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種目

流山南高A 43.24 柏高A 43.50 小金高A 43.58 柏中央高A 43.75 流山南高B 44.05 松戸国際高A 44.06 市立松戸高A 44.31 船橋法典高A 44.59

岩本 雅史(2) 大脇 拓也(2) 渡辺 理希(2) 中山 剛志(2) 齊藤 柊太(2) 齋藤 祥汰(2) 富田 隆之(2) 水島 光貴(1)

吉川 浩志(2) 恩田 翼早(2) 周防 泰地(2) 大橋 貫太(1) 近藤 大輝(2) 浅岡 勇(1) 大倉 惇(2) 鈴木 詠(1)

市野瀬 颯大(2) 木村 尚希(2) 黒田 太陽(2) 佐藤 蒼透(1) 工藤 雷文(1) 佐野 澄(2) 藤原 尚大(2) 勝山 翔太(1)

相澤 玲音(2) 森元 海翔(1) 木村 拓真(1) 安井 龍(1) 宮崎 駿(2) 佐野 嘉泰(2) 大江 純平(2) 守沢 和真(1)

東海大望洋A 3:22.38 柏南高A 3:25.88 柏高A 3:27.01 流山南高A 3:27.95 野田中央高B 3:28.94 薬園台高A 3:30.45 柏中央高A 3:30.78 専修大松戸高A 3:33.79

濱野 航亮(3) 吉浦 竜輝(2) 渡邉 快登(2) 相澤 玲音(2) 岡田 陸(2) 市東 大樹(1) 卯月 汰樹(2) 松木 慎(1)

渡利 健人(3) 萩原 彰徳(2) 岸 哉汰(1) 岩本 雅史(2) 松田 聖(2) 浦川 周士(2) 新沼 颯樹(2) 小林 晴太(1)

名波 遼介(3) 山﨑 陸斗(1) 小坂 俊太朗(2) 宮崎 駿(2) 金子 大輝(2) 久保 裕哉(2) 佐藤 蒼透(1) 新井 涼介(2)

西山 大貴(2) 金子 颯汰(2) 木村 尚希(2) 松岸 裕希(2) 糸川 碧(2) 熊谷 和晴(1) 中山 剛志(2) 中井 悠太(2)

羽生田 智(4) 15m71 齋藤 太一 11m58

埼玉・筑波大 one's

保坂　雄士郎 65m20 角田 光洋 54m43 岡田　大輝(1) 51m76 長瀬 卓也(3) 47m09 小野 瑛希(1) 46m13 上田 朝陽(1) 45m64 茶園 彬 41m88

埼玉・埼玉医科大学 東京・Palette 埼玉・順天堂大 山形・国武大 神奈川・国武大 広島・国武大 群馬・群大TFクラブ

藤森 勇輝(2) 13m60 小助川 温(2) 11m49 桒原 基輝(2) 11m01 松原 由怜(2) 10m95 田村 隼(2) 10m86 中原 喜春(2) 9m73 馬場 真律(1) 9m11 吉田 陽成(2) 9m07

茨城・水戸工業高 流山南高 松戸国際高 二松学舎柏高 野田中央高 柏中央高 柏南高 二松学舎柏高

政安 和(3) 60m48 片倉 悠太(3) 58m76 池田 雄哉(3) 53m18 石井 将梧(3) 52m98 井口 颯太(3) 52m48

東京・東京高 東京・府中工業高 東京・府中工業高 茨城・水戸工業高 東京学館高

船橋葛飾中A 46.47 白山中A 46.95 鎌ケ谷三中A 47.07 みちるACA 47.09 南流山中A 47.57 松戸三中A 48.07 根木内中A 48.08 新松戸南中A 48.19

小野 海城(2) 矢島 伸一(2) 太田 遥翔(2) 十文字 勇人(1) 沼澤 翔(2) 佐藤 拓海(2) 眞部 昌隆(2) 安永 拓耶(2)

石田 柊介(2) 長潟 航(2) 鈴木 俊輔(2) 柄澤 修太(2) 四野宮 希歩(2) 永沢 拓夢(2) 諸橋 智則(2) 深澤 颯音(2)

賀川 然太(2) 杉山 叶汰(2) 神品 栄士(2) 鵜澤 光佑(2) 野端 悠史(2) 岡野 楓(2) 向井 将人(2) 山本 凌翔(2)

金居 秀弥(2) 鈴木 尋翔(2) 川畑 祥五(2) 佐藤 佑耶(1) 佐藤 巧望(2) 原山 理志(2) 北川 優太(2) 滝山 虹輝(2)

みちるACA 3:35.68 松戸六中A 3:48.13 常盤平中B 3:54.03 船橋葛飾中A 4:02.16 柏南部中A 4:02.17 習志野台中A 4:04.86 牧野原中A 4:12.44 常盤平中A 4:16.38

對馬 玲(2) 常光 正聖(2) 和久井 夏輝(2) 髙松 友哉(2) 佐々木 健介(2) 山口 空(1) 馬場 拓海(2) 小坂 航輝(2)

吉田 新(2) 鈴木 涼太(2) 波多野 素暉(2) 村尾 海音(2) 刑部 朱祐(2) 白濱 陽太(1) 中俣 佑大郎(2) 池宗 拓哉(2)

寺井 優人(3) 田中 生(2) 小檜 大和(3) 宮下 郁(2) 村井田 琥海(1) 柵木 一徳(1) 早川 尚志(1) 田宮 依悠(3)

菊谷 和磨(3) 小林 温人(2) 前川 拓斗(3) 三ツ井 公美知(2) 大津 直生(1) 中島 貴一(2) 岩田 大和(1) 三橋 諒人(3)

矢野　結蒔(3) 11m15 横瀬 貴央(2) 10m47 田中 勇翔(2) 9m58 秋山 鼓(2) 9m38 増井 悠人(2) 9m37 菅野 翔太(2) 9m31 田中 凛(2) 9m23 横尾 叡(2) 8m55

新松戸南中 白山中 古ヶ崎中 白山中 古ヶ崎中 松戸四中 和名ヶ谷中 新松戸南中
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