
 男子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15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
ﾏｽﾊﾗ ﾀｲｶﾝ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾔ

1 2549 増原　大観(3) 学館浦安高 1 3633 松本　幸也(2) 市立柏高
ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ ｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ ヨシノ リクト

2 2140 グレゴリー　セドリックデノン(1) 順大 2 490 吉野  陸斗(1) 千葉陸協
ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ

3 1893 田中 優作(3) 流経大 3 1005 後藤　健太(2) 千葉黎明高
ｻｻｷ ﾚﾝ ﾑﾛﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ

4 5241 佐々木　蓮(1) 順大 4 2083 室橋　健太郎(3) 順大
ｺｳｻｶ ｱｷﾄ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ

5 1884 髙坂 明斗(3) 流経大 5 2155 松田　太一(1) 順大
ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾔ ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ

6 2146 高橋　侃矢(1) 順大 6 2150 中田　英駿(1) 順大
ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ ミヤシタジュンペイ

7 2120 藤田　祥平(2) 順大 7 2185 宮下純平 東京陸協
ﾜｼｵ ﾄﾓｷ ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

8 5255 鷲尾　智樹(1) 順大 8 3631 増田　稜介(2) 市立柏高

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
ミヤウチ　ユウキ ｸﾎﾞ ｵｳﾀ

1 940 宮内　勇輝(2) 東京学館 1 107 久保　旺大(2) 市原中央高
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

2 110 中村　颯斗 静岡パラ陸上 2 6617 細川　大輔(1) 千商大
ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾊｾﾍﾞ ｻﾄﾐ

3 4618 島田　翔太(2) 帝平大 3 3483 長谷部　智巳(2) 千葉大院
ﾄﾂｶ ﾄｷｱ ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ

4 995 戸塚　斗貴亜(1) 千葉黎明高 4 2251 高橋　海斗(2) 日大習志野高

ﾊﾅﾔ ﾘｭｳﾉｽｹ ツボイ　ケンスケ

5 3742 花屋　龍ノ介(2) 日体大柏高 5 1416 坪井　健介(2) 東京学館
ｻｽｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｲｽﾞﾐ ﾀﾂｼｹﾞ

6 109 流石　皐太郎(2) 市原中央高 6 815 和泉  龍成(2) 成田国際高
ｱｲｻｶ ｿｳﾀ ｶﾏﾀ ｹﾝﾄ

7 3733 相坂　颯汰(2) 日体大柏高 7 1728 鎌田　健斗(2) 千葉北高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ ﾖｼﾑﾗｼｭｳﾀ

8 1229 山口　真生(2) 秀明八千代高 8 1787 吉村秀太(1) 幕張総合

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
ﾅｶﾞﾔﾏ　ﾂﾊﾞｻ ｱｷﾔﾏ ﾋﾃﾞﾐ

1 3218 永山　翼(1) 麻生高 1 3630 秋山　秀実(2) 市立柏高
ｲﾅｲ ﾘｮｳﾏ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

2 3650 稻飯　遼馬(1) 市立柏高 2 6637 林田　智博(1) 千葉大
ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ ｷﾑﾗ ﾌｳｶﾞ

3 1213 高山　修一 昌平ＡＣ 3 4617 木村　楓河(2) 帝平大
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ ｱﾍﾞ ﾀｲｾｲ

4 531 仲村　将(1) 安房高 4 3734 阿部　大成(2) 日体大柏高
ｵｷﾞﾜﾗ ｹﾝｺﾞ ｳﾁﾔﾏ　ｷﾖﾄ

5 1219 荻原　健吾(2) 千葉英和高 5 3201 内山　聖人(2) 麻生高
えんどう　せいや ヤマダ　コウイチ

6 2936 遠藤　正哉(1) 市川南高 6 62 山田　宏一 彩tama陸上
ｻﾀﾞｽｴ ｼｭﾝ ﾓﾘｼﾏ ﾚﾝ

7 2242 貞末　峻(2) 日大習志野高 7 326 森島　蓮 太田陸協
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ ﾄｸﾀﾞ ﾃﾂﾔ

8 2554 中村　生 one's 8 1012 徳田　哲也(2) 千葉黎明高

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：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15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
ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳﾀ ｼｹﾞﾏﾂ ｿｳﾀ

1 1143 古川　翔大(2) 八千代西高 1 3516 重松　颯太 one's
ｸﾛｶﾜ ﾘｭｳﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｾｲ

2 2690 黒川　龍飛(1) 千葉経大附高 2 532 渡邉　湧生(1) 安房高
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀ ｾｷﾈ ﾀｸﾏ

3 3752 関口　悠大(1) 日体大柏高 3 2342 関根　拓真(1) 白井高
ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾄｼ ｼｹﾞ ｲｸｵ

4 2341 ??田　貴利(1) 白井高 4 112 茂　郁良(1) 市原中央高
ｱﾀﾞﾁ ｼﾕｳ ﾏｷｼﾏ　ｺｳｽｹ

5 1225 足立　志優(3) 秀明八千代高 5 3206 巻嶋　康介(2) 麻生高
ｻｻｶﾜ ﾀｸﾐ ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｷ

6 0 笹川　拓海(1) 帝平大 6 384701 松下　竜耀(2) 三郷北中
ﾔﾏﾑﾛ ﾀﾂﾔ ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ

7 816 山室　龍也(1) 成田国際高 7 1288 高橋　啓太(1) 実籾高
ｱｵｷ ﾛﾋﾞﾝ ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ

8 265 青木　蕗敏(1) 安房高 8 1435 石川　代記(2) 秀明八千代高

9組 (風:     ) 10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
ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

1 514 伊藤　翼(1) 市原中央高 1
いまだ　かける ﾀﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

2 2934 今田　翔(1) 市川南高 2 1835 多田　俊輔(1) 犢橋高
ﾀﾅｶ ﾘｮｳ ﾀｸﾎﾞ ﾘｮｳｶﾞ

3 2592 田中　椋(1) 千葉北高 3 1336 田久保　凌雅(1) 実籾高
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾄ ｸﾘﾔﾏ ｶｲﾄ

4 1837 岡本　優人(1) 犢橋高 4 384704 栗山　海斗(2) 三郷北中
ﾀｶﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ こばやし　そうすけ

5 424 高宮　駿介(2) 東金高 5 2938 小林　奏友(1) 市川南高
ﾔﾏｶﾞﾀ ｶｽﾞｷ ﾀｶﾉ ﾕｳｷ

6 2590 山形　和暉(1) 千葉北高 6 2353 高野　優輝 柏市消防局
ｸﾘﾊﾗ ｿｳﾀ ﾎｼﾉ ｶｽﾞﾔ

7 2928 栗原　颯大(1) 日大習志野高 7 0 星野　和也(1) 銚子高
ﾅｶﾔﾏ ﾘｵ ｵｵｲ ｺｳﾖｳ

8 2026 中山　理生(4) 順大 8 586 大井　皇鷹(1) 市原八幡高

11組 (風:     ) 12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
ﾐﾉﾜ　ﾐﾂｷ ﾀﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ

2 3207 箕輪　光喜(2) 麻生高 2 209 多本　史彦 千葉陸協
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ ｿﾝ ｽﾎ

3 3936 佐藤　遥輝(2) ちはら台南中 3 1442 成　洙虎(1) 千葉英和高
ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ ﾋﾗｲ ﾐﾂｷ

4 2896 田中　穂(1) 鎌ケ谷西高 4 2330 平井　光軌(1) 鎌ケ谷西高
ｳﾀﾞ ｺｳｷ ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

5 1421 宇田　光輝(1) 千葉英和高 5 6538 齊藤　崇大(1) 四街道西中
ｽｶﾞﾔ ｱﾚﾝ ﾊﾅｼﾏ ﾋﾛｱｷ

6 3635 菅谷　アレン(2) 市立柏高 6 8755 花島　宏彰(2) 若松中
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ ｽｴﾖｼ ﾋﾛｷ

7 1888 土屋　裕太(2) 千葉経大附高 7 2434 末吉　浩樹 国武大ＡＣ
ｾｷﾊﾗ ﾐｽﾞｷ ｺﾊﾞﾅ ﾕｳﾀ

8 7570 関原　瑞生(1) ちはら台南中 8 3952 小塙　悠太(2) ちはら台南中

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：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

13組 (風:     ) 14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
ｲｼｲ ﾕｳﾄ ﾖﾂﾔ ﾘｸ

2 1231 石井　雄斗(2) 秀明八千代高 2 2897 四谷　莉久(1) 鎌ケ谷西高
ｻﾄｳ ﾄｼﾐﾁ ｻﾒｼﾏ ｺｳｾｲ

3 2907 佐藤　健訓(2) 四街道西中 3 3940 鮫島　幸世(2) ちはら台南中

ﾀｶﾏﾂ ｹﾝﾄ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ

4 6534 高松　拳土(1) 四街道西中 4 3647 鈴木　裕哉(1) 市立柏高
ｻｻｷ ｱﾔﾄ ｶﾔﾊﾞ ｼｭﾝﾔ

5 3513 佐々木　綾人(1) 若松中 5 2901 萱場　俊耶(2) 四街道西中
ﾌｶﾔ ｶｲﾄ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ

6 2926 深谷　海渡(1) 日大習志野高 6 572 古川　裕規(1) 市原八幡高
ｺｸﾞﾚ ｺｳｷ ﾏﾝｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ

7 1892 小暮　光輝(2) 千葉経大附高 7 3515 万沢　修人(1) 若松中
ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾄ

8 1233 中川　佳裕(1) 秀明八千代高 8 7571 渡邉　敦斗(1) ちはら台南中

15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
ｾｲﾐﾔ ﾚﾝ

2 3516 清宮　蓮(1) 若松中 2
ﾂﾙﾏｷ ｶｽﾞﾃﾙ

3 3518 弦巻　和輝 one's 3
ﾀｲﾗ ﾊﾙ

4 7572 平良　陽琉(1) ちはら台南中 4
ﾌﾙｾ ﾅﾂｷ

5 3935 古瀬　夏希(2) ちはら台南中 5
ｶﾀｵｶ ﾋﾅﾀ

6 2546 片岡　日向 one's 6
ｳｴﾂｷ ﾀｸﾔ

7 3524 植月　琢也(1) 若松中 7
ﾂﾙｵｶ ﾐｽﾞｷ

8 7566 鶴岡　瑞己(1) ちはら台南中 8

記録 記録

記録



 男子200m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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
ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲｽｹ タカハシ　コウキ

1 3735 五十嵐　大典(2) 日体大柏高 1 939 高橋　光希(2) 東京学館
ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ サエキ　イツキ

2 2150 中田　英駿(1) 順大 2 937 佐伯　樹(2) 東京学館
グレゴリー セドリックデノン ｳﾒﾀﾞ ﾖｼﾏｻ

3 2140 グレゴリー セドリックデノン(1) 順大 3 1002 梅田　佳成(3) 千葉黎明高
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ ﾖｼﾊｼ ﾓﾄﾌｻ

4 2155 松田　太一(1) 順大 4 1016 吉橋　孝維(1) 千葉黎明高
ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

5 2146 高橋　侃矢(1) 順大 5 2133 山口　大我(2) 順大
ﾑﾛﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ ｵﾘﾊﾗ ﾀｸﾏ

6 2083 室橋　健太郎(3) 順大 6 2545 折原 巧真 one's
ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｷ ミカド　ヒロシ

7 1004 今野　大生(2) 千葉黎明高 7 1729 三門　泰史 SPARK
ｲﾉｳｴ ｼｭｳﾀﾛｳ ﾜｶｽｷﾞ ｱｽｶ

8 3632 井上　周太郎(2) 市立柏高 8 3494 若杉　飛鳥(2) 千葉大

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
ｶﾗｳｼ ｾﾅ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾔ

2 1011 唐牛　星南(2) 千葉黎明高 2 2358 仲澤祐哉 柏市消防局
ｲﾜﾓﾄ ﾊﾔﾄ ｺﾞﾄｳ ﾙｷｱ

3 1230 岩本　隼(2) 秀明八千代高 3 2586 後藤　瑠綺亜(1) 千葉北高
ｳｷｽ ﾘｵﾝ ｺｲﾃﾞ ﾘｸ

4 998 浮須　凛音(1) 千葉黎明高 4 2629 小出　陸(1) 千葉北高
ｻﾄｳ　ﾄﾓﾔ ｺﾞﾍﾞ ﾀｸﾐ

5 20948 佐藤　智哉 ワールウインドAC 5 0 五邉　拓己 サザンAC
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ ﾅｶﾔﾏ ﾘｵ

6 2587 髙橋　大城(1) 千葉北高 6 2026 中山　理生(4) 順大
ﾐﾂｼﾞ ﾄﾓﾔ ｻｶﾞﾜ ﾊﾙｷ

7 3949 三辻　友哉(2) ちはら台南中 7 1014 佐川　遥希(2) 千葉黎明高
タカヤマ　コウスケ ﾖｺｲﾅｲ ﾀｹﾙ

8 938 高山　幸翼(2) 東京学館 8 2648 横井内武瑠(1) 千葉北高

5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
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀ

2 1890 宮坂　悠太(2) 千葉経大附高 2
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｼﾞ

3 1832 村松　輝治(2) 犢橋高 3
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀ

4 517 髙山　佑太(1) 市原中央高 4
ｺﾝﾄﾞｳ　ﾀｸﾏ

5 3213 近藤　匠真(1) 麻生高 5
ｱｶﾊﾈ ｼｭｳﾀ

6 3648 赤羽　優太(1) 市立柏高 6
ｵｵﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

7 1887 大野　新太郎(2) 千葉経大附高 7
ｳﾁｻﾞﾜ ﾕｲﾄ

8 1891 内澤　結人(2) 千葉経大附高 8

記録 記録

記録 記録

記録



 男子400m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｸﾗﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ ｲﾅｻｶ ｹﾝﾀ

1 195 倉本　翼 みちるAC 1 813 稲阪　顕大(2) 成田国際高
ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ

2 2079 東　宏樹(3) 順大 2 994 高橋　歩夢(1) 千葉黎明高
ﾏﾝﾎﾞ ﾘｮｳﾏ ﾐﾌﾈ ﾀｲｼ

3 2247 満保　涼眞(2) 日大習志野高 3 3634 三舩　大志(2) 市立柏高
ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ オガワ　ユタカ

4 2145 白尾　悠祐(1) 順大 4 941 小川　悠隆(2) 東京学館
ｲｼｲ ﾀﾞｲｷ ｼｮｳﾀﾞ ｿﾗ

5 3736 石井　大己(2) 日体大柏高 5 495 庄田　空良(2) 国武大
ｵｵﾅﾗﾘｭｳｷ ﾎﾘｺｼ　ﾀｸﾔ

6 5155 大楢龍輝(3) 利根中 6 3265 堀越　拓哉 FORZA
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾔ

7 3737 小林　将大(2) 日体大柏高 7 2043 飯塚　拓也(3) 順大
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾖﾘﾑﾈ ﾕｳﾀ

8 3749 佐藤　翔太朗(1) 日体大柏高 8 263 寄宗　優太(2) 安房高

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

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ

1 2918 中島　虹太(1) 日大習志野高 1 3944 中村　太一(2) ちはら台南中

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾋﾞｷ わたなべ　きょう

2 515 遠藤　響(1) 市原中央高 2 2978 渡辺　興(2) 市川南高
ｻｷﾞｼﾏ ﾂﾖｼ ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾏ

3 502 鷺嶋  剛 千葉陸協 3 536 木村　和馬(1) 市原八幡高
ｱｵｷ ｼｮｳﾏ ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

4 2539 青木　聖真 one's 4 2336 伊藤　隆之介(2) 白井高
タカハシ　ユウスケ ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ

5 5792 高橋　佑輔(4) 千葉大 5 2547 河村　拓海 one's
ﾑﾗﾀ ﾖｼｱｷ ﾏｶﾍﾞﾕｳﾔ

6 683 村田　芳章(2) 銚子高 6 3645 真壁　雄也(1) 市立柏高
ｱﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾄ

7 2588 阿部　虎之介(1) 千葉北高 7 3646 山﨑　明人(1) 市立柏高
ｸﾎﾞﾀ ﾂﾖｼ ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

8 2246 久保田　剛志(2) 日大習志野高 8 3302 坂本　千真(2) 鹿島高

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
ｼﾞﾝﾊﾞ ｶｽﾞｷ

2 53 神場　一輝 ＣＤＦＴ＆ＦＣ 2
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

3 3518 吉田　響(1) 若松中 3
ｵｵｼﾏ ﾕｷﾊﾙ

4 3957 大島　悠喜春(1) 市立柏高 4
ｽｷﾞﾑﾗ　ｼｭｳｽｹ

5 3214 杉村　脩輔(1) 麻生高 5
ｳｴｸｻ ｼｭｳ

6 8758 植草　修(2) 若松中 6
ｱｷﾊﾞ ﾚﾝ

7 2338 秋葉　蓮(1) 白井高 7
ﾊﾔｼ ﾀｲｶﾞ

8 557 林　大河(1) 市原中央高 8

記録 記録

記録 記録

記録



 男子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ｳﾉｻﾞﾜ ｺｳｷ ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ

1 2219 宇野澤　光輝(3) 国士大 1 498 小島　一輝(2) 国武大
ｼｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ ﾀｸﾞﾁﾕｳｷ

2 2101 塩田　哲平(2) 順大 2 114 田口　祐貴 静岡陸協
ﾑﾗｼﾏ ﾀｸﾐ ｲﾄｳ ﾕｳﾀ

3 0 村島　匠 福井県スポーツ協会 3 3906 伊藤　優太(2) 平国大
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾍｲ ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ

4 149 柴田　隆平(2) 東洋大 4 2124 三上　椋平(2) 順大
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ

5 150 齋藤　和希(2) 東洋大 5 2079 東　宏樹(3) 順大
ﾏｴﾉｿﾉ ｹｲﾀ ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

6 152 前之園　啓太(2) 東洋大 6 2104 鈴木　顕人(2) 順大
ｵｵｷ ﾏﾅﾌﾞ ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ

7 3288 大木　学 茨城陸協 7 5256 吉村　佳祐(1) 順大院
ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ

8 1561 櫻井　大介 東京陸協 8 1296 安藤　慎悟(2) 筑波大
ｻｲﾄｳ　ｶｽﾞｷ ｲﾄｲ ｹｲ

9 4029 斉藤　和希 東京都庁 9 1860 糸井　奎 FTC

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

ﾓﾘ ﾏｻｷ ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ

1 5799 森　真希(1) 千葉大 1 1013 土屋　佑太(2) 千葉黎明高
ｲﾏｴ ﾕｳﾄ ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ

2 3511 今江　勇人(3) 千葉大 2 1007 藤田　敦史(2) 千葉黎明高
ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂﾀ

3 3506 木村　彰吾(2) 千葉大 3 6101 水野　哲太 Jクラブ
ｵｵｷ ｼｭﾝﾔ ﾀｹｲ ﾕｳﾔ

4 858 大木　俊哉 FTC 4 4 武居　裕也 千葉陸協
ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ニイツ　ハヤト

5 4645 武田　総一郎(3) 成城大 5 945 新津　勇人(2) 東京学館
ｵｱﾅ ｴｲｷ ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

6 5233 小穴　英気(1) 順大 6 2011 佐藤　孝太朗(4) 順大
ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾉﾘ

7 2025 小川　恭平(3) 順大医 7 5246 竹内　辰徳(1) 順大
ﾌｼﾞﾐ ﾏﾅﾄ ｲｽﾞﾐ ｱｽｶ

8 1834 藤見　真波人(1) 犢橋高 8 5498 和泉　飛鳥(1) 東学大
ｲﾁﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ ｶｾ ﾘｮｳﾄ

9 3803 市原　弘康(3) YGU.A.C 9 686 加瀬　凌斗(1) 銚子高

5組 6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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ ﾔｺﾞｳ ﾘｮｳ

1 999 小林　侑生(1) 千葉黎明高 1 2933 矢合　涼(1) 日大習志野高

ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ ﾀﾏｵｷ ｹﾝﾄ

2 268 小澤　涼馬(1) 安房高 2 2921 玉置　健登(1) 日大習志野高

ｵﾉｳｴ ｺｳｷ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾑ

3 2248 尾上　航輝(2) 日大習志野高 3 7569 谷口　博睦(1) ちはら台南中

ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾀ ﾅﾘﾀ ﾅｵｷ

4 2171 澁谷　優太(2) 船橋北高 4 8760 成田　直生(2) 若松中
ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ ｵｵﾜ　ｹﾝﾀ

5 682 小島　直輝(2) 銚子高 5 3202 大輪　健太(2) 麻生高
ｺﾀﾞｶ ｹﾝ ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾑ

6 819 小高  けん(1) 成田国際高 6 2593 池田　大夢(1) 千葉北高
イオカ　アキヨシ ｱｻｸﾗ ｾｲﾔ

7 950 井岡　映佳(1) 東京学館 7 419 浅倉　聖也(2) 東金高
ﾆｼｳﾗ ﾕｳｷ ﾊｶﾀ ｿｳ

8 1221 西浦　佑紀(2) 千葉英和高 8 8280 羽片　創(1) 東医歯大
ｸﾘﾊﾗ ﾌﾐﾄ

9 1232 栗原　文斗(2) 秀明八千代高 9

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

7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

ﾌｸｼﾞｭ ﾘｮｳﾀ

1 2902 福寿　亮太(2) 四街道西中 1
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀﾞｲ

2 2905 宮﨑　稜大(2) 四街道西中 2
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ

3 681 鈴木　大輝(2) 銚子高 3
ウノディ･ムーン

4 425 ウノディ・ムーン(1) 東金高 4
ｶﾜﾑﾗ ﾚｵﾝ

5 2927 河村　伶音(1) 日大習志野高 5
ﾙｽ ﾏｻﾑﾈ

6 1015 留守　利宗(2) 千葉黎明高 6
ﾈﾓﾄ ｹﾞﾝﾒｲ

7 3519 根本　源命(1) 若松中 7
ｶﾐﾑﾗ ﾊﾙ

8 3525 上村　遥(1) 若松中 8

9

記録

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

ナンバー

記録

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

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

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ｲﾀｸﾗ ｶﾂｷ ﾊﾔｶﾜ ﾀﾀﾞﾀｶ

1 7565 板倉　克樹(2) ちはら台南中 1 3024 早川　忠孝 さいたま市陸協

ﾓﾘ ｼｭﾝｷ ｲﾉﾘ ﾏｺﾄ

2 7567 森　俊稀(1) ちはら台南中 2 2973 ?　誠人(1) 日大習志野高

ｱｻｸﾗ ﾖﾘﾋﾄ ｶｻｶﾞﾜ ｹｲﾀﾛｳ

3 513 朝倉　麗仁(1) 市原中央高 3 2920 笠川　慶太郎(1) 日大習志野高

ｵﾇｷ ｼｮｳ ｵﾉｻﾞﾜ ﾚﾝ

4 516 小貫　翔(1) 市原中央高 4 2900 小野澤　練(2) 四街道西中
ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾞﾝｼﾛｳ

5 3528 吉田　燿隼(1) 若松中 5 2899 渡邉　文四郎(2) 四街道西中
ｲｼｶﾜ ｶｲ ﾀｷ ｿｳﾀ

6 3514 石川　快(1) 若松中 6 3517 滝　颯太 one's
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｾ ｻｲﾄｳ ﾚｱﾗ

7 3521 吉田　優世(1) 若松中 7 3529 齋藤　玲亜良(1) 若松中
ｲｲｼﾞﾏ ｺｳﾀ ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ

8 3517 飯嶋　功大(1) 若松中 8 681 鈴木　大輝(2) 銚子高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾜ ｸﾙｽ ﾐｽﾞｷ

9 6589 山口　十輪(1) 四街道西中 9 685 来栖　瑞希(1) 銚子高
ﾏｷﾉ ﾕｳﾔ ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ

10 6571 牧野　友哉(1) 四街道西中 10 537 佐藤　光一郎(1) 市原八幡高
ｸﾏｻﾞﾜ ｲﾂｷ ｱﾒﾐﾔ ﾅｵｷ

11 2589 熊澤　樹(1) 千葉北高 11 2173 アメミヤ　直輝(1) 船橋北高
ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾄ ﾖｺﾔﾏ　ﾋﾛﾄ

12 2613 中西　奏人(1) 千葉経大附高 12 3220 横山　大翔(1) 麻生高
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾄｵﾔﾏ ﾊﾙｷ

13 1443 山田　響(1) 千葉英和高 13 1381 遠山　遥葵(1) 成田国際高
ｺｳﾀﾞ ｱｵｲ ｲｼｲ ﾀﾂﾔ

14 1419 香田　碧海(1) 千葉英和高 14 1382 石井　達也(1) 成田国際高
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ ｾﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ

15 1426 中村　文也(1) 千葉英和高 15 427 瀬戸　龍之介(1) 東金高
ｵｵﾀﾆ ﾅｵﾔ

16 2915 大谷　治弥(1) 日大習志野高

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

ｻｻｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄ サトウ　リヒト

1 2243 笹川　一翔(2) 日大習志野高 1 949 佐藤　理仁(1) 東京学館
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｵ イナバ　ゲン

2 2917 松本　健生(1) 日大習志野高 2 948 稲葉　源(1) 東京学館
ﾀｼﾞﾏ　ﾏｻﾋﾛ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾄ

3 3338 田島　雅大(1) 鹿島高 3 3943 濱口　泰斗(2) ちはら台南中

ｵｵﾂｶ　ｹｲﾖｳ ﾅｶﾉ ﾋﾛｱｷ

4 3211 大塚　啓洋(1) 麻生高 4 114 中野　正貴 ＮＴＣ
ﾈﾓﾄ　ﾕｳｷ ｵｵﾀｵ ｼｭｳｽｹ

5 3204 根本　優輝(2) 麻生高 5 1831 大峠　秀介(2) 犢橋高
ﾕｷﾀ ﾌｳﾄ ｲﾜﾀ ﾕｳｷ

6 2591 雪田　楓斗(1) 千葉北高 6 2542 岩田 悠希 one's
ｺﾏﾂﾔﾏ ﾀｲｾｲ ｼﾊﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ

7 2584 小松山　泰生(1) 千葉北高 7 3504 芝原　健悟(3) 千葉大
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ ﾅｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

8 1445 松下　祐也(1) 千葉英和高 8 3491 仲田　燎平(4) 千葉大
ｵｵﾉ ｼｭｳﾔ ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

9 2544 大野　修也 one's 9 3486 山田　純平(4) 千葉大
ﾄｳﾍｲ ｼﾝﾉｽｹ ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ

10 1424 藤平　真ノ介 GAZELLE 10 31943 西村　茂(3) 流大
ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ

11 106 小川　優輝(2) 市原中央高 11 0 池田　直樹 空自熊谷
ｲｶﾞﾗｼ ﾄｳｺﾞ ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ

12 812 五十嵐　純護(2) 成田国際高 12 5256 吉村　佳祐(1) 順大院
ﾃﾗｼﾏ ﾀﾞｲﾁ ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ

13 3499 寺嶋　大地(2) 千葉大 13 2025 小川　恭平(3) 順大医
ｼﾀﾗ ﾀｹﾋﾛ ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ

14 3527 設楽　岳宏(2) 千葉大 14 2079 東　宏樹(3) 順大
ｲｼｲ ｼｮｳﾀ

15 3518 石井　翔太(2) 千葉大

記録 記録

記録 記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5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

ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ

1 3908 佐藤　駿也(2) 平国大 1
ﾀｶﾀﾞ　ﾀｲﾁ

2 3886 高田　太一(3) 平国大 2
ｶｻﾞﾄﾋﾛｷ

3 462 風戸　啓希 東京海上 3
ﾆｼｵﾌﾞﾝｺﾞ

4 738 西尾　文吾(2) 名古屋大院 4
ﾅｶﾉ ﾋﾛｱｷ

5 115 中野　弘章 ＮＴＣ 5
ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ

6 2588 青栁　良英(1) 横国大院 6
ｲﾑｷ ｼﾝﾀﾛｳ

7 673 井向　晋太郎 NECネッツエスアイ 7
ｶﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

8 3531 鎌田　晃輔(4) 千葉大 8
マツウラ ナオヒコ

9 2902 松浦　直彦(2) 学習院大
ｶﾈｺ ﾏｻﾔ

10 388 金子　雅也(1) 静岡大院
ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｸﾋｻ

11 1514 中島　福尚(3) 東学大
ｽｽﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ

12 1496 鈴村　公輔(4) 東学大
ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾕｳﾔ

13 407 泉田　湧哉(4) 新潟医療福祉大

ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾔ

14 674 田口　雅也 上尾市陸協
ﾊﾞﾊﾞ ｽﾀﾝｹｲ

15 2028 馬場スタン恵(4) 順大
ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

16 2151 根本　大輝(1) 順大
ｱｻｳﾐ ﾕｳﾀ

17 31946 浅海　雄太(2) 流大

記録

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

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3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｻｻｷ ﾑﾀ

1 7573 笹木　夢太(1) ちはら台南中 1
ﾐﾔﾓﾄ ｿｳﾀ

2 3336 宮本　壮太(1) 鹿島高 2
ﾆｼｳﾁ ｺｳｶﾞ

3 3313 西内　光河(1) 鹿島高 3
ｵｵﾇﾏ ｺｳﾀｶ

4 3301 大沼　亨尭(2) 鹿島高 4
ｺﾀﾞﾏ   ﾋﾃﾞｷ

5 244 小玉　英樹 三井化学 5
ｷｼﾓﾄ ｱｷﾋｺ

6 2908 岸本　顯彦(2) 四街道西中 6
ｸﾙｽ　ﾐｽﾞｷ

7 685 来栖　瑞希(1) 銚子高 7
ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄｼ

8 1008 五十嵐　聡 松戸市陸協 8
キクチ　キョウタ

9 12728 菊地　恭太(2) 横浜陸協
ｵﾉ ﾄｵﾙ

10 107130921 小野　透(3) 戸田中
イワサキ  ヨウ

11 1371 岩崎 陽生(3) 函南中  
ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾀ

12 1060 都築　優太(1) 大宮東高
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ

13 1065 山﨑　将太(1) 大宮東高
ﾌｸｼ ﾕｳﾀ

14 997 福士　雄大(2) 大宮東高
ﾔﾏｻﾞﾜ ﾀｲﾁ

15 1035 山澤　大地(3) 大宮東高
ｶﾐﾁｶ ﾕｳﾔ

16 1021 神近　侑弥(1) 大宮東高
ﾅｶﾔﾏ ﾘｸ

17 1036 中山　莉玖(3) 大宮東高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾗｼ

18 976 渡辺　嵐士(3) 大宮東高
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

19 1001 山本　純平(2) 大宮東高
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

20 1052 橋本　琉星(1) 大宮東高
ﾑﾅｶﾀ ﾘｭｳｾｲ

21 1061 宗像　龍正(1) 大宮東高
ﾔﾏｻﾞﾜ ｺｳｷ

22 1027 山澤　晃樹(1) 大宮東高

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：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ｺﾝﾄﾞｳ ｲﾌﾞｷ ｺﾝﾉ ﾋﾋﾞｷ

1 3304 近藤　惟吹(2) 鹿島高 1 5622 紺野　響生(1) 平国大
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ ｸﾒﾓﾄ ｶｲﾄ

2 3323 今泉　祐哉(3) 鹿島高 2 1048 久米本　海斗(2) 大宮東高
ｲﾄｳ ﾀｽｷ ｲｼｲ ﾀｸﾄ

3 1285 伊藤　侑樹(1) 実籾高 3 1053 石井　卓斗(1) 大宮東高
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾝﾀ ﾀｹｻﾞﾜ ﾚﾝ

4 1286 今泉　幹太(1) 実籾高 4 1038 竹澤　蓮(3) 大宮東高
ﾋﾗｲ ｼｮｳｽｹ ナガノ　トモヤ

5 2244 平井　翔介(2) 日大習志野高 5 946 永野　智也(2) 東京学館
ﾌﾙｼﾛ ﾋﾅﾀ ﾐｶﾐ ﾜﾀﾙ

6 2701 古城　陽太(1) 千葉経大附高 6 31961 三上　航(2) 流大
ｸﾄﾞｳ　ﾄｸﾏ ﾁﾘｷﾞﾘ ｲﾂｷ

7 3203 工藤　徳真(2) 麻生高 7 31975 芥切　樹(1) 流大
ｱｷﾎ ﾄｵﾙ ﾌｸﾄﾐ ｴﾝﾀﾛｳ

8 516 秋保　通 千葉陸協 8 31979 福冨　園太郎(1) 流大
ﾊﾗ ﾅｵｷ ﾀｶﾞｼﾗ ｿｳﾏ

9 1218 原　直希(2) 千葉英和高 9 31939 田頭　操真(3) 流大
ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ ｲﾁﾉｾ ﾘｮｳﾀ

10 1220 田中　翔吾(2) 千葉英和高 10 31966 一ノ瀬　涼太(1) 流大
ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ｺﾐﾔ ﾅｵｷ

11 3025 小田　一馬 愛知県庁クラブ 11 31952 古宮　直樹(2) 流大
ｻｶｲ ﾀｸﾏ ｼﾝ ｺｳﾀﾞｲ

12 1047 酒井　拓磨 江東陸協 12 31956 新　昂大(2) 流大
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ　 ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ

13 1690  斎藤 良介 東京地下鉄 13 31927 田邊　勇人(4) 流大
ｸﾞﾝｼﾞ ｺｳﾍｲ ﾐﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

14 0 郡司　康平 茨城陸協 14 31944 三輪　雄大(3) 流大
ｲｼｶﾜ ﾋｶﾘ ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ

15 1054 石川　光里(1) 大宮東高 15 31953 齋藤　昂大(2) 流大
ﾋﾗｲﾜ ｶｽﾞﾏ ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｷﾄｼ

16 1039 平岩　一馬(3) 大宮東高 16 31963 水谷　彰利(2) 流大
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾗﾀ ｷﾑﾗ ﾄﾜ

17 1037 山口　新太(3) 大宮東高 17 31969 木村　永遠(1) 流大
ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ ﾏﾐﾔ　ﾖｼﾏｻ

18 1059 小島　潤也(1) 大宮東高 18 652 間宮　義雅(1) 利府高
フジタ　ケイタ ｲｼﾄﾞｳ　ｿﾗ

19 1991 藤田　圭太 東京陸協 19 643 石堂　爽空(2) 利府高
ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ　 ﾀｶﾊｼ ｶｲ

20 5600 石澤 優喜(1) 流経大 20 654 高橋　海(1) 利府高
ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ ﾖｼﾀﾞ　ﾕﾗ

21 31976 出口　晃平(1) 流大 21 648 吉田　悠良(2) 利府高
ﾌﾙｶﾜ ﾀｲﾁ ｷﾑﾗ ﾏｻﾄ

22 31980 古川　太一(1) 流大 22 636 木村　真智(3) 利府高
ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ

23 5796 遠藤　壮汰(1) 千葉大 23 5254 吉田　尚矢(1) 順大
ﾖｺﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾔ ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ

24 5252 横堀　凌也(1) 順大 24 5251 村上　陸人(1) 順大
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ

25 5239 近藤　悠大(1) 順大 25 5250 的場　亮太(1) 順大
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ ﾆｲﾁ ﾀﾞｲﾁ

26 5244 高野　寛之(1) 順大 26 5248 新津　大地(1) 順大
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳ ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ

27 2051 大場　遼(3) 順大 27 5234 蔭山　和敬(1) 順大
ﾖｺｼﾏ ﾀｲｶﾞ

28 2085 横島　大河(3) 順大
ﾋﾄﾐ ﾀｶﾕｷ

29 2153 人見　隆之(1) 順大

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ﾑﾗﾏﾂﾏｻﾄ ｸﾄﾞｳ ﾀｲｶﾞ

1 3348 村松　壮人 埼玉陸協 1 94 工藤　大河 千葉陸協
ﾅﾂﾒ ｶｹﾙ ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾞｲ

2 3890 夏目　翔(3) 平国大 2 51305 村上　航大(3) 札幌山の手高

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ ｶﾂｳﾗ ｺﾀﾛｳ

3 3912 橋本　勇次(2) 平国大 3 51301 勝浦　小太郎(3) 札幌山の手高

ﾕｲ ｺｳｷ ｼﾐｽﾞｶﾞﾐ ﾏｺﾄ

4 5627 油井　宏喜(1) 平国大 4 51306 清水上　諒(3) 札幌山の手高

ｳｼﾞﾊﾗ　ｶﾂﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾔ

5 3904 氏原　克仁(2) 平国大 5 4867 渡邉　紘也(4) 麗澤大
ﾎｼ　ﾘｭｳｼﾞ ｾｵ ｶｽﾞｷ

6 3913 星　隆次(2) 平国大 6 4871 瀬尾　和輝(3) 麗澤大
クシノ コウスケ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ

7 1800 櫛野    公資 神奈川陸協 7 4885 山本　将輝(2) 麗澤大
ｻｻｷ ｶｲ ｵｵﾉ ﾋﾛｷ

8 4731 佐々木　海(2) 一橋大 8 4887 大野　裕貴(1) 麗澤大
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｿﾝ

9 635 髙橋　悠斗(3) 利府高 9 4890 柴田　太尊(1) 麗澤大
ﾂｼﾞ ﾀｸﾐ ﾂｶﾀﾆ ﾉｿﾞﾑ

10 31958 辻　卓史(2) 流大 10 4891 塚谷　希(1) 麗澤大
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ ﾔﾏｶﾜ ﾀｲﾁ

11 31960 松澤　竜志(2) 流大 11 4893 山川　太一(1) 麗澤大
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｸﾛｳ

12 31964 吉田　将基(2) 流大 12 31951 梶山　拓郎(2) 流大
ﾀｷﾀﾆ ｶｲﾄ ｷﾑﾗ ｲｯｾｲ

13 31940 瀧谷　海斗(3) 流大 13 31936 木村　壱正(3) 流大
ｵｵﾊﾞ ﾏﾋﾛ ﾅｶﾊﾗ ﾘｸﾄ

14 31967 大場　麻央(1) 流大 14 31941 中原　陸斗(3) 流大
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ ﾀｹｶﾞﾐ ｾﾅ

15 31981 松澤　朗宏(1) 流大 15 31974 竹上　世那(1) 流大
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ

16 763 斉藤　雄基 さいたま市陸協 16 31943 西村　茂(3) 流大
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ｼｵﾀﾞ ﾀｸﾐ

17 5460 薛　玄太郎(3) 筑波大 17 3227 塩田　匠(4) 東工大
ｱｻｳﾐ ﾕｳﾀ ﾀｹｻﾞﾜ ｿｳﾀ

18 31946 浅海　雄太(2) 流大 18 4984 竹澤　想大(4) 北里大
ｲｹｶﾞﾐ ｹﾝﾀ ヤマダ　ユウキ

19 31947 池上　健太(2) 流大 19 1373 山田　雄喜 コモディイイダAC

ﾆｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ

20 31959 西田　楓(2) 流大 20 54535 藤本　竜(3) 北海道栄高
ﾐｽﾞｶﾞｷ ﾀｹﾋﾛ ｶﾜﾊﾗ ｲﾂｷ

21 31962 水柿　岳大(2) 流大 21 54528 川原　樹(3) 北海道栄高
ｲｼﾄﾞ ﾋﾛﾑ ｸﾄﾞｳ ﾘｾｲ

22 2086 石戸　大夢(2) 順大 22 54505 工藤　吏晟(2) 北海道栄高
ｼﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ ｵﾉ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

23 5242 進藤　魁人(1) 順大 23 54503 小野　隆一朗(2) 北海道栄高
ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾔﾉ ﾅｵｷ

24 2125 宮田　諄一(2) 順大 24 2132 矢野　直幹(2) 順大
ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ

25 2034 宮島　幸太郎(4) 順大 25 2136 岩嵜　友也(1) 順大
ｶｻｲ　ﾀｶﾋﾛ ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ

26 2003 笠井　孝洋(4) 順大 26 2053 香月　翔太(3) 順大
ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ ﾓﾘ ﾕｳﾀ

27 2023 續木　悠也(4) 順大 27 2084 森　優太(3) 順大
ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

28 2149 出口　航輝(1) 順大 28 2119 原田　宗広(2) 順大
ﾏﾂｵ ﾘｸ

29 2154 松尾　陸(1) 順大
ﾔﾏﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ

30 2039 山脇　洸乃(4) 順大
ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

31 2122 前田　智広(2) 順大
ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

32 2130 森下　舜也(2) 順大

33 5253 吉井　道歩(1) 順大

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5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

ｵｵﾀ ﾗｲｷ

1 4861 太田　来紀(4) 麗澤大 1
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝ

2 4860 市川　駿(4) 麗澤大 2
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾝﾀ

3 4864 西澤　健太(4) 麗澤大 3
ﾑﾗｾ ﾖｼｷ

4 4865 村瀬　佳樹(4) 麗澤大 4
ｶﾜｳﾁ ｺｳﾀ

5 4868 河内　宏太(3) 麗澤大 5
ｶﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

6 4876 加藤　立誠(2) 麗澤大 6
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ

7 4778 小林　琢人(2) 麗澤大 7
ｽｷﾞﾎ ｺｳﾀ

8 4879 杉保　滉太(2) 麗澤大 8
ﾖｼﾂﾙ ﾐﾉﾙ

9 4866 吉鶴　実(4) 麗澤大
ｸﾆｶﾜ ﾔｽｱｷ

10 4870 国川　恭朗(3) 麗澤大
ﾐﾔﾀ ﾘｮｳ

11 4874 宮田　僚(3) 麗澤大
ｳｴﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

12 4875 植田　陽平(2) 麗澤大
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾏ

13 4880 竹内　奨真(2) 麗澤大
ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶｼ

14 4881 難波　天(2) 麗澤大
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾗﾀ

15 4882 萩原　新(2) 麗澤大
ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓｷ

16 4883 早川　朋輝(2) 麗澤大
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ

17 4884 水野　優希(2) 麗澤大
ｼｲﾉ ｼｭﾗ

18 4889 椎野　修羅(1) 麗澤大
ｷﾀﾞ  ﾀｶﾋﾛ

19 1383 木田　貴大 コモディイイダ

ｸﾛダ  ﾕｳｷ

20 1369 黒田　雄紀 コモディイイダ

ﾀｶﾊｼ 　ﾐﾂｱｷ

21 1388 高橋　光晃 コモディイイダ

ｻﾄｳ 　ﾃﾙｱｷ

22 1385 佐藤　晃章 コモディイイダ

ﾐﾔﾓﾄ  ｶｲ

23 1365 宮本　甲斐 コモディイイダ

ｸﾛｶﾜ  ｶｽﾞｷ

24 1374 黒河　一輝 コモディイイダ

ｺﾞﾛｳﾀﾆ 　ｼｭﾝ

25 1384 五郎谷　俊 コモディイイダ

ﾌｼﾞｻｷ ｼﾝｺﾞ

26 31929 藤崎　真伍(4) 流大
ｺﾝﾅﾐ ｱｷﾗ

27 0 近並　郷 愛知陸協
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ

28 1054 丸山　竜也 松戸市陸協
ﾊﾞﾊﾞ ｽﾀﾝｹｲ

29 2028 馬場スタン恵(4) 順大
ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

30 2002 江口　智耶(4) 順大
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

31 2117 野口　雄大(2) 順大

32 2142 笹谷　亮太(1) 順大

33 2137 榎本　大倭(1) 順大
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾞｲ

34 2103 清水　颯大(2) 順大

記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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

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10000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾉｳﾐ ﾀｶﾋﾛ ｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

1 8240 能見　隆弘 NINE TOCHIGI TC 1 31937 島　龍之介(3) 流大
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ ｵｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ

2 4514 中村航志朗(3) 千葉工大 2 31950 岡島　慶典(2) 流大
ｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ ｼﾌﾞｴ ｶｲﾄ

3 4486 伊藤　俊太(2) 高経大 3 31954 渋江　海斗(2) 流大
ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ ｼﾓｿﾞﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ

4 3245 河本　陸(2) 東工大院 4 31955 下園　伸一郎(2) 流大
ﾅﾗ ﾕｳﾄ ｵﾉ ﾕｳﾄ

5 3232 奈良　悠冬(4) 東工大 5 31968 小野　悠人(1) 流大
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ ｸﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ

6 3206 吉田　啓一郎(3) 東工大 6 31970 熊田　翔太(1) 流大
ｱｶﾞﾜ ﾖｳ ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾔ

7 3192 阿川　陽(3) 東工大 7 31973 高橋　登也(1) 流大
ﾐﾔｼﾀ ﾖﾘﾄ

8 31983 宮下　資大(1) 流大
ﾖｺﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ

9 31984 横森　駿介(1) 流大
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

10 2440 山本　大貴(4) 中央学院大
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾔ

11 2446 五十嵐　拓也(4) 中央学院大
ﾀﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

12 2447 玉澤　良太(4) 中央学院大
ｶﾅｲ ﾕｳｽｹ

13 2454 金井　優介(3) 中央学院大
ｼﾛﾀ ﾜﾀﾙ

14 2455 城田　航(3) 中央学院大
ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾛｳ

15 2461 杉山　拓郎(3) 中央学院大
ｵｵﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ

16 2463 大津　吉信(3) 中央学院大
ｲﾄｲ ﾊﾙｷ

17 2475 糸井　春輝(1) 中央学院大
ｻｶﾀ ﾊﾔﾄ 

18 2479 坂田　隼人(1) 中央学院大
ﾅｶﾉ ﾊﾔﾄ

19 2480 中野　駿斗(1) 中央学院大
ﾋﾛﾅｶ ﾀｸﾏ

20 2483 廣中　拓磨(1) 中央学院大
ｶﾜｻｷ ｺｳﾍｲ

21 2466 川崎　耕平(2) 中央学院大
ﾊﾞﾊﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

22 2485 馬場　竜之介(1) 中央学院大
ﾅｶﾈ ｼｮｳﾔ

23 31977 中根　翔也(1) 流大
ｷｸﾁ ｶｲﾄ

24 31934 菊地　海斗(3) 流大
ｲｼｲ ﾄｳｼ

25 31965 石井　闘志(1) 流大
ﾋﾛ ﾖｼｷ

26 2432 廣　佳樹(4) 中央学院大
ﾌｸｵｶ ｶｲﾄ

27 2438 福岡　海統(4) 中央学院大
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ

28 2460 藤井　雄大(3) 中央学院大
ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾅｶ

29 2484 川崎　博貴(1) 中央学院大
ｸﾘﾊﾗ ｹｲｺﾞ

30 2473 栗原　啓吾(1) 中央学院大
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ

31 2477 吉田　光汰(1) 中央学院大
ｶｾ ｿｳｲﾁﾛｳ

32 2478 加瀬　蒼一郎(1) 中央学院大
ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾂﾔ

33 2481 青柳　達也(1) 中央学院大
ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ

34 2038 山田　航(4) 順大

記録 記録



 男子10000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ

35 2068 高林　遼哉(3) 順大
ｲﾉｳｴ ｺｳﾒｲ

36 2088 井上　昂明(2) 順大
ｳﾁﾔﾏ　ﾏｻｼ

37 2091 内山　将志(2) 順大
ﾏｻｺﾞ　ﾊﾙｷ

38 2123 真砂　春希(2) 順大
ﾂﾀﾞ ﾏｻｷ

39 2148 津田　将希(1) 順大
ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｭｳ

40 2024 永島　龍(4) 順大
ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ

41 2059 小畠　隆太郎(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

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

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：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2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
ﾔﾏｳﾁ ｶﾝﾀﾛｳ ﾜｶﾞﾂﾏ ﾋﾛ

3 1018 山内　寛太朗(1) 千葉黎明高 3 562 我妻　拓(1) 市原八幡高
ﾐﾖｼ ﾚﾝ ｼﾉﾂﾞﾞｶ ﾊﾙﾄ

4 2126 三好　蓮(2) 順大 4 110 篠塚　悠斗(2) 市原中央高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂｷ

5 2133 山口　大我(2) 順大 5 556 仲澤　樹希(1) 市原中央高
ｵｵｳﾗ ﾀﾂｷ ｸﾛｻﾜ ﾕｳﾏ

6 6165 大浦　竜城(1) 千商大 6 2250 黒澤　佑雅(2) 日大習志野高

ﾔﾏｶﾞ ﾁﾅﾂ ﾇﾏｻﾄ ｶｽﾞｷ

7 258 山賀　千夏(2) 安房高 7 2922 沼里　一輝(1) 日大習志野高

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400mH(0.914m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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
ﾔﾏﾓﾄ ﾂｶｻ ﾀｺﾞ ﾀｲﾖｳ

2 494 山本　司(3) 国武大 2 1830 多胡　太陽(2) 犢橋高
ﾑｶｲ ﾉﾌﾞﾕｷ ｻﾄｳ ｹｲ

3 1513 向井　頌之(4) 防衛医大 3 270 佐藤　圭(1) 安房高
ﾐﾖｼ ﾚﾝ ﾓﾘ ｿｳﾀﾞｲ

4 2126 三好　蓮(2) 順大 4 2129 森　壮大(2) 順大
ｶｼｳﾗ ｹﾝﾄ ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾔ

5 2096 樫浦　健人(2) 順大 5 2043 飯塚　拓也(3) 順大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾙ ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ

6 503 渡邊　成(3) 国武大 6 1006 林　拓海(2) 千葉黎明高
ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ ﾖｼﾊﾗ ﾕｳﾄ

7 501 高野　隼(3) 国武大 7 1833 吉原　悠人(2) 犢橋高
ｺﾔﾏ ｼｭﾝ ﾀﾙｲ ｼｭｳ

8 504 小山　諄(3) 国武大 8 3740 樽井　守生(2) 日体大柏高

3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
ﾂｼﾞｲ ﾊﾔﾄ

3 1729 辻井　隼人(2) 千葉北高 3
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

4 259 山田　悠介(2) 安房高 4
ｽｽﾞｷ ｱﾂﾄ

5 111 鈴木　淳斗(2) 市原中央高 5
ｶﾜﾊﾀ ｶｲ

6 4790 川畑　夏唯(4) 千商大 6
ｲﾉｳｴ　ﾘｮｳﾀ

7 2598 井上　涼太 柏市消防局 7
ﾋﾗﾉ ｾﾞﾝ

8 820 平野　漸(1) 成田国際高 8

記録 記録

記録



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｷﾓﾄ ﾖｼﾕｷ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

1 422 木本　義之 日立建機 1 6528 佐藤　優太(1) 立大
ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾄ

2 3312 佐藤　元(1) 鹿島高 2 3525 奥村　公登(4) 千葉大
ｳﾒﾊﾗ ﾅｵﾄ ｳﾉｻﾜ ｱﾂｼ

3 2919 梅原　尚都(1) 日大習志野高 3 2591 鵜之沢　敦志(4) 横国大
ｲｼｶﾜ ｶﾝﾀ アサダ　ユウマ

4 2923 石川　幹大(1) 日大習志野高 4 2907 麻田　悠馬(2) 学習院大
ﾀｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ ナカジマ　コウゾウ

5 6292 田崎　健太郎(1) 高経大 5 2893 中島　幸蔵(3) 学習院大
ツカモト　ショウタロウ ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ

6 942 塚本　章太郎(2) 東京学館 6 6490 森田 雄貴(1) 東理大
ミズノ ﾕｳﾄ ﾕｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

7 112 水野　友登 静岡パラ陸上 7 4470 湯川　友博(3) 高経大
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ ｲﾘﾉ ｼｮｳﾀ

8 5362 藤原　大覚(1) 国武大 8 1508 入野　翔太(3) 東京学芸大
コバヤシ　ケイヤ ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ

9 60 小林　慶哉 彩tama陸上 9 31 根岸　祐太(4) 慶大
ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝﾀ ｽｽﾞｷ ﾀｶｱｷ

10 1836 藤野　俊太(1) 犢橋高 10 4070 鈴木　孝明(3) 立大
ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ ｽﾄﾞｳ ｹﾝｽｹ

11 53 木村　太一(3) 慶大 11 4087 須藤　健介(2) 立大
ｹｲﾉ ﾕｳｷ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾞｲ

12 17 慶野　有輝(4) 慶大 12 3587 畠山　流大(1) 東農大
ｱｷﾗ ｼｮｳﾀ ﾔﾏｼﾅ ｺｳｷ

13 266 秋良　翔太(1) 安房高 13 3590 山科　広輝(1) 東農大
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ ｼｹﾞﾑﾗ ｶｽﾞｷ

14 9057 小松　晃人(2) 松本大 14 3583 繁村　和希(1) 東農大
ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾑﾗﾀ ｷｮｳﾉ

15 1768 古賀　淳平(3) 東大 15 3560 村田　亨之(3) 東農大

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



 男子4X100mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2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 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 日大習志野高A 3 犢橋高A

4 千葉黎明高 4 市川南高

5 順大 5 市原中央高A

6 日体大柏高B 6 成田国際高

7 日体大柏高A 7 千葉英和高

8 犢橋高B

3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 ちはら台南中

4 若松中A

5 市原中央高B

6 千葉経大附高

7 日大習志野高B

8 若松中B



 男子4X100mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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：富田　翔

10月27日 00:00 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

1 市原中央高C

2 銚子高

3 犢橋高B

4 日大習志野高A

5 犢橋高A

6 市原中央高A

7 日大習志野高B

8 市原中央高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



一般男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 決　勝

決　勝　

ｵｺﾉｷﾞ ﾏｻﾕｷ

1 1905 小此木 雅之(2) 流経大
ｶﾜｼﾏ ﾀﾂﾞﾏ

2 2006 川島　鶴槙(4) 順大
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ

3 9082 松澤　和也(3) 松本大
ｶﾀﾉ ﾕｳﾀ

4 5235 片野　雄太(1) 順大
オバタ モトヨシ

5 1832 尾畑元佳 ALKA
ﾄﾘｳﾐ ﾀｶﾕｷ

6 1861 鳥海 貴之(4) 流経大
ｺｲｹ ｱｷﾗ

7 417 小池　輝 静岡グラッチェAC

ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｷ

8 2071 角田　滉貴(3) 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



一般男子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 決　勝

決　勝　

ﾁﾊﾞ ｺｳﾀﾛｳ

1 5591 千葉　孝太郎(1) 流経大
ｱﾌﾞﾗﾔ ｹｲｺﾞ

2 5230 油屋　圭吾(1) 順大
ｲﾜｶﾜ ｱﾓｳ

3 4794 岩川　天羽(2) 千商大
ﾅｸﾞﾓ ｶｲﾔ

4 6166 南雲　海哉(1) 千商大
ｱｿｳ ﾐｷｵ

5 5169 麻生　幹雄(1) 順大
ｲｼﾏﾙ ｿｳﾀ

6 2087 石丸　颯太(2) 順大
ｵｸ ﾘｸ

7 2138 奥　吏久(1) 順大
ﾎﾘｶﾜ ﾊﾙﾐ

8 371 堀川　晴海 陸桜会木更津
ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾀｶ

9 3868 石川　文貴 阿見AC

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：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ

1 9078 山口　諒偲(1) 松本大
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ

2 9083 深沢　友昭(2) 松本大
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏﾙ

3 4793 鈴木　琢丸(2) 千商大
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ

4 9090 内堀　岳宏(1) 松本大
ﾆｼｻｷ ｶｲﾄ

5 2599 西崎　魁人 柏市消防局
ｲｸﾞﾁ ﾘｮｳ

6 5231 井口　亮(1) 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
ｱﾗｶﾞ ﾀｶﾋﾛ

9 4791 荒賀　崇碩(2) 千商大
ｲﾜｷﾘ ｶｲﾄ

10 6159 岩切　魁人(1) 千商大
ｲﾄｳ ﾀｲｽｹ

11 2045 伊藤　奉祐(3) 順大
ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾏ

12 4792 西川　悠真(2) 千商大
ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻｷ

13 4151 青栁　柾希(1) 早大
ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ

14 2135 泉谷　駿介(1) 順大
ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳﾀ

15 2111 竹之内　優汰(2) 順大



一般男子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｷ

1 7158 福田 明輝 タイシン
ｾｷ ﾄﾓﾔ

2 2065 関　智也(3) 順大
ｵﾏﾀ ﾖｳ

3 2095 小俣　洋(2) 順大
ｵｵｻｶ ﾄﾓﾔ

4 2092 大阪　智也(2) 順大
ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ

5 2135 泉谷　駿介(1) 順大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ

6 2141 小林　大起(1) 順大



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾅｶﾞｲ ｺｳｷ

1 2165 長井　晃希 順大
ﾀｶﾉ ｲﾁﾛ

2 2107 高野　一路(2) 順大
ﾀｼﾛ ｶﾝｼﾞ

3 2069 田代　寛治(3) 順大
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ

4 1999 伊藤　大悟(4) 順大
ｼﾊﾞ ﾌﾐﾄ

5 2888 柴　文人 TeamAccel
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ

6 2018 田中　光(4) 順大



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾀﾑﾗ ｿﾗﾀ

1 40 田村　宙太(3) 市原八幡高
ﾅｶﾞｲ ｺｳｷ

2 2165 長井　晃希 順大
ｼﾉｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

3 2143 篠崎　亮介(1) 順大
ｲｼｽﾞｶ ｺｳｽｹ

4 2044 石塚　恒祐(3) 順大
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾔ

5 2033 松本　行矢(4) 順大
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

6 2070 田村　勇太(3) 順大
ﾔﾏｾ ﾀｶﾏｻ

7 2505 山瀨　貴雅 いんば学舎
ｻｶﾞｴ ﾂﾊﾞｻ

8 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：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ

1 934 高橋　実 千葉マスターズ
トミタ ショウヘイ

2 2899 冨田　将平(3) 学習院大
ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

3 5236 北山　智大(1) 順大
ﾁｬｿﾞﾉ ｱｷﾗ

4 741 茶園 彬 群大TFクラブ
ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ

5 2157 三浦　琢磨(1) 順大
 ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾔ

6 922 高野　諒也 千葉陸協
ﾄｳｺﾞｳ ｼｭﾝｽｹ

7 3253 東郷　俊輔 FORZA
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ

8 2121 藤本　圭吾(2) 順大
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ

9 2134 石川　諒(1) 順大
ｲﾄｳ ﾏｻﾅﾘ

10 2046 伊東　優成(3) 順大



一般男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｲﾅﾓﾘ ﾀｲﾕｳ

1 6680 稲森　太優(1) 帝平大
ﾅｶﾞｲ ｺｳｷ

2 2165 長井　晃希 順大
ｼﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

3 5588 島田 哲平(1) 流経大
ﾏﾅｲ ﾘｮｳｶﾞ

4 5598 眞井 涼雅(1) 流経大
ｲﾉｾ ｶｽﾞｷ

5 2089 猪瀬　和希(2) 順大
ﾔﾏｾ ﾀｶﾏｻ

6 2505 山瀨　貴雅 いんば学舎
ﾋﾉ ﾘｮｳﾍｲ

7 247 飛野　涼平 千葉陸協



高校男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 決　勝

決　勝　

ﾄﾏﾙ ﾋﾛﾄ

1 2929 戸丸　広翔(1) 日大習志野高
ｽｺﾞｳ ﾄﾐﾄ

2 2924 須郷　富人(1) 日大習志野高
ｶﾅｼﾛ ｶﾂｷ

3 1287 金城 勝城(1) 実籾高
ﾉﾑﾗ ｶﾑｲ

4 2253 野村　神威(2) 日大習志野高
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ

5 3754 髙橋　健太(1) 日体大柏高
ｾｷｶﾞﾜ ﾕｳｷ

6 3751 関川　優紀(1) 日体大柏高
タカオカ　シオン

7 953 高岡　風音(1) 東京学館
ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｼ

8 3942 益田　大志(1) 日体大柏高
ﾋﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

9 3755 平山　大生(1) 日体大柏高
テシマ　カズヨシ

10 944 手島　一好(2) 東京学館
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ

11 261 吉田　凌(2) 安房高

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：富田　翔

10月27日 00:00 決　勝

決　勝　

ｾﾊﾞﾀ ｼｮｳﾏ

1 3753 瀬畑　昇馬(1) 日体大柏高
ｶﾅﾔﾏ ｱｷｵ

2 3748 金山　尭生(1) 日体大柏高
ｲｲﾂﾞｶ ｿｳﾀ

3 3744 飯塚　蒼太(1) 日体大柏高
ｻｲﾄｳ ｼﾞｮｳ

4 3738 齋藤　丈(2) 日体大柏高
ﾅｵｲ ﾘｮｳﾀ

5 3741 直井　綾汰(2) 日体大柏高
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ

6 3743 山田　直季(2) 日体大柏高

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：富田　翔

10月27日 00:00 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 ｼｮｳﾀﾛｳ

1 2930 井上　祥太郎(1) 日大習志野高
ｳｽｲ ﾊﾔﾃ

2 2585 薄井　颯(2) 千葉北高
ﾋﾗﾉ ﾘｸﾄ

3 1420 平野　陸斗(1) 千葉英和高
ﾀｶｾ ﾕｳﾄ

4 818 髙瀨　悠斗(1) 成田国際高
ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ

5 2916 中島　遼太郎(1) 日大習志野高
ｲｼｸﾞﾛ ﾕｳ

6 817 石黒　友(1) 成田国際高
ながの　つよし

7 2420 長野　剛(1) 市川南高
ﾌｸﾏ ﾊﾙﾄ

8 2328 福間　温人(2) 鎌ケ谷西高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ

9 12742 渡辺　公己(2) つばさ総合高
ﾏﾄﾊﾞ ﾎﾀｶ

10 12745 的場　穂高(2) つばさ総合高
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ

11 2931 萩原　悠翔(1) 日大習志野高
ｶﾘﾉ ﾁｶﾗ

12 422 狩野　力(2) 東金高
ｻｸﾗｲ ｼｭｳ

13 1730 櫻井　柊羽(2) 千葉北高
おくだ　こうは

14 2419 奥田　晃羽(1) 市川南高
カタオカ ﾕｳｽｹ

15 421 片岡　祐輔(2) 東金高
ｲｲﾓﾘ ｼｮｳﾍｲ

16 1273 飯盛　翔平(2) 実籾高
ｻﾉ ﾐﾂｷ

17 2245 佐野　充季(2) 日大習志野高
カワイ　ユウヤ

18 952 川井　悠椰(1) 東京学館
スズキ　ユウト

19 943 鈴木　悠斗(2) 東京学館
ｺｳﾉ ﾊﾔﾄ

20 1009 河野　颯斗(2) 千葉黎明高
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾝ

21 1008 増田　孔心(2) 千葉黎明高
ｲﾘｻﾞﾜ ｶﾞｸｲ

22 3745 入澤　岳郁(1) 日体大柏高
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾏｻﾄ

23 687 利根川　優斗(1) 銚子高
ｷｳﾁ ｼｭﾝﾀ

24 814 木内　俊汰(2) 成田国際高
ﾐﾔｺｼ ﾘｸ

25 2340 宮越　凌玖(1) 白井高
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾅﾂｵ

26 256 出口　夏音(2) 安房高
ﾀﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ

27 3739 多田　聖(2) 日体大柏高



高校男子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾀｶﾓﾘ ﾖｼﾉﾘ

1 2254 高森　義統(2) 日大習志野高
ｼﾗﾄ ｶｽﾞﾔ

2 1829 白戸　一也(2) 犢橋高
ｷﾑﾗ ﾘｸﾄ

3 684 木村　陸斗(2) 銚子高
ｲﾄｳ ﾀｸﾏ

4 2925 伊藤　巧馬(1) 日大習志野高
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ

5 1649 山田　稜晟(3) 桜林高
モリタ　リク

6 951 森田　陸(1) 東京学館
ﾜｷﾐｽﾞ ｺｳﾔ

7 264 湧水　康佑(2) 安房高



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｲﾂﾞﾂ　ﾊﾙﾕｷ

1 3208 井筒　陽之(2) 麻生高
ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｳｷ

2 1337 長山　幸輝(1) 実籾高
ﾊﾀﾅｶ ｿｳﾀ

3 3644 畠中　颯太(1) 市立柏高
ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ

4 2252 佐藤　健矢(2) 日大習志野高



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｵｵﾂｶ ﾀｲｽｹ

1 2666 大塚　泰介(1) 犢橋高
ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｷ

2 271 德永　真樹(1) 安房高
ｻｸﾏ ﾏｻﾉﾘ

3 269 佐久間　政徳(1) 安房高
ｶﾐﾔ ﾕｳｷ

4 3649 神谷　優輝(1) 市立柏高
ｳﾉ ﾊﾔﾄ

5 1839 宇野　隼人(1) 犢橋高
ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ

6 254 庄司　幸平(2) 安房高
ﾖｺﾔﾏ ﾚｲｺｳ

7 1655 横山　令航(2) 桜林高



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾔﾏﾔ ﾀﾞｲｷ

1 3648 山谷　大貴(1) 松山高
ｵｷﾞﾜﾗ ｱｷﾋﾛ

2 3653 荻原　旭洋(1) 松山高
イグチ　ソウタ

3 947 井口　颯太(1) 東京学館



高校男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｳｷ

1 2395 仲里　勇輝(2) 行徳高
ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ

2 1284 市川　直樹(1) 実籾高
ｱｵｷ ﾏｯﾁｭｳ

3 2172 青木　マッチュウ(1) 船橋北高
し　きょくふう

4 2421 施　旭楓(1) 市川南高
ｺﾓﾘ ﾘｮｳ

5 108 小守　諒(2) 市原中央高
ﾀﾆｸﾞﾁ ｲｯｷ

6 518 谷口　一騎(1) 市原中央高
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ

7 2325 佐藤　悠磨(2) 鎌ケ谷西高
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ

8 3750 鈴木　颯(1) 日体大柏高
ｱｼﾞﾛ ｻﾄﾐ

9 267 網代　哲三(1) 安房高
ほんがわ　とうや

10 2979 本川　藤也(1) 市川南高
ﾊﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

11 2932 濱田　好之(1) 日大習志野高
ﾖｼｶﾜ ｼｭｳ

12 2914 吉川　柊(1) 日大習志野高
ﾃﾗｼﾞﾏ ｺｳﾀ

13 3629 寺島　幸汰(2) 市立柏高
ｻｻｷ ｶｲﾄ

14 2974 佐々木　海斗(1) 日大習志野高
ｵｵﾀｷ ﾂﾊﾞｻ

15 2895 大瀧　翼(1) 鎌ケ谷西高
ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳｷ

16 262 奥澤　祐輝(2) 安房高
ｵｵﾂｷ ｶｲﾄ

17 1283 大槻　海斗(2) 実籾高



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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
ｶﾜﾊﾗ ﾀｸﾐ

4 6536 川原　拓海(1) 四街道西中 4
ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

5 3947 北川　雄太(2) ちはら台南中 5
ﾈﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

6 8756 根本　竜星(2) 若松中 6

7

8

記録



中学男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 決　勝

決　勝　

ｻﾜｲ ｿｳﾏ

1 3520 澤井　颯馬(1) 若松中
ｳｽｲ ｲﾌﾞｷ

2 3531 臼井　惟蕗(1) 若松中
ｲｲﾇﾏ ｿｳﾀ

3 3522 飯沼　蒼太(1) 若松中
ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾐ

4 3945 永井　拓海(2) ちはら台南中

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



中学男子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｱﾂﾀ ｿｳﾏ

1 7574 熱田　蒼麻(1) ちはら台南中
ｻｻｷ ｹﾝｼﾛｳ

2 6537 佐々木　健志郎(1) 四街道西中
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾀ

3 2906 山﨑　幹太(2) 四街道西中
ｶﾅﾔ ﾊﾙｷ

4 2904 金谷　栄希(2) 四街道西中
ｲｼﾔﾏ ｼﾞﾖｳ

5 6535 石山　慈陽(1) 四街道西中
ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ

6 3512 村上　友哉(1) 若松中
ｲｼﾀﾞ ｶｲﾄ

7 2903 石田　海斗(2) 四街道西中
ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｭﾝﾔ

8 3939 山形　隼也(2) ちはら台南中
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲﾁ

9 3950 藤本　泰地(2) ちはら台南中
ｳｴｷ ﾕｳﾀ

10 8279 植木　優太(3) 本埜中



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾉｻﾞｷ ﾚｵ

1 3527 野崎　蓮桜(1) 若松中
ﾐｳﾗ ｺｳｷ

2 3526 三浦　皐輝(1) 若松中
ﾌｾ ﾀｸﾐ

3 3523 布施　卓海(1) 若松中
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

4 3530 中村　大輝(1) 若松中
ﾉﾑﾗ ｺｳﾀ

5 6540 野村　航太(1) 四街道西中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ

6 3946 遠藤　優斗(2) ちはら台南中
ﾓﾘ ｷｮｳﾍｲ

7 3938 森　匡平(2) ちはら台南中



 女子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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
ﾅｶｼﾞﾏ ｻｸﾗ ﾁﾊﾞ ｺﾄﾐ

1 2349 中島　さくら(2) 日体大柏高 1 607 千葉　琴美(1) 成田国際高
ｲﾏｵｶ ｱｲｶ ﾃﾗｲ ﾘﾎ

2 2347 今岡　藍香(2) 日体大柏高 2 600 寺井  里帆(2) 成田国際高
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ｸﾗｳﾁ ﾏﾐ

3 8478 中嶋　彩画(2) 順大 3 848 倉内　真美(1) 実籾高
ﾏﾁﾀﾞ ｱｲﾘ ｻｶｲ ｱﾔ

4 1215 町田　愛莉(2) ちはら台南中 4 1581 酒井　彩(1) 千葉北高
ﾀｹｳﾁ ﾐｸ ﾈﾓﾄ ｶﾎ

5 609 竹内  美玖(1) 成田国際高 5 228 根本　華帆(2) 東金高
ｽｽﾞｷ ﾐﾐ ｷﾔﾏ ｻﾂｷ

6 142 鈴木　美海(2) 安房高 6 610 木山  さつき(1) 成田国際高
ｸｽﾞｶﾜ ｻﾅ ﾔﾏﾉｳﾁ ﾕﾄﾘ

7 744 葛川　真(2) 西陵中 7 2361 山之内　ゆとり(1) 日体大柏高
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ ﾀﾌﾞﾁ ﾐｺﾄ

8 7299 西尾　夏波(3) 順大 8 1892 田淵　心琴(1) 白井高

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
ﾔｼﾞﾏ ｻﾅ ﾊﾏﾔﾏ ｱｲｶ

1 823 矢島　咲菜(2) 千葉英和高 1 288 濱山　愛華(1) 市原八幡高
ｻｲﾄｳ ﾅﾅ ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ

2 5423 齋藤　奈々(1) 若松中 2 40 池田　綾華(2) 市原中央高
ﾅｶﾀﾞ ﾕﾒ ｶﾈｺ ﾕｷﾅ

3 1221 仲田　結夢(2) ちはら台南中 3 1390 金子　有希菜(2) 日大習志野高

ｶｸﾀ ﾀﾏﾐ ﾈﾓﾄ ｶｴﾃﾞ

4 2353 角田　珠美(1) 日体大柏高 4 3306 根本　花楓(2) 鹿島高
ｲｺﾞｳ ﾚﾅ ｱｵｷ ﾐｽﾞﾎ

5 7201 井合　玲奈(1) ちはら台南中 5 150 青木　瑞歩(1) 安房高
ﾊﾞﾊﾞ　ﾘｶｺ ﾃﾗｻｷ ﾘﾅ

6 3205 馬場　理佳子(2) 麻生高 6 1218 寺崎　莉奈(2) ちはら台南中

ﾆｼﾀﾞ ﾐｵ ﾅｶﾑﾗ　ﾏｲ

7 2356 西田　実央(1) 日体大柏高 7 3217 中村　真愛(1) 麻生高
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ ﾐｽﾞｼﾏ ｻﾔ

8 1177 加藤　遥(1) 犢橋高 8 6839 水島　沙綾(1) 四街道西中

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
ﾔﾏｸﾞﾁﾌﾐ ﾅｶﾞﾄｳ ﾐﾅ

1 1530 山口歩美(2) 不二女子高 1 5424 永藤　心波(1) 若松中
ﾌﾙﾔ ｶﾉﾝ ﾓﾓｾ ｴﾐﾘ

2 1224 古谷　かのん(2) ちはら台南中 2 5426 百瀬　絵美里(1) 若松中
ﾋﾛ ﾅﾅｺ ｼﾀﾞ ｱﾔﾈ

3 4721 廣　菜々子(2) 四街道西中 3 1431 志田　綾音(1) 鎌ケ谷西高
ﾄｶﾞｼ ﾐｶ ﾊﾔｼ ﾉﾄﾞｶ

4 6841 富樫　美嘉(1) 四街道西中 4 1874 林　のどか(1) 日大習志野高

ｺﾞｷﾀ ｱﾔﾉ ｺｳﾉ ﾕﾘﾅ

5 864 五木田　彩乃(1) 銚子高 5 1593 河野　優里奈(1) 千葉経大附高

ｷﾀﾉﾘﾅ ｲﾉ ｱｲｶ

6 1533 北野莉菜(1) 不二女子高 6 4722 猪野　愛佳(2) 四街道西中
ﾔｽｸﾆ ｱｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾉ

7 2315 安國　明希(1) 市立柏高 7 6835 山口　彩乃(1) 四街道西中
ﾅｶﾞｵ ﾋﾅｺ ﾓﾘﾀ ﾎﾉ

8 7205 長尾　雛子(1) ちはら台南中 8 6840 森田　穂乃(1) 四街道西中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 女子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

7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
ｵｵﾇｷ ﾙﾅ

2 5429 大貫　月渚(1) 若松中 2
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｻ

3 7206 中川　里紗(1) ちはら台南中 3
ｱｷﾊﾞ ﾉｱ

4 6838 秋葉　望愛(1) 四街道西中 4
ｺｼﾊﾞｴ ｻﾜ

5 4998 小椎八重　咲和(1) ちはら台南中 5
ﾕｱｻ ﾓｴ

6 901 湯浅　萌(1) 千葉英和高 6
ｻｲﾄｳ ｱｲﾘ

7 5428 齊藤　愛莉(1) 若松中 7
はなの　あおい

8 1464 花野　葵(2) 市川南高 8

記録



 女子200m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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
ｼﾗｲ ﾐｳ ﾅﾐｷ ｽﾐﾚ

2 1220 白井　美羽(2) ちはら台南中 2 723 並木　純鈴(2) 千葉黎明高
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ﾊﾔｼ ｱﾕﾘ

3 8478 中嶋　彩画(2) 順大 3 604 林　歩里(2) 成田国際高
ﾅｶﾞﾇﾏﾐﾉﾘ ｻﾄｳ ｱﾔﾉ

4 1136 長沼泉里(2) 幕張総合 4 41 佐藤　綾乃(2) 市原中央高
ｼｵﾀﾞﾅﾂﾎ ﾋｻﾓﾄ ﾅﾅｺ

5 1137 塩田夏帆(2) 幕張総合 5 43 久本　七菜子(1) 市原中央高
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ ﾊﾗ ｱｶﾘ

6 7299 西尾　夏波(3) 順大 6 1582 原　杏花梨(1) 千葉北高
ｻﾄｳ ｼｮｶ ｵｶﾞﾜ ｶﾉﾝ

7 2314 佐藤　緒夏(1) 市立柏高 7 1176 小川　花音(1) 犢橋高

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

1 1
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｵﾘ

2 145 長谷川　栞里(2) 安房高 2
ｱﾘｶﾜﾐｸ

3 1531 有川未来(2) 不二女子高 3
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾅ

4 42 佐藤　惇奈(2) 市原中央高 4
ｺｻﾞﾜ ｱﾔﾅ

5 1116 小澤　彩奈(2) 千葉北高 5
ｱｲｷｮｳ ﾕｳﾅ

6 149 相京　佑奈(1) 安房高 6
ｽｽﾞｷ　ﾕｶ

7 3215 鈴木　ゆか(1) 麻生高 7

8

記録 記録

記録



 女子400m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｼﾑﾗ ﾐｸ

1 3305 志村　海空(2) 鹿島高 1
ﾑﾗ ﾄﾓﾖ ﾏﾂﾀﾞ　ﾘﾅ

2 2358 村　友世(1) 日体大柏高 2 3219 松田　里菜(1) 麻生高
ﾌﾅﾐ ﾐﾔﾋﾞ ﾄｸﾅｶﾞ ｻｸﾗ

3 1174 船見　京妃(1) 犢橋高 3 899 徳永　咲来(1) 千葉英和高
ﾅｶﾑﾗ　ｼｵﾘ ｼﾞｮｳﾗｸ ﾓｴ

4 7769 中村　栞里(3) 順大 4 605 上樂　もえ(2) 成田国際高
ナカムラ　ハナコ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ

5 687 中村　華子(2) 東京学館 5 2362 渡辺　渚月(1) 日体大柏高
ﾂｶﾓﾄ ﾓｴﾉ ﾋﾑﾗ ﾊﾙｶ

6 1040 塚本　萌乃 　(3) ちはら台南中 6 1600 樋村　遥果(1) 千葉北高
ﾀｶﾔｽ ﾁﾅﾂ ﾔﾏﾓﾄ ﾙｲ

7 529 髙安　千夏(2) 銚子高 7 910 山本　流依(1) 八千代西高
ｲﾄｳ ｻﾔｶ ﾁﾊﾞ ﾕｳｶ

8 152 伊藤　彩花(1) 安房高 8 227 千葉　悠々華(2) 東金高

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



 女子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ﾕｱｻ ﾄﾓｴ ﾅｶﾞｻｸ　ｱｶﾘ

1 8567 湯浅　朋恵(1) 順大 1 3216 永作　麻佳里(1) 麻生高
ﾀｹﾋﾗ ﾕｶｺ ｺｼｶﾜ ﾊﾙﾋ

2 8564 竹平　優花子(1) 順大 2 3321 越川　春陽(3) 鹿島高
ｷﾞﾄｳ　ﾘﾉ ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｺ

3 7790 儀藤　梨乃(1) 順大 3 8406 村山　結子(4) 千商大
ｷｸﾁ ﾘｸ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ

4 7762 菊地　梨紅(3) 順大 4 1620 遠藤　みさき(1) 犢橋高
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ ｵｵｼﾏ ﾐﾕ

5 7753 杉山　香南(4) 順大 5 1219 大嶋　海結(2) ちはら台南中

ｺﾐﾔﾏ　ﾊﾙｶ ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ｱﾐ

6 7763 小宮山　悠(3) 順大 6 1872 柳町　有珠(1) 日大習志野高

ｶｷﾔ　ｺﾄﾐ オカノ　カコ

7 7760 垣屋　琴美(3) 順大 7 66 岡野　華子 彩tama陸上
ｳｽｲ ﾏｲ ｶｾ ﾅｽﾞﾅ

8 8125 碓井　茉依(2) 千葉大 8 530 加瀬　なずな(2) 銚子高
ﾊﾔﾀｹ ｱﾔﾉ ﾊﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ

9 8134 早笋　彩乃(3) 千葉大 9 902 濱田　ひかる(1) 千葉英和高

3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

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｶ

1 3212 小林　夕夏(1) 麻生高 1
ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

2 274 齋藤　菜々美(1) 市原中央高 2
ｻﾄｳ ｱﾝｼﾞｭ

3 15 佐藤　杏樹 静岡パラ陸上 3
ﾏｾｷ ﾐｸ

4 915 柵木　美空(1) 千葉黎明高 4
ｵｸﾉ ﾂﾑｷﾞ

5 865 奥野　紬(1) 銚子高 5
ﾊﾔｼ ﾕﾘﾅ

6 7203 林　夢里奈(1) ちはら台南中 6
ｸﾛｷ ｺﾄﾜ

7 6844 黒木　寿和(1) 四街道西中 7
ｸﾏｻﾞｷ ﾅﾅﾐ

8 4718 熊崎　七海(2) 四街道西中 8
ｼﾗｲｼ ﾏﾅ

9 6843 白石　真菜(1) 四街道西中

記録 記録

記録

ラップ表 400m

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



 女子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｻｻｷ ﾕﾘﾅ

1 153 佐々木　百合菜(1) 安房高 1
ﾀﾑﾗ ﾜｶﾊﾞ

2 143 田村　若葉(2) 安房高 2
ｵｸﾀﾞ ｶﾅ

3 5430 奥田　佳奈(1) 若松中 3
ｵｶﾞﾜ ﾏｲｶ

4 5431 小川　舞華(1) 若松中 4
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾐ

5 3049 渡辺　紗未(2) 若松中 5
ｵｵｷ ﾕｶ

6 3050 大木　祐佳(2) 若松中 6
ﾌｸﾀﾞﾕｳﾅ

7 1534 福田有菜(1) 不二女子高 7
ｵｸﾉ ﾂﾑｷﾞ

8 865 奥野　紬(1) 銚子高 8
ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾖﾘ

9 900 藤巻　日和(1) 千葉英和高
ｶｾ ﾅｽﾞﾅ

10 530 加瀬　なずな(2) 銚子高
ｽﾄﾞｳ ﾉｱ

11 4717 須藤　希歩(2) 四街道西中
ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ

12 1583 大野　夏実(1) 千葉北高
ﾊﾔｼ ﾖｼﾐ

13 606 林　　佳実(1) 成田国際高
ｱﾍﾞ ｱﾕ

14 846 阿部　愛優(1) 実籾高
フルヤ　アンジュ

15 64 古屋　杏樹 彩tama陸上
ﾖｼｽﾞﾐ　ﾅﾅ

16 7772 吉住　奈々(3) 順大
ｺﾐﾔﾏ　ﾊﾙｶ

17 7763 小宮山　悠(3) 順大
ｶｷﾔ　ｺﾄﾐ

18 7760 垣屋　琴美(3) 順大
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ

19 7753 杉山　香南(4) 順大
ｱｷﾔﾏ ﾓﾓｺ

20 1260 秋山　桃子 ユニバーサルエンターテインメント

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：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｽｺﾞｳ ﾕｽﾞﾅ

1 1384815 須郷　柚菜(1) 三郷北中 1
ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻｷ

2 1592 田端　美咲季(1) 千葉経大附高 2
ﾄﾀﾞ ﾐｻｷ

3 7536 戸田　美咲(3) 津田塾大 3
ﾀﾅｶ ｻﾗ

4 1010 田中　紗愛(2) 大宮東高 4
ｼﾊﾞｻｷ ﾐｽｽﾞ

5 1041 柴﨑　美鈴(1) 大宮東高 5
ｷｸﾁ ﾚﾅ

6 1034 菊地　玲菜(3) 大宮東高 6
ｵｶﾆﾜ ｼﾞｭﾘ

7 981 岡庭　朱里(3) 大宮東高 7
ｵｵﾊﾞ ｾﾘﾅ

8 980 大庭　世理奈(3) 大宮東高 8
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾅ

9 993 松田　敬那(2) 大宮東高
ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ

10 7800 山下　萌(1) 順大
ｺﾝﾉ ﾋﾅ

11 7776 今野　妃菜(2) 順大
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ

12 7785 宮崎　友里花(2) 順大

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：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｶﾂｲ ﾓﾓ

1 1584 且井　桃(1) 千葉北高 1
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｶ

2 1389 馬場　由華(2) 日大習志野高 2
ｵｶﾞﾀ ﾅﾅﾐ

3 8407 尾形　奈那美(2) 千商大 3
ﾎﾝﾀﾞ  ﾚｲ

4 2512 本田　怜(2) 牛久 4
ｵｿﾓﾄﾘﾅ

5 1145 押元里菜(2) 幕張総合 5
ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾅ

6 2313 髙橋　栞南(1) 市立柏高 6
ｲﾄｳ ﾕｳｱ

7 532 伊藤　友彩(1) 銚子高 7

8

記録



 女子400mH(0.762m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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
ﾜﾀﾞ ｱﾔｶ

2 602 和田  彩夏(2) 成田国際高 2
ｶﾜｼﾏ ﾐﾔﾋﾞ

3 8137 川島　都妃(1) 千葉大 3
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ

4 147 山口　美咲(2) 安房高 4
ﾅｶﾑﾗ ﾁﾋﾛ

5 8231 中村　千尋(2) 平成国大 5
ｽｽﾞｷ ｹｲ

6 2312 鈴木　ケイ(1) 市立柏高 6

7

8

記録



 女子4X100mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2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 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 成田国際高 3 不二女子高

4 ちはら台南中A 4 千葉英和高

5 日体大柏高 5 市原中央高

6 犢橋高 6 日大習志野高

7 ちはら台南中B 7 千葉経大附高

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：富田　翔

10月27日 00:00 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 市原中央高

5 日大習志野高

6 銚子高

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



一般女子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 決　勝

決　勝　

ｼｵﾀﾞﾋｳﾐ

1 7777 塩田　日海(2) 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



一般女子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

サカイ　ソノミ

1 65 酒井　園実 彩tama陸上



一般女子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｶｲ ﾅﾂｷ

1 7754 甲斐　夏輝(3) 順大
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ

2 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：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｺﾆｼ ﾓｴ

1 531 小西　萌愛(1) 銚子高
ｱﾍﾞ ﾄｲﾛ

2 7773 阿部　冬彩(2) 順大



一般女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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
ｽｷﾞﾀﾐｻｷ

3 7766 杉田　実咲(3) 順大
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾂﾐ

4 380 藤森　夏美 福井県スポーツ協会



一般女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ

1 7795 高橋　七海(1) 順大
ｲｿﾀﾞ ﾐｶ

2 7786 磯田　実華(1) 順大
ｱﾍﾞ ﾄｲﾛ

3 7773 阿部　冬彩(2) 順大



高校女子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 決　勝

決　勝　

ｱｲﾀ ﾋﾖﾘ

1 1337 會田ひより(1) 船橋北高
ｻﾄｳ ﾕｲ

2 1384811 佐藤　ゆい(1) 三郷北中
いちかわ　さおり

3 1875 市川　沙織(1) 市川南高
ﾔﾏﾓﾄ ﾐｸ

4 1384803 山本　美空(1) 三郷北中
ｶｾ ﾐﾅﾓ

5 533 加瀬　みなも(1) 銚子高
ｲﾏｲ ﾏﾔ

6 1637 今井　真耶(1) 千葉経大附高
ﾅｶﾞﾂﾏ ｸﾙﾐ

7 2316 長妻　くるみ(1) 市立柏高
ﾔﾏﾀﾞ ｺｺﾛ

8 284 山田　こころ(1) 安房高
ｲｹﾀﾞﾊﾙｶ

9 1143 池田遥香(2) 幕張総合

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：富田　翔

10月27日 00:00 決　勝

決　勝　

ｺｼﾞﾏ ﾁﾊﾙ

1 608 小嶋  千陽(1) 成田国際高
ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾏﾘ

2 2357 本多　陽茉莉(1) 日体大柏高
ｵｶﾀﾞ ﾖﾓｷﾞ

3 2351 岡田　葉萌(2) 日体大柏高
ﾊﾂｼﾊﾞ ﾅｵﾐ

4 2350 初芝　直美(2) 日体大柏高
ｶﾜｽﾐ ﾕｲ

5 2354 川澄　優衣(3) 日体大柏高

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：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾅ

1 897 北島　花菜(1) 千葉英和高
ﾅｶｼﾏ ｺﾅ

2 156 中嶋　来夏(1) 安房高
ｷｼﾊﾗ ﾋｶﾘ

3 898 岸原　光里(1) 千葉英和高
ｻｻｷ ﾊﾙﾅ

4 877 佐々木　花南　(1) 成田国際高
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ

5 824 中村　南美(2) 千葉英和高
ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ｱｲ

6 849 丸林　愛(1) 実籾高
ﾊﾟｰｸ ﾐﾅ

7 1207 パーク　美奈(2) 千葉経大附高
ｻﾄﾐ ﾐﾕｳ

8 287 里見　光優(1) 市原八幡高
いまにし　あまね

9 1876 今西　海音(1) 市川南高
ﾀﾅｶ ﾓﾕ

10 2355 田中　萌(1) 日体大柏高
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷ

11 2360 山﨑　柚希(1) 日体大柏高
ｶﾄｳ ｱｷ

12 1873 加藤　明希(1) 日大習志野高
アオヤナギ　ミユウ

13 686 青栁　美有(2) 東京学館



高校女子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾋﾛｾ ﾏｷ

1 146 廣瀬　マキ(2) 安房高
ｲﾉﾏﾀ ﾁｿﾗ

2 2352 猪股　千空(1) 日体大柏高



高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｶﾜｾ ｽｲﾊ

1 847 川瀨　すいは(1) 実籾高
ｻｸﾏ ﾘｺ

2 726 佐久間　莉香(1) 千葉黎明高
ﾏﾂﾀﾞｿﾗ

3 1141 松田青空(2) 幕張総合



高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾆﾉﾐﾔ ｴﾐ

1 291 二宮　恵美(1) 東金高
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻｷ

2 599 山﨑　海咲(2) 成田国際高
ｻｸﾏ ﾘﾝ

3 300 佐久間　凜(1) 東金高
ﾀｹｲ ｻｷ

4 1432 武井　紗希(1) 鎌ケ谷西高
ｵｶﾔｽ ｾﾝﾘ

5 140 岡安　千莉(2) 安房高
ｶﾜﾅ ﾏﾕ

6 148 川名　真由(2) 安房高
ｶﾜｶﾐ ﾏｲｶ

7 1175 川上　舞華(1) 犢橋高
ｻｲﾄｳ ﾐﾕ

8 1319 齊藤　海優(2) 船橋古和釜高
ﾏﾂﾀﾞｿﾗ

9 1141 松田青空(2) 幕張総合
シノツカ　ミサキ

10 690 篠塚　美咲(1) 東京学館



高校女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾓﾘ ｱｵｶ

1 297 森　碧海(1) 東金高
ハナワ　アスカ

2 688 塙　明日華(2) 東京学館



高校女子やり投(600g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｲﾊﾗ ｶﾚﾝ

1 913 井原　華蓮(1) 八千代西高
ﾐｷ ｼﾞｭﾝﾅ

2 603 三木  洵那(2) 成田国際高
ｼｲﾅ ﾐﾕ

3 1117 椎名　未結(2) 千葉北高
ｵｵﾂｶ ﾏﾘｶ

4 2307 大塚　麻里歌(2) 市立柏高
ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ

5 2448 松田　芽恵(1) 日体大柏高
ﾏﾅﾍﾞﾓﾈ

6 1532 眞鍋桃希(2) 不二女子高
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ

7 2359 村上　暖佳(1) 日体大柏高
ｵｵｸﾎﾞ ﾌｳｶ

8 1338 大久保　風香(1) 船橋北高
ﾖｼｵｶ ﾐｳ

9 912 吉岡　美初(1) 八千代西高
ﾖｼｻﾞﾜ ｶｴﾃﾞ

10 1433 吉澤　楓(1) 鎌ケ谷西高
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾀﾏｷ

11 290 花澤　環(1) 東金高
ｺﾏﾂ ｻﾔｶ

12 601 小松　紗華(2) 成田国際高
ｲﾏﾐﾔ ｱｽｶ

13 226 今宮　明日香(2) 東金高
ｱﾗﾏﾀ ﾐﾂｷ

14 2346 荒俣　美月(2) 日体大柏高
ｶﾀﾋﾗ ﾐｸ

15 1115 片平　美空(2) 千葉北高



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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
ﾈﾓﾄ ﾙｲ

2 3051 根本　瑠衣(2) 若松中 2
ｲｼｶﾜ ｽﾐﾚ

3 4720 石川　すみれ(2) 四街道西中 3
ｶﾄｳ ｳﾗﾗ

4 1222 加藤　うらら(2) ちはら台南中 4
ｷｼ ｱﾏﾈ

5 1223 岸　海音(2) ちはら台南中 5

6

7

8

記録



中学女子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 決　勝

決　勝　

ｶﾜﾓﾄ ﾋﾒﾅ

1 4997 河本　姫奈(1) ちはら台南中
ﾆﾀ ﾅﾅﾐ

2 5000 仁田　奈々美(1) ちはら台南中
ﾉｻﾞｷ ﾕｽﾞｶ

3 7202 野﨑　柚花(1) ちはら台南中
ｲｸﾞﾁ ﾄﾓｶ

4 3052 井口　知風(2) 若松中

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



中学女子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ｵｸﾔ ｽﾐﾚ

1 5427 奥谷　純礼(1) 若松中
ｱｻﾇﾏ ｲｵﾘ

2 6837 浅沼　衣織(1) 四街道西中
ｸｼﾀﾞ ﾕｲ

3 4999 櫛田　唯(1) ちはら台南中
ﾀﾅｶ ﾕｲｺ

4 1217 田中　結子(2) ちはら台南中
ｽｶﾞﾉ ｱｲ

5 1214 菅野　愛(2) ちはら台南中



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

10月27日 00:00 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

ﾅｶﾞｼﾏ ｺﾅﾂ

1 1216 永嶋　小夏(2) ちはら台南中


