
【冬季大会】

競技名 種別 種目名 氏名 所属名

スピード　１５００ｍ 山本　紳貴 ＣＭＳワールド

スピード　５０００ｍ 山本　紳貴 ＣＭＳワールド

小原　美咲 日本大学

望月　梨早 明治大学

ジャンプ 一戸　　剛 (株)アシックス

コンバインド 一戸　　剛 (株)アシックス

【本大会】

競技名 種別 種目名 氏名 所属名

１００ｍ 横尾　龍一 AS市川

１５００ｍ 村上　康則 富士通

１１０ｍＨ 田野中　輔 富士通

４００ｍＨ 今関　雄太 チームアイマ

１００００ｍＷ 大竹　洋平 明治大学

棒高跳 澤野　大地 千葉陸協

走幅跳 堀池　靖幸 富士通

砲丸投 山田　壮太郎 富士通

ハンマー投 土井　宏昭 千葉陸協

１００ｍ 岡部　奈緒 筑波大学

４００ｍ 田代　成美 城西大学

５０００ｍ 永田　幸栄 豊田自動織機

１００ｍＨ 石野　真美 長谷川体育施設

１００００ｍＷ 大利　久美 富士通（株）

棒高跳 住石　智子 日本体育大学

走幅跳 花岡　麻帆 千葉県立成田国際高等学校

１００ｍ 梨本　真輝 船橋市立船橋高等学校

４００ｍ 三原　浩幸 千葉県立千葉東高等学校

三段跳 戸村　柊 千葉県立佐原高等学校

槍投 滑川　晃平 千葉県立銚子商業高等学校

１００ｍ 谷川　鈴扇 船橋市立船橋高等学校

１００ｍＨ 竹吉　大記 船橋市立船橋高等学校

３０００ｍ 小崎　裕里子 成田高等学校

１００ｍＨ 佐々木　里菜 千葉黎明高等学校

走幅跳 髙橋　友果 千葉県立佐原高等学校

少年女子B １００ｍ 明石　優理 東京学館高等学校

走高跳 小島　拓海 千葉県立柏南高等学校

棒高跳 桜井　駿 柏日体高等学校

少年女子共通 棒高跳 小田嶋　怜美 木更津総合高等学校

梨本　真輝 船橋市立船橋高等学校

横尾　龍一 AS市川

谷川　鈴扇 船橋市立船橋高等学校

三原　浩幸 千葉県立千葉東高等学校

佐々木　里菜 千葉黎明高等学校

岡部　奈緒 筑波大学

田代　成美 城西大学

明石　優理 東京学館高等学校

１００ｍ背泳ぎ 渡邉　一樹 セントラルスポーツ

１００ｍ平泳ぎ 崎本　浩成 ＫＯＮＡＭＩ

１００ｍバタフライ 入江　晋平 ＫＯＮＡＭＩ

１００ｍ自由形 藤井　拓郎 ＫＯＮＡＭＩ

２００ｍ個人メドレー 藤井　拓郎 ＫＯＮＡＭＩ

４００ｍ自由形 平井　康翔 明治大学

５０ｍ自由形 内山　慎太郎 ＪＦE京浜

内山　慎太郎 ＪＦE京浜

藤井　拓郎 ＫＯＮＡＭＩ

入江　晋平 ＫＯＮＡＭＩ

渡邉　一樹 セントラルスポーツ

渡邉　一樹 セントラルスポーツ

崎本　浩成 ＫＯＮＡＭＩ

藤井　拓郎 ＫＯＮＡＭＩ

内山　慎太郎 ＪＦE京浜

少年男子A

成年少年
男子共通

成年男子

２００ｍリレー

成年少年
女子共通

陸　上

４×１００ｍR

成年男子

成年女子

少年男子共通

少年男子Ｂ

少年女子A

４×１００ｍR

４００ｍメドレーリレー

フィギュアスケート成年女子

成年男子

スケート

スキー 成年男子

水　泳
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

１００ｍ背泳ぎ 稲田　法子 セントラルスポーツ

１００ｍ平泳ぎ 松島　美菜 日本大学

１００ｍバタフライ 吉田　理紗 日本体育大学

１００ｍ自由形 伊藤　華英 セントラルスポーツ

５０ｍ自由形 伊藤　華英 セントラルスポーツ

２００ｍ個人メドレー 村上　優海 山梨学院大学

４００ｍ自由形 国原　典子 法政大学

水落　夏海

稲田　法子 セントラルスポーツ

村上　優海 山梨学院大学

伊藤　華英 セントラルスポーツ

稲田　法子 セントラルスポーツ

村上　優海 山梨学院大学

吉田　理紗 日本体育大学

伊藤　華英 セントラルスポーツ

４００ｍ個人メドレー 金井　佑馬 船橋市立船橋高等学校

２００ｍ平泳ぎ 小日向　一輝 千葉商科大学付属高等学校

４００ｍ自由形 渡邊　涼太 船橋市立船橋高等学校

２００ｍバタフライ 渡邊　涼太 船橋市立船橋高等学校

１００ｍ自由形 堀籠　大輔 船橋市立船橋高等学校

５０ｍ自由形 渡邉　優磨 千葉県立磯辺高等学校

山本　雄策 船橋市立船橋高等学校

小日向　一輝 千葉商科大学付属高等学校

渡邊　涼太 船橋市立船橋高等学校

堀籠　大輔 船橋市立船橋高等学校

渡邊　涼太 船橋市立船橋高等学校

堀籠　大輔 船橋市立船橋高等学校

金井　佑馬 船橋市立船橋高等学校

平井　彬嗣 船橋市立船橋高等学校

１００ｍ背泳ぎ 木村　祐平 市川高等学校

１００ｍ平泳ぎ 山中　祥輝 成田高等学校

１００ｍバタフライ 平井　健太 千葉商科大学付属高等学校

５０ｍ自由形 平井　健太 千葉商科大学付属高等学校

２００ｍ個人メドレー 永冨　誠大 千葉商科大学付属高等学校

１００ｍ自由形 安田　純輝 千葉商科大学付属高等学校

平井　健太 千葉商科大学付属高等学校

安田　純輝 千葉商科大学付属高等学校

田中　雄一朗 千葉商科大学付属高等学校

山本　貴庸 松戸市立第一中学校

木村　祐平 市川高等学校

山中　祥輝 成田高等学校

平井　健太 千葉商科大学付属高等学校

田中　雄一朗 千葉商科大学付属高等学校

１００ｍ自由形 住吉　茉莉 成田高等学校

２００ｍ背泳ぎ 大橋　愛 千葉商科大学付属高等学校

２００ｍ平泳ぎ 茂木　美桜 東海大学付属浦安高等学校

２００ｍバタフライ 岡田　真由子 昭和学院秀英高等学校

５０ｍ自由形 藤田　沙羅 船橋市立船橋高等学校

４００ｍ個人メドレー 渡辺　　彩 昭和学院高等学校

住吉　茉莉 成田高等学校

関根　汐絵 和洋国府台女子高等学校

茂木　美桜 東海大学付属浦安高等学校

藤田　沙羅 船橋市立船橋高等学校

大橋　愛 千葉商科大学付属高等学校

茂木　美桜 東海大学付属浦安高等学校

藪　仁美 千葉商科大学付属高等学校

住吉　茉莉 成田高等学校

１００ｍ背泳ぎ 小林　江舞 千葉商科大学付属高等学校

１００ｍ平泳ぎ 土屋　綾音 東海大学付属浦安高等学校

１００ｍバタフライ 寺村　美穂 千葉商科大学付属高等学校

２００ｍ個人メドレー 寺村　美穂 千葉商科大学付属高等学校

１００ｍ自由形 藤井　ひかり 船橋市立船橋高等学校

５０ｍ自由形 寒河江　遥 我孫子市立我孫子中学校

藤井　ひかり 船橋市立船橋高等学校

寒河江　遥 我孫子市立我孫子中学校

水野　真琴 船橋市立船橋高等学校

寺村　美穂 千葉商科大学付属高等学校

小林　江舞 千葉商科大学付属高等学校

土屋　綾音 東海大学付属浦安高等学校

寺村　美穂 千葉商科大学付属高等学校

藤井　ひかり 船橋市立船橋高等学校

４００ｍメドレーリレー

２００ｍリレー

成年女子

４００ｍメドレーリレー

４００ｍリレー

８００ｍリレー

４００ｍリレー

４００ｍメドレーリレー

４００ｍリレー

４００ｍメドレーリレー

４００ｍメドレーリレー

少年女子A

少年男子A

水　泳

少年男子B

少年男子B

少年女子B
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

少年女子共通 ４００ｍ自由形 住吉　茉莉 成田高等学校

高飛込 関口　大輝 千葉県立幕張総合高等学校

飛板飛込 関口　大輝 千葉県立幕張総合高等学校

高飛込 岩崎　莉奈 東海大学付属浦安高等学校

飛板飛込 岩崎　莉奈 東海大学付属浦安高等学校

神谷　真帆 千葉経済大学附属高等学校

富永　笑理 渋谷教育学園幕張高等学校

丸橋　侑生 千葉県立幕張総合高等学校

小澤　駿 千葉県立幕張総合高等学校

落合　稜 千葉県立幕張総合高等学校

阿部　刀馬 千葉県立幕張総合高等学校

山本　優太 千葉県立幕張総合高等学校

杉嵜　凌 千葉敬愛高等学校

松井　大樹 千葉敬愛高等学校

田中　秀明 千葉敬愛高等学校

淡路　佳太 千葉敬愛高等学校

坂上　晃 千葉県立船橋高等学校

小曽川　克弥 千葉県立浦安南高等学校

瀧本　雄太 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ

岩澤　大介 順天堂大学蹴球部

安川　洋介 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ

瀬田　達弘 横河電機（株）

宇野　勇気 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ

柳　明基 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ

蓮沼　剛 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ

福田　建 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ

福士　徳文 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ

佐藤　悠希 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ

鳥養　祐矢 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ

上野　拓也 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ

鈴木　涼翔 明治大学

木村　直純 千葉県立生浜高等学校

西井　光 ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズ

船田　麻友 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

河村　真理子 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

浅野　麻衣子 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

金野　結子 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

阿部　麻美 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

手塚　沙央里 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

海老澤　有香 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

深澤　里沙 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

安田　有希 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

山田　頌子 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

清水　由香 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

千野　晶子 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

小堀　舞 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

綱川　玲奈 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

堀口　佳織 千葉県立幕張総合高等学校

中村　航輔 柏日体高等学校

新藤　菜央 千葉県立柏中央高等学校

郡司　昌弥 千葉県立柏陵高等学校

御牧　建吾 千葉県立松戸六実高等学校

秋野　央樹 千葉県立柏中央高等学校

小林　祐介 柏日体高等学校

中村　駿 習志野市立習志野高等学校

井出　遥也 都立淵江高等学校

吉川　修平 千葉県立柏南高等学校

荒木　大吾 柏日体高等学校

川島　章示 柏日体高等学校

林　翔太 千葉県立検見川高等学校

今関　耕平 千葉県立東金高等学校

森川　穣 船橋市立船橋高等学校

木村　裕 柏日体高等学校

川口　陽平 東海大学付属望洋高等学校

辻　雄馬 荏原湘南スポーツセンター

星野　武蔵 法政大学

磯貝　綾子 （株）リコー

奥間　安祐美 日本大学

竹内　遥丞 秀明八千代高等学校

蜂谷　翔希 東京学館浦安高等学校

美濃越　舞 秀明八千代高等学校

澤柳　璃子 ルネサンス高校

サッカー

少年女子

少年男子

成年女子

テニス

水球

シンクロナイズドスイミング

女子

少年男子

少年女子

成年男子

少年男子

少年女子

少年男子

成年男子

水　泳
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

岩瀬　敦俊 早稲田大学

菅井　竜介 小見川ＲＣ

寺田　　賢 小見川ＲＣ

松元　　剛 小見川ＲＣ

中上　　仰 雑草ＲＣ

高橋　優太 小見川ＲＣ

小林　雅人 日本大学

宮崎　竜 東京経済大学

シングルスカル 日暮　学 小見川ＲＣ

堀江　綾子 小見川ＲＣ

篠塚　京子 小見川ＲＣ

石井　華菜 小見川ＲＣ

小倉　亜沙美 東京経済大学

山崎　　笑 小見川ＲＣ

高芝　麻衣子 小見川ＲＣ

横堀　　翠 東京漕艇倶楽部

金木　志歩 東京漕艇倶楽部

シングルスカル 淺野　栞里 小見川ＲＣ

大川　聖矢 千葉県立小見川高等学校

細根　正樹 千葉県立小見川高等学校

小林　大輔 千葉県立小見川高等学校

鎌倉　信弥 千葉県立銚子商業高等学校

高橋　伸征 千葉県立銚子商業高等学校

印南　和幸 千葉県立小見川高等学校

塚口　知章 千葉県立佐原高等学校

奈良　和紀 千葉県立小見川高等学校

シングルスカル 古橋　龍也 千葉県立小見川高等学校

斉藤　瑞季 千葉県立小見川高等学校

玉造　夏奈子 千葉県立小見川高等学校

飯田　祥恵 千葉県立小見川高等学校

塚越　早季 千葉県立岬高等学校

大塚　由貴 千葉県立小見川高等学校

江橋　益美 千葉県立小見川高等学校

時田　愛 千葉県立岬高等学校

シングルスカル 森　日香里 千葉県立小見川高等学校

古川　総一郎 いすみ市立大原中学校

鈴木　洋一 伊勢化学工業(株)

内山　修平 （株）三越

猪野　誠 （株）日立ハイシステム２１

岡部　将彦 東京都台東区立台東病院

最首　崇晃 神奈川大学

中嶋　拓郎 キヤノン株式会社

曽根　将弘 （株）日比谷コンピュータシステム

田中　健嗣 木更津工業高等専門学校

蓮見　亮 東北大学大学院

滝口　裕大 千葉経済大学

大木 　瑛 東京ガス（株）

奥山　礼 東芝エレベーター（株）

篠原　聡美 学習院大学

小平　麻未 学習院大学

岩瀬　友梨子 聖泉大学

島森　久実 順天堂大学

三枝　真理子 旭中央病院附属看護専門学校

小林　奈々恵 千葉県立保健医療大学

五十嵐　有紀 千葉県ホッケー協会

棈木　美乃梨 千葉県ホッケー協会

佐藤　友美 千葉県ホッケー協会

志村　美紗生 国際武道大学

山室　京子 シーズ．ライフ．ケア有料老人ホームシーハーツ柏の葉

関口　佳那 木更津工業高等専門学校

上野　あかね 木更津工業高等専門学校

石井　智也 千葉県立大原高等学校

岩瀬　友治 千葉県立大原高等学校

土橋　祥太 千葉県立大原高等学校

高橋　克弥 千葉県立大原高等学校

矢代　直輝 千葉県立大原高等学校

磯野　哲哉 千葉県立大原高等学校

吉岡　幸祐 千葉県立大原高等学校

大谷　燿平 千葉県立大原高等学校

大久保　正義 千葉県立大原高等学校

渡邉　正樹 千葉県立大原高等学校

高橋　諒冴 千葉県立大原高等学校

渡邉　拓也 千葉県立大原高等学校

鶴岡　義樹 千葉県立大原高等学校

ダブルスカル

ダブルスカル

舵手付きクォドルプル

ダブルスカル

舵手付きクォドルプル

成年男子

舵手付きフォア

ダブルスカル

ボート

成年女子

少年男子

舵手付きクォドルプル

成年男子

成年女子

少年男子

少年女子

ホッケー
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

荒木　彩絵 千葉県立大原高等学校

宮腰　莉奈 千葉県立大原高等学校

三上　真理奈 千葉県立大原高等学校

吉野　麗奈 千葉県立大原高等学校

荘司　耀子 千葉県立大原高等学校

梶　菜奈恵 千葉県立大原高等学校

木戸口　美吹 千葉県立大原高等学校

鈴木　結加里 千葉県立大原高等学校

鈴木　梨夏 千葉県立成東高等学校

吉井　安代 千葉県立成東高等学校

川野　里華 千葉県立成東高等学校

石渡　ユリ香 千葉県立成東高等学校

山本　純子 千葉県立成東高等学校

ライトフライ級 林田　太郎 駒澤大学

フライ級 三須　寛幸 拓殖大学

バンタム級 戸部　洋平 鴨川市役所

ライトウェルター級 越川　孝紀 駒澤大学

ウェルター級 福本　祥馬 東洋大学

ライトフライ級 林田　翔太 習志野市立習志野高等学校

フライ級 菅原　祥 西武台千葉高等学校

バンタム級 石渡　通浩 習志野市立習志野高等学校

ライト級 久保　勇登 習志野市立習志野高等学校

ライトウェルター級 須賀　大地 文理開成高等学校

樋渡　薫 順天堂大学

伊藤　康貴 順天堂大学

渡辺　俊介 順天堂大学

高橋　慶多 順天堂大学

浅野　晶 順天堂大学

阿部　草太 順天堂大学

竹浪　貴志 順天堂大学

小川　功太 順天堂大学

矢口　周 順天堂大学

細中　久里寿 順天堂大学

佐野　翔 順天堂大学

間部　敦史 千葉選抜

村井　貴行 千葉選抜

大原　健 千葉選抜

館脇　望 千葉選抜

小宮　知剛 千葉選抜

山来　政雄 千葉選抜

今井　大洋 千葉選抜

石渡　裕樹 千葉選抜

齋藤　圭一朗 千葉選抜

牛島　大悟 千葉選抜

茂木　靖俊 千葉選抜

廣田　顕 千葉選抜

田部井　千夏 柏エンゼルクロス

岡村　貴衣 柏エンゼルクロス

伊藤　綾子 柏エンゼルクロス

江森　圭美 柏エンゼルクロス

山城　未沙 柏エンゼルクロス

丸山　祐希 柏エンゼルクロス

佐藤　理栄子 柏エンゼルクロス

田中　芽衣 柏エンゼルクロス

仲本　知佳 柏エンゼルクロス

鈴木　悠佳子 柏エンゼルクロス

佐藤　由香 柏エンゼルクロス

國沢　智美 千葉選抜

濵野　礼奈 千葉選抜

青木　絵美 千葉選抜

宍倉　智美 千葉選抜

川井　梅香 千葉選抜

上田　かおり 千葉選抜

原　梓 千葉選抜

伊澤　花菜 千葉選抜

小菅　真弓 千葉選抜

浦辺　真希 千葉選抜

中島　智子 千葉選抜

中島　ふみ 千葉選抜

成年女子

６人制成年女子

成年男子 ９人制

９人制

成年男子

少年男子

成年男子

少年女子

６人制

ボクシング

ホッケー

バレーボール
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

館石　　潤 習志野市立習志野高等学校

原　　潤一 習志野市立習志野高等学校

篠村　賢助 習志野市立習志野高等学校

千住　　治 習志野市立習志野高等学校

松元　翔太郎 西武台千葉高等学校

野間　貴志 習志野市立習志野高等学校

大成　健太 習志野市立習志野高等学校

中村　悠貴 習志野市立習志野高等学校

柳田　百織 船橋市立船橋高等学校

原田　雅也 船橋市立船橋高等学校

矢澤　佳介 船橋市立船橋高等学校

小沼　容子 敬愛学園高等学校

景山　祐衣 敬愛学園高等学校

井上　希 敬愛学園高等学校

深味　杏菜 敬愛学園高等学校

松久　綾里 船橋市立船橋高等学校

倉見　夏乃 船橋市立船橋高等学校

山端　友稀乃 船橋市立船橋高等学校

明石　友紀子 柏市立柏高等学校

今門　あかり 柏市立柏高等学校

常磐　二矢佳 千葉県立柏井高等学校

唐木　沙彩 千葉県立柏井高等学校

星　　陽輔 セントラルスポーツクラブ

浅野　慶哉 順天堂大学

坂本　功貴 セントラルスポーツクラブ

齊藤　優佑 日本体育大学

古川　晶子 順天堂大学

江崎　真奈 順天堂大学

久保田　麻紀 モリス青山

鷹野　　都 順天堂大学大学院

野々村　笙吾 船橋市立船橋高等学校

大川　翔平 船橋市立船橋高等学校

今林　開人 船橋市立船橋高等学校

野々村　晃司 船橋市立船橋高等学校

山本　夢夏 佐倉市立臼井西中学校

大澤　　都 昭和学院高等学校

奥西　恵里 昭和学院高等学校

小林　千尋 習志野市立習志野高等学校

渡邊　奈々 昭和学院高等学校

三上　真穂 昭和学院高等学校

江田　友莉亜 昭和学院高等学校

宮本　枝実 流通経済大学付属柏高等学校

小林　千真理 昭和学院高等学校

岡村　憲司 千葉エクスドリームス

秋元　啓人 千葉県立幕張総合高等学校

高橋　亮介 千葉エクスドリームス

高木　賢伸 横河電機

梶原　　剛 横河電機

黒田　　裕 千葉県立我孫子高等学校

戸倉　寛之 千葉エクスドリームス

上村　健太 千葉エクスドリームス

江野沢　真 千葉県立長生特別支援学校

伊藤　恭平 早稲田大学

飯島　康夫 江戸川大学

小野寺　翔 黒田電気株式会社

桑原　美和 千葉県立袖ヶ浦高等学校

政木　美希 千葉県立津田沼高等学校

三木　清香 千葉市立土気南中学校

野村　由希 千葉県立野田中央高等学校

渡部　優希 市川市立第三中学校

鈴木　麻友美 長柄町立長柄小学校

本間　京子 アシックス

磯山　絵美 磯山運送

杉山　仁美 (財)千葉県まちづくり公社

日下部　知恵 千葉県バスケットボール協会

渡邉　由穂 (財)千葉県まちづくり公社

金子　実由紀 （株）ケイハイ

新体操

競技

競技

競技成年女子

少年男子

少年女子

少年女子

成年男子

成年女子

成年男子

少年女子

６人制少年男子

６人制

競技

バレーボール

バスケットボール

体　操
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

平良　彰大 船橋市立船橋高等学校

山田　侑樹 船橋市立船橋高等学校

出羽　崚一 船橋市立船橋高等学校

貝沼　雄介 船橋市立船橋高等学校

濱田　拓也 船橋市立船橋高等学校

古牧　昌也 船橋市立船橋高等学校

向後　史彦 千葉県立幕張総合高等学校

平田　和哉 千葉県立幕張総合高等学校

宍倉　光 千葉県立幕張総合高等学校

渡部　史鏡 千葉県立幕張総合高等学校

岡田　福嗣 柏市立柏高等学校

安田　彩花 昭和学院高等学校

常田　実咲 昭和学院高等学校

大坪　亜理沙 昭和学院高等学校

吉田　有里 昭和学院高等学校

國藤　　梓 昭和学院高等学校

荒木　華那 千葉経済大学附属高等学校

倉重　美奈子 千葉経済大学附属高等学校

藤岡　麻菜美 千葉英和高等学校

余郷　美奈 昭和学院高等学校

関根　彩乃 昭和学院高等学校

村山　　翠 昭和学院高等学校

ヌンイラ　玲美 柏市立柏高等学校

フリー５５ｋｇ 高安　直人　 日本体育大学

フリー６６ｋｇ 宮田　和幸 Brave

フリー８４ｋｇ 鈴木　豊 自衛隊体育学校

フリー１２０ｋｇ 増田　拓也 山梨学院大学

グレコ７４ｋｇ 中井　伸一 中央大学

グレコ９６ｋｇ 伊藤　直輝 国士舘大学大学院

フリー６０ｋｇ 寺田　靖也 八千代松陰高等学校

フリー８４ｋｇ 白石　涼 八千代松陰高等学校

フリー１２０ｋｇ 本間　育幸 千葉県立京葉工業高等学校

グレコ５０ｋｇ 小関　孝仁 八千代松陰高等学校

グレコ６６ｋｇ 亀井　駿斗 千葉県立野田中央高等学校

グレコ７４ｋｇ 永井　健太 千葉県立京葉工業高等学校

グレコ９６ｋｇ 戸塚　誠 千葉県立佐倉南高等学校

長橋　誠 （株）アルファ・ウェーブ

田淵　靖浩 （株）アルファ・ウェーブ

シングルハンダー級 真田　敦史 （株）パルーナ

ウィンドサーフィン級 内麻　宏紀 上智大学

内藤　祥緒

髙橋　菜央 （株）三菱東京ＵＦＪ銀行　市川支店

シーホッパー級ＳＲ 石川　智香 財団法人千葉市スポーツ振興財団

ウィンドサーフィン級 大西　富士子 ゴールドジム（大森）

島本　拓哉 千葉県立磯辺高等学校

濱野　北斗 千葉県立磯辺高等学校

シーホッパー級ＳＲ 張本　洋一 千葉県立磯辺高等学校

持田　由美子 千葉県立磯辺高等学校

荒谷　萌 千葉県立磯辺高等学校

シーホッパー級ＳＲ 紺野　美帆 千葉県立磯辺高等学校

５３ｋｇ級スナッチ 奥山　正和 （株）富士通アドバンストソリューションズ

５３ｋｇ級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 奥山　正和 （株）富士通アドバンストソリューションズ

６２ｋｇ級スナッチ 西嶋　勝典 （株）コクボアイス

６２ｋｇ級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 西嶋　勝典 （株）コクボアイス

７７ｋｇ級スナッチ 出山　司 日本体育大学

７７ｋｇ級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 出山　司 日本体育大学

８５ｋｇ級スナッチ 和賀　明 海上自衛隊下総航空基地第３術科学校

８５ｋｇ級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 和賀　明 海上自衛隊下総航空基地第３術科学校

５３ｋｇ級スナッチ 佐野　優図 八千代松陰高等学校

５３ｋｇ級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 佐野　優図 八千代松陰高等学校

６９ｋｇ級スナッチ 岡田　賢人 八千代松陰高等学校

６９ｋｇ級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 岡田　賢人 八千代松陰高等学校

８５ｋｇ級スナッチ 石橋　涉 千葉県立市川西高等学校

８５ｋｇ級ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ 石橋　涉 千葉県立市川西高等学校

４７０級

セーリングスピリッツ級

セーリングスピリッツ級

セーリングスピリッツ級

成年女子　　

成年男子　　　　

成年男子

少年男子

少年女子　　

少年男子　　

少年男子

少年女子

少年男子

成年男子

セーリング

バスケットボール

レスリング

ウエイトリフティング
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

花尾　和成 日本ヒューレットパッカード㈱

小川　雄也 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校

河田　浩貴 千葉市立打瀬中学校

酒井　雅彦 八千代市立米本小学校

近藤　孝洋 習志野市役所総務部国体推進室

柴田　大和 順天堂大学大学院

杉浦　嘉彦 市川高等学校

谷口　崇 人材派遣健康保険組合

西手　克臣 東日本プラスチック健康保険組合

内野　智 川崎市立川中島中学校

釜谷　健太郎 市川市立第五中学校

杉浦　公一 習志野市立東習志野小学校

倉本　美由紀 株式会社日本一

宮城　知枝 昭和クラブ

高橋　瑛美 （株）ミニミニ

里見　香代子 江戸川区立葛西第三中学校

河野　有紀 アパホテル（株）

澤田　智美 東京女子体育大学

鎌田　奈津子 日本体育大学

八田　佳奈 早稲田大学

芳賀　裕美 茨城大学

山崎　可奈絵 東京女子体育大学

須賀　美幸 市川市立北方小学校

八子　美樹 市川市立若宮小学校

坂倉　健介 市川高等学校

大朏　祐介 市川高等学校

中嶋　伶伊 市川高等学校

伊藤　輝 市川高等学校

藤本　良佑 市川高等学校

楳木　武士 市川高等学校

大川　祥太 昭和学院高等学校

菊池　太郎 昭和学院高等学校

福田　将太 二松学舎大学附属沼南高等学校

永島　大資 二松学舎大学附属沼南高等学校

山本　将大 東京学館高等学校

中村　大亮 東京学館高等学校

宮本　実穂 昭和学院高等学校

伊佐治　亜衣 昭和学院高等学校

小山　侑花 昭和学院高等学校

樋口　由依 昭和学院高等学校

小畑　慧里子 昭和学院高等学校

小野　加奈 昭和学院高等学校

安藤　有紀子 昭和学院高等学校

加藤　江莉 昭和学院高等学校

高田　美沙 昭和学院高等学校

伊藤　絢子 千葉県立八千代高等学校

北島　沙紀 千葉県立千葉商業高等学校

長谷部　真弓 千葉県立千葉商業高等学校

１ｋｍタイムトライアル 大川　雅継 富士ソフト(株)

個人ロードレース 辻本　翔太 松戸市役所

ポイントレース 辻本　翔太 松戸市役所

４ｋｍ速度競走 湯浅　徹 松戸市役所

個人ロードレース 半田　信頼 順天堂大学

スプリント 半田　信頼 順天堂大学

ケイリン 田神　明彦 (株)セフティーサービス

スプリント 大野　鷹也 千葉経済大学附属高等学校

１ｋｍタイムトライアル 栗本　尚宗 千葉県立柏井高等学校

個人ロードレース 酒向　俊平 千葉学芸高等学校

４ｋｍ速度競走 酒向　俊平 千葉学芸高等学校

個人ロードレース 郷津　勝之 千葉県立柏中央高等学校

ポイントレース 郷津　勝之 千葉県立柏中央高等学校

田神　明彦 (株)セフティーサービス

大野　鷹也 千葉経済大学附属高等学校

栗本　尚宗 千葉県立柏井高等学校

辻本　翔太 松戸市役所

大川　雅継 富士ソフト(株)

湯浅　徹 松戸市役所

半田　信頼 順天堂大学

チームスプリント

４ｋｍ団体追抜競走

少年男子

成年男子

成年男子

成年女子

少年男子

少年女子

自転車

男子

ハンドボール
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

佐々木　洋介 ヨネックス（株）

室谷　洋平 ヨネックス（株）

的場　彬 昭和ホールディングス（株）

白根　真人 千葉黎明高等学校

塩嵜　弘騎 東京電力千葉

森田　祐哉 ヨネックス（株）

海江田　佐奈美 ヨネックス（株）

長　奈津子 ヨネックス（株）

草野　尚美 ヨネックス（株）

渡邊　晶子 ヨネックス（株）

田中　ちひろ ヨネックス（株）

柿崎　あやの 日本体育大学

小野　真輝 木更津総合高等学校

谷口　大河 木更津総合高等学校

木川　拓也 木更津総合高等学校

永野　高博 千葉県立松尾高等学校

南　 　優 木更津総合高等学校

浅井　重光 木更津総合高等学校

木谷　優美 昭和学院高等学校

霜出　佳奈 植草学園大学附属高等学校

酒井　二菜 植草学園大学附属高等学校

齊藤　香純 昭和学院中学校

吉村　寛子 昭和学院高等学校

肥後　知夏 昭和学院高等学校

森下　　雄太 (株)リコー

阿部　　一博 (株)リコー

大塚　　裕貴 流山アストロズ

阿部　　　恵 (株)サンリツ

阿部　奈々 淑徳大学

村山　　真実 大本山成田山新勝寺

鈴木　　将幸 木更津総合高等学校

佐藤　智也 木更津総合高等学校

深山　昂平 千葉経済大学附属高等学校

富川　亜加理 千葉英和高等学校

林　めぐみ 旭市立旭第一中学校

田中　千秋 千葉市立千城台南中学校

野中　亮 松戸市役所

妹尾　和之 松戸市役所

白鳥　仁 松戸市役所

稲葉　慎二 松戸市役所

中口　玲 松戸市役所

石原　佳高 松戸市役所

大平　圭太郎 松戸市役所

新井　貴博 松戸市役所

塩田　隼也 松戸市役所

斉藤　有弘 松戸市役所

藤﨑　浩太 松戸市役所

石井　匠 松戸市役所

滝沢　義康 松戸市役所

酒井　啓行 松戸市役所

鈴木　達朗 松戸市役所

服部　祥平 (有)大丸興業

寺元　憲一郎 ダイニッカ（株）

佐久間　亮太 （株）ジェイ・エス・エス

川井　健太 専修大学松戸高等学校

後藤　鷹輔 拓殖大学紅陵高等学校

若山　聡 拓殖大学紅陵高等学校

榊原　祥孝 専修大学松戸高等学校

直江　優真 拓殖大学紅陵高等学校

ダービー競技 三宅　勇気 (株)宝馬グラウンド

馬場馬術競技 伴　孝徳 四街道グリーンヒル乗馬クラブ

自由演技馬場馬術競技 伴　孝徳 四街道グリーンヒル乗馬クラブ

トップスコア競技 林　忠義 北総ファーム

スピードアンドハンディネス競技 林　忠義 北総ファーム

標準障害飛越競技 二宮　誠治 (有)成田乗馬クラブ

六段障害飛越競技 二宮　誠治 (有)成田乗馬クラブ

国体総合馬術競技 水山　大輔 (有)成田乗馬クラブ

自由演技馬場馬術競技 江里口　裕子 (株)宝馬グラウンド

馬場馬術競技 伴　美恵子 四街道グリーンヒル乗馬クラブ

ダービー競技 三宅　弥生 (株)宝馬グラウンド

トップスコア競技 三宅　弥生 (株)宝馬グラウンド

二段階障害飛越競技 松浦　春香 東京医科歯科大学

標準障害飛越競技 松浦　春香 東京医科歯科大学

成年男子

少年女子

少年男子

成年女子

成年女子

成年男子

成年男子

少年男子

成年男子

成年女子

成年男子

少年女子

少年男子

卓　球

相　撲

ソフトテニス

馬　術

軟式野球
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

標準障害飛越競技 林　義昌 千葉県立多古高等学校

トップスコア競技 林　義昌 千葉県立多古高等学校

二段階障害飛越競技 齋藤　勇人 千葉県立多古高等学校

ダービー競技 齋藤　勇人 千葉県立多古高等学校

スピードアンドハンディネス競技 福本　理子 千葉経済大学附属高等学校

馬場馬術競技 早稲田　和歌子 アニマルベジテイションカレッジ

自由演技馬場馬術競技 早稲田　和歌子 アニマルベジテイションカレッジ

香田　彬彦 千葉県立佐原高等学校

福本　理子 千葉経済大学附属高等学校

林　義昌 千葉県立多古高等学校

齋藤　勇人 千葉県立多古高等学校

波多野　利彦 船橋市役所

宮山　亮 中央大学

柳原　宏昭　 松戸市役所

波多野　利彦 船橋市役所

宮山　亮 中央大学

柳原　宏昭　 松戸市役所

本間　奈々絵 千葉県立松戸高等学校

佐々木　千恵子 （株）上野振興公社

佐々木　智子 （株）やまと

本間　奈々絵 千葉県立松戸高等学校

佐々木　千恵子 （株）上野振興公社

佐々木　智子 （株）やまと

沖本　拓郎 千葉県立柏陵高等学校

石島　匡 千葉県立検見川高等学校

小林　和人 千葉県立検見川高等学校

西田　弥生 千葉県立松戸高等学校

佐々木　奈緒 千葉県立柏陵高等学校

岡田　映子 千葉県立松戸高等学校

加藤　博剛 千葉県警察

佐藤　武尊 学校法人了德寺学園

小野　卓志 学校法人了德寺学園

秋本　啓之 学校法人了德寺学園

平岡　拓晃 学校法人了德寺学園

白石　のどか 株式会社ﾌｫｰﾘｰﾌｼﾞｬﾊﾟﾝ

今井　優子 学校法人了德寺学園

西田　優香 学校法人了德寺学園

岩永　力樹 東海大学付属浦安高等学校

能登　一樹 東海大学付属浦安高等学校

渡邉　勇人 東海大学付属浦安高等学校

前川　允人 木更津総合高等学校

河野　亮哉 千葉経済大学附属高等学校

井坂　希望 千葉県立八千代高等学校

渡部　優花 千葉県立千葉商業高等学校

角田　夏実 千葉県立八千代高等学校

川口　大 四街道クラブ

松田　光 平林金属株式会社

坂井　貴之 四街道クラブ

根上　翔平 四街道クラブ

石峯　玄規 レッドスパローズ

林　　卓磨 立命館大学

安井　琢磨 四街道クラブ

伊佐治　豪 四街道クラブ

日暮　真之 四街道クラブ

渡辺　英明 レッドスパローズ

川島　泰輔 四街道スターズ

遠井　克典 四街道スターズ

松村　彩菜 （株）ドリーム・ワールド

五味　彩華 東北福祉大学

半田　岬 静甲（株）

長竹　志穂 千葉クラブ

平谷　美咲 東北福祉大学

鈴木　真奈美 淑徳大学

緒方　香名子 千葉クラブ

大庭　もも花 早稲田大学

鈴木　英都巴 千葉クラブ

荻原　美也子 淑徳大学

川上　恵莉子 （株）ドリーム・ワールド

高橋　尚子 静甲（株）

高橋　典子 千葉クラブ

リレー競技

少年女子

少年男子

成年女子

成年男子

少年

少年団体

フルーレ

フルーレ

団体障害飛越競技

少年女子

少年男子

成年女子

成年男子

ソフトボール

成年男子

成年女子

エペ

フルーレ

サーブル

フルーレ

柔　道

馬　術

フェンシング
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

田中　雄大 千葉敬愛高等学校

佐藤　賢人 千葉敬愛高等学校

山口　雄大 千葉敬愛高等学校

中村　祥吾　 千葉敬愛高等学校

進藤　凌 千葉敬愛高等学校

布施　大河 千葉敬愛高等学校

藤間　タイカ 千葉敬愛高等学校

江野澤　礼努 千葉敬愛高等学校

中村　健人 千葉敬愛高等学校

楠岡　侑也 千葉敬愛高等学校

松﨑　太樹 千葉敬愛高等学校

松本　健吾 千葉敬愛高等学校

渡辺　大夢 千葉敬愛高等学校

海部　栞菜 木更津総合高等学校

菊池　　 遥 木更津総合高等学校

岡井　花子 木更津総合高等学校

宇野　有加里 木更津総合高等学校

秋山　実咲 木更津総合高等学校

山根すずか 木更津総合高等学校

市口　侑果 木更津総合高等学校

山田　美樹 木更津総合高等学校

深江　由樹 木更津総合高等学校

川保　　梢 木更津総合高等学校

馬庭　奈々美 木更津総合高等学校

川島　亜衣佳 千葉経済大学附属高等学校

林　明日香 習志野市立習志野高等学校

佐藤　翔治 NTT東日本

山口　公洋 NTT東日本

川内　崇士 NTT東日本

橋本　由衣 NTT東日本

三谷　美菜津 NTT東日本

新玉　美郷 NTT東日本

高島　祥太 中央学院高等学校

石山　優介 中央学院高等学校

村井　里樹 中央学院高等学校

横尾　咲希 西武台千葉高等学校

高瀬　秀穂 西武台千葉高等学校

飯高　沙彩 西武台千葉高等学校

伊藤　隆司 本田技術研究所

長井　敦史 東洋精糖

小藤田　顕也 館山市役所

伊藤　隆司 本田技術研究所

長井　敦史 東洋精糖

小藤田　顕也 館山市役所

松本　信子 習志野市立習志野高等学校

林　美保子

新宅　久恵

松本　信子 習志野市立習志野高等学校

林　美保子

新宅　久恵

木川　寿眞 千葉県立匝瑳高等学校

富永　達彦 千葉県立船橋芝山高等学校

大谷　隆介 千葉県立匝瑳高等学校

木川　寿眞 千葉県立匝瑳高等学校

富永　達彦 千葉県立船橋芝山高等学校

大谷　隆介 千葉県立匝瑳高等学校

並田　麻帆 千葉県立船橋芝山高等学校

髙根　憲子 千葉県立君津商業高等学校

鎌形　諒子 千葉県立匝瑳高等学校

並田　麻帆 千葉県立船橋芝山高等学校

髙根　憲子 千葉県立君津商業高等学校

鎌形　諒子 千葉県立匝瑳高等学校

５０ｍＰ60M 目良　明裕 自衛隊体育学校

５０ｍK２０M 目良　明裕 自衛隊体育学校

５０ｍ３×４０M 三瓶　一喜 千葉県ライフル射撃協会

１０ｍＳ６０M 浜中　紀孝 中央大学

１０ｍＰ６０M 浜中　紀孝 中央大学

１０ｍＡＰ６０M 佐瀬　光春 千葉県警察本部

ＢＰ４０Ｍ 佐瀬　光春 千葉県警察本部

ＣＰ６０Ｍ 筒井　智樹 千葉県警察本部

ＣＰ３０Ｍ 筒井　智樹 千葉県警察本部

遠的

遠的

近的

遠的

近的

成年男子

成年男子

遠的

少年女子

少年男子

近的

少年男子

少年女子

成年男子

成年女子

バドミントン

ソフトボール

ライフル射撃

近的

弓　道

少年女子

少年男子

成年女子
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

５０ｍ３×２０Ｗ 秋葉　美樹 千葉銀行

５０ｍＰ60Ｗ 秋葉　美樹 千葉銀行

１０ｍＳ４０Ｗ 阿部　典子 千葉県ライフル射撃協会

１０ｍＡＰ４０Ｗ 中本　咲 千葉県警察本部

ＢＲＳ４０Ｗ 山田　輝美 (社）あけぼの会さくら保育園

ＢＲＴ６０Ｗ 山田　輝美 (社）あけぼの会さくら保育園

１０ｍＳ６０JM 大川　翔太 千葉県立茂原樟陽高等学校

１０ｍＳ２０JM 大川　翔太 千葉県立茂原樟陽高等学校

ＢＲＳ６０JM 高橋　剛 千葉県立茂原樟陽高等学校

１０ｍＳ４０JＷ 佐々木　美穂 千葉県立佐倉西高等学校

１０ｍＳ２０JＷ 佐々木　美穂 千葉県立佐倉西高等学校

ＢＲＳ４０JＷ 齋藤　由 千葉県立実籾高等学校

熊切　隆夫 鴨川市役所

髙橋　直毅 千葉県警察

小谷　明德 千葉県警察

染谷　恒治 千葉県警察

重松　公明 千葉県警察

山崎　圭子 千葉県立安房特別支援学校

鷹見　由紀子 清和大学

古室　可那子 千葉県立流山高等学校

千葉　由樹 千葉県立安房高等学校

佐藤　弘隆 千葉県立安房高等学校

大貫　大輔 千葉県立安房高等学校

工藤　悦孝 千葉県立安房高等学校

穂積　輝 千葉県立安房高等学校

森　奈々実 千葉県立安房高等学校

平田　舞美 千葉県立安房高等学校

矢上　悠香 船橋市立船橋高等学校

村上　亜妃 船橋市立船橋高等学校

斉藤　みのり 千葉県立流山高等学校

山田　伸太郎 東京学館浦安高等学校
吉村　尚人 ＮＥＣ
片岡　淳史 ＮＥＣ
立川　善能 ＮＥＣ
三浦　洋平 ＮＥＣ
廣澤　拓 ＮＥＣ
宮本　誉久 ＮＥＣ
大東　毅 ＮＥＣ
岡野　清紀 ＮＥＣ
内田　涼 ＮＥＣ
水田　雄也 ＮＥＣ
井上　雅人 ＮＥＣ
大山　裕之 日本航空
石田　由憲 ＮＥＣ
武井　敬司 ＮＥＣ
工藤　栄 日本航空
宮地　伸也 日本航空
堀切　輝一 日本航空
庄司　貴文 習志野自衛隊
山下　将輝 日本航空
横山　恵介 習志野自衛隊
柴崎　涼平 日本航空

河崎　耀甫 流通経済大学付属柏高等学校

牧田　幸司 流通経済大学付属柏高等学校

山根　皓太 流通経済大学付属柏高等学校

石原　雅也 流通経済大学付属柏高等学校

海原　洋駆 流通経済大学付属柏高等学校

今野　剛秀 流通経済大学付属柏高等学校

岡本　龍太郎 流通経済大学付属柏高等学校

山田　康介 流通経済大学付属柏高等学校

木村　友憲 流通経済大学付属柏高等学校

亀山　宏大 千葉県立佐倉高等学校

川西　弘之 流通経済大学付属柏高等学校

合谷　明弘 流通経済大学付属柏高等学校

大塚　勝志 流通経済大学付属柏高等学校

堀米　大地 流通経済大学付属柏高等学校

益永　大将 船橋市立船橋高等学校

武井　洸介 流通経済大学付属柏高等学校

渡辺　達也 流通経済大学付属柏高等学校

矢代　勇気 流通経済大学付属柏高等学校

尾谷　悟 流通経済大学付属柏高等学校

松永 大志 流通経済大学付属柏高等学校

尾谷　　満 流通経済大学付属柏高等学校

中本　圭介 流通経済大学付属柏高等学校

澤根　輝賢 千葉県立佐倉高等学校

少年男子

成年女子

成年男子

少年男子

成年男子

少年女子

少年女子

剣　道

ライフル射撃

少年男子

成年女子

ラグビーフットボール
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

伊東　秀和 伊東秀和クライミングスクール

渡辺　数馬 船橋ロッキー

伊東　秀和 伊東秀和クライミングスクール

渡辺　数馬 船橋ロッキー

榊原　佑子 日立化成ビジネスサービス（株）

目次　容子 （株）モンベル

榊原　佑子 日立化成ビジネスサービス（株）

目次　容子 （株）モンベル

羽鎌田　直人 千葉県立幕張総合高等学校

村井　隆一 千葉県立船橋東高等学校

羽鎌田　直人 千葉県立幕張総合高等学校

村井　隆一 千葉県立船橋東高等学校

飯田　あづみ 千葉県立幕張総合高等学校

竹内　彩佳 市原市立ちはら台南中学校

飯田　あづみ 千葉県立幕張総合高等学校

竹内　彩佳 市原市立ちはら台南中学校

ｽﾗﾛｰﾑＫ－１(15G) 加藤　優河 秀明八千代高等学校

ｽﾗﾛｰﾑＫ－１(25G) 加藤　優河 秀明八千代高等学校

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｋ－１(1250m) 田中　夏海 産業能率大学

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｋ－１(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ) 田中　夏海 産業能率大学

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－１(500m) 鈴木　喜幸 鹿屋体育大学

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－１(200m) 鈴木　喜幸 鹿屋体育大学

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＣ－１(500m) 亀山　勇太 鹿屋体育大学

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＣ－１(200m) 亀山　勇太 鹿屋体育大学

ｽﾗﾛｰﾑＫ－１(15G) 斎藤　真智子 聖徳大学

ｽﾗﾛｰﾑＫ－１(25G) 斎藤　真智子 聖徳大学

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｋ－１(1250m) 砂田　芳子 自営業

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｋ－１(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ) 砂田　芳子 自営業

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－１(500m) 吉武　成美 千葉県立佐原白楊高等学校

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－１(200m) 吉武　成美 千葉県立佐原白楊高等学校

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－１(500m) 實川　純一郎 千葉県立佐原高等学校

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－１(200m) 實川　純一郎 千葉県立佐原高等学校

志村　優 千葉県立佐原白楊高等学校

浅井　慎平 千葉県立小見川高等学校

志村　優 千葉県立佐原白楊高等学校

浅井　慎平 千葉県立小見川高等学校

宮﨑　雅斗 千葉県立小見川高等学校

竹内　涼 千葉県立佐原白楊高等学校

宮﨑　雅斗 千葉県立小見川高等学校

竹内　涼 千葉県立佐原白楊高等学校

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－１(500m) 柳堀　麻美 千葉県立小見川高等学校

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－１(200m) 柳堀　麻美 千葉県立小見川高等学校

志村　遥 香取市立小見川中学校

小出　涼子 佐倉市立南部中学校

志村　遥 香取市立小見川中学校

小出　涼子 佐倉市立南部中学校

吉井　彩季 千葉県立佐倉高等学校

小枝　史 千葉県立佐倉高等学校

青木　亜由美 千葉県立佐倉高等学校

木村　妃賀里 千葉県立佐倉高等学校

吉井　彩季 千葉県立佐倉高等学校

小枝　史 千葉県立佐倉高等学校

青木　亜由美 千葉県立佐倉高等学校

木村　妃賀里 千葉県立佐倉高等学校

五十嵐　保雄 浦安市ｱｰﾁｪﾘｰ協会

三浦　洋平 拓殖大学

吉島　史郎 渋谷ｱｰﾁｪﾘｰ

内海　理恵 （財）千葉県体育協会

岡村　彩子 日新火災海上保険（株）

吉島　葵 上智大学

井上　貴文 千葉県立流山おおたかの森高等学校

広田　和也 千葉黎明高等学校

高橋　佑治 千葉県立津田沼高等学校

太田　千夏 千葉県立磯辺高等学校

岡田　志穂 千葉黎明高等学校

柳　沙緒里 千葉県立流山おおたかの森高等学校

形 大木　貴博 青山学院大学

組手(軽量級) 伊藤　大地 （株）ドリコムマーケティング

組手(中量級) 青柳　隼康 若葉クリニック

組手(重量級) 長田　繁洋 綜合警備保障（株）

形 松谷　知美 三井住友海火災保険㈱柏支社

組手 柴山　恵理香 筑波大学
成年女子

成年男子

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＣ－２(200m)

リード

ボルダリング

成年男子

少年女子

アーチェリー

成年女子

成年男子

成年男子

カヌー

少年女子

少年男子

少年女子

山　岳

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－２(200m)

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－２(200m)

成年女子

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－２(500m)

少年男子

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＣ－２(500m)

ボルダリング

ボルダリング

少年男子

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－２(500m)

ボルダリング

リード

リード

リード

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－４(200m)

ｽﾌﾟﾘﾝﾄＫ－４(500m)

成年女子

空手道
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

形 蛭田　将暉 敬愛学園高等学校

組手 金澤　亜門 拓殖大学紅陵高等学校

形 清和田　雅美 秀明八千代高等学校

組手 植草　歩 柏日体高等学校

伊藤　大地 （株）ドリコムマーケティング

青柳　隼康 若葉クリニック

長田　繁洋 綜合警備保障（株）

金澤　亜門 拓殖大学紅陵高等学校

柴山　恵理香 筑波大学

植草　歩 柏日体高等学校

谷川　佳弘 第１空挺団

加藤　公久 第１空挺団

和泉　俊史 第１空挺団

市川　一馬 千葉県立成東高等学校

山本　雄太 千葉県立茂原高等学校

稲　大貴 千葉県立大網高等学校

安生　哲也 長生郡市広域市町村圏組合

金高　辰義 自営業

小倉　　勉 (有)森川重機工事

飯塚　　晃 日野自動車

安　　敬一 自営業

申　　基植 自営業

小川　紗恵子 （株）千葉銀行中山支店

福岡　愛子 中央労働金庫千葉支店

小川　紗恵子 （株）千葉銀行中山支店

福岡　愛子 中央労働金庫千葉支店

五十嵐　史子 立正大学

河島　優子 千葉県立千葉女子高等学校

竹原　那奈 千葉県立千葉女子高等学校

千代　英利果 千葉県立市川東高等学校

河島　優子 千葉県立千葉女子高等学校

竹原　那奈 千葉県立千葉女子高等学校

羽島　尚吾 （株）ウインクル

吉野　貴宣 敬愛大学

秋葉　弘幸 新日本工業株式会社

野沢　俊之 (株)梨香台クリエイト

羽島　尚吾 （株）ウインクル

吉野　貴宣 敬愛大学

秋葉　弘幸 新日本工業株式会社

野沢　俊之 (株)梨香台クリエイト

羽島　尚吾 （株）ウインクル

吉野　貴宣 敬愛大学

秋葉　弘幸 新日本工業株式会社

野沢　俊之 (株)梨香台クリエイト

松丸　澄子

荘司　美紀

渡辺　ゆかり 医療法人財団松圓会東葛クリニック病院

張ヶ谷　順子 株式会社サンブリッジ

松丸　澄子

荘司　美紀

渡辺　ゆかり 医療法人財団松圓会東葛クリニック病院

張ヶ谷　順子 株式会社サンブリッジ

松丸　澄子

荘司　美紀

渡辺　ゆかり 医療法人財団松圓会東葛クリニック病院

張ヶ谷　順子 株式会社サンブリッジ

吉野　浩章 明聖高等学校

鳥居　篤 市原中央高等学校

吉野　浩章 明聖高等学校

鳥居　篤 市原中央高等学校

向谷　美咲 千葉明徳高等学校

霜出　佳奈 柏市立柏高等学校

向谷　美咲 千葉明徳高等学校

霜出　佳奈 柏市立柏高等学校

水上　晃男 (株)イーパック

高柳　直人 東北福祉大学

松岡　啓 千葉県アマチュアゴルフ協会

成田　美寿々 拓殖大学紅陵高等学校

工藤　遥加 日出学園日出高等学校

葭葉　ルミ 千葉日本大学第一高等学校

石渡　和輝 千葉学芸高等学校

石毛　巧 埼玉栄高等学校

櫛山　卓哉 麗澤高等学校

試合

団体戦（２人ﾁｰﾑ）

トラップ

団体戦（２人ﾁｰﾑ）A

団体戦（２人ﾁｰﾑ）B

団体戦（４人ﾁｰﾑ）

個人戦

個人戦

演技

少年女子

少年男子

少年男子

成年男子

銃剣道

ボウリング

成年女子

成年女子

少年女子

女子

成年男子

少年女子

成年男子

少年男子

スキート

少年男子

成年

個人戦

個人戦

団体戦（２人ﾁｰﾑ）A

団体戦（２人ﾁｰﾑ）B

団体戦（４人ﾁｰﾑ）

団体戦（２人ﾁｰﾑ）

クレー射撃

なぎなた

ゴルフ

試合

演技

組手（団体）団体

空手道
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競技名 種別 種目名 氏名 所属名

中川　　諒 成田高等学校

近藤　智椰 成田高等学校

金子　裕大 成田高等学校

大木　涼太 成田高等学校

安隨　大樹 成田高等学校

木村　祐司 成田高等学校

高橋　　究 成田高等学校

岡　　美地矢 成田高等学校

勝田　　優斗 成田高等学校

加藤智大 成田高等学校

齋藤　俊介 成田高等学校

関　祐太郎 成田高等学校

向後　悠希 成田高等学校

高塚　良太 成田高等学校

石井　皓大 成田高等学校

門脇　祐太 成田高等学校

澤口　　侑 日出学園高等学校

荻堂　盛椰 日出学園高等学校

永谷　明久 日出学園高等学校

松岡　達哉 日出学園高等学校

高橋　遼右 日出学園高等学校

西口　孟志 日出学園高等学校

田澤　直之 日出学園高等学校

上野　久吏聡 日出学園高等学校

新田　哲郎 日出学園高等学校

佐藤　勝富嗣 日出学園高等学校

岡村　優希 日出学園高等学校

佐々木　瞭 日出学園高等学校

柳　　宏和 日出学園高等学校

横田　大和 日出学園高等学校

成年男子 細田　雄一 グリーンタワー・稲毛インター

成年女子 上田　藍 シャクリー・グリーンタワー・稲毛インター

軟式

硬式

トライアスロン

高等学校野球
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