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髙政 知也 7.69 西海　亮 7.61 大宮 大知 7.46 峯島 喬久 7.38 谷山 宗敬 7.37 髙橋　玲 7.08 市川 広武 6.98 根岸 勇太 6.83
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9.16

GR ：大会新記録 =GR ：大会タイ記録

東京情報大（千葉）

木更津高

一般砲丸投
金澤　勲

柗本 一弘 小野 晋司 山下　洸

柏日体高 君津高 東葛飾高 佐原高 木総合高 東海大望洋高 木総合高
高校砲丸投

渡邉　翼 伊藤 優市 高田 崚平 篠塚 春基 大熊 賢也

柏日体高

一般走幅跳
順大（千葉） 順大（大阪） 平成国際大（千葉） 千葉陸橋（千葉） 順大（鹿児島） 市立柏高 東海大望洋高 成田高

日体大（広島） 城西大（栃木） 順大(茨城) 日大(埼玉) 日大(千葉) 日大(鳥取)

市立柏高 東邦大（千葉） 柏日体高 佐原高 市立船橋高

一般棒高跳
石橋 隆也 山本 智貴 上野 伊織

日大（千葉）

清宮 弘貴

一般走高跳
高山　豊 蓑輪　隆 長塚 敏浩 安達 聡司 山﨑 公平

順大（群馬） 成田高 チームアイマ（千葉）

海老原 匠 葉計 勇太 藤川 哲平 齋藤 暁生 工藤 直也 金澤 和生

竹吉 大記 伏見 亮 飯田 惇生 小川 克幸 蓑輪 隆 長尾 貴将

酢﨑 充洋 平山 裕太 工藤 公輝 石塚 海渡 上野 尚久 鈴木 健太

井上 瑞基

44.05

佐々木 桂樹

44.06

溝口　潤

44.23
浪川 寛規

星 航 久保田洸喜

関谷 涼

千葉高Ａ 市立船橋高Ｂ 成田高Ｂ

山田 朝陽

41.82

穐田 裕平

42.13

根岸 勇太

43.04

白井 彪摩

一般４×１００ｍＲ

市立船橋高Ａ 東京学館高 成田高Ａ 東海大望洋高 成田高Ｃ

43.38

山縣 祐介

44.03
谷川 鈴扇

木更津高

一般１１０ｍＨ
成田高 千葉西高 東海大望洋高 東京学館高 木総合高 市立銚子高 東海大望洋高 佐原高

原 昇平 田野倉 佑介 宍倉 康浩

空自木更津(千葉) 鎌ヶ谷西高 東葛飾高 東葛飾高 東海大望洋高 東葛飾高 千葉陸協(千葉)
一般５０００ｍ

加藤 亮一 滝口 諒 斉藤 方大 松本 拓也 花島 優

市原陸協

磯辺高 東海大望洋高

一般２部３０００ｍ
若林厚志

東海大望洋高 佐原高 東邦大（千葉） 木更津高 千葉南高 木更津高

成田高

一般１５００ｍ
梅谷 健太 杉山 秀樹 矢部 直弘 後藤 匠 小松 涼 山口 和樹 仲條 勇斗 布留川 和

柿澤 諒平 松崎 鷹森 山縣 祐介

敬愛学園高 市立船橋高 ｼﾞｬﾊﾟﾅｽﾘｰﾄｹｱ(千葉) 横芝敬愛高 日体大(千葉) 市立柏高 東海大望洋高
一般４００ｍ

板鼻 航平 石田 裕介 糸川 航太 渡邉 悠弥 宇津木 怜

卜部 健太郎 

姉崎高 東京学館高 ＡＳ市川(千葉) 国武大(広島) 千葉商大(千葉) 平成国際大(千葉) 成田高 ＡＳ市川(千葉)
一般１００ｍ

渡辺 一希 伏見 亮 伊藤 純一 厚見 成 宮山 翔 山根 稜平 平山 裕太 

ちはら台南中 ちはら台南中 ちはら台南中

辰巳台中 三和中 ちはら台南中 ちはら台南中 五井中

中学砲丸投
小野　翼 森川 幸輝 米沢 雄飛

中学走幅跳
石丸 荒人 花沢 到 伊藤 克仁 細田 勇大 安藤 和真

君津中 ちはら台南中 ちはら台南中

羽山 大樹

辰巳台中 五井中 君津中 ちはら台南中 ちはら台南中 辰巳台中
中学走高跳

池田 直貴 安川 景汰 柴崎 邑規 市川 大将 松浦　岳

平島 春信 塩見 宏人 大竹 颯也 釘本 道正 大瀬 友博 根本 輝晟 佐野 元春

河村 柊哉 田口 雄貴

池田 直貴 齋藤 涼介 山﨑 優輝 松浦　岳 古山 拓実 林田 英悟 井上 峻

佐藤 友哉

52.07

篠原 祐樹

54.28
石丸 荒人 寺田 瑞 黒田 大地 太刀川 翔平 柴﨑 邑規

君津中Ｂ 君津中Ｃ

辻 航平

46.02

栃尾 央人

46.48

大熊 一輝

46.80

佐野 拓海

中学４×１００ｍＲ

辰巳台中 五井中 有吉中 ちはら台南中 君津中Ａ

47.54

矢内 智也

48.45

中田 幸希

周西南中 ちはら台南中 五井中 君津中 有吉中 辰巳台中 11.09.27 辰巳台中

君津中 五井中

中学３０００ｍ
荒井 一輝 齋藤 洸希 前田 侑利 佐藤 伸哉 三浦 浩樹 山田 悠太朗 竹内 健悟

五井中 辰巳台中 五井中 君津中 君津中 君津中

有吉中

中学８００ｍ
鈴木 大我 梅村 大夢 櫻井 駿 河村 柊哉 冨樫 主将 福原 淳生 星野 涼平 塚原 神威

寺田 瑞 木村 公明 黒田 大地 

辰巳台中 五井中 五井中 有吉中 五井中 五井中 五井中
中学１００ｍ

平島 春信 齋藤 涼介 塩見 宏人 大竹 颯也 栃尾 央人 
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