
 男子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 13:15 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
ﾀｶﾊｼ　ｶﾝﾔ ﾜｼｵ ﾄﾓｷ

1 2146 高橋　侃矢(1) 順大 1 5255 鷲尾　智樹(1) 順大
ｸﾞﾚｺﾞﾘｰｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ1 ｻｻｷ ﾚﾝ

2 2140 グレゴリーセドリックデノン(1) 順大 2 5241 佐々木　蓮(1) 順大
ﾈﾓﾄ ﾏﾋﾛ ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ

3 2116 根本　万大(2) 順大 3 2120 藤田　祥平(2) 順大
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ ﾑﾛﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ

4 2114 中村　僚真(2) 順大 4 2083 室橋　健太郎(3) 順大
ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ

5 2048 犬塚　渉(3) 順大 5 2150 中田　 英駿(1) 順大
ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ

6 8079 安田　凌眞(3) 北海高 6 2155 松田　 太一(1) 順大
ｾｵ ﾋﾃﾞｱｷ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾏ

7 341 瀬尾　英明(3) 西武台千葉高 7 5247 富永　琢磨　(1) 順大
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ ﾐﾔﾔﾏ ｼｮｳ

8 2099 木下　裕貴(2) 順大 8 48 宮山　翔 KTC

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

ﾀﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ

1 209 多本　史彦 千葉陸協 1
ﾐｳﾗ ﾕｳｽｹ

2 6 三浦　祐介 東京陸協 2
タニモト マサヒロ

3 4831 谷本 将拓(4) 東理大 3
ｼﾓﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ

4 3629 下村　俊太郎 東京陸協 4
ミカド　ヒロシ

5 1729 三門　泰史 SPARK 5
ｳｴｸﾘ　ﾐﾉﾙ

6 279 殖栗　稔(3) 東京陸協 6
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

7 6637 林田　智博(1) 千葉大 7
ｽｴﾖｼ ﾋﾛｷ

8 2434 末吉　浩樹 国武大ＡＣ 8

記録 記録

記録



 男子200m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 14:20 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

1 1

2 2
ｻｻｷ ﾏﾅﾄ ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ

3 5168 佐々木　愛斗(3) 順大 3 2547 河村　拓海 one's
ｾｵ ﾋﾃﾞｱｷ ｵﾘﾊﾗ ﾀｸﾏ

4 341 瀬尾　英明(3) 西武台千葉高 4 2545 折原 巧真 one's
ｶﾈﾀ ﾘｷ ﾑﾛﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ

5 370 金田　理希(3) 金沢高 5 2083 室橋　健太郎(3) 順大
ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾏ

6 2057 小澤 優太 順大 6 5247 富永　琢磨　(1) 順大
ｸﾞﾚｺﾞﾘｰｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ1 ﾌｶﾔ ﾕｳｽｹ

7 2140 グレゴリーセドリックデノン(1) 順大 7 5797 深谷　友亮(1) 千葉大

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 風力 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録



 男子400m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 13:00 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
ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ

2 2127 村冨　浩太郎(2) 順大 2
ｿﾒﾔ ｼｮｳ ﾅｶﾀﾞ ｹﾝﾄ

3 2066 染谷　翔(3) 順大 3 1807 中田　健人(2) 東大
ｼﾓﾂﾞ ﾘｮｳｱﾝ

4 181 山崎　稔侍(3) 市立船橋高 4 6322 下津　諒?(1) 上智大
ｱﾏﾉ ｲｵﾘ ｱｵｷ ｼｮｳﾏ

5 90 天野　伊織(3) 広島国際学院高 5 2539 青木　聖真 one's
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ ｸﾜﾊﾗ ﾘｸ

6 2007 北川　貴理 順大 6 3500 桑原　陸(3) 千葉大
ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｷ

7 1091 松岡　知紀(3) 宮崎南高 7
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ

8 2139 小野寺　将太(1) 順大 8

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

ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ

1 2079 東　宏樹(3) 順大 1
ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

2 2151 根本　大輝(1) 順大 2
ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ

3 2001 梅谷　健太(4) 順大 3
ｱﾗﾔｽ ﾅｵﾄ

4 0 新安　直人 富士通 4
ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

5 2078 林　貴裕(3) 順大 5
ﾑﾗｼﾏ ﾀｸﾐ

6 0 村島　匠 福井県スポーツ協会 6
ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ

7 5256 吉村　圭祐(1) 順大院 7
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ

8 2156 丸山　脩太(1) 順大 8

記録 記録

記録



 男子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 12:00 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

ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ ｵﾇﾏ ﾕｳ

1 2156 丸山　脩太(1) 順大 1 3879 小沼　優生(3) 平成国大
ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ

2 2151 根本　大輝(1) 順大 2 2079 東　宏樹(3) 順大
ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ ﾀｶﾐ ｻﾄｼ

3 2001 梅谷　健太(4) 順大 3 745 鷹見　聡 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾙﾈｻﾝｽ

ﾑﾗｼﾏ ﾀｸﾐ ｵｱﾅ ｴｲｷ

4 0 村島　匠 福井県スポーツ協会 4 5233 小穴　英気(1) 順大
ｱﾗﾔｽ ﾅｵﾄ ｳｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ

5 0 新安　直人 富士通 5 45 鵜澤　葉月(3) 東海大附市原望洋高

ﾄﾀﾞ ﾏｻｷ ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ

6 0 戸田　雅樹 サンベルク 6 2124 三上　椋平(2) 順大
ｵｵｷ ﾏﾅﾌﾞ ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

7 3288 大木　学 FORZA 7 2104 鈴木　顕人(2) 順大
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾘｭｳ ｺﾐﾔ ﾀｹﾙ

8 249 中條　龍(4) 城西大 8 1909 小宮　尭(2) 流経大
ﾄｻｶ ﾀｹﾕｷ

9 1335 登坂　健志(2) 筑波大院

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

ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾉﾘ

2 5246 竹内　辰徳(1) 順大 1
ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ

3 3484 金子　元貴(2) 千葉大院 2
ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ

4 1296 安藤　慎悟(2) 筑波大 3
ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

5 2078 林　貴裕(3) 順大 4
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ

6 3906 伊藤　優太(2) 平成国大 5
ｳｴﾀﾞ ﾀﾂﾐ

7 6321 植田　達実(1) 上智大 6
ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ

8 2025 小川　恭平(3) 順大医 7

8

記録 記録

記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22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
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

ﾑﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ

1 5449 村川　雄一 AQRC 1
ヤマダ ユキヤ 

2 593 山田　有輝也(1) 秋田大 2
ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ

3 3175 林田　隼一郎(2) 専修大松戸高 3
ｾｺ ﾕｳﾀ

4 766 瀨古　優太(1) 大教大院 4
ﾔﾉｸﾗ ﾋﾛｼ

5 6607 矢ノ倉　弘 NDソフト 5
ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾔ

6 31973 高橋　登也(1) 流経大 6
ｲｾ ｶｽﾞﾋﾛ

7 71 伊勢　和浩(3) 札幌学院大 7
ﾑﾗｺｼ ｺｳ

8 88 村越　洸(1) 札幌学院大 8
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾀｶ

9 5041 田中  大貴(3) 防衛大
ﾉﾀﾞ ﾀﾓﾝ

10 6247 野田　多聞(4) 三重大
ｱｻｳﾐ ﾕｳﾀ

11 31946 浅海　雄太(2) 流経大
ｲｼｲ ﾄｳｼ

12 31965 石井　闘志(1) 流経大
ﾊﾞﾊﾞｽﾀﾝ ｹｲ

13 2028 馬場スタン　恵(4) 順大
ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

14 2104 鈴木　顕人(2) 順大
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾍｲ

15 390 清水　鐘平 山梨学院大

記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6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

ﾉﾑﾗ ｺｳﾍｲ ﾀｼﾛ ﾃﾙ

1 15308 野村　航平(1) 産業技術高専 1 2330 田代　照(3) 日々輝学園高

ｶﾜｻｷ ﾉﾘﾋﾛ ﾀｶﾊｼ　ﾊﾙｷ

2 3607 川崎　憲広 産業技術高専 2 4672 高橋　春樹(3) 花咲徳栄高
ｽｹｶﾞﾜ ｱｵｲ ﾌｸﾄﾐ　ｴﾝﾀﾛｳ

3 3045 助川　碧(1) 松戸国際高 3 31979 福冨　園太郎(1) 流経大
ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾂｷ ｵｶﾔﾏ　ｺｳﾀﾞｲ

4 3050 松田　樹(1) 松戸国際高 4 44 岡山　晃大(3) 伊賀白鳳高
ｲﾃﾞ ｼｮｳｴｲ ｵｾﾞｷ　ﾃﾙﾏｻ

5 2220 井手　章瑛(2) 市立船橋高 5 2253 尾関　燿匡(3) 中部第一高
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ ﾔﾏｶﾞﾀ　ｼｭﾝﾍﾟｲ

6 2224 齊藤　光太(2) 市立船橋高 6 417 山縣　俊平(3) 茨城キリスト学園高

ｽｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｼﾏﾀﾞ　ｼｮｳﾀ

7 2226 須賀　大介(2) 市立船橋高 7 656 嶋田　翔太(3) 東総工業高
ｼﾗﾄﾞ ﾐﾁﾄ ﾐﾔﾀ ｺｳﾀ

8 2235 白土　路人(1) 市立船橋高 8 204 宮田　孝太(1) 拓大紅陵高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｾﾝｽｲ ﾕｳﾀﾛｳ

9 2239 山口　大翔(1) 市立船橋高 9 3180 泉水　優太朗(2) 専修大松戸高

ﾖｼｽﾞﾐ ﾊﾔﾃ ﾂﾁﾔ ﾄﾓｷ

10 2240 ??住　颯(1) 市立船橋高 10 3197 土屋　友輝(1) 専修大松戸高

ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ﾋｶﾞｼ ﾄﾗﾉｽｹ

11 553 芝崎　貴大(1) 拓大紅陵高 11 3198 東　虎之介(1) 専修大松戸高

ﾊﾗ ﾅｵｷ ｺﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ

12 1218 原　直希(2) 千葉英和高 12 3199 駒形　亮太(1) 専修大松戸高

ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ ﾀｶﾊｼ　ｼｭｳｼﾞ

13 1220 田中　翔吾(2) 千葉英和高 13 31972 高橋　脩士(1) 流経大
ﾆｼｳﾗ ﾕｳｷ ﾃﾞｸﾞﾁ　ｺｳﾍｲ

14 1221 西浦　佑紀(2) 千葉英和高 14 31976 出口　晃平(1) 流経大
ｸﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾌﾙｶﾜ ﾀｲﾁ

15 51310 工藤　壮一郎(2) 札幌山の手高 15 31980 古川　太一(1) 流経大
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲ ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳﾀ

16 6063 中川　大(2) 国際医大 16 540 石原　龍太(1) 信州大
ｻﾄｳ ﾘﾋﾄ ﾖｺｵ　ﾏｷﾄ

17 949 佐藤　理仁(1) 東京学館高 17 2216 横尾　真輝斗(3) 市立船橋高
ｻｻｷ ﾉﾘﾕｷ ｵﾎﾞｶﾀ ﾋﾛｷ

18 1319 佐々木　憲幸 第１空挺団 18 51315 小保方　浩貴(1) 札幌山の手高

ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ ｵｾﾞｷ　ﾀﾂﾐ

19 942 塚本　章太郎(2) 東京学館高 19 2259 尾関　竜望(3) 中部第一高
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ ﾀｶﾔﾏ　ｼｮｳﾀ

20 1420 齋藤　雄太 千葉陸協 20 3758 高山　翔太(3) 日体大柏高
ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾔ ｲｹｻﾞﾜ　ｼｮｳﾀ

21 51317 川島　稜矢(1) 札幌山の手高 21 825 池澤　将汰(3) 我孫子高
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾀ ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ

22 51314 遠藤　駿太(1) 札幌山の手高 22 51318 坂本　凌太郎(1) 札幌山の手高

ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ ｲﾄｳ ﾋﾛｷ

23 5796 遠藤　壮汰(1) 千葉大 23 4014 伊藤　裕紀(3) 茨城大
ｱﾍﾞ ﾏｻｵ ｵｵｾﾄ　ﾀｲﾁ

24 2219 阿部　真沙生(2) 市立船橋高 24 31932 大瀬戸　泰一(3) 流経大
ｵｵｶﾜ ｲﾁﾛｳ ｺﾐﾔ　ﾅｵｷ

25 2222 大川　一郎(2) 市立船橋高 25 31952 古宮　直樹(2) 流経大
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ ｻｲﾄｳ　ｺｳﾀﾞｲ

26 2229 安藤　武留(1) 市立船橋高 26 31953 斎藤　昂大(2) 流経大
ｲｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ ｼﾌﾞｴ　ｶｲﾄ

27 2230 石川　湧月(1) 市立船橋高 27 31954 渋江　海斗(2) 流経大
ｻｻｷ ｿｳﾀ ｺｼﾞﾏ　ｿｳﾀ

28 2232 佐々木　爽多(1) 市立船橋高 28 31971 小島　聡太(1) 流経大
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ ｼﾉﾂｶ ﾊﾙｷ

29 2236 舘林　佑介(1) 市立船橋高 29 1320 篠塚　春希 第１空挺団
ﾀﾃﾉ ﾔﾏﾄ ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓﾔ

30 3181 立野　倭(2) 専修大松戸高 30 946 永野　智也(2) 東京学館高
ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾔ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ

31 3968 松本　晃弥(1) 専修大松戸高 31 5239 近藤　悠大(1) 順大
ｸﾘﾊﾗ ｹﾝｼ ﾑﾗｶﾐ　ﾘｸﾄ

32 1315 栗原　健誌 第１空挺団 32 5251 村上　陸人(1) 順大

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6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

ﾊﾏﾉ ﾘｮｳ ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ

1 75 濱野　遼(3) 札幌学院大 1 51323 森田　大介(1) 札幌山の手高

ｽｽﾞｷ ﾀｲｾｲ ﾁｽｶﾞ ﾘｮｳ

2 79 鈴木　大聖(2) 札幌学院大 2 87 千菅　諒(1) 札幌学院大
ﾆｼｶﾜ　ﾀﾞｲｽｹ ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ

3 657 西川　大亮(3) 流経大柏高 3 289 大谷 宗平 JR東日本千葉

ﾓﾃｷﾞ　ｻﾄﾙ ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞﾏｻ

4 696 茂木　悟(3) 銚子商業高 4 399 福原　一将(3) 千葉大
ｳﾗﾍﾞ ﾕｳﾄ ﾊﾔｼ ｺｳﾔ

5 51309 卜部　悠人(2) 札幌山の手高 5 3193 林　洸也(1) 専修大松戸高

ﾅｶﾉ　ｶﾂﾐ ﾌｼﾞｲ ﾕｳｾｲ

6 31978 仲野　克海(1) 流経大 6 3194 藤井　勇成(1) 専修大松戸高

ﾏﾂｻﾞﾜ　ｱｷﾋﾛ ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｸﾛｳ

7 31981 松澤　朗宏(1) 流経大 7 31951 梶山　拓郎(2) 流経大
ｾﾝｽｲ　ﾘｮｳﾀ ﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ

8 0 泉水　良太(3) 水戸工業高 8 1325 根本　翔太郎 第１空挺団
ﾋﾀﾞｶ ﾊﾔﾄ ｶｼﾏ ｾｲﾔ

9 1326 日高　隼人 第１空挺団 9 191 鹿嶋　星也(2) 拓大紅陵高
ｺﾔﾅｷﾞ ﾎﾏﾚ ｸﾛｶﾜ ｹｲｽｹ

10 1317 小柳　誉 第１空挺団 10 371 黒川　恵輔 明大同
ｵｵｽｷﾞ　ﾘｭｳﾀ ｼﾏﾀﾞ ﾀｸ

11 2218 大杉　竜太(3) 市立船橋高 11 51319 島田　拓(1) 札幌山の手高

ﾓﾝﾏ　ﾀﾞｲｽｹ ﾆｼﾔ　ﾘｸﾄ

12 5228 門間　大輔(3) 那須拓陽高 12 661 西谷　陸斗(3) 流経大柏高
ﾊﾝﾀﾞ ｺｳﾀ ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

13 203 本多　洸太(1) 拓大紅陵高 13 51321 永島　悠平(1) 札幌山の手高

ｸﾗﾀ　ｺｳﾀﾞｲ ﾐﾔｼﾀ　ｵｷﾄ

14 3880 倉田　昂大(3) 中央学院高 14 31982 宮下　意大(1) 流経大
ｼﾝ　ｺｳｾｲ ｳﾏｺｼ　ｹｲ

15 3193 新　康生(3) 鎮西学院高 15 31949 馬越　啓(2) 流経大
ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｽｹ ﾁﾘｷﾞﾘ　ｲﾂｷ

16 51320 辻本　幸翼(1) 札幌山の手高 16 31975 芥切　樹(1) 流経大
ｻﾜｾ　ﾅｵﾔ ﾋﾗｶﾞ　ｺｳｷ

17 4141 澤瀬　尚弥(3) 埼玉栄高 17 2208 平賀　光貴(3) 市立船橋高
ワラガイ　セイヤ ｳﾉ ｼｮｳ

18 5121 藁谷　誠矢(3) いわき総合高 18 78 宇野　翔(2) 札幌学院大
ﾐｶﾐ　ﾜﾀﾙ ﾉﾀﾞ ｷﾞﾝ

19 31961 三上　航(2) 流経大 19 51322 野田　銀(1) 札幌山の手高

ﾐｽﾞﾀﾆ　ｱｷﾄｼ ﾀｶﾞｼﾗ　ｿｳﾏ

20 31963 水谷　彰利(2) 流経大 20 31939 田頭　操真(3) 流経大
ｲﾁﾉｾ　ﾘｮｳﾀ ｲｹｶﾞﾐ　ｹﾝﾀ

21 31966 一ノ瀬　涼太(1) 流経大 21 31947 池上　健太(2) 流経大
ｷﾑﾗ　ﾄﾜ ｼﾝ　ｺｳﾀﾞｲ

22 31969 木村　永遠　(1) 流経大 22 31956 新　昂大(2) 流経大
ﾅｶｶﾞﾜ　ﾋﾛﾄ ﾂｼﾞ　ﾀｸﾐ

23 604 中川　裕斗(3) 和歌山南高 23 31958 辻　卓史(2) 流経大
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ ﾏﾂｻﾞﾜ　ﾘｭｳｼﾞ

24 190 安藤　拓哉(2) 拓大紅陵高 24 31960 松澤　竜志(2) 流経大
ｻｻｷ ﾘｮｳﾄ ヨカワ シュウ

25 192 佐々木　亮斗(2) 拓大紅陵高 25 4842 余川 周(3) 東理大
ｺﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ ｽｶﾞﾇﾏ ﾋｻﾖｼ

26 196 古場　知宏(2) 拓大紅陵高 26 1322 菅沼　久禎 第１空挺団
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ ﾏﾂｵ ﾋﾛﾕｷ

27 205 渡辺　柊(1) 拓大紅陵高 27 0 松尾　裕之(3) 中央学院高
ｺｼﾞﾏ　ｼｭｳﾍｲ ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

28 51 小島　柊平(3) 浦和実業高 28 2125 宮田　諄一(2) 順大
ｲﾜﾀ ﾕｳｷ ﾔﾉ ﾅｵｷ

29 2542 岩田 悠希 one's 29 2132 矢野　直幹(2) 順大
ｼｵｼﾞﾘ　ﾀｲｶﾞ ｲﾁﾑﾗ　ｼｭﾝ

30 613 塩尻　大河(3) 市立柏高 30 5312 市村　駿(3) 小山南高
ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ ﾐｽﾞｶﾞｷ ﾀｹﾋﾛ

31 5234 蔭山　和敬(1) 順大 31 31962 水柿　岳大(2) 流経大
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ

32 5250 的場　亮太(1) 順大

記録 記録
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審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 14:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

5組 6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

ﾀｶﾐ ｻﾄｼ ｵｵﾊﾞ ﾏﾋﾛ

1 3172 髙見　智志(2) 専修大松戸高 1 31967 大場　麻央(1) 流経大
ﾀﾀﾞｳﾁ ﾕｳｼﾞ ｵﾉ ﾕｳﾄ

2 3173 忠内　侑士(2) 専修大松戸高 2 31968 小野　悠人(1) 流経大
ｶｺﾞｸﾗ ﾕｳﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾔ

3 3191 籠倉　侑太郎(1) 専修大松戸高 3 31973 高橋　登也(1) 流経大
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾀ ｲﾅﾀﾞ ﾀｸﾏ

4 3290 髙橋　駿太(2) 國學院大學陸上同好会 4 4212 稲田　拓真(2) 明大同
ﾐﾂｶ ﾀｶﾔ ｳﾒﾀﾆ　ｺｳﾀ

5 1333 三津家　貴也(1) 筑波大院 5 652 梅谷　康太(3) 流経大柏高
ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾂﾂﾞｷ ﾕｳｷ

6 3177 金田　遼祐(2) 専修大松戸高 6 688 都築　勇貴(3) 田辺工業高
ﾀｶｽｶ ﾀｲｾｲ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚｲ

7 3178 髙須賀　大勢(2) 専修大松戸高 7 3176 松永　伶(2) 専修大松戸高

ﾌｼﾞｼﾏ ﾐｷﾋﾛ ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲｾｲ

8 3195 藤島　幹大(1) 専修大松戸高 8 1341 杉山　魁声(1) 筑波大
ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ ﾅｶﾊﾗ ﾘｸﾄ

9 201 鈴木　康也(1) 拓大紅陵高 9 31941 中原　陸斗(3) 流経大
ﾖｼﾀﾞ ﾚｲｼ ｵｵﾓﾘ ﾚｲ

10 555 吉田　礼志(1) 拓大紅陵高 10 1562 大森　澪 富士通
ｼｶﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ

11 0 四釜　峻佑(3) 山形中央高 11 1559 石井　秀昂 富士通
ﾀﾆｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ ｸｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

12 51312 谷川　純也(2) 札幌山の手高 12 1564 久我　和弥 富士通
ﾀﾀﾞ ｶﾅﾀ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

13 51311 多田　奏太(2) 札幌山の手高 13 1566 佐藤　佑輔 富士通
ｸﾄﾞｳ ｼﾝ ﾖｺﾃ ｹﾝ

14 85 工藤　真(1) 札幌学院大 14 1589 横手　健 富士通
ｺｳﾀﾆ ﾚｲﾔ ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

15 86 幸谷　玲弥(1) 札幌学院大 15 1583 松枝　博輝 富士通
ﾖｼｲ ﾐﾁﾄ ｲﾌﾞﾗﾋﾑ ﾜﾝｸﾞ

16 5253 吉井　道歩(1) 順大 16 51324 ｲﾌﾞﾗﾋﾑ　ﾜﾝｸﾞ(1) 札幌山の手高

ﾖｺｼﾏ ﾀｲｶﾞ ｲﾖﾀ ﾀﾂﾔ

17 2085 横島　大河(3) 順大 17 0 伊豫田　達弥(3) 舟入高
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾀｲﾗ ｼｭﾝｽｹ

18 2055 黒柳　宏暢(3) 順大 18 0 平　駿介 白石高
ｺｻｶ ﾀﾂﾔ ﾉﾑﾗ ﾕｳｻｸ

19 2056 小阪　竜也(3) 順大 19 0 野村　優作(3) 田辺高
ﾋﾗｶﾜ ﾀｶｷ ﾌｼﾞﾏｶﾞﾘ ﾋﾛﾄ

20 2080 平川　貴稀(3) 順大 20 2081 藤曲　寛人(3) 順大
ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾏｷｾ ｹｲﾄ

21 2076 野田　一輝(3) 順大 21 5249 牧瀬　圭斗(1) 順大
ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｼ ﾖｼｵｶ ﾄﾓｷ

22 2091 内山　将志(2) 順大 22 2158 吉岡　智輝(1) 順大
ﾋﾄﾐ ﾀｶﾕｷ ﾓﾘ ﾕｳﾀ

23 2153 人見　隆之(1) 順大 23 2084 森　優太(3) 順大
ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ ﾂﾀﾞ ﾏｻｷ

24 2136 岩嵜　友也(1) 順大 24 2148 津田　将希(1) 順大
ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾞｲ

25 2053 香月　翔太(3) 順大 25 2103 清水　颯大(2) 順大
ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ

26 2119 原田　宗広(2) 順大 26 2110 多久和　能広(2) 順大
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

27 2117 野口　雄大(2) 順大
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ

28 2077 橋本　龍一(3) 順大
ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ

29 2059 小畠　隆太郎(3) 順大
ﾅﾝﾊﾞ　ｺｳﾍｲ

30 2074 難波　晧平(3) 順大
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

31 2064 鈴木　雄人(3) 順大
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ

32 2068 高林　遼哉(3) 順大
ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ

33 2013 塩尻　和也(4) 順大

記録 記録
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審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 15:25 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

ｽｽﾞｷ ｼﾞｮｳﾀ ｵﾊﾞﾗ　ﾕｳｽｹ

1 201 鈴木　丈太(2) 信州大 1 31933 小原　佑介　(3) 流経大
ﾓﾘﾀ ﾀｹﾄ ｵｶｼﾞﾏ　ｹｲｽｹ

2 0 森田　雄斗(3) 東京情報大 2 31950 岡島　慶典(2) 流経大
ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ ｼﾓｿﾞﾉ　ｼﾝｲﾁﾛｳ

3 0 二階堂　真大(2) 東京情報大 3 31955 下園　伸一郎(2) 流経大
ｵﾔﾅｷﾞ ﾀｲﾁ ｽｽﾞｷ　ｿｳﾏ

4 0 小柳　泰治(1) 東京情報大 4 31957 鈴木　壮馬(2) 流経大
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ ﾆｼﾀﾞ　ｶｴﾃﾞ

5 2221 井上　柾未(2) 市立船橋高 5 31959 西田　楓(2) 流経大
ｵｵﾖｼ ﾕｳｽｹ ﾀｹｶﾞﾐ　ｾﾅ

6 2223 大吉　優亮(2) 市立船橋高 6 31974 竹上　世那(1) 流経大
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ ﾐﾔｼﾀ　ﾖﾘﾄ

7 2225 斉藤　拓海(2) 市立船橋高 7 31983 宮下　資大(1) 流経大
ﾏﾁﾅｶﾞ ﾀｶｷ ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｸﾛｳ

8 2228 町永　隆来(2) 市立船橋高 8 31951 梶山　拓郎(2) 流経大
ｲﾜｵ ｶﾞｲ ｷｸﾁ　ｶｲﾄ

9 2231 岩尾　雅偉(1) 市立船橋高 9 31934 菊地　海斗(3) 流経大
ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ ｶﾈｺ ｱｷﾋﾛ

10 2233 佐藤　条二(1) 市立船橋高 10 1382 金子　晃裕 コモディイイダ

ｼｲｷ ｶﾝﾀ ｷﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

11 2234 椎木　幹太(1) 市立船橋高 11 1383 木田　貴大 コモディイイダ

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾐ ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｷ

12 2237 富永　匠海(1) 市立船橋高 12 1374 黒河　一輝 コモディイイダ

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｷ ｺﾞﾛｳﾀﾆ ｼｭﾝ

13 2238 富永　悠生(1) 市立船橋高 13 1384 五郎谷　俊 コモディイイダ

ハブ  ショウセイ ｻﾄｳ ﾃﾙｱｷ

14 13896 羽生  祥成 神奈川県警察 14 1385 佐藤　晃章 コモディイイダ

ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ﾐﾔﾓﾄ ｶｲ

15 779 森田　和裕 埼玉滑川走友会 15 1365 宮本　甲斐 コモディイイダ

ｶﾈｺ ﾘｮｳ ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｷ

16 774 金子　遼 埼玉滑川走友会 16 1369 黒田　雄紀 コモディイイダ

ﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ ピーター　ムワンギ

17 82 野村　隼斗(2) 札幌学院大 17 1389 ピーター　ムワンギ コモディイイダ

ﾏﾂｻﾞｶ ｴｲｷ ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｱｷ

18 83 松坂　栄輝(2) 札幌学院大 18 1388 高橋　光晃 コモディイイダ

ﾊｯﾄﾘ ﾜｸｳ ﾀｼﾞﾏ ﾋｶﾙ

19 193 服部　和空(2) 拓大紅陵高 19 0 田島　光 コモディイイダ

ﾀｷﾀﾆ　ｶｲﾄ ｵｵｸﾎ ﾞﾘｸﾄ

20 31940 瀧谷　海斗(3) 流経大 20 0 大久保　陸人 コモディイイダ

ﾐﾜ　ﾕｳﾀﾞｲ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞﾝﾉｽｹ

21 31944 三輪　雄大(3) 流経大 21 0 松村　陣之助 コモディイイダ

ｸﾏﾀﾞ　ｼｮｳﾀ ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ

22 31970 熊田　翔太　(1) 流経大 22 0 村上　優輝 コモディイイダ

ﾅｶﾈ　ｼｮｳﾔ ウィリー　キプセレム

23 31977 中根　翔也(1) 流経大 23 8734 ウィリー　キプセレム コモディイイダ

ﾏﾂｵ ﾘｸ ﾏｻｺﾞ ﾊﾙｷ

24 2154 松尾　陸(1) 順大 24 2123 真砂　春希(2) 順大
ﾔﾉ ﾅｵｷ ﾖｺﾃ ｹﾝ

25 2132 矢野　直幹(2) 順大 25 1589 横手　健 富士通
ｼﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ

26 5242 進藤　魁人(1) 順大

記録 記録



 男子10000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 15:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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



 男子110mH(1.067m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 13:45 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
ｶﾄｳ ﾕｷｵ

2 670 加藤　幸雄 KTC 2
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ

3 2102 柴田　一瞬(2) 順大 3
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

4 2133 山口　 大我(2) 順大 4
ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ

5 2135 泉谷　駿介(1) 順大 5
ｶﾜﾊﾗ  ﾅｵﾕｷ

6 4005 川原　直之(4) 茨城大 6
ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

7 2090 今井　 淳平(2) 順大 7
ｸｽﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ

8 914 葛原　佑太 千葉陸協 8

記録



 男子400mH(0.914m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 14:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
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
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ

2 6539 谷口　陽哉(4) 産業技術高専 2
ﾉﾅｶ ｹｲﾄ

3 200 野中　渓人 九州情報大 3
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ

4 2139 小野寺　将太(1) 順大 4
ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ

5 2042 浅子　 隆一(3) 順大 5
ﾐﾖｼ ﾚﾝ

6 2126 三好　 　蓮(2) 順大 6
ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾔ

7 2043 飯塚　 拓也(3) 順大 7

8 8

記録



一般男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月22日 12:30 決　勝    

決　勝　

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

1 4441 鈴木　裕太(2) 東京電機大
ｶｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ

2 6326 梶原　真(1) 上智大
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ

3 2102 柴田　一瞬(2) 順大
ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷﾖ

4 5245 高橋　宗聖(1) 順大
ﾔﾏﾐﾁ ﾄｼﾔ

5 3420 山道　稔也(4) 上智大
ｶﾀﾉ ﾕｳﾀ

6 5235 片野　雄太(1) 順大
ﾉﾅｶ ﾚﾝﾔ

7 2118 野中　蓮也(2) 順大
ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｷ

8 2071 角田　滉貴(3) 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



一般男子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月22日 11:00 決　勝    

決　勝　

ﾀｳｴ ｼｭﾝ

1 2067 田上　駿(3) 順大
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

2 2113 中川　暁博(2) 順大
ｱﾌﾞﾗﾔ ｹｲｺﾞ

3 5230 油屋　圭吾(1) 順大
ｱｿｳ ﾐｷｵ

4 5169 麻生　幹雄(1) 順大
ｲｼﾏﾙ ｿｳﾀ

5 2087 石丸　颯太(2) 順大
ｵｸ ﾘｸ

6 2138 奥　吏久(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



一般男子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月22日 10:30 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

ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛﾑ

1 5809 小林　弘(1) 新潟大
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾏﾈ

2 2073 中島　周音(3) 順大
ｻﾀﾞﾐﾂ ﾀｶﾉﾘ

3 1175 貞光　孝則 新日鐵住金
ｲﾄｳ ﾀｲｽｹ

4 2045 伊藤　奉祐(3) 順大
ｲﾅｶﾞﾜ　ｼｮｳﾀ

5 2047 稲川　尚太(3) 順大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ

6 2141 小林　大起(1) 順大
ｶﾜｼﾏ ﾀﾂﾞﾏ

7 2006 川島　鶴槙(4) 順大



一般男子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月22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

シノザキ リョウ

1 1888 篠崎  凌(3) 流経大
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
クドウ マサヤ

4 1882 工藤  雅也(3) 流経大
ﾀｷﾀﾆ ｷｮｳｽｹ

5 2109 瀧谷　京輔(2) 順大
ﾉｻﾞｷ ﾁﾋﾛ

6 2075 野崎　千皓(3) 順大
ｵｵｻｶ ﾄﾓﾔ

7 2092 大阪　智也(2) 順大
ﾑﾗｻｷ ｼｭｳ

8 1363 村﨑　秀(4) 筑波大
ﾂｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ

9 2021 辻田　達也(4) 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

3月22日 14:00 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

ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ

1 2102 柴田　一瞬(2) 順大
ｲｼｻｶ ｼｮｳﾏ

2 34029 石坂　奨真(3) 保善高
ﾀｶﾉ ｲﾁﾛ

3 2107 高野　一路(2) 順大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏ

4 178 渡辺　和馬(2) 札幌国際大
ﾀｼﾛ ｶﾝｼﾞ

5 2069 田代　寛治(3) 順大
ｻｶﾞｴ ﾂﾊﾞｻ

6 2061 寒河江　翼(3) 順大
ﾔﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ

7 1382 谷中　宏太朗(3) 筑波大
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ

8 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

3月22日 15:00 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

ﾀｳｴ ｼｭﾝ

1 2067 田上　駿(3) 順大
ｲｼｽﾞｶ ｺｳｽｹ

2 2044 石塚　恒祐(3) 順大
ｼﾉｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

3 2143 篠崎　亮介(1) 順大
ｻｶﾞｴ ﾂﾊﾞｻ

4 2061 寒河江　翼(3) 順大
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

5 2070 田村　勇太(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

3月22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(3) 学習院大
ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

2 5236 北山　智大(1) 順大
ﾁｬｿﾞﾉ ｱｷﾗ

3 741 茶園　彰 群大TF荒牧クラブ

ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳｽｹ

4 17668 竹ノ内　優介(2) 日大
ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ

5 2157 三浦　琢磨(1) 順大
ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾔ

6 630 高野　諒也 千葉陸協
ｸﾗﾀ ﾅｵﾄ

7 6002 倉田　直人 内堀連合
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

3月22日 10:30 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

ｲﾉｾ ｶｽﾞｷ

1 2089 猪瀬　和希(2) 順大
ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾍｲ

2 1385 村澤　雄平(4) 筑波大
ﾀﾆﾊﾞ ﾏｻﾕｷ

3 6334 谷場　雅之 順大院



高校男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月22日 12:30 決　勝    

決　勝　

ｲﾏｲ ﾄﾓｷ

1 6008 今井　朋樹(3) 桂高

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



高校男子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月22日 11:00 決　勝    

決　勝　

ｻﾀ ﾏｻﾖｼ

1 340 佐田　征義(3) 鹿児島南高

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



高校男子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月22日 10:30 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

ﾂﾄｳ ﾋﾛﾑ

1 1065 津藤　広夢(3) 東農大二高
ﾆｼｺﾘ ｶﾞｸ

2 14 錦織　岳(3) 姉崎高



高校男子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月22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

ﾄﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｷ

1 1148 外所　晴貴(3) 前橋育英高



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

3月22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

ｲｼｻｶ ｼｮｳﾏ

1 34029 石坂　奨真(3) 保善高
ｶﾜｲ ﾘｭｳｾｲ

2 1007 川合　隆誠(3) 三重高



高校男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 10:30 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

ﾌｸｵｶ ｼｭﾝ

1 5455 福岡　駿(3) 袋井高



 女子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 13:25 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
ﾐﾔﾏ ﾁｻﾄ

4 8557 宮間　知里(1) 日女体大 4
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ

5 7299 西尾　夏波(4) 順大 5

6

7

8

記録



 女子200m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 14:15 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
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ

4 7774 池崎　愛里(2) 順大 4
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ

5 7299 西尾　夏波(4) 順大 5
ﾊﾗﾉ ﾌﾐﾅ

6 2559 原野 史菜 one's 6

7

8

記録



 女子400m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 13:10 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

1 1

2 2

3 3
ｻｸﾗｲ ﾗﾐ

4 8097 櫻井　羅美(4) 上智大 4
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ

5 7774 池崎　愛里(2) 順大 5
ｷｸﾁ ﾘｸ

6 7762 菊地　梨紅(3) 順大 6
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ

7 7771 山本　 唯弥(3) 順大 7

8

記録



 女子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22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
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

ﾅﾍﾞｼﾏ ﾕｷﾉ

1 4471 鍋島　幸乃(3) 昌平高 1
ｶｷﾔ　ｺﾄﾐ

2 7760 垣屋　琴美(3) 順大 2
ｷｸﾁ ﾘｸ

3 7762 菊地　梨紅(3) 順大 3
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ

4 271 髙橋　ひな NIKE TOKYO TC 4
ｲﾏｲ ｻｷ

5 2284 今井　咲 千葉大ｸﾗﾌﾞ 5
ﾖｼｽﾞﾐ　ﾅﾅ

6 7772 吉住　奈々(3) 順大 6
ﾀｹﾋﾗ ﾕｶｺ

7 8564 竹平　優花子(1) 順大 7
ﾕｱｻ ﾄﾓｴ

8 8567 湯浅　朋恵(1) 順大 8

記録



一般女子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月22日 12:30 決　勝    

決　勝　

ﾋﾛﾅｶ ﾐﾊﾙ

1 7784 廣中　三春(2) 順大
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ

2 7797 中村　紗華(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



一般女子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月22日 11:00 決　勝    

決　勝　

ｼｵﾀﾞ ﾋｳﾐ

1 7777 塩田　日海(2) 順大
ｶｻﾊﾗ ﾅﾅ

2 7761 笠原　奈菜(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



一般女子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月22日 10:30 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

ﾐﾔﾏ ﾁｻﾄ

1 8557 宮間　知里(1) 日女体大



一般女子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月22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

ｶｲ ﾅﾂｷ

1 7759 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

3月22日 14:00 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

ｱﾍﾞ ﾄｲﾛ

1 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

3月22日 15:00 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

3月22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

ｲｿﾀﾞ ﾐｶ

1 7786 磯田　実華(1) 順大
ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ

2 7795 高橋　七海(1) 順大
ｱﾍﾞ ﾄｲﾛ

3 7773 阿部　冬彩(2) 順大



一般女子やり投(600g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 10:30 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

ﾀﾝｹﾞ ｱｵｲ

1 8565 丹下　葵(1) 順大



高校女子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月22日 12:30 決　勝    

決　勝　

ｾｲﾉ ｶﾅｺ

1 1342 清野　かな子(3) 市立船橋高

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

3月22日 10:30 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

ﾎﾘｳﾁ ﾙﾅ

1 63170 堀内　瑠奈(3) 白梅学園高



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

3月22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

ｲｲﾇﾏ ﾕﾐ

1 2895 飯沼　裕美(3) 霞ヶ浦高



高校女子やり投(600g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 10:30 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

ｾﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ

1 41060 瀬畑　悠(3) 芦花高



男女10000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月22日 15:25 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

ｻｻｷ　ﾊﾙﾅ

1 7548 笹木　晴奈(2) 津田塾大 1
ｽﾄﾞｳ ﾋｶﾙ

2 1144 須藤　ひかる(2) 東北福祉大 2
ｲﾘｼｶ ﾋﾃﾞﾋﾛ

3 5070 入鹿  英洋(2) 防衛大 3
ﾊﾘｳ ﾕｳﾀ

4 6707 針生  優太(1) 防衛大 4
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ

5 6360 山本  凌(1) 防衛大 5
ｶﾀﾔﾏ ｻﾄｼ

6 6355 片山  恵志(1) 防衛大 6
ｲｼｲ ｼｮｳﾀ

7 3518 石井　翔太(2) 千葉大 7
ｳｼｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ

8 6639 潮田　裕亮(1) 千葉大 8
ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｷ

9 6643 山中　祐輝(1) 千葉大
ｵﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ

10 3490 恩田　拓実(3) 千葉大
ｼﾊﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ

11 3504 芝原　健悟(3) 千葉大
ｼﾀﾗ ﾀｹﾋﾛ

12 3527 設楽　岳宏(2) 千葉大
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓﾋﾛ

13 2557 米倉 智弘 one's
ﾐｳﾗ ﾄﾓﾔｽ

14 5058 三浦　友靖(2) 防衛大
ﾏﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

15 6359 眞鍋  憲弘(1) 防衛大
ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ

16 6358 坂本　航平(1) 防衛大
ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ

17 426 中津川　遥也(2) 東北福祉大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ

18 0 渡部　裕太(3) 東京情報大
ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ

19 0 齋藤　健太郎(3) 東京情報大
ﾃﾗｻｷ ｱﾕﾑ

20 0 寺崎　歩(3) 東京情報大
ﾊｾ ｹｲｽｹ

21 0 長谷　佳祐(2) 東京情報大
ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ

22 5039 岡田　竜也(3) 防衛大
ｱｵﾀ ﾕｳｷ

23 5046 青田  優希(3) 防衛大
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾔ

24 0 石川　悠弥(1) 東京情報大
ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ

25 5750 上村　瞭太郎(3) 防衛大
ｱﾍﾞ ﾔｽﾊﾙ

26 6356 安部  閑喜(1) 防衛大

記録


