
(土)

来間　弘樹 (96) 5m20 石橋　和也 (99) 5m00 篠塚　祥喜 (96) 4m90 佐藤　啓太 (97) 4m80 澤　慎吾 (96) 4m80 徳間　俊介 (97) 4m70 奥平　拓海 (96) 4m50 渡邊　壮 (97) 4m50
順大 島根 木更津総合高 千葉 清和大 千葉 日大 福島 日大 島根 4位 日大 千葉 慶大 東京 順大 宮城

根本　智子 (89) 3m80 竜田　夏苗 (92) 3m70 水上　真里 (99) 3m60 蕪野　亜紀 (95) 3m60 大川　楓 (95) 3m40 髙田　彩佳 (98) 3m30 渡辺  風花 (96) 3m30 小山  桃花 (02) 2m80
新日鉄住金君津 千葉 モンテローザ 東京 岡崎城西高 愛知 清和大 千葉 東学大 東京 岡崎城西高 愛知 聖学院大 埼玉 植竹中 埼玉

太田　慎之助 (02) 3m80 辻　楓 (02) 3m80 平原　蒼汰 (02) 3m70 池田　悠人 (03) 3m70 佐々木　想 (02) 3m40 飯塚　蒼太 (02) 3m40 岩崎　大輝 (02) 3m40 神崎　絢太 (02) 3m20
枡形中 神奈川 枡形中 神奈川 佐原中 千葉 上菅田中 神奈川 印西中 千葉 印西中 千葉 5位 印西中 千葉 上菅田中 神奈川

石橋　和也 (99) 5m00 景山　知樹 (00) 4m20 海老田　そら (99) 4m10 岩橋　俊介 (01) 3m70 宮地　俊介 (00) 3m70 高須　航志郎 (00) 3m60 西山　英明 (00) 3m00
木更津総合高 千葉 岡崎城西高 愛知 県立船橋高 千葉 印旛明誠高 千葉 県立船橋高 千葉 岡崎城西高 愛知 印旛明誠高 千葉
来間　弘樹 (96) 5m20 篠塚　祥喜 (96) 4m90 佐藤　啓太 (97) 4m80 澤　慎吾 (96) 4m80 徳間　俊介 (97) 4m70 奥平　拓海 (96) 4m50 渡邊　壮 (97) 4m50 佐々木　孝行 (92) 4m40

順大 島根 清和大 千葉 日大 福島 日大 島根 3位 日大 千葉 慶大 東京 順大 宮城 佐沼PVC 宮城

小山  桃花 (02) 2m80 新井  志歩 (03) 2m60 徳宿　葵 (02) 2m60 川崎　さくら (02) 2m40 安藤　蓮 (03) 2m40 岡田 葉萌 (02) 2m40 山本　ひより (02) 2m40 松森　明 (02) 2m20
植竹中 埼玉 片柳棒高クラブ 埼玉 佐原中 千葉 八街南中 千葉 八街南中 千葉 4位 桜台中 千葉 4位 東庄中 千葉 佐原中 千葉

水上　真里 (99) 3m60 髙田　彩佳 (98) 3m30 池田　風香 (98) 2m80 石田　果蓮 (00) 2m80 藤鷹　祐歌 (99) 2m40
岡崎城西高 愛知 岡崎城西高 愛知 印旛明誠高 千葉 岡崎城西高 愛知 成田国際高 千葉
根本　智子 (89) 3m80 竜田　夏苗 (92) 3m70 蕪野　亜紀 (95) 3m60 大川　楓 (95) 3m40 渡辺  風花 (96) 3m30
新日鉄住金君津 千葉 モンテローザ 東京 清和大 千葉 東学大 東京 聖学院大 埼玉

決 勝 一 覧 表
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