東京学館高等学校

15 自転車 成年男子 ケイリン ３位 板倉　玄京 明治大学

神谷　絵梨奈 ヨネックス株式会社

黑木　瑠璃華 ヨネックス株式会社

齊藤　香純 明治大学

大久保　京香 慶應義塾大学

大井　樹来 ヨネックス株式会社

２位

16 ソフトテニス 成年女子 １位

14 ハンドボール 少年男子

12 セーリング

13 ウエイトリフティング

女子

新体操 ３位

11 レスリング

成年男子

少年男子

9 体操

成年男子

競技

２位

少年男子 １位

少年女子 ２位

少年女子



長谷川　柊平 拓殖大学紅陵高等学校

岸本　渉利 拓殖大学紅陵高等学校

19 ビャンバスレン 日本体育大学柏高等学校

水間　龍 拓殖大学紅陵高等学校

岸本　梨玖 拓殖大学紅陵高等学校

成年男子 スピード＆ハンディネス ２位 福島　大輔 STAR　HORSES

成年女子 二段階障害飛越 ３位 木村　早希子 青山学院大学

少年 標準障害飛越 １位 安西　紘一 広尾学園中学校

石川　勇太 日本体育大学

下山　徳大 了德寺学園

細谷　京亮 千葉県警察

須藤　紘司 京葉ガス

加藤　博剛 千葉県警察

市川　龍之介 習志野市立習志野高等学校

岩下　玄太 習志野市立習志野高等学校

板東　虎之輔 木更津総合高等学校

畠山　竜弥 東海大学付属浦安高等学校

大淵　泰志郎 木更津総合高等学校

久本　美波 千葉経済大学附属高等学校

柗丸　優香 千葉経済大学附属高等学校

小西　彩末 木更津総合高等学校

切石　結女 千葉経済大学附属高等学校

大石　沙和 千葉経済大学附属高等学校

佐久間　桃香 千葉経済大学附属高等学校

小倉　美衣菜 千葉経済大学附属高等学校

鈴木　真唯 木更津総合高等学校

前田　衣里奈 千葉経済大学附属高等学校

田村　優佳 千葉経済大学附属高等学校

川村　莉緒 木更津総合高等学校

上杉　緋呂 千葉経済大学附属高等学校

笠原　朱里 千葉経済大学附属高等学校

渡辺　剛気 千葉敬愛高等学校

佐藤　夏己 千葉敬愛高等学校

大城　海生 千葉敬愛高等学校

山崎　稜太 千葉敬愛高等学校

加藤　友弥 千葉敬愛高等学校

新谷　真生 千葉敬愛高等学校

増田　翔太 千葉敬愛高等学校

蓮沼　陸 千葉敬愛高等学校

橋本　純基 千葉敬愛高等学校

四宮　敬大 千葉敬愛高等学校

時田　達海 千葉敬愛高等学校

竹ケ原　和礼 千葉敬愛高等学校

五十嵐　啓介 千葉敬愛高等学校

成年男子 10mP60M １位 井尻　圭亮 慶應義塾大学

成年女子 10mAP40W ２位 中山　亜弥 千葉県警察本部

BRS60JM １位 公賀　亜久理 千葉県立佐倉東高等学校

BRS30JM １位 公賀　亜久理 千葉県立佐倉東高等学校

SP-C1（５００ｍ） １位 鈴木　涼太 千葉県立小見川高等学校

SP-C1（２００ｍ） ２位 鈴木　涼太 千葉県立小見川高等学校

柳堀　あいり 千葉県立小見川高等学校

諏訪　智美 千葉県立小見川高等学校

向谷　美咲 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾋﾞﾝｸﾞ首都圏・関東株式会社

髙山　実樹 東レ・ダウコーニング株式会社千葉工場

SP-K2（２００ｍ） ３位

36 ボウリング 成年女子 団体（２人） ３位

26 ライフル射撃

少年男子

30 カヌー

少年男子

少年女子

23 ソフトボール

少年女子 １位

少年男子 ３位

22 柔道

成年男子 ３位

少年男子 ３位

相撲 少年男子 ３位

20 馬術


