
 男子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21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
ｲﾄｳ ｼｭｳﾏ ｸﾏｶﾞｲ ﾘｭｳﾔ

1 451 伊藤　秀優(2) 成東高 1 175 熊谷　隆矢(1) 木更津総合高

ﾁｮｳ ﾐｷﾂﾗ ｲｼｲ ﾊﾔﾄ

2 748 長　幹連(3) 順大 2 807 石井　颯人(2) 佐原高
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ ﾋﾗﾔﾏ　ﾅﾂｷ

3 5348 中村　僚真(1) 順大 3 465 平山　夏暉(2) 成東高
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻﾄｷ ｿﾒﾔ ｼｮｳ

4 1855 柳澤　聡希(2) 国武大 4 794 染谷　翔(2) 順大
ﾀｸﾞﾘ ﾃﾙﾋﾛ ｻｻｷ ﾏﾅﾄ

5 10316 田栗　輝洋 アキレス瞬足AC 5 789 佐々木　愛斗(2) 順大
ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾔ ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ

6 0 高橋　侃矢(3) 市立福山高 6 825 片山　雄太(3) 順大
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾑﾛﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ

7 741 佐藤　惇平(3) 順大 7 811 室橋　健太郎(2) 順大
ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾏ ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ

8 101 野口　拓真(2) 市原中央高 8 4436 齊藤　直彦(1) 白?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
ｶﾝﾉ ｱｷﾏｻ ﾂﾀﾞ　ﾘｮｳﾀ

1 361 菅野　顕真(1) 長生高 1 461 津田　涼太(2) 成東高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｷﾞｻ

2 976 小林　隼人(2) 東京学館高 2 1311 長谷川　渚(1) 実籾高
ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ ｶﾄﾞﾔﾏ ﾄｳｲ

3 5354 藤田　祥平(1) 順大 3 2099 角山　冬威(2) 船橋芝山高
ｱｻﾘ ﾀｸ ｶﾈﾀ ﾕｳﾄ

4 4602 浅利　拓(4) 千葉大 4 3299 金田　悠利 中大理工ＯＢ

ﾈﾓﾄ ﾏﾋﾛ ｻｽｶﾞ ｺｳﾀﾛｳ

5 5350 根本　万大(1) 順大 5 107 流石　皐太郎(1) 市原中央高
ﾏｷﾉ　ｳｷｮｳ ﾐﾔﾔﾏ ｼｮｳ

6 872 牧野 右京(2) 成田北高 6 245 宮山　翔 KTC
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｸ ﾄﾂｶ ﾄｷｱ

7 1096 杉本　陸(2) 四街道高 7 3581 戸塚　斗貴亜(3) 増穂中
ﾐﾔｳﾁ ﾕｳﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

8 2871 宮内　優聡(2) 学館浦安高 8 5367 山口　大我(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
ｵｵﾂｶ ﾀｸﾐ ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｷ

1 988 大塚　拓海(2) 東京学館高 1 993 宮内　勇輝(1) 東京学館高
ｸﾗﾀ ﾘｭｳﾎ ｼﾐｽﾞ ﾂﾈﾖｼ

2 1317 藏田　隆帆(2) 習志野高 2 546 清水　庸義 中大理工ＯＢ

ﾊﾔﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ

3 3065 林田　潤(1) 松戸六実高 3 547 清水　悠二朗 中大理工ＯＢ

ｲｼｲ ﾀﾂﾔ ｵｵﾇﾏ ｼｭﾝﾄ

4 2629 石井　達哉(2) 学館浦安高 4 1911 大沼　駿斗(2) 千葉経大附高

ﾀﾅｶ ﾀｲﾁ ｻﾜﾀﾞ ｸｳﾏ

5 2894 田中　泰地(1) 千葉日大一高 5 177 澤田　空舞(1) 木更津総合高

ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ

6 1089 荒井　和也(2) 四街道高 6 2324 髙橋　佑輔(2) 日大習志野高

ｽﾅﾊﾗ ﾕｳｼﾞ ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

7 170 砂原　佑二(1) 木更津総合高 7 3063 高木　翔太郎(1) 松戸六実高
ﾀｹｻﾞﾜ ﾕｳﾉｽｹ ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ

8 1291 竹澤　佑之助(1) 春日部東高 8 317 安藤　啓人(2) 大多喜高

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：佐藤　孝太朗

3月24日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

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
ﾜﾀﾇｷ　ﾘｮｳ ﾓﾘｼﾀ ｹｲｽｹ

1 468 綿貫　凌(2) 成東高 1 2632 森下　慶祐(2) 学館浦安高
ｲﾁｶﾜ ﾕﾀ ｷﾑﾗ ﾚｵ

2 97 市川　愉大(2) 市原中央高 2 538 木村　怜央(1) 東金高
ｱｴ ﾏｻｷ ｳｴﾉ ﾊﾙｷ

3 1315 阿江　優希(2) 習志野高 3 411 上野　陽貴(2) 東金高
ｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝ ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾄ

4 2352 岡田　玄(2) 千葉日大一高 4 1095 石原　優人(2) 四街道高
ｷｼ ﾕｽﾞｷ ｸﾎﾞ ｵｳﾀ

5 3471 岸　柚希(2) 柏高 5 106 久保　旺大(1) 市原中央高
ｵﾓﾄ ﾋﾛｷ ﾂﾁﾔ ﾖｳﾍｲ

6 98 尾本　裕樹(2) 市原中央高 6 1097 土屋　陽平(2) 四街道高
ｻｻｷ ｱﾂﾄ ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾁ

7 2017 佐々木　淳人 薬園台AC 7 471 川口　皓生(1) 成東高
ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ

8 1430 斎藤　颯太(1) 佐倉高 8 1301 原口　宏大(2) 実籾高

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
ｺｲｹ ﾋｶﾙ ｷｯｶﾜ ﾄﾓｷ

1 963 小池　洸(1) 印旛明誠高 1 721 吉川　智貴(2) 銚子高
ｲｼｲ ﾋﾅﾀ ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

2 1016 石井　陽大(1) 佐倉高 2 1400 栗原　大明(1) 佐倉東高
ｽﾄﾞｳ ﾚｲ ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ

3 964 須藤　礼(1) 印旛明誠高 3 1390 内山　雄貴(1) 印旛明誠高
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾑ ｽｺﾞｳ ｲｵﾝ

4 2011 原田　大夢(2) 市川南高 4 1024 菅生　志温(1) 佐倉東高
ｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｷ

5 811 伊藤　龍司(2) 佐原高 5 1328 山崎　太輝(2) 春日部東高
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ ｳﾗﾔﾏ ｹｲﾀ

6 3413 横山  雄大(1) 都戸山高 6 3485 浦山　慶太(1) 柏高
ｲｿｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ ｱﾂﾀ ﾐｽﾞｷ

7 2072 五十川　和之 土気ＴＦＣ 7 0 熱田　瑞貴(2) 銚子高
ﾅｶﾞｵｶ ｼﾞｭﾝ ｱﾗﾊﾀ ﾖｼｱｷ

8 2347 永岡　隼(2) 千葉日大一高 8 3930 荒畑　圭諒(2) 沼南高

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
ｶﾀﾉ ﾋﾛﾄ ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳ

1 1027 片野　太斗(1) 佐倉東高 1 1304 宮崎　渉(2) 実籾高
ｶｻﾋ ｼｮｳｺﾞ ｻﾜﾔﾏ ﾕｳｷ

2 1026 重昆　祥吾(1) 佐倉東高 2 2508 澤山　裕貴(2) 市川南高
ﾌﾄﾉ ﾀｸﾏ ｽｽﾞｷｼｮｳﾏ

3 373 太野　拓馬(2) 茂原高 3 8750 鈴木　将真(2) 稲毛高附属中

ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ

4 1319 柴田　悠宇(2) 習志野高 4 2898 高橋　海斗(1) 日大習志野高

ｵｶﾞﾜ ﾘｸ ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ

5 1025 小川　莉伯(1) 佐倉東高 5 816 鈴木　健太(1) 佐原高
ｶﾂﾀ ﾋﾛｷ ｲｼｲ ｿｳｲﾁﾛｳ

6 1297 勝田　大稀(2) 実籾高 6 3409 石井  宗一郞(1) 都戸山高
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ ﾅｶﾀﾞ ｻﾄｼ

7 1022 松沢　光太郎(2) 佐倉東高 7 1907 中田　悟史(2) 千葉経大附高

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ

8 1023 山本　竜(2) 佐倉東高 8 3407 野口  晃太朗(2) 都戸山高

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：佐藤　孝太朗

3月24日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

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
ﾀｶﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ ﾜﾀﾍﾞ ﾕｳｷ

1 557 高宮　駿介(1) 東金高 1 1910 渡部　勇樹(2) 千葉経大附高

ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ ﾔﾅｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ

2 542 水野　響(1) 茂原高 2 1444 柳　大輔(1) 佐原高
ﾔﾅﾘ ﾕｳｷ ﾄﾖｶﾜ ﾀﾂﾉﾘ

3 824 屋成　悠喜(1) 佐原高 3 720 豊川　竜規(2) 銚子高
ｲｹﾊﾀ ﾋﾛﾏｻ ﾂﾁﾔ ﾅｵ

4 974 池端　大優(2) 東京学館高 4 2097 ??屋　尚央(2) 船橋芝山高
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ ｽｽﾞｷ ﾖｼｷ

5 2509 清水　諒(2) 市川南高 5 569 鈴木　尚希(1) 成東高
ｲﾅｻｶ ｹﾝﾀ ｶﾏﾀ ｹﾝﾄ

6 863 稲阪　顕大(1) 成田国際高 6 2186 鎌田　健斗(1) 千葉北高
ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ ｱｵｲ ｼﾝﾀﾛｳ

7 962 尾形　勇樹(1) 印旛明誠高 7 3480 青井　伸太郎(1) 柏高
ｶﾜｻｷ ﾕｳﾀ ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ

8 1244 川崎　湧太(2) 千葉英和高 8 2107 鈴木　海斗(1) 船橋芝山高

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
ﾆｼﾀﾞ ﾅﾙ ｵｷﾞﾜﾗ ｹﾝｺﾞ

1 9578 西田　奈留(1) 湖北中 1 1446 荻原　健吾(1) 千葉英和高
ｲﾉｳｴ ﾜﾀﾙ ｲｼﾄﾞﾘｮｳｶﾞ

2 1471 井上　航(1) 千葉敬愛高 2 10515 石戸　滉河(2) 都三田高
ｲｽﾞﾐ ﾀﾂｼｹﾞ ﾐﾔﾀｹ ｶｽﾞﾋｻ

3 1442 和泉  龍成(1) 成田国際高 3 1418 宮武　和久(1) 佐倉高
ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ ﾌﾅﾔﾏ ﾋﾛｷ

4 1768 小泉　翔太(1) 水戸工高 4 3929 船山　大貴(2) 沼南高
ﾌｼﾞﾀ ﾏｷﾄ ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞﾛｳ

5 2420 藤田　牧人(2) 白井高 5 1104 高橋　信次郎(1) 四街道高
ｷﾑﾗ ﾘｸﾄ ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ

6 1392 木村　陸斗(1) 銚子高 6 3493 藤田　崇宏(1) 柏高
ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ ﾌﾙｶﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ

7 1308 関根　広進(1) 春日部東高 7 3494 古川　創一朗(1) 柏高
ﾑﾗﾀ ﾖｼｱｷ ｶﾂﾇﾏ ﾘｮｳ

8 1393 村田　芳章(1) 銚子高 8 326 勝沼　凌(1) 大多喜高

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
ｲｼﾊﾗｶﾝﾀ ｻﾀﾞｽｴ ｼｭﾝ

1 10517 石原　寛太(2) 都三田高 1 2909 貞末　峻(1) 日大習志野高

ﾜﾀﾞ　ﾕｳﾀ ｵｵﾅｶ ﾋﾛﾄ

2 1913 和田　悠汰(2) 千葉経大附高 2 1100 大中　広都(1) 四街道高
ｷﾀﾞ ﾀｸﾄ ｲｹﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ

3 1472 喜田　琢豊(1) 千葉敬愛高 3 2100 池谷　昌太朗(2) 船橋芝山高
ｷﾑﾗ ﾕｳｷ ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ

4 3933 木村　優希(2) 沼南高 4 472 鈴木　舜(1) 成東高
ｶｼﾑﾗ ﾘｮｳ ｵｵﾜﾀﾞ ｹﾝｽｹ

5 1771 樫村　凌(1) 水戸工高 5 2322 大和田　健介(2) 日大習志野高

ｶﾅﾓﾘ ｼｮｳﾏ ｷﾀｳﾗ ｹｲｺﾞ

6 2108 金森　翔生(1) 船橋芝山高 6 2106 北浦　圭悟(1) 船橋芝山高
ｷｳﾁ ｼｭﾝﾀ ｶﾄﾘ ﾕｳｷ

7 864 木内　俊汰(1) 成田国際高 7 1469 香取　祐紀(1) 千葉敬愛高
ﾏﾂﾔﾏ ｲｻｵ ｵｵｲ ﾘｭｳｷ

8 1770 松山　勲生(2) 水戸工高 8 2881 大井　隆暉(1) 市川南高

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：佐藤　孝太朗

3月24日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　21組

19組 (風:     ) 20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
ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾔ ｺｸﾞﾚ ｺｳｷ

1 3488 岡田　優也(1) 柏高 1 2701 小暮　光輝(1) 千葉経大附高

ｱｷﾀ ﾀﾞｲﾁ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ

2 3481 秋田　大地(1) 柏高 2 1431 山﨑　雄貴(1) 四街道高
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｲﾁ ｷﾖｵｶ ﾋﾛｼ

3 1492 石沢　太一(1) 千葉敬愛高 3 2334 清岡　裕(2) 日大習志野高

ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｲｼﾞｭ ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ

4 2411 杉原　大樹(2) 白井高 4 2655 土屋　裕太(1) 千葉経大附高

ｳｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾑ ｳｻﾐ　ﾖｼｱｷ

5 1914 鵜澤　大夢(2) 千葉経大附高 5 1386 宇佐美 義暁(1) 成田北高
ｵﾊﾞﾀ ｶｲ ﾖｼｶﾜ ﾀｸﾄ

6 2104 小畑　快(1) 船橋芝山高 6 2111 吉川　拓斗(1) 船橋芝山高
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀ ﾎﾘｲ ﾘｮｳﾀ

7 2657 宮坂　悠太(1) 千葉経大附高 7 2652 堀井　亮汰(2) 印旛中
ｻﾄｳ　ｿﾗ ﾌｸﾀﾞ ｹｲﾀ

8 1389 佐藤 空(1) 成田北高 8 1101 福田　惠太(1) 四街道高

21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

ｽﾉﾊﾗ ﾘｸ

1 9577 春原　陸空(1) 湖北中 1
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾄ

2 6914 石??　勇人(1) 神崎中 2
ﾌｼﾞﾀ ﾀｹｼ

3 7086 藤田　岳史(2) 東金中 3
ﾑﾗｾ ﾀｸﾏ

4 1432 村瀬　拓真(1) 四街道高 4
ｵｵｳﾁ ｹｲﾅ

5 1397 大内　恵和(1) 四街道高 5
ﾏﾂｵｶﾅｵ

6 10520 松岡　尚歩(1) 都三田高 6
ｷﾄﾞ ﾏｻﾔ

7 724 木戸　雅也(1) 稲毛高附属中 7
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｷ

8 5996 窪田　康希(2) 湖北中 8

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

3月24日 13:50 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

1 1
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｺｳｽｹ ﾖｼｲ ﾘｭｳﾀ

2 3412 渡邊　晃輔(2) 波崎高 2 3931 吉井　龍太(2) 沼南高
ｳﾁｻﾞﾜ ﾕｲﾄ ﾀｺﾞ ﾀｲﾖｳ

3 2698 内澤　結人(1) 千葉経大附高 3 1857 多胡　太陽(1) 犢橋高
ﾖｼﾅｶﾞ ｱﾂﾔ ｸﾏｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ

4 7193 吉永　敦哉(1) 東金中 4 1747 熊澤　護(2) 千葉北高
ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓﾔ ﾐﾅﾐ ﾖｳﾀ

5 1854 西山　友也(2) 犢橋高 5 1417 南　陽太(1) 佐倉高
ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵｷ ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ

6 2409 小泉　尚暉(2) 白井高 6 1339 黒岩　優人(1) 春日部東高
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｼﾞ ｱｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ

7 2665 村松　輝治(1) 犢橋高 7 1422 芦川　広大(1) 佐倉高
ｲﾀｸﾗ ﾏｻﾋﾛ ｼﾗﾄ ｶｽﾞﾔ

8 7144 板倉　正寿(2) 東金中 8 1856 白戸　一也(1) 犢橋高

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

1 1
ｵﾉ ﾕｳﾔ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ

2 2203 小埜　裕哉(3) 船橋法典高 2 1014 藤本　諒(2) 佐倉高
ｱｶﾏ ﾕｳﾀﾛｳ ｼﾉヅｶ  ﾊﾙﾄ

3 3932 赤間　雄太郎(2) 沼南高 3 108 篠塚　悠斗(1) 市原中央高
ﾔﾏﾅｶ ﾅｵﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾋﾛ

4 1303 山中　直也(2) 実籾高 4 353 渡邉　諄大(2) 長生高
ﾆｼﾔﾏ ﾄｳｾｲ ｶﾀｵｶ ﾊﾙ

5 979 西山　斗世(2) 東京学館高 5 1305 片岡　陽(2) 実籾高
ｱﾍﾞ ﾀｲﾖｳ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘｭｳｼﾞ

6 1292 安部　太陽(2) 実籾高 6 975 桑原　龍司(2) 東京学館高
ｱﾗｷ ﾖｼﾀﾀﾞ ｼｶﾀ ｺｳｲﾁ

7 1763 荒木　義忠(1) 水戸工高 7 1245 四方　光一(2) 千葉英和高
ｱﾗｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾄｺﾛ ﾄﾓｷ

8 1278 荒井　新一朗(2) 春日部東高 8 94 山老　知樹(3) 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
ｲｼｲ ﾀﾂﾔ

1 1 2474 石井　達哉 Team Accel
ﾐｶﾄﾞ ﾋﾛｼ ｶｼｳﾗ ｹﾝﾄ

2 1685 三門　泰史 SPARK 2 5331 樫浦　健人(1) 順大
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ﾈﾓﾄ ﾏﾋﾛ

3 992 高橋　光希(1) 東京学館高 3 5350 根本　万大(1) 順大
ｻｴｷ ｲﾂｷ ｻｶﾞﾜ ｵﾀﾋﾞｵ

4 990 佐伯　樹(1) 東京学館高 4 739 佐川　オタビオ(3) 順大
ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀ

5 1375 笹木　大輔(2) 千葉敬愛高 5 784 小澤　優太(2) 順大
ﾂｼﾞ ｺｳﾍｲ ｻｻｷ ﾏﾅﾄ

6 1321 辻　滉平(2) 習志野高 6 789 佐々木　愛斗(2) 順大
ｻｻｷ ｼｭﾝ ｿﾒﾔ ｼｮｳ

7 4766 佐々木　駿(3) 千葉日大一中 7 794 染谷　翔(2) 順大
ﾃﾗｻｷ ﾋｶﾙ ﾓｶﾞﾐ ｺｳｷ

8 164 寺崎　輝(2) 木更津総合高 8 763 最上　功己(3) 順大

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：佐藤　孝太朗

3月24日 13:50 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：佐藤　孝太朗

3月24日 14:20 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

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾊﾙｷ ｻﾄｳ ﾀｲﾖｳ

1 1377 渡辺　春紀(2) 千葉敬愛高 1 1225 佐藤　太陽(1) 東海大山形高

ｱｻｸﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼｱｷ

2 95 朝倉　麟太郎(2) 市原中央高 2 1222 安西　良晃(1) 東海大山形高

ｶﾄｳ ﾀﾂﾋﾛ ｵｵﾇﾏ ｿﾗ

3 10315 加藤　龍尋 アキレス瞬足AC 3 1211 大沼　空(2) 東海大山形高

ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝﾔ ｸﾗﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ

4 750 土屋　順哉(3) 順大 4 1949 倉本　翼 みちるAC
イワモト　タケル ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ

5 729 岩本　武 順大 5 1318 坂本　昂太(2) 習志野高
ｵｵﾑﾗ ﾘｮｳ ﾆﾉﾐﾔ ﾘｮｳ

6 5369 大村　涼 順大 6 1852 二宮　龍(2) 犢橋高
ｺﾝ ﾕｳﾀ ﾀｶﾔ ﾙｲｼﾞ

7 1207 近　悠太(2) 東海大山形高 7 100 高屋　塁児(2) 市原中央高
ﾕﾀﾆ ｺｳｽｹ ﾊﾀﾉ ﾅｵﾄ

8 426 油谷　恒佑(3) 東金商高 8 348 波多野　直人(2) 長生高

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

ｽｽﾞｷ ｱﾂﾄ ﾊﾅﾀﾞ ｷｮｳﾔ

1 109 鈴木　淳斗(1) 市原中央高 1 1900 花田　京弥(1) 稲毛高
ﾃﾗﾀﾞ ｹｲｽｹ ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｻｸ

2 2348 寺田　圭佑(2) 千葉日大一高 2 432 篠崎　裕作(1) 東金商高
ﾓﾘ ｹｲﾀ ｶﾜﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ

3 1232 森　恵太(1) 東海大山形高 3 4765 河本　響(3) 千葉日大一中

ﾀｹﾑﾗ ﾘｸ ﾖｼﾉ ｿｳﾏ

4 2351 竹村　理駆(2) 千葉日大一高 4 320 吉野　颯真(2) 大多喜高
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾔ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

5 1229 鈴木　大弥(1) 東海大山形高 5 318 安藤　悠希(2) 大多喜高
ｺｶｼﾞ ﾀｸﾛｳ ｵｵｶﾜ ﾄﾓｷ

6 1897 古鍛冶　卓朗(2) 稲毛高 6 3487 大川　智輝(1) 柏高
ﾀﾆﾌﾞﾁ ﾏﾋﾛ ｾｲﾐﾔ ﾗｲｷ

7 168 谷渕　真啓(2) 木更津総合高 7 428 清宮　雷己(2) 東金商高
ｵｵﾀｹ　ｼｵﾝ ｻﾄｳ ｺｳﾀ

8 453 大竹　史恩(2) 成東高 8 803 佐藤　航太(2) 佐原高

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

ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾅﾘ ｲｿﾍﾞ ｻﾈﾂｸﾞ

1 1745 近藤　克成(2) 千葉北高 1 410 磯部　早音詞(2) 東金高
ﾏﾝﾎﾞ ﾘｮｳﾏ ｵｵｼﾏ ﾋｮｳｶﾞ

2 2904 満保　涼眞(1) 日大習志野高 2 413 大島　彪雅(2) 東金高
ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ ｵｶﾞﾜ ﾕﾀｶ

3 358 多田　和貴(1) 長生高 3 994 小川　悠隆(1) 東京学館高
ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｵｶｻﾞｷ ﾅｵﾄ

4 431 伊藤　綾祐(1) 東金商高 4 2506 岡崎　直人(2) 市川南高
ﾄｷ ｺｳｾｲ ﾀｶﾔﾏ ｺｳｽｹ

5 860 土岐　航生(2) 成田国際高 5 991 高山　幸翼(1) 東京学館高
ﾒﾗ ｿｳﾀ ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾉﾘ

6 321 目羅　颯汰(2) 大多喜高 6 805 小倉　宏範(2) 佐原高
ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ

7 3060 吉田　達哉(2) 松戸六実高 7 173 鈴木　大空人(1) 木更津総合高

ｺﾀﾆ ｱｵｲ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ

8 1899 小谷　蒼(1) 稲毛高 8 1010 鈴木　啓太(2) 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：佐藤　孝太朗

3月24日 14:20 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

ｼｲﾅ ﾅｲﾄ ｺﾀﾞｲﾗ ｿｳﾏ

1 5998 椎名　七威斗(2) 湖北中 1 1102 小平　颯真(1) 四街道高
ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾁﾋﾛ ﾌｸﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ

2 8198 五十嵐　道大(2) 印旛中 2 1395 福山　雅広(1) 四街道高
ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｾｲ ｵｵﾉ　ｼﾝﾀﾛｳ

3 1098 島田　大誠(1) 四街道高 3 2653 大野　新太郎(1) 千葉経大附高

ｶﾂﾏﾀ ﾕｳｷ ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ

4 414 勝股　佑基(2) 東金高 4 2905 久保田　剛志(1) 日大習志野高

ｺｳﾉ ｻﾄｼ ﾊﾞﾊﾞ ﾘｭｳｼﾝ

5 7084 河野　賢志(2) 東金中 5 1379 馬場　龍威(2) 千葉敬愛高
ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｷ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｹﾙ

6 1088 阿部　瑞稀(2) 四街道高 6 327 長沢　壮留(1) 大多喜高
ﾀﾞﾃ ﾓﾄｲ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ

7 2884 伊達　基威(1) 市川南高 7 8517 藤田　優斗(2) 高浜中
ｺｿﾞﾉ　ｶｽﾞｷ ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

8 878 小薗 一喜(1) 成田北高 8 4441 岡本　大輝(3) 稲毛高附属中

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800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ ｵｵﾀ ﾋﾛ

1 807 東　宏樹(2) 順大 1 3170 太田　一路(2) 専修大松戸高

ｲｿﾉ ﾂﾖｼ ﾀｶﾞｲ ﾌﾐﾔ

2 1825 磯野　剛志(2) 水戸工高 2 3185 田貝　文弥(2) 専修大松戸高

ﾅｶﾔﾏ ﾘｵ ｵｻﾅｲ　ｻﾄｼ

3 754 中山　 理生(3) 順大 3 1681 長内　智 SPARK
ｱﾗﾔｽ ﾅｵﾄ ﾅｶﾉ ﾀｶﾋﾛ

4 0 新安   直人 富士通 4 346 中埜　貴宏(2) 長生高
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ ｾｷ ｼｮｳﾀﾛｳ

5 0 丸山　脩太(3) 前橋育英高 5 314 関　将太郎(2) 大多喜高
ﾄｻｶ ﾀｹﾕｷ ﾑﾗﾔﾏ　ﾕｳｺﾞ

6 1609 登坂　健志(1) 筑波大院 6 467 村山　友吾(2) 成東高
ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ｶﾄｳ ﾀﾂｷ

7 0 根本　大輝(3) 佐野日大高 7 977 加藤　達輝(2) 東京学館高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾄ

8 6702 渡邊　光 新庄地区陸協 8 3057 杉山　秋斗(2) 松戸六実高
ｾﾝｽｲ ﾋﾛﾄ ﾁﾊﾞ　ｼｮｳﾏ

9 163 泉水　大道(2) 木更津総合高 9 460 千葉　正眞(2) 成東高
ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾊﾙ ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

10 1169 水野　友晴(3) 学習院大 10 6592 木村　彰吾(1) 千葉大

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

ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾔ ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾉﾘ

1 3058 武田　直也(2) 松戸六実高 1 585 岡部　広法 十条SC
ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ ｲﾁｶﾜ ｹｲﾀ

2 3898 古川　雄大(2) 我孫子東高 2 3424 市川　啓太(2) 波崎高
ﾆｲﾂ ﾊﾔﾄ ｼﾉﾂｶ ﾕｳｺﾞ

3 998 新津　勇人(1) 東京学館高 3 802 篠塚　祐吾(2) 佐原高
ｶﾅﾔ ﾕｳﾀ ｲﾜﾅｶﾞ ﾕｳﾄ

4 312 金谷　優太(2) 大多喜高 4 339 岩永　裕豊(2) 長生高
ｱﾋﾞｺ ｶｽﾞｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｷ

5 3978 安孫子　和生(1) 専修大松戸高 5 3935 山本　義毅(2) 沼南高
ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ ｵｶﾉ ﾏｺﾄ

6 6584 田邉　大地(1) 千葉大 6 3445 岡野　誠(2) 波崎高
ﾌｸｼﾏ ﾀｲﾖｳ ｻﾝﾍﾟｲ ｷｮｳｲﾁﾛｳ

7 3165 福島　太陽(1) 専修大松戸高 7 1309 三瓶　恭一郎(1) 実籾高
ﾀｹｲ ｹﾝﾀﾛｳ ｲﾄｳ ｼﾞﾝ

8 93 武井　健太朗(3) 市原中央高 8 1303 伊藤　仁(1) 春日部東高
ﾀｶｾ ﾀﾞｲｽｹ ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｷ

9 981 高瀬　大介(2) 東京学館高 9 1477 髙田　朋希(1) 千葉敬愛高
ｺｶｼﾞ ﾀｸﾛｳ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ

10 1897 古鍛冶　卓朗(2) 稲毛高 10 804 田中　僚一(2) 佐原高

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

3月24日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀ ｽｽﾞｷ ﾄﾑ

1 1396 中島　颯太(1) 四街道高 1 1103 鈴木　刀夢(1) 四街道高
ﾆｼｳﾗ ﾕｳｷ ﾀｶﾊｼ ﾚｲｼﾞ

2 1448 西浦　佑紀(1) 千葉英和高 2 2102 髙橋　怜士(2) 船橋芝山高
ﾑﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ ｱｻｸﾗ ｾｲﾔ

3 6174 村川　雄一 AQRC 3 419 浅倉　聖也(1) 東金高
ｶﾀｵｶ ﾋｶﾙ ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷﾋｻ

4 1815 片岡　光瑠(1) 幕張総合高 4 2333 山田　樹央(2) 日大習志野高

ﾄｺﾖﾀﾞ ﾀｸﾐ ｱｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

5 714 常世田　拓実(2) 銚子高 5 8197 芦田　優太郎(2) 印旛中
ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｶｾ ﾕｳﾄ

6 2328 鈴木　裕一郎(2) 日大習志野高 6 819 加瀨　雄翔(1) 佐原高
ｵﾉｳｴ ｺｳｷ ﾀｶﾂｶ ｺｳｷ

7 2902 尾上　航輝(1) 日大習志野高 7 3253 髙塚　航輝(1) 高浜中
ｼﾗｲ ｺｳｷ ﾌｶｻﾜ ﾀｶﾉﾘ

8 1474 白井　昂生(1) 千葉敬愛高 8 1013 深澤　高徳(2) 佐倉高
ﾆｼﾑﾗ　ﾄﾓﾋﾛ ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ

9 876 西村 友博(1) 成田北高 9 8525 篠原　和彦(2) 高浜中
ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ ｿﾖﾀﾞ ｶｽﾞｷ

10 1478 小島　直輝(1) 銚子高 10 2350 曽余田　和樹(2) 千葉日大一高

7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

ｲﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

1 2413 伊藤　隆之介(1) 白井高 1
ｲﾄｳ ﾀｲｷ

2 355 伊藤　大貴(1) 長生高 2
ﾖﾈﾓﾄ ﾋﾛﾐ

3 323 米本　大海(1) 大多喜高 3
ｻｲﾄｳ ｿｳｺﾞ

4 8199 齋藤　颯梧(2) 印旛中 4
ｱｷﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ

5 515 秋葉　望(1) 長生高 5
ｼﾐｽﾞ ｲｵﾘ

6 1419 清水　伊織(1) 佐倉高 6
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｻｸ

7 1488 橋本　優作(1) 千葉敬愛高 7
ﾂﾀﾞ ｺｳｷ

8 344 津田　幸樹(2) 長生高 8
ｶﾜﾊﾗｶﾅﾒ

9 10521 河原　要(1) 都三田高

10

記録

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

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 12:25 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

ｶﾜｸﾞﾁ　ﾊﾔﾄ ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

1 1487 川口　颯斗(1) 四街道北高 1 1443 小川　佳祐(1) 佐原高
ｱﾝﾗｸ ｼｮｳ ﾏﾂｲ ﾊﾔﾄ

2 2648 安楽　翔(1) 印旛中 2 7196 松井　隼斗(1) 東金中
ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ ｱｶｶﾞﾜ　ﾖｳﾍｲ

3 716 木村　翔太(2) 銚子高 3 1411 赤川　陽平(1) 四街道北高
ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｷ ﾏｼﾞﾏ　ﾕｳﾀ

4 8518 前田　知樹(2) 高浜中 4 875 馬島 勇太(2) 成田北高
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ ﾖｺﾀ ﾕｳﾔ

5 1398 齋藤　浩太(1) 四街道高 5 1091 横田　裕哉(2) 四街道高
ｻｸﾏ ﾋｶﾙ ﾅｶﾑﾗ　ｾｲﾗ

6 1476 佐久間　輝(1) 千葉敬愛高 6 1453 中村　青空(1) 四街道北高
ﾔﾏﾀﾞﾕｳｼﾞ ｱﾍﾞ  ﾀｲｾｲ

7 1312 山田　雄治(1) 実籾高 7 1325 阿部　泰晴(1) 春日部東高
ﾋｶﾞｷ ｺｳｽｹ ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ

8 1399 檜垣　昂甫(1) 佐倉東高 8 1447 田中　翔吾(1) 千葉英和高
ｻｻｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄ ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ

9 2908 笹川　一翔(1) 日大習志野高 9 559 小川　優輝(1) 市原中央高
ｸﾛｻｷ ﾘｭｳｷ ｻｲﾄｳ ﾙｶ

10 1247 黒崎　竜暉(2) 千葉英和高 10 2012 齋藤　瑠輝(1) 市川南高
ｼﾑﾗ ﾀｸﾐ ｵｵｼﾏ ｶﾞｸﾄ

11 2010 志村　拓海(2) 市川南高 11 961 大島　岳人(1) 印旛明誠高
ｱﾗｲ ｼｭﾝｷ ｻｲﾄｳ　ｺｳﾀ

12 2647 荒井　駿希(1) 印旛中 12 1409 斎藤　孝太(1) 四街道北高
ｺｳｺﾞ ﾀﾞｲｷ ｲﾄｳ　ﾘｾｲ

13 558 向後　大輝(1) 木更津総合高 13 874 伊藤 李成(2) 成田北高
ｵｶﾍﾞ ﾌﾕｷ ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ

14 1752 岡部　冬暉(2) 千葉北高 14 2098 藤井　智也(2) 船橋芝山高
ﾅｶﾉ ｹｲｽｹ ｾｷﾀ ﾘｮｳ

15 1011 中野　圭輔(2) 佐倉高 15 1310 関田　亮(1) 実籾高
ｾｷｸﾞﾁ ｱﾔｾ ｶﾀｵｶ ﾋﾛﾐﾁ

16 1416 関口　彩世(1) 佐倉高 16 1294 片岡　大道(2) 実籾高
ﾀｶﾊｼ ﾚｵ ｲｶﾞﾗｼ ﾄｳｺﾞ

17 3432 髙橋　礼央(1) 東金中 17 865 五十嵐　純護(1) 成田国際高
ｲﾜｲ　ﾀｲｷ ｻﾄｳ ﾄﾓ

18 1452 岩井　大樹(1) 四街道北高 18 3408 佐藤　智(2) 都戸山高
ｲﾀﾊﾞｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ

19 980 板橋　龍太郎(2) 東京学館高

記録 記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 12:25 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

ｲﾄｳ ﾕｳﾔ ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ

1 1092 伊藤　祐弥(2) 四街道高 1 995 塚本　章太郎(1) 東京学館高
ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ ﾊﾅﾜ ﾊﾔﾄ

2 3061 伊藤　瑞稀(1) 松戸六実高 2 4374 塙　颯人(2) 白?大
ｶﾄﾞｳﾁ ﾕｳｷ ｵｵﾀｵ ｼｭｳｽｹ

3 1271 門内  祐輝(1) 宮崎産経大 3 1858 大峠　秀介(1) 犢橋高
ﾀｹｳﾁ ﾅﾂｷ ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｸ

4 1814 竹内　夏輝(1) 幕張総合高 4 1542 杉本　陸 ニッポンランナーズ

ｷｸﾁ ｹﾝﾀ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾝ

5 1766 菊池　健太(1) 水戸工高 5 462 長谷川　凜(2) 成東高
ｲﾜｲ ﾘｮｳﾏ ｳﾂﾐ ﾕｳﾄ

6 1420 岩井　凌真(1) 佐倉高 6 1307 内海　優斗(1) 実籾高
ｲｼｶﾜ ｺｳﾏ ﾓﾄｷ ｶﾝﾀ

7 3967 石川　晃馬(1) 松戸六実高 7 3583 本木　寛大(3) 横芝中
ﾅﾅﾐ ﾘｮｳｽｹ ｼﾊﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ

8 3582 名波　遼介(3) 増穂中 8 4593 芝原　健悟(2) 千葉大
ﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ ｱｵｷ ﾘｸ

9 315 田邉　翼(2) 大多喜高 9 1760 青木　陸(1) 水戸工高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ

10 364 渡邉　祐也(1) 長生高 10 6097 大橋　亮哉(1) 帝京平成大
ﾖｼﾑﾗ　ﾀｶｼ ｸﾏｶﾞｲ ﾜﾀﾙ

11 1800 ??村　天志(2) 幕張総合高 11 6099 熊谷　航(1) 帝京平成大
ｱﾀﾞﾁﾕｳﾔ ｲﾜｻﾞｷ ｶﾝﾍﾟｲ

12 1406 足立　裕也 雲南市陸協 12 1788 岩崎　幹平(2) 幕張総合高
ｽｽﾞｷ ｹﾝｽｹ ﾅﾙｼﾏ ｺｳｷ

13 3406 鈴木　健介(1) 波崎高 13 3183 成島　航己(2) 専修大松戸高

ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ

14 817 吉田　航大(1) 佐原高 14 1362 鈴木　雅喜(3) 流経大
ｶﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀ

15 901 加藤　幸一郎(3) 馬込中 15 131 北村　航太(4) 東北福祉大
ｼﾓｻｶｲﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾖﾘｷ ﾔｽﾋﾛ

16 4202 下境田　尚冴(2) 帝京平成大 16 3785 寄木　康弘(4) 駿河台大
ｵｵｶﾞﾐ ﾘｮｳ ﾏｻｺﾞ ﾊﾙｷ

17 1326 大上　諒(1) 春日部東高 17 5357 真砂　春希(1) 順大
ｺﾐﾔ ｱｻﾄ ｶｻｲ ﾀｶﾋﾛ

18 960 小宮　晃人(2) 印旛明誠高 18 732 笠井　 孝洋(3) 順大
ｱﾗｶﾜ ｹｲﾄ

19 1015 荒川　桂人(2) 佐倉高

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

ｼﾗﾖｼ ﾘｮｳ

1 1184 白吉　凌 富士通 1
ｵｷﾞﾉ ｺｳﾍｲ

2 1176 荻野　皓平 富士通 2
ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ

3 1172 石井　秀昂 富士通 3
ｸｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

4 1179 久我　和弥 富士通 4
ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

5 1181 佐藤　佑輔 富士通 5
ﾕﾌ ｲｸﾄ

6 1204 油布　郁人 富士通 6
ｲﾖﾔ　ﾀﾂﾔ

7 89 伊豫田　達弥 舟入高 7
ﾌｼﾞｻｷ ｼﾝｺﾞ

8 1366 藤崎　真伍(3) 流経大 8
ｲﾄｳ ｻﾄｼ

9 4199 伊藤　聡史(2) 帝京平成大
ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

10 5364 森下　舜也(1) 順大
ﾏｴﾀﾞ　ﾄﾓﾋﾛ

11 5356 前田   智広(1) 順大
ﾓﾘ ﾕｳﾀ

12 812 森　優太(2) 順大
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

13 5351 野口　雄大(1) 順大

記録 記録

記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 12:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー
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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3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 14:50 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

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾃ

1 8788 吉田　颯(1) 高浜中 1
ﾑﾈﾏｻ ｱﾂｼ

2 8521 宗政　篤(2) 高浜中 2
ﾀｻﾞｷ ｺｳｶﾞ

3 8194 田﨑　晃雅(2) 印旛中 3
ﾊﾔｻｶ ﾄﾓﾔ

4 2110 早坂　知也(1) 船橋芝山高 4
ﾃﾞﾝﾎﾟｳﾔ ｹﾞﾝ

5 5927 傳法谷　元(2) 湖北中 5
ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾄ

6 6004 上村　優斗(2) 湖北中 6
ｱｷﾓﾄ ﾏｻｷ

7 6040 秋本　将希(2) 湖北中 7
ｺｼﾞﾏ ｶﾞｲﾔ

8 6005 小島　凱也(2) 湖北中 8
ｻｶｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ

9 4442 坂﨑　智秋(3) 稲毛高附属中

ｷｮｳﾉ ｱｷﾋﾛ

10 6041 興野　晶洋(2) 湖北中
ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾔ

11 433 長谷川　航也(1) 東金商高
ﾀｶﾔｽ ﾕｳﾀﾞｲ

12 1234 高安　雄大(1) 八千代松陰高

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾘｸ

13 6007 坂東　璃空(2) 湖北中
ﾅｶﾞｵ ｼｮｳｷ

14 1342 長尾　奬己(1) 春日部東高
ﾐｽﾞｼﾅ ｹﾝｼﾛｳ

15 6009 水品　賢士郎(2) 湖北中
ﾌｶﾎﾘ ﾅｵｷ

16 1218 深堀　直樹(1) 八千代松陰高

ｱｷﾓﾄ ﾀﾞｲ

17 6003 秋元　大(2) 湖北中
ﾓﾘ ﾕｳﾀ

18 812 森　優太(2) 順大
ﾏｻｺﾞ ﾊﾙｷ

19 5357 真砂　春希(1) 順大
ｶｻｲ ﾀｶﾋﾛ

20 732 笠井　 孝洋(3) 順大
ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

21 5364 森下　舜也(1) 順大
ﾏｴﾀﾞ　ﾄﾓﾋﾛ

22 5356 前田   智広(1) 順大
ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ

23 751 續木　悠也(3) 順大
ｴﾉﾓﾄ　ﾔﾏﾄ

24 138 榎本　大倭 富山商業
ﾃﾞｸﾞﾁ　ｺｳｷ

25 2912 出口　航輝 西脇工業

記録
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 男子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 17:00 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

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ ﾜﾀﾍﾞ ﾕｳﾍｲ

1 3444 鈴木　颯人(2) 波崎高 1 105 渡部　悠平(2) 市原中央高
ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ ﾄﾋﾞｼﾏ ｷｮｳﾔ

2 4086 山寺 毅宏 Harrｉers 2 1295 飛島　京弥(1) 春日部東高
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ

3 1440 林　正平(1) 実籾高 3 806 髙柳　佑多(2) 佐原高
ﾋﾗｲ ｼｮｳｽｹ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ

4 2907 平井　翔介(1) 日大習志野高 4 1279 山崎　大樹(2) 春日部東高
ｻﾄｳ　ﾚｲｱ ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ

5 1916 佐藤　玲亜(1) 千葉経大附高 5 1327 中川　達也(2) 春日部東高
ﾄｸｼｹﾞ ｼｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ

6 2414 德重　翔太(1) 白井高 6 341 小林　悠也(2) 長生高
ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾎ ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳ

7 541 鴇田　和穂(1) 茂原高 7 3186 田島　匠(2) 専修大松戸高

ｻｸﾗﾊﾞ ｲﾌﾞｷ ｾﾝｽｲ ﾕｳﾀﾛｳ

8 1336 櫻庭　維吹(2) 春日部東高 8 3195 泉水　優太朗(1) 専修大松戸高

ﾑﾗﾀ ｱﾂｷ ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾄ

9 0 村田　敦紀(1) 茂原高 9 1767 秋山　勇人(1) 水戸工高
ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｽﾞｷ ｽｷﾞﾓﾄ ｶｹﾙ

10 1475 岩渕　和稀(1) 千葉敬愛高 10 1289 杉本　翔(1) 春日部東高
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ ﾉｾ　ﾀｸﾏ

11 2651 山形　亮太(1) 稲毛高 11 1794 能勢　拓磨(2) 幕張総合高
ﾏﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ ｷﾀｶﾞﾜ ｿｳﾏ

12 825 松田　渉(1) 佐原高 12 2652 北川　颯馬(1) 幕張総合高
ﾎｿｲ　ｼｭﾝﾀ ｾｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ

13 1915 細井　俊汰(2) 千葉経大附高 13 2418 瀬川　祐二 習志野自衛隊第１空挺団

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅｵｷ ｵｶ ｹﾝｺﾞ

14 1468 小笠原　直輝(1) 千葉敬愛高 14 1341 岡　健悟(1) 春日部東高
ﾀｶｷﾞ ﾋﾅﾀ ｳｴｷ ﾕｳﾀ

15 818 高木　日向(1) 佐原高 15 1758 楡木　悠大(2) 水戸工高
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

16 1395 鈴木　大輝(1) 銚子高 16 1294 豊田　将大(1) 春日部東高
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓﾔ

17 372 中村　有汰(2) 茂原高 17 999 永野　智也(1) 東京学館高
ﾑｸﾉｷ ｼｭﾝﾔ ﾌﾓﾄ ﾖｳｽｹ

18 429 椋木　駿也(2) 東金商高 18 3477 麓　陽介(2) 柏高
ｺﾊﾗ ｺｳｷ ｻｶｲ ﾄﾓｷ

19 371 小原　輝希(2) 茂原高 19 2708 坂井　智樹(1) 稲毛高
ﾋﾛｲ ﾀﾞｲｽｹ ﾏﾙﾀ ﾋﾛｷ

20 989 廣井　大奨(2) 東京学館高 20 2346 丸太　拓輝(2) 千葉日大一高

ｵｵﾊﾞ ｽﾊﾞﾙ ｲｼﾂｶ ﾊﾙｷ

21 2103 大場　昴(1) 船橋芝山高 21 1765 石塚　春季(1) 水戸工高
ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ ホリ　ｶｽﾞｷ

22 3472 齋藤　尚輝(2) 柏高 22 1789 堀　一樹(2) 幕張総合高
ﾌｸｼﾏ ﾕｳｲﾁ ﾋﾄﾐ ﾀﾂﾔ

23 1340 福島　優一(1) 春日部東高 23 1824 人見　竜哉(2) 水戸工高
ﾊﾗ ﾅｵｷ ﾄｺﾛ ｺｳﾍｲ

24 1445 原　直希(1) 千葉英和高 24 313 所　倖平(2) 大多喜高
ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾄ

25 3447 野口　柊人(2) 波崎高 25 4371 篠﨑　拓人(2) 白?大
ﾄｺﾛ ﾕｳﾀ ﾃﾂｶ ｼﾝｽｹ

26 324 所　勇太(1) 大多喜高 26 4431 手塚　新輔(1) 白?大
ｲｼｻﾞｷ　ｶｲﾄ ﾖｼｳﾗ ｼｮｳｺﾞ

27 3415 石?　海斗(1) 波崎高 27 1192 吉浦　昇吾(2) 八千代松陰高

ｵｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ ﾊﾔｼ ｶﾂﾐ

28 801 岡野　航大(2) 佐原高 28 1233 林　克海(1) 八千代松陰高

ｻｻｷ ﾋﾛﾄ ｲｼｲ ﾅｵｷ

29 2410 佐々木　大翔(2) 白井高 29 4194 石井　直樹(3) 帝京平成大
ｲｳﾗ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

30 815 井浦　丈一郎(1) 佐原高 30 1807 小澤　亮太(1) 幕張総合高
ｲﾉｳｴ　ﾘｭｳﾄ ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ

31 469 井上　琉翔(1) 成東高 31 1798 鈴木　健斗(2) 幕張総合高
ﾎﾄﾞﾀ ﾋﾛﾄ ﾉｸﾞﾁ ｱﾀｳ

32 3495 程田　皓斗(1) 柏高 32 1298 野口　能羽(1) 春日部東高
ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀ

33 363 野口　大輝(1) 長生高 33 1821 古川　裕大(2) 水戸工高
ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ

34 3484 上田　智哉(1) 柏高 34 639 小島　聡太(3) 文星芸大附高

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 17:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ

35 54006 高橋　修士(3) 若葉総合高
ﾌﾙｶﾜ ﾀｲﾁ

36 86 古川　太一(3) 滝川西高

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

ｲﾄｳ ﾅｵ ｱｲﾀﾞ ﾘｮｳ

1 1386 伊藤　直(1) 流経大 1 1383 合田　稜(1) 流経大
ﾌｸﾄﾐ ｴﾝﾀﾛｳ ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ

2 9 福冨　園太郎(3) 米子松陰高 2 5543 齋藤　昂大(1) 流経大
ｶｲ ｺｳﾀﾞｲ ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

3 2924 甲斐　広大 習志野自衛隊第１空挺団 3 2275 松澤　朗宏(3) 市立船橋高
ｴﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ ﾐﾔｼﾀ ﾖﾘﾄ

4 1329 海老澤　幸太(2) 春日部東高 4 158 宮下　資大(3) 開始国際高
ｴﾋﾞｻﾜ ﾕｳﾀ ﾐﾔｼﾀ ｵｷﾄ

5 1337 海老澤　勇太(2) 春日部東高 5 157 宮下　意大(3) 開始国際高
ｶｹﾞﾋﾗ ﾀﾞｲﾁ ﾖｺﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ

6 1359 蔭平　大智(3) 流経大 6 3825 横森　駿介(3) 藤沢翔陵高
ｷﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ ﾆｼｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

7 1372 北島　一樹(2) 流経大 7 1214 西川　龍之介(2) 八千代松陰高

ｾﾉｳ ﾕｳｼﾞ ｲｹﾉ ﾖｼﾅｵ

8 1376 瀬能　裕二(2) 流経大 8 1215 池野　義尚(2) 八千代松陰高

ｺﾐﾔ ﾅｵｷ ｻｻｷ ﾉﾘﾕｷ

9 1390 古宮　直樹(1) 流経大 9 2415 佐々木　憲幸 習志野自衛隊第１空挺団

ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾔ ｼﾉﾂｶ ﾊﾙｷ

10 1183 高橋　登也(3) 名経大附高 10 3534 篠塚　春希 習志野自衛隊第１空挺団

ﾂｼﾞ ﾀｸﾐ ｲﾄｳ ﾀｹﾙ

11 1396 辻　卓史(1) 流経大 11 1280 伊藤　武琉(2) 春日部東高
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ ﾀｶﾐ ｻﾄｼ

12 1400 松澤　竜志(1) 流経大 12 3187 髙見　智志(1) 専修大松戸高

ﾐｽﾞｶｷ ﾀｹﾋﾛ ﾀﾀﾞｳﾁ ﾕｳｼﾞ

13 1402 水柿　岳大(1) 流経大 13 3188 忠内　侑士(1) 専修大松戸高

ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｷﾄｼ ﾓﾛｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ

14 1403 水谷　彰利(1) 流経大 14 1367 諸泉　翔也(3) 流経大
ｲﾁﾉｾ ﾘｮｳﾀ ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ

15 573 一ノ瀬　涼太(3) 佐賀白石高 15 1364 田邊　勇人(3) 流経大
ｵｵﾊﾞ ﾏﾋﾛ ｼﾝ ｺｳﾀﾞｲ

16 642 大場　麻央(3) 利府高 16 1393 新　昂大(1) 流経大
ｷﾑﾗ ﾄﾜ ｷﾀｶﾞﾜ　ﾏｻﾉﾘ

17 22 木村　永遠(3) 小豆島高 17 455 北川　雅憲(2) 成東高
ﾁﾘｷﾞﾘ ｲﾂｷ ﾂﾊﾞｷ ﾅｵﾔ

18 4007 芥切　樹(3) 若葉総合高 18 1232 椿　尚也(1) 八千代松陰高

ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ ｶﾓｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

19 933 出口　晃平(3) 富里高 19 1222 鴨志田　遼太郎(1) 八千代松陰高

ﾅｶﾈ ｼｮｳﾔ ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ

20 3896 中根　翔也(3) 埼玉栄高 20 1362 鈴木　雅喜(3) 流経大
ﾅｶﾉ ｶﾂﾐ ｷﾑﾗ ｲｯｾｲ

21 679 仲野　克海(3) 流経柏高 21 1374 木村　壱正(2) 流経大
ｽｷﾞｻｶ ﾕｳｷ ﾅｶﾞｾ ｹﾞﾝﾄ

22 1230 杉坂　侑紀(1) 八千代松陰高 22 1420 長瀬　絃人(2) 流経大
ﾓﾄﾑﾗ ｹｲﾀ ｼﾓｿﾞﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ

23 1217 元村　啓太(1) 八千代松陰高 23 1392 下園　伸一郎(1) 流経大
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ

24 1221 松﨑　遼祐(1) 八千代松陰高 24 1394 鈴木　壮馬(1) 流経大
ｺﾔｽ ﾘｮｳｾｲ ﾆｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

25 1229 小安　凌生(1) 八千代松陰高 25 1397 西田　楓(1) 流経大
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ ﾐｶﾐ ﾜﾀﾙ

26 2416 佐藤　将磨 習志野自衛隊第１空挺団 26 1401 三上　航(1) 流経大
ｽﾐｲｼ ｱﾂｼ ｲｼｲ ﾄｳｼ

27 3518 住石　徳志 習志野自衛隊第１空挺団 27 3621 石井　闘志(3) 流経柏高
ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｹﾝﾔ ｸﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ

28 2408 小田島　賢也 習志野自衛隊第１空挺団 28 913 熊田　翔太(3) 那須拓陽高
ｽｷﾞﾓﾄ ﾜﾀﾙ ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ

29 1290 杉本　?(1) 春日部東高 29 1358 阿部　巧(3) 流経大
ｲﾁｶﾜ ｺｳｷ ﾊﾗ ｹﾝｺﾞ

30 1338 市川　浩希(1) 春日部東高 30 1761 原　賢吾(1) 水戸工高
ｵｵﾀｹ ﾏｻｷ ﾌｸｲ ﾋﾛﾑ

31 1243 大竹　将生(2) 千葉英和高 31 1820 福井  大夢(2) 水戸工高
ｵｵﾊﾗ ﾀｶｱｷ

32 1823 大原　好晶(2) 水戸工高

記録 記録
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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

ｻﾉ ﾀｹﾄ

1 1360 佐野　健人(3) 流経大 1
ｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

2 1375 島　龍之介(2) 流経大 2
ｵｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ

3 5544 岡島　慶典(1) 流経大 3
ｵﾉ ﾕｳﾄ

4 2265 小野　悠人(3) 市立船橋高 4
ﾀｹｶﾞﾐ ｾﾅ

5 25 竹上　世那(3) 小豆島高 5
ﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ

6 2420 根本　翔太郎 習志野自衛隊第１空挺団 6
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ

7 3517 鈴木　滉大 習志野自衛隊第１空挺団 7
ｸﾘﾊﾗ ｹﾝｼ

8 2411 栗原　健誌 習志野自衛隊第１空挺団 8
ｳﾂｷﾞ ｼｭｳﾀ

9 1600 宇都木　秀太(2) 岡崎西高
ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

10 3192 金田　遼祐(1) 専修大松戸高

ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾄ

11 1202 白鳥　優人(2) 八千代松陰高

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀﾂｷﾁ

12 1200 永山　龍吉(2) 八千代松陰高

ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ

13 6102 関口　英樹(1) 帝京平成大
ｽｶﾞﾇﾏ ﾋｻﾖｼ

14 2417 菅沼　久禎 習志野自衛隊第１空挺団

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚｲ

15 3191 松永　伶(1) 専修大松戸高

ﾕﾊﾗ ｹｲｺﾞ

16 1808 湯原　慶吾(2) 水戸工高
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾌﾞ

17 4911 五十嵐喬信(2) 水府中
ﾌｼﾞｻｷ ｼﾝｺﾞ

18 1366 藤崎　真伍(3) 流経大
ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ

19 1381 西村　茂(2) 流経大
ｵｶﾀﾞ ｱｷﾄ

20 1162 岡田　朗人(4) 学習院大
ｲﾖﾔ　ﾀﾂﾔ

21 89 伊豫田　達弥 舟入高
ﾖｼｲ　ﾐﾁｵ

22 1537 吉井　道歩 西京
ｲﾜｻｷ　ﾄﾓﾔ

23 3527 岩嵜　友也 洛南高
ｽｽﾞｷ　ﾅｵｷ

24 6864 鈴木　尚輝 浜松日体
ﾂﾀﾞ　ﾏｻｷ

25 603 津田　将希 福大大濠高
ﾖｼｵｶ　ﾄﾓｷ

26 580 吉岡　智輝 白石高
ﾏｷｾ　ｹｲﾄ

27 579 牧瀬　圭斗 白石高
ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

28 5359 宮田　惇一(1) 順大
ﾔﾏﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ

29 769 山脇　 洸乃(3) 順大
ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

30 5353 原田　宗広(1) 順大
ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ

31 766 山田　航 順大
ﾖｺｼﾏ ﾀｲｶﾞ

32 813 横島　大河(2) 順大
ｲｼﾄﾞ ﾋﾛﾑ

33 5321 石戸　大夢(1) 順大

記録

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5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 17:00 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：佐藤　孝太朗

3月24日 18:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　



 男子10000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 18:40 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

ﾏﾂﾉ ﾕｳｷ

1 102 ?野　優輝(2) 市原中央高 1
ﾃﾗｼﾏ ﾀﾞｲﾁ

2 6586 寺嶋　大地(1) 千葉大 2
ﾐｸﾗ ﾀﾞｲﾁ

3 5022 三倉　大知 茨城陸協 3
ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲﾁ

4 1890 永井　大智(2) 稲毛高 4
ﾐｽﾞﾑﾗ ﾘｭｳｷ

5 1199 水村　竜己(2) 八千代松陰高 5
ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ

6 1197 早川　晃平(2) 八千代松陰高 6
ﾐﾅﾐ ﾘｷ

7 3184 南　里樹(2) 専修大松戸高 7
ｺﾝﾄﾞｳ　ﾘｮｳﾀ

8 1109 近藤　亮太 島原高 8
ﾆｼﾀﾞ ルイ

9 1193 西田　琉唯(2) 八千代松陰高

ﾄﾐﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ

10 1201 富田　峻平(2) 八千代松陰高

ﾅｶｿﾞﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

11 1196 中園　慎太朗(2) 八千代松陰高

ｲｼｲ ｶｽﾞｷ

12 1225 石井　一希(1) 八千代松陰高

ｻﾄｳ ｲｯｾｲ

13 1228 佐藤　一世(1) 八千代松陰高

ｳﾏｺｼ ｹｲ

14 1388 馬越　啓(1) 流経大
ﾅｶﾊﾗ ﾘｸﾄ

15 1380 中原　陸斗(2) 流経大
ｱｻｳﾐ ﾕｳﾀ

16 1384 浅海　雄太(1) 流経大
ﾁﾌｸ ｼｵﾝ

17 1365 地福　詩音(3) 流経大
ﾐﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

18 1382 三輪　雄大(2) 流経大
ｷｸﾁ ｶｲﾄ

19 1371 菊地　海斗(2) 流経大
ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｽｹ

20 1370 小原　佑介(2) 流経大
ｲﾉｳｴ ｺｳﾒｲ

21 5323 井上　昂明(1) 順大
ｺｻｶ ﾀﾂﾔ

22 783 小阪　竜也(2) 順大
ﾔﾉ ﾅｵｷ

23 5366 矢野　直幹(1) 順大
ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｼ

24 5326 内山　将志(1) 順大
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ

25 796 高林　遼哉(2) 順大
ﾌｼﾞﾏｶﾞﾘ  ﾋﾛﾄ

26 809 藤曲　寛人(2) 順大
ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ

27 786 小畠　隆太郎(2) 順大
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳ

28 765 山田　攻(3) 順大
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

29 792 鈴木　雄人(2) 順大
ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ

30 5344 多久和　能広(1) 順大
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ

31 737 小林　聖(3) 順大
ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

32 731 江口　智耶(3) 順大
 ﾖｼｵｶ ｺｳｷ

33 767 吉岡　幸輝(3) 順大
ﾊﾞﾊﾞ ｽﾀﾝｹｲ

34 756 馬場　スタン恵(3) 順大

記録



 男子10000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 18:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ｷﾝﾊﾟﾗ ﾋﾛﾅｵ

35 736 金原　弘直(3) 順大
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾍｲ

36 802 難波　晧平(2) 順大
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾞｲ

37 5337 清水　颯大(1) 順大
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ

38 805 橋本　龍一(2) 順大
ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ

39 804 野田　一輝(2) 順大
ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ

40 742 塩尻　和也(3) 順大

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m 5000m 6000m 7000m 8000m 9000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 男子110mH(1.067m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 09:20 予　選
3月24日 14:45 決　勝

予　選　3組0着＋19

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
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ﾊﾔｼ　ﾌﾐｱｷ

2 5367 山口　大我(1) 順大 2 464 林　史晃(2) 成東高
ﾔｼﾛ ｺｳｷ ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｽｹ

3 5365 八代　貢輝(1) 順大 3 1292 相澤　康介(1) 春日部東高
ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ ﾁﾊﾞ ﾋﾖｳ

4 759 藤井　亮汰 順大 4 416 千葉　日陽(2) 東金高
ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

5 0 中田　英駿(3) 洛南高 5 343 田中　勇伎(2) 長生高
ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ ｸｽﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ

6 0 泉谷　駿介(3) 武南高 6 54 葛原 佑太 千葉陸協
ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｷｸﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ

7 5325 今井　淳平(1) 順大 7 99 菊池　隼太郎(2) 市原中央高
ﾀﾏｷ ｼｮｳｺﾞ ﾇﾏｼﾞﾘ ﾕｳｷ

8 747 玉置　将吾(3) 順大 8 1762 沼尻　勇輝(1) 水戸工高

3組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ

3 2263 鈴木　大介 千葉大クラブ

ﾎﾘｺｼ ﾕｲﾄ

4 1012 堀越　唯斗(2) 佐倉高
ﾀﾃﾉ ﾕｳｷ

5 3064 舘野　祐輝(1) 松戸六実高
ｺﾀﾆ ｱｵｲ

6 1899 小谷　蒼(1) 稲毛高
ｸﾛｻﾜ ﾕｳﾏ

7 2899 黒澤　佑雅(1) 日大習志野高

ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾂﾕｷ

8 1415 梅澤　克之(1) 佐倉高

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録

記録

記録



 男子400mH(0.914m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 13:20 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

ﾂﾈｽﾞﾐ ﾕｳﾀ ｵｵｻｶ ﾐﾂﾞｷ

1 159 常住　優太(2) 木更津総合高 1 808 大坂　望月(2) 佐原高
ﾐﾖｼ ﾚﾝ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ

2 5360 三好　蓮(1) 順大 2 3977 松本　武尊(1) 専修大松戸高

ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ ﾓﾘ ｿｳﾀﾞｲ

3 770 浅子　隆一(2) 順大 3 5363 森　壮大(1) 順大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾙ ｲｲｽﾞｶ ﾀｸﾔ

4 1859 渡邊  成(2) 国武大 4 771 飯塚　拓也(2) 順大
ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ ﾎﾘｴ ﾅｵﾂｸﾞ

5 0 白尾　悠祐(3) 東農大二高 5 750 堀江　直胤(3) 順大
ｶﾂﾓﾄ ｼﾝﾗ ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ

6 733 勝元　森羅(3) 順大 6 4608 尾崎　康太(3) 千葉大
ｺｽｷﾞ ﾘｷ ｼﾗﾄﾘ　ﾘｮｳ

7 785 小杉　力(2) 順大 7 873 白鳥 涼(2) 成田北高
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭﾝ

8 5339 鈴木　崇広(1) 順大 8 978 萩原　睦(2) 東京学館高

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

ﾂｼﾞｲ ﾊﾔﾄ

1 2187 辻井　隼人(1) 千葉北高 1
ﾋｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ ｴﾅﾐ ﾕｳﾔ

2 1299 菱山　翔太(2) 実籾高 2 1441 江並　優也(1) 実籾高
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ ﾖｼﾊﾗ ﾕｳﾄ

3 1310 佐藤　優太(1) 春日部東高 3 2667 吉原　悠人(1) 犢橋高
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀﾛｳ

4 352 山本　慧(2) 長生高 4 572 高橋　聡太朗(1) 長生高
ﾂﾂﾐ ﾃﾂﾔ ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾀｲﾖｳ

5 374 堤　哲也(1) 茂原高 5 177 青柳　太陽(1) 木更津総合高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｸ ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｷ

6 354 渡部　陸(2) 長生高 6 718 宮内　優希(2) 銚子高
ｶﾄｳ ﾕｷｵ ｵｵﾀ ﾘｸﾄ

7 3 加藤　幸雄 KTC 7 1308 太田　陸斗(1) 実籾高
ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ ｻﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ

8 156 園田　悠斗(2) 木更津総合高 8 1479 佐藤　光紀(1) 実籾高

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：佐藤　孝太朗

3月24日 09:35 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

ﾋﾗｶﾜ ﾅｵｷ ﾖﾈﾀﾞ ﾖｼﾀﾀﾞ

1 2326 平川　直輝(2) 日大習志野高 1 1219 米田　善真(1) 八千代松陰高

ﾐｽﾞﾉ ﾂﾑｷﾞ ｵｸﾑﾗ ﾚｲﾔ

2 3939 水野　津麦(1) 松戸六実高 2 1213 奥村　玲哉(2) 八千代松陰高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ

3 325 渡邉　玲哉(1) 大多喜高 3 814 小林　亮介(1) 佐原高
ｼﾝｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ

4 331 新崎　正和(1) 越ヶ谷高 4 1195 中村　昇太(2) 八千代松陰高

ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ ｾﾝｽｲ ﾘｮｳﾀ

5 360 後藤　海斗(1) 長生高 5 1822 泉水　良太(2) 水戸工高
ｲｿ ﾏｻﾕｷ ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｿﾞｳ

6 1009 磯　順之(2) 佐倉高 6 1175 中島　幸蔵(2) 学習院大
ｲﾏｲ ｼｭﾝﾔ ﾐﾔｳﾁ ﾀﾞｲﾁ

7 357 今井　竣也(2) 越ヶ谷高 7 3427 宮内　大知(2) 波崎高
ﾏﾂｵ ﾕｳｷ ｲｼｲ ﾑﾂﾐ

8 957 松尾　勇希(2) 印旛明誠高 8 1194 石井　睦巳(2) 八千代松陰高

ｽｽﾞｷ　ﾀﾂﾔ ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳﾔ

9 457 鈴木　達也(2) 成東高 9 1198 米田　翔哉(2) 八千代松陰高

ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ ﾖｼﾀﾞ ｿｳｼ

10 715 山﨑　賢太郎(2) 銚子高 10 316 吉田　壮志(2) 大多喜高
ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾏ

11 366 中田　雅大(1) 長生高 11 5905 麻田　悠馬(1) 学習院大
ﾊｯﾀﾝﾀﾞ ﾘｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

12 349 八反田　遼(2) 長生高 12 4584 山田　純平(3) 千葉大
ｲﾏｴ ﾕｳﾄ

13 4611 今江　勇人(2) 千葉大
ｶﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

14 4604 鎌田　晃輔(3) 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

ラップ表 1000m 2000m

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4X100mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 16:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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 印旛中 2 東金高B

3 千葉経大附高B 3 実籾高B

4 湖北中 4 千葉日大一高

5 都戸山高 5 実籾高A

6 市川南高 6 幕張総合高

7 柏高 7 千葉経大附高A

8 銚子高 8 木更津総合高

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 千葉敬愛高 3 中大理工OB

3 佐倉高A 4 市原中央高C

4 長生高A 5 成田北高

5 佐倉高B 6 成東高

6 長生高B 7 市原中央高B

7 東金高A 8 市原中央高A

8 佐原高



 男子4X100mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 16:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5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

3 千葉北高

4 高浜中

5 犢橋高

6 水戸工高

7 四街道高

8 千葉英和高

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



 男子4X400mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 16:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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 大多喜高 3 千葉日大一高

3 実籾高B 4 佐原高A

4 佐原高C 5 東海大山形高

5 実籾高A 6 四街道高

6 東金高B 7 春日部東高B

7 市原中央高A 8 犢橋高

8 佐原高B

3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

3 東金高A

4 佐倉高B

5 春日部東高A

6 佐倉高A

7 市原中央高B

8 水戸工高



 男子4X400mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 16:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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



一般男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 13:30 決　勝

決　勝　

ﾉﾅｶ ﾚﾝﾔ

1 5352 野中　廉也(2) 順大
ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｷ

2 799 角田　滉貴(3) 順大
ﾔﾏｳﾁ ｲｸﾔ

3 764 山内　郁哉(4) 順大
ｺｲｹ ｱｷﾗ

4 814 小池　輝 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：佐藤　孝太朗

3月24日 10:30 決　勝

決　勝　

ﾎｼﾉ ﾀｲｼﾞｭ

1 4597 星野　大樹(2) 千葉大
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

2 5347 中川　暁博(2) 順大
ｲｼﾏﾙ ｿｳﾀ

3 5322 石丸　颯太(2) 順大
ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

4 778 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

3月24日 11:45 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

ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

1 4435 関口　治希(1) 白?大
ﾄﾐﾀ　ｼｮｳ

2 800 富田　翔(2) 順大
ｾｷ ﾄﾓﾔ

3 793 関　智哉(3) 順大
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾏﾈ

4 801 中島　周音(3) 順大
ｲﾄｳ ﾀｲｽｹ

5 773 伊藤　泰佑(3) 順大
ｻﾉ ｺｳｷ

6 790 佐野　功貴(3) 順大
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

7 753 中邨　一希(4) 順大
ｲﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

8 775 稲川　尚汰(3) 順大
ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳﾀ

9 5345 竹之内　優汰(2) 順大



一般男子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24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

ｵﾏﾀ ﾖｳ

1 5330 小俣　洋(2) 順大
ｵﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

2 5329 小原　大輝(2) 順大
ｵｵｻｶ ﾄﾓﾔ

3 5327 大坂 智哉(2) 順大
ﾂｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ

4 749 辻田  達也(4) 順大
ｶﾜｼﾏ ﾀﾂﾞﾏ

5 734 川島　鶴槙(4) 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

3月24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

ｺｸﾌﾞ ﾕｳﾀ

1 4613 國分　佑太(2) 千葉大院
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

2 799 田村　勇太(2) 順大
ﾀｶﾉ ｲﾁﾛ

3 5341 高野　一路(1) 順大
ｼﾊﾞ ﾌﾐﾄ

4 2491 柴　文人 Team Accel
ﾀｼﾛ ｶﾝｼﾞ

5 797 田代　寛治(2) 順大
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ

6 728 伊藤　大悟(3) 順大
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ

7 746 田中　光(3) 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

3月24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

ｼﾉｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

1 0 篠崎　亮介(3) 前橋育英高
ﾅｶﾞｲ ｺｳｷ

2 706 長井　晃希(4) 順大
ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｽｹ

3 772 石塚　恒祐(2) 順大
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾔ

4 761 松本　行矢(3) 順大
ｻｶﾞｴ ﾂﾊﾞｻ

5 788 寒河江　翼(2) 順大
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

6 799 田村　勇太(2) 順大



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

3月24日 11:30 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

ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ

1 73 高橋　実 千葉マスターズ
ﾄﾐﾀ ｼｮｳﾍｲ

2 1181 冨田　将平(2) 学習院大
ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ

3 0 三浦　琢磨(3) 志津川高
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ

4 5355 藤本　圭吾(1) 順大
ｲﾄｳ ﾏｻﾅﾘ

5 773 伊東　優成(2) 順大
ｵｶﾉ ﾋﾛｼ

6 822 岡野　敬史(1) 順大



一般男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 09:00 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

ﾅｶﾞｲ ｺｳｷ

1 706 長井　晃希(4) 順大
ｲﾉｾ ｶｽﾞｷ

2 5324 猪瀬　和希(1) 順大
ﾖｼﾉ ﾕｳｼﾞ

3 153 芳野　裕二 KTC



高校男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 13:30 決　勝

決　勝　

ﾉﾑﾗ ｶﾑｲ

1 2896 野村　神威(1) 日大習志野高
ｽﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ

2 178 須藤　祐輔(1) 木更津総合高
ﾂｼﾞﾑﾗ ﾄｳﾔ

3 1749 辻村　燈也(2) 千葉北高
ﾅｶ ｼﾝｺﾞ

4 573 中　慎吾(1) 長生高
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾏ

5 1908 中村　翔麿(2) 千葉経大附高
ﾅｶﾀﾞｲ ｹｲﾄ

6 158 中?　啓人(2) 木更津総合高
ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ

7 812 井上　翔太(1) 佐原高
ﾏﾂｳﾗ ｼｭﾝ

8 351 松浦　峻(2) 長生高
ﾐﾉｼﾏ ﾕｳｷ

9 1790 蓑島　優樹(2) 幕張総合高
ﾉｼﾞﾏ ｴｲｷ

10 1743 野島　瑛貴(2) 千葉北高
ﾑﾗｶﾜ ﾘｮｳ

11 103 村川　諒(2) 市原中央高
ｶﾄｳｷﾞ ﾕｳﾄ

12 1817 加藤木　侑斗(2) 水戸工高
ｺｲｹ ﾕｳｷ

13 1759 小池　友輝(1) 水戸工高
ﾃｼﾏ ｶｽﾞﾖｼ

14 997 手島　一好(1) 東京学館高
ﾀｹｳﾁ ﾃｯﾀ

15 3474 竹内　哲大(2) 柏高

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



高校男子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 10:30 決　勝

決　勝　

ﾆｼﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ

1 955 西山　英明(2) 印旛明誠高
ｷﾀﾉ ﾘｭｳﾔ

2 813 北野　龍也(1) 佐原高
ｲﾜｲ ｺｳﾀﾞｲ

3 809 岩井　航大(2) 佐原高
ｵｵﾉ ｴｲｽｹ

4 820 大野　英祐(1) 佐原高
ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾏ

5 810 五十嵐　拓磨(2) 佐原高
ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾄ

6 1814 岡崎　仁渡(2) 水戸工高
ｱｿｳ ﾐｷｵ

7 0 麻生　幹雄(3) 鹿児島南高
ｵｸ ﾘｸ

8 0 奥　吏玖(3) 北嵯峨高

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



高校男子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 11:45 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

ﾀｶﾓﾘ ﾖｼﾉﾘ

1 2895 高森　義純(1) 日大習志野高
ｻﾉ ﾐﾂｷ

2 2906 佐野　充季(1) 日大習志野高
ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ

3 3473 佐藤　駿(2) 柏高
ﾄｸﾀｹ ﾄﾓｵ

4 165 徳竹　友朗(2) 木更津総合高
ｱﾝﾄﾞｳ ﾚﾝ

5 1036 安藤　蓮(1) 佐倉南高
ｻｸﾗｲ ｼｭｳ

6 2188 櫻井　柊羽(1) 千葉北高
ﾔｷﾞﾀ ﾚﾝ

7 1809 八木田　怜(1) 幕張総合高
ｳﾒﾀﾞ　ｼｮｳﾀ

8 452 梅田　翔太(2) 成東高
ｵｵﾆｼ ｷｮｳｽｹ

9 1750 大西　京介(2) 千葉北高
ｶﾘﾉ ﾁｶﾗ

10 422 狩野　力(1) 東金高
ﾀｶﾀﾏ ｼｭﾝｽｹ

11 2327 高玉　隼輔(2) 日大習志野高
ｶﾀｵｶ ﾕｳｽｹ

12 421 片岡　佑輔(1) 東金高
ﾋｻｼﾞﾏ ﾕｳｷ

13 2112 久嶋　友貴(1) 船橋芝山高
ｵｵｸﾎﾞ ｹｲﾄ

14 1093 大久保　恵人(2) 四街道高
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

15 859 坂本　大輔(2) 成田国際高
ｲｲﾓﾘ ｼｮｳﾍｲ

16 1306 飯盛　翔平(1) 実籾高
ｱｵﾔﾏ ﾐﾁﾏｻ

17 1246 青山　倫将(2) 千葉英和高
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｷ

18 356 藤本　隆暉(1) 長生高
ｺﾂﾞｶ ｼｭｳﾏ

19 1813 狐塚　秀馬(1) 幕張総合高
ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ

20 1795 笹木　駿佑(2) 幕張総合高
ﾈﾓﾄ ﾜﾀﾙ

21 1792 根本　渉(2) 幕張総合高
ﾐﾔｼﾞ ﾌﾐﾔ

22 861 宮地　郁哉(2) 成田国際高
ﾀｹｻﾞﾜ ｶｲﾄ

23 2630 竹澤　魁士(2) 学館浦安高
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｽｹ

24 1297 片桐　悠介(1) 春日部東高
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

25 996 鈴木　悠斗(1) 東京学館高
ｳｴﾀﾞ ﾀｲｷ

26 1302 植田　大貴(2) 実籾高
ﾀﾅｶ ﾘｸﾄ

27 821 田中　陸登(1) 佐原高
ﾂﾂｲ ｶﾝｲﾁ

28 1035 筒井　栞壱(2) 佐倉南高
ｲﾄｳ  ﾀｸﾐ

29 1804 伊藤　匠巳(1) 幕張総合高
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ

30 1806 本田　隼二郎(1) 幕張総合高
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾊﾔﾄ

31 1815 田所　隼(2) 水戸工高
ｴｽﾞﾚ ﾄｼﾔ

32 1800 江連　俊哉(3) 水戸工高
ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ

33 1796 須田　優人(2) 幕張総合高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ

34 0 小林　大起(3) 西城陽高



高校男子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24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

ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ

1 3415 鈴木  大河(1) 都戸山高
ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾏ

2 1744 川原　一真(2) 千葉北高
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾔ

3 409 山本　篤弥(2) 東金高
ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ

4 719 小島　一輝(2) 銚子高
ﾆｼｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

5 2335 西口　岳宏(2) 日大習志野高
ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾂｼ

6 1748 金澤　篤史(2) 千葉北高
ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾏ

7 345 中田　雄真(2) 長生高
ｵｵﾂｶ ﾖｳｽｹ

8 365 大塚　陽介(1) 長生高
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ

9 1769 髙橋　歩実矢(1) 水戸工高
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

10 347 中村　健太郎(2) 長生高
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾋﾞｷ

11 1090 山下　響生(2) 四街道高
ﾎﾘｺｼ　ｼｮｳﾀ

12 3409 堀越　翔太(1) 波崎高
ﾐﾔｳﾁ　ﾂﾊﾞｻ

13 466 宮内　翼(2) 成東高
ｺﾑﾛ ｺｳｼﾞ

14 1819 小室　昂司(2) 水戸工高
ｶﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ

15 823 加藤　昂大(1) 佐原高
ﾐｳﾗ ﾋﾛﾁｶ

16 3066 三浦　旺駿(1) 松戸六実高
ﾓﾘ ﾔﾏﾄ

17 1324 森　和都(2) 春日部東高
ｻｻｷ ﾊｼﾞﾒ

18 1301 佐々木　甫(2) 春日部東高
ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ

19 3406 伊藤　鴻児(2) 都戸山高
ﾐﾔﾏ ﾘｮｳﾀ

20 3059 三山　諒太(2) 松戸六実高
ｷｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ

21 983 鬼澤　準仁(2) 東京学館高
ｶｾ ﾖｼｷ

22 982 加瀬　祥希(2) 東京学館高
ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ

23 0 岩崎　匠海(3) 敦賀高
ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ

24 0 泉谷　駿介(3) 武南高



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24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

ｼﾏﾀﾞ　ｲﾂｷ

1 3407 嶋田　一輝(1) 波崎高
ｽｷﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ

2 417 杉崎　大悟(2) 東金高
ｶﾄﾞﾜｷ ﾖｼﾋﾛ

3 1912 門脇　義宏(2) 千葉経大附高
ﾊﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ

4 1490 濱口　峻太朗(1) 千葉敬愛高
ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ

5 2897 佐藤　建矢(1) 日大習志野高
ｽｺﾞｳ ｶﾂﾉﾘ

6 822 数合　克規(1) 佐原高
ｲﾜﾏ　ﾋﾄｼ

7 470 岩間　仁志(1) 成東高
ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ

8 2408 石川　将太朗(2) 白井高
ﾅｲﾄｳ　ﾀﾂﾔ

9 3413 内藤　竜也(2) 波崎高
ﾏｷｼﾏ ｶｽﾞｷ

10 985 巻嶋　一輝(2) 東京学館高



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24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

ﾊｺﾓﾘ ﾅｵﾄ

1 8751 箱守　那音(2) 稲毛高附属中
ﾍﾞﾆﾔ　ｻﾄｼ

2 1414 紅谷　聡(1) 四街道北高
ﾆｲﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

3 1751 新井田　晃広(2) 千葉北高
ﾄﾞｳﾔﾏ ｺｳﾔ

4 1406 堂山　光哉(2) 千葉敬愛高
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ

5 1493 林　将平(1) 千葉敬愛高
ﾆｼｵｶ ｺｳｷ

6 357 西岡　滉貴(1) 長生高
ｻｲﾄｳ　ﾕｳｲﾁﾛｳ

7 456 齊藤　悠一朗(2) 成東高
ｵｵﾆｼ ｹﾝﾄ

8 3968 大西　健人(1) 松戸六実高
ｻｻｷ　ﾕｳ

9 879 佐々木 優羽(1) 成田北高
ｱｻﾉ ﾕｳﾄ

10 450 浅野　優斗(2) 成東高
ｻｻｷ ﾏｻﾄ

11 959 佐々木　雅人(2) 印旛明誠高
ｺﾏﾂ ｹｲｼﾞ

12 3056 小松　慶次(2) 松戸六実高
ｵｵﾊﾗ ﾋﾛｷ

13 2223 大原　優樹(2) 船橋法典高
ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾏｻ

14 2222 岩崎　弘昌(2) 船橋法典高
ﾓﾄｻﾞﾜ ｱｷﾗ

15 2206 本澤　晃(3) 船橋法典高
ﾀｶｼﾅ ｱﾂﾋﾄ

16 984 高科　貴寛(2) 東京学館高



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 11:30 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

ﾅｶﾞﾉ ｺｳｷ

1 581 永野　航希(1) 鶴舞桜が丘高
ｱｻﾉ ｷｮｳﾍｲ

2 1111 浅野　京平(2) 四街道北高
ｲﾜｲ　ｱﾔｷ

3 1451 岩井　絢暉(1) 四街道北高
ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｽｹ

4 362 松岡　大介(1) 長生高
ｶﾀﾖｾ ﾏｻﾄ

5 1112 片寄　優斗(2) 四街道北高
ﾌﾙｳﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ

6 540 古内　総一郎(1) 茂原高
ﾎﾘｶﾜ ﾋﾛﾄ

7 3432 堀川　宙斗(2) 波崎高
ｺｲﾁ ﾘｮｳｽｹ

8 1330 古市　涼介(2) 春日部東高
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋﾛ

9 418 山本　竜大(2) 東金高
ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

10 1334 齋藤　真一(2) 春日部東高
ｷｸﾁ ﾀｸﾐ

11 176 菊池　拓海(1) 木更津総合高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ

12 160 渡邉　竜也(2) 木更津総合高
ｽﾅﾊﾗ ｼｮｳﾀ

13 162 砂原　翔太(2) 木更津総合高
ﾏｷｼﾏ ﾀｲｷ

14 986 巻嶋　大輝(2) 東京学館高
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ

15 350 林　大輝(2) 長生高
ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ

16 6 平野　迅人(2) 鶴舞桜が丘高
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ

17 157 丸山　裕己(2) 木更津総合高



高校男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 09:00 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

ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｷ

1 1099 福田　直樹(1) 四街道高
ｻｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ

2 2900 佐々木　駿太朗(1) 日大習志野高
ｺﾓﾘ ﾘｮｳ

3 560 小守　諒(1) 市原中央高
ｵｵﾂｶ ﾀｸﾄ

4 167 大塚　拓斗(2) 木更津総合高
ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾘ

5 166 林　孝徳(2) 木更津総合高
ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ

6 3422 石橋　瞭(2) 波崎高
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ

7 1855 小林　晃太郎(2) 犢橋高
ﾎﾝﾏ ﾕｳｷ

8 1300 本間　裕規(2) 実籾高
ｺｿﾞﾉ ｱﾕﾑ

9 1298 小園　歩夢(2) 実籾高
ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｽｹ

10 1489 関口　康佑(1) 千葉敬愛高
ｳｽｲ ﾕｳｷ

11 3062 薄井　勇樹(1) 松戸六実高
ﾔｺﾞ ﾊﾙﾕｷ

12 3940 矢後　陽之(1) 松戸六実高
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

13 359 岡田　和真(1) 長生高
ﾄﾀﾞ ｻｽｹ

14 570 戸田　颯哉(1) 成東高
ｾｷ ｶｲﾗ

15 1491 関　海良(1) 千葉敬愛高
ﾅｶｼﾞﾏ　ﾘｭｳﾄ

16 1410 中島　瑠斗(1) 四街道北高
ｵｻﾞﾜ　ﾐｽﾞｷ

17 454 小澤　瑞貴(2) 成東高
ﾀｹｳﾁ ﾐﾉﾙ

18 1021 竹内　実(2) 佐倉東高
ﾐﾔﾓﾄ　ﾋｮｳｶﾞ

19 3414 宮本　彪賀(2) 波崎高
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

20 956 長谷川　誠(2) 印旛明誠高
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ

21 1380 清水　祐介(2) 千葉敬愛高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

22 104 渡部　颯太(2) 市原中央高
ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｻｸ

23 1405 久保田　晋作(2) 千葉敬愛高
ｵｵｷﾞ ｶｽﾞﾏ

24 412 大木　一真(2) 東金高
ﾊﾅﾀﾞ ｷｮｳﾔ

25 1900 花田　京弥(1) 稲毛高
ｲｼﾊﾞｼ ｷｮｳ

26 96 石橋　響(2) 市原中央高
ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞﾋｻ

27 1376 松島　一永(2) 千葉敬愛高
ｽｽﾞｷ　ﾏｵ

28 458 鈴木　真央(2) 成東高



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 09:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:     ) タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

1 1

2 2

3 3
ｲﾄｳ ｿﾗ

4 8748 伊藤　空(2) 稲毛高附属中 4
ｽｴﾌｼﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

5 8749 末藤　隆之介(2) 稲毛高附属中 5
ﾀﾀﾞ ﾖｼｷ

6 8519 多田　嘉奇(2) 高浜中 6
ﾖｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ

7 8520 横林　直哉(2) 高浜中 7

8 8

記録



中学男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 13:30 決　勝

決　勝　

ﾔｽｶﾜ ﾊﾙﾄ

1 6002 安川　遙大(2) 湖北中
ﾏｷﾉ ﾀﾂﾔ

2 3252 牧野　竜也(1) 高浜中
ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ

3 5997 窪田　健甫(2) 湖北中
ﾄｳｼﾞﾏ ﾚｲｼﾞ

4 8789 東島　礼治(1) 高浜中
ｲｼｲ ﾘﾋﾄ

5 7145 石井　利士(2) 東金中
ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｷ

6 7157 田村　龍輝(3) 増穂中

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



中学男子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 10:30 決　勝

決　勝　

ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾏ

1 8523 奥村　拓馬(2) 高浜中
ｱﾗｲ ｹﾞﾝﾕｳ

2 4434 荒井　元佑(3) 高浜中

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



中学男子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 11:45 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

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ

1 8752 小林　志路(2) 稲毛高附属中
ﾀｶｳﾁ ﾀｲｶﾞ

2 6911 髙内　太雅(1) 神崎中
ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ

3 5999 鈴木　海人(2) 湖北中
ｱｽﾞﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ

4 6913 東　慶一郎(1) 神崎中
ｻｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ

5 8193 齋藤　虎太郎(2) 印旛中
ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ

6 573 濱田　涼誠(2) 東金中
ﾅｶﾞﾊﾏ ｾｲﾔ

7 8516 長濱　聖矢(2) 高浜中



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24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

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｷ

1 8791 杉本　太貴(1) 高浜中
ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙﾄ

2 8195 平山　遥斗(2) 印旛中
ｵｵｴ ｼｮｳﾖｳ

3 8200 大江　翔陽(2) 印旛中
ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

4 8787 ??田　心一(1) 高浜中
ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｷ

5 6862 髙山　博希(2) 神崎中
ｲｲﾂﾞｶ ｷｮｳｽｹ 

6 6861 飯塚　京介(2) 神崎中



 女子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9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
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ ｽｷﾞﾔﾏ ﾙﾉ

1 7299 西尾　夏波(2) 順大 1 1396 杉山　琉望(1) 春日部東高
ﾅｶﾑﾗ　ｼｵﾘ ｻｲｶﾞ ﾅﾙﾐ

2 7298 中村　栞里(2) 順大 2 586 雜賀　成美(1) 佐原高
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｷｶ ｻﾉ ｽｽﾞﾅ

3 2048 松永　幸華(2) 松戸六実高 3 189 佐野　鈴奈(2) 茂原高
ｱｵﾔｷﾞ ﾐﾕｳ ﾀｹﾏﾂ ｱｶﾈ

4 693 青柳　美有(1) 東京学館高 4 579 武末　茜(2) 佐原高
ｸﾘﾀ ﾏﾋﾛ ﾅｶｶﾞﾜ ﾜｶﾅ

5 7281 栗田　舞尋(3) 順大 5 78 中川　若菜(2) 木更津総合高

ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ｸﾆｻﾜ ﾕﾘｶ

6 8478 中嶋　彩画(1) 順大 6 1299 國澤　佑李花(1) 春日部東高
ｱﾋﾞｺ　ﾅﾅ ﾏｽﾀﾞ ﾁﾊﾙ

7 7275 安孫子　奈々(3) 順大 7 1884 増田　茅陽(2) 湖北中
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾅﾐ ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲﾅ

8 682 萩原　美海(3) 東京学館高 8 1305 宮崎　麗奈(1) 春日部東高

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
ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙｶ

1 190 篠原　遙(2) 茂原高 1
ﾈﾓﾄ ｶﾎ ｴﾝｼｭｳ ﾕｳｶ

2 204 根本　華帆(1) 東金高 2 752 遠刕　優果(1) 四街道高
ﾀｶﾉ ｱﾔﾉ ﾏﾙﾔﾏ ｱﾝﾅ

3 1997 高野　綾乃(1) 湖北中 3 1151 丸山　晏奈(2) 船橋芝山高
ﾃﾗｼﾞﾏ ｻｷ ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾅ

4 522 寺嶋　沙希(2) 銚子高 4 1246 中川　花菜(2) 千葉日大一高

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲｶ ｵｵｷ ｱﾕ

5 77 近藤　由佳(2) 木更津総合高 5 691 大木　愛結(2) 東京学館高
ﾌｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｺ

6 227 深田　菜虹美(1) 成東高 6 1309 渡邊　華子(1) 春日部東高
ｳﾌﾞｶﾀ ﾘﾝ ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾕｳ

7 2206 生形　凜(2) 柏高 7 2215 松本　美優(1) 柏高
ｻｲﾄｳ ﾏｲ ｲﾄｳ ﾓﾓｶ

8 521 齊藤　麻衣(2) 銚子高 8 180 伊東　桃花(1) 長生高

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
ﾖｼﾇﾏ ﾅﾅﾐ ﾂﾊﾞｷ ﾏｲ

2 3450 吉沼　菜々美(2) 波崎高 2 467 椿　真衣(2) 神崎中
ｲｼﾀﾞ ﾏﾐ ｶﾈｺ ﾕｷﾅ

3 887 石田　万実(1) 佐倉高 3 1867 金子　有希菜(1) 日大習志野高

ﾜﾀﾘ ﾕｷﾅ ｻｸﾏ ｶﾎ

4 1446 渡　　優葵菜(2) 学館浦安高 4 528 佐久間　香穂(2) 銚子高
ｱﾘﾏ ﾅﾂｷ ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ

5 909 有馬　菜月(1) 千葉敬愛高 5 1232 井上　遥香(2) 日大習志野高

ｽｽﾞｷ ﾏﾕ ﾊﾔｼ ｱﾕﾘ

6 2211 鈴木　麻由(1) 柏高 6 606 林　歩里(1) 成田国際高
ｶﾏﾀ ﾘｻ ｷｸﾀ ﾕｳﾐ

7 1235 鎌田　理紗(2) 日大習志野高 7 834 菊田　ゆうみ(2) 実籾高
ﾃﾗｲ ﾘﾎ ﾀｹｵ ｻﾎ

8 603 寺井  里帆(1) 成田国際高 8 910 竹尾　咲穂(1) 千葉敬愛高

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：佐藤　孝太朗

3月24日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

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

1 1
ﾀｶﾊｼ ｶﾅｳ ｶﾂﾏﾀ ﾎﾉｶ

2 1862 高橋　叶(1) 市川南高 2 510 勝俣　萌香(1) 神崎中
ｶﾜﾑﾗ ﾘﾘｶ ﾏｴﾊﾗ ｱﾔﾉ

3 904 川村　璃々花(1) 千葉敬愛高 3 1338 前原　彩乃(1) 市川南高
ﾎﾝﾀﾞ　ﾘﾅ ｵｵ　ﾐｽﾞﾜ

4 620 本田 李奈(1) 成田北高 4 613 王 瑞羽 (2) 成田北高
ｻｲﾄｳ ﾏﾕ ﾖｺﾔﾏ ｼｵﾘ

5 812 齋藤　真優(2) 千葉英和高 5 1250 横山　しおり(2) 千葉日大一高

ﾔｼﾞﾏ ｻｷ ｲﾀﾆ ｲﾛﾊ

6 896 矢島　咲菜(1) 千葉英和高 6 1995 井谷　いろは(1) 湖北中
ｲﾜｾ ﾘｶ ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾅ

7 165 岩瀬　梨夏(2) 大多喜高 7 38 佐藤　惇奈(1) 市原中央高
ｽｽﾞｷ ﾄｷｴ ﾔﾜﾀ ﾅﾎ

8 35 鈴木　時恵(2) 市原中央高 8 845 八幡　奈穂(1) 習志野高

9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
ｳﾈ ｴﾐｶ

2 3083 宇根　笑花(1) 高浜中 2
ﾐｽﾞｶｲ ﾙﾅ

3 1996 水飼　るな(1) 湖北中 3
ｱｻｶﾜ ｼﾎｺ

4 1668 浅川　詩穂子(1) 千葉女子高 4
ﾔﾏｼﾀ ｶﾉﾝ

5 1154 山下　花音(1) 船橋芝山高 5
ｱｲﾊﾗ ｻｸﾗ

6 1473 相原　桜花(1) 神崎中 6
ｵｵｷ ﾕｲ

7 2210 大木　結衣(1) 柏高 7
ﾊﾅﾉ ｱｵｲ

8 1863 花野　葵(1) 市川南高 8

記録 記録

記録



 女子200m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 13:35 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
ｼｲﾅ ﾕﾘｺ ｸﾘﾊﾗ ｱﾘｻ

2 218 椎名　ゆり子(2) 成東高 2 905 栗原　有紗(1) 千葉敬愛高
ｻﾄｳ ﾓｴ ｺｽｷﾞ ﾅﾅ

3 2046 佐藤　萌(2) 松戸六実高 3 1288 小杉　奈々(2) 春日部東高
ｸﾘﾀ ﾏﾋﾛ ﾆｼｵ ｶﾅﾐ

4 7281 栗田　舞尋(3) 順大 4 7299 西尾　夏波(2) 順大
ｲｹﾀﾞ ﾁﾋﾛ ｶﾜﾉ ｻﾔｶ

5 176 池田　千紘(2) 長生高 5 749 河野　彩夏(2) 四街道高
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ｲﾅﾊﾞ ｼﾎ

6 8478 中嶋　彩画(1) 順大 6 708 稲葉　志保(1) 佐倉高
ｻｻ ｱｶﾘ ﾔﾏﾅｶ ﾐｶ

7 681 佐々　あかり(1) 東京学館高 7 864 山中　美佳(2) 千葉敬愛高
ﾅｶﾞﾀ ｴﾐ ﾊﾔｶﾜ ｱｶﾈ

8 703 長田　瑛美(2) 佐倉高 8 843 早川　朱音(2) 習志野高

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

1 1
ｺﾏﾂ ｻﾔｶ

2 602 小松　紗華(1) 成田国際高 2
ﾏﾀﾋﾗ ﾄﾓｶ ﾀｶﾂｶ ﾒｸﾞ

3 1152 又平　朋香(2) 船橋芝山高 3 1293 高塚　芽玖(2) 白井高
ｸﾜﾊﾗ ﾘｶ ﾀｶﾊｼ ｱｲﾘ

4 1583 桑原　里佳(2) 千葉北高 4 913 高橋　愛理(1) 実籾高
ｱｵｷ ﾕﾒｶ ｺｻﾞﾜ ｱﾔﾅ

5 1880 青木　夢佳(1) 千葉日大一高 5 1654 小澤　彩奈(1) 千葉北高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾅ ﾀﾅｶ ﾌｳｶ

6 584 小林　春南(1) 佐原高 6 1585 田中　楓和(2) 千葉北高
ｵｵｻｶ ｼﾞｭﾘ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ

7 705 大坂　樹李(2) 佐倉高 7 169 渡邉　衣織(2) 大多喜高
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｶｺ ｽｶﾞ ﾕｳｷ

8 1533 中島　由香子(2) 千葉女子高 8 870 菅　優希(2) 千葉敬愛高

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

記録 記録



 女子400m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 14:10 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

ｳｻﾞﾜ ﾘﾝ ﾏｷﾉ ﾅﾅｺ

1 265 鵜澤　凛(2) 東金商高 1 1666 牧野　菜々子(1) 千葉女子高
ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｷ ｼﾞｮｳﾗｸ ﾓｴ

2 206 石橋　友希(2) 東金商高 2 895 上樂　もえ(1) 成田国際高
ｷｸﾁ ﾘｸ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅｺ

3 7292 菊池　梨紅(2) 順大 3 694 中村　華子(1) 東京学館高
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ ﾅｶﾞｼﾏ ｱｶﾈ

4 7282 杉山　香南(3) 順大 4 1247 長島　朱音(2) 千葉日大一高

ｶﾜｼﾏ ﾐﾔﾋﾞ ﾀｶﾔｽ ﾁﾅﾂ

5 174 川島　都妃(3) 長生高 5 529 髙安　千夏(1) 銚子高
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ ﾎｿｶﾜ ﾒｲ

6 8480 池崎　愛里(1) 順大 6 599 細川　芽生(2) 成田国際高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ ｶｲﾎ ﾏﾅﾐ

7 601 小林　美麗(2) 成田国際高 7 722 海保　愛実(2) 佐倉南高
ﾁﾊﾞ  ﾕｳｶ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ

8 203 千葉　悠々華(1) 東金高 8 1249 山崎　亜美(2) 千葉日大一高

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

ｼﾞｮｳｶﾜ ｻｸﾗ

1 1237 條川　さくら(2) 日大習志野高 1
ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ

2 36 池田　綾華(1) 市原中央高 2
ｴｲﾅｶﾞ ﾜｶﾅ

3 911 永長　和奏那(1) 千葉敬愛高 3
ﾜﾀﾞ ｱﾔｶ

4 604 和田  彩夏(1) 成田国際高 4
ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ

5 1248 村上　舞(2) 千葉日大一高 5
ﾅｶｶﾞﾜ　ﾅﾂﾐ

6 1052 仲川　夏海(2) 千葉経大附高 6
ﾀｶｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ

7 753 高澤　瑞季(1) 四街道高 7
ｺﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾘ

8 1233 小原　樹莉(2) 日大習志野高 8

記録 記録

記録



 女子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 15:05 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

ｶｽｶﾞ ｷｻ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐﾕ

1 1150 春日　来彩(2) 船橋芝山高 1 280 小笠原　未悠(1) 木更津総合高

ｺﾀﾞｶ ﾐｵ ｸｽﾐ ｼﾞｭﾝﾅ

2 166 小髙　美音(2) 大多喜高 2 906 楠美　純那(1) 千葉敬愛高
ｵｵﾔ ｶｴﾃﾞ ﾐﾔﾓﾄ ﾁﾅ

3 5447 大宅　楓 大東建託パートナーズ 3 581 宮本　知奈(1) 佐原高
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ ﾀﾆ ﾏﾘｺ

4 8480 池崎　愛里(1) 順大 4 8909 谷　茉利子(1) 千葉大
ｷｸﾁ ﾘｸ ｻﾄｳ ﾕｶ

5 7292 菊池　梨紅(2) 順大 5 1331 佐藤　幸花(2) 春日部東高
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ ﾆｼﾓﾄ ﾏﾎ

6 7282 杉山　香南(3) 順大 6 2090 西本　真穂(2) 専修大松戸高

ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ ｱﾗｷ ﾏﾘ

7 7294 佐藤　みな実(2) 順大 7 8344 荒木　麻理(1) 千葉大院
ｼﾗﾄﾘ ｻﾕﾘ ﾀﾆ ﾊﾙﾐ

8 7281 白鳥　さゆり(3) 順大 8 869 谷　陽美(2) 千葉敬愛高
ｷﾞﾄｳ ﾘﾉ ｶﾈｺ ｶﾚﾝ

9 2417 儀藤　梨乃 安積黎明高 9 868 金子　華蓮(2) 千葉敬愛高

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

ｾｷ ﾐﾚｲ

1 3082 関　美鈴(1) 高浜中 1
ﾅﾙｹ ﾕﾘｱ

2 525 成毛　佑李亜(2) 銚子高 2
ｽｽﾞｷ ｱｵｲ

3 715 鈴木　葵(2) 佐倉東高 3
ｽｽﾞｷ ﾘﾕ

4 1667 鈴木　莉友(1) 千葉女子高 4
ｶｾ ﾅｽﾞﾅ

5 530 加瀬　なずな(1) 銚子高 5
ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾕｺ

6 171 杉山　万由子(1) 大多喜高 6
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘｶ

7 702 小林　友理香(2) 佐倉高 7
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾘ

8 920 山崎　愛莉(2) 千葉英和高 8
ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙｶ

9 526 石橋　春佳(2) 銚子高

記録 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

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組



 女子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 12:05 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

ﾓﾘｽﾞﾐ ｻｴ ﾀﾏﾙ ﾁｵﾘ

1 74 守角　彩絵(2) 木更津総合高 1 226 田丸　千織(1) 成東高
ｺﾐﾔﾏ　ﾊﾙｶ ｵｵｸﾎﾞ　ｽｽﾞ

2 7293 小宮山　悠(2) 順大 2 899 大窪　鈴(1) 四街道北高
ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ ﾏｷｼﾏ　ﾋﾛｶ

3 7285 西川　真由(3) 順大 3 617 牧嶋 宏佳(1) 成田北高
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ ﾅｶﾑﾗ ｸﾙﾐ

4 75 宮崎　遙香(2) 木更津総合高 4 1448 中村　くるみ(2) 学館浦安高
ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ ﾀｶﾈ ﾏﾕｺ

5 8474 白石　由佳子(1) 順大 5 219 髙根　万由子(2) 成東高
ｼﾗﾄﾘ ｻﾕﾘ ｻｲﾄｳ ｻｴｶ

6 7281 白鳥　さゆり(3) 順大 6 83 齋藤　采栄花(1) 木更津総合高

ﾊﾅﾀﾞ ｻｴ ﾐﾔﾔﾏ ﾚﾐ

7 8466 花田　咲絵(1) 順大 7 2089 宮山　玲実(2) 専修大松戸高

ｵｵｼﾏ ﾘﾎ ｲﾄｳ ｱﾔﾉ

8 7277 大島　里穂(3) 順大 8 1294 伊藤　彩(1) 白井高
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ ﾅｶｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾃﾞｨ

9 8479 宮﨑　友里花(1) 順大 9 1335 中川原　ジュディ(2) 市川南高
ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ ｲｼﾊﾞｼ ﾕｲ

10 7294 佐藤　みな実(2) 順大 10 867 石橋　由衣(2) 千葉敬愛高
ﾋﾗｵｶ ﾐﾎ ｶｲ ﾋﾅﾀ

11 52 平岡　美帆 舟入高 11 2433 甲斐　ひなた(2) 沼南高
ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾅ ｶｼﾜｷﾞ ﾏﾘｱ

12 0 木下　晴奈 博多女子高 12 1337 柏木　万里亜(1) 市川南高
ｲﾜﾄ ﾕｳｶ ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｷﾞｻ

13 1885 岩戸　優香(2) 湖北中 13 585 杉山　渚彩(1) 佐原高
ｲｼﾂｶ ﾐﾅ ﾅｶﾞﾄｳ ｱｽｶ

14 76 石塚　美奈(2) 木更津総合高 14 220 永藤　あす香(2) 成東高
ｵｵﾆｼ ｶﾎ ｲｿﾉ ｶﾎ

15 73 大西　夏帆(2) 木更津総合高 15 164 磯野　佳保(2) 大多喜高
ｲｼﾄﾋﾞ ｺﾄﾉ ｶﾜﾑﾗ ｱﾐ

16 84 石飛　琴乃(1) 木更津総合高 16 1886 川村　彩美(2) 湖北中
ﾊﾔﾀｹ ｱﾔﾉ

17 8351 早笋　彩乃(2) 千葉大
ﾁﾊﾞ ﾐｲﾅ

18 85 千葉　美奈(1) 木更津総合高

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

ｳｴﾑﾗ ｶﾘﾝ

1 2885 上村　夏凜(2) 高浜中 1
ｻﾜ ｶﾅｴ

2 600 佐和　佳苗(2) 成田国際高 2
ｻｻｷ ﾅﾂｷ

3 1665 佐々木　菜月(1) 千葉女子高 3
ｲｼﾀﾞ ｱﾕ

4 748 石田　愛結(2) 四街道高 4
ｶｸﾀ ﾚﾅ

5 192 角田　嶺奈(2) 茂原高 5
ｽｽﾞｷ ﾚｲﾅ

6 5052 鈴木 伶奈(1) 稲毛高附属中 6
ﾌﾅﾉ ﾕｳ

7 881 舩野　有羽(2) 四街道高 7
ﾖｺﾔﾏ ﾐｻｷ

8 872 横山　美咲(1) 千葉敬愛高 8
ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ

9 2434 塚本　萌(2) 沼南高
ｶﾒｵｶ ｸﾙﾐ

10 916 亀岡　くるみ(1) 千葉敬愛高
ﾔﾏｳﾁ ｼｵﾘ

11 221 山内　志織(2) 成東高
ｽｽﾞｷ ﾕﾒｶ

12 907 鈴木　結芽香(1) 千葉敬愛高
ｷﾄﾞﾜｷ ｶｽﾐ

13 1234 木戸脇　香澄(2) 日大習志野高

ｼｲﾅ ﾅﾙﾐ

14 177 椎名　成美(2) 長生高

記録 記録

記録



 女子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 12:05 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



 女子3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 10:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
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

ｶﾂﾔﾏ ﾘｮｳｺ

1 1530 勝山　涼子(2) 千葉女子高 1
ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ

2 170 井上　朋美(1) 大多喜高 2
ｸﾘﾀ ｶﾎ

3 830 栗田　佳歩(2) 実籾高 3
ｲｼﾂｶ ｱﾔ

4 835 石塚　綾(1) 実籾高 4
ﾖｼｲｹ ﾆﾅ

5 839 吉池　仁奈(1) 実籾高 5
ｱﾘﾅﾐ ｸﾐｺ

6 2438 蟻浪　公実子(1) 松戸六実高 6
ｶﾄｳ　ﾅﾅﾐ

7 1051 加藤　七海(2) 千葉経大附高 7
ｲｼｲ ｱﾐ

8 1307 石井　亜美(1) 春日部東高 8
ｺﾞｷﾀ ﾁﾋﾛ

9 527 五木田　千尋(2) 銚子高
ﾖｼｶﾜ ｶﾅ

10 2091 吉川　香奈(1) 専修大松戸高

ﾃﾗｳﾁ ﾊﾙｶ

11 2461 寺内　晴香(1) 専修大松戸高

ﾜﾀｾ ﾘﾅ

12 706 渡瀬　梨奈(2) 佐倉高
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕｶ

13 580 小林　亜由佳(2) 佐原高
ｿｳﾏ ﾏﾔ

14 1921 相馬　摩耶(1) 湖北中
ﾏﾅﾍﾞ ﾐﾕ

15 802 真部　未有(2) 八千代松陰高

ｵﾊﾞﾀ ﾐｻｷ

16 801 小幡　美岬(2) 八千代松陰高

ｵｶﾆﾜ ﾏﾔ

17 1286 岡庭　茉耶(2) 春日部東高
ｸﾗｼﾏ ﾕｲ

18 803 倉島　結衣(2) 八千代松陰高

ｵﾉ ｼｵﾝ

19 797 小野　汐音(2) 八千代松陰高

ｲｲ ﾏﾕｺ

20 804 伊井　萌佑子(1) 八千代松陰高

ｲﾄｳ ﾐﾘ

21 796 伊藤　美璃(2) 八千代松陰高

ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ

22 3793 山下　萌 鶴嶺高
ｼﾏﾀﾞ ﾐｸ

23 1268 嶋田　実久 常磐高
ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞｷ

24 163 鈴木　瑞生(2) 大多喜高
ﾊｼﾓﾄ ﾓｴ

25 1865 橋本　萌(1) 千葉日大一高

ﾅｶﾞﾏﾂ ｷｮｳｶ

26 1866 永松　杏夏(1) 千葉日大一高

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：佐藤　孝太朗

3月24日 10:20 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

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ

1 8479 宮﨑　友里花(1) 順大 1
ｻﾞﾏ ｼｵﾘ

2 629 座間　栞 成田高 2
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ

3 8476 高橋　優菜(1) 順大 3
ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ

4 8474 白石　由佳子(1) 順大 4
ﾊﾅﾀﾞ ｻｴ

5 8466 花田　咲絵(1) 順大 5
ｺｳﾓﾄ ﾏｵ

6 2279 甲本　まお 八王子学園八王子高 6
ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ

7 7285 西川　真由(3) 順大 7
ｵｵｼﾏ ﾘﾎ

8 7277 大島　里穂(3) 順大 8
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ

9 47 松本　奈々 大体大浪商高

ﾋﾗｵｶ ﾐﾎ

10 52 平岡　美帆 舟入高

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

3月24日 09:05 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
ｳｴﾑﾗ ｱﾔﾉ ｼﾐｽﾞ ﾐｵ

3 188 上村　文乃(2) 茂原高 3 1532 清水　澪(2) 千葉女子高
ｼﾝｼ ﾊﾙﾅ ﾎｿﾔ ｶｴ

4 1444 進士　榛名(2) 学館浦安高 4 239 細谷　佳永(2) 市原中央高
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾕ ｼｲﾅ ｸﾙﾐ

5 829 寺澤　真優(2) 実籾高 5 225 椎名　胡桃(1) 成東高
ｱﾋﾞｺ ﾅﾅ ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾔﾉ

6 7745 安孫子　奈々(3) 順大 6 80 山口　姫也乃(1) 木更津総合高

ｻﾄｳ ｱﾔﾉ ｲｼﾊﾞｼ ﾓﾓｶ

7 37 佐藤　綾乃(1) 市原中央高 7 198 石橋　ももか(2) 東金高
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｶ

8 1869 馬場　由華(1) 日大習志野高 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



 女子400mH(0.762m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 13:05 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
ｵｶﾑﾗ ｱﾝﾉ ﾆｼｵｶ　ﾕｳｷ

3 264 岡村　杏乃(1) 長生高 3 612 西岡 優希(2) 成田北高
ﾀﾑﾗ ﾕｳｶ ﾏﾂﾓﾄ ﾃｨﾅﾁｻﾞﾝｶﾞ

4 721 田村　悠華(2) 佐倉南高 4 1335 松本　ﾃｨﾅﾁｻﾞﾝｶﾞ(2) 春日部東高
ﾅｶﾑﾗ　ｼｵﾘ ﾎﾘ ﾕﾘｶ

5 7769 中村　　栞里(2) 順大 5 832 堀　友莉伽(2) 実籾高
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ ﾎﾘｺｼ　ﾘﾝ

6 7771 山本　　唯弥(2) 順大 6 616 堀越 凛(1) 成田北高
ｱｿｳ ｱﾔ ｲﾁﾑﾗ ﾊﾅｺ

7 175 麻生　亜耶(2) 長生高 7 871 市村　華子(1) 千葉敬愛高
ﾔﾅｷﾞﾊﾞﾕﾐ ｲﾘｴ ﾕｳﾐ

8 10570 柳場　祐美(2) 都三田高 8 687 入江　由海(2) 東京学館高

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

1 1

2 2
ｷﾀﾑﾗ ﾘﾝｶ

3 918 北村　凜花(1) 千葉敬愛高 3
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘﾝｶ

4 1333 畠山　凜郁(2) 春日部東高 4
ｽｽﾞｷ ﾘｻ

5 716 鈴木　理彩(2) 佐倉東高 5
ｵｵｻｶ　ﾕﾉ

6 614 大坂 悠乃(1) 成田北高 6
ﾋｻﾏﾂ ﾋﾅﾉ

7 2086 久松　姫南乃(1) 専修大松戸高 7

8 8

記録 記録

記録



 女子4X100mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 16:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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 幕張総合高 1 日大習志野高

2 成田国際高 2 長生高

3 成田北高 3 成東高

4 銚子高 4 佐原高B

5 市原中央高 5 千葉敬愛高

6 順大 6 佐倉南高

7 佐原高A 7 千葉北高

8 佐倉高 8 四街道高

3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

2 湖北中

3 印旛中

4 千葉日大一高

5 実籾高

6 東金高

7 神崎中

8 高浜中



 女子4X100mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 16:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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4X400mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 16:35 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 大多喜高 4 春日部東高B

5 千葉日大一高 5 市川南高

6 佐原高B 6 佐倉高

7 春日部東高A 7 市原中央高

8 佐原高A

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



一般女子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 13:30 決　勝

決　勝　

ﾋﾛﾅｶ　ﾐﾊﾙ

1 8480 廣中　三春(1) 順大

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



一般女子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 09:30 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

ﾀｶﾅｶ ｽｽﾞｶ

1 8553 髙中　涼夏(1) 日女体大
ﾜｷﾀ ﾐｻｷ

2 8547 和喜田　美咲(1) 日女体大
ﾖｺﾀ　ﾅﾂｺ

3 7288 横田　菜都子(3) 順大



一般女子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ

1 8348 小林　優里(3) 千葉大
ﾅｶﾑﾗ ｻﾔｶ

2 0 中村　紗華(3) 伊志田高
ｷﾑﾗ　ﾋｶﾘ

3 7280 木村　ひかり(3) 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

3月24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

ﾂﾁﾔ ｱｽｶ

1 7081 土屋　明日香(3) 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

3月24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

ｽｷﾞﾀ ﾐｻｷ

1 4681 杉田　実咲(2) 順大



一般女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 11:30 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

ｱﾍﾞ　ﾄｲﾛ

1 27335 阿部　冬彩(1) 順大



高校女子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 13:30 決　勝

決　勝　

ｵｵﾉ ｱｽｶ

1 1334 大野　明日香(2) 市川南高
ﾈﾓﾄ ﾚﾅ

2 583 根本　玲奈(1) 佐原高
ｺｳﾉｽ ﾓｴ

3 217 鴻巣　萌(2) 成東高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵ

4 575 山口　奈央(2) 佐原高
ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ

5 588 林　花音(1) 佐原高
ｶｸﾀﾞﾃ ｻｱﾔ

6 2207 角舘　沙彩(2) 柏高
ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ

7 72 前田　美紅(2) 木更津総合高
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ

8 1626 齋藤　優菜(1) 幕張総合高
ｳｴｻﾞﾄ ﾐﾕｳ

9 1311 上里　美結(2) 春日部東高
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ

10 1629 池田　遥香(1) 幕張総合高
ﾎｼﾉ　ﾕｷ

11 1617 星野　有紀(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：佐藤　孝太朗

3月24日 10:30 決　勝

決　勝　

ﾕﾊﾗ ｾﾘﾅ

1 912 湯原　星莉奈(1) 佐倉東高
ｸﾛｶﾜ ﾐｽﾞｷ

2 714 黒川　瑞希(2) 佐倉東高
ﾓﾛﾊﾗ ﾘｵﾝ

3 679 諸原　凛音(1) 印旛明誠高
ｲﾄｳ ﾕﾐ

4 719 伊藤　由実(1) 佐倉東高
ｶﾄｳ ﾏｲ

5 713 加藤　麻衣(2) 佐倉東高
ｶﾄﾘ ﾐﾉﾘ

6 587 香取　穂(1) 佐原高
ﾖｼﾉ ﾁｶ

7 675 吉野　千翔(2) 印旛明誠高
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕﾒ

8 577 宮川　夢(2) 佐原高

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：佐藤　孝太朗

3月24日 09:30 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

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ

1 897 中村　南美(1) 千葉英和高
ｵｵｸﾎﾞﾐｸ

2 10571 大久保　美空(1) 都三田高
ｵｵｲｼ　ﾊﾙｶ

3 615 大石 遥日(1) 成田北高
ﾌｼﾞｼﾛ ﾕｳ

4 1155 藤代　優羽(1) 船橋芝山高
ｵｶﾞﾜ ｱｵｲ

5 723 小川　葵(2) 佐倉南高
ｸﾘﾊﾞﾗ ﾐｽｽﾞ

6 2208 栗原　珠涼(2) 柏高
ﾏｽﾀﾞ ﾅﾂﾐ

7 1669 増田　夏海(1) 千葉女子高
ｻｾ ﾒｲﾔ

8 172 佐瀨　明弥(1) 大多喜高
ﾊﾟｰｸ ﾐﾅ

9 1689 パーク　美奈(1) 千葉経大附高
ﾉﾑﾗ ﾏｵ

10 724 野村　真緒(2) 佐倉南高
ﾓﾘｻﾜ　ﾕｲ

11 619 森澤 由衣(1) 成田北高
ﾊｼﾓﾄ ｱﾘｻ

12 173 橋本　有咲(1) 大多喜高
ｳﾉｻﾞﾜ ﾐｸ

13 295 宇野澤　未来(2) 大多喜高
ｵｶﾞﾀ ﾐﾖｺ

14 87 尾形　美保子(1) 木更津総合高
ｻｲﾄｳ ﾕﾘ

15 1236 齋藤　友里(2) 日大習志野高
ｵｼﾓﾄ　ﾘﾅ

16 1631 押元　里菜(1) 幕張総合高
ﾀﾈﾑﾗ ｱｶﾘ

17 676 種村　燎里(2) 印旛明誠高
ｵｶﾑﾗ ﾕｲ

18 844 岡村　侑依(2) 習志野高
ｵｵﾓﾘ ｾﾅ

19 523 大森　聖菜(2) 銚子高
ﾓﾘｶﾜ ｱﾔ

20 1251 森川　亜弥(1) 千葉日大一高
ｶﾜｼﾏ ｱﾔﾉ

21 1584 川島　綾乃(2) 千葉北高
ﾊｽﾐ ｱｶﾈ

22 1306 蓮見　明音(1) 春日部東高
ﾀｼﾛ ﾅﾂﾐ

23 747 田代　菜摘(2) 四街道高
ｶﾄｳ ｱﾔﾉ

24 1630 加藤　綾乃(1) 幕張総合高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ

25 1285 渡辺　愛(2) 春日部東高
ｲﾄｳ ｶﾅ

26 1614 伊藤　花名(2) 幕張総合高
ﾅｶﾀ ｷﾎ

27 0 中田　嬉歩(3) 白梅学園高
ｽｽﾞｷ ﾊﾅ

28 1620 鈴木　初菜(2) 幕張総合高



高校女子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24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

ｶﾄｳ ﾁﾊﾙ

1 8801 加藤 千晴(3) 稲毛高附属中
ﾅｶﾀ ﾐｻｷ

2 1332 仲田　美咲(2) 春日部東高
ｳｲ ｽｽﾞｶ

3 582 宇井　鈴花(1) 佐原高
ｶﾀﾋﾗ ﾐｸ

4 1653 片平　美空(1) 千葉北高
ﾄﾐﾔﾏ ﾅﾂﾐ

5 690 冨山　夏美(2) 東京学館高
ｼｶｲ ﾙｱ

6 688 四海　流星(2) 東京学館高
ｼﾝｼ ｽｽﾞﾅ

7 1443 進士　珠名(2) 学館浦安高
ｽｶﾞｻﾜ ﾓﾓｺ

8 689 菅澤　桃子(2) 東京学館高
ﾊﾔｼ ｽｽﾞｶ

9 3486 林  鈴夏(2) 都戸山高



高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24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

ﾌｸﾓﾄ ﾔﾖｲ

1 1664 福本　弥生(2) 千葉北高
ｵｵﾂｷ ｱｲﾐ

2 878 大槻　愛美(1) 印旛明誠高



高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24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

ﾓﾘｶﾜ ﾙﾅ

1 677 森川　月(2) 印旛明誠高
ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ

2 1627 松田　青空(1) 幕張総合高
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾅ

3 717 藤原　咲南(2) 佐倉東高
ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ

4 200 鈴木　栞(2) 東金高
ｲﾉｳｴ ｱｶﾈ

5 0 井上　紅(3) 磯部高
ｲｸﾞﾁ ｿｳﾀ

6 972 井口　颯太(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：佐藤　孝太朗

3月24日 11:30 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

ｵｵﾀ　ﾚｲ

1 762 太田　玲依(2) 四街道北高
ｵｵﾀ　ﾊﾙｶ

2 763 大田　晴奏(1) 四街道北高
ｺｼｶﾜ ﾕｶ

3 199 越川　優香(2) 東金高
ｱｼｻﾞﾜ ﾅﾂｷ

4 293 芦沢　菜月(1) 長生高
ｼﾉｻﾞｷ ｱｵｲ

5 289 篠崎　葵(1) 茂原高
ｲﾃﾞｵ ﾙﾈ

6 81 井手尾　月寧(1) 木更津総合高
ﾊﾅﾜ ｱｽｶ

7 695 塙　明日華(1) 東京学館高
ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ

8 0 高橋　七海(3) 八千代松陰高
ｲｿﾀﾞ ﾐｶ

9 0 磯田　実華(3) 春日部東高



高校女子やり投(600g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 09:00 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

ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾉ

1 1531 工藤　智乃(2) 千葉女子高
ｵｼｵ ﾁﾋﾛ

2 865 押尾　千尋(2) 千葉敬愛高
ﾎﾝﾏ　ｼﾞｭﾝ

3 877 本間 潤(1) 成田北高
ｵｵｶﾜ ﾐｸ

4 862 大川　弥久(2) 千葉敬愛高
ｻﾜﾀﾞ ｼｵﾘ

5 837 澤田　栞(1) 実籾高
ﾐｷ ｼﾞｭﾝﾅ

6 888 三木  洵那(1) 成田国際高
ｼｲﾅ ﾐﾕ

7 1655 椎名　未結(1) 千葉北高
ｲﾏﾐﾔ ｱｽｶ

8 202 今宮　明日香(1) 東金高
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｻｷ

9 605 山﨑　海咲(1) 成田国際高
ｼﾝｼ ﾓｴﾅ

10 1852 進士　萌名(1) 学館浦安高
ｲﾉｳｴ ﾚｲﾅ

11 205 井上　玲奈(1) 東金高
ﾀﾑﾗ ﾓﾓｶ

12 2466 田村　萌々香(1) 松戸六実高
ｲﾅｶﾞﾜ ﾚｲｶ

13 712 稲川　鈴花(2) 佐倉東高
ﾋｷﾁ ﾄｳｺ

14 833 引地　藤子(2) 実籾高
ｵｵｸﾎﾞ ﾏｲ

15 828 大久保　舞(2) 実籾高
ｼﾉﾂｶ ﾐｻｷ

16 686 篠塚　美咲(1) 東京学館高
ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ

17 919 林　歩弥(1) 千葉敬愛高
ｼﾏ ﾅﾅｺ

18 2047 嶋　菜々子(2) 松戸六実高
ﾓﾘ ﾋﾅｺ

19 1336 森　陽菜子(2) 市川南高



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 09:00 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3
ｲｹﾀﾞ ｸﾙﾐ

4 3079 池田　くるみ(1) 高浜中
ｷﾉｼﾀ ﾘｵ

5 465 木下　莉緒(2) 神崎中
ｸﾏｶﾞｲ ｴﾐｶ

6 3084 熊谷　咲実花(1) 高浜中

7

8

記録



中学女子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24日 13:30 決　勝

決　勝　

ﾋｵｷ ﾕｳﾅ

1 5258 日置　優那(1) 東金中
ﾀｶﾓﾄ ﾘｴ

2 507 高本　理恵(1) 神崎中
ﾉｸﾞﾁ ﾊﾅｺ

3 1472 野口　華子(1) 神崎中
ﾆｼﾔﾏ ﾐｳ

4 1998 西山　美羽(1) 湖北中

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：佐藤　孝太朗

3月24日 10:30 決　勝

決　勝　

ﾐｶﾐ ｱｵﾊﾞ

1 2883 三上　藍葉(2) 高浜中
ｽｽﾞｷ ﾏﾎ

2 509 鈴木　真歩(1) 神崎中
ﾀｶｳﾁ ｺｺﾛ

3 466 髙内　心(2) 神崎中

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：佐藤　孝太朗

3月24日 09:30 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

ｶﾄｳ ｻｱﾔ

1 1471 加藤　里彩(1) 神崎中
ｶﾄﾞﾉ ﾉﾄﾞｶ

2 8803 角野 暖(3) 稲毛高附属中
ｻﾄｳ ﾕｶ

3 3080 佐藤　由香(1) 高浜中
ﾊﾔｶﾜ ﾚｲﾅ

4 3081 早川　麗奈(1) 高浜中



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

3月24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

ﾈﾓﾄ ﾐｽﾞｷ

1 468 根本　光希(2) 神崎中


