
 男子100m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6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
ｱｵﾐ ﾋｼﾞﾘ ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾀｶ

1 66 青見　聖(2) 慶大 1 6 山田　穂高(4) 慶大
ｶﾈﾀﾞ ﾘｷ ﾑﾛﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ

2 1667 金田　理希(1) 順大 2 1559 室橋　健太郎(4) 順大
ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ｱｻﾘ ﾀｸ

3 1533 小澤　優太(4) 順大 3 3288 浅利　拓(2) 千葉大院
ﾓﾘﾀ ｶﾉﾝ ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

4 1685 森田　翔音(1) 順大 4 0 飯田　貴之(4) 國學院大
ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ ｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ ﾜｼｵ ﾄﾓｷ

5 1623 グレゴリー　セドリックデノン(2) 順大 5 1659 鷲尾　智樹(2) 順大
ﾋｸﾞﾁ ｼﾞﾝ ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾐ

6 0 樋口 仁 宮城陸協 6 3087 尾川　拓巳(4) 東工大
ｵｵｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ ｼｵｻﾞｷ ﾏｻｼ

7 16 大川　弘太郎(4) 慶大 7 4471 塩﨑  将司(3) 横国大
ﾀｹｲ ﾌﾐﾔ ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ

8 27 竹井　郁哉(4) 慶大 8 1595 藤田　祥平(3) 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
ｱｸﾂ ﾀﾞｲｷ

1 1908 阿久津　大貴(4) 東大 1
ｺｲｹ ﾕｳｻｸ ｵﾘﾊﾗﾀｸﾏ

2 2008 小池　雄作 Team Accel 2 2545 折原巧真 one's
ﾐﾔﾔﾏ ｼｮｳ ﾔｼﾛ　ｺｳｷ

3 0 宮山　翔 KTC 3 1606 八代　貢輝(3) 順大
ﾀｸﾞﾘ ｱｷﾋﾛ ﾉﾑﾗ ｹｲｽｹ

4 10316 田栗　輝洋 アキレス瞬足AC 4 3612 野村　佳祐(3) 筑大同
ﾖﾈﾅｶﾞ ﾔﾏﾄ ｼﾏﾀﾞｼｮｳﾀ

5 5330 米永　大和(1) 順大 5 4742 島田　翔太(3) 帝平大
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ ﾑﾅｶﾀ ﾖｼﾔ

6 1650 松田　太一(2) 順大 6 41 宗像　善也(4) 慶大
ｱﾗｲ ｱｼﾞｱ ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

7 606 荒井　アジア Runway 7 1566 今井　淳平(3) 順大
ﾐﾔｳﾁ ｼｭｳ

8 8 5328 宮内　崇右(1) 順大

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

1 1
ﾉﾅｶ　ｼｮｳｺﾞ ｶﾀｵｶﾋﾅﾀ

2 0 野中　章吾(4) 國學院大 2 2546 片岡日向 one's
ヤマダ　コウイチ ｽｴﾖｼ ﾋﾛｷ

3 82 山田　宏一 彩tama陸上 3 0 末吉　浩樹 国武大ＡＣ
ﾕｲ ｹﾞﾝﾀ ｱﾗｶﾞｷﾀｶｼ

4 3908 由井　玄太 ＴＹＰＥ－Ｒ 4 1236 新垣　隆史 東京陸上競技会

ﾐﾔﾉ ｷﾖﾄ ｵｶﾀﾞﾋﾃﾞﾕｷ

5 3976 宮野　健音(3) 國學院大 5 0 岡田秀幸 one's
ﾅｶﾞﾔﾏｲｯｾｲ ﾔﾅｷﾞｶﾝｼﾞ

6 0 永山壱世 one's 6 0 柳貫慈 one's
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾅﾀ

7 174 林正顕 東京陸協 7 3314 山田　陽太(3) 千葉大
ｲﾁｳ ﾕｳｷ

8 3968 伊藤　勇輝(3) 國學院大 8

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：藤田　祥平

5月3日 00:00 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 風力 ｺﾒﾝﾄ
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 男子200m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

1 1
ﾐｶﾐ ﾕｳﾏ ｻﾄｳ ﾀｹﾙ

2 2103 三上　優馬(3) RUNchers TFC 2 0 佐藤　嵩瑠(1) アップルスポーツカレッジ

ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾀｶ ﾁﾉﾈ ﾏｻｶﾂ

3 6 山田　穂高(4) 慶大 3 2918 茅根　將功(3) 上智大
ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ﾔｼﾛ　ｺｳｷ

4 1533 小澤　優太(4) 順大 4 1606 八代　貢輝(3) 順大
ｱｶｼ ﾘｮｳｷ ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ

5 3957 明石　凌輝(4) 國學院大 5 174 林正顕 東京陸協
ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ ｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ

6 1623 グレゴリー　セドリックデノン(2) 順大 6 3667 小松　航(3) 筑大同
ｱｵﾐ ﾋｼﾞﾘ

7 66 青見　聖(2) 慶大 7
ﾑﾛﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ

8 1559 室橋　健太郎(4) 順大 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：藤田　祥平

5月3日 00:00 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

ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ ｸﾗﾓﾄﾂﾊﾞｻ

1 1694 吉村  佳祐(2) 順大院 1 2431 倉本翼 one's
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ ｲｼﾀﾞｼｮｳﾀ

2 2777 山田　真樹(4) 東経大 2 9149 石田正大 愛知陸協
ｿﾒﾔ ｼｮｳ ｺｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾊﾙ

3 1542 染谷　翔(4) 順大 3 23 小杉山　秀晴(4) 慶大
ｱﾏﾉ ｲｵﾘ ｳｻﾞﾜ ﾊｽﾞｷ

4 1660 天野　伊織(1) 順大 4 1665 鵜沢  葉月(1) 順大
ﾕｲ ｶｲｾｲ ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ

5 1693 油井　快晴(2) 順大院 5 1599 三上  椋平(3) 順大
ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｷ ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ

6 1684 松岡　知紀(1) 順大 6 1652 丸山  脩太(2) 順大
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ

7 1619 小野寺　将太(2) 順大 7 1555 東  宏樹(4) 順大
ｻｻｷ ﾏﾅﾄ ｻﾄｳｼｮｳｺﾞ

8 1538 佐々木　愛斗(4) 順大 8 0 佐藤翔悟(1) 千葉工大

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

1 3327 森　真希(2) 千葉大 1
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾑﾂﾐ ｶﾜﾑﾗﾀｸﾐ

2 3310 藤原　睦(4) 千葉大 2 2547 河村拓海 one's
ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｽｹ ﾎﾘｴ ﾕｳﾔ

3 5325 中山  健介(1) 順大 3 5327 堀江  優也(1) 順大
ｵｵﾊﾞｼｭﾝ ｸﾘｭｳ ﾏｻｷ

4 0 大場舜(2) 千葉工大 4 47 栗生　雅基(3) 慶大
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ ｴﾀﾞ ｹﾝｾｲ

5 0 遠藤　幸一郎 ユメオミライ 5 0 江田　憲正(4) 國學院大
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ ｱｵｷｼｮｳﾏ

6 1943 田中　智也 東京陸協 6 2539 青木聖真 one's
ﾏﾂﾓﾄﾀｶﾋﾛ

7 1187 松本隆寛 東京陸協 7

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

記録 記録



 男子800m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ ﾂﾁﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

1 2176 高山　裕樹(2) 日大 1 3091 土田　周治(4) 東工大
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ ﾘﾝ ｺｳｹﾝ

2 2165 田口　雄貴(2) 日大 2 3083 林　弘健(2) 東工大
ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾄｼ ﾑﾗｻﾄ ﾊﾙｷ

3 2125 川村　雅俊(4) 日大 3 5052 村里　春樹(1) 日大
ｵｵｷ ﾏﾅﾌﾞ ｵｾﾞｷ ﾘｵ

4 3288 大木　学 FORZA 4 2179 尾関　理應(2) 日大
ﾐﾔｲ ﾖｳｿﾞｳ ﾊﾗｻｷ ﾘｮｳ

5 5051 宮井　陽三(1) 日大 5 35 原崎　凌(4) 慶大
ｳﾉｻﾞﾜ ｺｳｷ ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

6 260 宇野澤　光輝(4) 国士大 6 5460 佐藤　匠悟(2) 秀明大
ｱｲｷｮｳ ﾄﾗﾉｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ

7 2140 愛敬　虎之介(3) 日大 7 3435 渡邉　拓也 香川RC遊
ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞｷ ｵﾉ ｺｳｽｹ

8 5430 平山　和樹(1) 日大 8 1913 小野　康介(4) 東大

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

ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ﾔﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

2 3298 木村　彰吾(3) 千葉大 2 1934 八ツ本　真司(4) 東大
ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ ｵｱﾅ ｴｲｷ

3 1694 吉村  佳祐(2) 順大院 3 1617 小穴　英気(2) 順大
ｲﾀｸﾗｿｳﾀ ｸﾜﾊﾗ ﾘｸ

4 439 板倉颯太(1) 東洋大 4 3294 桑原　陸(4) 千葉大
ｻｲﾄｳｶｽﾞｷ ｵﾉ ﾋﾛﾀｶ

5 420 斎藤和希(3) 東洋大 5 3305 小野　弘貴(3) 千葉大
ﾉｻﾞﾜ ﾐﾂﾋｺ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳ

6 33 野沢　充彦(4) 慶大 6 1006 米澤　諒 Diversity  A.C.

ﾌﾁﾜｷ ｹｲｺﾞ ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ

7 58 渕脇　慶伍(3) 慶大 7 1555 東  宏樹(4) 順大
ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ

8 1599 三上  椋平(3) 順大 8 1528 小川　恭平(4) 順大医

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

ｲｼｲ ｸﾆｱｷ

2 125 石井　邦明 東京都陸協 1
ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾉﾘ

3 1638 竹内  辰徳(2) 順大 2
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ

4 126 渡辺　真伍 十条SC 3
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

5 2574 鈴木　一設(4) 群大 4
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｸ

6 0 杉本　陸(2) 早大同 5
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｺﾞ

7 5322 田中  亮伍(1) 順大 6
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲﾁ

8 7403 望月　大地(2) 早大高等学院 7

8

記録 記録

記録 記録

記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ﾀｻｷ ﾀｲﾁ ﾅｶｼﾞﾏ ﾌｸﾋｻ

1 5321 田崎　太智(1) 順大 1 1714 中島　福尚(4) 東学大
ﾎﾘｳﾁ ﾌﾐﾔ ｸﾛﾔﾅｷﾞｼｭﾝﾔ

2 5326 堀内　郁哉(1) 順大 2 2860 畔柳隼弥 ラフィネグループ

テラジマ　ユウキ ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ

3 87 寺島　勇輝 彩tama陸上 3 2154 三浦　隆寛(3) 日大
ｷﾑﾗﾕｳﾔ ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ

4 88 木村雄哉 パーソル 4 2164 入江　亮輔(2) 日大
ｺﾊﾞﾔｼｹｲﾔ ﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ

5 80 小林慶哉 彩tama陸上 5 1129 田村  春凪(2) 国武大
ｺﾞﾐｼｮｳﾀ ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾏ

6 2235 五味翔太 南アルプス陸協 6 1115 川島  拓真(4) 国武大
ﾄｶﾞﾜﾕｳｼﾞ ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ

7 1367 十川裕次 ソレイユ 7 1122 荻原  宏崇(4) 国武大
ｺｻﾞﾉ ﾋﾛﾄ ﾎｸﾗ ﾄｼｷ

8 7534 古座野　洋翔(1) 東京陸協 8 1119 保倉  敏樹(2) 国武大
ｵｵﾔﾏ ｹﾝｼﾞ ﾏｴﾉｿﾉｹｲﾀ

9 3861 大山　研二 RUNS 9 437 前之園啓太(3) 東洋大
ホシ ﾋｻﾕｷ ｲﾉｳﾁ ﾕｳｽｹ

10 4724 星　寿幸(3) 一橋大 10 1787 井内　優輔(2) 筑波大
ｲﾁｼﾞｭｳ ﾕｳｷ ｱｻｳﾐ 

11 0 一重　祐樹(3) 明治大学陸上競技同好会 11 3718 浅海 雄太(3) 流経大
ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

12 1597 前田 智弘(3) 順大 12 1580 鈴木  顕人(3) 順大
ﾓﾘ ﾕｳﾀ

13 1560 森　優太(4) 順大
ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾄ

14 1673 白鳥　優人(1) 順大
ﾊﾗﾀﾞﾘｮｳｽｹ

15 1646 原田　凌輔(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5000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ﾅｶﾓﾄ ｼｮｳ ｶﾜｲ ﾕｳｷ

1 0 中本　翔(2) 我孫子高 1 864 河合　勇樹 東京陸協
ﾀｷｿｳﾀ コムラケイタロウ

2 3517 滝颯太(1) one's 2 2392 小村　慶太朗 千葉大クラブ

ﾋﾗｶﾜ ｼｮｳﾔ ﾅｶﾞｲ ﾀｹﾄ

3 0 平川　翔陽 市立柏 3 0 永井　健斗(3) 我孫子高
シミズ ケイイチ ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛｷ

4 2104 清水 慶一 RUNWEB 4 0 堀内　弘貴(1) 東情大
ｶｾﾔ ﾀｸ ﾔｷﾞ ｹｲｺﾞ

5 0 加瀨谷　拓 宮城陸協 5 0 八木　奎伍(3) 我孫子高
ナカガワ　ダイ ﾓﾘﾀ ﾀｹﾄ

6 5819 中川　大(3) 国際医大 6 0 森田　雄斗(4) 東情大
ｶﾉｳﾀｲｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ　ｱｷﾗ

7 401625 加納大聖(1) one's 7 1185 小林　爽(2) 八千代松陰高

ﾋﾛｾ ﾐｷｵ ｵｵｶﾜ　ｲﾁﾛｳ

8 0 廣瀨　美樹男(2) 我孫子高 8 0 大川　一郎(3) 市立船橋高
ｵｵｸﾎﾞ ｼｭﾝｾｲ ｺﾐﾅﾐ ﾀｶｵ

9 0 大久保　隼成(2) 我孫子高 9 0 小南　考央(3) 東情大
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ ﾂﾁﾔ ｶｲ

10 0 高橋　優(4) 木更津高専 10 0 土谷　海(1) 東情大
ﾆｼｳﾁ ｺｳｶﾞ ｵｵﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

11 3313 西内　光河(2) 鹿島高 11 3861 大山　研二 RUNS
ﾐﾔﾓﾄ ｿｳﾀ ｻﾄｳ ﾀｸﾔ

12 3336 宮本　壮太(2) 鹿島高 12 4383 佐藤　拓也(2) 埼大
ﾌｼﾞﾀ　ﾀｲｷ ﾇﾉｶﾜ ﾕｳｷ

13 3628 藤田　泰熙(3) 市立柏 13 3637 布川　優樹(2) 市立柏
ｲｼｲ ﾋﾛｱｷ ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳ

14 0 石井　宏明(3) 我孫子高 14 4380 内山　凌(2) 埼大
カンジャマサヨシ ﾄﾔ ｼｭﾝｽｹ

15 1518 勘舎 方敬 東京陸協 15 0 戸矢　俊輔(2) 我孫子高
ﾏﾂｵｶ ｺｳﾀ ﾊｾ ｹｲｽｹ

16 0 松岡　滉大 千葉陸協 16 0 長谷　佳祐(3) 東情大
ﾌｼﾞﾀ ｹｲﾀ ｾｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

17 1718 藤田　圭太 東京陸協 17 1377 瀬川　祐二 陸上自衛隊第１空挺団

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｱﾍ ﾞﾀﾀﾞﾋｺ

18 0 山口　大翔(2) 市立船橋高 18 1368 阿部　忠彦 陸上自衛隊第１空挺団

ｵﾀﾞ ｷｮｳｾｲ ｼﾉﾂｶ ﾊﾙｷ

19 1948 織田　恭生 陸上自衛隊第１空挺団 19 1374 篠塚　春希 陸上自衛隊第１空挺団

ﾊｼﾓﾄ ｶｵﾙ ｳﾈﾀ ﾔｽﾋﾛ

20 1379 橋本　馨 陸上自衛隊第１空挺団 20 1370 畦田　泰洋 陸上自衛隊第１空挺団

ﾌｶﾔﾏ ｶﾂﾋﾃﾞ ｺﾔﾅｷﾞ ﾎﾏﾚ

21 1381 深山　豪英 陸上自衛隊第１空挺団 21 1372 小柳　誉 陸上自衛隊第１空挺団

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ

22 1382 松田　優太 陸上自衛隊第１空挺団 22 1620 蔭山　和敬(2) 順大
ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾍｲ ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ

23 1369 上田　悠平 陸上自衛隊第１空挺団 23 1654 村上　陸人(2) 順大
ﾋﾀﾞｶ ﾊﾔﾄ ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ

24 1380 日高　隼人 陸上自衛隊第１空挺団 24 1635 高野　寛之(2) 順大
ｱｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ

25 1367 秋元　佑介 陸上自衛隊第１空挺団 25 1651 的場　亮太(2) 順大
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ

26 1626 近藤　悠大(2) 順大
ﾖｺﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾔ

27 0 横堀 凌也 順大

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ｺﾔｽ ﾘｮｳｾｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

1 1164 小安　凌生(3) 八千代松陰高 1 1823 山口　航平(3) 筑波大
ｲﾜｲ ﾘｭｳｶﾞ ｶｲﾋﾛｷ

2 1379 岩井　竜雄(2) 八千代松陰高 2 2866 甲斐大貴 ラフィネグループ

ｶﾜｼﾏ　ﾀﾞｲﾁ ｾﾄｸﾞﾁﾘｮｳ

3 1175 川島  大知(2) 八千代松陰高 3 3299 瀬戸口凌 ラフィネグループ

ﾖｼｽﾞﾐ ﾊﾔﾃ ﾌｶﾎﾘ ﾅｵｷ

4 0 ??住　颯(2) 市立船橋高 4 1170 深堀　直樹(3) 八千代松陰高

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ ｶﾓｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

5 0 安藤　武留(2) 市立船橋高 5 1173 鴨志田　遼太郎(3) 八千代松陰高

ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ ｶﾜｿﾞｴ ｹﾝﾄ

6 3118 田中　真一 陸上自衛隊第１空挺団 6 1176 川添　健人(2) 八千代松陰高

ｵｵｻｸ ﾕｳﾄ ｱﾌﾞﾗﾔ　ｺｳｽｹ

7 0 大作　優翔(3) 我孫子高 7 1180 油谷　航亮(2) 八千代松陰高

ﾔﾏﾅｶ ｿｳｽｹ ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳﾀ

8 86 山中　創介(4) 愛知工大 8 1183 吉田　優太(2) 八千代松陰高

ｱﾏﾉ ﾄﾓｷ ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ

9 631 天野　智貴(3) 東海学園大 9 0 井上　柾未(3) 市立船橋高
ﾅｶﾞﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ ﾏﾁﾅｶﾞ ﾀｶｷ

10 648 永柳　慶太(2) 東海学園大 10 0 町永　隆来(3) 市立船橋高
ｲﾜﾀﾕｳｷ ｲｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ

11 2542 岩田悠希 one's 11 0 石川　湧月(2) 市立船橋高
ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ ｲﾜｵ ｶﾞｲ

12 0 伊藤　悠聖(3) 我孫子高 12 0 岩尾　雅偉(2) 市立船橋高
ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ ｼｲｷ ｶﾝﾀ

13 3295 阿部　拓己(2) 千葉大 13 0 椎木　幹太(2) 市立船橋高
ｼﾗｲｼ ﾀﾂﾔ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾐ

14 106 白石　達也(3) 日立一高 14 0 富永　匠海(2) 市立船橋高
ﾂﾊﾞｷ ﾅｵﾔ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｷ

15 1167 椿　尚也(3) 八千代松陰高 15 0 富永　悠生(2) 市立船橋高
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ﾋﾄﾐ ﾀｶﾕｷ

16 1171 松﨑　遼祐(3) 八千代松陰高 16 1647 人見　隆之(2) 順大
ｵｵﾉ ｾｲｼﾞ ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

17 82 大野　誠士(4) 愛知工大 17 1600 宮田　諄一(3) 順大
ｵｵﾇﾏ ｺｳﾀｶ ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ

18 3301 大沼　亨尭(3) 鹿島高 18 1672 清水　陽斗(1) 順大
ｲﾉｸﾁ ﾚｵﾝ ﾋﾗｶﾜ ﾀｶｷ

19 890 井口　怜音(3) 富里高 19 1556 平川　貴稀(4) 順大
ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ ｲﾉｳｴ ｺｳﾒｲ

20 0 二階堂　真大(3) 東情大 20 1564 井上　昂明(3) 順大
ﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾏﾂｵ ﾘｸ

21 1378 根本　翔太郎 陸上自衛隊第１空挺団 21 1649 松尾　陸(2) 順大
ｽｶﾞﾇ ﾏﾋｻﾖｼ ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ

22 1375 菅沼　久禎 陸上自衛隊第１空挺団 22 1531 黒柳　宏暢(4) 順大
ｲﾅﾀﾞ ｼｮｳｲ ﾅﾝﾊﾞｺｳﾍｲ

23 0 稲田 翔威 コトブキヤ 23 1550 難波　皓平(4) 順大
ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ ﾂﾀﾞ ﾏｻｷ

24 1573 北村　友也(3) 順大 24 1640 津田　将輝(2) 順大
ﾖｺｼﾏ ﾀｲｶﾞ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

25 1561 横島　大河(4) 順大 25 1540 鈴木　雄人(4) 順大
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ

26 1544 高林　遼哉(4) 順大
ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ 

27 1585 多久和　能広(3) 順大
ﾔﾉ ﾅｵｷ

28 1607 矢野　直幹(3) 順大
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｻｸ

29 1624 小島　優作(2) 順大
ｻﾜﾌｼﾞ ﾋﾋﾞｷ

30 1576 澤藤　響(3) 順大

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

1 636 野田　将弘(3) 東海学園大 1
ｺﾀﾞﾏ ﾄﾓｷ

2 1817 児玉　朋大(3) 筑波大 2
ｿｳﾏ ﾀｶｼ

3 1820 相馬　崇史(3) 筑波大 3
ｱｲｻﾞﾜ ﾀｸﾐ

4 1827 相澤　拓実(4) 筑波大 4
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ

5 1848 小林　竜也(1) 筑波大 5
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

6 1834 薛　玄太郎(4) 筑波大 6
ﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

7 1828 田川　昇太(3) 筑波大 7
ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｷ

8 1824 山下　和希(3) 筑波大 8
ｲﾄｳ ﾀｲｷ

9 1788 伊藤　太貴(2) 筑波大
ﾀﾅｶ ｿｳﾀ

10 1796 田中　蒼大(2) 筑波大
ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ

11 0 佐藤　条二(2) 市立船橋高
ｺｲｽﾞﾐﾖｼｷ

12 2872 小泉雄輝 ラフィネグループ

ﾓﾘﾊｼｶﾝｽｹ

13 2861 森橋完介 ラフィネグループ

ﾆｼ ｹﾝﾄ

14 1822 西　研人(3) 筑波大
ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲｾｲ

15 1790 杉山　魁声(2) 筑波大
ナカムラ タイキ

16 4802 中村 太紀(4) 東理大
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ

17 1122 丸山　竜也 松戸市陸協
ﾀｹｻﾞﾜ ｿｳﾀ

18 129 竹澤　想大 千葉陸協
ｶﾜｾ ﾖｼﾑﾈ

19 621 川瀨　勝寛(4) 東海学園大
ﾉｱ ｷﾌﾟﾘﾓ

20 5503 ノア　キプリモ(1) 日本薬科大
ｷｸﾁ ｶｲﾄ

21 694 菊地　海斗 流経大
ﾅｶﾊﾗ ﾘｸﾄ

22 3701 中原 陸人 流経大
ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｸﾛｳ

23 3722 梶山 拓郎 流経大
ｳﾒﾀﾆ ｺｳﾀ

24 3788 梅谷 康太 流経大
ﾏｻｺﾞﾊﾙｷ

25 1598 真砂　春希(3) 順大
ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ

26 1535 小畠　隆太郎(4) 順大
ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ

27 1615 岩嵜  友也(2) 順大
ﾖｼｵｶ ﾄﾓｷ

28 1657 吉岡　智輝(2) 順大
ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ

29 1634 鈴木　尚輝(2) 順大
ﾏｷｾ ｹｲﾄ

30 1648 牧瀬　圭斗(2) 順大
ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｼ

31 1567 内山　将志(3) 順大

記録



 男子10000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ﾋﾛﾀ ﾋﾞﾝ

1 2008 廣田　敏 東大院 1
ｶｼﾏ ｺｳﾍｲ

2 4384 鹿島　光平(2) 埼大 2
ﾊﾗ ｶｲｾｲ

3 0 原　快成(3) 早大同 3
ﾖﾈｸﾗﾄﾓﾋﾛ

4 2557 米倉智弘 one's 4
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ

5 0 斎藤　拓海(3) 市立船橋高 5
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾏｷ

6 1826 渡辺　珠生(3) 筑波大 6
ｶﾅﾏﾙ ｲﾂｷ

7 1832 金丸　逸樹(4) 筑波大 7
ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ

8 1829 池田　親(4) 筑波大 8
ｻﾙﾊｼ ﾀｸﾐ

9 1818 猿橋　拓己(3) 筑波大
ｵﾊﾗ ｹﾝﾀ

10 1816 尾原　健太(3) 筑波大
ﾉｱ ｷﾌﾟﾘﾓ

11 5503 ノア　キプリモ(1) 日本薬科大
ﾅﾝﾊﾞｺｳﾍｲ

12 1550 難波　皓平(4) 順大
ﾂﾀﾞ ﾏｻｷ

13 1640 津田　将輝(2) 順大
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

14 1540 鈴木　雄人(4) 順大
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ

15 1544 高林　遼哉(4) 順大
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｻｸ

16 1624 小島　優作(2) 順大
ｻﾜﾌｼﾞ ﾋﾋﾞｷ

17 1576 澤藤　響(3) 順大

記録



 男子110mH(1.067m)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

1 1
サメシマ　コウキ

2 0 鮫島　幸紀(3) 市立船橋高 2
ﾓﾘﾀ ｶﾉﾝ ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ

3 1685 森田　翔音(1) 順大 3 0 鈴木　陽一 土気TFC
ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｱﾍﾞ ﾃﾝﾏ

4 1566 今井　淳平(3) 順大 4 0 阿部　天馬(1) 市立船橋高
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ ｶﾄｳ ﾕｷｵ

5 1650 松田　太一(2) 順大 5 0 加藤　幸雄 KTC
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ

6 1608 山口　大我(3) 順大 6 0 津山　将汰(1) 市立船橋高
ﾐﾔｳﾁ ｼｭｳ ﾅﾜｲ ｿｳﾀ

7 5328 宮内　崇右(1) 順大 7 0 繩井　颯太(2) 市立船橋高
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾀ ﾀﾅｶﾕｳﾀ

8 121 竹内　皓太 順大医 8 0 田中　裕太(1) 市立船橋高

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：藤田　祥平

5月3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

1 1
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ｻﾄｳ　ﾄﾓﾔ

2 1581 鈴木　崇広(3) 順大 2 20870 佐藤　智哉 ワールウインドAC

ｶﾄｳ ﾏｻﾅｵ ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ

3 303 加藤　優尚(3) 国士大 3 609 鈴木　大地 Runway
ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ ｺｽｷﾞ　ﾘｷ

4 1602 村冨　浩太朗(3) 順大 4 1534 小杉　力(4) 順大
ｱﾘﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ ｶｼﾜｷﾞ ﾘｭｳﾀ

5 1688 有田　英憲(2) 順大院 5 1943 柏木　龍太(3) 東大
ﾄｷﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ

6 262 時本　秀彦(4) 国士大 6 3322 尾崎　康太(1) 千葉大院
ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｷ

7 1519 浅子　隆一(4) 順大 7 3311 長嶋　寿樹(3) 千葉大
ﾐﾖｼ ﾚﾝ ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

8 1601 三好　蓮(3) 順大 8 11200 髙田　裕士 レジェンズ

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



一般男子走高跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月3日 00:00 決　勝    

決　勝　

ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾄ

1 4088 髙橋　繁人(3) 駿河台大
ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷﾖ

2 1637 高橋　宗聖(2) 順大
ﾖｼﾉ ｼﾝﾍﾟｲ

3 5329 吉野　晋平(1) 順大
ﾋｶﾞ ｺｳﾀﾞｲ

4 4122 比嘉　綱大(2) 駿河台大
ｳﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾔ

5 4074 浦山　和也(4) 駿河台大
ｶﾀﾉ ﾕｳﾀ

6 1621 片野　雄太(2) 順大
ｸﾎﾞｷ ｼｭﾝｽｹ

7 1744 久保木　春佑(2) 東学大
ｲﾏｲ ﾄﾓｷ

8 1663 今井　朋樹(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



一般男子棒高跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月3日 00:00 決　勝    

決　勝　

ｲｹｻｶ ﾀｲｶﾞ

1 11 池阪　泰河(4) 慶大
ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞｷ

2 25 川端　一輝(4) 慶大
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

3 1588 中川　暁博(3) 順大
ｱﾌﾞﾗﾔ ｹｲｺﾞ

4 1611 油屋　圭吾(2) 順大
ｱｿｳ ﾐｷｵ

5 1610 麻生　幹雄(2) 順大
ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾀ

6 1527 内田　涼太(4) 順大
ｵｸ ﾘｸ

7 1618 奥　吏玖(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



一般男子走幅跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ﾃﾂﾞｶ ｹｲﾀ

1 3068 手塚　圭太 埼玉陸協
ﾄﾖﾀ ｱｵｲ

2 5324 豊田　葵(1) 順大
ｼﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

3 0 志村　裕二 ＪＲ東日本千葉
ﾌｶﾔ ﾕｳｽｹ

4 3317 深谷　友亮(2) 千葉大
ﾔﾏｸﾞﾁﾐﾂｵ

5 71 山口光男 静岡陸協
ｺｸﾎﾞｶﾝﾀ

6 3130 小久保寛太 (福)かつみ会
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾏﾈ

7 1549 中島　周音(4) 順大
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ

8 4090 内山　裕智(3) 駿河台大
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾖｳ

9 1717 中山　広洋(4) 東学大
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ

10 4061 佐藤　和樹(4) 駿河台大
ｲﾄｳ ﾀｲｽｹ

11 1522 伊藤　泰佑(4) 順大
ミズシマ　ユウタ

12 457 水嶋　悠太 伊勢崎クラブ
ﾂﾄｳ ﾋﾛﾑ

13 1677 津藤　広夢(1) 順大
ﾆｼｷｵﾘ ﾀｹﾙ

14 1680 錦織　岳(1) 順大
ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳﾀ

15 1586 竹之内　優汰(3) 順大
ｲﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

16 1524 稲川　尚汰(4) 順大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ

17 1625 小林　大起(2) 順大



一般男子三段跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾄ

1 754 長田　雅人 なぎさスポーツクラブ

ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ

2 29 田中　翼(4) 慶大
ｵｵｻｶ ﾐｽﾞｷ

3 5318 大坂　望月(1) 順大
ﾀｺﾞ ﾏｻｱｷ

4 20866 田子　政昌 ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC
ｵｵﾄｳ ﾕｳｷ

5 4121 大藤　悠希(2) 駿河台大
ｾｷ ﾄﾓﾔ

6 1541 関　智哉(4) 順大
ｵﾏﾀ ﾖｳ

7 1570 小俣　洋(3) 順大
ｵﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

8 1569 小原　大輝(3) 順大
ﾓﾘｼﾀ ﾉﾌﾞｾ

9 4155 森下　頒世(2) 駿河台大
ﾌｼﾞｳ ｾｽ ｺｳｷ

10 4117 藤生　セス　亘輝(2) 駿河台大
ﾉｻﾞｷ ﾁﾋﾛ

11 1551 野﨑　千晧(4) 順大
ﾀｷﾀﾆ ｷｮｳｽｹ

12 1584 瀧谷　京輔(3) 順大
ｵｵﾊﾞ ｲｯﾃﾂ

13 5793 大場　一徹(1) 東工大
ｵｵｻｶ ﾄﾓﾔ

14 1568 大坂　智哉(3) 順大
ﾄﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｷ

15 1678 外所　晴貴(1) 順大



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ

1 1112 林 英昭 松戸陸協
ﾅﾗﾀ ｴｲｲﾁ

2 8251 奈良田　栄一 栃木陸協
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾔ

3 1384 宮島　卓哉 ＪＯＫＥＲ
ｵｻﾞﾜ ｷﾖﾀｶ

4 0 小澤　清貴 D.I.P
ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ

5 238 川﨑　和也 渡辺パイプ
ﾀｶﾉ ｲﾁﾛ

6 1583 高野　一路(3) 順大
ｲｼｻﾞｶ ｼｮｳﾏ

7 1662 石坂　奨真(1) 順大
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ

8 1697 田中　光(1) 順大院



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

1 4381 岡田　一真(2) 埼大
ﾊｼｻﾞﾜ ﾀｶﾄｼ

2 5467 橋澤　昂駿(2) 秀明大
ﾃﾞﾝﾌﾟｼｰｼﾞｬｽﾃｨﾝｼｮｳ

3 3359 デンプシージャスティン昇(3) 立大
ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ

4 238 川﨑　和也 渡辺パイプ
ﾔｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

5 4358 矢口　幸平(2) 埼大院
ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｽｹ

6 1521 石塚　恒祐(4) 順大
ｼﾉｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

7 1630 篠崎　亮介(2) 順大
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

8 1546 田村　勇太(4) 順大
ﾔﾏｾ ﾀｶﾏｻ

9 2555 山瀨　貴雅 いんば学舎
ｻｶﾞｴ ﾂﾊﾞｻ

10 1537 寒河江　翼(4) 順大
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ

11 0 安藤　武留(2) 市立船橋高



一般男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ

1 1112 林 英昭 松戸陸協
ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ

2 0 高橋　実 千葉マスターズ
ﾄﾐﾀ ｼｮｳﾍｲ

3 3125 冨田　将平(4) 学習院大
ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

4 1622 北山　智大(2) 順大
ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ

5 1653 三浦　琢磨(2) 順大
ｲｼｻﾞｶ ｼｮｳﾏ

6 1662 石坂　奨真(1) 順大
ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾔ

7 133 高野　諒也 千葉陸協
ｶﾜｲ ﾘｭｳｾｲ

8 1668 川合　隆誠(1) 順大
ﾄﾖｻﾜ ｼｮｳﾀ

9 1195 豊澤　章汰(4) 国武大
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ

10 1612 石川　諒(2) 順大
ｲﾄｳ ﾏｻﾅﾘ

11 1523 伊藤　優成(4) 順大
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ

12 1596 藤本　圭吾(3) 順大



一般男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ﾏﾉ ﾕｳｷ

1 257 眞野　雄輝 東京陸協
ミズハラ ユウ

2 288 水原悠 東京陸協
ｻｲﾄｳﾀｲﾁ

3 2136 齊藤太一 one's
ｵｲｶﾜ ﾀｲｾｲ

4 0 及川　大成(1) 流経大
ｽｽﾞｷ ﾏｵ

5 5320 鈴木　真央(1) 順大
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ

6 0 井上　柾未(3) 市立船橋高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾏ

7 715 山口　拓馬(3) 流経大
ﾜﾀｶｲ ﾖｳｽｹ

8 717 渡海　陽介(3) 流経大
ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ

9 1669 笹木　駿祐(1) 順大
ｶﾜｿﾞｴ ｺｳｽｹ

10 671 川添　晃輔(4) 流経大
ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ

11 689 森　将弘(4) 流経大
ｲﾉｾ ｶｽﾞｷ

12 1565 猪瀬　和希(3) 順大
ｻｻｷ ｺｳｽｹ

13 753 佐々木　孝介(2) 流経大
ﾏﾅｲ ﾘｮｳｶﾞ

14 763 眞井　涼雅(2) 流経大
ｼﾏﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

15 754 島田　哲平(2) 流経大
ｷﾖﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ

16 708 清長　亮太(3) 流経大
ヨシノ ﾕｳｼﾞ

17 0 芳野　裕二 KTC
ﾌｸｵｶ ｽｸﾞﾙ

18 1683 福岡　駿(1) 順大
ｲｼｲ ｶｽﾞｷ

19 738 石井　和希(2) 流経大
ﾔﾏｾ ﾀｶﾏｻ

20 2555 山瀨　貴雅 いんば学舎
ﾀﾆﾊﾞ ﾏｻﾕｷ

21 1698 谷場　雅之(1) 順大院



 女子100m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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
ｶｲ ｺﾉﾐ

3 1387 甲斐　好美 ＪＯＫＥＲ 3
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ

4 8516 西尾　夏波(4) 順大 4
ｲｿﾍﾞﾐﾕ

5 8594 磯部　未侑(2) 東学大 5
ﾀｼﾛ ﾘｻ

6 8679 田代　理紗 東大院 6

7 7

8

記録



 女子200m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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
ﾊﾗﾉﾌﾐﾅ

2 2559 原野史菜 one's 2
ｼﾞﾂｲｼ　ﾅﾂｷ

3 8537 實石　奈都紀(2) 順大 3
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ

4 8526 中嶋　彩画(3) 順大 4
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ

5 8517 山本　唯弥(4) 順大 5
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ

6 8516 西尾　夏波(4) 順大 6
ｽｽﾞｷ ﾕｷ

7 1008 鈴木　裕貴 Diversity  A.C. 7

8 8

記録



 女子400m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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
ﾅﾍﾞｼﾏ ﾕｷﾉ

2 5558 鍋島　幸乃(1) 順大 2
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ

3 8515 中村　栞里(4) 順大 3
ﾄﾔﾏｱｲﾐ

4 3370 外山愛美 宮崎銀行 4
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ

5 8517 山本　唯弥(4) 順大 5
ｼﾞﾂｲｼ　ﾅﾂｷ

6 8537 實石　奈都紀(2) 順大 6
ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅ

7 8560 松田　真菜(1) 順大 7

8 8

記録



 女子800m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ｻｸﾗｲ ﾗﾐ ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾅ

1 8962 櫻井　羅美(4) 上智大 1 8534 木下　晴奈(2) 順大
ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ ｱｲﾀﾞ ｱﾔﾅ

2 652 今井　千尋 ユニクロ 2 145 相田　彩菜 Runway
ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ ﾖｼｽﾞﾐ ﾅﾅ

3 8938 村上　ひかる(3) 群大 3 8518 吉住　奈々(4) 順大
ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ ｶｷﾔ ｺﾄﾐ

4 88 髙橋　ひな NIKE TOKYO TC 4 8506 垣屋　琴美(4) 順大
ｷｸﾁ ﾘｸ ﾀｹﾋﾗ ﾕｶｺ

5 8508 菊池　梨紅(4) 順大 5 8540 竹平　優花子(2) 順大
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾙ ﾕｱｻ ﾄﾓｴ

6 8564 山口　光(1) 順大 6 8548 湯淺　朋恵(2) 順大
ﾔｽﾓﾄ ｶﾘﾝ ｷﾞﾄｳ ﾘﾉ

7 647 康本　花梨 ユニクロ 7 8533 儀藤　梨乃(2) 順大
ﾅｶｵ ﾏｲ ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ

8 657 中尾　真依 ユニクロ 8 8509 小宮山　悠(4) 順大

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録



 女子1500m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

オカノ　カコ

1 85 岡野　華子 彩tama陸上 1
ﾀｶﾀﾞ ﾘｺ

2 9027 髙田　莉子(2) 城国大 2
ｱｵﾔｷﾞ ｱﾝﾅ

3 9030 青柳　杏奈(1) 城国大 3
ﾔﾏﾓﾄﾓｴｺ

4 915 山本萌恵子 愛知陸協 4
ﾏｷﾀｻﾔｶ

5 9074 蒔田沙弥香 愛知陸協 5
ﾌｸﾑﾗ ﾗﾑ

6 9033 福村　来夢(1) 城国大 6
ﾆｼｶﾜ ﾕｲ

7 8585 西川　優衣(3) 東学大 7

8

記録



 女子5000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ﾀｹﾀﾞ ﾜｶﾊﾞ

1 9354 竹田　わか葉(1) 帝科大 1
ｶﾐﾑﾗ ｴﾅ

2 9346 上村　栄奈(2) 帝科大 2
ｱｻｲ ﾐｽﾞｷ

3 2256 浅井　瑞貴(4) 東海学園大 3
ｶﾄｳ ｱｽﾐ

4 8096 加藤　明日美(4) 慶大 4
ｶﾝﾍﾞ ﾘｮｳ

5 9357 神部　涼(1) 帝科大 5
ﾋﾗｻﾜ ﾕｶ

6 9021 平沢　優果(4) 城国大 6
ｶｻｲ ﾐﾂﾞｷ

7 9031 葛西　美月(1) 城国大 7
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ

8 8410 渡邉　美優(2) 中央大 8
ﾌﾀｶﾞﾜ ｱﾔｶ

9 5559 二川　彩香(1) 順大
ｻﾞﾏ ｼｵﾘ

10 8536 座間　栞(2) 順大
ｺｳﾓﾄ ﾏｵ

11 8535 甲本　まお(2) 順大
ｵﾝﾏﾔｼｷ ﾘﾉ

12 9349 御廐敷　莉乃(2) 帝科大
ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ

13 8511 佐藤　みな実(4) 順大
ｶﾄｳ ｱﾔ

14 9026 加藤　あや(2) 城国大
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ

15 8546 松本　奈々(2) 順大
ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ

16 9025 安部　日和(2) 城国大
ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ

17 8524 白石　由佳子(3) 順大
ﾂｼﾞﾀ ｼｮｳｺ

18 8557 辻田　翔子(1) 順大
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ

19 8525 髙橋　優菜(3) 順大
ﾊﾅﾀﾞ ｻｴ

20 8527 花田　咲絵(3) 順大

記録



 女子400mH(0.762m)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

2 2

3 3
ｼﾞﾂｲｼ　ﾅﾂｷ

4 8537 實石　奈都紀(2) 順大 4
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ

5 8517 山本　唯弥(4) 順大 5
ｶﾗｻﾞｰｽﾞ　ｹｲﾅ

6 621 カラザーズ　圭菜 東京陸協 6

7 7

8

記録



一般女子走高跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月3日 00:00 決　勝    

決　勝　

ｶﾅﾐﾂ ﾊﾙｶ

1 3619 金光　晴香(4) 筑大同
ﾋﾛﾅｶ ﾐﾊﾙ

2 8528 廣中　三春(3) 順大
ﾅｶﾆｼ ﾐｻｷ

3 8126 中西　美早(4) 日本女子体育大学

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：藤田　祥平

5月3日 00:00 決　勝    

決　勝　

ｵﾌﾞﾘ ﾅﾅﾐ

1 8601 小栗　七海(2) 東学大
ﾄﾐｻﾞﾜ ｷｮｳｺ

2 8592 富沢　恭子(2) 東学大
ｶｻﾊﾗ ﾅﾅ

3 8507 笠原　奈菜(4) 順大
ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳｶ

4 8575 青柳　有香(3) 東学大

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：藤田　祥平

5月3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

ﾏﾂﾓﾄﾊﾙﾅ

1 2560 松本春菜 one's
ｼﾞｭｳﾀﾞｲｱｶﾈ

2 4050 十代茜 ACたまがわ
ｻｶｲｿﾉﾐ

3 3074 酒井園実 埼玉陸協
ｷﾀﾑﾗ ｱﾝﾘ

4 9590 北村　杏理(1) 順大
ﾅｶﾆｼ ﾅﾂｷ

5 9593 中西　菜月(1) 順大
ｳﾁﾔﾏ ｻｸﾗ

6 8674 内山　咲良(4) 東大
ｵﾉﾀﾞ ﾘｻ

7 9265 小野田　吏紗(2) 駿河台大
ﾎﾘｳﾁ ﾙﾅ

8 8563 堀内　瑠奈(1) 順大
ﾐﾔﾏ ﾁｻﾄ

9 8174 宮間　知里(2) 日本女子体育大学



一般女子三段跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ｲﾉﾊﾗ ｼｵﾝ

1 9588 猪原　詩音(1) 順大
ｶｲ ﾅﾂｷ

2 8505 甲斐　夏輝(4) 順大
ﾊｷﾞﾉﾔﾎﾅﾐ

3 9111 萩野谷　帆南(2) 立大
ﾏﾂｲ ﾚｲﾅ

4 9411 松井　玲奈(4) 成城大
ﾎﾘｳﾁ ﾙﾅ

5 8563 堀内　瑠奈(1) 順大
ｳﾁﾔﾏ ｻｸﾗ

6 8674 内山　咲良(4) 東大



一般女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ｺﾞﾄｳ ｸﾐ

1 753 後藤　久美 なぎさスポーツクラブ

ﾖﾂﾔｸ ﾋｶﾘ 

2 8549 四役　ひかり(2) 順大
ｱﾍﾞ ﾄｲﾛ 

3 8519 阿部　冬彩(3) 順大



一般女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ｺﾞﾄｳ ｸﾐ

1 753 後藤　久美 なぎさスポーツクラブ

ｲﾉｳｴ ｱｶﾈ

2 8531 井上　紅(2) 順大
ﾖﾂﾔｸ ﾋｶﾘ 

3 8549 四役　ひかり(2) 順大
ｽｷﾞﾀ ﾐｻｷ

4 8512 杉田　実咲(4) 順大
ﾏﾁﾅｶﾞ ﾀｶｷ

5 0 町永　隆来(3) 市立船橋高



一般女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ｲｿﾀﾞ ﾐｶ

1 8530 磯田　実華(2) 順大
ｱﾍﾞ ﾄｲﾛ 

2 8519 阿部　冬彩(3) 順大
ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ

3 8539 高橋　七海(2) 順大
ｲｲﾇﾏ ﾕﾐ

4 8550 飯沼　裕美(1) 順大



一般女子やり投(600g)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月3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

ﾀﾝｹﾞ ｱｵｲ

1 8541 丹下　葵(2) 順大
ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ

2 8325 鈴木　さくら(2) 流経大


