
 男子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

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
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ

1 1 2007 北川　貴理(4) 順大
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ ﾄﾐﾅｶ ﾞﾀｸﾏ

2 2114 中村　僚真(2) 順大 2 5247 富永　琢磨(1) 順大
ｲﾇｽﾞｶ　ﾜﾀﾙ マスハラ タイカン

3 2048 犬塚　渉(3) 順大 3 2549 増原　大観(3) 学館浦安高
ｺｻﾞﾜ　ﾕｳﾀ ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ

4 2057 小澤　優太(3) 順大 4 2120 藤田　祥平(2) 順大
ﾈﾓﾄ　ﾏﾋﾛ ｻｻｷ ﾚﾝ

5 2116 根本　万大(2) 順大 5 5241 佐々木　蓮(1) 順大
ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝﾔ

6 2135 泉谷　駿介(1) 順大 6 2022 土屋　順哉(4) 順大
ﾀｶﾊｼ　ｶﾝﾔ ｺｲｹ ﾕｳｻｸ

7 2146 高橋　侃矢(1) 順大 7 2882 小池　雄作 TeamAccel
ｸﾞﾚｺﾞﾘｰｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ ﾜｼｵ ﾄﾓｷ

8 2140 グレゴリー　セドリックデノン(1) 順大 8 5255 鷲尾　智樹(1) 順大

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

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
ｻﾀﾞﾋｻ ﾘｮｳ

1 1 5661 定久　諒(1) 立大
ｵｻﾅｲ ｻﾄｼ タニモト マサヒロ

2 1443 長内　智 パンチ工業 2 4831 谷本 将拓(4) 東京理科大
ｻﾄｳ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ

3 2012 佐藤　惇平(4) 順大 3 918 内山　雄貴(2) 印旛明誠高
ミヤシタ　ジュンペイ ミカド　ヒロシ

4 2185 宮下　純平 東京陸協 4 1729 三門　泰史 SPARK
ﾁｮｳ ﾐｷﾂﾗ ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ

5 2020 長　幹連(4) 順大 5 916 尾形　勇樹(2) 印旛明誠高
ﾑﾛﾊｼ　ｹﾝﾀﾛｳ ﾊｼｸﾞﾁ ﾄﾓｷ

6 2083 室橋　健太郎(3) 順大 6 3528 橋口　知輝(3) 千葉大
ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾄﾂｶ ﾄｷｱ

7 4618 島田　翔太(2) 帝平大 7 995 戸塚　斗貴亜(1) 千葉黎明高
ｱﾘﾏ　ﾋﾛﾐﾁ イナガキ　ヨウヘイ

8 0 有馬　洋道(1) 順大 8 1253 稲垣　陽平(2) 津田沼高

5組 (風:     ) 6組 (風:     )

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
ヒラタ カズキ ｷﾑﾗ ﾌｳｶﾞ

1 2564 平田　壱希(2) 学館浦安高 1 4617 木村　楓河(2) 帝平大
ﾀﾅｶ ｹﾞﾝﾀ ｻｻｶﾜ ﾀｸﾐ

2 1740 田中　絃太(4) 東大 2 0 笹川　拓海(1) 帝平大
ﾔﾏｳﾁ ｶﾝﾀﾛｳ ｷﾑﾗ ﾚｵ

3 1018 山内　寛太朗(1) 千葉黎明高 3 423 木村　怜央(2) 東金高
ﾕｶﾜ ｼﾞｭﾝ ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ

4 5664 湯川　潤(1) 立大 4 349 鈴木 陽大 千葉陸協
ミヤモト　リョウヘイ タカハシ　イブキ

5 1252 宮本　凉平(2) 津田沼高 5 1251 高橋　勇己(2) 津田沼高
マキタ  ツバサ ｲﾉｳｴ ﾜﾀﾙ

6 3866 牧田　飛翔(1) 我孫子東高 6 1079 井上　航(2) 千葉敬愛高
スズキ　ケンイエイピェン ﾄｸﾀﾞ ﾃﾂﾔ

7 1255 鈴木拳イエイピェン(2) 津田沼高 7 1012 徳田　哲也(2) 千葉黎明高
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾅﾀ ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾄｼ

8 3514 山田　陽太(2) 千葉大 8 2341 ??田　貴利(1) 白井高

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 (風:     ) 8組 (風:     )

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
ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞﾄ ｶﾀｸﾗ ﾅﾂｷ

1 0 篠﨑　和将(1) 千葉敬愛高 1 1393 片倉　那月(1) 千葉敬愛高
ハラヤマショウスケ ｲﾜｲ ｷﾐｵ

2 3038 原山将輔 FILEDHOUSE 2 2796 岩井　君男(1) 取手松陽高
ｾｷﾈ ﾀｸﾏ ｲｵｶ ﾀｸﾐ

3 2342 関根　拓真(1) 白井高 3 1392 井岡　巧(1) 千葉敬愛高
ﾐﾄｶﾞﾜ ﾔｽｼ ｵｶﾑﾗ ｾｲｼﾞ

4 6060 水戸川　泰士(2) 国際医大 4 0 岡村　聖士 千葉陸協
ｱｳﾁ ｱｷﾔ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｲｼﾞｭ

5 1010 阿内　暁也(2) 千葉黎明高 5 2334 杉原　大樹(3) 白井高
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｲﾁ ｽｴﾖｼ ﾋﾛｷ

6 1078 石沢　太一(2) 千葉敬愛高 6 2434 末吉　浩樹 国武大ＡＣ
ﾀｶﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ ﾐﾂﾓﾄ ﾕｳｷ

7 424 高宮　駿介(2) 東金高 7 1401 密本　悠貴(1) 千葉敬愛高
ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ

8 2331 石川　将太朗(3) 白井高 8 1400 藤本　高徳(1) 千葉敬愛高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録



 男子200m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 16:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

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
ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ

1 1 1004 今野　大生(2) 千葉黎明高
ﾅｵｲ ﾀｶﾔ ｳﾒﾀﾞ ﾖｼﾏｻ

2 1513 直井　貴哉(3) 東学大　 2 1002 梅田　佳成(3) 千葉黎明高
ﾈﾓﾄ　ﾏﾋﾛ ｸﾞﾚｺﾞﾘｰｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ

3 2116 根本　万大(2) 順大 3 2140 グレゴリー　セドリックデノン(1) 順大
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ ｻﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

4 1485 長谷川　寛(1) 東学大院 4 3237 真田　知幸(1) 東工大院
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ ﾀｷﾀﾆ ｷｮｳｽｹ

5 2007 北川　貴理(4) 順大 5 2109 滝谷　京輔(2) 順大
ｺｻﾞﾜ　ﾕｳﾀ ﾓｶﾞﾐ ｺｳｷ

6 2057 小澤　優太(3) 順大 6 2035 最上　功己(4) 順大
ｲﾇｽﾞｶ　ﾜﾀﾙ ｻﾄｳ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

7 2048 犬塚　渉(3) 順大 7 2012 佐藤　惇平(4) 順大
ﾀｶﾊｼ　ｶﾝﾔ ﾜｼｵ ﾄﾓｷ

8 2146 高橋　侃矢(1) 順大 8 5255 鷲尾　智樹(1) 順大

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

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
ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ ﾀｹｳﾁ ﾘﾝ

2 1005 後藤　健太(2) 千葉黎明高 2 2794 竹内　倫音(1) 取手松陽高
ﾖｼﾊｼ ﾓﾄﾌｻ ｶﾗｳｼ ｾﾅ

3 1016 吉橋　孝維(1) 千葉黎明高 3 1011 唐牛　星南(2) 千葉黎明高
ﾑﾛﾊｼ　ｹﾝﾀﾛｳ ｲｼｲ ﾀﾂﾔ

4 2083 室橋　健太郎(3) 順大 4 2870 石井　達哉 TeamAccel
ｿﾒﾔ　ｼｮｳ ｷﾀﾞ ﾀｸﾄ

5 2066 染谷　翔(3) 順大 5 1083 喜田　琢豊(2) 千葉敬愛高
ｶﾅｲ ﾕｲﾄ ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ

6 116 叶井　優人(3) 藤嶺藤沢高 6 1397 高橋　駿(1) 千葉敬愛高
ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ ﾑﾗｶﾐ ｻﾄﾔ

7 2875 大西　正裕 TeamAccel 7 1402 村上　覚哉(1) 千葉敬愛高

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 風力 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録

記録 記録



 男子400m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 15:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

ｱｷﾊﾞ ﾚﾝ

1 2338 秋葉　蓮(1) 白井高 1
ウツギ トモキ ｾｷｶﾜ ｼﾝ

2 2904 宇都木　友紀(1) 学館浦安高 2 1017 関川　芯(1) 千葉黎明高
ｶﾄﾘ ﾕｳｷ ﾊﾔｼ ｱｷﾌﾐ

3 1082 香取　祐紀(2) 千葉敬愛高 3 3503 林　瑛良(2) 千葉大院
クロカワ ショウヘイ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿ ｳｲﾁﾛｳ

4 2909 黒川　翔平(1) 学館浦安高 4 45310 渡邊颯一郎(3) 明大中野高
マブチ ギン ﾜｶﾅ ﾕｳﾀ

5 2907 間渕　銀(1) 学館浦安高 5 2905 若菜　優太 TeamAccel
ワシミネ リョウマ ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ

6 2910 鷲嶺　涼馬(1) 学館浦安高 6 5228 川﨑　和也 渡辺パイプ
ササキ ハルミチ ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ

7 2911 佐々木　晴通(1) 学館浦安高 7 2874 大岐　亮平 TeamAccel
ｵｵﾔｷﾞ ｶｽﾞﾅﾘ タダ　ヨシノブ

8 1338 大八木　一成(1) 印旛明誠高 8 3865 多田　喜信(2) 我孫子東高 

3組 4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

ｸﾏｸﾗ ﾀｲﾁ

1 921 熊倉　泰一(1) 印旛明誠高 1
ｼﾗｲ ｺｳｷ

2 1085 白井　昂生(2) 千葉敬愛高 2
ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ

3 994 高橋　歩夢(1) 千葉黎明高 3 2139 小野寺 将太(1) 順大
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝﾔ

4 1013 土屋　佑太(2) 千葉黎明高 4 2022 土屋　順哉(4) 順大
ｻｶﾞﾜ ﾊﾙｷ ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ

5 1014 佐川　遥希(2) 千葉黎明高 5 2871 板鼻　航平 TeamAccel
ﾖｼﾑﾗ ｺｳｷ ｿﾒﾔ　ｼｮｳ

6 1092 吉村　幸輝(2) 千葉敬愛高 6 2066 染谷　翔(3) 順大
ｳｷｽ ﾘｵﾝ ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ

7 998 浮須　凛音(1) 千葉黎明高 7 2127 村富　浩太郎(2) 順大
ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ

8 2336 伊藤　隆之介(2) 白井高 8 2042 浅子　隆一(3) 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

記録 記録

記録 記録



 男子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 16:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ﾋｶﾞｼ ﾘｮｳｶﾞ ﾑﾄｳ ﾕｳｷ

1 1427 東　凌我　(2) 大東大 1 3842 武藤　優樹 順大
ｶｼﾞﾜﾗ ｼｭｳﾍｲ ｲﾄｳ ﾕｳｷ

2 1093 梶原　周平(1) 広島大院 2 1234 伊藤　祐樹 A・I・R
ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾕｷ ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ

3 2162 白石　浩之(2) 順大院 3 2124 三上　椋平(2) 順大
ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ タケシタ マサユキ

4 2078 林　貴裕(3) 順大 4 11205 竹下  雅之 レジェンズ
ｼｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ ﾅｶﾔﾏ ﾘｵ

5 2101 塩田　哲平(2) 順大 5 2026 中山　理生(4) 順大
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ

6 2156 丸山　脩太(1) 順大 6 2079 東　宏樹(3) 順大
ｲｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ｵｱﾅ ｴｲｷ

7 8150 伊澤　賢人 SAC 7 5233 小穴　英気(1) 順大
ｸﾜﾊﾗ ﾘｸ ｲﾁﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ

8 3500 桑原　陸(3) 千葉大 8 3803 市原　弘康(3) YGU.A.C.
ｵｵｶﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ

9 2197 大川　隼平(4) 国士大 9

3組 4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

ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

1 2011 佐藤　孝太朗(4) 順大 1
イナバ ゲン マルヤマ　ダイト

2 948 稲葉　源(1) 東京学館高 2 1248 丸山　大翔(2) 津田沼高
ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ ニイツ　ハヤト

3 2025 小川　恭平(3) 順大 3 945 新津　勇人(2) 東京学館高
ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｷ ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾉﾘ

4 1088 高田　朋希(2) 千葉敬愛高 4 5246 竹内　辰徳(1) 順大
ﾌﾙｼｮｳ ﾀｶｵ ワタナベ　カズヒロ

5 2082 古荘　隆大(3) 順大 5 1250 渡邉　一玄(2) 津田沼高
ｻﾅﾀﾞ ｱｽﾄ ナカジマ　シュウル

6 2100 真田 明日人(2) 順大 6 1259 中島　脩瑠(1) 津田沼高
ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ ｵｵｼﾏ ｶﾞｸﾄ

7 1007 藤田　敦史(2) 千葉黎明高 7 915 大島　岳人(2) 印旛明誠高
カトウ　タツキ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ

8 923 加藤　達輝(3) 東京学館高 8 999 小林　侑生(1) 千葉黎明高

9 9

5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

1 1
ｷｸﾁ ﾋﾛﾄ

2 2793 菊池　弘人(2) 取手松陽高 2
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｷ

3 0 風間　勇輝(1) 千葉敬愛高 3
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｻｸ

4 1089 橋本　優作(2) 千葉敬愛高 4
ｱｻｸﾗ ｾｲﾔ

5 419 浅倉　聖也(2) 東金高 5
ﾙｽ ﾏｻﾑﾈ

6 1015 留守　利宗(2) 千葉黎明高 6
ウノディ･ムーン

7 425 ウノディ・ムーン(1) 東金高 7
ｺﾔﾏ ﾘｮｳﾄ

8 6061 小山　諒人(2) 国際医大 8

9

記録 記録

記録 記録

記録



 男子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 16:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m

ナンバー

記録

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

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:00 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

ﾀｼﾛ ｿﾗ ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ

1 2795 田代　空良(1) 取手松陽高 1 0 中島 弘太(1) 城西高
ｺｲﾃﾞ ｹｲﾀ ｵｵｻｷ　ﾄﾓﾋﾛ

2 1394 小出　啓太(1) 千葉敬愛高 2 786 大崎　友裕(1) 佐原高
ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸﾔ ｱﾗﾀﾆ ｹﾝ

3 1396 杉浦　卓弥(1) 千葉敬愛高 3 7252 荒谷　謙(1) NUSS
ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾛﾔ ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ

4 1399 半田　博也(1) 千葉敬愛高 4 6671 児玉　翔冴(3) 荏田高
ﾄｸｼｹﾞ ｼｮｳﾀ ﾑﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ

5 2337 德重　翔太(2) 白井高 5 5449 村川　雄一 AQRC
タナカ ユウキ

6 2913 田中　佑樹(1) 学館浦安高 6 37998 布施　吉基(1) 城西高
ｻｸﾏ ﾋｶﾙ ﾐｶﾓ ｶｽﾞｷ

7 1084 佐久間　輝(2) 千葉敬愛高 7 0 美甘 一碧(3) 城西高
ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝｲﾁ ﾍｲｹ ﾀｸﾐ

8 6062 杉本　隼一(2) 国際医大 8 0 平家 拓海(1) 城西高
ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ ｷﾀｿﾞﾉ ﾀｸﾄ

9 2906 中村　颯汰(1) 学館浦安高 9 0 北園 太久斗(2) 城西高
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｸﾏ ﾌﾀﾐ　ﾋﾖﾘ

10 1091 前島　拓真(2) 千葉敬愛高 10 0 二見 陽頼(1) 城西高
イトウ　テツオ ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ

11 1254 伊藤　哲夫(2) 津田沼高 11 5251 村上　陸人(1) 順大
ｾﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ

12 427 瀬戸　龍之介(1) 東金高 12 5250 的場　亮太(1) 順大
ヒビノ　リオ ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ

13 1384 日比野　利央(1) 津田沼高 13 5248 新津　大地(1) 順大
ﾃｲ ﾋﾛﾋﾄ ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ

14 3848 鄭　博仁 順大 14 5244 高野　寛之(1) 順大
ｻｻｷ ﾋﾛﾄ ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ

15 2333 佐々木　大翔(3) 白井高 15 5234 蔭山　和敬(1) 順大
ｲｼﾄﾞ ﾋﾛﾑ

16 2086 石戸　大夢(2) 順大
ｻﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ

17 1701 座間　保成 ＪＲ東日本千葉

記録 記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:00 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

ｼﾗｾ ｹﾝﾔ ｶﾂｷ ﾔｽﾋﾛ

1 0 白瀬 賢也(2) 城西高 1 0 甲木 康博(1) 城西高
ｶﾜﾅ ｺｴ ｽｽﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ

2 0 川名 皓詠(2) 城西高 2 1496 鈴村　公輔(4) 東学大　
ﾉﾐｿﾞ ｼｭｳｽｹ ﾅｶﾑﾗ ﾌｸﾋｻ

3 0 野溝 秀佑(2) 城西高 3 1514 中島　福尚(3) 東学大　
ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ ｶｲﾇﾏ ｶｽﾞﾀｶ

4 0 高橋 幸嗣(3) 城西高 4 433 海沼　和孝(4) 中京大
ﾐﾈﾑﾗ ｲｵﾘ ｲﾉｳｴ ｺｳﾒｲ

5 0 峰村 織(2) 城西高 5 2088 井上　昂明(2) 順大
ｱﾗｲ ﾕｳｺﾞ ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ

6 0 新井 悠悟(1) 城西高 6 2053 香月　翔太(3) 順大
ｼﾓﾂﾞ ﾘｮｳｱﾝ ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳ

7 6322 下津　諒晏(1) 三重陸協 7 2051 大場　遼(3) 順大
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

8 1499 原田　雄太(4) 東学大　 8 2119 原田　宗広(2) 順大
ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ ﾋﾗｶﾜ ﾀｶｷ

9 2025 小川　恭平(3) 順大 9 2080 平川　貴稀(3) 順大
ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ ﾓﾘ ﾕｳﾀ

10 2034 宮島　幸太郎(4) 順大 10 2084 森　優太(3) 順大
ﾔﾏﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ

11 2039 山脇　洸乃(4) 順大 11 2149 出口　航輝(1) 順大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｯﾍﾟｲ ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ

12 2060 小林　哲平(3) 順大 12 2001 梅谷　健太(4) 順大
ｼﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ ｼｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ

13 5242 進藤　魁人(1) 順大 13 2101 塩田　哲平(2) 順大
ﾏﾂｵ　ﾘｸ ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

14 2154 松尾　陸(1) 順大 14 2104 鈴木　顕人(2) 順大
ｲﾜｻｷ  ﾄﾓﾔ ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ

15 2136 岩嵜　友也(1) 順大 15 2023 續木　悠也(4) 順大
ｶｻｲ　ﾀｶﾋﾛ ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

16 2003 笠井　孝洋(4) 順大 16 2130 森下　舜也(2) 順大
ｴﾉﾓﾄ ﾔﾏﾄ

17 2137 榎本　大倭(1) 順大
ﾌｼﾞﾀ ｿｳ

18 4217 藤田　宗(4) 北里大

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



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

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



 男子3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 17:25 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

ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｽﾞｷ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾔｽ

1 1080 岩渕　和希(2) 千葉敬愛高 1 0 鈴木　孝康(4) 埼玉陸恊
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅｵｷ ﾀｶﾞﾔ ｼｭﾝﾍﾟｲ 

2 1081 小笠原　直輝(2) 千葉敬愛高 2 3225 田谷　峻平(3) 埼玉陸恊
ﾏﾂｵ ﾕｳｷ ｶｻｲ　ﾀｶﾋﾛ

3 911 松尾　勇希(3) 印旛明誠高 3 2003 笠井　孝洋(4) 順大
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ ﾔﾏﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ

4 280 小玉　英樹 三井化学 4 2039 山脇　洸乃(4) 順大
シミズ ケイイチ ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳ

5 1754 清水 慶一 RUNWEB 5 2051 大場　遼(3) 順大
ウエノ　サトシ ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ

6 1257 上野　敏嗣(1) 津田沼高 6 2053 香月　翔太(3) 順大
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ﾏｻｺﾞ ﾊﾙｷ

7 5250 的場　亮太(1) 順大 7 2123 真砂　春希(2) 順大
ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｯﾍﾟｲ

8 5251 村上　陸人(1) 順大 8 2060 小林　哲平(3) 順大
ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ ﾋﾗｶﾜ ﾀｶｷ

9 5248 新津　大地(1) 順大 9 2080 平川　貴稀(3) 順大
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ ﾓﾘ ﾕｳﾀ

10 5244 高野　寛之(1) 順大 10 2084 森　優太(3) 順大
ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ ｲﾉｳｴ ｺｳﾒｲ

11 5234 蔭山　和敬(1) 順大 11 2088 井上　昂明(2) 順大
ｲｼﾄﾞ ﾋﾛﾑ ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

12 2086 石戸　大夢(2) 順大 12 2119 原田　宗広(2) 順大
ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｭｳ ｼﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ

13 2024 永島　龍(4) 順大 13 5242 進藤　魁人(1) 順大
ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶﾉﾘ ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ

14 0 永岡　駿典(3) 埼玉陸恊 14 2149 出口　航輝(1) 順大
ﾏﾂｵ　ﾘｸ

15 2154 松尾　陸(1) 順大
ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ

16 2023 續木　悠也(4) 順大
ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

17 2130 森下　舜也(2) 順大
ｴﾉﾓﾄ ﾔﾏﾄ

18 2137 榎本　大倭(1) 順大
ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ

19 289 大谷　宗平 ＪＲ東日本千葉

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



 男子110mH(1.067m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:35 1次ﾚｰｽ
7月31日 15:40 2次ﾚｰｽ

1次ﾚｰｽ　1組7着

1組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2
ﾖﾈﾔ ﾕｳﾏ

3 426 米谷　裕真(1) 東金高
ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ

4 2150 中田　英駿(1) 順大
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ

5 2155 松田　太一(1) 順大
ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

6 2090 今井　淳平(2) 順大
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

7 2133 山口　大我(2) 順大
ﾀﾏｷ ｼｮｳｺﾞ

8 2019 玉置　将吾(4) 順大

2次ﾚｰｽ　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録

記録



 男子400mH(0.914m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 13:40 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

ｶﾜﾊﾗ ﾅｵﾕｷ

1 1 4005 川原　直之(4) 茨城大
ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ ﾐﾖｼ ﾚﾝ

2 1006 林　拓海(2) 千葉黎明高 2 2126 三好　蓮(2) 順大
ﾌﾙｶﾜ  ｶｽﾞｱｷ ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹｼ

3 45325 古川　和晶(3) 明大中野高 3 205 杉山　孟示(2) 東洋大
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ

4 857 児玉　悠作(3) 市立長野高 4 2127 村富　浩太郎(2) 順大
ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾔ ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ

5 2043 飯塚　拓也(3) 順大 5 2139 小野寺 将太(1) 順大
ﾎﾘｴ ﾅｵﾂｸﾞ ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ

6 2032 堀江　直胤(4) 順大 6 2042 浅子　隆一(3) 順大
ﾓﾘ ｿｳﾀﾞｲ ｺｽｷﾞ ﾘｷ

7 2129 森 壮大(2) 順大 7 2058 小杉　力(3) 順大
オカダ　ユウジ ｶｼｳﾗ ｹﾝﾄ

8 3863 岡田　優志(2) 我孫子東高 8 2096 樫浦　健人(2) 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

記録 記録



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 16:55 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

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲ

1 6063 中川　大(2) 国際医大 1
アサイ  ダイキ

2 3870 浅井　大希(1) 我孫子東高 2
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｿﾞｳ

3 2893 中島　幸藏(3) 学習院大 3
ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾏ

4 2907 麻田　悠馬(2) 学習院大 4
オクノミヤ シュンスケ

5 1802 奥宮俊祐 FunTrails 5
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｷ

6 2602 小林　風輝(3) 横国大 6
ﾕｳｷ ﾜﾀﾙ

7 2587 結城　渉(2) 横国大院 7
ｳｼｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ

8 6639 潮田　祐亮(1) 千葉大 8
ｼﾀﾗ ﾀｹﾋﾛ

9 3527 設楽　岳宏(2) 千葉大
ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾄ

10 3525 奥村　公登(4) 千葉大
ｸﾄﾞｳ  ﾀｲｶﾞ

11 94 工藤　大河 千葉陸協

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 男子4X100mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 13:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

3 千葉敬愛高A

4 印旛明誠高

5 学館浦安高

6 千葉敬愛高B

7 千葉敬愛高C

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1

2

3

4

5

6

7

8



 男子4X400mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 18:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

3 千葉敬愛高A

4 千葉敬愛高C

5 千葉敬愛高B

6 立大

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1

2

3

4

5

6

7

8



一般男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 13:00 決　勝

決　勝　

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

1 4441 鈴木 裕太(2) 電機大
ｶｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

2 4447 加賀 洋行(3) 電機大
ﾔﾏﾐﾁ ﾄｼﾔ

3 3420 山道　稔也(4) 上智大
ｵﾏﾀ ﾀｲﾗ

4 771 尾又　平朗 XSPO WOLVES TOKYO

トリウミ　タカユキ

5 1861 鳥海　貴之(4) 流経大
オコノギ　マサユキ

6 1905 小此木　雅之(2) 流経大
ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ

7 447 池田　直貴(3) 国武大
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ

8 439 鈴木　智成(2) 国武大
ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾔﾀ

9 433 宮本　隼汰(2) 国武大
ﾔﾏｳﾁ ｲｸﾔ

10 2036 山内　郁哉(4) 順大
ﾉﾅｶ ﾚﾝﾔ

11 2118 野中　廉也(2) 順大
ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷﾖ

12 5245 高橋　宗聖(1) 順大
ｺｲｹ ｱｷﾗ

13 417 小池　輝 静岡グラッチェＡＣ

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



一般男子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 10:00 決　勝

決　勝　

ｱｶｼ ｹﾝｼﾝ

1 5229 赤司　健槙(1) 順大
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｿｳ

2 2041 渡邊　壮(4) 順大
ｺﾊﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

3 2161 古場　凜太朗(2) 順大院
ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

4 2050 内田　涼太(3) 順大
ｲｼﾏﾙ ｿｳﾀ

5 2087 石丸　颯太(2) 順大
ｱｿｳ ﾐｷｵ

6 5169 麻生　幹雄(1) 順大
ｱﾌﾞﾗﾔ ｹｲｺﾞ

7 5230 油屋　圭吾(1) 順大
ｵｸ ﾘｸ

8 2138 奥　吏久(1) 順大

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



一般男子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｹ ﾀﾂｷ

1 5351 三宅　樹(1) 国武大
ｱﾘ ｷﾀﾙ

2 5347 阿利　喜多留(1) 国武大
ｲﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

3 2047 稲川　尚汰(3) 順大
ｲﾄｳ ﾀｲｽｹ

4 2045 伊藤　奉祐(3) 順大
ﾉｻﾞｷ ﾁﾋﾛ

5 2075 野崎　千浩(3) 順大
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

6 2025 中邨　一希(4) 順大
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾏﾈ

7 2073 中島　周音(3) 順大
ｻﾉ ｺｳｷ

8 2062 佐野　功貴　(3) 順大
ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳﾀ

9 2111 竹ノ内　優汰(2) 順大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ

10 2141 小林　大起(1) 順大



一般男子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾏｷ ﾕｳﾏ

1 4448 坂巻 佑馬(2) 電機大
シノザキ　リョウ

2 1888 篠﨑　凌(3) 流経大
ヒラネ　マサキ

3 1866 平根　昌樹(4) 流経大
クドウ　マサヤ

4 1882 工藤　雅也(3) 流経大
ウチザワ　シュン

5 1876 内澤　駿(3) 流経大
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ

6 5344 吉澤　貴大(1) 国武大
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ

7 438 吉田　智也(2) 国武大
ﾂｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ

8 2021 辻田　達也(4) 順大
ｾｷ ﾄﾓﾔ

9 2065 関　智也(3) 順大
ｵﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

10 2094 小原　大輝(2) 順大
ｵﾏﾀ ﾖｳ

11 2095 小俣　洋(2) 順大
ｵｵｻｶ ﾄﾓﾔ

12 2092 大阪　智也(2) 順大
ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ

13 5232 岩崎　匠海(1) 順大
ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ

14 2135 泉谷　駿介(1) 順大



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 16:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｺﾞ

1 367 藤田　憲吾 千葉陸協
ｼﾊﾞ ﾌﾐﾄ

2 2888 柴　　文人 TeamAccel
ﾀｹﾑﾗ　ﾁｻﾄ

3 521 竹村　地智(2) 国武大
ｵｵｸﾎﾞ　ﾀｲﾁ

4 533 大久保　太智(2) 国武大
ﾀｶﾉ ｲﾁﾛ

5 2107 高野　一路(2) 順大
ﾀｼﾛ ｶﾝｼﾞ

6 2069 田代　寛治(3) 順大
ｻｶﾞｴ ﾂﾊﾞｻ

7 2061 寒河江　翼(3) 順大



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

1 3057 矢口　幸平(1) 埼大院
ｲｼｲ ｺｳｲﾁ

2 1874 石井　光一 流経大
ｼｵﾊﾀ ﾘｮｳｽｹ

3 523 塩畑　亮佑(3) 国武大
ｶﾗｶﾜ ﾀｲｾｲ

4 526 唐川　泰成(4) 国武大
ﾔﾏｾ ﾀｶﾏｻ

5 2505 山瀨　貴雅 いんば学舎
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

6 2070 田村　勇太(3) 順大
ｲｼｽﾞｶ ｺｳｽｹ

7 2044 石塚　恒祐(3) 順大
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾔ

8 2033 松本　行矢(4) 順大
ｻｶﾞｴ ﾂﾊﾞｻ

9 2061 寒河江　翼(3) 順大



一般男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄﾐﾀ ｼｮｳﾍｲ

1 2899 冨田　将平(2) 学習院大
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ

2 517 飯嶌　将治(2) 国武大
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｮｳﾀ

3 537 青柳　亮太(2) 国武大
ｲﾉ ﾀﾞｲｽｹ

4 5352 井野　大亮(1) 国武大
ﾀｶﾊｼ　ﾘｭｳﾍｲ

5 5354 高橋　龍平(1) 国武大
ｶﾅﾏﾙ　ﾘｭｳｾｲ

6 5355 金丸　龍昇(1) 国武大
ｻﾄｳ　ﾀﾞｲｽｹ

7 5356 佐藤　大輔(1) 国武大
ﾈﾓﾄ ﾀｲｷ

8 1175 根本　太樹 流経大クラブ
ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

9 5236 北山　智大(1) 順大
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ

10 2121 藤本　圭吾(2) 順大
ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ

11 2157 三浦　琢磨(1) 順大
ｵｶﾉ ﾋﾛｼ

12 2160 岡野　敬史(2) 順大院
ﾄﾐｻﾜ ｼｮｳﾀ

13 522 富澤　章汰 国武大



一般男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 17:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｾ ﾀｶﾏｻ

1 2505 山瀨　貴雅 いんば学舎
ﾖｼﾉﾕｳｼﾞ

2 0 芳野　裕二 KTC
タニバ マサユキ

3 6334 谷場　雅之 大阪陸協
ｻﾄｳ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

4 516 佐藤　淳平(3) 国武大
ｻﾄｳ ﾅｵﾄ

5 510 佐藤　直斗(4) 国武大
ｲﾉｾ ｶｽﾞｷ

6 2089 猪瀬　和希(2) 順大
ｶﾄｳ ｼｭﾝ

7 2785 加藤　駿 リーダースクラブ

ﾋﾉ ﾘｮｳﾍｲ

8 247 飛野　涼平 千葉陸協
ｼﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

9 3323 志村　裕二 ＪＲ東日本千葉



高校男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 13:00 決　勝

決　勝　

テシマ　カズヨシ

1 944 手島　一好(2) 東京学館高
ｵｸﾑﾗ ｷﾐﾔ

2 2355 奥村　公哉(3) 愛知啓成高
ｺﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ

3 2485 小松澤　祥太(2) 牛久高
ﾁﾊﾞ ｱｷﾋｺ

4 4215 千葉　昭彦(3) 田無高

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



高校男子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 10:00 決　勝

決　勝　

ｷﾀﾉ ﾘｭｳﾔ

1 769 北野　龍也(2) 佐原高
ｵｵﾉ ｴｲｽｹ

2 776 大野　英祐(2) 佐原高
ｻｻｷ　ｿｳ

3 790 佐々木　想(1) 佐原高
ｻｷﾔﾏ　ﾄﾓｷ

4 789 﨑山　友貴(1) 佐原高
ｲﾜｻｷﾀｲｷ

5 920 岩崎　大輝(1) 印旛明誠高
ｺｼﾞﾏ ｴｲｷ

6 919 小島　瑛生(1) 印旛明誠高

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



高校男子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

スズキ　ユウト

1 943 鈴木　悠斗(2) 東京学館高
キクチ ショウタ

2 2561 菊地　翔太(2) 学館浦安高
カタオカ ﾕｳｽｹ

3 421 片岡　祐輔(2) 東金高
ｶﾘﾉ ﾁｶﾗ

4 422 狩野　力(2) 東金高
ｺｳﾉ ﾊﾔﾄ

5 1009 河野　颯斗(2) 千葉黎明高
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾝ

6 1008 増田　孔心(2) 千葉黎明高
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ

7 561 高橋　聖斗(1) 東金高
ﾐﾔｺｼ ﾘｸ

8 2340 宮越　凌玖(1) 白井高
アラハタ　コウキ

9 3864 荒畑　光希(2) 我孫子東高 
ｽｶﾞｻﾜ ｱｻﾋ

10 1395 菅澤　旭飛(1) 千葉敬愛高
ｺｲｹ ﾋｶﾙ

11 917 小池　洸(2) 印旛明誠高



高校男子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ

1 1019 越川　大輝(1) 千葉黎明高
ｾｷ ｶｲﾗ

2 1086 関　海良(2) 千葉敬愛高



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 16:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

カサクラ  ユウマ

1 3868 笠倉　侑真(1) 我孫子東高 
ﾊﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ

2 1090 濱口　峻太朗(2) 千葉敬愛高
ｽｽﾞｷ ｶｲｾｲ

3 2797 鈴木　快成(1) 取手松陽高



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

イグチ ソウタ

1 947 井口　颯太(1) 東京学館高
ｲﾄｳ ｱﾔｾ

2 420 伊藤　彰晟(2) 東金高
ﾌｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

3 299 深川　渓介(3) 修悠館横須賀高



高校男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 17:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝ

1 2339 藤本　賢(1) 白井高
スドウ　リクト

2 3859 須藤　陸斗(3) 我孫子東高 
タカハシ　ツヨシ

3 3860 高橋　剛(3) 我孫子東高 
イ　トンヒョン

4 3861 李　東炫(3) 我孫子東高 
ﾀｹｳﾁ ｶｲｾｲ

5 997 竹内　魁星(1) 千葉黎明高
ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｽｹ

6 1087 関口　康佑(2) 千葉敬愛高
スガ　ユウタロウ

7 1249 須賀　裕太郎(2) 津田沼高
モリカワ　ケイスケ

8 1256 森川　佳祐(2) 津田沼高



 女子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

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
ﾊﾔﾉ ﾘﾝ ﾊﾅｻﾞﾜ ﾀﾏｷ

2 679 早野　凜(1) 印旛明誠高 2 290 花澤　環(1) 東金高
ﾈﾓﾄ ｶﾎ ｲﾜﾊｼ ﾐｸ

3 228 根本　華帆(2) 東金高 3 881 岩橋　美空(1) 千葉敬愛高
ｸﾘﾀ ﾏﾋﾛ ｱｵﾔｷﾞ ﾓｴｶ

4 7281 栗田　舞尋(4) 順大 4 725 青栁　萌愛香(1) 千葉黎明高
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ｱﾘﾏ ﾅﾂｷ

5 8478 中嶋　彩画(2) 順大 5 757 有馬　菜月(2) 千葉敬愛高
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ ｸﾘﾊﾗ ｱﾘｻ

6 7299 西尾　夏波(3) 順大 6 764 栗原　有紗(2) 千葉敬愛高
ﾀﾌﾞﾁ ﾐｺﾄ ﾏﾂﾓﾄ ｻｸﾗ

7 1892 田淵　心琴(1) 白井高 7 2715 松本　さくら(1) 取手松陽高
ｻｲｶﾞ ﾅﾙﾐ ｷﾀﾑﾗ ﾘﾝｶ

8 586 雜賀　成美(2) 佐原高 8 762 北村　凜花(2) 千葉敬愛高

3組 (風:     ) 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 風力 ｺﾒﾝﾄ

タナカ リン

1 1574 田中　凛(2) 学館浦安高 1
ｷｸﾁ ﾎﾉｶ

2 883 菊池　穂乃花(1) 千葉敬愛高 2
ﾀﾅｶ ﾏﾔﾅ

3 886 田中　茉弥那(1) 千葉敬愛高 3
ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ

4 884 斉藤　凪沙(1) 千葉敬愛高 4
ｶｲﾎ ｼｵﾝ

5 724 海保　汐音(2) 千葉黎明高 5
ﾂｼﾞ ｻﾗｻ

6 887 辻　更紗(1) 千葉敬愛高 6
ﾏﾂｲ ｶﾚﾝ

7 888 松井　花蓮(1) 千葉敬愛高 7
ｶﾀﾔﾏ ﾎﾉｶ

8 882 片山　穂乃花(1) 千葉敬愛高 8

記録 記録

記録



 女子200m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 16:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:     ) 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 風力 ｺﾒﾝﾄ

1 1

2 2

3 3
ﾅﾐｷ ｽﾐﾚ

4 723 並木　純鈴(2) 千葉黎明高 4
ｴｲﾅｶﾞ ﾜｶﾅ

5 759 永長　和奏那(2) 千葉敬愛高 5
ｸﾘﾀ ﾏﾋﾛ

6 7281 栗田　舞尋(4) 順大 6
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ

7 8478 中嶋　彩画(2) 順大 7
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ

8 7299 西尾　夏波(3) 順大 8

記録



 女子400m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 15:25 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
ナカムラ　ハナコ

2 687 中村　華子(2) 東京学館高 2
ｱﾝｻﾞｲ ｺﾉﾐ イシカワ ミズキ

3 7874 安西　この実(2) 横国大院 3 1571 石川　みづ紀(2) 学館浦安高
サクライ  ナオ ｸｽﾐ ｼﾞｭﾝﾅ

4 473 桜井　那保 ユメオリAC 4 763 楠美　純那(2) 千葉敬愛高
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ ﾉﾘﾂﾞｷﾊﾙﾅ

5 7769 中村　栞里(3) 順大 5 51197 法月　遥奈(3) 明星学園高
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ ﾓﾘ ﾅﾂｷ

6 7774 池崎　愛里(2) 順大 6 890 森　夏葵(1) 千葉敬愛高
ｷﾞﾄｳ ﾘﾉ ｸﾎﾞｷ ﾅﾅ

7 7790 儀藤　梨乃(1) 順大 7 2710 久保木　菜々(2) 取手松陽高

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

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録



 女子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 16:00 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

ｶﾂﾏﾀ ﾅﾅﾐ ﾏｾｷ ﾐｸ

1 1380 勝又　奈々美(1) 市立船橋高 1 0 柵木　美空(1) 千葉黎明高
イシイ ﾘｶ ｺｳﾀｷ ﾏﾕﾅ

2 1357 石井　里佳(3) 市立船橋高 2 677 香焼　真由菜(1) 印旛明誠高
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ ﾑﾗｵｶ ﾘﾅ

3 7774 池崎　愛里(2) 順大 3 1374 村岡　莉菜(2) 市立船橋高
ﾑﾗｶﾐ　ﾋｶﾙ ﾊﾔﾀｹ ｱﾔﾉ

4 8217 村上　ひかる(2) 群馬大 4 8134 早笋　彩乃(3) 千葉大
ｺﾐﾔﾏ  ﾊﾙｶ ﾕｱｻ ﾄﾓｴ

5 7763 小宮山　悠(3) 順大 5 8567 湯浅　朋恵(1) 順大
ﾀｹﾋﾗ ﾕｶｺ ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙ

6 8564 竹平　優花子(1) 順大 6 1383 武田　晴(1) 市立船橋高
ｷﾞﾄｳ ﾘﾉ ｽｽﾞｷ ｶﾅﾒ

7 7790 儀藤　梨乃(1) 順大 7 1382 鈴木　叶夢(1) 市立船橋高
ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｺ ｲﾜﾀﾞﾃ ﾐｳ

8 8406 村山　結子(4) 千商大 8 1375 岩舘　美生(1) 市立船橋高
ｻｲﾄｳ ﾅﾂﾐ

9 9 2711 齋藤　夏海(2) 取手松陽高

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 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



 女子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 13:50 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

ｲﾄｳ ｱﾔﾉ

1 1435 伊藤　彩(2) 白井高 1
ｶﾒｵｶ ｸﾙﾐ

2 760 亀岡　くるみ(2) 千葉敬愛高 2
ｽｽﾞｷ ﾕﾒｶ

3 765 鈴木　結芽香(2) 千葉敬愛高 3
ﾖｺﾔﾏ ﾐｻｷ

4 768 横山　美咲(2) 千葉敬愛高 4
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｲﾅ

5 880 石橋　悠以奈(1) 千葉敬愛高 5
ｲﾜｲ ｻｷ

6 678 岩井　沙祈(1) 印旛明誠高 6
ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳｶ

7 2713 中川　楓香(2) 取手松陽高 7
ｳﾒﾂ ｱﾔｶ

8 2716 梅津　彩夏(1) 取手松陽高 8
ｺﾝﾉ  ﾋﾅ

9 7776 今野　妃菜(2) 順大
ﾖｼｽﾞﾐ  ﾅﾅ

10 7772 吉住　奈々(3) 順大
ﾔﾏｼﾀ  ﾒｸﾞﾐ

11 7800 山下　萌(1) 順大
ｶｷﾔ ｺﾄﾐ

12 7760 垣屋　琴美(3) 順大
ｴﾓﾘ ﾅﾂｷ

13 1368 江森　南月(2) 市立船橋高
ﾋﾅﾀ ﾘｼﾞｭ

14 1386 日向　里樹(1) 市立船橋高

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：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31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
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

ｺﾝﾉ  ﾋﾅ

1 7776 今野　妃菜(2) 順大 1
ﾔﾏｼﾀ  ﾒｸﾞﾐ

2 7800 山下　萌(1) 順大 2
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｻﾄ

3 8103 山本　美里(3) 上智大 3
ｻﾜﾀﾞ ﾅﾅｺ

4 8102 澤田　奈々子(3) 上智大 4
ﾂﾑﾗ ﾙｶ

5 1358 津村　流香(3) 市立船橋高 5
ﾊｼﾓﾄ ﾕﾒ

6 1359 橋本　夢(3) 市立船橋高 6
ﾅﾗﾊｼ ﾏﾅ

7 1360 奈良橋　真菜(3) 市立船橋高 7
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾌｳｷ

8 1361 出口　楓希(3) 市立船橋高 8
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾐ

9 1363 渡辺　光美(3) 市立船橋高
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾐ

10 1364 河村　友海(3) 市立船橋高
ｱｵﾔﾏ ﾕｶ

11 1365 青山　由佳(2) 市立船橋高
ｱｻﾜ ﾘﾉ

12 1366 浅輪　梨乃(2) 市立船橋高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ

13 1370 小林　陽花(2) 市立船橋高
ﾀｶﾞｲ ｱｶﾘ

14 1371 田貝　明香里(2) 市立船橋高
ﾊｼｸﾞﾁ ﾘﾘｶ

15 1373 橋口　凜花(2) 市立船橋高
ｵｵﾉ ｱﾔﾅ

16 1377 大野　綾愛(1) 市立船橋高
ｵｸﾞﾗ ﾕｶ

17 1378 小倉　優香(1) 市立船橋高
ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾓｶ

18 1384 中澤　萌々花(1) 市立船橋高
ﾐﾅﾐ ﾋﾏﾜﾘ

19 1387 南　向日葵(1) 市立船橋高
ﾖｼﾀﾞ ｱﾐ

20 1388 吉田　愛実(1) 市立船橋高
ｱｻﾉ ｶﾎ

21 1367 浅野　翔穂(2) 市立船橋高
ｸﾗﾏｽ ﾕｳｷ

22 1369 倉益　優希(2) 市立船橋高
ｽｷﾞﾔﾏ ｱｽﾅ

23 1381 杉山　明沙(1) 市立船橋高
ｴﾑﾗ ﾎﾉｶ

24 1376 江村　穂乃花(1) 市立船橋高

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 女子100mH(0.838m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:30 1次ﾚｰｽ
7月31日 15:35 2次ﾚｰｽ

1次ﾚｰｽ　1組4着

1組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3
カミムラ リオン

4 1575 上村　莉音(2) 学館浦安高
ﾎﾝﾀﾞ ﾚｲ

5 2512 本田　怜(2) 牛久高
ｱﾋﾞｺ ﾅﾅ

6 7745 安孫子奈々(4) 順大
ｲﾉｳｴ ﾋﾛｴ

7 7549 井上　裕絵(4) 大東文化大

8

2次ﾚｰｽ　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録

記録



 女子400mH(0.762m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 13:30 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

1 1

2 2

3 3
ﾁﾊﾞ ﾕｳｶ

4 227 千葉　悠々華(2) 東金高 4
アンザイ　シオン

5 2420 安齋　紫苑(2) 我孫子東高 5
ｲﾁﾑﾗ ﾊﾅｺ

6 758 市村　華子(2) 千葉敬愛高 6
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ

7 7771 山本　唯弥(3) 順大 7

8 8

記録



 女子3000mSC(0.762m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 16:45 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

ｵﾊﾞﾀ ﾐｷ

1 8279 小幡　美貴(2) 立大 1
ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｲ

2 8280 金澤　結(2) 立大 2
ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓｶ

3 8690 前田　桃花(1) 立大 3

4

5

6

7

8

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 女子4X100mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 13:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

3 千葉敬愛高A

4 千葉敬愛高B

5 順大

6 千葉敬愛高C

7 印旛明誠高

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1

2

3

4

5

6

7

8



 女子4X400mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 18:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

4 千葉敬愛高A

5 千葉敬愛高B

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1

2

3

4

5

6

7

8



一般女子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 10:30 決　勝

決　勝　

ｽｽﾞｷ ｺﾏﾁ

1 7780 鈴木小街(2) 順大
ﾋﾛﾅｶ ﾐﾊﾙ

2 7784 廣中三春(2) 順大
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ

3 7797 中村紗華(1) 順大

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



一般女子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 10:00 決　勝

決　勝　

ｶｻﾊﾗ ﾅﾅ

1 7761 笠原奈菜(3) 順大
ｼｵﾀﾞ ﾋｳﾐ

2 7777 塩田日海(2) 順大

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



一般女子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺﾀ ﾅﾂｺ

1 7758 横田菜都子(4) 順大
ﾅｶﾀﾞ ｷﾎ

2 7796 中田嬉歩(1) 順大



一般女子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾑﾗ ﾋｶﾘ

1 7750 木村ひかり(4) 順大
ｶｲ ﾅﾂｷ

2 7759 甲斐夏輝(3) 順大
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ

3 7797 中村紗華(1) 順大



一般女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 16:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖﾂﾔｸ ﾋｶﾘ

1 8568 四役　ひかり(1) 順大



一般女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｳｴ ｱｶﾈ

1 7787 井上　紅(1) 順大
ﾖﾂﾔｸ ﾋｶﾘ

2 8568 四役　ひかり(1) 順大



一般女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾍﾞ ﾄｲﾛ

1 7773 阿部　冬彩(2) 順大
ｲｿﾀﾞ ﾐｶ

2 7786 磯田　実華(1) 順大
ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ

3 7795 高橋　七海(1) 順大



一般女子やり投(600g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 17:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾜﾊﾗ ｱｲ

1 352 桑原　愛 東金高教員



高校女子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 10:30 決　勝

決　勝　

タヤ  ルナ

1 2422 田谷　留奈(1) 我孫子東高 
ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ

2 588 林　花音(2) 佐原高
ｼﾐｽﾞ ﾋﾉ

3 591 清水　緋乃(1) 佐原高
ﾐｽﾞｳﾗ ﾄﾓｶ

4 889 水浦　朋香(1) 千葉敬愛高

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



高校女子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 10:00 決　勝

決　勝　

ﾐﾔｶﾞﾜ　ﾕﾒ

1 575 宮川　夢(3) 佐原高
ｶﾄﾘ ﾐﾉﾘ

2 587 香取　穂(2) 佐原高
ｲｴﾅｶ ｻﾅ

3 2503 家中　紗菜(3) 牛久高
ﾖｼﾉ ﾁｶ

4 670 吉野　千翔(3) 印旛明誠高
ﾋﾖｼ ﾏﾅｶ

5 673 日吉　愛佳(2) 印旛明誠高
ﾓﾛﾊﾗ ﾘｵﾝ

6 674 諸原　凜音(2) 印旛明誠高
ﾀｹｲ ﾘﾝ

7 676 武井　凜(1) 印旛明誠高

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



高校女子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 11:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

アオヤギ　ミユウ

1 686 青柳　美有(2) 東京学館高
コバヤシ  ミヤ

2 2423 小林　美也(1) 我孫子東高 
ｻｶｲ ﾋﾅﾀ

3 885 酒井　ひなた(1) 千葉敬愛高
ｵｵﾂｷ ｱｲﾐ

4 675 大槻　愛美(2) 印旛明誠高
ｸﾗｶﾜ ﾌｳｶ

5 2714 倉川　楓華(2) 取手松陽高



高校女子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｸﾞﾘ ﾏﾅﾐ

1 7081 小栗　愛海(2) 日大二高



高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 16:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ハシヅメ　ノリカ

1 831 橋詰　紀花(2) 津田沼高
ｳﾒﾂ ﾊﾙﾅ

2 2712 梅津　花菜(2) 取手松陽高



高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 14:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

シノツカ ミサキ

1 690 篠塚　美咲(1) 東京学館高
ｻｸﾏ ﾘﾝ

2 300 佐久間　凜(1) 東金高
ﾆﾉﾐﾔ ｴﾐ

3 291 二宮　恵美(1) 東金高



高校女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 12:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ハナワ　アスカ

1 688 塙　明日華(2) 東京学館高



高校女子やり投(600g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 17:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾝｼ　ﾓｴﾅ

1 1569 進士　萌名(2) 学館浦安高
ｲﾉｳｴ ﾚｲﾅ

2 229 井上　玲奈(2) 東金高
ﾓﾘ ｱｵｶ

3 297 森　碧海(1) 東金高
クルシマ　ミサキ

4 2421 久留島　美咲(1) 我孫子東高 
ｻｸﾏ ﾘｺ

5 726 佐久間　莉香(1) 千葉黎明高
ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ

6 767 林　歩弥(2) 千葉敬愛高
キタノ　キキョウ

7 832 北野　ききょう(2) 津田沼高



2次走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

7月31日 15:30 決　勝

決　勝　

一般男子

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

1 4441 鈴木 裕太(2) 電機大
ｶｶﾞ ﾋﾛﾕｷ

2 4447 加賀 洋行(3) 電機大
ﾔﾏﾐﾁ ﾄｼﾔ

3 3420 山道　稔也(4) 上智大
ｵﾏﾀ ﾀｲﾗ

4 771 尾又　平朗 XSPO WOLVES TOKYO

トリウミ　タカユキ

5 1861 鳥海　貴之(4) 流経大
オコノギ　マサユキ

6 1905 小此木　雅之(2) 流経大
ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ

7 447 池田　直貴(3) 国武大
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ

8 439 鈴木　智成(2) 国武大
ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾔﾀ

9 433 宮本　隼汰(2) 国武大
ﾔﾏｳﾁ ｲｸﾔ

10 2036 山内　郁哉(4) 順大
ﾉﾅｶ ﾚﾝﾔ

11 2118 野中　廉也(2) 順大
ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷﾖ

12 5245 高橋　宗聖(1) 順大
ｺｲｹ ｱｷﾗ

13 417 小池　輝 静岡グラッチェＡＣ

高校男子

テシマ　カズヨシ

1 944 手島　一好(2) 東京学館高
ｵｸﾑﾗ ｷﾐﾔ

2 2355 奥村　公哉(3) 愛知啓成高
ｺﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ

3 2485 小松澤　祥太(2) 牛久高
ﾁﾊﾞ ｱｷﾋｺ

4 4215 千葉　昭彦(3) 田無高

一般女子

ｽｽﾞｷ ｺﾏﾁ

1 7780 鈴木小街(2) 順大
ﾋﾛﾅｶ ﾐﾊﾙ

2 7784 廣中三春(2) 順大
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ

3 7797 中村紗華(1) 順大

高校女子

タヤ  ルナ

1 2422 田谷　留奈(1) 我孫子東高 
ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ

2 588 林　花音(2) 佐原高
ｼﾐｽﾞ ﾋﾉ

3 591 清水　緋乃(1) 佐原高
ﾐｽﾞｳﾗ ﾄﾓｶ

4 889 水浦　朋香(1) 千葉敬愛高

m m m m
記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m m m

m m m m m
記録

記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m m

m m m m m m

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m


