
２２年度千葉県ユース選手権男子競技順

予選１組 予選２組
黒１ 田村朋宏 千葉東 2年 青１ 飯田譲 海神中 2年
黒２ 海老原章雄 清水 2年 青２ 金子裕輔 千葉工業 1年
黒３ 篠宮直樹 幕張総合 1年 青３ 大村侑己 千城台 1年
黒４ 鈴木大河 柏南 2年 青４ 大塚　海 千葉東 2年
黒５ 木津谷昭宏 清水 2年 青５ 高橋直生 清水 1年
黒６ 原田遥太 船橋東 2年 青６ 村上陽祐 千葉東 2年
黒７ 加藤　慶 千葉北 1年 青７ 森　宏樹 清水 2年
黒８ 牧野祐亮 千城台 1年 青８ 吉永康哲 東海大浦安 1年
黒９ 藤田　崚 県千葉 1年 青９ 丸橋　啓 柏南 1年
黒１０ 梶原圭祐 千葉東 1年 青１０ 高本翔太 千城台 1年
黒１１ 林　翔太 長生 1年 青１１ 中園弥寿伯 千葉北 1年
黒１２ 長野蒼良 幕張総合 1年 青１２ 國永　孟 幕張総合 1年
黒１３ 森本雄太 千城台 1年 青１３ 下地一真 県千葉 1年
黒１４ 久保将義 千葉東 1年 青１４ 眞貝　匠 市川工業 2年
黒１５ 嘉瀬悠太 千葉東 1年 青１５ 森　久 船橋東 1年
黒１６ 小林龍二 千葉工業 2年 青１６ 高橋大希 東海大浦安 1年
黒１７ 浮谷勇太郎 商大付属 1年 青１７ 吉野晴樹 千葉北 1年
黒１８ 秋葉丈彦 県船橋 1年 青１８ 吉田康太郎 幕張総合 1年
黒１９ 中里康太 千葉北 1年 青１９ 鈴木　航 東海大浦安 1年
黒２０ 濱田達也 千葉工業 1年 青２０ 松田隆佑 東海大浦安 1年
黒２１ 和田恒介 長生 1年 青２１ 今長谷昂平 千葉東 1年
黒２２ 上地宏輝 東海大浦安2年 青２２ 沼上真悟 長生 1年
黒２３ 滝野　拓 市川工業 1年 青２３ 山本啓太 柏南 1年
黒２４ 藤井　新 千葉北 1年 青２４ 福田隆一 千葉工業 2年
黒２５ 大野寛矢 千葉工業 2年 青２５ 岩井青都 県船橋 1年
黒２６ 國嶋喬志 千葉北 1年 青２６ 三井隼人 東海大浦安 1年
黒２７ 小野寺広樹 千葉工業 1年 青２７ 金山佑樹 千葉北 1年
黒２８ 鈴木啓祐 幕張総合 1年 青２８ 佐久間祐太 東海大浦安 1年
黒２９ 常泉隆寛 幕張総合 1年 青２９ 山口寛生 市川工業 1年
黒３０ 市川　湧 商大付属 1年 青３０ 古家裕貴 長生 2年
黒３１ 實川遼大 幕張総合 1年 青３１ 室伏大樹 千葉工業 1年
黒３２ 熊　健太 千葉北 1年 青３２ 平石　巧 県船橋 2年
黒３３ 相澤龍之介 千葉工業 2年 青３３ 鈴木秀和 長生 1年
黒３４ 大槻直哉 長生 1年 青３４ 能塚　亮 船橋東 2年
黒３５ 中島秀勝 幕張総合 1年 青３５ 増田翔太 千葉工業 2年
黒３６ 山崎有馬 八千代 2年 青３６ 倉品敏暉 千城台 1年
黒３７ 平野裕太 県千葉 2年 青３７ 菅原将太 市川工業 2年
黒３８ 風間大暢 千城台 2年 青３８ 白倉知磨 千葉北 1年
黒３９ 橋本拓海 県千葉 2年 青３９ 渡邊暉允 東海大浦安 1年
黒４０ 堀　鴻文 幕張総合 1年 青４０ 薄井良仁 船橋東 2年
黒４１ 渡邉稜也 幕張総合 1年 青４１ 山田晃平 船橋東 2年
黒４２ 玉川隼祐 千城台 1年 青４２ 青木夏洋 市川工業 1年
黒４３ 富岡　清 市川工業 1年 青４３ 柴田侑季 千城台 2年
黒４４ 新間翔太 商大付属 2年 青４４ 根本祐馬 千城台 1年
黒４５ 坂井駿介 千葉工業 2年 青４５ 三塚　丈 県船橋 2年
黒４６ 長谷川匠 東海大浦安2年 青４６ 谷本寛樹 幕張総合 1年
黒４７ 鈴木希望 幕張総合 2年 青４７ 多田貴一 市川工業 1年
黒４８ 大橋晃大 千城台 2年 青４８ 菊地勇貴 千城台 1年
黒４９ 小林由人 千城台 2年 青４９ 手塚透吾 長生 2年
黒５０ 神永湧生 幕張総合 1年 青５０ 安齋三四郎 市川工業 1年
黒５１ 二宮亮太 市川工業 1年 青５１ 佐久間和也 商大付属 1年
黒５２ 島谷渓亮 商大付属 2年 青５２ 小宮山太樹 幕張総合 1年
黒５３ 村井隆一 船橋東 1年 青５３ 新川裕希 千葉工業 1年


