
 男子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 14:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2 248 伊藤　純一 群馬県警 2
タグリ　アキヒロ ﾌｶﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ

3 10316 田栗　輝洋(2) アキレス瞬足AC 3 2030 深山　靖弘(4) 順大
ハタ　ケイイチロウ ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

4 10318 秦　啓一郎(1) アキレス瞬足AC 4 2012 佐藤　惇平(4) 順大
ｻｶﾞﾜ ｵﾀﾋﾞｵ ホンマ　ケイスケ

5 2010 佐川　オタビオ(4) 順大 5 10319 本間　圭祐 アキレス瞬足AC

ｸﾞﾚｺﾞﾘｰｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ ｻｻｷ ﾚﾝ

6 2140 グレゴリーセドリックデノン(1) 順大 6 5241 佐々木　蓮(1) 順大
ﾈﾓﾄ ﾏﾋﾛ ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝﾔ

7 2116 根本　万大(2) 順大 7 2022 土屋　順哉(4) 順大
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ ﾜｼｵ ﾄﾓｷ

8 2114 中村　僚真(2) 順大 8 5255 鷲尾　智樹(1) 順大

3組 (風:     ) 4組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1

2 2
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ ﾄﾓﾉ ｷﾐﾉﾌﾞ

3 1770 近藤　弘樹(3) 東京大 3 5110 伴野　公宣(2) 帝京科学大
ｱｶｼ ｹﾝｼﾝ ﾀﾅｶ ｹﾞﾝﾀ

4 5229 赤司　健槙(1) 順大 4 1740 田中　絃太(4) 東京大
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾏ シライシ ﾕｳｷ

5 5247 富永　琢磨(1) 順大 5 3722 白石　侑己(3) 玉川大
ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

6 2004 片山　雄太(4) 順大 6 2090 今井　淳平(2) 順大
ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ ｱﾗｲ ｶｽﾞﾏｻ

7 2120 藤田　祥平(2) 順大 7 5986 荒井　一成(2) 千葉工大
ﾄｼﾏ ｼｮｳﾍｲ ｽｴﾖｼ ﾋﾛｷ

8 2914 戸嶋　祥平(3) 城国大 8 0 末吉　浩樹 国武大ＡＣ

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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記録 記録

記録 記録



 男子200m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 15:50 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
ｶﾜﾄﾓ ｼｮｳ

2 0 川元　奨 スズキ浜松AC 2
タグリ　アキヒロ ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ

3 10316 田栗　輝洋(2) アキレス瞬足AC 3 2120 藤田　祥平(2) 順大
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ ハタ　ケイイチロウ

4 2114 中村　僚真(2) 順大 4 10318 秦　啓一郎(1) アキレス瞬足AC

ﾀｶｾ ｹｲ ｸﾞﾚｺﾞﾘｰｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ

5 1572 高瀬　慧 富士通 5 2140 グレゴリーセドリックデノン(1) 順大
ﾈﾓﾄ ﾏﾋﾛ ﾓｶﾞﾐ ｺｳｷ

6 2116 根本　万大(2) 順大 6 2035 最上　功己(4) 順大
ﾎｼ ﾀｲﾁ ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

7 250 星　汰一(4) 北翔大 7 2012 佐藤　惇平(4) 順大
ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ｲﾜﾄ ｼｭﾝﾔ

8 2057 小澤　優太(2) 順大 8 3505 岩戸　隼哉(2) 千葉大

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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記録 記録



 男子400m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 15:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｶﾜﾄﾓ ｼｮｳ ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ

1 0 川元　奨 スズキ浜松AC 1 1734 齋藤　嘉紀(4) 東京大
ｸﾗﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ ｵｵｼﾛ ｹﾝｲﾁ

2 1949 倉本翼 みちるAC 2 4519 大城　健一(3) 千葉工大
ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝﾔ ﾀｹｲ ﾕｳﾔ

3 2022 土屋　順哉(4) 順大 3 4 武居　裕也 千葉陸協
ﾕｲ ｶｲｾｲ ヤマダ　コウイチ

4 2166 油井　快晴(1) 順大院 4 62 山田　宏一 彩tama陸上
ｻｻｷ ﾏﾅﾄ ｲｼﾔﾏ ﾊﾔﾄ

5 5168 佐々木　愛斗(3) 順大 5 1722 石山　迅人(4) 東京大
ｲﾜﾓﾄ ﾀｹﾙ ｵｵﾊﾞ ｼｭﾝ

6 2000 岩本　武(4) 順大 6 5985 大場　舜(1) 千葉工大
カトウ　リュウジン ｻﾄｳ　ﾄﾓﾔ

7 10315 加藤　龍尋(2) アキレス瞬足AC 7 0 佐藤　智哉 ワールウインドAC

ｵｻﾅｲ ｻﾄｼ ﾜｶｽｷﾞ ｱｽｶ

8 1443 長内　智 パンチ工業 8 3494 若杉　飛鳥(2) 千葉大

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800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6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

ｻｲﾄｳ　ｶｽﾞｷ ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｶﾞ

1 6141 斉藤　和輝 東京都庁 1 1590 山田　翔雅(2) 日大
ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ｷﾀﾔﾏ ﾄｼﾉﾌﾞ

2 2151 根本   大輝(1) 順大 2 1554 北山　利信(3) 日大
ﾏｽﾀﾞ ｹﾝﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾔ

3 112 増田　健人(4) 東洋大 3 1564 松本　真弥(3) 日大
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ ﾅｶﾞｵ ﾄｼｷ

4 2156 丸山   脩太(1) 順大 4 117 長尾　俊希(4) 東洋大
ﾄｻｶ ﾀｹﾕｷ ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ

5 1335 登坂　健志(2) 筑波大院 5 5204 田口　雄貴(1) 日大
ｼｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ ｲﾑｷ ｼﾝﾀﾛｳ

6 5335 塩田　 哲平(2) 順大 6 673 井向　晋太郎 NECﾈｯﾂｴｽｱｲ
ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ

7 2078 林　貴裕(3) 順大 7 5560 高山　祐樹(1) 日大
ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾂﾔ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

8 113 松﨑　竜也(4) 東洋大 8 1661 山田　陽平(4) 日大
ｳｻﾞﾜ ﾊﾂｷ

9 9 0 鵜沢　葉月(3) 東海大望洋高

10 10

3組 4組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳ ヤマモト ナオヤ

1 1735 坂口　諒(4) 東京大 1 3227 山本　直也 埼玉陸協
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ ﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾔ

2 150 齋藤　和希(2) 東洋大 2 3425 野崎　達哉(3) 上智大
ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ ｲﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

3 5358 三上　 椋平(2) 順大 3 1574 岩本　淳平(2) 日大
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｷ ｶﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

4 1569 西村　陽貴(3) 日大 4 3531 鎌田　晃輔(4) 千葉大
ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ ｵｵｸﾗ ｶｽﾞｷ

5 0 伊藤　貴彦(3) 新潟医療福祉大 5 4715 大倉　和樹(3) 一橋大
ｻｶﾓﾄ ﾘｸ ﾏｴﾉｿﾉ ｹｲﾀ

6 167 坂本　陸(1) 東洋大 6 152 前之園　啓太(2) 東洋大
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｷ ｸﾘﾀ ﾋﾛｷ

7 114 田口　祐貴 GrowSports 7 4717 栗田　寛樹(3) 一橋大
ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳﾍｲ ﾄﾘｲ ﾏｻｷ

8 149 柴田　隆平(2) 東洋大 8 486 鳥居　正樹 東三河ＡＣ

9 9

10 10

記録 記録

記録 記録



 男子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 14:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

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

ｷﾑﾗ　ｼｮｳｺﾞ ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ

1 3506 木村　彰吾(2) 千葉大 1 6584 田邉　大地(2) 千葉大
ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾉﾘ

2 0 小川   恭平(3) 順大 2 5246 竹内   辰徳(1) 順大
ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ

3 2079 東　宏樹(3) 順大 3 167 渡辺　真伍 十条SC
ｵｱﾅ ﾋﾃﾞｷ ｺｻｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ

4 5233 小穴   英気(1) 順大 4 9340 小坂　峻平 秋田大医学部

ﾅｶﾔﾏ ﾘｵ ｻﾅﾀﾞ ｱｽﾄ

5 2026 中山　 理生(4) 順大 5 5334 真田　明日人(2) 順大
ﾔﾏﾈ ﾀｹﾕｷ ﾌﾙｼｮｳ ﾀｶｵ

6 5942 山根　丈幸(2) 群馬大 6 2082 古荘　 隆夫(3) 順大
ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾀｸ

7 1871 後藤　瞭汰(4) 流経大 7 2167 泉川　拓 Team Vinaka
ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｺﾞ

8 1575 平川　淳悟 岡崎ＴＦＣ 8
ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ

9 5256 吉村　佳祐(1) 順大院 9
ｻﾄｳ　ｺｳﾀﾛｳ

10 2011 佐藤　孝太朗(4) 順大 10

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
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8

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

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ　6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



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 15:30 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

ｼﾑﾗ ﾏｻｼ

1 2915 志村　将(4) 城国大 1
ｵﾀﾞｼﾏ ｹﾝﾔ

2 1311 小田島　賢也 第１空挺団 2
コバヤシ　ケイヤ

3 60 小林　慶哉 彩tama陸上 3
ｻｻｷ ﾉﾘﾕｷ

4 1319 佐々木　憲幸 第１空挺団 4
ﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ

5 0 田村　春凪(1) 国武大 5
ﾀﾏｻﾞﾜ ﾀｸﾐ

6 3280 玉澤　拓海(3) 拓殖大 6
ｻｶﾓﾄ　ﾂﾊﾞｻ

7 3264 坂本　翼 拓殖大 7
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ

8 0 篠﨑　拓弥(4) 東京情報大 8
ﾂﾕｷ ｼｮｳﾀ

9 574 露木　翔太(4) 国武大
ﾓﾘ ﾕｳﾀ

10 2084 森　優太(3) 順大
ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾕｳﾔ

11 0 泉田　湧哉(4) 新潟医療福祉大

ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ

12 1585 三浦　隆寛(2) 日大
ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ

13 5203 入江　亮輔(1) 日大
ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾏｻ

14 3148 朝倉　和眞 宮城陸協
ﾓﾃｷﾞ ﾘｮｳﾀ

15 986 茂木　亮太 住友電工
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ

16 4122 齋藤　雅英(3) 早大
ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾔ

17 978 井上　弘也 住友電工
ｱﾝｻﾞｲ ﾂｶｻ

18 1720247 安齋　宰 埼玉医大AC

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

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：佐藤　孝太朗

5月4日 16:30 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

ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾔ ﾐﾂｿﾞﾉ ﾕｳｻｸ

1 0 北川　拓也 千葉陸協 1 1127 満園　優作(3) 八千代高
ﾏｰｼｭｼｮｰﾝｸﾘｽﾄﾌｧｰ ｶﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ

2 2912 ﾏｰｼｭｼｮｰﾝｸﾘｽﾄﾌｧｰ(4) 城国大 2 1684 片原　照 Team AgaiN
シミズ ケイイチ ｲﾃﾞ ｼｮｳｴｲ

3 2104 清水 慶一 RUNWEB 3 0 井出　章瑛(2) 市立船橋高
ｻﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ｵｵﾖｼ ﾕｳｽｹ

4 1146 佐田　凜太郎(2) 八千代高 4 0 大吉　優亮(2) 市立船橋高
ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ ﾓﾘﾀ ﾀｹﾄ

5 0 田中　謙次 八王子富士森走友会 5 0 森田　雄斗(3) 東京情報大
ﾖｼﾄﾞﾒ ﾕｳｺﾞ ｵｵｽｷﾞ ﾘｭｳﾀ

6 3080 吉留　佑悟(2) 埼玉大 6 0 大杉　竜太(3) 市立船橋高
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ ﾖｺｵ ﾏｷﾄ

7 1420 斎藤　雄太 GAZELLE 7 0 横尾　真輝斗(3) 市立船橋高
ﾀﾙﾀﾆ ﾄﾓｼｹﾞ ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ

8 1145 樽谷　朋篤(2) 八千代高 8 0 井上　柾未(2) 市立船橋高
ｾｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ ﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ

9 1324 瀬川　祐二 第１空挺団 9 1325 根本　翔太郎 第１空挺団
ｶﾜｶﾐ ﾀﾂﾔ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ

10 0 川上　竜也(3) 市立船橋高 10 1323 鈴木　滉大 第１空挺団
ﾀｷﾀﾆ ﾘﾝﾄ ｽｶﾞﾇﾏ ﾋｻﾖｼ

11 0 瀧谷　綸斗(3) 市立船橋高 11 1322 菅沼　久禎 第１空挺団
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳｽｹ

12 0 松原　征哉(3) 市立船橋高 12 0 小田切　佑介(4) 東京情報大
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ ﾐﾔｻﾞﾄ ｴｲﾘｭｳ

13 0 齊藤　光太(2) 市立船橋高 13 0 宮里　永隆(3) 東京情報大
ｿﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ

14 0 曽田　優治(2) 市立船橋高 14 0 小林　周平(4) 東京情報大
ﾊｾ ｹｲｽｹ ｺﾝ ﾄﾓﾔ

15 0 長谷　佳祐(2) 東京情報大 15 3407 近　友哉(2) 西武台千葉高

ｳﾔﾏ ﾉﾘﾋｺ ﾏﾂﾓﾄ ｺﾀﾛｳ

16 548 宇山　徳彦 関東RC 16 3410 松本　虎太郎(2) 西武台千葉高

ｱｲﾊﾞ ﾕｳﾀ ｷｸﾁ ｼｮｳ

17 0 相場　優太(3) 市立船橋高 17 3408 菊地　渚佑(2) 西武台千葉高

ｻｻｷ ｼｭﾝ ｵｵﾎﾘ ｼｭｳﾔ

18 0 佐々木　舜(4) 東京情報大 18 3404 大堀　秀野(2) 西武台千葉高

ﾃﾗｻｷ ｱﾕﾑ ｻﾄｳ ﾅｵﾔ

19 0 寺崎　歩(3) 東京情報大 19 5111 佐藤　直也(2) 帝京科学大
ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ ﾔﾏﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ

20 0 二階堂　真大(2) 東京情報大 20 2039 山脇　 洸乃(4) 順大
ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ﾖｺｼﾏ ﾀｲｶﾞ

21 0 佐藤　涼介(3) 市立船橋高 21 2085 横島　大河(3) 順大
ｶｲ ｺｳﾀﾞｲ ﾏｻｺﾞ ﾊﾙｷ

22 1312 甲斐　広大 第１空挺団 22 2123 真砂　春希(2) 順大
ﾏﾂｵ ﾊﾙｶ ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ

23 0 松尾　玄(4) 東京情報大 23 2053 香月　翔太(3) 順大
ﾎｼﾉ ｶｽﾞｷ ﾋﾗｶﾜ ﾀｶｷ

24 0 星野　一輝(2) 東京情報大 24 2080 平川　貴稀(3) 順大
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾔ ﾏｴﾀﾞ　ﾄﾓﾋﾛ

25 0 石川　悠弥(1) 東京情報大 25 2122 前田　智広(2) 順大
ﾔﾌﾞﾀ ﾀｶﾔ ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ

26 237 藪田　峻也 千葉陸協 26 2136 岩嵜　友也(1) 順大
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ ﾏﾂｵ ﾘｸ

27 1143 小林　颯太(2) 八千代高 27 2154 松尾　陸(1) 順大
ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞﾋｺ ﾖｼｵｶ ﾄﾓｷ

28 1309 阿部　忠彦 第１空挺団 28 2158 吉岡　智輝(1) 順大
ｺﾔﾅｷﾞ ﾎﾏﾚ ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

29 1317 小柳　誉 第１空挺団 29 2119 原田　宗広(2) 順大
ｵﾔﾅｷﾞ ﾀｲﾁ ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

30 0 小柳　泰治(1) 東京情報大 30 2125 宮田　惇一(2) 順大
ﾋﾗｶﾞ ｺｳｷ ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾍｲ

31 0 平賀　光貴(3) 市立船橋高 31 2074 難波　晧平(3) 順大
ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾊﾞﾊﾞ　ｽﾀﾝ　ｹｲ

32 0 松田　翼(3) 市立船橋高 32 2028 馬場　スタン　恵(4) 順大
ﾏﾁﾅｶﾞ ﾀｶｷ ﾀｸﾜ　ﾖｼﾋﾛ

33 0 町永　隆来(2) 市立船橋高 33 2110 多久和　能広(2) 順大
ﾀｹｵｶ ﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ

34 3215 竹岡　大(2) 東工大 34 2059 小畠　隆太郎(3) 順大

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 16:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾖｼｵｶ　ｺｳｷ

35 3230 田井　裕次郎(4) 東工大 35 2040 吉岡　幸輝(4) 順大
ﾅﾗ ﾌﾐﾀｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ

36 2917 奈良　郁敬(3) 城国大 36 2009 小林　聖(4) 順大
ｺﾐﾅﾐ ﾀｶｵ ﾔﾏﾀﾞ　ﾜﾀﾙ

37 0 小南　考央(2) 東京情報大 37 2038 山田　航(4) 順大
ｺｻｶ ﾀﾂﾔ ﾔﾉ　ﾅｵｷ

38 2056 小阪　竜也(3) 順大 38 2132 矢野　直幹(2) 順大
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾃｯﾍﾟｲ ｶｻｲ ﾀｶﾋﾛ

39 2060 小林　哲平(3) 順大 39 2003 笠井　 孝洋(4) 順大
ｲｼﾄﾞ ﾋﾛﾑ

40 2086 石戸　大夢(2) 順大



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 16:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

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

ｳｴﾉ ｺｳﾍｲ

1 0 上野　航平(3) 市立船橋高 1
ｻｻｷ ｺﾀﾛｳ

2 0 佐々木　虎太郎(3) 市立船橋高 2
ｽｽﾞｷ ｹｲﾏ

3 0 鈴木　啓磨(3) 市立船橋高 3
ｻｲﾄｳ　ﾀｸﾐ

4 0 斎藤　拓海(2) 市立船橋高 4
ﾅｶｼﾞﾏ　ﾘｮｳｷ

5 0 中島　稜貴(3) 市立船橋高 5
ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ

6 0 村上　真生(3) 市立船橋高 6
ｶｾﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

7 4042 加世田　雅之(4) 立大 7
ｱｶｻｷ ｱｷﾗ

8 3272 赤崎　暁(3) 拓殖大 8
ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓｷ

9 4883 早川　朋輝(2) 麗澤大
ｵｷﾞﾉ　ｺｳﾍｲ

10 1563 荻野　皓平 富士通
ｵｵﾓﾘ ﾚｲ

11 1562 大森　澪 富士通
ｼﾗﾖｼ ﾘｮｳ

12 1569 白吉　凌 富士通
ﾏｴﾉ ﾀｶﾕｷ

13 1582 前野　貴行 富士通
ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ

14 1559 石井　秀昂 富士通
ｲﾉｳｴ ﾘｭｳﾔ

15 3376 井上　龍弥(3) 西武台千葉高

ﾎﾘｺｼ ﾀﾞｲﾁ

16 3405 堀越　大地(2) 西武台千葉高

ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼｷ

17 3381 長谷川　禎樹(3) 西武台千葉高

ﾕﾌ ｲｸﾄ

18 1588 油布　郁人 富士通
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ

19 2068 高林　遼哉(3) 順大
ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ

20 5243 鈴木　尚輝(1) 順大
ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ

21 2149 出口　航輝(1) 順大
ﾊﾞﾊﾞ　ｽﾀﾝ　ｹｲ

22 2028 馬場　スタン　恵 順大
ﾖｼｵｶ　ｺｳｷ

23 2040 吉岡　幸輝 順大
ｺﾊﾞﾔｼ　ｱｷﾗ

24 2009 小林　聖 順大
ﾔﾏﾀﾞ　ﾜﾀﾙ

25 2038 山田　航 順大
ｷﾝﾊﾟﾗ ﾋﾛﾅｵ

26 2008 金原　弘直(4) 順大
ﾔﾏﾀﾞ　ｺｳ

27 2037 山田　攻(4) 順大
ﾅﾝﾊﾞ　ｺｳﾍｲ

28 2074 難波　皓平 順大
ｺﾊﾞﾀｹ　ﾘｭｳﾀﾛｳ

29 2059 小畠　隆太郎 順大
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

30 2064 鈴木　雄人(3) 順大
ﾀｸﾜ　ﾖｼﾋﾛ

31 2110 多久和　能広 順大
ｳﾁﾔﾏ　ﾏｻｼ

32 2091 内山　将志(2) 順大
ﾔﾉ　ﾅｵｷ

33 2132 矢野　直幹 順大
ﾂﾀﾞ ﾏｻｷ

34 2148 津田　将希(1) 順大

記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 16:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ｴｸﾞﾁ　ﾄﾓﾔ

35 2002 江口　智耶 順大
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ

36 0 篠﨑　拓弥(4) 東京情報大
ﾅｶｼﾞﾏ ﾃｯﾍﾟｲ

37 2513 中島　哲平(2) 東国大
ﾏｴｶﾜ ﾕﾂﾞｷ

38 2516 前川　優月(2) 東国大
ﾊｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ

39 2542 芳賀宏太郎(2) 東国大

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

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110mH(1.067m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 14:10 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
ﾐﾔﾉ ｷﾖﾄ

2 4104 宮野　健音(2) 國學院大 2
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ

3 2155 松田　太一(1) 順大 3
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾀ

4 155 竹内　皓太(1) 千葉陸協 4
ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

5 3521 河田　悠一(4) 千葉大 5

6 6

7

8

記録



 男子400mH(0.914m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 16:15 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

2 2
ｺｽｷﾞ ﾘｷ ｶﾜﾊﾗ ﾅｵﾕｷ

3 2058 小杉　力(3) 順大 3 4005 川原　直之(4) 茨城大
ﾐﾖｼ ﾚﾝ ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ

4 2126 三好　蓮(2) 順大 4 3484 金子　元貴(2) 千葉大院
ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ ｷﾑﾗ ｼｮｳ

5 2042 浅子　隆一(3) 順大 5 1848 木村　翔(4) 流経大
ｶﾂﾓﾄ ｼﾝﾗ ｶｼｳﾗ ｹﾝﾄ

6 2005 勝元　森羅(4) 順大 6 2096 樫浦　健人(2) 順大
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ﾓﾄﾖｼ ﾋﾛﾑ

7 2105 鈴木　崇広(2) 順大 7 4013 本吉　広武(4) 茨城大
ﾎﾘｴ ﾅｵﾂｸﾞ ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ

8 2032 堀江　直胤(4) 順大 8 3496 尾崎　康太(4) 千葉大

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

3 3
ﾅｶﾞｼﾏ　ﾋﾛｷ

4 3489 長嶋　寿樹(2) 千葉大 4
ﾓﾘ ｿｳﾀﾞｲ

5 2129 森　壮大(2) 順大 5
ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾔ

6 2043 飯塚　拓也(3) 順大 6
ｲｹﾉ ﾜﾀﾙ

7 4714 池野　和(3) 一橋大 7
ｷﾘﾀﾆ ﾏｻﾄ

8 2913 桐谷　優人(3) 城国大 8

記録 記録

記録



一般男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 14:30 決　勝

決　勝　

ﾀｶﾊｼ ﾑﾈﾏｻ

1 5245 高橋　宗聖(1) 順大
ｸﾎﾞｷ ｼｭﾝｽｹ

2 5508 久保木　春佑 東学大
ﾉﾅｶ ﾚﾝﾔ

3 2118 野中　廉也(2) 順大
ｺｲｹ ｱｷﾗ

4 417 小池　輝 静岡グラッチェ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



一般男子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 13:30 決　勝

決　勝　

ﾎｼﾉ ﾀｲｼﾞｭ

1 3487 星野　大樹(3) 千葉大
ｱﾌﾞﾗﾔ ｹｲｺﾞ

2 5230 油屋　圭吾(1) 順大
ﾀｳｴ ｼｭﾝ

3 2067 田上　駿(3) 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
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ

6 2041 渡辺　壮(4) 順大
ｵｸ ﾘｸ

7 2138 奥　吏玖(1) 順大
ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

8 2050 内田　涼太(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



一般男子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 12:00 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 ﾄｼｷ

1 0 高橋　隼生(1) 国武大
ｱｶｼ ｹﾝｼﾝ

2 5229 赤司　健槙(1) 順大
ｵｸ ﾘｸ

3 2138 奥　吏玖(1) 順大
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾏﾈ

4 2073 中島　周音(3) 順大
ｲﾄｳ ﾀｲｽｹ

5 2045 伊藤　泰佑(3) 順大
ｲﾜｾ ﾏｻﾔ

6 435 岩瀬　将弥(2) 国武大
タカハシ タケル

7 3718 髙橋　武(4) 玉川大
ｻﾉ ｺｳｷ

8 2062 佐野　功貴(3) 順大
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

9 2025 中邨　一希(4) 順大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ

10 2141 小林　大起(1) 順大
ｲﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

11 2047 稲川　尚汰(3) 順大
ﾓﾛ ﾔｽﾋﾛ

12 0 毛呂　泰紘 ベンチャーバンクAC



一般男子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 15:30 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

ｳｴﾉ ｼｭﾝｽｹ

1 4511 上野　峻佑(3) 千葉工大
ﾔﾅｲ ﾅｵｷ

2 1408 箭内　直樹(4) 大東大
ﾋﾗﾈ ﾏｻｷ

3 1866 平根　昌樹(4) 流経大
ｵﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

4 2094 小原　大輝(2) 順大
ｵﾏﾀ ﾖｳ

5 2095 小俣　洋(2) 順大
ｾｷ ﾄﾓﾔ

6 2065 関　智哉(3) 順大
ﾀｷﾀﾆ ｷｮｳｽｹ

7 2109 瀧谷　京輔(2) 順大
ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ

8 5232 岩崎　匠海(1) 順大
ｵｵｻｶ ﾄﾓﾔ

9 2092 大坂　智哉(2) 順大



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 13:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｳｴ ｺｳﾀﾛｳ

1 5112 井上　浩太朗(2) 帝京科学大
ﾀｶﾉ ｲﾁﾛ

2 2107 高野　一路(2) 順大
ﾓﾝﾏ ｹﾝ

3 1898 門間　謙(3) 流経大
ﾀｼﾛ ｶﾝｼﾞ

4 2069 田代　寛治(3) 順大
ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ

5 926 林　英昭 松戸陸協
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：佐藤　孝太朗

5月4日 12:00 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

ｼﾉｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

1 2143 篠崎　亮介(1) 順大
ｼﾗｲｼ ﾘｵ

2 1889 白石　吏男(3) 流経大
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾔ

3 2033 松本　行矢(4) 順大
ｻｶﾞｴ ﾂﾊﾞｻ

4 2061 寒河江　翼(3) 順大
ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｽｹ

5 2044 石塚　恒祐(3) 順大
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

6 2070 田村　勇太(3) 順大
ｳｴﾀﾞ ｻﾔﾄ

7 1845 植田　紗綾人(4) 流経大



一般男子ハンマー投(7.260kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4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

1 667 茶園　彬 群大TFクラブ
ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ

2 2157 三浦　琢磨(1) 順大
ｱﾝﾎﾞ ｹｲｽｹ

3 8 安保　慶亮(4) 慶大
ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ

4 926 林　英昭 松戸陸協
ﾖﾈﾓﾘ ｼﾝｺﾞ

5 1870 米森　心悟(4) 流経大
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ

6 2134 石川　諒(1) 順大
ｲﾄｳ ﾏｻﾅﾘ

7 2046 伊東　優成(3) 順大
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ

8 2121 藤本　圭吾(2) 順大
ｵｶﾉ ﾋﾛｼ

9 2160 岡野　敬史(2) 順大院
ｷﾀﾏﾀ ｼｮｳｾｲ

10 1847 北亦　将成(4) 流経大



一般男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 16:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｶﾞｲ　ﾅｵﾄ

1 1856 須貝　直人(4) 流経大
ｶﾜｼﾏ ｺｳｽｹ

2 4004 川嶋　康祐(4) 茨城大
ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｽｹ

3 1869 吉岡　諒亮(4) 流経大
ｶｹﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ

4 14 掛村　将寛(4) 慶大
ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ

5 1897 森　将弘(3) 流経大
ｲﾉｾ ｶｽﾞｷ

6 2089 猪瀬　和希(2) 順大
ｷﾖﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ

7 1908 清長　亮太(2) 流経大
ﾖｼﾉ ﾕｳｼﾞ

8 0 芳野　裕二 KTC
ﾓﾘｶﾜ ｷｼﾝ

9 1868 森川　輝心(4) 流経大



 女子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4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
ｲﾄｳ　ﾅﾅ

3 8821 伊東　奈々 順大 3
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ

4 7299 西尾　夏波(3) 順大 4
ｸﾘﾀ ﾏﾋﾛ

5 7281 栗田　舞尋(4) 順大 5
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ

6 8478 中嶋　彩画(2) 順大 6

7

8

記録



 女子200m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 15:40 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
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ

3 7299 西尾　夏波(3) 順大 3
ｸﾘﾀ ﾏﾋﾛ

4 7281 栗田　舞尋(4) 順大 4
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ

5 8478 中嶋　彩画(2) 順大 5
ｲﾄｳ　ﾅﾅ

6 8821 伊東　奈々 順大 6

7

8

記録



 女子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4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
ｺﾐﾔﾏ　ﾊﾙｶ

2 7763 小宮山　悠(3) 順大 2
ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ

3 7765 佐藤　みな実(3) 順大 3
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ

4 7753 杉山　香南(4) 順大 4
ﾊﾔﾀｹ　ｱﾔﾉ

5 8134 早笋　彩乃(3) 千葉大 5
ｷｸﾁ ﾘｸ

6 7762 菊池　梨紅(3) 順大 6
ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｺ

7 8406 村山　結子(4) 千商大 7
ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾕ

8 8124 門脇　真悠(4) 千葉大 8

記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 女子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 15:20 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

ｵｶﾀﾞ ﾐｵ

1 7628 岡田　海緒(3) 日女体大 1
オカノ　カコ

2 66 岡野　華子 彩tama陸上 2
ｶﾜﾅ ﾐﾎ

3 7937 河名　美穂(2) 城国大 3
ﾀｶﾀﾞ ﾘｺ

4 7940 髙田　莉子(1) 城国大 4
ﾔﾏｶﾞﾀ ｱﾔｶ

5 7929 山形　彩花(4) 城国大 5
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾓｴｶ

6 7930 山形　萌花(4) 城国大 6
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｷﾉ

7 7942 瀧澤　水希乃(1) 城国大 7

8

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

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：佐藤　孝太朗

5月4日 17:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｸﾗﾊﾞ ﾐｸ

1 1094 桜庭　美紅(3) 秋田大 1
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ

2 7941 滝沢　菜絵(1) 城国大 2
ｵｵﾀ ｻｷ

3 0 太田　彩貴(4) 東海大 3
ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ

4 7800 山下　萌(1) 順大 4
ﾖｼﾀﾞ ｻｷ

5 7935 吉田　咲(3) 城国大 5
ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｺ

6 8 松本　恭子 千葉陸協 6
ｺｶﾞ ｷﾖｶ

7 8294 古賀　清華(4) 早大 7
ｻｻｷ ﾊﾙﾅ

8 0 笹木　晴奈 津田塾大 8
ｵｵｼﾏ ﾘﾎ

9 7748 大島　里穂(4) 順大
ｼﾗﾄﾘ ｻﾕﾘ

10 7752 白鳥　さゆり(4) 順大
ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ

11 7779 白石　由佳子(2) 順大
ｻﾄｳ ﾐﾕｷ

12 7932 佐藤　美雪(3) 城国大
ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾙｶ

13 7936 中島　瑛佳(2) 城国大
ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ

14 7938 安部　日和(1) 城国大
ｶﾄｳ ｱﾔ

15 7939 加藤　あや(1) 城国大
ｺｳﾓﾄ ﾏｵ

16 7792 甲本　まお(1) 順大
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ

17 7785 宮﨑　友里花(2) 順大
ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ

18 7765 佐藤　みな実(3) 順大
ﾋﾗｻﾜ ﾕｶ

19 7933 平沢　優果(3) 城国大
ﾔﾍﾞ ｱﾔﾉ

20 7934 矢部　綾乃(3) 城国大
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ

21 7931 小林　希良莉(3) 城国大
ｻﾞﾏ ｼｵﾘ

22 7793 座間　栞(1) 順大
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ

23 7799 松本　奈々(1) 順大
ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ

24 7755 西川　真由(4) 順大

記録

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 女子100mH(0.838m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 14:00 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

4 4
ｱﾋﾞｺ ﾅﾅ

5 7745 安孫子　奈々(4) 順大 5

6 6

7 7

8 8

記録



 女子400mH(0.762m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 16:05 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
ﾎﾘﾍﾞ ﾐｻｷ

3 8255 堀邉　美咲(3) 茨城大 3
ｼﾞﾂｲｼ ﾅﾂｷ

4 8563 實石　奈都紀(1) 順大 4
ｻｸﾏ ｱﾔ

5 8250 佐久間　彩(4) 茨城大 5
ﾅｶﾑﾗ ﾁﾋﾛ

6 8231 中村　千尋(2) 平国大 6

7

8

記録



一般女子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 13:30 決　勝

決　勝　

ﾋﾛﾅｶ　ﾐﾊﾙ

1 7784 廣中　三春(2) 順大
ｽｽﾞｷ　ｺﾏﾁ

2 7780 鈴木　小街(2) 順大
ｱｵﾔﾏ ﾅﾂﾐ

3 7615 青山　夏実(3) 日女体大
ﾅｶﾆｼ ﾐｻｷ

4 7619 中西　美早(3) 日女体大
ｲｼｵｶ ﾕｽﾞｷ

5 7616 石岡　柚季(3) 日女体大

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



一般女子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 11:30 決　勝

決　勝　

ｶｻﾊﾗ　ﾅﾅ

1 7761 笠原　奈菜(3) 順大
ｼｵﾀﾞ　ﾋｳﾐ

2 7777 塩田　日海(2) 順大

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



一般女子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 12:00 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

ﾀｶﾅｶ ｽｽﾞｶ

1 7640 高中　涼夏(2) 日女体大
ﾂｶｺｼ ﾋﾅ

2 0 塚越　日菜(1) 日女体大
ﾖｺﾀ　ﾅﾂｺ

3 7758 横田　菜都子(4) 順大
ｳﾉ ｱｵｲ

4 0 宇野　蒼生(1) 日女体大
ﾅｶﾀﾞ　ｷﾎ

5 7796 中田　嬉歩(1) 順大
ﾐﾔﾏ ﾁｻﾄ

6 0 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：佐藤　孝太朗

5月4日 15:30 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
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕﾘ

2 8127 小林　優里(4) 千葉大
ｷﾑﾗ　ﾋｶﾘ

3 7750 木村　ひかり(4) 順大



一般女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 13:30 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

ﾂﾁﾔ ｱｽｶ

1 7754 土屋　明日香(4) 順大



一般女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

5月4日 12:00 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
ﾏｷ ﾁｻﾄ

2 7739 牧　千里(3) 流経大
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾅﾅｺ

3 8260 山形　菜々子(2) 茨城大
ﾖﾂﾔｸ ﾋｶﾘ

4 8568 四役　ひかり(1) 順大


