
【冬季大会】

競　　技 種　　別 種　　目 氏　　名 所　　属 順　位 得　点

スケート 成年男子 スピード１５００ｍ 山本　紳貴 シーエムスワールド ８位 1

【本 大 会】

競　　技 種　　別 種　　目 氏　　名 所　　属 順　位 得　点

１５００ｍ 鈴木　良則 富士通（株） 7位 2

１１０ｍＨ 田野中　輔 富士通（株） 2位 7

４００ｍＨ 笛木　靖宏 日本大学 ３位 6

１００００ｍ競歩 鈴木　雄介 順天堂大学 3位 6

走幅跳 鈴木　秀明 順天堂大学 4位 5

棒高跳 澤野　大地 ニシスポーツ １位 8

ハンマー投 土井　宏昭 ファイテン ２位 7

１００ｍ 岡部　奈緒 筑波大学 ５位 4

１００ｍＨ 石野　真美 長谷川体育施設 1位 8

走高跳 藤澤　潔香 ファイテン 2位 7

砲丸投 関　郁子 日本体育大学 ８位 1

１１０ｍＨ 今関　真悟 東海大望洋高校 4位 5

棒高跳 三浦　優 木更津総合高校 ３位 6

少年男Ｂ ２００ｍ 嵐川　愛斗 東海大学付属浦安高校 ３位 6

５０００ｍ競歩 大竹　洋平 成田高校 3位 6

走高跳 尾又　平朗 成田高校 4位 5

４００ｍＨ ５位 4

４００ｍ 8位 1

円盤投 高橋　優奈 市立船橋高校 6位 3

２００ｍ 渡辺　多恵 市立船橋高校 ４位 5

８００ｍ 松崎　璃子 船橋市立古和釜中学校 ６位 3

少年共通 棒高跳 住石　智子 木更津総合高校 １位 8

永田　栞菜 市立船橋高校

岡部　奈緒 筑波大学

渡辺　多恵 市立船橋高校

河野　千波 東京女子体育大学

平泳ぎ５０ｍ 小森　康弘 仁スポーツネットワーク 5位 4

バタフライ５０ｍ 宇佐見　政勝 東京電力（株） 5位 4

永田　貴大 慶応大学

内山　慎太郎 東海大学

藤原　裕太 ユアー習志野

森　龍之介 市立船橋高校

山田　健夫 慶応大学

大崎　拓朗 東海大学

森　龍之介 市立船橋高校

内山　慎太郎 東海大学

自由形１００ｍ 重田　智絵美 早稲田大学 2位 7

個人メドレー２００ｍ 入田　津久詩 日本大学 3位 6

斎藤　喜子 翔泳会

縄田　さなえ 早稲田大学

重田　智絵美 早稲田大学

水落　夏海 筑波大学

水落　夏海 筑波大学

重田　智絵美 早稲田大学

宮川　梓 立正大学

川端　彩加 山梨学院大学

背泳ぎ２００ｍ 岩井　健介 市立船橋高校 6位 3

平泳ぎ２００ｍ 大和田　卓爾 市立稲毛高校 7位 2

自由形４００ｍ 平井　康翔 市立船橋高校 4位 5

岩井　健介 市立船橋高校

大和田　卓爾 市立稲毛高校

茶森　翔悟 市川高校

三島　将嵩 市立船橋高校

三島　将嵩 市立船橋高校

戸辺　健介 市立船橋高校

麻生　真稔 千葉商科大学付属高校

平井　康翔 市立船橋高校

バタフライ２００ｍ 森谷　俊 市立船橋高校 2位 7

自由形１００ｍ 米川　琢 千葉商科大学付属高校 3位 6

吉澤　太雲 市川高校

森谷　俊 市立船橋高校

渡邉　優磨 市川市立福栄中学校

米川　琢 千葉商科大学付属高校

陸　上

成年男子

成年女子

少年男Ａ

少年共通

少年女Ａ

少年女Ｂ

女子共通 3位 6

小川　直子 県立佐原高校

４×１００ｍリレー

８００ｍリレー

4位 5４００ｍリレー

36位

6位 3

４００ｍメドレーリレー 7位 2

63位２００ｍリレー

1

7位 2

２００ｍリレー

４００ｍメドレーリレー

8位

成年３０歳

成年男子

成年女子

少年男Ａ

少年男Ｂ

４００ｍメドレーリレー
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競　　技 種　　別 種　　目 氏　　名 所　　属 順　位 得　点

背泳ぎ１００ｍ 出川　友理江 渋谷教育学園幕張高校 4位 5

平泳ぎ２００ｍ 1位 8

個人メドレー２００ｍ 8位 1

バタフライ１００ｍ 吉田　理紗 市立船橋高校 8位 1

平泳ぎ２００ｍ 松島　美菜 東海大学付属浦安高校 3位 6

鈴木　綾 市立船橋高校

国原　典子 東海大学付属浦安高校

中野　彩望 成田高校

村上　優海 市立船橋高校

出川　友理江 渋谷教育学園幕張高校

松島　美菜 東海大学付属浦安高校

吉田　理紗 市立船橋高校

村上　優海 市立船橋高校

背泳ぎ１００ｍ 金子　友香 市立船橋高校 4位 5

自由形１００ｍ 藤田　沙羅 流山市立流山北部中学校 3位 6

自由形１００ｍ 西田　沙月 市立船橋高校 7位 2

藤田　沙羅 流山市立流山北部中学校

金子　友香 市立船橋高校

田中　成美 和洋国府台女子高校

西田　沙月 市立船橋高校

金子　友香 市立船橋高校

佐藤　愛菜 我孫子市立我孫子中学校

熊崎　弥生 市立稲毛高校

西田　沙月 市立船橋高校

永田　貴大 慶応大学

米川　琢 千葉商科大学付属高校

戸辺　健介 市立船橋高校

百目木　一雄 市川高校

水落　夏海 筑波大学

藤田　沙羅 流山市立流山北部中学校

鈴木　綾 市立船橋高校

中野　彩望 成田高校

飛込（飛板飛込） 8位 1

飛込（高飛込） 4位 5

飛込（高飛込） 瀧岡　奈緒 県立幕張総合高校 6位 3

飛込（飛板飛込） 岩田　幸 県立幕張総合高校 6位 3

瀧本　雄太 立正大学

安川　洋平 バックスグループ

小沼　純矢 東光石油

川上　典洋 東日本ｼﾞｪｲｱｰﾙ古河ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ

野澤　健一

宇野　勇気 バックスグループ

木村　直純 県立浦安高校

蓮沼　剛 バックスグループ

河野　将吾 大和建材

渡邉　健雄 ｼﾞｪﾌﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ市原・千葉ｸﾗﾌﾞ

鳥養　祐矢 国際武道大学

上野　拓也 東光石油

河野　太郎 東日本ジェイアール古河（株）

伊藤　大介 順天堂大学

堀川　恭平 東日本ｼﾞｪｲｱｰﾙ古河ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ

有富　大紀 市立船橋高校

茨田　陽生 柏日体高校

宮本　拓弥 東京学館浦安高校

中村　翔太 県立千葉西髙校

沓掛　勇太 都立葛西南高校

宮澤　勇樹 渋谷教育学園幕張高校

杉山　亮平 市川高校

笈川　大樹 市立船橋高校

岡庭　和輝 東京学館浦安高校

指宿　洋史 県立柏高校

遠藤　真 県立幕張総合高校

神﨑　勇介 柏日体高校

奥田　勇太 東海大学付属浦安高校

水野　輝 市立船橋高校

森田　峻輔 市立船橋高校

川尻　晋 県立柏中央高校

辻　雄馬 荏原湘南スポーツセンター

有松　達矢 法政大学

磯貝　綾子 日本大学

畑中　葵 筑波大学
成年女子

混合女子

少年男子

少年女子

混合男子

成年男子

テニス

成年男子

少年男子

県立幕張総合高校

４００ｍメドレーリレー 3位

サッカー

7

7位

2位 21

20

7位 2

5位 4

2位

2

5位

２００ｍリレー

6

２００ｍリレー 4位 5

山田　晋吾

少年女Ａ

少年女Ｂ

村上　優海

４００ｍメドレーリレー

市立船橋高校

２００ｍリレー

４００ｍリレー

1位 64

6位 9

水　泳

2



競　　技 種　　別 種　　目 氏　　名 所　　属 順　位 得　点

大山　優英 県立小見川高校

田山　明 県立小見川高校

浦上　広志 県立小見川高校

木村　昌志 県立小見川高校

吉田　昌弘 県立岬高校

高橋　優太 県立小見川高校

成年男子 フライ級 牛山　智博 拓殖大学 3位 5.5

ライトフライ級 林田　太郎 市立習志野高校 1位 8

フライ級 三須　寛幸 市立習志野高校 1位 8

バンタム級 岩佐　亮佑 市立習志野高校 1位 8

フェザー級 佐藤　貴則 西武台千葉高校 3位 5.5

村田　憲亮 セントラルスポーツ

木下　紘一郎 順天堂大学大学院

斉藤　優佑 日本体育大学

斉藤　雅史 早稲田大学研究生

萩原　達也 順天堂大学

岡村　憲司 千葉バジャース

清水　貴司 帝京平成大学

高橋　亮介 柏リーブス

髙木　賢伸 横河電気

黒田　裕 豊田通商

秋元　啓人 市立柏高校

梶原　剛 横河電気

戸倉　寛之 千葉バジャース

篠崎　要輔 Ａ．Ｂ．Ｌ

皆川　哲郎 ハーツ

石塚　剛 六実レイダース

江野沢　真 県立君津特別支援学校

桑原　美和 市川高校

川畑　光代 六実レイダース

吉田　尚子 スウィーツ

金谷　亜紀子 ＳＴＥＬＬＡＲ

政木　美希 千葉女子教員

野村　由希 市立船橋高校

三木　清香 千葉市立幕張西中学校

鈴木　麻友美 白鴎大学

伊藤　奈月 筑波大学

藤岡　真亜佐 マリンスター

高橋　香澄 専修大学

野崎　めぐみ 専修大学

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ50kg級 高安　直人 県立佐倉南高校 3位 5.5

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ66kg級 吉川　嵩吾 八千代松陰高校 3位 5.5

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ96kg級 斉藤　和也 県立泉高校 2位 7

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ84kg級 吉田　祐平 県立関宿高校 5位 2.5

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ120kg級 増田　拓也 県立佐倉南高校 1位 8

成年男子 ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞｰ級 齋藤　武明 県立勝浦若潮高校 6位 3

成年女子 ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 大西　富士子 5位 4

植木　剛史 県立磯辺高校

大鹿糠　拓海 県立磯辺高校

５３㎏級（スナッチ） 3位 6

５３㎏級（クリーン＆ジャーク） 5位 4

９４kg級（スナッチ） 6位 3

９４kg級（クリーン＆ジャーク） 6位 3

１ｋｍタイムトライアル 湯浅　大輔 法政大学 3位 6

４ｋｍ速度競争 湯浅　徹 明治大学 4位 5

室谷　洋平 ヨネックス（株）

斉藤　広宣 松戸市役所

白根　真人 中京大学

大川戸　岳 中央大学

堀越　智博 中央大学

佐々木　洋介 ヨネックス（株）

八城　優子 ヨネックス（株）

渡邊　晶子 ヨネックス（株）

長　奈津子 （株）ヨネックス

髙橋　千晴 東京女子体育大学

高橋　由梨香 東京女子体育大学

大塚　亜季 和洋女子大学

阿部　恵 青山学院大学

長谷川　慧 和洋女子大学

村山　真実 大正大学

7.5卓球 成年女子 5位

7位 10

4位 25

成年男子

ソフトテニス

成年男子

成年女子

5位 12

ウエイトリフティング

成年男子

少年男子

奥山　正和 （株）富士通ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

東海林　聡志 県立八千代西高校

体操 成年男子

ボクシング
少年男子

ボート 少年男子 舵手付クォドルプル

40

3位 27.5

67位

バスケットボール

成年男子

成年女子

レスリング 少年男子

セーリング

少年男子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級

自転車

1位

7位 10

3



競　　技 種　　別 種　　目 氏　　名 所　　属 順　位 得　点

北原　忠臣 （株）京葉銀行

鈴木　隆朗 （株）京葉銀行

勝又　洋二 （株）京葉銀行

松尾　公平 （株）京葉銀行

三村　恭平 （株）京葉銀行

只縄　元樹 （株）京葉銀行

久保山　孝志 （株）京葉銀行

柴田　最資 （株）京葉銀行

中原　竜太 （株）京葉銀行

鈴木　康司 （株）京葉銀行

花井　祐介 （株）京葉銀行

荒木関　隆 （株）京葉銀行

濱田　光夫 （株）京葉銀行

山﨑　純男　 （株）京葉銀行

馬場馬術 4位 5

自由演技 5位 4

ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ 林　忠義 北総乗馬クラブ 8位 1

トップスコアー 水山　大輔 （有）成田乗馬倶楽部 5位 4

馬場馬術 伴　美恵子 （有）Gift From Horse 4位 5

トップスコアー 臼井　亜由美 順天堂大学浦安病院 8位 1

ダービー 黒岩　弥生 （株）宝馬グラウンド 1位 8

ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ 2位 7

ダービー 1位 8

標準飛越 林　忠寛 県立多古高校 3位 6

齋藤　功貴 県立多古高校

林　忠寛 県立多古高校

二段障害飛越 鳴田　梨那 八千代松陰高校 4位 5

佐々木　怜奈 県立八千代高校

高橋　千尋 県立八千代高校

田上　愛香 県立八千代高校

平山　遼司 国際武道大学

萩原　塁樹 印西市立小林小学校

川島　泰輔 カワヨシ

安西　勝則 丸善石油化学

坂井　貴之 成田市立本城小学校

遠井　克典 トミザワ

加藤　幸二 （株）アクアクララ

気田　朋幸 東京商運

安井　琢磨 国士舘大学

久我　貴大 早稲田大学

山本　逸平 国際武道大学

山内　真弦 浦安市立南小学校

稲元　沙貴 木更津総合高校

松村　綾菜 木更津総合高校

新村　沙和子 木更津総合高校

川原　愛美 木更津総合高校

菅原　茜 木更津総合高校

手塚　沙也花 木更津総合高校

川口　藍 木更津総合高校

小林　仁美 木更津総合高校

川上　恵莉子 木更津総合高校

穴澤　那月 木更津総合高校

小林　祥恵 木更津総合高校

宇田川　晃 市立習志野高校

大川　成美 敬愛大八日市場高校

金谷　聡士 千葉敬愛高校

阿蘇　拓也 千葉敬愛高校

堀内　拓人 西武台千葉高校

長　新人 銚子市立第四中学校

伊藤　隆司 （株）本田技術研究所

野土谷　仁 伊藤忠ﾃｸﾉｻｲｴﾝｽ（株）

松本　信子 県立白井高校

高木　由加利 主婦

白井　洋子 主婦

50MK20M 目良　明裕 2位 7

10MS60M 三瓶　一喜 中央大学 6位 3

50MP60W 1位 8

50M3×20M 7位 2

10mS40W 大和田　典子 綜合警備保障（株） 2位 7

10mS60JM 5位 4

10mS20JM 6位 3

BRS60JM 高橋　誠 県立茂原樟陽高校 1位（大会新） 8

軟式野球 一般Ａ 4位 40

伴　孝徳 （有）Gift From Horse

齋藤　功貴

柔　道 少年女子

馬　術

成年男子

成年女子

少年

県立多古高校

20

1位 8リレー

1位タイ 52

5位

ソフトボール

成年男子

少年女子

バドミントン 少年男子 5位 7.5

弓　道

成年男子

成年女子

遠　的

近　的

5位 12

4位 15

ライフル射撃

成年男子

成年女子

少年男子

加藤　由紀子 総務省総合通信基盤局

今井　太陽 県立茂原高校

5位 7.5
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競　　技 種　　別 種　　目 氏　　名 所　　属 順　位 得　点

熊切　隆夫 鴨川市役所

小谷　明徳 千葉県警察

岩下　智久 千葉県警察

白石　哲朗 千葉県警察本部

齋藤　親一 市立松戸高校

伊沢　彰子 千葉県警察

古室　可那子 県立流山高校

黒川　由美子 千葉県警察

茂垣　敬太 船橋ロッキー

渡辺　数馬 船橋ロッキー

平野　直子

桜井　美恵 セントラルフィットネスクラブ千葉

榊原　佑子

平野　直子

ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m） 鈴木　康大 立命館大学 7位 2

ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ（200m） 亀山　勇太 鹿屋体育大学 7位 2

成年女子 ｽﾗﾛｰﾑ（25G） 斉藤　真智子 8位 1

ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m） 菅谷　祐介 県立佐原高校 8位 3

ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（500m） 向後　慧太 県立佐原高校 7位 6

浅井　健 県立銚子商業高校

鈴木　喜幸 県立銚子商業高校

田村　直也 県立銚子商業高校

石毛　摩耶 県立銚子商業高校

菅谷　春菜 県立銚子商業高校

鎌形　彩 県立銚子商業高校

組手中量級 青柳　隼康 若葉クリニック 3位 6

組手重量級 長田　繁洋 拓殖大学 5位 2.5

山本　千晴 県立市川東高校

五十嵐　史子 県立市川東高校

福原　実緒 県立千葉女子高校

成年男子 マスターズ 堀江　吉寛 ダイドウ電気（株） 1位 8

成年女子 ミドル 溝井　真由美 Ｐｕｒｅ　Ｈｅａｒｔ 8位 1

個人戦 吉野　貴宣 千葉明徳高校 4位 5

吉野　貴宣 千葉明徳高校

秋山　直輝 千葉明徳高校

個人戦 向谷　美咲 市川市立南行徳中学校 3位 6

秋葉　絵里香 二松学舎大学附属沼南高校

向谷　美咲 市川市立南行徳中学校

丸山　聖 千葉県アマチュアゴルフ協会

大溝　崇真 東北福祉大学

高柳　直人 東北福祉大学

入賞得点 1036

参加点 400

合計 1436

5位 12.5

5位 7.5

縦　走

クライミング

クライミング 1位 24

7位 6

3位 18

山　岳

成年男子

成年女子

剣　道

成年男子

成年女子

ゴルフ 成年男子

6位 9

2位 21

団体戦 6位 9

ボウリング
少年男子

少年女子

8位

カヌー

空手道 成年男子

試　合少年女子なぎなた
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成年男子

少年男子

少年女子

ｶﾔｯｸﾌｫｱ（200m）

ｶﾔｯｸﾌｫｱ（500m） 8位 3

ｶﾔｯｸﾍﾟｱ（200m）

6位 9

団体戦 7位 6
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