
 男子800m
審 判 長：青子

記録主任：佐藤孝太朗

7月12日 17:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾑﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ ｲﾄｳ ﾕｳｷ

2 5449 村川　雄一 AQRC 2 1234 伊藤　祐樹 A・I・R
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ

3 5792 髙橋　佑輔(4) 千葉大 3 5256 吉村　佳祐(1) 順大院
ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾉﾘ ﾅｶﾔﾏ ﾘｵ

4 5246 竹内　辰徳(1) 順大 4 2026 中山　理生(4) 順大
ｻﾅﾀﾞ ｱｽﾄ ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ

5 2100 真田 明日人(2) 順大 5 2079 東　宏樹(3) 順大
ﾌﾙｼｮｳ ﾀｶｵ ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ

6 2082 古荘　隆大(3) 順大 6 2124 三上　椋平(2) 順大
ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

7 2211 道原　拓哉(3) 市立船橋高 7 2078 林　貴裕(3) 順大

8 8

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
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5
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8

記録 記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



 男子1500m
審 判 長：青子

記録主任：佐藤孝太朗

7月12日 17:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｾ ﾋﾛﾕｷ

1 5599 岩瀬  弘之 SWAC 1
ｻｻｷ ｿｳﾀ

2 2232 佐々木　爽多(1) 市立船橋高 2
ｼﾗﾄﾞ ﾐﾁﾄ

3 2235 白土　路人(1) 市立船橋高 3
ﾖｼｽﾞﾐ ﾊﾔﾃ

4 2240 ??住　颯(1) 市立船橋高 4
ﾖｺｵ ﾏｷﾄ

5 2215 山田　亘希(3) 市立船橋高 5
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ

6 2229 安藤　武留(1) 市立船橋高 6
ﾋﾗｶﾞ ｺｳｷ

7 2208 平賀　光貴(3) 市立船橋高 7
ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

8 2209 松田　翼(3) 市立船橋高 8
ｲﾃﾞ ｼｮｳｴｲ

9 2220 井手　章瑛(2) 市立船橋高
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ

10 2221 井上　柾未(2) 市立船橋高
ｶﾜｼﾏ ﾀﾞｲｷ

11 2202 川島　大輝(3) 市立船橋高
ﾌｼﾞﾀ ｿｳ

12 4217 藤田宗(4) 北里大学
ｶﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ

13 2309 川﨑　椋太(1) 国士大院
ﾊｼｸﾞﾁ ｱﾕｷ

14 871 橋口　歩生(1) 成田高
ﾓﾄｷ ｶﾝﾀ

15 872 本木　寛大(1) 成田高
ｵｱﾅ ｴｲｷ

16 5233 小穴　英気(1) 順大
ﾌﾙｼｮｳ ﾀｶｵ

17 2082 古荘　隆大(3) 順大
ｼｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ

18 2101 塩田　哲平(2) 順大
ｴﾉﾓﾄ ﾔﾏﾄ

19 2137 榎本　大倭(1) 順大

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 男子3000m
審 判 長：青子

記録主任：佐藤孝太朗

7月12日 18:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾂﾏﾙ ﾀﾂｷ

1 873 松丸　生樹(1) 成田高 1
ｸﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ

2 875 栗山　巧太朗(1) 成田高 2
ﾌｼﾞｼﾏ ﾐｷﾋﾛ

3 3195 藤島　幹大(1) 専修大松戸高 3
ｶｺﾞｸﾗ ﾕｳﾀﾛｳ

4 3191 籠倉　侑太郎(1) 専修大松戸高 4
ﾊﾔｼ ｺｳﾔ

5 3193 林　洸也(1) 専修大松戸高 5
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ

6 3194 藤井　勇成(1) 専修大松戸高 6
ﾂﾁﾔ ﾄﾓｷ

7 3197 土屋　友輝(1) 専修大松戸高 7
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ

8 3200 山口　遥太郎(1) 専修大松戸高 8
ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾔ

9 3968 松本　晃弥(1) 専修大松戸高

ﾋｶﾞｼ　ﾄﾗﾉｽｹ

10 3198 東　虎之介 専修大松戸高

ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾍｲ

11 2074 難波　皓平(3) 順大
ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

12 2122 前田　智広(2) 順大
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

13 2152 原田　凌輔(1) 順大
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾞｲ

14 2103 清水　颯大(2) 順大

15 2080 平川　貴稀(3) 順大

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 男子5000m
審 判 長：青子

記録主任：佐藤孝太朗

7月12日 18:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ ｲﾄｳ ｹﾞﾝ

1 1420 斎藤　雄太 GAZELLE 1 845 伊藤　絃(3) 成田高
ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾙ ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ

2 2217 松原　征哉(3) 市立船橋高 2 289 大谷 宗平 JR東日本千葉

ｿﾀ ﾕｳｼﾞ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ

3 2227 曽田　優治(2) 市立船橋高 3 2216 横尾　真輝斗(3) 市立船橋高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｲｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ

4 2239 山口　大翔(1) 市立船橋高 4 2230 石川　湧月(1) 市立船橋高
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ ｲﾜｵ ｶﾞｲ

5 2224 齊藤　光太(2) 市立船橋高 5 2231 岩尾　雅偉(1) 市立船橋高
ﾏﾁﾅｶﾞ ﾀｶｷ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾐ

6 2228 町永　隆来(2) 市立船橋高 6 2237 富永　匠海(1) 市立船橋高
ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾄ ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ

7 3525 奥村　公登(4) 千葉大 7 2233 佐藤　条二(1) 市立船橋高
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀｶ ｼｲｷ ｶﾝﾀ

8 5382 鈴木 博貴(1) 筑波大 8 2234 椎木　幹太(1) 市立船橋高
ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

9 1298 鈴木　由明(2) 習志野高 9 2236 舘林　佑介(1) 市立船橋高
ﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾐﾁﾊﾗ ﾀｸﾔ

10 843 和田　佑斗(3) 成田高 10 2210 松本　薫(3) 市立船橋高
ｲﾉｳｴ ﾄｼｷ ｵｵﾖｼ ﾕｳｽｹ

11 846 井上　寿紀(3) 成田高 11 2223 大吉　優亮(2) 市立船橋高
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ ｸﾛｶﾜ ｹｲｽｹ

12 861 坂東　優汰(2) 成田高 12 371 黒川　恵輔 千葉陸協
ｶﾄﾞｸﾗ ﾊﾔﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

13 3689 門倉　駿人(1) 流経大柏高 13 1310 山口　航平(2) 筑波大
ﾄｸﾑﾗ ﾉﾌﾞﾔ ｵｶﾞﾜ ｹｲﾄ

14 3655 徳村　宜也(3) 流経大柏高 14 5398 小川　慶図(1) 筑波大院
ｵｶﾀﾞ ｿｳｷ ｽｽﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ

15 3687 岡田　爽希(1) 流経大柏高 15 1496 鈴村　公輔(4) 東学大
ｶﾄｳｷﾞ ﾊﾔﾃ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾑ

16 3672 加藤木　楓(2) 流経大柏高 16 1502 山口　希望(4) 東学大
ｶﾝﾅﾝ ｿｳﾀ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ

17 3658 河南　颯汰(3) 流経大柏高 17 1499 原田　雄太(4) 東学大
ｶﾄﾘ ﾀｲﾁ ﾋﾗﾉ ﾘｭｳｲﾁ

18 3690 香取　拓壱(1) 流経大柏高 18 3662 平野　隆一(3) 流経大柏高
ｲﾜｾ ﾏｻﾋﾛ ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ

19 3686 岩瀬　正寛(1) 流経大柏高 19 3705 水口　翔太(1) 流経大柏高
ｱｷﾓﾘ ｶﾅﾄ ｵﾔｻﾞﾄ ｶｲｷ

20 3684 秋森　哉人(1) 流経大柏高 20 3688 親里　海輝(1) 流経大柏高
ﾐﾔｻﾞｷ ｼｵﾝ ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

21 3708 宮嵜　栞苑(1) 流経大柏高 21 3693 佐藤　俊介(1) 流経大柏高
ﾓﾘﾀ ﾅｵｷ ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ

22 3707 森田　尚希(1) 流経大柏高 22 3675 海老原　優大(2) 流経大柏高
ﾂｴ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ ｼﾗｲｼ ﾀｲｾｲ

23 3676 津江　俊一朗(2) 流経大柏高 23 3668 白石　大晟(2) 流経大柏高
ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝﾔ

24 3657 西川　大亮(3) 流経大柏高 24 3703 松田　舜也(1) 流経大柏高
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ ｲﾄｳ ﾅｵ

25 3699 高橋　優(1) 流経大柏高 25 1948 伊藤　直(2) 流経大
ｱｶｲ ｼﾞｭﾝ ｺﾐﾔ ﾅｵｷ

26 3651 赤井　絢(3) 流経大柏高 26 1952 古宮　直樹(2) 流経大
ｻﾝﾉ ﾃﾂｼ ｷﾑﾗ ﾄﾜ

27 3694 三野　鉄心(1) 流経大柏高 27 1969 木村　永遠(1) 流経大
ﾌﾙｶﾜ ﾀｲﾁ ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ

28 1980 古川　太一(1) 流経大 28 1971 小島　聡太(1) 流経大
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ

29 5244 高野　寛之(1) 順大 29 1972 高橋　脩士(1) 流経大
ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ ﾅｶﾉ ｶﾂﾐ

30 5251 村上　陸人(1) 順大 30 1978 仲野　克海(1) 流経大
ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ ﾐﾔｼﾀ ｵｷﾄ

31 5234 蔭山　和敬(1) 順大 31 1982 宮下　意大(1) 流経大
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ

32 5250 的場　亮太(1) 順大 32 5248 新津　大地(1) 順大
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ

33 5239 近藤　悠大(1) 順大

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青子

記録主任：佐藤孝太朗

7月12日 18:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｷﾄｼ ｺﾝﾅﾐ ｱｷﾗ

1 1963 水谷　彰利(2) 流経大 1 9049 近並　郷 所属不明
ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾀ ｳｴﾉ ｺｳﾍｲ

2 1328 遠藤　陽太(4) 筑波大 2 2199 上野　航平(3) 市立船橋高
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ ｽｽﾞｷ ｹｲﾏ

3 1964 吉田　将基(2) 流経大 3 2205 鈴木　啓磨(3) 市立船橋高
ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ

4 1921 阿部　巧(4) 流経大 4 2225 斎藤　拓海(2) 市立船橋高
ｼﾝ ﾕｳｽｹ ｻｻｷ ｺﾀﾛｳ

5 1924 新　祐介(4) 流経大 5 2203 佐々木　虎太郎(3) 市立船橋高
ｲｹｶﾞﾐ ｹﾝﾀ ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ

6 1947 池上　健太(2) 流経大 6 2212 村上　真生(3) 市立船橋高
ｳﾏｺｼ ｹｲ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ

7 1949 馬越　啓(2) 流経大 7 2214 安田　優登(3) 市立船橋高
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ

8 1960 松澤　竜志(2) 流経大 8 2201 川上　勇士(3) 市立船橋高
ﾐｶﾐ ﾜﾀﾙ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｷ

9 1961 三上　航(2) 流経大 9 2207 中島　稜貴(3) 市立船橋高
ﾐｽﾞｶﾞｷ ﾀｹﾋﾛ ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾄ

10 1962 水柿　岳大(2) 流経大 10 2213 安田　博登(3) 市立船橋高
ｲﾁﾉｾ ﾘｮｳﾀ ﾅﾙｼﾏ ｺｳｷ

11 1966 一ノ瀬　涼汰(1) 流経大 11 3168 成島　航己(3) 専修大松戸高

ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ ﾀｶﾐ ｻﾄｼ

12 1925 鈴木　雅喜(4) 流経大 12 3172 髙見　智志(2) 専修大松戸高

ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾚｲ

13 1927 田邊　勇人(4) 流経大 13 3176 松永　伶 専修大松戸高

ｷﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ ｲｶﾞﾗｼ　ﾕｳﾀ

14 1935 北島　一樹(3) 流経大 14 0 五十嵐　優汰 専修大松戸高

ﾀｷﾀﾆ ｶｲﾄ ﾀﾀﾞｳﾁ　ﾕｳｼﾞ

15 1940 瀧谷　海斗(3) 流経大 15 0 忠内　侑 専修大松戸高

ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ ｷﾀ　ｱﾂｼ

16 1953 齋藤　昂大(2) 流経大 16 842 北　厚(3) 成田高
ｼﾝ ｺｳﾀﾞｲ ﾉﾎﾞﾘﾀﾃ ｺｳﾀ

17 1956 新　昂大(2) 流経大 17 1342 幟立　晃汰(1) 筑波大
ﾆｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ ﾀﾅｶ ｿｳﾀ

18 1959 西田　楓(2) 流経大 18 5383 田中　蒼大(1) 筑波大
ｸﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｲﾄｳ ﾀｲｷ

19 1970 熊田　翔太(1) 流経大 19 1339 伊藤　太貴(1) 筑波大
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ ｶﾜｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ

20 1981 松澤　朗宏(1) 流経大 20 1340 河合　俊太朗(1) 筑波大
ﾖｺﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲｾｲ

21 1984 横森　駿介(1) 流経大 21 1341 杉山　魁声(1) 筑波大
ｻﾉ　ﾀｹﾄ ｶﾜｾ ﾋﾛﾑ

22 1923 佐野　健人(4) 流経大 22 1329 川瀬　宙夢(4) 筑波大
ｷﾑﾗ ｲｯｾｲ ﾓﾘ ﾀｶｷ

23 1936 木村　壱正(3) 流経大 23 2460 森　貴樹 モントブラン

ﾅﾐｷ ｹﾝｽｹ ﾖｼｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

24 858 並木　健介(2) 成田高 24 3667 芳口　悠大(3) 流経大柏高
ﾔﾏﾅｶ ﾀｲﾁ ﾉｼﾞﾏ ﾕｳﾀ

25 859 山中　泰地(2) 成田高 25 3701 野島　悠太(1) 流経大柏高
ﾀｶｼﾏ ｶﾅﾀ ｷﾑﾗ ｾｲﾔ

26 3698 高島　大空(1) 流経大柏高 26 3653 木村　聖哉(3) 流経大柏高
ｲﾀﾊﾞｼ ﾊﾙﾄ ﾆｼﾔ ﾘｸﾄ

27 3669 板橋　遼大(2) 流経大柏高 27 3661 西谷　陸斗(3) 流経大柏高
ｼﾏｵｶ ﾕｳ ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

28 3673 島岡　優(3) 流経大柏高 28 3678 寺田　航大(2) 流経大柏高
ｱｻｳﾐ ﾀｶｼ ﾉｼﾞﾏ ｹﾝﾀ

29 3665 浅海　崇志(2) 流経大柏高 29 3700 野島　健太(1) 流経大柏高
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ ﾁﾌｸ ｼｵﾝ

30 3663 松下　友哉(3) 流経大柏高 30 1928 地福　詩音(4) 流経大
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ ｱｻｳﾐ ﾕｳﾀ

31 5254 吉田　尚矢(1) 順大 31 1946 浅海　雄太(2) 流経大
ｲｼﾄ ﾋﾛﾑ ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ

32 2086 石戸　大夢(2) 順大 32 1943 西村　茂(3) 流経大
ﾔﾏﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ ｲﾉｳｴ ｺｳﾒｲ

33 2039 山脇　洸乃(4) 順大 33 2088 井上　昂明(2) 順大
ﾏﾂｵ ﾘｸ ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ

34 2154 松尾　陸(1) 順大 34 2053 香月　翔太(3) 順大

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青子

記録主任：佐藤孝太朗

7月12日 18:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ ｼﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ

35 2119 原田　宗広(2) 順大 35 5242 進藤　魁人(1) 順大
ｺｻｶ ﾀﾂﾔ ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ

36 2056 小坂　竜也(3) 順大 36 2136 岩嵜　友也(1) 順大
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳ ﾓﾘ ﾕｳﾀ

37 2051 大場　遼(3) 順大 37 2084 森　優太(3) 順大
ﾋﾄﾐ ﾀｶﾕｷ

38 2153 人見　隆之(1) 順大
ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ

39 2038 山田　航(4) 順大
ｶｻｲ ｶﾋﾛ

40 2003 笠井　孝洋(4) 順大

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組



 女子800m
審 判 長：青子

記録主任：佐藤孝太朗

7月12日 17:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜﾀﾞﾃ ﾐｳ

1 1375 岩舘　美生(1) 市立船橋高 1
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾒ

2 1382 鈴木　叶夢(1) 市立船橋高 2
ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙ

3 1383 武田　晴(1) 市立船橋高 3
ﾀｹﾋﾗ ﾕｶｺ

4 8564 竹平　優花子(1) 順大 4
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ

5 7769 中村　栞里(3) 順大 5
ｷﾞﾄｳ ﾘﾉ

6 7790 儀藤　梨乃(1) 順大 6
ﾕｱｻ ﾄﾓｴ

7 8567 湯浅　朋恵(1) 順大 7

8 8

記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 女子1500m
審 判 長：青子

記録主任：佐藤孝太朗

7月12日 17:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

イシイ ﾘｶ

1 1357 石井　里佳(3) 市立船橋高 1
ｱｻﾜ ﾘﾉ

2 1366 浅輪　梨乃(2) 市立船橋高 2
ﾀｶﾞｲ ｱｶﾘ

3 1371 田貝　明香里(2) 市立船橋高 3
ｲｼｶﾜ ｴｲｼｬ

4 632 石川　英沙(3) 成田高 4
ｻｻﾉ ﾏｱｻ

5 635 笹野　真愛(3) 成田高 5
ｷﾀｺｳｼﾞ ｻｴ

6 636 北小路　咲枝(3) 成田高 6
ｶｻﾞﾏ ｱﾕｶ

7 646 風間　歩佳(2) 成田高 7
ｺｽｷﾞ ﾏｵ

8 647 小杉　真生(2) 成田高 8
ｺｻﾞｶｲ ﾁｶ

9 655 小坂井　智絵(1) 成田高
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｻ

10 656 山﨑　りさ(1) 成田高
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｶ

11 657 山本　朋佳(1) 成田高
ｱﾗｷ ﾚｲ

12 7720 荒木　玲(4) 東京大
ｶｷﾔ ｺﾄﾐ

13 7760 垣屋　琴美(3) 順大
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ

14 7763 小宮山　悠(3) 順大
ﾖｼｽﾞﾐ ﾅﾅ

15 7772 吉住　奈々(3) 順大
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ

16 7753 杉山　香南(4) 順大

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 女子3000m
審 判 長：青子

記録主任：佐藤孝太朗

7月12日 17:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾈﾓﾄ ﾐｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ

1 8187 根本　実咲(2) 玉川大 1 1370 小林　陽花(2) 市立船橋高
ｵｵｱﾐ ﾐｽﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾐ

2 648 大網　瑞姫(2) 成田高 2 1363 渡辺　光美(3) 市立船橋高
ﾐﾅﾐ ﾋﾏﾜﾘ ｱｵﾔﾏ ﾕｶ

3 1387 南　向日葵(1) 市立船橋高 3 1365 青山　由佳(2) 市立船橋高
ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓｶ ｵｵﾀ ｺﾄﾅ

4 1384 中澤　萌々花(1) 市立船橋高 4 5562 太田　琴菜 JP日本郵政G
ｵｵﾉ ｱﾔﾅ ﾎｼﾅ ｺﾄﾈ

5 1377 大野　綾愛(1) 市立船橋高 5 626 保科　琴音(3) 成田高
ﾖｼﾀﾞ ｱﾐ ﾀﾆﾌｼﾞ　ﾁﾅﾂ

6 1388 吉田　愛実(1) 市立船橋高 6 625 谷藤　千夏(3) 成田高
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾒ ﾕｶﾜ ﾉﾉ

7 1359 橋本　夢(3) 市立船橋高 7 634 湯川　野乃(3) 成田高
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾐ ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾐ

8 1364 河村　友海(3) 市立船橋高 8 633 藤村　華純(3) 成田高
ｵｸﾞﾗ ﾕｶ ｼﾗｶｼ ﾉﾘｺ

9 1378 小倉　優香(1) 市立船橋高 9 2320 白樫　典子(3) 流経大柏高
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾌｳｷ ﾊﾅﾀﾞ ｻｴ

10 1361 出口　楓希(3) 市立船橋高 10 7783 花田　咲絵(2) 順大
ﾅﾗﾊｼ ﾏﾅ ｵｵｼﾏ ﾘﾎ

11 1360 奈良橋　真菜(3) 市立船橋高 11 7748 大島　里穂(4) 順大
ﾊｼｸﾞﾁ ﾘﾘｶ

12 1373 橋口　凜花(2) 市立船橋高
ﾂﾑﾗ ﾙｶ

13 1358 津村　流香(3) 市立船橋高
ｷﾝﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ

14 2331 金原　千尋(1) 流経大柏高
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕﾘ

15 2333 藤村　優李(1) 流経大柏高
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｶ

16 7722 藤原　ゆか(4) 東京大

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



 女子5000m
審 判 長：青子

記録主任：佐藤孝太朗

7月12日 19:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾞﾜ ｶﾅ

1 8186 小川　花奈(3) 玉川大 1
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ

2 7785 宮﨑　友里花(2) 順大 2
ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ

3 7755 西川　真由(4) 順大 3
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ

4 7781 髙橋　優菜(2) 順大 4
ｻﾞﾏ ｼｵﾘ

5 7793 座間　栞(1) 順大 5
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ

6 7799 松本　奈々(1) 順大 6
ｺｳﾓﾄ ﾏｵ

7 7792 甲本　まお(1) 順大 7

8

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ


