
 男子800m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

11月23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

ﾐﾁﾊﾗ ﾀｸﾔ ｶｾ ﾘｮｳﾄ

1 2211 道原　拓哉 市立船橋高 1 686 加瀬 凌斗 銚子高
ｶﾜｼﾏ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏｼﾀ ｻﾄﾔ

2 2202 川島　大輝 市立船橋高 2 1135 山下　智也 八千代東高
ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾕｷ ｻﾅﾀﾞ ｱｽﾄ

3 2162 白石　浩之 順大院 3 2100 真田 明日人 順大医
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ ｻｻｷ ｿｳﾀ

4 2156 丸山　脩太 順大 4 2232 佐々木　爽多 市立船橋高
ｵｵﾅﾗ　ﾘｭｳｷ ｼﾗﾄﾞ ﾐﾁﾄ

5 5155 大楢　龍輝 利根中 5 2235 白土　路人 市立船橋高
ﾋﾗﾇﾏ ｼｭﾝ ｽｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ

6 3 平沼　駿 慶大 6 2226 須賀　大介 市立船橋高
ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ｼﾗｲｼ ﾕｳｶﾞ

7 4645 武田　総一郎 成城大 7 4518 白石　湧雅 千葉工大
ｻｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ

8 8 2809 佐々木 雄大 船橋古和釜高

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

ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ

1 682 小島 直輝 銚子高 1 681 鈴木 大輝 銚子高
ﾋﾄﾐ　ｼｮｳｴｲ ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ

2 1428 人見　將英 八千代東高 2 2547 河村　拓海 one's
ｲﾇｲ ｼﾝﾔ ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾀ

3 2144 乾 真也 船橋古和釜高 3 785 後藤　隆太 佐原高
ﾅﾏｷ ｱﾂﾔ ｵｵｼﾏ ｼｭﾝ

4 1132 生木　敦也 八千代東高 4 1362 大島　駿 佐原高
タカタ コウヘイ ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｽﾌﾐ

5 157 高田　康平 秋田大医学部 5 4513 松崎　康文 千葉工大
ﾀｹｲ ﾕｳﾔ ｳﾒﾊﾞﾔｼ ｺｳｶﾞ

6 4 武居　裕也 千葉陸協 6 806 梅林　光雅 下総高
ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾉﾘ ｼｹﾞﾏﾂ ｹｲｼ

7 5246 竹内　辰徳 順大 7 1427 重松　慧士 下総高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾊ ﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ

8 2667 渡辺　倖羽 稲毛高 8 3543 和田　拓也 柏陵高

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
ｱﾗﾔｽ ﾅｵﾄ

2 0 新安　直人 富士通 2
ﾑﾗｼﾏ ﾀｸﾐ

3 703 村島　匠 福井県スポーツ協会 3
ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ

4 2001 梅谷　健太 順大 4
ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

5 2078 林　貴裕 順大 5
ｼｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ

6 2101 塩田　哲平 順大 6
ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

7 2104 鈴木　顕人 順大 7

8 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：藤田　祥平

11月23日 00:00 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：藤田　祥平

11月23日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ カワタ　ショウゴ

1 2138 吉田 崚祐 船橋古和釜高 1 67 川田　祥吾 彩tama陸上
ｶﾈｶﾞ ﾄｼｷ ﾌｶｻﾞﾜ　ﾊﾙｷ

2 2143 金賀 星樹 船橋古和釜高 2 1788 深澤　蒼稀 幕張総合
ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾛﾑ ｵｵﾐﾔ ｺｳﾍｲ

3 2810 青柳 大夢 船橋古和釜高 3 504 大宮　康平 豊川クラブ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ ﾖｼﾀﾞ ﾁｶﾗ

4 726 渡邊　優馬 稲毛高附属中 4 3201 吉田　力 専修大松戸高

ﾔﾅｶﾞﾜ ﾕｳｷ ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ

5 1367 柳川　侑輝 佐原高 5 2525 竹林　樹 東海大浦安高

ﾀｷ ｿｳﾀ ｲﾜﾀ ﾕｳｷ

6 3517 滝　颯太 one's 6 2542 岩田 悠希 one's
ﾋﾒﾀ ｺｳﾉｽｹ ｵｵｶﾜ ｲﾁﾛｳ

7 3662 姫田　光之助 稲毛高附属中 7 2222 大川　一郎 市立船橋高
ｺﾐﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ

8 2539 小宮山　省吾 one's 8 2025 小川　恭平 順大医
ｵｵﾉ ｼｭｳﾔ ﾔﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ

9 2544 大野　修也 one's 9 1186 矢守　峻脩 前橋育英高
ｷﾀｶﾞﾜ　ｿｳﾏ ｱﾗﾏｷ ｶｲﾘ

10 1779 北川　颯馬 幕張総合 10 1170 荒牧　海里 前橋育英高
ﾀｹｳﾁ　ﾅﾂｷ ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾄ

11 1777 竹内　夏輝 幕張総合 11 1533 山田　景翔 前橋育英高
ﾑﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ ﾅｶﾔﾏ ﾘｵ

12 5449 村川　雄一 AQRC 12 2026 中山　理生 順大
ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ

13 3567 森山　涼太 one's 13 3484 金子　元貴 千葉大院
ﾎﾔﾉ　ﾘｸ

14 1792 穂谷野　陸 幕張総合
ｲﾘﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ

15 2527 入山　響平 東海大浦安高

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ

16 2545 山口　友輔 東海大浦安高

3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

コバヤシ　ケイヤ

1 60 小林　慶哉 彩tama陸上 1
ｶﾂﾔﾏ ｺｳｽｹ

2 1173 勝山　康介 前橋育英高 2
ﾓﾘｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ

3 1185 森川　凛太郎 前橋育英高 3
ｲﾘｻﾜ ｾｲﾗ

4 1172 入沢　世良 前橋育英高 4
ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ

5 1154 新井　颯人 前橋育英高 5
ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾔ

6 674 田口　雅也 上尾市陸協 6
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ

7 2215 山田　亘希 市立船橋高 7
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ

8 2221 井上　柾未 市立船橋高 8
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ

9 2236 舘林　佑介 市立船橋高
ｺﾐﾔ ﾀｹﾙ

10 1909 小宮　尭 流経大
ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

11 2151 根本　大輝 順大
ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ

12 2124 三上　椋平 順大
ｼｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ

13 2101 塩田　哲平 順大
ｵｱﾅ ｴｲｷ

14 5233 小穴　英気 順大

記録 記録

記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

11月23日 14:15 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

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組



 男子3000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

11月23日 15:15 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

ｸﾙｽ ﾐｽﾞｷ

1 685 来栖 瑞樹 銚子高 1
ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳｺﾞ

2 583009 稲垣　匠冴 士別中 2
ｵｵｺｳﾁ ｶﾝｼﾞ

3 583001 大河内　貫志 士別中 3
ﾜﾀﾘ ｺｳｷ

4 583109 渡利　幸生 士別中 4
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ

5 583010 遠藤　優太 士別中 5
ｶﾜｶﾐ ｺｳｷ

6 583033 川上　航季 士別中 6
ｸﾛｶﾜ ﾊﾙﾄ

7 583005 黒川　遙斗 士別中 7
ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｽｹ

8 583019 谷口　浩輔 士別中 8
ｻﾉ ﾘｮｳﾍｲ

9 583008 佐野　亮平 士別中
ﾎﾝﾏ ﾊﾔﾃ

10 583105 本間　　颯 士別中
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ

11 280 小玉　英樹 三井化学
ｻｶｲ ﾄﾓｷ

12 2708 坂井　智樹 稲毛高
ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ

13 6584 田邉　大地 千葉大
ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

14 3506 木村　彰吾 千葉大
ｼﾊﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ

15 3504 芝原　健悟 千葉大
ｲｶﾞﾗｼｻﾄｼ

16 1008 五十嵐　聡 松戸市陸協
ｱｿｳ ﾕｳｽｹ

17 1465 朝生　祐輔 佐倉市陸協
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾊﾙ

18 3447 中村　直治 岡崎城西高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ

19 5239 近藤　悠大 順大
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

20 1583 松枝　博輝 富士通

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：藤田　祥平

11月23日 16:10 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

ﾅｶﾑﾗ ｾｲｼﾞ ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

1 8729 中村　誓志 クラブR2東日本 1 773 吉田　航大 佐原高
ｸﾎﾞﾉ　ｼｭﾝｽｹ ｵｵｻｷ ﾄﾓﾋﾛ

2 1791 久保野　駿介 幕張総合 2 786 大崎　友裕 佐原高
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ ﾀｶｷﾞ ﾋﾅﾀ

3 1370 斉藤　一樹 佐原白楊高 3 774 高木　日向 佐原高
ｷﾀﾆ ﾄﾓﾔ ﾖﾈﾔﾏ ｾｲｶﾞ

4 2442 木谷　友哉 市川高 4 1365 米山　聖雅 佐原高
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾄ ｲｳﾗ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ

5 2449 中村　泰斗 市川高 5 771 井浦　丈一郎 佐原高
ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ ｸﾘﾔﾏ ｲﾂｷ

6 2453 高田　知志 市川高 6 788 栗山　樹希 佐原高
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ

7 1867 山形　亮太 稲毛高 7 770 小林　亮介 佐原高
ｻｶｻﾞｷ　ﾄﾓｱｷ ｶﾐｸﾘ ｶｲﾄ

8 1874 坂﨑　智秋 稲毛高 8 2528 上栗　海跳 東海大浦安高

キザワ ショウタ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｾｲ

9 4207 木澤　翔太 さいたま市立浦和高 9 2539 中村　悠星 東海大浦安高

ﾏﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ

10 781 松田　渉 佐原高 10 5039 岡田　竜也 防大
ｸﾎﾞｷ ｹﾝﾄ ｸﾜﾅ ﾀｶﾋﾛ

11 1366 久保木　健登 佐原高 11 2448 桑名　孝拓 市川高
ｵﾆｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ｲﾜﾀ　ｺｳ

12 1361 鬼澤　大樹 佐原高 12 2445 岩田　航 市川高
ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾏ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ

13 1368 高木　佑真 佐原高 13 2217 松原　征哉 市立船橋高
ｳｴﾀﾞ ｱｷﾕｷ イトス ヒロシ

14 4439 植田　晃行 東京陸協 14 4833 糸洲 弘 東理大
シミズ ケイイチ ﾊｺｻﾞｷ　ﾅｵｷ

15 2104 清水 慶一 RUNWEB 15 6255 箱崎　直喜 東工大
ナカゾノ タイガ ﾅﾗ　ﾕｳﾄ

16 3652 中薗 大河 筑波大 16 3232 奈良　悠冬 東工大
ﾎﾄﾞﾀ ﾋﾛﾄ ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｸ

17 3477 程田　皓人 柏高 17 8793 杉本　陸 早大同
ﾅｶﾑﾗ　ｼｮｳ ムラキ ケンコウ

18 6254 中村　奨 東工大 18 3571 村木権孝 筑波大
ｱﾀﾞﾁ ｺﾞｳ タカツキ ネオ

19 6645 安達　剛 千葉大院 19 3548 高月 音於 筑波大
イセ タクヤ ｲﾄｳ ｼﾝ

20 6507 伊勢 拓哉 東理大 20 1723 伊藤　慎 東大
ｳﾁﾀﾞ ﾄｳﾄ ﾑﾗｶﾐ　ﾋﾛﾄ

21 2886 内田　尊人 東海大浦安高 21 1134 村上　弘翔 八千代東高
ｶｷｳﾁ ﾀｶﾋﾄ ｻｻｷ ｺｳｷ

22 2887 垣内　貴仁 東海大浦安高 22 3472 佐々木　康貴 柏高
ﾋｻﾀﾞ ｺｳｷ ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ

23 2888 久田　昂輝 東海大浦安高 23 3466 上田　智哉 柏高
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ ｵｻﾞﾜ　ﾘｮｳﾀ

24 2544 松澤　宏亮 東海大浦安高 24 1770 小澤　亮太 幕張総合
ﾀﾃｲｼ ﾘｮｳ ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ

25 2891 立石　崚 東海大浦安高 25 5796 遠藤　壮汰 千葉大
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ

26 2889 山本　竜 東海大浦安高 26 6638 阿部　拓己 千葉大
ｺｵﾘﾔﾏ ｼﾞｮｳ

27 760 郡山　丈 さいたま市陸協

ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ

28 5251 村上　陸人 順大
ﾖｺﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾔ

29 5252 横堀　凌也 順大
オオツボ カクル

30 3566 大坪 翔 筑波大

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

11月23日 16:10 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

ﾅｶﾞｾ　ｿｳﾀ ﾋﾗｶﾞ ｺｳｷ

1 2443 長瀬　壮太 市川高 1 2208 平賀　光貴 市立船橋高
ﾂｸﾀﾞ ﾄｼｷ ﾖｺｵ ﾏｷﾄ

2 5036 佃　星希 防大 2 2216 横尾　真輝斗 市立船橋高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ﾏﾁﾅｶﾞ ﾀｶｷ

3 2239 山口　大翔 市立船橋高 3 2228 町永　隆来 市立船橋高
ｱｲﾊﾞ ﾕｳﾀ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾐ

4 2198 相場　優太 市立船橋高 4 2237 富永　匠海 市立船橋高
ﾀｷﾀﾆ ﾘﾝﾄ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｷ

5 2206 瀧谷　綸斗 市立船橋高 5 2238 富永　悠生 市立船橋高
ｱﾍﾞ ﾏｻｵ ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ

6 2219 阿部　真沙生 市立船橋高 6 2212 村上　真生 市立船橋高
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ ｵｵｽｷﾞ ﾘｭｳﾀ

7 2224 齊藤　光太 市立船橋高 7 2218 大杉　竜太 市立船橋高
ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｶﾜｶﾐ ﾀﾂﾔ

8 2204 佐藤　涼介 市立船橋高 8 2200 川上　竜也 市立船橋高
ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｲﾜｵ ｶﾞｲ

9 2209 松田　翼 市立船橋高 9 2231 岩尾　雅偉 市立船橋高
ｲｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ ｼｲｷ ｶﾝﾀ

10 2230 石川　湧月 市立船橋高 10 2234 椎木　幹太 市立船橋高
ﾖｼｽﾞﾐ ﾊﾔﾃ タカハシ シュンタ

11 2240 吉住　颯 市立船橋高 11 3290 髙橋　駿太 國學院大學陸上同好会

ﾏｺﾞﾀ ｱﾔﾄ ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ

12 1446 孫田　礼人 小松島市陸協 12 54532 田中　遥人 北海道栄高
ｲﾄｳ　ｿｳｺﾞ ﾀﾞﾃ ﾋﾛｱｷ

13 6241 伊藤　颯吾 東工大 13 54531 伊達　弘章 北海道栄高
ﾖｼﾀﾞ　ｹｲｲﾁﾛｳ ﾐﾔﾀｹ ｶｽﾞﾔ

14 3206 吉田　啓一郎 東工大 14 54502 宮武　和矢 北海道栄高
ﾀｹｵｶ　ﾀﾞｲ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ

15 3215 竹岡　大 東工大 15 54530 高橋　勇大 北海道栄高
ﾀﾑﾗ　ﾘｭｳｲﾁ ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ

16 1790 田村　龍一 幕張総合 16 289 大谷 宗平 JR東日本千葉

ｱｻﾐｽﾞ ﾀｹﾋﾛ ﾅﾂﾒ ｶｹﾙ

17 5643 浅水　丈拓 埼大 17 3890 夏目　翔 平国大
ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾄ ｺﾝﾉ ﾋﾋﾞｷ

18 3525 奥村　公登 千葉大 18 5622 紺野　響生 平国大
ｲｲﾀﾞ ﾕﾀｶ ﾕｲ ｺｳｷ

19 3426 飯田　豊 上智大 19 5627 油井　宏喜 平国大
ｶﾜｳﾁ ｲｿﾗ ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ

20 54504 川内　唯空 北海道栄高 20 1054 丸山　竜也 松戸市陸協
ﾐﾔﾓﾄ ｱｵﾄ ｸﾛｶﾜ ｹｲｽｹ

21 54542 宮本　蒼人 北海道栄高 21 371 黒川　恵輔 千葉陸協
ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ

22 54516 阪本　亮太 北海道栄高 22 2155 田中 良幸 新日鐵住金君津

ﾎﾘｺﾞﾒ ﾚﾝﾏ ヒロシゲ リョウスケ

23 54525 堀籠　錬磨 北海道栄高 23 4829 弘重 諒介 東理大
ｵｵﾜｸ ﾀｶﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ

24 1696 大和久 貴裕 JR東日本千葉 24 0 松本　諒 順大OB
ｻｺﾝ ﾐﾁﾀｶ ｲｼﾄﾞ ﾋﾛﾑ

25 28722425 左近　実近隆 早大同 25 2086 石戸　大夢 順大
ｺｻｶ ｹｲｺﾞ ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ

26 18541625 小阪　啓悟 早大同 26 5254 吉田　尚矢 順大
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳ

27 5250 的場　亮太 順大 27 2051 大場　遼 順大
ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

28 5234 蔭山　和敬 順大 28 2125 宮田　諄一 順大
ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ

29 5248 新津　大地 順大 29 2098 北村　友也 順大
ﾀﾃｲﾜ ｶｽﾞﾋﾛ

30 2147 立岩 和大 順大
ﾂﾂﾞｷ　ﾕｳﾔ

31 2023 續木　悠也 順大
ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ

32 2034 宮島　幸太郎 順大

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

11月23日 16:10 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

ｳｼﾞﾊﾗ ｶﾂﾄ

1 3904 氏原　克仁 平国大 1
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

2 3912 橋本　勇次 平国大 2
ﾎｼ ﾘｭｳｼﾞ

3 3913 星　隆次 平国大 3
ﾏｽｶﾜﾋﾛﾑ

4 1326 益川 洋武 筑波大 4
ﾑﾄｳ ﾚｲｲﾁ

5 425 武藤 麗市 明大同 5
ｼｹﾞﾔﾏｹﾞﾝﾄ

6 1305 重山 源斗 筑波大 6
ｲﾃﾞ ｼｮｳｴｲ

7 2220 井手　章瑛 市立船橋高 7
ｵｵﾖｼ ﾕｳｽｹ

8 2223 大吉　優亮 市立船橋高 8
ｳｴﾉ ｺｳﾍｲ

9 2199 上野　航平 市立船橋高
ｽｽﾞｷ ｹｲﾏ

10 2205 鈴木　啓磨 市立船橋高
ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ

11 2233 佐藤　条二 市立船橋高
ｸﾄﾞｳ ﾘｾｲ

12 54505 工藤　吏晟 北海道栄高
ｶﾜﾊﾗ ｲﾂｷ

13 54528 川原　樹 北海道栄高
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ

14 54535 藤本　竜 北海道栄高
ｵﾉ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

15 54503 小野　隆一朗 北海道栄高

16 3174 橋本　基紀 専修大松戸
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ

17 2055 黒柳　宏暢 順大
ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ

18 2136 岩嵜　友也 順大
ｶｻｲ ﾀｶﾋﾛ

19 2003 笠井　孝洋 順大
ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

20 2122 前田　智広 順大
ﾖｺｼﾏ ﾀｲｶﾞ

21 2085 横島　大河 順大
ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

22 2119 原田　宗広 順大
ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ

23 2149 出口　航輝 順大
ｼﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ

24 5242 進藤　魁人 順大
ﾖｼｲ ﾐﾁﾄ

25 5253 吉井　道歩 順大
ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ

26 2053 香月　翔太 順大
ﾓﾘ ﾕｳﾀ

27 2084 森　優太 順大
ﾔﾏﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ

28 2039 山脇　洸乃 順大
ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

29 2130 森下　舜也 順大
ﾋﾗｶﾜ ﾀｶｷ

30 2080 平川　貴稀 順大
ｺｻｶ ﾀﾂﾔ

31 2056 小阪　竜也 順大
ﾊﾞﾊﾞ ｽﾀﾝｹｲ

32 2028 馬場　ｽﾀﾝ恵 順大
ﾉﾀﾞ　ｶｽﾞｷ

33 2076 野田　一輝 順大

記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

11月23日 16:10 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：藤田　祥平

11月23日 17:10 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

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ ｴﾉﾓﾄ ﾔﾏﾄ

1 4514 中村　航志朗 千葉工大 1 2137 榎本　大倭 順大
ｶｼﾏ ｺｳﾍｲ ﾏｻｺﾞ ﾊﾙｷ

2 5645 鹿島　光平 埼大 2 2123 真砂　春希 順大
ｲｼｲ ｼｮｳﾀ ﾔﾉ ﾅｵｷ

3 3518 石井　翔太 千葉大 3 2132 矢野　直幹 順大
ｼﾀﾗ ﾀｹﾋﾛ ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

4 3527 設楽　岳宏 千葉大 4 2002 江口　智耶 順大
ｳｼｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ

5 6639 潮田　裕亮 千葉大 5 2059 小畠　隆太郎 順大
ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｷ ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｭｳ

6 6643 山中　祐輝 千葉大 6 2024 永島　龍 順大
ﾊｼﾓﾄ ｹｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ

7 5794 橋本　圭 千葉大 7 2038 山田　航 順大
ﾐｳﾗ ﾄﾓﾔｽ ﾖｼｵｶ ｺｳｷ

8 5058 三浦　友靖 防大 8 2040 吉岡　幸輝 順大
ﾅｶﾓﾄ ｺｳｷ ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ

9 6357 中元　康貴 防大 9 5243 鈴木　尚輝 順大
ｲｹｳﾁ ﾕｳｺﾞ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ

10 5048 池内　勇吾 防大 10 2068 高林　遼哉 順大
ｷｭｳｼﾞ　ｼｭﾝｿﾞｳ ｽｽﾞｷ　ﾕｳﾄ

11 3194 久司　駿三 東工大 11 2064 鈴木　雄人 順大
ﾔﾌﾞﾀ ﾀｶﾔ ｺｼﾞﾏ ﾕｳｻｸ

12 237 藪田　峻也 千葉陸協 12 5238 小島　優作 順大
ｳｷﾂ　ﾃﾙﾔ ﾏｷｾ ｹｲﾄ

13 752 浮津　照也 名古屋大 13 5249 牧瀬　圭斗 順大
ﾏﾂｵ ﾘｸ ｻﾜﾌｼﾞ ﾋﾋﾞｷ

14 2154 松尾　陸 順大 14 2108 澤藤　響 順大
ﾖｼｵｶ ﾄﾓｷ

15 2158 吉岡　智輝 順大
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ

16 2009 小林　聖 順大
ｷﾝﾊﾟﾗ ﾋﾛﾅｵ

17 2008 金原　弘直 順大
ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ

18 2110 多久和　能広 順大
ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ

19 2013 塩尻　和也 順大
ｷｸﾁ ｶｲﾄ

20 1934 菊地 海斗 流経大

21 1950 岡島 慶典 流経大

22 1959 西田 楓 流経大

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10000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

11月23日 17:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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4X800mR
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

11月23日 11:00 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

4 順大A 3 前橋育英高

5 さくら順天堂 4 岡崎城西高

6 順大B 5 柏市消防局

6 順大A

7 さくら順天堂

8 順大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



 女子800m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

11月23日 15:30 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

ｻﾄｳ　ﾐﾅﾐ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾘ

1 7765 佐藤　みな実 順大 1 2268 遠藤　海乃里 柏陵高
ｷﾞﾄｳ ﾘﾉ ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾘ

2 7790 儀藤　梨乃 順大 2 2270 池田　友里 柏陵高
ﾀｹﾋﾗ ﾕｶｺ ﾐﾔﾓﾄ ﾁﾅ

3 8564 竹平　優花子 順大 3 578 宮本　知奈 佐原高
ｶｷﾔ ｺﾄﾐ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ

4 7760 垣屋　琴美 順大 4 7785 宮﨑　友里花 順大
ｼﾗﾄﾘ ｻﾕﾘ ﾃﾞｳﾗ ﾅｷﾞｻ

5 7752 白鳥　さゆり 順大 5 1622 出浦　渚沙 稲毛高
ｷｸﾁ ﾘｸ ﾑﾛﾔ ｱﾂﾞｷ

6 7762 菊地　梨紅 順大 6 1623 室谷　杏月 稲毛高
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ オカノ　カコ

7 7781 髙橋　優菜 順大 7 66 岡野　華子 彩tama陸上
ﾕｱｻ ﾄﾓｴ ｲﾄｳ ｱｶﾘ

8 8567 湯浅　朋恵 順大 8 787 伊藤　灯里 八千代東高
ﾊﾅﾀﾞ ｻｴ ｵｸﾉ ﾂﾑｷﾞ

9 7783 花田　咲絵 順大 9 865 奥野　紬 銚子高

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：藤田　祥平

11月23日 14:00 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

ﾆｼｶﾜ ﾕｲ ｶｾ ﾅｽﾞﾅ

1 7693 西川　優衣 東学大 1 530 加瀬 なずな 銚子高
ｵｶﾀﾞ ﾐｵ ﾐﾗﾀ ｽｽﾞｶ

2 7628 岡田　海緒 日本女子体育大 2 861 村田　涼夏 佐原白楊高
ｲｼﾀﾞ ｱﾔﾅ ｳﾁﾀﾞ ｽﾐﾚ

3 590 石田　朱奈 佐原高 3 2269 内田　純鈴 柏陵高
ｶｷﾔ ｺﾄﾐ ｶﾄｳ ﾏｲｺ

4 7760 垣屋　琴美 順大 4 7629 加藤　舞子 日本女子体育大

ﾊﾅﾀﾞ ｻｴ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐﾁ

5 7783 花田　咲絵 順大 5 2558 柏原 未知 one's
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｷﾞｻ

6 7785 宮﨑　友里花 順大 6 582 杉山　渚彩 佐原高
ﾖｼｽﾞﾐ ﾅﾅ ｽｽﾞｷ ﾚﾅ

7 7772 吉住　奈々 順大 7 5052 鈴木　伶奈 稲毛高附属中

ｼﾗﾄﾘ ｻﾕﾘ ｲｲﾀﾞ ｻﾔｶ

8 7752 白鳥　さゆり 順大 8 1196 飯田　彩花 稲毛高
ｷｸﾁ ﾘｸ ﾈﾓﾄ ｻｷ

9 7762 菊地　梨紅 順大 9 1201 根本　咲希 稲毛高
ｻﾄｳ　ﾐﾅﾐ ｲｼﾂﾞｶ ｱﾝ

10 7765 佐藤　みな実 順大 10 1621 石塚　杏 稲毛高
ﾀｹﾋﾗ ﾕｶｺ フルヤ　アンジュ

11 8564 竹平　優花子 順大 11 64 古屋　杏樹 彩tama陸上
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ ﾎﾘｶﾜ ﾏｵ

12 7781 髙橋　優菜 順大 12 785 堀川　茉桜 八千代東高
ﾖｼﾀﾞ ｻｷ

13 7935 吉田　咲 城国大
ﾀｶﾀﾞ ﾘｺ

14 7940 髙田　莉子 城国大

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 400m 800m 1000m 1200m

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3000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

11月23日 14:55 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

ｷﾉｼﾀ ﾐﾊﾙ

1 1479 木下　実青 市川高 1
ﾍﾝﾐ ｱﾔｶ

2 1482 逸見　綾香 市川高 2
ｼﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ

3 589 嶋田　仁美 佐原高 3
ﾀｷｸﾞﾁ ﾜｶ

4 10191 滝口　和花 川崎市陸協 4
ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ

5 7938 安部　日和 城国大 5
ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ

6 7800 山下　萌 順大 6
ｺﾝﾉ ﾋﾅ

7 7776 今野　妃菜 順大 7

8

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 女子5000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

11月23日 15:50 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

ｻﾜﾀﾞ ﾅﾅｺ

1 8102 澤田　奈々子 上智大 1
マツモト サイリ

2 8791 松本 彩里 東理大 2
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ

3 7931 小林　希良莉 城国大 3
ｻﾄｳ ﾐﾕｷ

4 7932 佐藤　美雪 城国大 4
ﾋﾗｻﾜ ﾕｶ

5 7933 平沢　優果 城国大 5
ﾔﾍﾞ ｱﾔﾉ

6 7934 矢部　綾乃 城国大 6
ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾙｶ

7 7936 中島　瑛佳 城国大 7
ｶﾄｳ ｱﾔ

8 7939 加藤　あや 城国大 8
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ

9 7941 滝沢　菜絵 城国大
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｷﾉ

10 7942 瀧澤　水希乃 城国大
ｺﾝﾉ ﾋﾅ

11 7776 今野　妃菜 順大
ｵｵｼﾏ ﾘﾎ

12 7748 大島　里穂 順大

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ


