
 男子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 15:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｻｻｷﾚﾝ ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ

2 5241 佐々木　蓮(1) 順大 2 1607 清水　悠二朗 ＡｇａｉＮ
ｸﾞﾚｺﾞﾘｰｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ ﾂﾀﾞ ﾖｳﾍｲ

3 2140 グレゴリー　セドリックデノン(1) 順大 3 494 津田　庸兵(2) 東北学院大
ｻｶﾞﾜｵﾀﾋﾞｵ ｺﾝﾉ ﾋﾛﾑ

4 2010 佐川　オタビオ(4) 順大 4 479 今野　洋夢(3) 東北学院大
ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝﾀ イシハラ コウタロウ

5 478 熊谷　慎太(3) 東北学院大 5 6040 石原 光太郎(4) 東京理科大
ﾅｶﾑﾗﾘｮｳﾏ ｷﾀｶﾞﾜﾀｶﾏｻ

6 2114 中村　僚真(2) 順大 6 2007 北川　貴理(4) 順大
ﾋﾛｾ ｶｹﾙ ｶﾜｼﾏ ﾀｽﾞﾏ

7 1102 廣瀬　翔(2) 八千代高 7 2006 川島　鶴槙(4) 順大
ﾂﾁﾔｼﾞｭﾝﾔ

8 8 2022 土屋　順哉(4) 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
ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ ﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳﾔ

2 2150 中田　英駿(1) 順大 2 3507 田邊　祐弥(2) 千葉大
ｼｶﾀ ｺｳｲﾁ ｲﾜﾄ　ｼｭﾝﾔ

3 1215 四方　光一(2) 千葉英和高 3 3505 岩戸　隼哉(2) 千葉大
ﾄﾐﾅｶﾞﾀｸﾏ ｻﾄｳ ﾉﾘﾋﾄ

4 5247 富永　琢磨(1) 順大 4 1100 佐藤　識仁(2) 八千代高
ﾜｼｵﾄﾓｷ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ

5 5255 鷲尾　智樹(1) 順大 5 2155 松田　太一(1) 順大
ﾐﾔﾔﾏ ｼｮｳ ｳﾗﾔﾏ ｹｲﾀ

6 979 宮山　翔 KTC 6 3467 浦山　慶太(2) FULL SPEED
ﾀﾏｷ ｼｮｳｺﾞ ﾁｮｳﾐｷﾂﾗ

7 2019 玉置　将吾(4) 順大 7 2020 長　幹連(4) 順大
ﾌｼﾞﾀｼｮｳﾍｲ ｱｶｼ ｹﾝｼﾝ

8 2120 藤田　祥平(2) 順大 8 5229 赤司　健槙(1) 順大

5組 (風:     ) 6組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ﾐﾔﾍﾞ ﾄｳﾔ

2 2133 山口　大我(2) 順大 2 1119 宮部　灯哉(1) 八千代高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾋｻ ｱｼﾞﾛ ﾐﾂｷ

3 7092 小林　史尚(3) 白鴎大 3 1106 網代　充樹(2) 八千代高
ｱｻｳﾐ ｼﾝﾉｽｹ ｱﾗｶﾜ ﾀｲﾁ

4 1099 浅海　慎之助(2) 八千代高 4 10105 荒川　泰知(3) 東工大附高
ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳ ｴﾉﾓﾄ ｱﾂﾔ

5 2889 髙田　将 Team Accel 5 53620 榎本　敦也(2) 調布南高
ﾜﾀﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ

6 6072 渡部　恭平(3) 東邦大 6 4618 島田　翔太(2) 帝京平成大
ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾏ ﾄﾍﾞ ｹｲｽｹ

7 4792 西川　悠真(2) 千商大 7 4520 戸部　圭佑(2) 千葉工大
ｶﾀﾔﾏ ﾁﾋﾛ ｱｷﾋﾛ ﾂﾖｼ

8 1357 片山　千智 成田陸協 8 53607 秋廣　鴻(3) 調布南高

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

6月9日 15:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13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
ｵｷﾞﾜﾗ ｹﾝｺﾞ

1 1 1219 荻原　健吾(1) 千葉英和高
ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｸ ｻｻｶﾜ ﾀｸﾐ

2 1109 菅原　陸(2) 八千代高 2 0 笹川　拓海(1) 帝京平成大
ﾊｾﾍﾞ　ｻﾄﾐ ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ

3 3483 長谷部　智巳(2) 千葉大院 3 3206 内堀　駿太郎(1) 日大生産
ｻﾄｳ　ｼｭｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ

4 3493 佐藤　洲太(2) 千葉大院 4 2554 中村　生 one's
ﾌｼﾞｲ ﾕｷﾔ ｽｷﾞﾊﾗ  ﾘｭｳﾏ

5 1101 藤井　幸哉(2) 八千代高 5 10103 杉原　隆真(3) 東工大附高
ｶﾏﾀ ｹﾝﾄ ｶﾜｻｷ ﾕｳﾀ

6 1728 鎌田　健斗(2) 千葉北高 6 1214 川崎　湧太(2) 千葉英和高
ｲｼｶﾜ ﾕｳﾋ ｱﾗｲ ｶｽﾞﾏｻ

7 22910 石川　雄飛(1) 関東第一高 7 5986 荒井　一成(2) 千葉工大
シライシ ﾕｳｷ ﾅｶﾖｼ ﾋﾛﾔ

8 3722 白石　侑己(3) 玉川大 8 1120 中吉　紘也(1) 八千代高

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
ﾏｻｷ ﾋﾛﾄ ｶﾅﾓﾘ ｴｲｼﾞ

1 10113 正木　滉人(2) 東工大附高 1 1123 金森　永時(1) 八千代高
ﾐﾄｶﾞﾜ ﾔｽｼ ｲﾜｷﾘ ﾀﾞｲｷ

2 6060 水戸川　泰士(2) 国際医大 2 10127 岩切　大起(3) 東工大附高
ｻﾄｳ ﾕｳｷ ｷﾑﾗ ﾌｳｶﾞ

3 1404 佐藤　悠稀(1) 八千代高 3 4617 木村　楓雅(2) 帝京平成大
ﾆｲﾊﾘ　ﾊﾔﾄ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳﾔ

4 3244 新治　勇人(3) 麻生高 4 2553 永沼　亮哉 one's
ﾎｼｺ ﾖｳﾍｲ ｵｼﾞﾏ　ﾘｭｳﾀ

5 3445 星子　耀平(1) 東葛飾高 5 3242 小島　竜太(3) 麻生高
ｲｼｻﾞｷ ﾘｮｳ ｽﾄﾞｳ ﾀｲｷ

6 10114 石﨑　　諒(2) 東工大附高 6 10107 須藤　大輝(2) 東工大附高
ｺﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ

7 1238 小松　正博 FULL SPEED 7 2325 佐藤　悠磨(2) 鎌ケ谷西高
ｶﾐﾔ ｶｲﾄ ｻｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ

8 35142 神谷　海人(2) 淑徳巣鴨高 8 8193 齋藤　虎太郎(3) 印旛中

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
ﾔﾏｶﾞﾀ ｶｽﾞｷ ｽｴﾖｼ ﾋﾛｷ

1 2590 山形　和暉(1) 千葉北高 1 2434 末吉　浩樹 国武大ＡＣ
ﾀﾅｶ ﾘｮｳ ﾐﾅﾄ ｼﾝｼﾞ

2 2592 田中　椋(1) 千葉北高 2 1409 湊　慎司(1) 八千代高
ﾏｷｼﾏ　ｺｳｽｹ ﾀﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ

3 3206 巻嶋　康介(2) 麻生高 3 209 多本　史彦 千葉陸協
ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ

4 13929 原田　駿(1) 慶應三四会 4 1090 中村　祐一郎 東京陸協
ﾅｶﾞﾂﾏ ｼｮｳﾍｲ ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾄ

5 3925 長妻　翔平(1) 東葛飾高 5 1837 岡本　優人(1) 犢橋高
ﾐﾉﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ

6 1243 箕輪　惇一 FULL SPEED 6 10108 畠山　凛太郎(2) 東工大附高
ｼｹﾞﾏﾂ ﾘｭｳﾉｽｹ ｵｵﾑﾗ ﾅｵﾄ

7 10101 重松　龍之介(1) 東工大附高 7 1408 大村　直人(1) 八千代高
ｺｲﾃﾞ ﾘｸ ｷﾀﾔﾏ ﾕｳｷ

8 2629 小出　陸(1) 千葉北高 8 1407 北山　優希(1) 八千代高

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

6月9日 15:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　13組

13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

ｳﾀﾞ ﾐﾂｷ

1 1421 宇田　光輝(1) 千葉英和高 1
ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞｴｲ

2 2644 北川　慈英(2) 印旛中 2
ﾐﾉﾜ　ﾐﾂｷ

3 3207 箕輪　光喜(2) 麻生高 3
ｵｻﾞｷ ｱｷﾗ

4 1425 尾﨑　旭(1) 八千代高 4
ｶﾀﾉ ﾊﾙｷ

5 8192 片野　晴貴(3) 印旛中 5
ﾅｶﾞﾔﾏ　ﾂﾊﾞｻ

6 0 永山　翼(1) 麻生高 6
ｶﾀｵｶ　ﾋﾅﾀ

7 2546 片岡　日向 one's 7
ﾃﾗﾓﾄ ﾏｻﾄ

8 2651 寺本　雅人(2) 印旛中 8

記録



 男子200m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 12:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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
ｱｻﾘ ﾀｸ ﾊﾔｼ ｱｷﾌﾐ

2 3523 浅利　拓(1) 千葉大院 2 3503 林　瑛良(2) 千葉大院
ｸﾞﾚｺﾞﾘｰｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

3 2140 グレゴリー　セドリックデノン(1) 順大 3 4469 前田　峻佑(3) 高経大
ｷﾀｶﾞﾜﾀｶﾏｻ ﾖﾈﾈｶﾞ ﾔﾏﾄ

4 2007 北川　貴理(4) 順大 4 1098 米永　大和(3) 八千代高
ﾅｶﾑﾗﾘｮｳﾏ ｶﾆ ｼｮｳﾀ

5 2114 中村　僚真(2) 順大 5 1103 可児　彰大(2) 八千代高
ﾄﾐﾅｶﾞﾀｸﾏ ｻｶﾏｷ ﾄﾓﾀｶ

6 5247 富永　琢磨(1) 順大 6 3433 坂巻　知卓(2) 東葛飾高
ﾜｼｵﾄﾓｷ ｺﾀﾞﾏ ﾌｳﾀ

7 5255 鷲尾　智樹(1) 順大 7 3449 小玉　風太(1) 東葛飾高
ﾓｶﾞﾐｺｳｷ ﾉﾍﾞ ﾋﾛﾔ

8 2035 最上　功己(4) 順大 8 2329 野邊　紘矢(1) 鎌ケ谷西高

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
ﾖﾂﾔ ﾘｸ

1 1 2897 四谷　莉久(1) 鎌ケ谷西高
ﾐｽﾞｵﾁ ﾀｲﾁ ﾋﾗｲ ﾐﾂｷ

2 3435 水落　大智(2) 東葛飾高 2 2330 平井　光軌(1) 鎌ケ谷西高
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ ｺﾞﾄｳ ﾙｷｱ

3 918 内山　雄貴(2) 印旛明誠高 3 2586 後藤　瑠綺亜(1) 千葉北高
ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ ﾌｸﾏ ﾊﾙﾄ

4 916 尾形　勇樹(2) 印旛明誠高 4 2328 福間　温人(2) 鎌ケ谷西高
ｼﾐｽﾞ ﾂﾈﾖｼ ｻｼ ﾂﾊﾞｻ

5 1606 清水　庸義 ＡｇａｉＮ 5 2550 佐志　翼 one's
ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ ｱﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ

6 117 鈴木　恒平 千葉陸協 6 2588 阿部　虎之介(1) 千葉北高
ﾋﾗｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ ｳﾁﾔﾏ　ｷﾖﾄ

7 1731 平川　日向(2) 千葉北高 7 3201 内山　聖人(2) 麻生高
ﾋｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ

8 35105 菱本　一輝(2) 淑徳巣鴨高 8 2896 田中　穂(1) 鎌ケ谷西高

5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

ｼﾞﾝﾊﾞ ｶｽﾞｷ

1 53 神場　一輝 ＣＤＦＴ＆ＦＣ 1
ｺﾝﾄﾞｳ　ﾀｸﾏ

2 0 近藤　匠真(1) 麻生高 2
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

3 10109 樋口　裕太(1) 東工大附高 3
ﾂｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ

4 3332 辻田　遥斗(1) 鹿島高 4
ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ

5 2547 河村　拓海 one's 5
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｼﾞ

6 1832 村松　輝治(2) 犢橋高 6
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ

7 3335 萩原　梢悟(1) 鹿島高 7
ｲｲﾂﾞｶ ﾂﾊﾞｻ

8 6492 飯塚　翼(1) 印旛中 8

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

6月9日 14:35 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

ｶﾀｵｶ ﾖｼｶﾂ

1 1 275 片岡　佳功 UNITE
ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲｼﾞ ﾜｶｽｷﾞ　ｱｽｶ

2 3344 宮本　励治(3) 鹿島高 2 3494 若杉　飛鳥(2) 千葉大
ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾕｷ ｱｷﾔﾏ ｼﾞﾝｺﾞ

3 2162 白石　浩之(2) 順大院 3 4796 秋山　仁吾(2) 千商大
ﾂﾁﾔｼﾞｭﾝﾔ ｸﾗﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ

4 2022 土屋　順哉(4) 順大 4 1949 倉本翼 みちるAC
ｵｵｶﾜ ﾄﾓｷ ｲｼﾀﾞｼｮｳﾀ

5 3469 大川　智輝(2) FULL SPEED 5 9102 石田　正大 ID-JAPAN
ﾜｶﾅ ﾕｳﾀ ﾌｼﾞﾐ ﾏﾅﾄ

6 2905 若菜　優太 Team Accel 6 1834 藤見　真波人(1) 犢橋高
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙ ﾀｳﾗ ｼｭﾝｽｹ

7 1104 池田　青(2) 八千代高 7 1118 田浦　駿介(1) 八千代高
ﾓﾘ ｿｳﾀﾞｲ ｻﾄｳ ﾚｵ

8 2129 森　壮大(2) 順大 8 507 佐藤　玲緒(3) 国武大

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

ﾎﾘｺｼ　ｹｲﾄ ｺｳﾉ  ﾘｭｳﾀﾛｳ

1 3245 堀越　啓人(3) 麻生高 1 10102 河野　龍太郎(3) 東工大附高
ﾅｶﾞﾊｼ ﾀｹｼ ｸﾏｸﾗ ﾀｲﾁ

2 1240 永橋　武 FULL SPEED 2 921 熊倉　泰一(1) 印旛明誠高
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳ ｵﾀﾞﾊﾗ ﾕｳｷ

3 1202 米澤　諒 ダイバーシティ 3 1122 小田原　優樹(1) 八千代高
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾁﾋﾛ

4 10130 酒井　一磨(2) 東工大附高 4 8198 五十嵐　道大(3) 印旛中
ｶﾂﾏﾀ ｱｷﾋﾛ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾉ

5 1062 勝俣　章博 東京陸協 5 1121 鈴木　翔之(1) 八千代高
ｱｵｷ ｼｮｳﾏ ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

6 2539 青木　聖真 one's 6 3302 坂本　千真(2) 鹿島高
ヤマダ　コウイチ ﾀｶﾅｼ ﾏｻｷ

7 62 山田　宏一 彩tama陸上 7 1124 高梨　剛生(1) 八千代高
ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾄ ｽｷﾞﾑﾗ　ｼｭｳｽｹ

8 1105 清水　善仁(2) 八千代高 8 0 杉村　脩輔(1) 麻生高

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800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

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

ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ ｸﾏｶﾞｲ　ﾜﾀﾙ

1 2124 三上　椋平(2) 順大 1 4606 熊谷　航(2) 帝京平成大
ｲﾑｷ ｼﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾔﾏ ﾘｵ

2 673 井向　晋太郎 NECﾈｯﾂｴｽｱｲ 2 2026 中山　理生(4) 順大
ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ

3 2001 梅谷　健太(4) 順大 3 5256 吉村　佳祐(1) 順大院
ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾕｷ ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ

4 2162 白石　浩之(2) 順大院 4 1561 櫻井　大介 東京陸協
ｵｵｷ ﾏﾅﾌﾞ ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

5 3288 大木　学 FORZA 5 2104 鈴木　顕人(2) 順大
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ ｷﾑﾗ　ｼｮｳｺﾞ

6 2156 丸山　脩太(1) 順大 6 3506 木村　彰吾(2) 千葉大
ｻｲﾄｳ　ｶｽﾞｷ ｵｱﾅ ｴｲｷ

7 4029 斉藤　和輝 東京都庁 7 5233 小穴　英気(1) 順大
ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ

8 2151 根本　大輝　(1) 順大 8 3326 川上　純一(3) 鹿島高

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

ﾑﾗﾀ　ﾋﾃﾞﾅﾘ ｺﾝﾄﾞｳ ｲﾌﾞｷ

1 183 村田　英誠 盛岡市陸協 1 3304 近藤　惟吹(2) 鹿島高
ﾖｼﾀﾞ ﾁｶﾗ ｲﾇｶｲ ﾅｵｷ

2 0 吉田　力(1) 専修大松戸高 2 10117 犬飼　直希(2) 東工大附高
ｻﾅﾀﾞ ｱｽﾄ ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾉﾘ

3 2100 真田 明日人(2) 順大 3 5246 竹内　辰徳(1) 順大
ｶｶﾞﾐ ﾊﾔﾄ ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｷ

4 1112 鏡　勇人(2) 八千代高 4 3329 安部　瑞輝(3) 鹿島高
ﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲﾁ ｵｵｼﾏ ｶﾞｸﾄ

5 6584 田邉　大地(2) 千葉大 5 915 大島　岳人(2) 印旛明誠高
ハマサキ コウタロウ ﾆｼﾊﾗ ﾚﾝ

6 6616 浜崎 航太郎(3) 星陵AC 6 3330 西原　蓮(3) 鹿島高
ﾎﾘｺ ｼﾀｸﾔ ｲｽﾞﾐｶﾜ ﾀｸ

7 3265 堀越　拓哉 FORZA 7 2167 泉川　拓 Team Vinaka
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

8 167 渡辺　真伍 十条SC 8 35111 吉田　龍生(2) 淑徳巣鴨高

5組 タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1
ｺﾄｸ ﾀﾞｲﾁ

2 3345 古徳　大智(3) 鹿島高 2
ﾏﾂｻﾞｷ ﾔｽﾌﾐ

3 4513 松崎　康文(4) 千葉工大 3
ﾑﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ

4 5449 村川　雄一 AQRC 4
ｵｵﾜ　ｹﾝﾀ

5 3202 大輪　健太(2) 麻生高 5
ｱｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

6 8197 芦田　優太郎(3) 印旛中 6
ｶﾐﾑﾗ ｹｲｺﾞ

7 3207 上村　啓吾(1) 日大生産 7
ｻｲﾄｳ ｿｳｺﾞ

8 8199 齋藤　颯梧(3) 印旛中 8

記録 記録

記録 記録

記録



 男子800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 13:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 16:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ ｸｽﾉｷ ﾕｳﾄ

1 1426 中村　文也(1) 千葉英和高 1 1117 楠　優斗(2) 八千代高
ｵｵﾂｶ　ｹｲﾖｳ ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

2 0 大塚　啓洋(1) 麻生高 2 1116 上田　亮介(2) 八千代高
ｺｳﾀﾞ ｱｵｲ ｱｻﾘ ﾖｼﾛｳ

3 1419 香田　碧海(1) 千葉英和高 3 1097 浅利　吉郎(3) 八千代高
ｻﾜ ﾖｼﾕｷ ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲﾔ

4 1596 澤　好幸 Team SHOIN 4 1125 長谷川　聖也(1) 八千代高
ｴﾋﾞﾊﾗ ｻﾄｼ ｶﾄﾞﾔ ｹｲﾀ

5 6499 海老原　慧(1) 印旛中 5 3446 角谷　圭太(1) 東葛飾高
ｸﾏｻﾞﾜ ｲﾂｷ ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ

6 2589 熊澤　樹(1) 千葉北高 6 2161 土谷　晴喜(1) 船橋法典高
ﾕｷﾀ ﾌｳﾄ ﾌｼﾞﾉ ｼｭﾝﾀ

7 2591 雪田　楓斗(1) 千葉北高 7 1836 藤野　俊太(1) 犢橋高
ｺﾏﾂﾔﾏ ﾀｲｾｲ ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ

8 2584 小松山　泰生(1) 千葉北高 8 5244 高野　寛之(1) 順大
ｾﾝﾙｲ ｼｭﾝﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ

9 2630 泉類　駿太(1) 千葉北高 9 3426 小林　慎太郎(2) 東葛飾高
ﾀｻﾞｷ ｺｳｶﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂﾔ

10 8194 田﨑　晃雅(3) 印旛中 10 3439 山田　亜都也(2) 東葛飾高
ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝｲﾁ ｵﾉ ﾊﾔﾄ

11 6062 杉本　隼一(2) 国際医大 11 3434 小野　快時(2) 東葛飾高
ｱﾗｲ ｼｭﾝｷ ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ

12 2647 荒井　駿希(2) 印旛中 12 3431 北沢　直也(2) 東葛飾高
ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾔｵ ｵｵｳﾁ ﾄﾓﾔ

13 1405 松﨑　駿(1) 八千代高 13 3438 大内　智也(2) 東葛飾高
ﾈﾓﾄ　ﾕｳｷ ﾖｺﾀ ｶｲﾄﾗﾋﾑ

14 3204 根本　優輝(2) 麻生高 14 3450 横田　海人ラヒム(1) 東葛飾高
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｸﾐ ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ

15 1115 堀口　拓巳(2) 八千代高 15 5250 的場　亮太(1) 順大
ｻﾜﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｵｵﾏ ﾀｶｼ

16 1410 沢田　翼(1) 八千代高 16 2160 大間　隆史(2) 船橋法典高
ｾｷ ｿﾗ

17 35120 関　宙(1) 淑徳巣鴨高
ｵｵﾉ ｼｭｳﾔ

18 2544 大野　修也 one's

記録 記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 16:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

ﾖｺﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾔ ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ

1 5152 横堀　凌也(1) 順大 1 2025 小川　恭平(3) 順大
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾔ ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

2 2283 山田　怜也 ID-JAPAN 2 2119 原田　宗広(2) 順大
ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ ｱｶｲ ﾀﾞｲｷ

3 5251 村上　陸人(1) 順大 3 3099 赤井　大樹 ID-JAPAN
ｸﾘﾀ ﾘｮｳｾｲ ｱﾝｻﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ

4 3322 栗田　凌生(3) 鹿島高 4 929 安西　伸浩 ID-JAPAN
ﾔﾏｻﾞｷ　カイキ コバヤシ　ケイヤ

5 64717 山嵜　海輝(3) 東海大菅生 5 60 小林　慶哉 彩tama陸上
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ ｵｱﾅ ｴｲｷ

6 5239 近藤　悠大(1) 順大 6 5233 小穴　英気(1) 順大
ｵｵﾀｵ ｼｭｳｽｹ ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ

7 1831 大峠　秀介(2) 犢橋高 7 1083 池田　直樹 航空自衛隊熊谷

ｵｷﾓﾄ ﾀｲﾁ ﾔﾏﾀﾞ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

8 161 沖元　太一 十条SC 8 3486 山田　純平(4) 千葉大
ｲﾜﾀ ﾕｳｷ ﾔﾏﾀﾞ　ﾖｳﾍｲ

9 2542 岩田　悠希 ID-JAPAN 9 1661 山田　陽平(4) 日大
ﾅｶﾀﾞ　ﾘｮｳﾍｲ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾗｲ

10 3491 仲田　燎平(4) 千葉大 10 1221 長谷川　みらい(2) 水城高
ｼﾊﾞﾊﾗ　ｹﾝｺﾞ ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｷ

11 3508 芝原　健悟(3) 千葉大 11 1216 永岡　佑樹(2) 水城高
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ ｶﾈｺ ﾃｯﾍﾟｲ

12 3323 今泉　祐哉(3) 鹿島高 12 1219 金子　鉄平(2) 水城高
ｵｵﾇﾏ ｺｳﾀｶ ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

13 3301 大沼　亨尭(2) 鹿島高 13 2151 根本　大輝　(1) 順大
ﾀｶﾉ ﾕｳﾀ ｼｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ

14 6067 高野　祐大(3) 東邦大 14 2101 塩田　哲平(2) 順大
ｺﾞﾐ ｼｮｳﾀ ｸｼﾉ ｺｳｽｹ

15 1726 五味　翔太 ID-JAPAN 15 6941 櫛野　公資(3) 慶應義塾高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

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



 男子3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 13:45 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

ｳﾒﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

1 2645 梅田　凌真(2) 印旛中 1
ｺﾀﾞﾏ   ﾋﾃﾞｷ

2 280 小玉　英樹 三井化学 2
ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾔ

3 0 松山　集哉(2) 浦和実業高 3
ﾆｼｳﾁ ｺｳｶﾞ

4 3313 西内　光河(1) 鹿島高 4
ｸﾛﾀﾞ ﾋｶﾙ

5 0 黒田　光(2) 浦和実業高 5
ﾅｶﾔﾏ ﾖｼｷ

6 3209 中山　祥希(1) 日大生産 6
ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ

7 3312 佐藤　元(1) 鹿島高 7
ｶﾜﾊﾗ ﾘｭｳﾍｲ

8 3208 川原　隆平(1) 日大生産 8
ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾀ

9 0 徳武　遼太(2) 浦和実業高
ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ

10 5234 蔭山　和敬(1) 順大
ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ

11 1225 平山　尭之(1) 水城高
ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ

12 5248 新津　大地(1) 順大
ﾇﾏﾀ ﾘｮｳﾀ

13 1202 沼田　良太(1) 水城高
ｵｵﾀﾆ ﾕｷﾋﾛ

14 1204 大谷　章紘(1) 水城高
ﾊｺﾀﾞ　ﾕｳﾏ

15 1205 箱田　優馬(1) 水城高
ｳｻﾐ　ﾀﾞｲ

16 1206 宇佐美　大(1) 水城高
ｻｶﾊﾞ　ﾏﾅﾄ

17 1207 坂場　愛騰(1) 水城高
ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ

18 1208 鈴木　伸弥(1) 水城高

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾖｺﾔﾏ　ﾋﾛﾄ ﾖｼｶﾜ ｻﾝｼﾛｳ

1 0 横山　大翔(1) 麻生高 1 1229 吉川　三四郎(3) 水城高
ﾊﾔｼ　ﾀｲｾｲ ｵｵﾀｹ ﾏｻｷ

2 3250 林　泰成(3) 麻生高 2 1213 大竹　将生(2) 千葉英和高
ｵｵｶﾜ　ｹｲﾄ ﾔﾅｼﾏ　ﾀｸﾐ

3 3241 大川　慶丈(3) 麻生高 3 4604 簗嶋　匠(3) 帝京平成大
ﾀｶﾂｶ　ﾂﾊﾞｻ ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞﾋｺ

4 3243 髙塚　飛翔(3) 麻生高 4 1309 阿部　忠彦 第１空挺団
ﾆｼｳﾗ ﾕｳｷ ｱｻﾋ ﾖｳﾀ

5 1221 西浦　佑紀(1) 千葉英和高 5 1404 旭　洋太(3) 轟ＡＣ
ｸﾄﾞｳ　ﾄｸﾏ ｸﾛｶﾜ ｹｲｽｹ

6 3203 工藤　徳真(2) 麻生高 6 371 黒川　恵輔 千葉陸協
ｲﾄｳ　ﾂﾊﾞｻ ｶｼﾏ ｾｲﾔ

7 3240 伊藤　飛翔(3) 麻生高 7 191 鹿嶋　星也 拓大紅陵高
ｸﾛｻｷ ﾘｭｳｷ ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ

8 1217 黒崎　竜暉(2) 千葉英和高 8 188 斎藤　洋道 拓大紅陵高
ﾊﾗ ﾅｵｷ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ

9 1218 原　直希(1) 千葉英和高 9 190 安藤　拓哉 拓大紅陵高
ｶﾈｻﾞｷ ﾕｳｷ ｺﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ

10 13933 金崎　勇貴(1) 慶應三四会 10 196 古場　知宏 拓大紅陵高
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲ ｺｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ

11 6063 中川　大(2) 国際医大 11 51 小島　柊平(3) 浦和実業高
ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ ﾀｹｳﾁ　ﾖｳﾄﾛｳ

12 1220 田中　翔吾(1) 千葉英和高 12 1218 武内　陽大朗(2) 水城高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ ﾊﾀｶﾞﾐ ﾘｸ

13 5931 小林　優太(1) 帝京平成大 13 688 畑上　陸(3) 山梨学院大
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ ﾔﾏﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ

14 1420 斎藤　雄太 GAZELLE 14 2039 山脇　洸乃(4) 順大
ｼﾉﾂｶ　ｹﾝﾉｼﾝ ﾋﾛﾀ ﾀｶｼ

15 3248 篠塚　健之新(3) 麻生高 15 1087 廣田　高至(1) 広島大院
ｲｼﾂﾞｷ ｼﾞｭｷﾔ ｵﾀﾞｼﾏ ｹﾝﾔ

16 5926 石附　寿希也(1) 帝京平成大 16 1311 小田島　賢也 第１空挺団
ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾕｷ ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝﾔ

17 5822 小嶋　和幸(1) 学習院大 17 2145 高橋　惇矢(3) 船橋法典高
ｻﾄｳ ﾏｺﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ

18 251 佐藤　誠 千葉陸協 18 1097 渡邉　駿(1) 広島大院
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳﾔ ｶﾒｲ ｻﾂｷ

19 194 松永　佑弥 拓大紅陵高 19 187 亀井　颯希(3) 拓大紅陵高
ﾔﾉ ﾃﾂﾔ ｶﾜﾀﾞ ﾘｮｳ

20 195 矢野　哲也 拓大紅陵高 20 1201 川田　涼(1) 水城高
ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ ﾓｷﾞ ﾀｸﾐ

21 1228 北村　開(3) 水城高 21 1213 茂木　拓実(3) 水城高
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓﾋﾛ ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

22 2557 米倉　智弘 one's 22 2125 宮田　諄一(2) 順大
ｱﾗｷ　ﾕｳﾀﾛｳ ｶｻｲ ﾀｶﾋﾛ

23 4598 荒木　裕太郎(3) 帝京平成大 23 2003 笠井　孝洋(4) 順大
ｻﾓﾄ ｺｳｷ ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

24 56 佐元　皐起(2) 浦和実業高 24 2122 前田　智広(2) 順大
ﾊﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ

25 189 花澤　主真 拓大紅陵高
ｻｻｷ ﾘｮｳﾄ

26 192 佐々木　亮斗 拓大紅陵高
ｲｿ ｺｳｷ

27 52 磯　幸希(3) 浦和実業高
ｷﾑﾗ ﾅｵﾄ

28 50 木村　直人(3) 浦和実業高
ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳｶﾞ

29 53 須藤　凌我(3) 浦和実業高
ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

30 0 高橋　幸二 オキＨＤ

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 00:00 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

ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳ

1 2051 大場　遼(3) 順大 1
ｺｻｶ ﾀﾂﾔ

2 2056 小阪　竜也(3) 順大 2
ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ

3 2053 香月　翔太(3) 順大 3
ﾏｻｺﾞ ﾋﾛｷ

4 2123 真砂　春希(2) 順大 4
ｼﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ

5 5242 進藤　魁人(1) 順大 5
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ

6 2068 高林　遼哉(3) 順大 6
ﾏﾂｵ ﾘｸ

7 2154 松尾　陸(1) 順大 7
ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ

8 2136 岩嵜　友也(1) 順大 8
ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ

9 1538 田中　良幸 新日鐵住金君津

ﾜﾀﾘ ｶｲ

10 1203 亘理　魁(1) 水城高
ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ

11 2149 出口　航輝(1) 順大
ﾊｯﾄﾘ ﾜｸｳ

12 193 服部　和空 拓大紅陵高
ﾔﾉ ﾅｵｷ

13 2132 矢野　直幹(2) 順大
ﾋﾄﾐ ﾀｶﾕｷ

14 2153 人見　隆之(1) 順大
ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

15 2130 森下　舜也(2) 順大
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ

16 2064 鈴木　雄人(3) 順大
ｽﾄｳ ﾚﾝ

17 1223 須藤　蓮(2) 水城高
ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ

18 2059 小畠　隆太郎(3) 順大
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳ

19 2037 山田　攻(4) 順大
ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｼ

20 2091 内山　将志(2) 順大
ﾔｽﾀﾞ ｶｲﾄ

21 1220 安田　快聖(2) 水城高
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾍｲ

22 2074 難波　皓平(3) 順大
ﾊﾞﾊﾞ ｽﾀﾝ ｹｲ

23 2028 馬場　スタン　恵(4) 順大
ｵﾉ ﾋﾛﾕｷ

24 0 小野　裕幸 日清食品グループ

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

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組



 男子110mH(1.067m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｵｵｳﾗ ﾀﾂｷ

2 6165 大浦　竜城(1) 千商大 2
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ

3 2155 松田　太一(1) 順大 3
ﾀﾏｷ ｼｮｳｺﾞ ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ

4 2019 玉置　将吾(4) 順大 4 1177 小松　太一(2) 日大生産
ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ クギ ダイチ

5 2090 今井　淳平(2) 順大 5 4858 工木 大地(2) 東京理科大
ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ ウチダ トモタカ

6 2150 中田　英駿(1) 順大 6 4841 内田 智崇(2) 東京理科大
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾐ

7 2133 山口　大我(2) 順大 7 35104 片桐　拓海(2) 淑徳巣鴨高

8 8

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 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：佐藤　孝太朗

6月9日 14:15 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
ﾂｼﾞｲ ﾊﾔﾄ

2 2 1729 辻井　隼人(2) 千葉北高
ﾎﾘｴ ﾅｵﾂｸﾞ ﾏﾂｸﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ

3 2032 堀江　直胤(4) 順大 3 1201 眞次　駿英 ダイバーシティ

ﾀﾃﾉ ﾃﾂﾔ ﾀｺﾞ ﾀｲﾖｳ

4 100 舘野　哲也 日立産機 4 1830 多胡　太陽(2) 犢橋高
ｶﾂﾓﾄ ｼﾝﾗ ﾖｼﾊﾗ ﾕｳﾄ

5 2005 勝元　森羅(4) 順大 5 1833 吉原　悠人(2) 犢橋高
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ｻｲﾄｳ ｲｽﾞﾐ

6 2105 鈴木　崇広(2) 順大 6 1095 齋藤　伊澄(3) 八千代高
ｶｼｳﾗ ｹﾝﾄ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ

7 2096 樫浦　健人(2) 順大 7 1094 鈴木　諒太(3) 八千代高
ﾓﾘ ｿｳﾀﾞｲ ﾋﾗｶﾞﾐ ﾕｳﾘ

8 2129 森　壮大(2) 順大 8 10104 平上　侑里(2) 東工大附高

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3000mSC(0.914m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 11:20 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

ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ ｳｵﾇﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

1 12702 鈴木　康平(1) つばさ総合高 1 30849 魚沼　純平(2) 高島高校
ﾑﾗﾀ ﾐﾂﾞｷ ムトウ　レイイチ

2 40 村田　瑞木 静岡陸協 2 425 武藤　麗一(3) 明治大
ｵｵｼﾏ ｺｳﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ

3 13033 大島　鴻太(2) 慶應三四会 3 322 山口　大瑚(3) 仙台大
ﾄﾘｴ ｱﾂﾔ ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｼﾞ

4 35113 鳥江　敦也(2) 淑徳巣鴨高 4 413 丸山　圭司(1) 仙台大
ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾔ ｸﾞﾝｼﾞ ｺｳﾍｲ

5 1199 岸田　悠弥 ダイバーシティ 5 0 郡司　康平 茨城陸協
ｽﾅｶﾞﾜ ﾕｳｷ ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

6 12740 砂川　優貴(2) つばさ総合高 6 1896 吉田　潤 轟AC
ｵｼﾀ ｺｳｷ ｽﾄﾞｳ ﾘｸ

7 9636 尾下　幸輝(3) 國學院高 7 54 須藤　陸(3) 浦和実業高
ﾏﾂｵ ﾕｳｷ ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾏ

8 911 松尾　勇希(3) 印旛明誠高 8 2907 麻田　悠馬(2) 学習院大
ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｿﾞｳ

9 0 林田　隼一郎(2) 専修大松戸高 9 2893 中島　幸藏(3) 学習院大
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛﾄ ｵｷﾓﾘ ｻﾄｼ

10 1224 小玉　大翔(2) 水城高 10 3983 沖守　怜 サンベルクス

ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

11 35147 坂本　達哉(3) 淑徳巣鴨高 11 2130 森下　舜也(2) 順大
ﾌﾉ ﾊﾙｸ ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ

12 55 布野　暖生(2) 浦和実業高 12 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

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

6月9日 11:05 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 印旛中 3 犢橋高

5 淑徳巣鴨高 4 東工大附高

6 麻生高 5 FULL SPEED

7 千葉英和高 6 調布南高

7 鎌ヶ谷西高

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

6月9日 16:50 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 淑徳巣鴨高

5 ダイバーシティ

6 印旛明誠高

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



一般男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 14:00 決　勝

決　勝　

ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ

1 1196 青木　大地 ダイバーシティ
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ

2 4620 中島　真一(2) 帝京平成大
ｲｼｱｲ ﾕｳｷ

3 4611 石合　雄樹(4) 帝京平成大
ｵｶﾞﾀ ﾕｳ

4 464 尾方　悠(2) 国武大
ｷｸﾀ ﾘｮｳ

5 541 菊田　亮(1) 東北学院大
ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷﾖ

6 5245 高橋　宗聖(1) 順大
ﾖﾈﾔ ﾚﾝﾀﾛｳ

7 462 米谷　連太郎(4) 東北学院大
ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ

8 452 吉田　光(3) 国武大
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ

9 439 鈴木　智成(2) 国武大
ｺｲｹ ｱｷﾗ

10 417 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：佐藤　孝太朗

6月9日 12:00 決　勝

決　勝　

ﾎｼﾉ　ﾀｲｼﾞｭ

1 3487 星野　大樹(3) 千葉大
ｴﾋﾞﾀ　ｿﾗ

2 5798 海老田　そら(1) 千葉大
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ

3 2102 柴田　一瞬(2) 順大
ｱﾌﾞﾗﾔ ｹｲｺﾞ

4 5230 油屋　圭吾(1) 順大
ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ

5 5228 川﨑　和也 渡辺パイプ
ｲﾜｶﾜ ｱﾓｳ

6 4794 岩川　天羽(2) 千商大
ｲｼﾏﾙ ｿｳﾀ

7 2087 石丸　颯太(2) 順大
ﾅｸﾞﾓ ｶｲﾔ

8 6166 南雲　海哉(1) 千商大
ｱｿｳ ﾐｷｵ

9 5169 麻生　幹雄(1) 順大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ

10 2041 渡邊　壮(4) 順大
ｵｸ ﾘｸ

11 2138 奥　吏玖(1) 順大
ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

12 2050 内田　涼太(3) 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：佐藤　孝太朗

6月9日 11:00 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

ｵﾘﾊﾗ ﾀｸﾏ

1 2545 折原　巧真 ID-JAPAN
ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ

2 5323 高橋　隼生(1) 国武大
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏﾙ

3 4793 鈴木　琢丸(2) 千商大
ｵﾀﾞ ｺﾞｳｷ

4 1603 小田　豪生 ＡｇａｉＮ
ｺｸﾎﾞ ｶﾝﾀ

5 3308 小久保　寛太 ID-JAPAN
ｶﾜﾊﾀ ｶｲ

6 4790 川畑　夏唯(4) 千商大
ｻﾀﾞﾐﾂ ﾀｶﾉﾘ

7 1175 貞光　孝則 新日鐵住金
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｷ

8 6164 福田　直生(1) 千商大
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂｵ

9 115 山口　光男 ID-JAPAN
ｲｸﾞﾁ ﾘｮｳ

10 5231 井口　亮(1) 順大
ｽｶﾞ ｼﾞｭﾝｷ

11 451 菅　純希(3) 国武大
ミヤケ ユウト

12 4850 三宅 優斗(3) 東京理科大
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾝ

13 6163 山下　雄慎(1) 千商大
ｷｸﾁ ﾄｼﾔ

14 497 菊池　俊哉(2) 東北学院大
ｱﾗｶﾞ ﾀｶﾋﾛ

15 4791 荒賀　崇碩(2) 千商大
ｴﾂﾞﾚ ﾄｼﾔ

16 5345 江連　俊哉(1) 国武大
ﾋﾗｲ ﾘｮｳﾀ

17 499 平井　涼太(3) 国武大
タカハシ タケル

18 3718 髙橋　武(4) 玉川大
ｲﾜｷﾘ ｶｲﾄ

19 6159 岩切　魁人(1) 千商大
ｱﾗｶｷ ﾃﾂﾛｳ

20 444 新垣　徹郎(3) 国武大
ﾐﾔｹ ﾀﾂｷ

21 5351 三宅　樹(1) 国武大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ

22 2141 小林　大起(1) 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

6月9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

ｵﾏﾀ ﾋﾛｼ

1 2095 小俣　洋(2) 順大
ﾈﾓﾄ ｶｽﾞｷ

2 495 根本　和希(2) 東北学院大
ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ

3 436 齊藤　莞太(2) 国武大
ｾｷ ﾄﾓﾔ

4 2065 関　智哉(3) 順大
ｵﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

5 2094 小原　大輝(2) 順大
ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ

6 5232 岩崎　匠海(1) 順大
ﾀｷﾀﾆ ｷｮｳｽｹ

7 2109 瀧谷　京輔(2) 順大
ｶﾜｼﾏ ﾀｽﾞﾏ

8 2006 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

6月9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

ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｺﾞ

1 367 藤田　憲吾 千葉陸協
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ

2 2018 田中　光(4) 順大



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 14:00 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

ｱｶｼ ｹﾝｼﾝ

1 5229 赤司　健槙(1) 順大
ﾆｼﾅｶ　ﾕｳﾀ

2 3485 西中　優太(2) 千葉大
ﾅｶﾞｲ ｺｳｷ

3 2165 長井　晃希(1) 順大院
ｲｼｽﾞｶ ｺｳｽｹ

4 2044 石塚　恒祐(3) 順大
ﾔﾏｾ ﾀｶﾏｻ

5 2505 山瀨　貴雅 いんば学舎



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

6月9日 10:30 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 0 高橋　実 千葉マスターズ
ﾄﾐﾀ ｼｮｳﾍｲ 

2 2899 冨田　将平(3) 学習院大
ｲﾉ ﾀﾞｲｽｹ

3 5352 井野 大亮(1) 国武大
ﾁｬｿﾞﾉ ｱｷﾗ

4 667 茶園   彬 群大TF荒牧クラブ

ﾅｶﾞｾ ﾀｸﾔ

5 5360 長瀬 卓也(1) 国武大
ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ

6 2157 三浦　琢磨(1) 順大
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

7 5356 佐藤 大輔(1) 国武大
ｶﾅﾏﾙ ﾘｭｳｾｲ

8 5355 金丸 龍昇(1) 国武大
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ

9 5354 高橋 龍平(1) 国武大
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ

10 2134 石川　諒(1) 順大
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ

11 2121 藤本　圭吾(2) 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

6月9日 16:00 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

ｱｶｼ ｹﾝｼﾝ

1 5229 赤司　健槙(1) 順大
ﾐｳﾗ ﾀｸﾐ

2 477 三浦　匠(3) 東北学院大
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｺﾞ

3 252 萩原   悠悟(2) 法大Ⅱ部
ﾅｶﾞｲ ｺｳｷ

4 2165 長井　晃希(1) 順大院
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝｾｲ

5 6160 山本　貫誠(1) 千商大
ｲﾉｾ ｶｽﾞｷ

6 2089 猪瀬　和希(2) 順大
ﾋﾉ ﾘｮｳｽｹ

7 143 飛野　涼介 千葉陸協
ﾔﾏｾ ﾀｶﾏｻ

8 2505 山瀨　貴雅 いんば学舎



ｼﾞｭﾆｱ男子110mH(0.991m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

1 1

2 2

3 3
ｲｼｲ ﾊﾔﾄ

4 22918 石井　隼人(1) 関東第一高 4
ｶﾄｳ ﾄｵﾔ

5 22919 加藤　登也(1) 関東第一高 5

6

7

8

記録



高校男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 14:00 決　勝

決　勝　

ｵｵﾔｷﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

1 1338 大八木　一成(1) 印旛明誠高
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ

2 22904 髙橋　康太(2) 関東第一高

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

6月9日 12:00 決　勝

決　勝　

ｳﾗﾉ ｹﾝﾄ

1 35101 浦野　賢斗(2) 淑徳巣鴨高
ﾆｼﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ

2 909 西山　英明(3) 印旛明誠高
ｺｼﾞﾏ ｴｲｷ

3 919 小島　瑛生(1) 印旛明誠高
ｲﾜｻｷﾀｲｷ

4 920 岩崎　大輝(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



高校男子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 11:00 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

ﾆｲﾎﾞﾘ　ﾐﾗｲ

1 3249 新堀　未来(3) 麻生高
ｳｽｲ ﾊﾔﾃ

2 2585 薄井　颯(2) 千葉北高
ﾀﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ

3 1835 多田　俊輔(1) 犢橋高
ｻｸﾗｲ ｼｭｳ

4 1730 櫻井　柊羽(2) 千葉北高
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ

5 2587 髙橋　大城(1) 千葉北高
ｺｲｹ ﾋｶﾙ

6 917 小池　洸(2) 印旛明誠高
ﾋﾗﾉ ﾘｸﾄ

7 1420 平野　陸斗(1) 千葉英和高
ｱｵﾔﾏ ﾐﾁﾏｻ

8 1216 青山　倫将(2) 千葉英和高
ﾌｸｼﾏ ﾕｳｶﾞ

9 22909 福嶋　雄雅(1) 関東第一高



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

6月9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

ｳﾁﾔﾏ ｶﾂ

1 10110 内山　　　活(2) 東工大附高



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

6月9日 14:00 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

ｵｵﾂｶ ﾀｲｽｹ

1 2666 大塚　泰介(1) 犢橋高
ｻｻｷ ﾏｻﾄ

2 913 佐々木　雅人(3) 印旛明誠高
ﾌｼﾞﾀ ｶｲ

3 1107 藤田　海(2) 八千代高
ｼﾉｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

4 2143 篠崎　亮介(1) 順大



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

6月9日 10:30 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

ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

1 5236 北山　智大(1) 順大



高校男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 16:00 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

ｲﾂﾞﾂ　ﾊﾙﾕｷ

1 3208 井筒　陽之(2) 麻生高
ﾐﾅﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2 1838 南　湧一郎(1) 犢橋高
ｳﾉ ﾊﾔﾄ

3 1839 宇野　隼人(1) 犢橋高
ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｹﾋﾛ

4 35125 徳永　岳大(1) 淑徳巣鴨高
ｵｵﾀｷ ﾂﾊﾞｻ

5 2895 大瀧　翼(1) 鎌ケ谷西高
ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾑ

6 2593 池田　大夢(1) 千葉北高
ﾀﾅｶ ｿｳﾀﾛｳ

7 22906 田中　壮太朗(2) 関東第一高
ｳﾗﾉ ﾋﾅﾀ

8 35107 浦野　日向(2) 淑徳巣鴨高
ｲｲｼﾞﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ

9 3343 飯島　聖大(3) 鹿島高



中学男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 14:00 決　勝

決　勝　

ｶｾ ﾙｲ

1 7033 加瀬　塁(3) 旭二中

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



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9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

ﾐﾔﾓﾄ ｿｳﾀ

1 3336 宮本　壮太(1) 鹿島高
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ

2 3334 鈴木　航大(1) 鹿島高
ｵｵｴ ｼｮｳﾖｳ

3 8200 大江　翔陽(3) 印旛中
ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙﾄ

4 8195 平山　遥斗(3) 印旛中



 女子100m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 14:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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
ｽｽﾞｷ ﾕｷ ﾓﾃｷﾞﾊﾙｶ

2 1204 鈴木　裕貴 ダイバーシティ 2 1525 茂木遥(3) 不二女子高
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ﾊﾔﾉ ﾘﾝ

3 8478 中嶋　彩画(2) 順大 3 679 早野　凛(1) 印旛明誠高
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ ｲﾄｳ ｻｷ

4 777 山田　美南(1) 八千代高 4 775 伊藤　咲希(3) 八千代高
ｸｽﾞｶﾜ ｻﾅ ﾈﾓﾄ ｶｴﾃﾞ

5 744 葛川　真(2) 西陵中 5 3306 根本　花楓(2) 鹿島高
ﾓﾘｻﾜ ﾖｼﾅ ｺｻｶｲ ﾕﾐ

6 776 森澤　佳菜(1) 八千代高 6 781 小坂井　裕美(1) 八千代高
ﾉｸﾞﾁ ﾖｼｶ ｲｼﾊﾞｼﾐﾅﾐ

7 35169 野口　祉花(2) 淑徳巣鴨高 7 1526 石橋南実(3) 不二女子高
ｶﾄｳ ｴﾘ ｻｶﾞｴ ﾐﾕ

8 777 加藤　恵理(2) 八千代高 8 12770 寒河江　美友(3) つばさ総合高

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
ﾊﾞﾊﾞ　ﾘｶｺ ｷﾀﾉﾘﾅ

1 3205 馬場　理佳子(2) 麻生高 1 1533 北野莉菜(1) 不二女子高
ｻｶｲ ｱﾔ ｱﾘｶﾜﾐｸ

2 1581 酒井　彩(1) 千葉北高 2 1531 有川未来(2) 不二女子高
ﾊﾗ ｱｶﾘ ｼﾀﾞﾋﾄﾐ

3 1582 原　杏花梨(1) 千葉北高 3 1527 志田ひとみ(3) 不二女子高
ﾋﾑﾗ ﾊﾙｶ ﾀｶｷ ﾕｳ

4 1600 樋村　遥果(1) 千葉北高 4 10153 高木　　夕(1) 東工大附高
ﾔｼﾞﾏ ｻｷ ｼﾀﾞ ｱﾔﾈ

5 823 矢島　咲菜(1) 千葉英和高 5 1431 志田　綾音(1) 鎌ケ谷西高
ﾔﾏｸﾞﾁﾌﾐ ｲｻﾞﾜ ｱｲﾘ

6 1530 山口歩美(2) 不二女子高 6 1866 伊澤　愛梨(2) 鎌ケ谷西高
ｾｲｷ ﾁﾊﾅ

7 3318 清木　千花(1) 鹿島高 7

8 8

5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

ﾅｶﾑﾗ　ﾏｲ

1 0 中村　真愛(1) 麻生高 1
ﾊﾞﾊﾞ ﾊﾙﾅ

2 3337 馬場　晴菜(1) 鹿島高 2
ﾅｶﾞｻﾜ ｺｲｺ

3 3320 長澤　恋子(1) 鹿島高 3
ｱﾗﾀ ｻﾔｶ

4 10162 荒田　爽楓(2) 東工大附高 4
ﾖﾈﾊﾞﾔｼ ﾌﾂﾞｷ

5 10151 米林　風月(1) 東工大附高 5
ﾕｱｻ ﾓｴ

6 901 湯浅　萌(1) 千葉英和高 6

7 7

8 8

記録 記録

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

6月9日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1 1
ｶﾄｳ ﾁｾ

2 10164 加藤　千聖(2) 東工大附高 2
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ ｽｽﾞｷ　ﾕｶ

3 1177 加藤　遥(1) 犢橋高 3 0 鈴木　ゆか(1) 麻生高
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ｺｻﾞﾜ ｱﾔﾅ

4 8478 中嶋　彩画(2) 順大 4 1116 小澤　彩奈(2) 千葉北高
ｵｵｶﾜ ｻｴ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｻｷ

5 3342 大川　紗英(3) 鹿島高 5 1620 遠藤　みさき(1) 犢橋高
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ｵｶﾞﾜ ｶﾉﾝ

6 774 伊藤　望(3) 八千代高 6 1176 小川　花音(1) 犢橋高

7 7

8 8

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録



 女子400m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

1 1
ﾄﾔﾏ ｱｲﾐ ﾊﾗﾉ ﾌﾐﾅ

2 3370 外山　愛美 ID-JAPAN 2 2559 原野　史菜 one's
ｼﾑﾗ ﾐｸ ｶﾈﾀ　ﾘｵ

3 3305 志村　海空(2) 鹿島高 3 3246 金田　理央(3) 麻生高
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 81 前嶋　亜美(1) 木更津総合高

ｵﾇｷ ﾕｳ ｼﾞﾂｲｼ ﾅﾂｷ

5 8531 小貫　夢海(1) 日女体大 5 8563 實石　奈都紀(1) 順大
ﾋｸﾞﾁ ｺﾉｶ ﾏﾂﾀﾞ　ﾘﾅ

6 7218 樋口　香華(2) 東女体大 6 0 松田　里菜(1) 麻生高
ﾌﾅﾐ ﾐﾔﾋﾞ

7 1174 船見　京妃(1) 犢橋高 7

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800m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 12:55 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
ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾖﾘ

2 900 藤巻　日和(1) 千葉英和高 2
ｱｷﾊﾞ ﾐﾚｲ ﾔｶﾍﾞ ﾐﾕｷ

3 10152 秋葉　美怜(1) 東工大附高 3 0 矢ヶ部　美幸(2) 専修大松戸高

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾘ ｺｳﾀｷ ﾏﾕﾅ

4 822 山崎　愛莉(2) 千葉英和高 4 677 香焼　真由菜(1) 印旛明誠高
ｺﾞﾄｳ ｾﾝﾘ ﾕｱｻ ﾄﾓｴ

5 0 後藤　千理(1) 専修大松戸高 5 8567 湯浅　朋恵(1) 順大
ﾅｶﾞｻｸ　ｱｶﾘ ﾜﾀﾈﾍﾞ ｱﾔﾉ

6 0 永作　麻佳里(1) 麻生高 6 3307 渡邉　彩乃(2) 鹿島高
ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｺ

7 0 小林　夕夏(1) 麻生高 7 8258 山本　麻友子(3) 茨城大
ﾌｼﾞﾀ ｶﾅｺ

8 8 1973 藤田　可南子 佐倉陸友会

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
ﾔﾏｵｶ ﾋﾖﾘ

2 3308 山岡　ひより(2) 鹿島高 2
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ

3 7774 池崎　愛里(2) 順大 3
ｷﾞﾄｳ ﾘﾉ

4 7790 儀藤　梨乃(1) 順大 4
ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｺ

5 8406 村山　結子(4) 千商大 5
ｵｶﾞﾜ ｻｷ

6 10158 小川　咲希(2) 東工大附高 6
ﾀｹﾋﾗ ﾕｶｺ

7 8564 竹平　優花子(1) 順大 7
ｲﾄｳ ﾚｲﾅ

8 35161 伊藤　玲奈(2) 淑徳巣鴨高 8

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

6月9日 15:50 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

ﾊﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ ｲﾜｲ ｻｵﾘ

1 902 濱田　ひかる(1) 千葉英和高 1 678 岩井　沙祈(1) 印旛明誠高
ﾄｸﾅｶﾞ ｻｸﾗ ﾂﾁﾀﾞ ｶﾅ

2 899 徳永　咲来(1) 千葉英和高 2 9122 土田　佳奈(3) 千葉大
ﾌｸﾀﾞﾕｳﾅ ﾖｼﾑﾗ ﾚｲﾅ

3 1534 福田有菜(1) 不二女子高 3 1212 吉村　玲奈(3) 水城高
ﾑﾗｶﾐ ｱｽﾞﾐ ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾅ

4 35173 村上　あずみ(1) 淑徳巣鴨高 4 73 石塚　美奈(3) 木更津総合高

ｲｼﾀﾞ ｻｸﾗ ｻｲﾄｳ ｻｴｶ

5 3314 石田　咲来(1) 鹿島高 5 80 齋藤　采栄花(2) 木更津総合高

ｲﾏｲｽﾞﾐ ｻﾜｺ ﾁﾊﾞ ﾐｲﾅ

6 10167 今泉　佐和子(2) 東工大附高 6 82 千葉　美奈(2) 木更津総合高

ｶﾜﾀ ﾋﾛｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｺ

7 3317 河田　優花(1) 鹿島高 7 9098 山本　萌恵子 ID-JAPAN
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐﾁ ﾏｷﾀ ｻﾔｶ

8 2558 柏原　未知 one's 8 9209 蒔田　沙弥香 ID-JAPAN
オカノ　カコ ｺﾔﾏ ﾚﾅ

9 66 岡野　華子 彩tama陸上 9 1221 古山　麗奈(1) 水城高
ｶﾄｳ ﾓｴｶ ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ

10 10160 加藤　萌花(3) 東工大附高 10 72 宮崎　遥香(3) 木更津総合高

ｷｸﾀ ﾋﾅ ｲｼﾄﾋﾞ ｺﾄﾉ

11 10163 菊田　陽奈(2) 東工大附高 11 91 石飛　琴乃(2) 木更津総合高

ﾄｸｻﾔｶ ｱﾝﾄﾞｳﾕﾉ

12 1528 徳清楓(3) 不二女子高 12 5671 安藤　悠乃(2) 波崎二中
ﾏﾂﾓﾄﾅｺﾞﾐ ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅ

13 1529 松本和(2) 不二女子高 13 1213 雨宮　氷奈(2) 水城高
ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ ｵｵﾆｼ ｶﾎ

14 1583 大野　夏実(1) 千葉北高 14 70 大西　夏帆(3) 木更津総合高

ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｶ ﾊｼﾉ ﾚｲﾅ

15 35174 大島　涼花(1) 淑徳巣鴨高 15 1208 橋野　玲奈(3) 水城高
ｵﾀﾞ ﾏﾅﾐ ｵｶﾞﾜ ﾕｳｶ

16 3316 小田　まな実(1) 鹿島高 16 1206 小川　友香(3) 水城高
ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｷﾞｻ

17 87 吉澤　凪紗(1) 木更津総合高

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組



 女子3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 13:30 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

ﾌｼﾞﾋﾗ ｱｲｶ

1 3310 藤平　愛花(2) 鹿島高 1
ﾅｶﾞｲ ｱｲﾅ

2 0 長井　愛奈(1) 専修大松戸高 2
ﾃﾗｳﾁ ﾊﾙｶ

3 0 寺内　晴香(2) 専修大松戸高 3
ｺﾝﾉ ﾋﾅ

4 7776 今野　妃菜(2) 順大 4
ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ

5 7800 山下　萌(1) 順大 5
ﾌｼﾞﾇﾏ ﾅﾙ

6 1217 藤沼　奈瑠(2) 水城高 6
ｴﾊﾞﾀ ﾕｲｶ

7 1214 江幡　唯花(2) 水城高 7
ﾊｸﾀ ｶﾅｺ

8 1207 白田　香菜子(3) 水城高 8
ｵｵｼﾏ ﾘﾎ

9 7748 大島　里穂(4) 順大
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾅ

10 7747 遠藤　柚奈(4) 順大

記録

ラップ表 1000m 2000m

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

6月9日 12:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

1 1

2 2
ｶﾂｲ ﾓﾓ

3 1584 且井　桃(1) 千葉北高 3
ｲｼｲ ﾏｺﾄ

4 3309 石井　麻琴(3) 鹿島高 4
ｱﾋﾞｺ ﾅﾅ

5 7745 安孫子　奈々(4) 順大 5
ｵｶﾞﾀ ﾅﾅﾐ

6 8407 尾形　奈那美(2) 千商大 6
ﾊｯﾄﾘ ｱﾔﾅ

7 3319 服部　綾奈(1) 鹿島高 7
ｵｵｶﾜ ﾁﾎ

8 3333 大川　智穂(1) 鹿島高 8

記録



 女子400mH(0.762m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 14:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

1 1

2 2

3 3

4 4
ｽｽﾞｷ ｻｷ

5 778 鈴木　彩希(2) 八千代高 5

6

7

8

記録



 女子4X100mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 11:00 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

2 井野中

3 麻生高

4 鎌ヶ谷西高

5 東工大附高

6 不二女子高

7 犢橋高

8 印旛明誠高

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



 女子4X400mR
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 16:40 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

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

6月9日 14:00 決　勝

決　勝　

ﾓﾄﾆｼ ｱﾔ

1 7620 元西　彩(3) 日女体大
ﾋﾛﾅｶ ﾐﾊﾙ

2 7784 廣中　三春(2) 順大
ｶﾈｶﾜ ﾉｲ

3 7617 兼川　乃衣(3) 日女体大
ｽｽﾞｷ ｺﾏﾁ

4 7780 鈴木　小街(2) 順大
ｶﾀﾔﾏ ｻｸﾗｺ

5 8546 片山　桜子(1) 日女体大

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



一般女子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 12:00 決　勝

決　勝　

ｼｵﾀﾞ ﾋｳﾐ

1 7777 塩田　日海(2) 順大

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



一般女子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 11:00 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

ｻｶｲ ｿﾉﾐ

1 65 酒井　園実 ID-JAPAN
ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾅ

2 2560 松本　春菜 one's
ﾅｶﾀﾞ ｷﾎ

3 7796 中田　嬉歩(1) 順大
ﾐﾔﾏ ﾁｻﾄ

4 8557 宮間　知里(1) 日女体大



一般女子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9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

ｲｸﾞﾏ ﾐﾊﾙ

1 7108 猪熊　美春(2) 国武大



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

6月9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

ｲﾏｲ ﾏﾕﾐ

1 7746 今井　真優美(4) 順大
ｼｷﾞﾊﾗ ｶﾚﾝ

2 7778 鴫原　佳蓮(2) 順大
ﾖﾂﾔｸ ﾋｶﾘ

3 8568 四役　ひかり(1) 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

6月9日 14:00 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｳｴ ｱｶﾈ

1 7787 井上　紅(1) 順大
ﾖﾂﾔｸ ﾋｶﾘ

2 8568 四役　ひかり(1) 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

6月9日 10:30 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 ﾅﾐ

1 7795 高橋　七海(1) 順大
ｱﾍﾞ ﾄｲﾛ

2 7773 阿部　冬彩(2) 順大
ﾏﾂｼﾏ ﾅﾙﾐ

3 8587 松島 成美(1) 国武大
ｲｿﾀﾞ ﾐｶ

4 7786 磯田　実華(1) 順大



一般女子やり投(600g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 16:00 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

ｲﾏｲ ﾏﾕﾐ

1 7746 今井　真優美(4) 順大
ｼｷﾞﾊﾗ ｶﾚﾝ

2 7778 鴫原　佳蓮(2) 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

6月9日 14:00 決　勝

決　勝　

ｲｼﾀﾞ ｱｲ

1 1430 石田　愛(1) 鎌ケ谷西高
ﾉﾑﾗ ｷｻｷ

2 776 野村　希咲(2) 八千代高

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



高校女子棒高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 12:00 決　勝

決　勝　

ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾐ

1 35170 水野　友美(2) 淑徳巣鴨高
ﾓﾛﾊﾗ ﾘｵﾝ

2 674 諸原　凛音(2) 印旛明誠高
ﾀｹｲ ﾘﾝ

3 676 武井　凛(1) 印旛明誠高
ﾖｼﾉ ﾁｶ

4 670 吉野　千翔(3) 印旛明誠高

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



高校女子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 11:00 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(1) 千葉英和高
ｻｲﾄｳ ﾏﾕ

4 821 齋藤　真優(2) 千葉英和高
ｾﾝﾀﾞ ﾕｲﾉ

5 780 仙田　結乃(1) 八千代高
ﾀﾈﾑﾗ ｱｶﾘ

6 671 種村　燎里(3) 印旛明誠高



高校女子三段跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9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

ｸｼﾀﾞ ﾋﾏﾘ

1 35164 櫛田　向日葵(2) 淑徳巣鴨高
ｶﾀﾋﾗ ﾐｸ

2 1115 片平　美空(2) 千葉北高
ﾋｶﾞｼ ﾕﾘｺ

3 773 東　ゆりこ(3) 八千代高



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

6月9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

ｵｵﾂｷ ｱｲﾐ

1 675 大槻　愛美(2) 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

6月9日 14:00 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｹｲ ｻｷ

1 1432 武井　紗希(1) 鎌ケ谷西高
ｶﾜｶﾐ ﾏｲｶ

2 1175 川上　舞華(1) 犢橋高
ﾓﾘｶﾜ ﾙﾅ

3 672 森川　月(3) 印旛明誠高



高校女子やり投(600g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 16:00 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

ﾖｼｻﾞﾜ ｶｴﾃﾞ

1 1433 吉澤　楓(1) 鎌ケ谷西高
ｼｲﾅ ﾐﾕ

2 1117 椎名　未結(2) 千葉北高
マナベモネ

3 1532 眞鍋桃希(2) 不二女子高
ｲﾏｻﾞﾜ ﾐｶ

4 36166 今沢　美佳(2) 淑徳巣鴨高



中学女子走幅跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

6月9日 11:00 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

ｻｲﾄｳ ﾕｱ

1 549 斎藤　優愛(3) 旭二中


