
 男子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 11:00 予　選
3月23日 15:25 決　勝

予　選　19組0着＋8

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
ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾏ

1 2120 藤田　祥平(2) 順大 1 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 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
ﾀｶﾊｼ　ｶﾝﾔ ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ

3 2146 高橋　侃矢(1) 順大 3 2099 木下　裕貴(1) 順大
ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳﾏ ﾏｽﾊﾗ ﾀｲｶﾝ

4 2114 中村　僚真(2) 順大 4 2549 増原　大観(3) 東京学館浦安高

ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ

5 2048 犬塚　渉(3) 順大 5 3041 佐藤　修斗(2) 松戸国際高
ｸｻﾉ ｾｲﾔ ｽﾅﾊﾗ ﾕｳｼﾞ

6 2879 草野　誓也 Team Accel 6 157 砂原　佑二(2) 木更津総合高

ﾜｼｵ ﾄﾓｷ ｸﾏｶﾞｲ ﾘｭｳﾔ

7 5255 鷲尾　智樹(1) 順大 7 162 熊谷　隆矢(2) 木更津総合高

ｱｻﾘ ﾀｸ ﾑﾛﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ

8 3523 浅利　拓(1) 千葉大院 8 2083 室橋　健太郎(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

1 1
ﾅｶﾊﾗｼｵﾝ ツボイ　ケンスケ

2 28 中原　詩音(2) 姉崎高 2 1416 坪井　健介(1) 東京学館高
ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞｷ ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ

3 7175 高松　克輝(1) 白?大 3 1288 高橋　啓太(1) 実籾高
ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ ミヤウチ　ユウキ

4 7097 齊藤　直彦(2) 白?大 4 940 宮内　勇輝(2) 東京学館高
ｻｴｷﾘｸﾄ ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ

5 31 佐伯　陸人(2) 姉崎高 5 1768 小泉　翔太(2) 水戸工高
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｵﾝ ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ

6 3603 藤原　紫恩(1) 沼南高 6 3520 古谷　勇人(2) 千葉大
ｷﾀﾞ ﾀｸﾄ ｽｶﾞｲ　ﾕｳｲﾁﾛｳ

7 1083 喜田　琢豊(2) 千葉敬愛高 7 178 須貝　夢一郎(1) 木更津総合高

ﾀｶﾀﾞ　ﾄﾓｷ ｻｽｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ

8 1088 高田　朋希(2) 千葉敬愛高 8 109 流石　皐太郎(2) 市原中央高

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
ｲｲﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ ﾐﾔﾀｹ ｶｽﾞﾋｻ

1 7178 飯村　慶次朗(1) 白?大 1 965 宮武　和久(2) 佐倉高
ｵｵﾂｶ ﾀｸ ﾓﾃｷﾞ ﾕｳﾏ

2 1599 大塚　卓(2) 千城台高 2 1747 茂木　佑馬(1) 磯辺高
ｺｻﾞｶｲﾕｳﾀ ｵｵﾂｶ　ｼｮｳﾀ

3 30 小堺　勇太(2) 姉崎高 3 467 大塚　翔太(1) 成東高
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｺﾞ ｲﾄｳ ﾀｶｼ

4 1610 武内　悠吾(1) 千城台高 4 1745 伊藤　傑(1) 磯辺高
ﾖｼﾀﾞﾘｷ ｸﾎﾞ ｵｳﾀ

5 1809 吉田　吏希(1) 水戸工高 5 107 久保　旺大(2) 市原中央高
ﾎｿﾈ ﾙｲ ﾌｸﾏ ﾊﾙﾄ

6 1359 細根　琉生(1) 佐倉高 6 2328 福間　温人(2) 鎌ケ谷西
ﾏｴﾀﾞ　ｿｳﾀ ﾅｶﾀﾞ ｹﾝﾄ

7 1808 前田　蒼太(1) 水戸工高 7 1807 中田　健人(2) 東大
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ ｶﾏﾀ ｹﾝﾄ

8 160 鈴木　大空人(2) 木更津総合高 8 1728 鎌田　健斗(2) 千葉北高

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

3月23日 11:00 予　選
3月23日 15:25 決　勝

予　選　19組0着＋8

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
ｵﾀﾞ ｺﾞｳｷ ﾀｷｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ

1 0 小田　豪生 Team AgaiN 1 1738 瀧川　涼介(2) 磯辺高
スズキ　ケンイエイピェン ﾄﾈｶﾞﾜ ﾏｻﾄ

2 1255 鈴木拳イエイピェン(2) 津田沼高 2 687 利根川　優斗(1) 県立銚子高
セキネ　シンゴ ﾅｶﾀﾞｲ ｼｭﾝｽｹ

3 1260 関根　進吾(1) 津田沼高 3 2619 中代　隼輔(2) 都紅葉川高
ｺｲ ｼﾞｭﾝﾀ ﾑﾗｶﾐ ｻﾄﾔ

4 2623 古居　純大(1) 都紅葉川高 4 1402 村上　覚哉(1) 千葉敬愛高
ﾏﾀﾞﾃ ｶｲﾄ ﾀｸﾎﾞ ﾘｮｳｶﾞ

5 527 間立　海翔(1) 志学館高 5 1336 田久保　凌雅(1) 実籾高
ナンリ　ソウタ ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ

6 2092 南里　颯汰(2) 船橋啓明高 6 0 水野　響(2) 茂原高
ｳﾘﾀ ﾕｳｾｲ ﾀｹｼﾀ ｼｮｳｺﾞ

7 6197 瓜田　友聖(1) 臼井南中 7 1749 竹下　翔悟(1) 磯辺高
ｵｷﾞﾜﾗ ｹﾝｺﾞ ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ

8 1219 荻原　健吾(2) 千葉英和高 8 1736 岡田　峻(2) 磯辺高

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
ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾔ ｱﾋﾞﾙ ﾀﾂｷ

1 0 永嶋　祐也 Team AgaiN 1 793 畔蒜　達希(2) 佐原白楊高
ｲｵｶ ﾀｸﾐ ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀﾛｳ

2 1392 井岡　巧(1) 千葉敬愛高 2 2650 鈴木　崇太郎(1) 磯辺高
ミヤモト　リョウヘイ ｵｲｶﾜ ﾀﾞｲｷ

3 1252 宮本　凉平(2) 津田沼高 3 1351 笈川　大輝(1) 佐倉高
ｶﾀﾉ ﾋﾛﾄ ｲｼｻﾞﾜ ﾀｲﾁ

4 977 片野　太斗(2) 佐倉東高 4 1078 石沢　太一(2) 千葉敬愛高
ｶｻﾋ ｼｮｳｺﾞ ｱｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ

5 976 重昆　祥吾(2) 佐倉東高 5 969 芦川　広大(2) 佐倉高
ｽｺﾞｳ ｲｵﾝ ﾐﾂﾓﾄ ﾕｳｷ

6 974 菅生　志温(2) 佐倉東高 6 1401 密本　悠貴(1) 千葉敬愛高
ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛｱｷ ﾏﾕﾐ　ﾀｲﾖｳ

7 979 栗原　大明(2) 佐倉東高 7 176 間弓　太陽(1) 木更津総合高

ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｷﾞｻ ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ

8 1278 長谷川　渚(2) 実籾高 8 1603 村上　陸人(2) 千城台高

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
ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｽｹ

1 1087 関口　康佑(2) 千葉敬愛高 1
ﾋｻﾀﾞ ｲﾁﾀｶ ｼｹﾞ ｲｸｵ

2 2575 久田　一鷹(1) 千城台高 2 112 茂　郁良(1) 市原中央高
ｺﾝﾉﾘｭｳｾｲ ｶｲﾎ　ｼｮｳ

3 34 今野　竜誠(1) 姉崎高 3 470 海保　翔(1) 成東高
ｽｶﾞﾔ ﾕｳﾄ ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾄ

4 1334 菅谷　晴飛(1) 佐原白楊高 4 1837 岡本　優人(1) 犢橋高
ヤマザキ　タカシ ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾄｼ

5 2096 山﨑　崇司(2) 船橋啓明高 5 2341 ??田　貴利(1) 白井高
ｲﾉｳｴ ﾜﾀﾙ ヤマダ　コウイチ

6 1079 井上　航(2) 千葉敬愛高 6 62 山田　宏一 彩tama陸上
キシシロ　ヒビキ ﾀｶﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ

7 1440 岸代　響己(1) 津田沼高 7 424 高宮　駿介(2) 東金高
ｶﾏｶﾞﾀ ﾆｼｭｳ ﾊﾏﾀﾞ ﾄﾓｱｷ

8 798 鎌形　二洲(2) 佐原白楊高 8 7547 濱田　智礼(1) 臼井南中

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

3月23日 11:00 予　選
3月23日 15:25 決　勝

予　選　19組0着＋8

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
ﾎｼﾉ ｶｽﾞﾔ ｻﾄｳ ｿﾗ

2 0 星野　和也(1) 県立銚子高 2 830 佐藤　空(2) 成田北高
ﾇﾏｼﾞﾘ ﾕｳｷ ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞﾄ

3 1762 沼尻　勇輝(2) 水戸工高 3 1438 篠﨑　和将(1) 千葉敬愛高
ﾀﾅｶ ﾘｮｳ ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

4 2592 田中　椋(1) 千葉北高 4 514 伊藤　翼(1) 市原中央高
ｳｴﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ

5 2573 植田　大河(1) 千城台高 5 560 山口　倫太郎(1) 志学館高
ｲﾘｴ ﾕｳﾋ ｲｼｲ ｿｳﾀ

6 794 入江　雄飛(2) 佐原白楊高 6 6921 石井　蒼大(2) 佐原中
ｲﾏﾀﾞ ｶｹﾙ ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ

7 2934 今田　翔(1) 市川南高 7 1888 土屋　裕太(2) 千葉経大附高

ﾅｶﾞﾉ ﾂﾖｼ ｾｷﾈ ﾀｸﾏ

8 2420 長野　剛(1) 市川南高 8 2342 関根　拓真(1) 白井高

15組 (風:     ) 16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
ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼｷ キノエ　リュウノスケ

2 8463 長谷川　圭希(2) 臼井南中 2 2947 甲　隆之介(1) 船橋啓明高
ｳﾀﾞ ｺｳｷ ﾊｯﾄﾘ ﾀｸﾐ

3 1421 宇田　光輝(1) 千葉英和高 3 2628 服部　巧(1) 都紅葉川高
ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ

4 3601 髙山　一樹(1) 沼南高 4 2896 田中　穂(1) 鎌ケ谷西
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ ｺﾝﾉ ﾖｳｾｲ

5 2938 小林　奏友(1) 市川南高 5 211 金野　陽生(2) 志学館高
ﾔﾏｶﾞﾀ ｶｽﾞｷ ｻｻｷ ｱﾔﾄ

6 2590 山形　和暉(1) 千葉北高 6 10271 佐々木　綾人(1) 若松中
ﾀﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ﾀﾊﾗ ﾊﾙﾄ

7 1835 多田　俊輔(1) 犢橋高 7 1432 田原　陽登(1) 成田北高
ｽﾅｵｼ　ﾊﾅﾐﾁ ミナミ　イッセイ

8 1801 砂押　花道(1) 水戸工高 8 61 南　一清 彩tama陸上

17組 (風:     ) 18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
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀ ｶﾀｸﾗ ﾅﾂｷ

2 1890 宮坂　悠太(2) 千葉経大附高 2 1393 片倉　那月(1) 千葉敬愛高
ｻｸﾗﾊﾞ ｻﾄﾙ ｶﾈﾀｶ ﾃﾙﾅｵ

3 3600 桜庭　仁晴(1) 沼南高 3 559 金髙　輝尚(1) 志学館高
ﾔｺｳ ﾋﾋﾞｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ

4 2980 谷古宇　響(1) 市川南高 4 1400 藤本　高徳(1) 千葉敬愛高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｳﾐ ﾀｶｳﾁ ﾀｲｶﾞ

5 2629 近藤　隆海(1) 都紅葉川高 5 6911 髙内　太雅(2) 神崎中
ｶﾜﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ﾏﾂｶﾜ ｱﾚﾝ

6 90625 川村　瑞記(1) 印旛中 6 7548 松川　亞蓮(1) 臼井南中
ﾖﾂﾔ ﾘｸ ｺｸﾞﾚ ｺｳｷ

7 2897 四谷　莉久(1) 鎌ケ谷西 7 1892 小暮　光輝(2) 千葉経大附高

オオツカ　ユウマ ｱｽﾞﾀ ﾐｽﾞｷ

8 1258 大塚　悠真(1) 津田沼高 8 90620 吾田　瑞季(1) 印旛中

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

3月23日 11:00 予　選
3月23日 15:25 決　勝

予　選　19組0着＋8

19組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳ

2 2978 渡辺　興(2) 市川南高
ｺﾞﾄｳ ｷｮｳﾔ

3 6201 後藤　匡哉(1) 臼井南中
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅﾄ

4 6196 西村　叶翔(1) 臼井南中
ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾋﾛ

5 646 平山　知宙(1) 栗源中
ｵｵｲｼ ﾖｳｼﾞ

6 639 大石　遥史(1) 佐原中
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ

7 918 内山　雄貴(2) 印旛明誠高
ﾀﾆｵｶ ｶｽﾞﾔ

8 6200 谷岡　和哉(1) 臼井南中

決　勝　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

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 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23日 13:40 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
ﾏﾐﾔ　ﾀｸﾄ

1 1 1804 間宮　拓人(1) 水戸工高
ｼﾉﾂﾞﾞｶ ﾊﾙﾄ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾔ

2 110 篠塚　悠斗(2) 市原中央高 2 1301 内田　有哉(1) 習志野高
ｱﾏﾉ ｲｵﾘ ｺﾊﾗ　ﾘｭｳｷ

3 90 天野　伊織(3) 広島国際学院高 3 172 小原　隆輝(1) 木更津総合高

ﾈﾓﾄ ﾏﾋﾛ ｴﾅﾐ ﾕｳﾔ

4 2116 根本　万大(2) 順大 4 1281 江並　優也(2) 実籾高
ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ｲｼｲ ﾋﾅﾀ

5 2057 小澤 優太 順大 5 961 石井　陽大(2) 佐倉高
ｲｼｲ ﾀﾂﾔ ｲﾄｳﾏｻｷ

6 2870 石井　達哉 Team Accel 6 33 伊藤　柾(1) 姉崎高
ﾀﾅｶ ｺｳｷ ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ

7 1608 田中　皓暉(2) 千城台高 7 970 斎藤　颯太(2) 佐倉高
ﾆｯﾀ ﾅｵｷ ｾﾄ ﾀﾂﾉﾌﾞ

8 2616 新田　直輝(2) 都紅葉川高 8 1600 瀬戸　龍延(2) 千城台高

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
タキグチ　ヒュウガ ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ

1 1417 滝口　彪輝(1) 津田沼高 1 0 田畑　仁織(1) 茂原高
タカヤマ　コウスケ ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀ

2 938 高山　幸翼(2) 東京学館高 2 517 髙山　佑太(1) 市原中央高
ｶﾈｺ ﾀｸﾐ ナカジョウ　ソウスケ

3 2624 金子　拓巳(1) 都紅葉川高 3 1385 仲條　壮祐(1) 津田沼高
タカハシ　イブキ オオノ　タカフミ

4 1251 高橋　勇己(2) 津田沼高 4 2091 大野　嵩史(2) 船橋啓明高
ﾐﾅﾐ ﾖｳﾀ ｶﾈｼﾏ ｺｳｾｲ

5 964 南　陽太(2) 佐倉高 5 1304 金島　弘聖(1) 習志野高
ｴﾉﾓﾄ ﾊｸ ナガノ　ユウマ

6 2625 榎本　伯(1) 都紅葉川高 6 2090 長野　雄馬(2) 船橋啓明高
ｳｽｲ ｺｳﾍｲ ｺﾞﾄｳ ﾙｷｱ

7 1598 碓井　康平(2) 千城台高 7 2586 後藤　瑠綺亜(1) 千葉北高
アサクラ　テルヒロ ｺｲﾃﾞ ﾘｸ

8 1439 朝倉　暉大(2) 津田沼高 8 2629 小出　陸(1) 千葉北高

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
ﾜｸｲ ﾊﾙﾄ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ

2 1331 涌井　晴人(1) 習志野高 2 8461 鈴木　陽登(2) 臼井南中
ｸｻﾅｷﾞ ｺｳﾀ ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｼﾞ

3 3599 草彅　康太(1) 沼南高 3 1832 村松　輝治(2) 犢橋高
ﾐｶﾐ ｼｮｳﾀ ﾏｷﾉ ﾄﾓﾔ

4 341 三上　翔大(1) 大多喜高 4 435 牧野　智哉(1) 東金商業高
ｵｷ ﾚｵ ﾔﾏｻﾞｷｺｳｼ

5 980 沖　玲央(1) 佐倉東高 5 37 山﨑　航士(1) 姉崎高
ｶｼﾑﾗ ﾘｮｳ ﾅﾘﾄ ｼｭﾝｽｹ

6 1771 樫村　凌(2) 水戸工高 6 2688 成登　俊輔(1) 千葉経大附高

ｶﾜﾅ ｱｷﾋﾛ ｽｴﾖｼ ﾌﾐﾔ

7 524 川名　彬宏(1) 志学館高 7 1306 末吉　史弥(1) 習志野高
ｵｸﾞﾏ ﾊﾔﾄ ｵｶｻﾞｷ ﾀｹﾄ

8 1303 小熊　隼冬(1) 習志野高 8 1302 岡崎　健人(1) 習志野高

記録 記録

記録 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23日 13:40 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

1

2

3

4

5

6

7

8



 男子400m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9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

ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ

1 1 2124 三上　椋平(2) 順大
ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ ｳｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ

2 2042 浅子　 隆一(3) 順大 2 45 鵜澤　葉月(3) 東海大附市原望洋高

ﾕｲ ｶｲｾｲ ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

3 2166 油井　快晴(1) 順大院 3 2078 林　貴裕(3) 順大
ｿﾒﾔ ｼｮｳ ﾑﾗｼﾏ ﾀｸﾐ

4 2066 染谷 翔 順大 4 0 村島　匠 福井県スポーツ協会

ｲﾜｻｷ ﾀｶﾌﾐ ｱﾗﾔｽ ﾅｵﾄ

5 2049 岩﨑　崇文(3) 順大 5 0 新安　直人 富士通
ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ

6 2127 村冨　浩太郎(2) 順大 6 2001 梅谷　健太(4) 順大
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾏｻ ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

7 2007 北川　貴理(4) 順大 7 2151 根本　大輝(1) 順大
ｻｻｷ ﾏﾅﾄ ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ

8 5168 佐々木 愛斗 順大 8 2079 東　宏樹(3) 順大

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　ｹｲﾀ ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾔ

1 1207 森　恵太(2) 東海大山形高 1 1199 岸田　悠弥 ダイバーシティ

ｵｱﾅ ｴｲｷ ｻﾄｳ　ｼｭｳ

2 5233 小穴　英気(1) 順大 2 1219 佐藤　秀(1) 東海大山形高

オガワ　ユタカ イナガキ　ヨウヘイ

3 941 小川　悠隆(2) 東京学館高 3 1253 稲垣　陽平(2) 津田沼高
ﾂﾈｽﾞﾐ　ﾕｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ

4 148 常住　優太(3) 木更津総合高 4 1734 山口　真人(2) 磯辺高
サエキ　イツキ ｻｲﾄｳﾀｸﾏ

5 937 佐伯　樹(2) 東京学館高 5 24 齋藤　巧真(2) 姉崎高
ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾉﾘ ｽｽﾞｷ　ﾀﾞｲﾔ

6 5246 竹内　辰徳(1) 順大 6 1204 鈴木　大弥(2) 東海大山形高

ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ ﾅｶﾀﾞ　ｱｵﾊﾞ

7 2156 丸山　脩太(1) 順大 7 180 仲田　碧葉(1) 木更津総合高

ｱﾝｻﾞｲ　ﾖｼｱｷ ｽｽﾞｷ ｱﾂﾄ

8 393 安西　良晃(2) 東海大山形高 8 111 鈴木　淳斗(2) 市原中央高

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

ｽｽﾞｷﾘｸﾄ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾋﾞｷ

1 27 鈴木　陸斗(2) 姉崎高 1 515 遠藤　響(1) 市原中央高
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ ｺﾝﾄﾞｳｼﾞｭﾝｷ

2 1397 高橋　駿(1) 千葉敬愛高 2 25 近藤　洵希(2) 姉崎高
オオタ リクト ｺｿﾞﾉ ｶｽﾞｷ

3 1275 太田　陸斗(2) 実籾高 3 826 小薗　一喜(2) 成田北高
ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾀｲﾖｳ ﾑﾗﾀ ﾖｼｱｷ

4 164 青柳　太陽(2) 木更津総合高 4 683 村田　芳章(2) 県立銚子高
ｻﾄｳ　ﾀｲﾖｳ オオボ　カイト

5 1202 佐藤　太陽(2) 東海大山形高 5 2098 大保　海斗(1) 船橋啓明高
ｱｽﾞﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ ｵｵﾔｷﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

6 6913 東　慶一郎(2) 神崎中 6 1338 大八木　一成(1) 印旛明誠高
ﾎｿｲ ｼｭﾝﾀ ﾐｽﾉｳ ﾕｳﾏ

7 1885 細井　俊汰(3) 千葉経大附高 7 1061 御簾納　佑馬(2) 四街道北高
ﾌｼﾞﾉ ﾕｳﾄ ﾔﾏｳﾁ ﾅｵｼ

8 2622 藤野　雄斗(1) 都紅葉川高 8 1388 山内　道(1) 佐倉高

記録 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

3月23日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

7組 8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

ｶﾀｵｶ ﾋｶﾙ ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀ

1 1778 片岡　光瑠(2) 幕張総合高 1 1065 岡本　幸太(1) 四街道北高
ｳﾐﾍﾞ ﾋﾛﾄ ﾅﾐｷｱｽｶ

2 1064 海邉　大翔(1) 四街道北高 2 550 並木　飛鳥(1) 姉崎高
ｱﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ ﾋﾗｲ ﾐﾂｷ

3 2588 阿部　虎之介(1) 千葉北高 3 2330 平井　光軌(1) 鎌ケ谷西
ｱﾗｷ ﾖｼﾀﾀﾞ ﾖｼﾑﾗ ｺｳｷ

4 1763 荒木　義忠(2) 水戸工高 4 1092 吉村　幸輝(2) 千葉敬愛高
ﾀｶﾊｼｱﾕﾑ ｳｻﾐ ﾖｼｱｷ

5 35 高橋　歩睦(1) 姉崎高 5 828 宇佐見　義暁(2) 成田北高
ﾐﾔﾓﾄ ｶｲ ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

6 0 宮本　海(1) 茂原高 6 2336 伊藤　隆之介(2) 白井高
ｵｵﾉ ｼﾝﾀﾛｳ ﾖｼｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ

7 1887 大野　新太郎(2) 千葉経大附高 7 1612 吉崎　俊輔(2) 千城台高
ｳｴｸｻ ｼｭｳ

8 8 10284 植草　修(2) 若松中

9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

ｲﾜｲ ﾀｲｷ

1 1052 岩井　大樹(2) 四街道北高 1
ｲｼｲ ﾀｶﾏｻ

2 558 石井　孝昌(1) 志学館高 2
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

3 214 山田　友貴(2) 志学館高 3
ｼｵﾔ ﾕｳﾄ

4 1056 塩谷　優仁(2) 四街道北高 4
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ

5 1372 鈴木　勇人(1) 成田北高 5
ｶﾄﾘ ﾕｳｷ

6 1082 香取　祐紀(2) 千葉敬愛高 6
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ

7 523 髙橋　宏明(1) 志学館高 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



 男子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8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

ﾀｸﾞﾁﾕｳｷ ﾌｼﾞﾐ ﾏﾅﾄ

1 114 田口　祐貴 Grow　Sports 1 1834 藤見　真波人(1) 犢橋高
ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ ｵﾉ ｺｳｽｹ

2 2124 三上　椋平(2) 順大 2 1762 小野　康介(3) 東大
ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ

3 2001 梅谷　健太(4) 順大 3 2079 東　宏樹(3) 順大
ﾑﾗｼﾏ ﾀｸﾐ ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ

4 0 村島　匠 福井県スポーツ協会 4 5256 吉村　佳祐(1) 順大院
ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳ

5 2078 林　貴裕(3) 順大 5 1202 米澤　諒 ダイバーシティ

ｱﾗﾔｽ ﾅｵﾄ ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

6 0 新安　直人 富士通 6 2104 鈴木　顕人(2) 順大
ｵｵｷ ﾏﾅﾌﾞ ｱｵｷ ﾘｸ

7 3288 大木　学 FORZA 7 1760 青木　陸(2) 水戸工高
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ

8 2156 丸山　脩太(1) 順大 8 1296 安藤　慎悟(2) 筑波大

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

ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾉﾘ ｼﾐｽﾞ ｲｸﾐ

1 5246 竹内　辰徳(1) 順大 1 2626 清水　郁己(1) 都紅葉川高
ﾜｶｽｷﾞ ﾘｮｳ ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｸﾏ

2 1784 若杉　亮(3) 東大 2 1091 前島　拓真(2) 千葉敬愛高
ニイツ　ハヤト ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ

3 945 新津　勇人(2) 東京学館高 3 1055 斎藤　孝太(2) 四街道北高
ｻﾅﾀﾞ ｱｽﾄ ｵｵﾀ ﾕｳｾｲ

4 2100 真田 明日人(2) 順大医 4 1791 太田　優成(2) 東大
ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ ｶｻﾞﾏ ﾕｳｷ

5 2025 小川　恭平(3) 順大医 5 1437 風間　勇輝(1) 千葉敬愛高
ﾔﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ ｶﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ

6 1783 八ツ本　真司(3) 東大 6 0 片原　照 Team AgaiN
イナバ　ゲン ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ

7 948 稲葉　源(1) 東京学館高 7 6443 小川　大智(1) 東大
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｶﾂﾞｷ ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ

8 565 宇田川　和貴(1) 成東高 8 668 鈴木　颯太(1) 弘前学院聖愛高

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

ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾉｽｹ イオカ　アキヨシ

2 6192 桜井　遥乃丞(2) 清新JAC 2 950 井岡　映佳(1) 東京学館高
ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ ｱｷﾊﾞ ｴｲｽｲ

3 682 小島　直輝(2) 県立銚子高 3 465 秋葉　英翠(1) 成東高
ｱｻｸﾗ ｾｲﾔ ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｻｸ

4 419 浅倉　聖也(2) 東金高 4 1089 橋本　優作(2) 千葉敬愛高
ﾖﾑﾗ ﾄﾓｱｷ ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾊﾙ

5 2621 余村　友秋(1) 都紅葉川高 5 333 永野　昌春(2) 大多喜高
ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ ﾌｼﾞｼﾛ ﾘｮｳ

6 825 西村　友博(2) 成田北高 6 1739 藤代　遼(2) 磯辺高
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾘｭｳｾｲ ﾄｳﾍｲ ｼﾝﾉｽｹ

7 206 山上　龍星(1) 弘前学院聖愛高 7 1424 藤平　真ノ介 GAZELLE
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｷ マルヤマ　ダイト

8 3597 山本　義毅(3) 沼南高 8 1248 丸山　大翔(2) 津田沼高

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

3月23日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 8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

ﾅｶﾞﾄﾓ ﾊﾙﾄ ｵｵﾔﾏ ｹｲｺﾞ

2 3602 長友　陽人(1) 沼南高 2 1422 大山　圭吾(1) 成田北高
ﾊﾅｼﾏ ﾋﾛｱｷ ﾐﾋﾗ ﾕｳｺﾞ

3 10287 花島　宏彰(2) 若松中 3 6925 三平　優互(2) 佐原中
ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾑ ﾖｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

4 2593 池田　大夢(1) 千葉北高 4 10281 吉田　響(1) 若松中
ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ ｻｲﾄｳ ﾚｱﾗ

5 6196 竹内　碧(2) 清新JAC 5 10270 齋藤　玲亜良(1) 若松中
ｺﾊﾞﾔｼ ｳｷｮｳ ｶﾜｼﾏ ｻﾄｼ

6 1355 小林　右京(1) 佐倉高 6 8051 川島　慧士(2) 栗源中
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ｶﾐﾑﾗ ﾊﾙ

7 1279 山田　雄治(2) 実籾高 7 10269 上村　遙(1) 若松中
ｼﾐｽﾞ ｲｵﾘ ｶﾜﾊﾗ ﾐﾂｷ

8 966 清水　伊織(2) 佐倉高 8 6202 河原　光輝(1) 臼井南中

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1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 16:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8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

ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ ﾌｷﾉ ｼｮｳﾀ

1 1054 川口　颯斗(2) 四街道北高 1 2422 吹野 翔大(1) 市川南高
ｱｶｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ ｶﾀﾋﾗ　ｿｳﾀ

2 1050 赤川　陽平(2) 四街道北高 2 2937 片平 蒼大(1) 市川南高
ｵｵｴ ﾀｹｼ ｸﾙｽ ﾐｽﾞｷ

3 6199 大江　雄志(1) 臼井南中 3 685 来栖　瑞希(1) 県立銚子高
ｶﾜﾑﾗ ﾊﾙ ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸﾔ

4 6198 川村　覇流(1) 臼井南中 4 1396 杉浦　卓弥(1) 千葉敬愛高
ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ

5 10283 吉田　耀隼(1) 若松中 5 1426 中村　文也(1) 千葉英和高
ｻﾜ ﾖｼﾕｷ ｴﾋﾞﾊﾗ ｻﾄｼ

6 1596 澤　好幸 Team SHOIN 6 90630 海老原　慧(1) 印旛中
ﾔﾏﾈ ﾀｸﾏ ｺｲﾃﾞ ｹｲﾀ

7 2941 山根　拓馬(2) 市川南高 7 1394 小出　啓太(1) 千葉敬愛高
ｸﾏｻﾞﾜ ｲﾂｷ ｱｿｳ ﾊﾙﾄ

8 2589 熊澤　樹(1) 千葉北高 8 829 朝生　晴大(2) 成田北高
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｾ ﾈﾓﾄ ｹﾞﾝﾒｲ

9 10282 吉田　優世(1) 若松中 9 10275 根本　源命(1) 若松中
ﾅｶﾞﾉ ｶｲﾄ サクマ　アオイ

10 90632 永野　海斗(1) 印旛中 10 2093 佐久間　葵(2) 船橋啓明高
ﾀﾀﾞ ﾕｲﾄ ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｼｹﾞ

11 638 多田　唯人(1) 佐原中 11 1789 村上　一茂(1) 水戸工高
ｵﾇｷ ｼｮｳ ｵｵｾﾞｷ ｼｮｳﾍｲ

12 516 小貫　翔(1) 市原中央高 12 1790 大関　渉平(1) 水戸工高
ｺｳﾀﾞ ｱｵｲ ｸﾎﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ

13 1419 香田　碧海(1) 千葉英和高 13 1791 久保野　駿介(1) 幕張総合高
ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾄ ｱｶｲｼ ﾀｲｷ

14 2613 中西　奏人(1) 千葉経大附高 14 2912 赤石　大輝(1) 東京学館浦安高

ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾏ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

15 642 小倉　悠馬(1) 佐原中 15 2913 田中　佑樹(1) 東京学館浦安高

ｲｼｶﾜ ｶｲ ﾑﾗﾀ ｱﾂｷ

16 10266 石川　快(1) 若松中 16 0 村田　敦紀(2) 茂原高
ｼﾊﾞﾀ ﾘｸ ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀﾞｲ

17 6215 柴田　陸(1) 清新JAC 17 525 安藤　勝大(1) 志学館高
ﾄｺﾖﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｻｲﾄｳ ﾈｵ

18 6927 常世田陽翔(2) 佐原中 18 526 齋藤　寧大(1) 志学館高
ｱｻｸﾗ ﾖﾘﾋﾄ ﾄｸｼｹﾞ ｼｮｳﾀ

19 513 朝倉　麗仁(1) 市原中央高 19 2337 德重　翔太(2) 白井高
ｲｲｼﾞﾏ ｺｳﾀ ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾝﾀ

20 10264 飯嶋　功大(1) 若松中 20 1286 今泉　幹太(1) 実籾高
ｲﾄｳ ﾀｽｷ

21 1285 伊藤　侑樹(1) 実籾高

記録 記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 16:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8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

ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾗ ﾌﾙｲﾁ ｼｮｳﾄ

1 1059 中村　青空(2) 四街道北高 1 3049 古市　秀翔(1) 松戸国際高
ﾜﾀﾍﾞ ｶｲﾄ ﾄﾐﾀ ﾕｳﾄ

2 1069 渡部　風維人(1) 四街道北高 2 3047 富田　悠翔(1) 松戸国際高
ｶﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ ｺｳｺﾞ ﾀﾞｲｷ

3 648 釜津田　理人(1) 神崎中 3 167 向後　大輝(2) 木更津総合高

ｼﾄｳ ｵｷﾉﾘ ｶﾜｼﾏ ﾂﾊﾞｻ

4 2562 市東　沖倫(2) 東京学館浦安高 4 1342 川島　翼(1) 成田西陵高
ﾀｶﾔﾏ ｹﾝﾄ ｼﾉ ﾘｮｳｽｹ

5 1068 髙山　　賢人(1) 四街道北高 5 3532 小竹　涼介(3) 千葉大
ｱﾝﾗｸ ｼｮｳ オオウラ　シュンスケ

6 90614 安楽　翔(2) 印旛中 6 2946 大浦　駿介(1) 船橋啓明高
ｱﾗｲ ｼｭﾝｷ トガワ　ヒロト

7 90613 荒井　駿希(2) 印旛中 7 2950 戸川　紘杜(1) 船橋啓明高
ﾕｷﾀ ﾌｳﾄ ｾﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ

8 2591 雪田　楓斗(1) 千葉北高 8 427 瀬戸　龍之介(1) 東金高
ｺﾏﾂﾔﾏ ﾀｲｾｲ ﾏﾂﾀ ﾞﾊﾙﾄ

9 2584 小松山　泰生(1) 千葉北高 9 2576 松田　陽登(1) 千城台高
ﾅｶﾞｼｵ ｹｲﾀ ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾎ

10 1601 長塩　啓太(2) 千城台高 10 0 鴇田　和穂(2) 茂原高
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ﾅﾘﾀ ﾅｵｷ

11 1743 田中　悠貴(1) 磯辺高 11 10285 成田　直生(2) 若松中
ﾋｶﾞｷ ｺｳｽｹ ｻﾝﾍﾟｲ ｷｮｳｲﾁﾛｳ

12 978 檜垣　昂甫(2) 佐倉東高 12 1276 三瓶　恭一郎(2) 実籾高
ｻｶﾓﾄ ｼｵﾝ ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ

13 1347 坂本　紫苑(1) 佐倉東高 13 1220 田中　翔吾(2) 千葉英和高
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝｼﾛｳ

14 1445 松下　祐也(1) 千葉英和高 14 339 北澤　健志郎(2) 大多喜高
ｵｶﾉ ﾄﾓﾔ ｲﾄｳ　ﾀｲｷ

15 6928 岡野　智也(2) 佐原中 15 181 伊藤　大輝(1) 木更津総合高

ﾌﾙｼﾛ ﾋﾅﾀ ｵｼﾀ ｼｭｳﾀﾞｲ

16 2701 古城　陽太(1) 千葉経大附高 16 1605 尾下　周大(2) 千城台高
ウツミ　ユウト ナカジマ　シュウル

17 1274 内海　優斗(2) 実籾高 17 1259 中島　脩瑠(1) 津田沼高
ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ ﾆｼｳﾗ ﾕｳｷ

18 2906 中村　颯汰(1) 東京学館浦安高 18 1221 西浦　佑紀(2) 千葉英和高
ヒビノ　リオ ｶﾂﾏﾀ ﾀｹﾉﾘ

19 1384 日比野　利央(1) 津田沼高 19 1066 勝又　健智(1) 四街道北高
吉野 ﾀｸﾛｳ

20 342 吉野　琢朗(1) 大多喜高

記録 記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 16:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8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

ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾗﾀ

1 106 小川　優輝(2) 市原中央高 1 1778 松原　新(3) 東大
ﾐｻﾜ　ｾｲ ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

2 1215 三澤　星(1) 東海大山形高 2 1782 森本　祥之(3) 東大
ｱﾜﾉ　ﾘｮｳｼﾞ ｵｵﾀｵ ｼｭｳｽｹ

3 1216 粟野　凌士(1) 東海大山形高 3 1831 大峠　秀介(2) 犢橋高
ｲﾄｳ ｱﾔｾ ｼﾊﾞﾀ　ｲﾂｷ

4 420 伊藤　彰晟(2) 東金高 4 399 柴田　一輝(2) 東海大山形高

ﾀﾅｶ ﾎﾏﾚ ｽｽﾞｷ　ﾚｲﾔ

5 1604 田中　誉(2) 千城台高 5 1201 鈴木　澪弥(2) 東海大山形高

ﾌｸｲ ｶﾅﾀ ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾕｷ

6 1788 福井　叶太(1) 水戸工高 6 1772 杉本　直之(3) 東大
ｾｷﾀ ﾘｮｳ ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ

7 1277 関田　亮(2) 実籾高 7 1790 田村　龍一(1) 幕張総合高
ｷﾀｶﾞﾜ ｿｳﾏ ｲｹﾉ ﾏｺﾄ

8 1779 北川　颯馬(2) 幕張総合高 8 5521 池野　諒(1) 東大
ｶｾ ﾘｮｳﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｾｲ

9 686 加瀬　凌斗(1) 県立銚子高 9 6449 吉田　悠生(1) 東大
ｳｼﾞｲｴ ﾀﾞｲｷ ｵｵｷ ｿｳﾔ

10 655 氏家　大希(1) 利府高 10 642 大木　漱也(2) 利府高
ﾆﾜ ｾﾅ ﾀｶﾅｼ ｱﾙﾋﾄ

11 6454 丹羽 皐乃(1) 東大 11 653 髙梨　有仁(1) 利府高
ミタライ　ツバサ ﾀｹｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

12 63 御手洗　翼 彩tama陸上 12 1735 竹澤　優人(2) 磯辺高
ｵｵﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｵｱﾅ ｴｲｷ

13 1352 大場　淳平(1) 佐倉高 13 5233 小穴　英気(1) 順大
ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾔｽ ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

14 6448 永嶋　祐安(2) 東大 14 2104 鈴木　顕人(2) 順大
ｲｼｲ ﾀｶﾔ ｶｹﾞﾔﾏ　ｶｽﾞﾕｷ

15 1607 石井　孝弥(2) 千城台高 15 5234 蔭山　和敬(1) 順大
ﾌｶｻﾜ ﾊﾙｷ ｺﾝﾄﾞｳ　ﾕｳﾀﾞｲ

16 1788 深澤　蒼稀(1) 幕張総合高 16 5239 近藤　悠大(1) 順大
ﾎﾔﾉ ﾘｸ ﾐﾔﾀ　ｼﾞｭﾝｲﾁ

17 1792 穂谷野　陸(1) 幕張総合高 17 2125 宮田　諄一(2) 順大
ﾖｼﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

18 7180 吉田　翼(1) 白?大
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ

19 5250 的場　亮太(1) 順大
ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ

20 5251 村上　陸人(1) 順大

記録 記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 16:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 8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

ﾊﾗ ｹﾝｺﾞ ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

1 1761 原　賢吾(2) 水戸工高 1 1583 松枝　博輝 富士通
ｾｺ ﾕｳﾀ ﾖｺﾃ ｹﾝ

2 766 瀨古　優太(1) 大教大院 2 1589 横手　健 富士通
ｵｵﾓﾘ ﾚｲ ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ

3 1562 大森　澪 富士通 3 1559 石井　秀昂 富士通
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋｶﾙ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

4 6702 渡辺　光 新庄地区陸協 4 1566 佐藤　佑輔 富士通
ｲﾉｳﾁ ﾕｳｽｹ ｸｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

5 1338 井内　優輔(1) 筑波大 5 1564 久我　和弥 富士通
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ

6 2055 黒柳　宏暢(3) 順大 6 0 伊豫田　達弥(3) 舟入高
ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾄ

7 2059 小畠　隆太郎(3) 順大 7 0 白鳥　優人(3) 八千代松陰高

ﾖｺｼﾏ ﾀｲｶﾞ ﾀｲﾗ ｼｭﾝｽｹ

8 2085 横島　大河(3) 順大 8 0 平　駿介(3) 白石高
ｼﾝﾄﾞｳ　ｶｲﾄ ﾑﾗｼﾏ ﾀｸﾐ

9 5242 進藤　魁人(1) 順大 9 0 村島　匠 福井県スポーツ協会

ｺｻｶ　ﾀﾂﾔ ﾊﾞﾊﾞｽﾀﾝ ｹｲ

10 2056 小阪　竜也(3) 順大 10 2028 馬場スタン　恵(4) 順大
ﾋﾗｶﾜ ﾀｶｷ ﾓﾘ ﾕｳﾀ

11 2080 平川　貴稀(3) 順大 11 2084 森　優太(3) 順大
ﾖｼｲ ﾐﾁﾄ ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

12 5253 吉井　道歩(1) 順大 12 2117 野口　雄大(2) 順大
ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

13 2136 岩嵜　友也(1) 順大 13 2119 原田　宗広(2) 順大
ﾃﾞｸﾞﾁ　ｺｳｷ ｻｻﾔ　ﾘｮｳﾀ

14 2149 出口　航輝(1) 順大 14 2142 笹谷　亮太(1) 順大
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾞｲ

15 2103 清水　颯大(2) 順大
ｺｼﾞﾏ　ﾕｳｻｸ

16 5238 小島　優作(1) 順大
ｼｵｼﾞﾘ　ｶｽﾞﾔ

17 2013 塩尻　和也(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



 男子3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 17:45 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

ｵｷﾑﾗ ﾚﾝﾀ ｲﾉｳｴ ﾘｭｳﾄ

1 212 沖村　廉太(2) 志学館高 1 459 井上　琉翔(2) 成東高
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾂｷ

2 6208 鈴木　翔太(1) 清新JAC 2 3050 松田　樹(1) 松戸国際高
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾅﾔ ｷﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ

3 6209 森本　真矢(1) 清新JAC 3 6188 木村　凛太朗(2) 清新JAC
ｲﾉｳｴ ﾕｳ ｲｼﾂｶ ﾊﾙｷ

4 6210 井上　湧有(1) 清新JAC 4 1772 石塚　晴季(2) 水戸工高
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅｵｷ ｷｸﾁ ｹﾝﾀ

5 1081 小笠原　直輝(2) 千葉敬愛高 5 1767 菊地　健太(2) 水戸工高
ﾐﾔｻｶ ﾘｸﾄ ｲﾜｲ ﾘｮｳﾏ

6 6207 宮坂　陸斗(1) 清新JAC 6 967 岩井　凌真(2) 佐倉高
チバ　ハヤト ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ

7 2099 千葉　迅人(1) 船橋啓明高 7 563 木村　伊吹(1) 成東高
スズキ　ナユタ ﾉﾁﾞ ｼｮｳﾖｳ

8 2948 鈴木　那由大(1) 船橋啓明高 8 472 野地　翔陽(1) 成東高
オオハシ　ナオト ｲﾄｳ ﾀｸﾄ

9 2949 大橋　直斗(1) 船橋啓明高 9 6200 伊藤　卓斗(2) 清新JAC
ｲｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ ﾎﾝﾏ ｿｳ

10 0 石川　慎之介(1) 船橋啓明高 10 6193 本間　創(2) 清新JAC
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ

11 280 小玉　英樹 三井化学 11 1370 斉藤　一樹(1) 佐原白楊高
ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾔ ﾃﾂｶ ｼﾝｽｹ

12 432 長谷川　航也(2) 東金商業高 12 7099 手塚　新輔(2) 白?大
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

13 6930 遠藤　旬(2) 栗源中 13 1776 川口　陽生(1) 水戸工高
ｸﾘﾔﾏ ﾅｵｷ ﾃﾗｵｶ ﾋﾃﾞﾏｻ

14 6922 栗山　直樹(2) 佐原中 14 5384 寺岡　秀真(1) 筑波大
ｶｺ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾏﾐﾔ　ﾖｼﾏｻ

15 1353 加古　純一(1) 佐倉高 15 652 間宮　義雅(1) 利府高
ｷｶﾜ ｱﾔﾄ ｲｼﾄﾞｳ　ｿﾗ

16 1373 木川　綾人(1) 成田北高 16 643 石堂　爽空(2) 利府高
ﾓﾘﾀ　ﾋﾛﾔ ﾀｶﾊｼ ｶｲ

17 182 森田　大弥(1) 木更津総合高 17 654 高橋　海(1) 利府高
ｽｹｶﾞﾜ ｱｵｲ ﾖｼﾀﾞ　ﾕﾗ

18 3045 助川　碧(1) 松戸国際高 18 648 吉田　悠良(2) 利府高
オカモト　キョウマ ﾏﾂｵ ﾘｸ

19 2094 岡本　響真(2) 船橋啓明高 19 2154 松尾　陸(1) 順大
ﾂﾊﾞｷ ｿｳﾀ

20 6926 椿　　颯太(2) 佐原中
ｻﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ

21 6179 佐田　唯志(3) 清新JAC
ﾀｶﾔﾅｷﾞ  ﾕｳﾀ

22 6178 高柳　優風太(3) 清新JAC
ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳｲﾁ

23 1805 藤田　翔一(1) 水戸工高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ

24 6160 小林　大晴(3) 清新JAC
ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾄ

25 1773 秋山　勇人(2) 水戸工高
ﾄﾁｷﾞ ﾜﾀﾙ

26 2313 栃木　渡 日立物流

記録 記録



 男子3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 17:45 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

ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾌﾞ

1 1777 五十嵐　喬信(1) 水戸工高 1
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

2 1583 松枝　博輝 富士通 2
ｵｵｲｹ ﾀﾂﾔ

3 0 大池　達也 トヨタ紡織 3
ｷｸﾀﾆ ｹﾝﾄ

4 0 聞谷　賢人 トヨタ紡織 4
ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾀ

5 0 藤木　悠太 トヨタ紡織 5
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ

6 0 河村　知樹 トヨタ紡織 6
ﾍﾞﾅｰﾄﾞ ﾑｲｱ

7 0 べナード　ムイア トヨタ紡織 7
ｶﾆｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

8 0 蟹沢　淳平 トヨタ紡織 8
ｻｺｳ ｲｸﾐ

9 0 酒匂　郁海 日体大
ｱｻｵｶ ﾐﾂﾉﾘ

10 2301 浅岡　満憲 日立物流
ﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾕｷ

11 2317 栁　利幸 日立物流
ﾄﾁｷﾞ ﾜﾀﾙ

12 2313 栃木　渡 日立物流
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｳｷ

13 0 長山　勇貴(3) 水城高
ｱﾗｷ ﾊﾔﾄ

14 0 荒木　勇人(3) 宮崎日大高
ﾏｷｾ　ｹｲﾄ

15 5249 牧瀬　圭斗(1) 順大
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ

16 2077 橋本　龍一(3) 順大
ﾌｼﾞﾏｶﾞﾘ ﾋﾛﾄ

17 2081 藤曲　寛人(3) 順大
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾍｲ

18 2074 難波　晧平(3) 順大
ﾖｼｵｶ ﾄﾓｷ

19 2158 吉岡　智輝(1) 順大
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ

20 2068 高林　遼哉(3) 順大
ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｼ

21 2091 内山　将志(2) 順大
ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ

22 2053 香月　翔太(3) 順大
ﾊﾞﾊﾞｽﾀﾝ ｹｲ

23 2028 馬場スタン　恵(4) 順大

記録



 男子110mH(1.067m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 13:15 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
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂｷ ｶﾜﾊﾗ  ﾅｵﾕｷ

1 556 仲澤　樹希(1) 市原中央高 1 4005 川原　直之(4) 茨城大
ｵﾘﾀ ﾕｳｽｹ ﾑﾗﾀｹ ﾗｼｯﾄﾞ

2 1614 織田　悠介(1) 千城台高 2 3043 村竹　ラシッド(2) 松戸国際高
ｸｽﾞﾊﾗﾕｳﾀ ﾀｳｴ ｼｭﾝ

3 914 葛原佑太 千葉陸協 3 2067 田上　駿(3) 順大
ﾉｾ ｺｳﾀﾞｲ ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ

4 1740 能勢　航大(1) 磯辺高 4 2150 中田　 英駿(1) 順大
ｿｳﾏ ﾕｳｼﾞ ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ

5 669 相馬　佑次(1) 弘前学院聖愛高 5 2135 泉谷　駿介(1) 順大
ﾐﾔｼﾀ　ﾋﾛﾄ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ

6 1803 宮下　拓人(1) 水戸工高 6 2155 松田　 太一(1) 順大
ｻﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

7 1282 佐藤　光紀(2) 実籾高 7 2133 山口　 大我(2) 順大
ｸﾏｸﾗ ﾀｲﾁ ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

8 921 熊倉　泰一(1) 印旛明誠高 8 2090 今井　 淳平(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 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

3月23日 15:10 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

1 1
ﾀｶｼﾏ ﾄﾓｷ

2 2 1606 高嶋　友樹(2) 千城台高
ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ ｸﾜﾊﾗ ﾘｸ

3 3496 尾崎　康太(4) 千葉大 3 3500 桑原　陸(3) 千葉大
ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ ﾂﾂﾐ ﾃﾂﾔ

4 2901 笛木　靖宏 Team Accel 4 0 堤　哲也(2) 茂原高
ｱﾘﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾀｺﾞ ﾀｲﾖｳ

5 5172 有田　 英憲 順大 5 1830 多胡　太陽(2) 犢橋高
ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ ﾖｼﾊﾗ ﾕｳﾄ

6 2042 浅子　 隆一(3) 順大 6 1833 吉原　悠人(2) 犢橋高
ﾐﾖｼ ﾚﾝ ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｷ

7 2126 三好　 　蓮(2) 順大 7 3489 長嶋　寿樹(2) 千葉大
ｺｽｷﾞ ﾘｷ ｷﾑﾗ ﾋﾛﾄ

8 2058 小杉　 　力(3) 順大 8 3044 木村　洸斗(1) 松戸国際高

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

ｵｳｻｶ ﾀｹｼ

1 1741 逢阪　健(1) 磯辺高 1
ｶﾅｻﾞﾜ ﾘﾀ ウノディ･ムーン

2 1611 金澤　理多(1) 千城台高 2 425 ウノディ・ムーン(1) 東金高
ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｻｸ ﾏﾂﾀﾞｿｳｲﾁﾛｳ

3 431 篠崎　裕作(2) 東金商業高 3 36 松田　宗一郎(1) 姉崎高
ｶﾂﾇﾏ ﾘｮｳ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｹﾙ

4 337 勝沼　凌(2) 大多喜高 4 338 長沢　壮留(2) 大多喜高
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ ｾｷｼﾛ ｼﾞｭﾝﾔ

5 1358 中村　耕史郎(1) 佐倉高 5 0 堰代　淳哉(1) 茂原高
ﾏﾂｸﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ ﾂｼﾞｲ ﾊﾔﾄ

6 1201 眞次　駿英 ダイバーシティ 6 1729 辻井　隼人(2) 千葉北高
ﾋｷﾁ ﾀﾞｲｽｹ ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾄ

7 1746 引地　大輔(1) 磯辺高 7 213 瀧澤　真人(2) 志学館高
ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾂﾕｷ ﾄｺﾛ ﾕｳｷ

8 962 梅澤　克之(2) 佐倉高 8 831 所　侑季(1) 成田北高

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

記録 記録



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 10:30 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

オセ　ソウタ ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝﾀ

1 2097 小瀬　颯太(2) 船橋啓明高 1 1836 藤野　俊太(1) 犢橋高
ﾔﾍ ﾞｼｮｳﾀ ﾐﾁｵｶ ﾋｼﾞﾘ

2 1806 矢部　翔太(1) 水戸工高 2 5525 道岡　聖(1) 東大
ｲﾁﾑ ﾗｿｳﾏ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾔ

3 1810 市村　蒼馬(1) 水戸工高 3 336 渡邉　玲哉(2) 大多喜高
ﾅﾐｷ ﾀﾞｲｽｹ ﾄｺﾛ ﾕｳﾀ

4 340 並木　大介(1) 大多喜高 4 335 所　勇太(2) 大多喜高
ｾｷｸﾞﾁ ｱﾔｾ フジモト ノア

5 963 関口　彩世(2) 佐倉高 5 6508 藤本 能有(1) 東理大
ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｽﾞｷ モリタ ユウキ

6 1080 岩渕　和稀(2) 千葉敬愛高 6 6490 森田 雄貴(1) 東理大
ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ ﾖｼﾀﾞ　ﾏｻｷ

7 3484 金子　元貴(2) 千葉大院 7 31964 吉田　将基(2) 流経大
ﾅｶｷﾊﾗ ｹﾝﾀ ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｿﾞｳ

8 0 中木原　健太 Team AgaiN 8 2893 中島　幸蔵(3) 学習院大
ｲﾄﾊﾗ ﾕｳｷ ﾆｼﾑﾗ　ｼｹﾞﾙ

9 777 糸原　佑紀(1) 逗子開成高 9 31943 西村　茂(3) 流経大
イトウ　テツオ ﾂｶﾊﾗ ﾀｲ

10 1254 伊藤　哲夫(2) 津田沼高 10 738 塚原　泰(2) 逗子開成高
ｵｵﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

11 3598 大谷　翼(1) 沼南高 11 1770 小澤　亮太(2) 幕張総合高
ﾊﾗ ﾅｵｷ コバヤシ　ケイヤ

12 1218 原　直希(2) 千葉英和高 12 60 小林　慶哉 彩tama陸上
ｲﾉｳｴ ﾗｲｷ ｲｼｲ ﾄｳｼ

13 749 井上　来希(1) 逗子開成高 13 31965 石井　闘志(1) 流経大
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾄ ｷﾑﾗ　ｲｯｾｲ

14 753 中島　彬登(1) 逗子開成高 14 31936 木村　壱正(3) 流経大
ｻｲﾄｳ　ﾙｶ ﾆｼｶﾀ ﾀｲｼﾞｭ

15 2416 斎藤　瑠輝(2) 市川南高 15 4558 西方　大珠(1) 神奈川大
ﾅｶﾑﾗ　ｾﾅ

16 2940 中村　世和(1) 市川南高

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



 男子4X100mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 10:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

1 磯辺高A 2 水戸工高C

2 船橋啓明高 3 沼南高

3 水戸工高A 4 千葉敬愛高A

4 津田沼高A 5 津田沼高B

5 千城台高A 6 都紅葉川高A

6 松戸国際高 7 磯辺高B

7 佐倉高 8 千葉敬愛高B

8 水戸工高B

3組 4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

2 犢橋高 2 神崎中

3 県立銚子高 3 千葉経大附高

4 千葉英和高 4 若松中A

5 千城台高B 5 東金高

6 志学館高 6 臼井南中

7 市川南高 7 若松中B

8 都紅葉川高B 8 木更津総合高



 男子4X100mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 10:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ



 男子4X400mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 17:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

2 東海大山形高 2 都紅葉川高B

3 千葉大 3 千葉敬愛高A

4 順大A 4 千城台高A

5 順大B 5 犢橋高

6 順大C 6 都紅葉川高A

7 順大D 7 船橋啓明高

8 水戸工高

3組 4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

2 佐倉高 2 志学館高

3 千葉敬愛高B 3 成東高

4 千葉敬愛高C 4 市川南高

5 大多喜高 5 千葉経大附高

6 千城台高B 6 磯辺高

7 千葉敬愛高D

8 千葉敬愛高E



 男子4X400mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 17:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ



一般男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月23日 13:00 決　勝    

決　勝　

ﾀｹｲｼ ｹﾝｺﾞ

1 1623 武石　健吾 STAC
ｺｲｹ ｱｷﾗ

2 417 小池　輝 静岡グラッチェAC

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

3月23日 10:30 決　勝    

決　勝　

ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ

1 2102 柴田　一瞬(2) 順大
ﾀｳｴ ｼｭﾝ

2 2067 田上　駿(3) 順大
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

3 2113 中川　暁博(1) 順大
ｴﾋﾞﾀ ｿﾗ

4 5798 海老田  そら(1) 千葉大
ｱﾌﾞﾗﾔ ｹｲｺﾞ

5 5230 油屋　圭吾(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

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

3月23日 10:00 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

ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ

1 7173 山本　翔真(1) 白?大
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ

2 2102 柴田　一瞬(2) 順大
ﾀｳｴ ｼｭﾝ

3 2067 田上　駿(3) 順大
ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ

4 2135 泉谷　駿介(1) 順大
ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻｷ

5 4151 青柳　征希(1) 早大



一般男子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月23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

ｵﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ

1 3040 恩田　達也(2) 松戸国際高
ｵﾏﾀ ﾖｳ

2 2095 小俣　洋(2) 順大
ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ

3 2135 泉谷　駿介(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

3月23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

ｲｼｻｶ ｼｮｳﾏ

1 34029 石坂　奨真(3) 保善高
ｼﾊﾞ ﾌﾐﾋﾄ

2 2888 柴　文人 Team Accel
ﾀｶﾉ ｲﾁﾛ

3 2107 高野　一路(2) 順大
ﾀｼﾛ ｶﾝｼﾞ

4 2069 田代　寛治(3) 順大
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ

5 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23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

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
ｾｼﾞﾓ ﾖｼﾉﾘ

3 195 瀬下　善教 千葉陸協
ｼﾉｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

4 2143 篠崎　亮介(1) 順大
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

5 2070 田村　勇太(3) 順大
ｻｶﾞｴ ﾂﾊﾞｻ

6 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

3月23日 09:45 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

ｶﾜｲ ﾘｭｳｾｲ

1 1007 川合　隆誠(3) 三重高
ｲｼｻｶ ｼｮｳﾏ

2 34029 石坂　奨真(3) 保善高
ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ

3 934 高橋　実 千葉マスターズ
ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

4 5236 北山　智大(1) 順大
ﾁｬｿﾞﾉ ｱｷﾗ

5 741 茶園   彬 群大TF荒牧クラブ

ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ

6 2157 三浦　琢磨(1) 順大
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ

7 2121 藤本　圭吾(2) 順大
ｲﾄｳ ﾏｻﾅﾘ

8 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23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

ｲﾉｾ ｶｽﾞｷ

1 2089 猪瀬　和希(2) 順大



高校男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月23日 13:00 決　勝    

決　勝　

1 7343 井上　駿人(2) 野村高
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾏ

2 1349 柳沢　隼磨(1) 佐倉東高
ﾀﾞｲｻｸ ﾕｳｲﾁ

3 3046 大作　友一(1) 松戸国際高
ｶﾅｼﾛ ｶﾂｷ

4 1287 金城 勝城(1) 実籾高
ﾅｶﾀﾞｲ　ｹｲﾄ

5 147 中?　啓人(3) 木更津総合高
ﾁｼﾏ ﾀﾞｲｷ

6 3042 千島　大輝(2) 松戸国際高
ﾀﾑﾗ　ﾘｭｳｷ

7 468 田村　龍輝(1) 成東高
ﾏﾂﾓﾄ　ﾚｵ

8 1779 松本　零大(1) 水戸工高
タカオカ　シオン

9 953 高岡　風音(1) 東京学館高
ｽﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ

10 165 須藤　祐輔(2) 木更津総合高
ﾖﾈｲ ｹﾝｼﾝ

11 1744 米井　賢伸(1) 磯辺高
ｺｲｹ ﾕｳｷ

12 1759 小池　友輝(2) 水戸工高
テシマ　カズヨシ

13 944 手島　一好(2) 東京学館高

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

3月23日 10:30 決　勝    

決　勝　

ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｷ

1 796 石橋　勇希(2) 佐原白楊高
ｺｼﾞﾏ ｴｲｷ

2 919 小島　瑛生(1) 印旛明誠高
ｲﾜｻｷﾀｲｷ

3 920 岩崎　大輝(1) 印旛明誠高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ

4 797 渡邊　虹太(2) 佐原白楊高

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

3月23日 10:00 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

ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ

1 1067 鈴木　陸斗(1) 四街道北高
ﾂﾐﾀｼｭﾝｽｹ

2 38 積田　隼佑(1) 姉崎高
ﾋﾗﾉ ﾘｸﾄ

3 1420 平野　陸斗(1) 千葉英和高
ﾅｶﾔｽ ﾅﾂｷ

4 1430 中易　夏騎(1) 佐倉東高
ｳｴﾑﾗ ｸﾘｭｳ

5 1053 上村　空龍(2) 四街道北高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

6 1742 小林　俊稀(1) 磯辺高
ﾀｶﾊｼ　ｼｵﾝ

7 1802 高橋　詩音(1) 水戸工高
ｻｸﾗｲ ｼｭｳ

8 1730 櫻井　柊羽(2) 千葉北高
ﾀﾉｳﾁ　ﾕｳﾀ

9 1800 田野内　祐太(1) 水戸工高
ｲﾜﾁﾐｷﾔ

10 29 岩地　美稀也(2) 姉崎高
ｽｶﾞｻﾜ ｱｻﾋ

11 1395 菅澤　旭飛(1) 千葉敬愛高
ｺｲｹ ﾋｶﾙ

12 917 小池　洸(2) 印旛明誠高
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ

13 2587 髙橋　大城(1) 千葉北高
カタオカ ﾕｳｽｹ

14 421 片岡　祐輔(2) 東金高
ｶﾘﾉ ﾁｶﾗ

15 422 狩野　力(2) 東金高
ﾔｷﾞﾀ ﾚﾝ

16 1772 八木田　怜(2) 幕張総合高
ｵｸﾀﾞ ｺｳﾊ

17 2419 奥田　晃羽(1) 市川南高
カワイ　ユウヤ

18 952 川井　悠椰(1) 東京学館高
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｸ

19 1354 熊谷　陸(1) 佐倉高
ﾅｶﾞﾉﾊﾔﾄ

20 26 永野　颯士(2) 姉崎高
ｽｽﾞｷ　ﾖｼｷ

21 463 鈴木　尚希(2) 成東高
ｶﾜｼﾏ　ｼｭｳﾄ

22 1778 川島　脩人(1) 水戸工高
ｵｵｷ ｲｵﾘ

23 1387 大木　依織(1) 佐倉高
ｻｸﾏﾀﾞｲｷ

24 32 佐久間　大貴(1) 姉崎高
ｲｲﾓﾘ ｼｮｳﾍｲ

25 1273 飯盛　翔平(2) 実籾高
ﾋﾗﾀ ﾘｮｳ

26 1613 平田　涼(1) 千城台高
ｻﾜﾀﾞ ｸｳﾏ

27 166 澤田　空舞(2) 木更津総合高
ムトウ　マナヤ

28 2089 武藤　愛哉(2) 船橋啓明高
スズキ　ユウト

29 943 鈴木　悠斗(2) 東京学館高
ﾆｼｷｵﾘ ﾀｹﾙ

30 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23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

ｼﾗﾄ ｶｽﾞﾔ

1 1829 白戸　一也(2) 犢橋高
ｱｵﾔﾏ　ﾕｳﾀ

2 469 青山　勇太(1) 成東高
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ

3 1769 髙橋　歩実矢(2) 水戸工高
ﾑﾗｶﾐ ｶｴﾃﾞ

4 1062 村上　楓(2) 四街道北高
ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ

5 1057 田中　勇聖(2) 四街道北高
ｷﾑﾗ ﾘｸﾄ

6 684 木村　陸斗(2) 県立銚子高
ﾊｼﾓﾄ ﾖｳﾀ

7 2647 橋本　陽太(1) 千城台高
ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾄ

8 1602 三浦　龍昇(2) 千城台高
モリタ　リク

9 951 森田　陸(1) 東京学館高
ｻｸﾏ ｼﾝ

10 1356 佐久間　迅(1) 佐倉高
ｺﾂﾞｶ ｼｭｳﾏ

11 1776 狐塚　秀馬(2) 幕張総合高
ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ

12 1773 芝原　有羽太(2) 幕張総合高



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23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

ｻｻｷ ﾕｳﾄ

1 1791 佐々木　勇人(1) 水戸工高
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ

2 1792 藤森　勇輝(1) 水戸工高
ｻﾄｳ ﾋｶﾙ

3 1609 佐藤　光(2) 千城台高
ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾔ

4 2627 吉田　篤哉(1) 都紅葉川高
ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｳｷ

5 1337 長山　幸輝(1) 実籾高
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ

6 795 高橋　優斗(2) 佐原白楊高



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23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

ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞｷ

1 1433 市原　和樹(1) 四街道北高
ｵｵﾂｶ ﾀｲｽｹ

2 2666 大塚　泰介(1) 犢橋高
ﾍﾞﾆﾔ ｻﾄｼ

3 1060 紅谷　聡(2) 四街道北高
ｳﾉ ﾊﾔﾄ

4 1839 宇野　隼人(1) 犢橋高
アンドウ　マサトモ

5 2095 安藤　仁朋(2) 船橋啓明高
ﾅｶﾑﾗ　ﾘｸ

6 3048 中村　陸(1) 松戸国際高
ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀﾂ

7 1748 髙橋　恵達(1) 磯辺高
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾃ

8 1615 鈴木　颯(1) 千城台高
ｻｻｷ ﾕｳ

9 827 佐々木　優羽(2) 成田北高
ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾏｻ

10 2153 岩崎　弘昌(3) 船橋法典高
イグチ　ソウタ

11 947 井口　颯太(1) 東京学館高
ｵｵﾊｼ ﾕｳｷ

12 2154 大原　優樹(3) 船橋法典高



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23日 09:45 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

ﾅｶﾞﾉ ｺｳｷ

1 3 永野　航希(2) 鶴舞桜が丘高
ｲｼｲ　ｼｮｳｺﾞ

2 1811 石井　将梧(1) 水戸工高
ﾌﾙｳﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ

3 0 古内　総一郎(2) 茂原高
ｲﾜｲ ｱﾔｷ

4 1051 岩井　絢暉(2) 四街道北高
ｲﾜﾏ　ﾋﾄｼ

5 460 岩間　仁志(2) 成東高
ｶﾜﾉ ｿｳﾏ

6 1750 河野　颯馬(1) 磯辺高
ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ

7 2 平野　迅人(3) 鶴舞桜が丘高



高校男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23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

ｾｷ ﾋﾃﾞﾄｼ

1 1431 関　英寿(1) 四街道北高
ﾀﾆｸﾞﾁ ｲｯｷ

2 518 谷口　一騎(1) 市原中央高
ｺﾓﾘ ﾘｮｳ

3 108 小守　諒(2) 市原中央高
ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ

4 1284 市川　直樹(1) 実籾高
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ

5 2325 佐藤　悠磨(2) 鎌ケ谷西
ｺｶﾞﾜ ﾙｲ

6 667 古川　塁(1) 弘前学院聖愛高
ｸﾘﾀ ｺｳﾀ

7 2572 栗田　鼓詩(1) 千城台高
ｼ ｷｮｸﾌｳ

8 2421 施　旭楓(1) 市川南高
ｾｷ ｶｲﾗ

9 1086 関　海良(2) 千葉敬愛高
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ

10 1737 高橋　遼太郎(2) 磯辺高
ﾎﾝｶﾞﾜ ﾄｳﾔ

11 2979 本川　藤也(1) 市川南高
スガ　ユウタロウ

12 1249 須賀　裕太郎(2) 津田沼高
ｵｵﾀｷ ﾂﾊﾞｻ

13 2895 大瀧　翼(1) 鎌ケ谷西
モリカワ　ケイスケ

14 1256 森川　佳祐(2) 津田沼高
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ

15 1058 中島　瑠斗(2) 四街道北高
ｵｵﾂｷ ｶｲﾄ

16 1283 大槻　海斗(2) 実籾高
ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ

17 1759 笹木　駿佑(3) 幕張総合高



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 13:15 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
ｼﾞｮﾝ ｶﾙﾋﾞ

4 649 ジョン　カルビ(1) 神崎中 4
ﾈﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

5 10286 根本　竜星(2) 若松中 5
ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ

6 10280 村上　友哉(1) 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

3月23日 13:00 決　勝    

決　勝　

ｶﾄｳ ｼｭｳﾄ

1 8974 加藤　嵩翔(2) 清新JAC
ｻﾜｲ ｿｳﾏ

2 10272 澤井　颯馬(1) 若松中
ｱｷﾔﾏ ﾚﾝｷ

3 90629 秋山　蓮輝(1) 印旛中

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



中学男子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月23日 10:30 決　勝    

決　勝　

ｾｲﾐﾔ ﾚﾝ

1 10273 清宮　蓮(1) 若松中
ﾈﾓﾄ ﾁﾋﾛ

2 652 根本　千尋(1) 神崎中
ﾏﾝｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ

3 10278 万沢　修人(1) 若松中
ｳｻﾐ ﾕｳ

4 6893 宇佐美優生(3) 佐原中

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



中学男子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月23日 10:00 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

ｲﾜｲ ﾌｳｷ

1 6929 岩井　楓樹(2) 栗源中
ｶﾜｿﾞｴ ﾏｻﾄ

2 8462 川添　真斗(2) 臼井南中
ｶﾄﾘ ﾀｸﾐ

3 6919 香取　拓海(2) 佐原中
ｲｲﾂﾞｶ ﾂﾊﾞｻ

4 90623 飯塚　翼(1) 印旛中
ﾃﾗﾓﾄ ﾏｻﾄ

5 90617 寺本　雅人(2) 印旛中



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23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

ｳｴﾂｷ ﾀｸﾔ

1 10267 植月　琢也(1) 若松中
ﾌｾ ﾀｸﾐ

2 10277 布施　卓海(1) 若松中
ﾉｻﾞｷ ﾚｵ

3 10276 野崎　蓮桜(1) 若松中
ﾊﾔｼ ｹﾝﾀ

4 2503 林　健太(2) 酒々井中
ｲｲﾇﾏ ｿｳﾀ

5 10265 飯沼　蒼太(1) 若松中
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

6 10274 中村　大輝(1) 若松中
ﾂﾊﾞｷ ﾔﾏﾄ

7 651 椿　大和(1) 神崎中
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ

8 650 髙橋　遥希(1) 神崎中
ｶﾜﾅ ﾕｳﾄ

9 6895 川奈　優叶(3) 佐原中



 女子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 11:50 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
ｲﾜｻｷｱﾔﾅ ﾀｶﾓﾄ ﾘｴ

1 15 岩﨑　綾奈(1) 姉崎高 1 507 高本　理恵(2) 神崎中
ﾀﾑﾗ ﾐﾕ  ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾅ

2 620 田村　美優(1) 成田北高 2 7307 飯嶋　日菜(1) 神崎中
ｸｽﾞｶﾜ ｻﾅ ｶﾜﾅ ｱｲﾘ

3 14057 葛川　真(2) 西陵中 3 5276 川奈　愛凜(1) 佐原中
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ ｻｶｲ ｱﾔ

4 7299 西尾　夏波(4) 順大 4 1581 酒井　彩(1) 千葉北高
ｸﾗｳﾁ ﾏﾐ ｺｳｼﾞ ﾅﾂﾐ

5 848 倉内　真美(1) 実籾高 5 1060 小路　なつ美(1) 千城台高
ｲﾅﾊﾞ ｼﾎ ｵｵﾔｷﾞ ﾕｳﾅ

6 696 稲葉　志穂(2) 佐倉高 6 1481 大八木優名(2) 佐原中
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ ﾏｷﾉ ﾒｸﾞﾐ

7 4774 渡辺　凛(2) 臼井南中 7 0 牧野　愛(1) 茂原高
ﾂｼﾞ ｾﾗ スズキ　リカコ

8 276 辻　せら(1) 志学館高 8 833 鈴木　理香子(1) 津田沼高

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
ｻｲﾄｳ ﾅﾅ ﾄﾐﾔﾏ ﾉｱ

1 10224 齋藤　奈々(1) 若松中 1 870 富山　乃亜(1) 成田西陵高
ﾌｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾓﾅ

2 246 深田　菜虹美(2) 成東高 2 618 本田　李奈(2) 成田北高
ｺｼﾞﾏ ｶﾉﾝ ｷﾄｳ ﾕﾘｶ

3 4729 小島　花音(2) 臼井南中 3 280 鬼頭　夕梨佳(1) 志学館高
ﾜｶﾅﾊﾙｶ ｵﾀﾞﾅｶ ｺﾉﾊ

4 17 若菜　遥(1) 姉崎高 4 249 小田中　このは(1) 成東高
ﾈﾓﾄ ｶﾎ ﾂｼﾞ ｻﾗ

5 228 根本　華帆(2) 東金高 5 275 辻　さら(1) 志学館高
ﾔｼﾞﾏ ｻﾅ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾏﾕ

6 823 矢島　咲菜(2) 千葉英和高 6 2657 長峰　真由(1) 都紅葉川高
ｵｵﾀ ｺｺﾅ ｺﾞｷﾀ ｱﾔﾉ

7 4776 太田　心那(2) 臼井南中 7 864 五木田　彩乃(1) 県立銚子高

8 8

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
ｺｳﾉ ﾕﾘﾅ ﾕｱｻ ﾓｴ

1 1593 河野　優里奈(1) 千葉経大附高 1 901 湯浅　萌(1) 千葉英和高
ｵｵｲｼ ﾊﾙｶ ｽｽﾞｷ ﾘﾎ

2 614 大石　遥日(2) 成田北高 2 4770 鈴木　里歩(2) 臼井南中
ｲｼｲ ｱｽﾐ ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾅ

3 707 石井　明日実(2) 佐倉東高 3 42 佐藤　惇奈(2) 市原中央高
ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ ｷｸﾁ ﾎﾉｶ

4 40 池田　綾華(2) 市原中央高 4 883 菊池　穂乃花(1) 千葉敬愛高
ｶﾘﾉ ｱﾔﾈ ﾈﾓﾄ ﾙｲ

5 6223 狩野　彩音(1) 清新JAC 5 10231 根本　瑠依(2) 若松中
ﾂｼﾞ ｻﾗｻ ｺｼ ﾊﾅｴ

6 887 辻　更紗(1) 千葉敬愛高 6 277 古志　華絵(1) 志学館高
ｶﾈｼﾛｻﾔ ﾏﾂｲ　ｶﾚﾝ

7 19 兼城　沙弥(1) 姉崎高 7 888 松井　花蓮(1) 千葉敬愛高

8 8

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

3月23日 11:50 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

ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ

1 8978 鈴木　天寧(1) 清新JAC 1
ﾖｲﾁ ｱｲﾐ

2 8977 代市　愛海(1) 清新JAC 2
ｳｴﾑﾗ ｶﾘﾅ

3 4771 上村　佳利奈(2) 臼井南中 3
ｷﾀｶﾞﾜ　ﾐﾅｶ

4 90 北川　聖花(1) 木更津総合高 4
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾕｶ

5 5278 小林　冬果(1) 佐原中 5
ｲﾄｳ ｱﾔﾈ

6 4777 伊藤　彩音(2) 臼井南中 6
ﾊﾅﾉ ｱｵｲ

7 1464 花野　葵(2) 市川南高 7

8 8

記録



 女子200m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 13:35 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
ｶﾒﾔﾏ ｱｶﾘ ｶﾜｳﾗ ｽｽﾞﾈ

2 95 亀山　明莉(2) 志学館高 2 1771 川浦　鈴音(2) 臼井南中
ハヤシ　カエデ ｼﾉﾂｶ ｺﾕｷ

3 1295 林　かえで(2) 船橋啓明高 3 1769 篠塚　乎倖(2) 臼井南中
ササ　アカリ ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

4 689 佐々　あかり(1) 東京学館高 4 1497 齋藤　七海(2) 栗源中
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾋﾅ

5 7299 西尾　夏波(4) 順大 5 89 渡邉　陽菜(1) 木更津総合高

ｴｲﾅｶﾞ ﾜｶﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂｷ

6 759 永長　和奏那(2) 千葉敬愛高 6 2039 中島　菜摘(2) 松戸国際高
ﾖﾈｸﾗ ｺｺﾈ ｲﾉｳｴ ﾚﾅ

7 6181 米倉　心音(2) 清新JAC 7 94 井上　玲那(2) 志学館高

8 8

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
ﾋｻﾓﾄ ﾅﾅｺ

2 43 久本　七菜子(1) 市原中央高 2
ｵｵﾊﾞ ｼｭｶ

3 859 大場　春花(1) 習志野高 3
ﾔﾜﾀ ﾅﾎ

4 852 八幡　奈穂(2) 習志野高 4
ﾑﾗﾀ ｱｽｶ

5 1486 村田明日春(2) 佐原中 5
ﾏﾉ ｺｺﾈ

6 4772 眞野　心寧(2) 臼井南中 6
ﾔﾏｻﾞｷ ﾌｳｶ

7 4773 山﨑　楓花(2) 臼井南中 7

8 8

記録 記録

記録



 女子400m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 12:40 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

ﾋﾑﾗ ﾊﾙｶ

1 1 1600 樋村　遥果(1) 千葉北高
ｶﾜｼﾏ ﾐﾔﾋﾞ ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ

2 8137 川島　都妃(1) 千葉大 2 2415 橋本　花歩(1) 松戸国際高
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ ｲｶﾀﾞﾂｱﾐ

3 7774 池崎　愛里(2) 順大 3 16 筏津　杏実(1) 姉崎高
ナカムラ　ハナコ ｱﾝﾄﾞｳ ﾚﾝ

4 687 中村　華子(2) 東京学館高 4 747 安藤　蓮(1) 四街道北高
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ ｸｽﾐ ｼﾞｭﾝﾅ

5 7771 山本　 唯弥(3) 順大 5 763 楠美　純那(2) 千葉敬愛高
ﾊﾔﾉ ﾘﾝ ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｻ

6 679 早野　凜(1) 印旛明誠高 6 1638 中澤　里咲(1) 磯辺高
ﾀｶﾊｼ ｱｲﾘ カムラ　ユイ

7 845 高橋　愛理(2) 実籾高 7 1297 加村　憂弥(2) 船橋啓明高
ｿｶﾞ ｱﾕﾐ ﾓﾘｻﾜ ﾕｲ

8 1122 曽我　歩未(2) 磯辺高 8 617 森澤　由衣(2) 成田北高

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

ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

1 274 齋藤　菜々美(1) 市原中央高 1
ｺｳｺﾞ ｶﾉ

2 298 向後　華音(1) 成東高 2
ｲｻｶ ﾋﾏﾘ

3 1057 伊坂　向日葵(1) 千城台高 3
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｲﾅ

4 880 石橋　悠以奈(1) 千葉敬愛高 4
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐﾕ

5 85 小笠原　未悠(2) 木更津総合高 5
ｱｲｻﾞﾜ ｻｷ

6 1609 会沢　彩希(2) 千城台高 6
ミズノ　アイリ

7 834 水野　愛梨(1) 津田沼高 7
ｲﾏｲ ﾅﾅｺ

8 0 今井　菜々子(1) 船橋啓明高 8

記録 記録

記録



 女子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 14:00 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

ｶﾄｳ ｻｱﾔ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ

1 1471 加藤　里彩(2) 神崎中 1 0 田中　マナミ(1) 茂原高
ｲﾁﾊﾗ ﾚｲﾅ ｵｵﾀｹ ｻﾗ

2 0 市原　怜奈(1) 茂原高 2 1480 大竹　咲良(2) 佐原中
ｺｳﾀｷ ﾏﾕﾅ ﾏｴﾊﾗ ｱﾔﾉ

3 677 香焼　真由菜(1) 印旛明誠高 3 1462 前原　彩乃(2) 市川南高
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ ﾏｴｼﾞﾏ ｱﾐ

4 7774 池崎　愛里(2) 順大 4 91 前嶋　亜美(1) 木更津総合高

ﾀｶﾊｼ ﾋﾅ ｺｲﾄ ﾚｵ

5 271 髙橋　ひな NIKE TOKYO TC 5 2042 小糸　玲央(1) 松戸国際高
ｲｽﾞﾐ ﾅﾅｺ ｽﾓﾄ ﾊﾙﾅ

6 699 泉　奈菜子(1) 佐倉高 6 6922 須本　春菜(1) 佐原中
ｲﾄｳ ｱﾔﾉ ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾕｺ

7 1435 伊藤　彩(2) 白井高 7 191 杉山　万由子(2) 大多喜高
ｺｲｹ ﾕｳﾅ ヒラガ　ヒナコ

8 6201 小池　由夏(2) 清新JAC 8 1294 平賀　陽菜子(2) 船橋啓明高
ｵｸﾀﾞ ｶﾅ

9 10223 奥田　佳奈(1) 若松中

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

ﾀﾀﾞ ﾏｺ

1 6926 多田　眞子(1) 栗源中 1
ｵｵﾊﾞ ﾌﾂﾞｷ

2 1766 大庭　風月(2) 臼井南中 2
ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾘ

3 2656 中村　愛結里(2) 都紅葉川高 3
ｻｲﾄｳ ｴﾚﾅ

4 1496 斉藤　永恋(2) 栗源中 4
ﾖｼﾉ ﾘﾝ

5 1489 吉野　　綸(2) 佐原中 5
ﾏｷｼﾏ ﾋﾛｶ

6 616 牧嶋　宏佳(2) 成田北高 6
ﾐｽﾞﾄﾒ ｱﾔﾉ

7 1491 水止　彩乃(2) 佐原中 7
ﾁﾈﾝ ﾐﾕｳ

8 8608 知念　未悠(1) 東女体大 8
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ

9 1498 髙橋　朋花(2) 栗源中

記録 記録

記録



 女子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 15:35 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

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾚｲﾅ ｲﾜｲ ｻｷ

1 296 皆川　怜奈(1) 志学館高 1 678 岩井　沙祈(1) 印旛明誠高
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ ｱｷﾊﾞ  ﾉﾅ

2 96 山田　夏鈴(2) 志学館高 2 6220 秋葉　乃菜(1) 清新JAC
ﾅﾙｹ ﾋﾅｺ ﾐｼﾅ ｹｲﾅ

3 698 成毛　日向子(2) 佐倉高 3 6221 三品　惠菜(1) 清新JAC
ｵﾀﾞｶ ﾁﾊﾙ ﾀｶﾔｽ ﾕﾅ

4 916 小髙　千晴(1) 四街道北高 4 6923 髙安　侑奈(1) 佐原中
ｼﾝﾆｼ ﾕｲﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾞﾐ

5 749 新西　唯菜(1) 四街道北高 5 10232 渡辺　紗未(2) 若松中
ｲｼﾀﾞ ﾙｶ シゲノ　マユ

6 748 石田　琉華(1) 四街道北高 6 1298 茂野　眞悠(2) 船橋啓明高
ﾊﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ ｱﾍﾞ ｱﾕ

7 902 濱田　ひかる(1) 千葉英和高 7 846 阿部　愛優(1) 実籾高
ｶﾄｳ ﾐﾎ ﾄﾑﾗ ﾐｵ

8 1055 加藤　実穂(2) 千城台高 8 1485 戸村　美桜(2) 佐原中
ﾜﾀﾇｷ ｱﾔﾉ ｶｾ ﾅｽﾞﾅ

9 6924 綿抜　彩乃(1) 佐原中 9 530 加瀬　なずな(2) 県立銚子高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴ ｺﾀﾞｶ ﾐｻｷ

10 591 渡部 百映(2) 利府高 10 195 小髙　美咲(1) 大多喜高
ｼﾏﾀﾞ ｲﾛﾊ ｲｶﾞｷ ｺﾉﾐ

11 1900 嶌田　彩葉(1) 市川南高 11 2041 井垣　木の実(1) 松戸国際高
ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾖﾘ ｻﾄｳ ｶﾘﾝ

12 900 藤巻　日和(1) 千葉英和高 12 2429 佐藤　花梨(1) 松戸国際高
ナガオ　ミカ ｵｵｷ ﾕｶ

13 1296 長尾　実花(2) 船橋啓明高 13 10230 大木　祐佳(2) 若松中
ﾖｺﾔﾏ　ﾐｻｷ ｵｵｸﾎﾞ ｽｽﾞ

14 768 横山　美咲(2) 千葉敬愛高 14 745 大窪　鈴(2) 四街道北高
ｶﾜｼﾏ ﾅﾂｷ

15 1121 川島　那月(2) 磯辺高
ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ

16 1583 大野　夏実(1) 千葉北高

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

ｲｼｲ ｳﾐ

1 6224 石井　海翠(1) 清新JAC 1
ﾐｳﾗ ｾﾅ

2 508 三浦　紗称(2) 神崎中 2
オカノ　カコ

3 66 岡野　華子 彩tama陸上 3
ｽｶﾞﾀ ﾙﾅ

4 598 菅田　瑠那(1) 利府高 4
ｲｹﾀﾞ  ﾁｾﾉ

5 6217 池田　悠音(1) 清新JAC 5
ｲｲﾑﾗ ﾘﾅ

6 8605 飯村　莉菜(1) 東女体大 6
ｼﾉﾊﾗ ﾕｲ

7 8607 篠原　結衣(1) 東女体大 7
ｻﾄｳ ｽｽﾞｶ

8 6176 佐藤　涼香(3) 清新JAC 8
フルヤ　アンジュ

9 64 古屋　杏樹 彩tama陸上
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ

10 7774 池崎　愛里(2) 順大
ｼﾗﾄﾘ　ｻﾕﾘ

11 7752 白鳥　さゆり(4) 順大
ﾖｼｽﾞﾐ　ﾅﾅ

12 7772 吉住　奈々(3) 順大
ﾀｹﾋﾗ　ﾕｶｺ

13 8564 竹平　優花子(1) 順大
ﾔﾏｼﾀ　ﾒｸﾞﾐ

14 7800 山下　萌(1) 順大
ﾕｱｻ ﾄﾓｴ

15 8567 湯浅　朋恵(1) 順大
ｶｷﾔ　ｺﾄﾐ

16 7760 垣屋　琴美(3) 順大

記録 記録

記録



 女子3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 17:30 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

ｻｲﾄｳ　ｻｴｶ

1 80 齋藤　采栄花(2) 木更津総合高 1
ﾁﾊﾞ　ﾐｲﾅ

2 82 千葉　美奈(2) 木更津総合高 2
ｲｼﾄﾋﾞ　ｺﾄﾉ

3 81 石飛　琴乃(2) 木更津総合高 3
ﾖｼｻﾞﾜ　ﾅｷﾞｻ

4 87 吉澤　凪紗(1) 木更津総合高 4
ｵｵﾆｼ カホ

5 70 大西　夏帆(3) 木更津総合高 5
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｺ

6 401 丸山　智子(1) お茶の水女子大 6
ｼｲﾅ ﾒｲﾋﾞ

7 700 椎名　芽生美(1) 佐倉高 7
ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ

8 190 井上　朋美(2) 大多喜高 8
ｲﾘｻﾞﾜ ﾕｷﾅ

9 299 入澤　幸菜(1) 成東高
ｱﾍﾞ ﾅｵ

10 247 阿部　奈桜(1) 成東高
ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ

11 252 阿部　遥(1) 成東高
ﾎﾝﾀﾞ ﾐｷ

12 279 本多　未来(1) 志学館高
シノザキ　フミカ

13 1299 篠﨑　郁香(2) 船橋啓明高
ミヤシタ　マミ

14 1883 宮下　真弥(1) 船橋啓明高
ﾀｶﾀﾞ ｱｻﾐ

15 1059 高田　麻美(1) 千城台高
ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻｷ

16 1592 田端　美咲季(1) 千葉経大附高

ﾔﾏｼﾀ　ﾒｸﾞﾐ

17 7800 山下　萌(1) 順大
ｵﾉ ｼｵﾝ

18 790 小野　汐音(3) 八千代松陰高

ﾌﾀｶﾞﾜ ｱﾔｶ

19 1209 二川　彩香(3) 水城高

記録



 女子100mH(0.838m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 13:00 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

2 2
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐｽﾞﾎ ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ

3 111 山形　瑞穂(1) 弘前学院聖愛高 3 884 斉藤　凪沙(1) 千葉敬愛高
ｼﾝｼ ﾊﾙﾅ ｶﾂｲ ﾓﾓ

4 1564 進士　榛名(3) 東京学館浦安高 4 1584 且井　桃(1) 千葉北高
ｳｴﾉｿﾉ ﾕｳｺ ｻﾄｳ ｱﾔﾉ

5 875 上之園　結子(3) 宮崎工高 5 41 佐藤　綾乃(2) 市原中央高
ｱﾗｲﾐｶ ｼｲﾅ ｸﾙﾐ

6 11 荒井　美香(2) 姉崎高 6 244 椎名　胡桃(2) 成東高
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾔﾉ ｲﾄｳ ﾕｳｱ

7 77 山口　姫也乃(2) 木更津総合高 7 532 伊藤　友彩(1) 県立銚子高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録



 女子400mH(0.762m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 15:00 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
ｵﾀﾞﾘｶ

2 2 12 織田　梨花(2) 姉崎高
ｵｵｻｶ ﾕﾉ ﾔﾏﾐﾁﾅｵ

3 613 大坂　悠乃(2) 成田北高 3 18 山道　尚(1) 姉崎高
ﾎﾘｺｼ ﾘﾝ ｷﾀﾑﾗ ﾘﾝｶ

4 615 堀越　凜(2) 成田北高 4 762 北村　凜花(2) 千葉敬愛高
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ ｲﾁﾑﾗ ﾊﾅｺ

5 7771 山本　 唯弥(3) 順大 5 758 市村　華子(2) 千葉敬愛高
ｺﾀﾞﾏ ｻｷ ﾁﾊﾞ ﾕｳｶ

6 8301 兒玉　彩希(3) 早大 6 227 千葉　悠々華(2) 東金高
ﾅｶﾑﾗ　ﾐｵ ﾊｾｶﾞﾜ ﾒｲ

7 2040 中村　美桜(2) 松戸国際高 7 2043 長谷川　芽唯(1) 松戸国際高
ﾀｶﾔｽ ﾁﾅﾂ ｶﾄｳ　ﾒｲ

8 529 髙安　千夏(2) 県立銚子高 8 1851 加藤　愛生(1) 水戸工高

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4X100mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 10:00 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

2 若松中A 3 若松中B

3 臼井南中 4 千葉英和高

4 志学館高 5 千葉経大附高

5 木更津総合高 6 栗源中

6 千葉敬愛高A 7 神崎中

7 松戸国際高

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ



 女子4X400mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 17:00 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 千葉敬愛高A

5 船橋啓明高

6 県立銚子高

7 千葉敬愛高B

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ



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23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

ｸﾜﾊﾗ　ｱｲ

1 0 桑原　愛 陸桜会千葉
ｲﾉｳｴ ｱｶﾈ

2 7787 井上　紅(1) 順大
ﾖﾂﾔｸ ﾋｶﾘ

3 8568 四役　ひかり(1) 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23日 09:45 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 

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



高校女子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月23日 13:00 決　勝    

決　勝　

ｲﾁｶﾜ ｻｵﾘ

1 1875 市川　沙織(1) 市川南高
ｲﾏｲ ﾏﾔ

2 1637 今井　真椰(1) 千葉経大附高
ﾃﾗﾄﾞ ﾊﾅ

3 1147 寺戸　巴那(1) 幕張総合高
ｺﾏﾂ ﾐﾉﾘ

4 2038 小松　みのり(2) 松戸国際高
ﾐｽﾞｳﾗ ﾄﾓｶ

5 889 水浦　朋香(1) 千葉敬愛高
ﾓﾘ ﾎﾉｶ

6 1126 森　帆花(1) 磯辺高
ﾋﾗﾉ ﾊﾙｶ

7 595 平野　遥(2) 佐原白楊高
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ

8 1140 齋藤　優菜(2) 幕張総合高
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ

9 1143 池田　遥香(2) 幕張総合高

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



高校女子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月23日 10:30 決　勝    

決　勝　

ﾕﾊﾗ ｾﾘﾅ

1 709 湯原　星莉奈(2) 佐倉東高
ﾓﾛﾊﾗ ﾘｵﾝ

2 674 諸原　凜音(2) 印旛明誠高
ｲﾄｳ ﾕﾐ

3 708 伊藤　由実(2) 佐倉東高
ﾀｹｲ ﾘﾝ

4 676 武井　凜(1) 印旛明誠高

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



高校女子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月23日 10:00 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
ｷｼﾊﾗ ﾋｶﾘ

2 898 岸原　光里(1) 千葉英和高
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ

3 824 中村　南美(2) 千葉英和高
ｷｸﾁ ｷｮｳ

4 905 菊地　杏(1) 佐倉東高
ﾊﾟｰｸ ﾐﾅ

5 1207 パーク　美奈(2) 千葉経大附高
ｲﾄｳ ﾕﾒﾉ

6 744 伊藤　夢乃(2) 四街道北高
ｵｶﾞﾀ ﾐﾖｺ

7 84 尾形　美保子(2) 木更津総合高
ｵｵﾂｷ ｱｲﾐ

8 675 大槻　愛美(2) 印旛明誠高
ｻｾ ﾒｲﾔ

9 192 佐瀬　明弥(2) 大多喜高
ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ｱｲ

10 849 丸林　愛(1) 実籾高
ﾊｼﾓﾄ ｱﾘｻ

11 193 橋本　有咲(2) 大多喜高
ｻｻｷ ｱｵｲ

12 1058 佐々木　碧(1) 千城台高
ｲﾏﾆｼ ｱﾏﾈ

13 1876 今西　海音(1) 市川南高
ｵｼﾓﾄ　ﾘﾅ

14 1145 押元里菜(2) 幕張総合高
アオヤナギ　ミユウ

15 686 青栁　美有(2) 東京学館高



高校女子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月23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

ｱｼﾔ ｻｷﾉ

1 743 芦谷　咲野(2) 四街道北高
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｴ

2 2045 溝口　利恵(1) 松戸国際高
ｵｵｸﾎﾞｱｽｶ

3 13 大久保　明日香(2) 姉崎高
ｼﾝｼ ｽｽﾞﾅ

4 1563 進士　珠名(3) 東京学館浦安高
ｶﾄｳ ｱﾔﾉ

5 1144 加藤　綾乃(2) 幕張総合高



高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23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

ﾜﾀﾅﾍﾞﾐｳ

1 14 渡辺　美海(2) 姉崎高
ｺﾆｼ ﾓｴ

2 531 小西　萌愛(1) 県立銚子高
ｶﾜｾ ｽｲﾊ

3 847 川瀨　すいは(1) 実籾高



高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23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

ハシヅメ　ノリカ

1 831 橋詰　紀花(2) 津田沼高
ﾎｯﾁ ﾕｳﾅ

2 876 發知　優菜(1) 成田北高
ﾆﾉﾐﾔ ｴﾐ

3 291 二宮　恵美(1) 東金高
ﾀｹｲ ｻｷ

4 1432 武井　紗希(1) 鎌ケ谷西
ｻｸﾏ ﾘﾝ

5 300 佐久間　凜(1) 東金高
ウチダ　ユカ

6 1293 内田　有香(2) 船橋啓明高
ｺｸﾞﾚ ﾂｷﾉ

7 2037 小暮　月乃(2) 松戸国際高
ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ

8 1141 松田　青空(2) 幕張総合高
シノツカ　ミサキ

9 690 篠塚　美咲(1) 東京学館高



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23日 09:45 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
ｲﾄｳ　ﾏｲ

2 248 伊藤　麻衣(1) 成東高
ｵﾝﾀﾞ  ﾒｸﾞﾐ

3 22886 恩田　恵(2) 江戸川女子高
ｵｵﾀ ﾊﾙｶ

4 746 大田　晴奏(2) 四街道北高
ｼﾉｻﾞｷ ｱｵｲ

5 0 篠崎　葵(2) 茂原高
ｲﾉｺｼ　ﾚｲｶ

6 1850 猪腰　麗華(1) 水戸工高
ハナワ　アスカ

7 688 塙　明日華(2) 東京学館高



高校女子やり投(600g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23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

タカハナ　ナナミ

1 878 髙花　ななみ(1) 津田沼高
キタノ　キキョウ

2 832 北野　ききょう(2) 津田沼高
ｼｲﾅ ﾐﾕ

3 1117 椎名　未結(2) 千葉北高
ｶﾀﾔﾏ ﾎﾉｶ

4 882 片山　穂乃花(1) 千葉敬愛高
ﾎﾝﾏ ｼﾞｭﾝ

5 619 本間　潤(2) 成田北高
ｲｼﾄﾋﾞ ﾏﾕ

6 306 石飛　真由(1) 成東高
ｶﾜﾑﾗ ｻﾔ

7 251 川村　聖夜(1) 成東高
ｲﾉｳｴ ﾚｲﾅ

8 225 井上　玲奈(2) 東金高
ﾅｶﾀﾞ ﾐｻﾄ

9 872 仲田　美里(1) 四街道北高
ﾖｼﾉ ﾏｲｶ

10 254 吉野　舞花(1) 成東高
ﾖｼｻﾞﾜ ｶｴﾃﾞ

11 1433 吉澤　楓(1) 鎌ケ谷西
ﾊｾ ｴﾘﾅ

12 0 長谷　衿奈(1) 茂原高
アンドウ　ミユ

13 1300 安藤　美夕(2) 船橋啓明高
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾀﾏｷ

14 290 花澤　環(1) 東金高
ｲﾏﾐﾔ ｱｽｶ

15 226 今宮　明日香(2) 東金高
ｶﾀﾋﾗ ﾐｸ

16 1115 片平　美空(2) 千葉北高
ｻﾜﾀﾞ ｼｵﾘ

17 843 澤田　栞(2) 実籾高
ｳﾐﾉ　ｺﾄﾐ

18 1848 海野　ことみ(2) 水戸工高



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23日 13:00 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

ｶﾂﾏﾀ ﾎﾉｶ

1 510 勝俣　萌香(2) 神崎中 1
ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾕ

2 7302 寺田　美結(1) 神崎中 2
ﾓｷﾞ ﾏﾅｶ

3 10227 茂木　愛佳(1) 若松中 3
ﾓﾓｾ ｴﾐﾘ

4 10228 百瀬　絵美里(1) 若松中 4
ｵｶﾞﾀ ﾐﾕｷ

5 1487 尾形みゆき(2) 佐原中 5
ｸﾛｽ ﾅﾅﾐ

6 1490 黒?菜々美(2) 佐原中 6
ﾀﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

7 4778 多田　瑞季(2) 臼井南中 7
ﾔｼﾛ ｶﾎ

8 6929 八代　佳保(1) 栗源中 8

記録



中学女子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月23日 13:00 決　勝    

決　勝　

ｲｲｽﾞｶ ｶｴﾃﾞ

1 4731 飯塚　楓(2) 臼井南中
ﾉｸﾞﾁ ﾊﾅｺ

2 1472 野口　華子(2) 神崎中
ｱﾝｻﾞｲ ｱｶﾈ

3 1768 安西　明香音(2) 臼井南中
ｲｸﾞﾁ ﾄﾓｶ

4 10229 井口　知風(2) 若松中

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



中学女子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：富田　翔

3月23日 10:30 決　勝    

決　勝　

ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾅ

1 1478 本多　優菜(2) 佐原中
ﾋﾗﾊﾗ ﾋﾖﾘ

2 5279 平原　日和(1) 佐原中
ﾎﾝﾀﾞ ﾉｱ

3 1493 本多　望愛(2) 佐原中
ﾆﾅｶﾞﾜ ﾁｻﾄ

4 1494 蜷川　千里(2) 佐原中
ｵｶﾞﾜ ﾏｲｶ

5 10222 小川　舞華(1) 若松中
ｵｶﾞﾀ ﾎﾅﾐ

6 487 尾形　歩波(3) 佐原中
ｵﾇｷ ｻｱﾔ

7 5275 小貫　紗彩(1) 佐原中
ｵｵｷ ｶﾚﾝ

8 1479 大木　華蓮(2) 佐原中
ｲｼｲ ﾘｶ

9 7301 石井　里花(1) 神崎中
ﾅｶﾞﾄｳ ﾐﾅ

10 10226 永藤　心波(1) 若松中
ｽｽﾞｷ ﾏﾎ

11 509 鈴木　真歩(2) 神崎中
ｻｲﾄｳ ｱｺ

12 489 齊藤　阿子(3) 佐原中

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

3月23日 10:00 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

ﾈﾓﾄ ﾕｲ

1 6927 根本　結衣(1) 栗源中
ﾖﾈﾓﾄ ﾏﾅｶ

2 5274 米本　愛花(1) 佐原中
ﾔｼﾛ ﾐｲﾅ

3 4775 屋代　みいな(2) 臼井南中
ｱｷﾓﾄ ﾓｴｶ

4 1770 秋本　萌華(2) 臼井南中
ﾀｶﾊｼ ﾏｱﾔ

5 6925 髙??　真彩(1) 栗源中
ｽｶﾞﾔ ｱﾔｶ

6 5273 菅谷　彩花(1) 佐原中
ﾌﾀｶﾀ ﾐｻｷ

7 1488 二方　美咲(2) 佐原中
ｵｵｻｷ ｱﾐ

8 1484 大﨑　亜実(2) 佐原中
ｽｽﾞｷ ｻﾕﾘ

9 5277 鈴木小百合(1) 佐原中
ｲﾜﾀﾞﾃ ｺﾕｷ

10 6187 岩楯　小雪(2) 清新JAC
ｸｻｶﾍﾞ ﾚｲｺ

11 4730 日下部　玲子(2) 臼井南中



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：富田　翔

3月23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

ｵｵﾇｷ ﾙﾅ

1 10221 大貫　月渚(1) 若松中

2 6664 苅田　琉泉(1) 酒々井中

3 6674 オボルディ　衣乃帆(1) 酒々井中
ﾎﾘｺｼ ﾕﾗ

4 6928 堀越　結愛(1) 栗源中
ｽｶﾞﾔ ﾓﾓｶ

5 6921 菅谷　桃花(1) 佐原中
ｻｲﾄｳ ｱｲﾘ

6 10225 齊藤　愛莉(1) 若松中
ｶﾈｺ ｴﾚﾅ

7 5280 金子恵麗奈(1) 佐原中
ﾌﾙﾉ ｱﾐ

8 7303 古野　亜実(1) 神崎中
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ

9 1473 相原　桜花(2) 神崎中


