
 男子100m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 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
ｼｵｻﾞｷ ﾏｻｼ ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞｷ

1 4471 塩﨑　将司(3) 横国大 1 2332 五十嵐　和希(4) 日体大
ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ ｱﾗｲ ｱｼﾞｱ

2 0 飯田 貴之(4) 國學院大 2 606 荒井　アジア Runway
ﾋﾛｾ ｶｹﾙ ﾖﾈﾅｶﾞ ﾔﾏﾄ

3 1102 廣瀬　翔(3) 八千代高 3 1693 米永　大和(1) 順大
ﾈﾓﾄ ﾏﾋﾛ ﾑﾛﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ

4 1591 根本　万大(3) 順大 4 1684 室橋　健太郎(3) 順大
ﾋﾗﾉ ｿｳﾀ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ

5 5025 平野　壮太(1) 立大 5 2483 髙橋　遼太朗(3) 牛久高
ｲｽﾞﾐ　ﾕｳﾀ ﾂﾂﾐ ﾃﾂﾔ

6 1535 泉　悠太 フィフイルム 6 0 堤　哲也(3) 茂原高
ｱｻｳﾐ ｼﾝﾉｽｹ ｲﾏｲ ﾕｳﾘ

7 1099 浅海　慎之助(3) 八千代高 7 0 今井　佑里(2) 市立船橋高
ﾌｼﾞﾀ　ｼｮｳﾍｲ ﾓﾘｱｲ ｶｽﾞﾏｻ

8 1591 藤田　祥平(3) 順大 8 4373 盛合　一将(3) 埼玉大

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
ｴﾀﾞ ｹﾝｾｲ ﾐﾂｲ ﾀﾞﾝ

1 3959 江田　憲正(3) 國學院大 1 0 三井　暖(2) 市立船橋高
ｺﾊﾗ ﾄｼﾌﾐ ﾐﾔﾉ ｷﾖﾄ

2 0 小原　敏史(2) 市立船橋高 2 3796 宮野 健音 國學院大
ｱｼﾞﾛ ﾐﾂｷ ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾔ

3 1106 網代　充樹(3) 八千代高 3 0 小倉　裕也(1) 市立船橋高
ﾓﾘ ﾕｳﾋ イトウ　クリス

4 0 守　裕陽(1) 市立船橋高 4 0 伊藤　クリス(3) 市立船橋高
ｶﾈﾀ ﾕｳﾄ ﾌｼﾞｲ ﾕｷﾔ

5 0 金田　悠利 Team AgaiN 5 1101 藤井　幸哉(3) 八千代高
ｷﾀﾞ ﾀｸﾄ ｲｶﾞﾗｼﾐﾉﾘ

6 0 喜田　琢豊(3) 千葉敬愛高 6 0 五十嵐　光雅(1) 市立船橋高
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ

7 918 内山　雄貴(3) 印旛明誠高 7 5004 白石　侑己(4) 玉川大
ﾔｼﾛ　ｺｳｷ ﾖﾈｸﾗﾄﾓﾋﾛ

8 1606 八代　貢輝(3) 順大 8 2557 重松颯太(1) one's

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
ﾐｽﾞﾉ ﾋﾋﾞｷ ｶﾀﾉ ﾋﾛﾄ

1 0 水野　響(3) 茂原高 1 0 片野　太斗(2) 佐倉東高
ﾓﾄｲ ﾕｳﾄ ﾐﾂﾓﾄ ﾕｳｷ

2 0 本井　裕人(2) 市立船橋高 2 0 密本　悠貴(2) 千葉敬愛高
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｷ タニモト マサヒロ

3 1131 竹内　大樹(3) 八千代東高 3 4761 谷本 将拓(1) 東理大院
ﾀﾏｲ ｺｳﾀ ﾀﾏﾂｸﾘ ﾚﾝ

4 0 玉井　航太(1) 八千代高 4 0 玉造　簾(1) 八千代高
ｵﾊﾞﾗ ﾋｶﾙ ｻﾄｳ ﾀｹﾙ

5 1141 小原　 光(2) 八千代東高 5 0 佐藤　嵩瑠(1) アップルスポーツカレッジ

ｳｽｲ ﾀﾞｲ ｲｹﾀﾞ  ﾐｽﾞｷ      

6 0 臼井　大(1) 八千代高 6 55163 池田　瑞基(3) 八千代松陰中

ｵｵﾑﾗ ﾅｵﾄ ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄｼ

7 1408 大村　直人(2) 八千代高 7 2468 中澤　和駿(2) 牛久高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾕｷ ｼﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ

8 1136 渡部　茂行(3) 八千代東高 8 0 進藤　慧士(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：藤田　祥平

5月4日 00:00 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
ｷﾉﾑﾗ ｹﾝﾄ ﾂｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ

1 2457 木之村　健人(2) 商大付高 1 3332 辻田　遥斗(2) 鹿島高
ｼﾏﾀﾞ ﾀｹﾙ ｻｸﾗｲ ｼｭｳ

2 3637 島田　丈瑠(2) 鹿島学園高 2 0 櫻井　柊羽(3) 千葉北高
ｽｺﾞｳ ｲｵﾝ ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ

3 0 菅生　志温(2) 佐倉東高 3 0 髙橋　大城(2) 千葉北高
ﾐｽﾞｶｲ ﾌｳﾄ マキタ　ツバサ

4 0 水貝　風斗(1) 八千代高 4 3867 牧田　飛翔(2) 我孫子東高
ｲｵｶ ﾀｸﾐ ｺﾞﾄｳ ﾙｷｱ

5 0 井岡　巧(2) 千葉敬愛高 5 0 後藤　瑠綺亜(2) 千葉北高
ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛｱｷ ｲﾉｳｴ ﾜﾀﾙ

6 0 栗原　大明(2) 佐倉東高 6 0 井上　航(3) 千葉敬愛高
ｶﾏﾀ ｹﾝﾄ ｺｲﾃﾞ ﾘｸ

7 0 鎌田　健斗(3) 千葉北高 7 0 小出　陸(2) 千葉北高
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｲﾁ ｱﾍﾞ ﾄﾗﾉｽｹ

8 0 石沢　太一(3) 千葉敬愛高 8 0 阿部　虎之介(2) 千葉北高

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
ｼﾀﾞ ｼｮｳﾔ

1 2458 志田　翔哉(2) 商大付高 1
ｵｷ ﾚｵ ｺﾊﾞﾅﾕｳﾀ

2 0 沖　玲央(1) 佐倉東高 2 19016 小塙　悠太(3) ちはら台南中

ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ ﾓｷﾞ ｺｳﾀ

3 0 鈴木　陽一 土気TFC 3 0 茂木　功太(1) 鹿島学園高
ﾀﾅｶ ﾘｮｳ ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞﾄ

4 0 田中　椋(2) 千葉北高 4 0 篠﨑　和将(2) 千葉敬愛高
ｼﾞﾐｽﾞ ｺﾞｳ ﾔﾏｶﾞﾀ ｶｽﾞｷ

5 0 清水　豪(1) 鹿島学園高 5 0 山形　和暉(2) 千葉北高
ﾌｶﾔ ﾕｳｽｹ ﾄﾁｷﾞ ﾀｸﾄ

6 3317 深谷　友亮(2) 千葉大 6 30198 栃木　拓斗(3) 浦安中
ﾋﾄﾐ ﾕｳｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾋｭｳﾅ

7 1142 人見 勇気 八千代東高 7 0 山本　飛和(1) 印旛明誠高
ﾖｼﾉ ﾄﾓﾔ クボタ　コウキ

8 0 吉野　智也(1) 印旛明誠高 8 3873 窪田　康希(2) 我孫子東高

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

1 1
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ ﾑﾗｵｶ ｼｭｳﾍｲ

2 19002 佐藤　遥輝(3) ちはら台南中 2 0 村岡　柊平(1) 印旛明誠高
ﾀｶｷﾞ ｾｲﾔ ﾓﾘｳﾁ ﾂﾊﾞｻ

3 2459 髙木　聖也(2) 商大付高 3 0 森泉　翼冴(1) 印旛明誠高
ｽｴﾖｼ ﾋﾛｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ

4 0 末吉　浩樹 国武大ＡＣ 4 0 藤本　高徳(2) 千葉敬愛高
ｱｽﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ ﾉｼﾞ ｶｽﾞﾏ

5 30188 東　大智(3) 浦安中 5 0 野地　和真(1) 印旛明誠高
ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ ｱｷﾓﾄ ﾘｭｳｷ

6 1139 北村　 涼(2) 八千代東高 6 30191 秋本　竜輝(3) 浦安中
ｲﾜｻｷﾀｲｷ ｵｵﾉ ｺｳｷ

7 920 岩崎　大輝(2) 印旛明誠高 7 0 大野　航聖(1) 印旛明誠高
ｲｼﾜﾀ ﾖｳｻﾞﾝ ｷｼﾈ ｾﾝﾄ

8 30199 石渡　陽山(3) 浦安中 8 0 岸根　聖(1) 鹿島高

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：藤田　祥平

5月4日 00:00 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

1 1
ﾂﾙｵｶ ﾐｽﾞｷ

2 19018 鶴岡　瑞己(3) ちはら台南中 2
ｶﾀｸﾗ ﾅﾂｷ

3 0 片倉　那月(2) 千葉敬愛高 3
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾄ

4 19022 渡邉　敦斗(3) ちはら台南中 4
ｻﾒｼﾏ ｺｳｾｲ

5 19006 鮫島　幸世(3) ちはら台南中 5
ﾓﾃｷﾞ ﾚｲﾄ

6 19007 茂手木　羚斗(3) ちはら台南中 6
ｾｷﾊﾗ ﾐｽﾞｷ

7 19021 関原　瑞生(3) ちはら台南中 7
ﾌﾙｾ ﾅﾂｷ

8 19001 古瀬　夏希(3) ちはら台南中 8

記録



 男子200m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲﾜﾄ ｼｭﾝﾔ

1 3296 岩戸　隼哉(3) 千葉大 1
ｻﾄｳ ﾉﾘﾋﾄ ｶﾆ ｼｮｳﾀ

2 1100 佐藤　識仁(3) 八千代高 2 1103 可児　彰大(3) 八千代高
ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｷ ﾀﾞｻｲ ﾕｳﾄ

3 1684 松岡　知紀(1) 順大 3 4362 太細　裕斗(4) 埼玉大
ﾋﾗﾉ ｿｳﾀ ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

4 5025 平野　壮太(1) 立大 4 4364 水元　大雅(3) 埼玉大
ｶﾈﾀﾞ ﾘｷ フルカワ　ショウリ

5 1667 金田　理希(1) 順大 5 0 古川　翔理(3) 市立船橋高
ﾑﾛｵｶ ｼﾝ ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ

6 4369 室岡　伸(3) 埼玉大 6 916 尾形　勇樹(3) 印旛明誠高
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ ｵﾘﾊﾗﾀｸﾏ

7 2777 山田　真樹(4) 東経大 7 2545 折原巧真 one's
ﾋｸﾞﾁ ｼﾞﾝ ﾐｶﾐ ﾕｳﾏ

8 0 樋口 仁 宮城陸協 8 2103 三上　優馬(3) RUNchers TFC

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
ミカド　ヒロシ

1 0 三門　泰史 千葉陸協 1
ﾖﾈｸﾗﾄﾓﾋﾛ ｻﾄｳ ﾀｹﾙ

2 2557 重松颯太(1) one's 2 0 佐藤　嵩瑠(1) アップルスポーツカレッジ

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ

3 3633 安藤　雄晟(2) 鹿島学園高 3 1140 渡辺　直樹(2) 八千代東高
ﾔｼﾛ　ｺｳｷ ﾉﾑﾗ ｹｲｽｹ

4 1606 八代　貢輝(3) 順大 4 3612 野村　佳祐(3) 筑大同
ﾓﾄﾀﾆ ﾕｳﾏ ｼﾉﾂﾞｶ ﾊﾙｷ

5 3638 本谷　勇眞(2) 鹿島学園高 5 3636 篠塚　晴輝(2) 鹿島学園高
ﾅｶﾑﾗｺｳﾀﾛｳ ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｸ

6 0 中村　光太郎(2) 市立船橋高 6 1109 菅原　陸(3) 八千代高
タダ　ヨシノブ ｻｷﾞｼﾏ　ﾂﾖｼ

7 3866 多田　喜信(3) 我孫子東高 7 152 鷺嶋 剛 千葉陸協
ｻﾄｳ ﾗｲｷ ﾓﾘﾀ ｺｳｷ

8 3635 佐藤　礼貴(2) 鹿島学園高 8 3644 森田　昂希(2) 鹿島学園高

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
ﾓﾄｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ ｶﾀｵｶﾋﾅﾀ

2 0 本島　潤(1) 鹿島学園高 2 2546 片岡日向 one's
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ ﾄﾁｷﾞ ﾀｸﾄ

3 0 田畑　仁織(2) 茂原高 3 30198 栃木　拓斗(3) 浦安中
ﾊﾅｶ ﾂﾈﾖｼ ｼﾞﾐｽﾞ ｺﾞｳ

4 0 花香　庸義 Team AgaiN 4 0 清水　豪(1) 鹿島学園高
ｼﾏﾀﾞ ﾀｹﾙ ﾔﾅｷﾞｶﾝｼﾞ

5 3637 島田　丈瑠(2) 鹿島学園高 5 0 柳貫慈 one's
ﾅｶﾞﾔﾏｲｯｾｲ ﾓｷﾞ ｺｳﾀ

6 0 永山壱世 one's 6 0 茂木　功太(1) 鹿島学園高
ｵｶﾀﾞﾋﾃﾞﾕｷ ｶﾜﾑﾗﾀｸﾐ

7 0 岡田秀幸 one's 7 2547 河村拓海 one's
ｵｼﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ ｻﾒｼﾏ ｺｳｾｲ

8 3634 押山　修治(2) 鹿島学園高 8 19006 鮫島　幸世(3) ちはら台南中

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：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8



 男子400m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 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

1 1
ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ ｻｲﾄｳ ｲﾂｷ

2 1694 吉村　佳祐(2) 順大院 2 2461 齋藤　樹(2) 牛久高
ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ ｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

3 1660 グレゴリー　セドリックデノン(2) 順大 3 1581 鈴木　崇広(3) 順大
ﾕｲ ｶｲｾｲ ｵｻﾅｲ ｻﾄｼ

4 1693 油井　快晴(2) 順大院 4 1756 長内　智 ﾊﾟﾝﾁ工業
ｻｻｷ　ﾏﾅﾄ ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ

5 1538 佐々木　愛斗(4) 順大 5 1599 三上　椋平(3) 順大
ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ ｲｹﾀﾞ ﾊﾙ

6 1602 村冨　浩太朗(3) 順大 6 1104 池田　青(3) 八千代高
ｿﾒﾔ ｼｮｳ ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

7 1542 染谷　翔(4) 順大 7 11200 髙田　裕士 レジェンズ
ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ

8 8 1555 東　宏樹(4) 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

1 1
ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｷ ｷﾑﾗ ﾕｳｾｲ

2 0 高田　朋希(3) 千葉敬愛高 2 1137 木村　優星(2) 八千代東高
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾊﾙ ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ

3 2488 安藤　友春(3) 牛久高 3 1528 小川　恭平(4) 順大医
ｶｶﾞﾐ ﾊﾔﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ

4 1112 鏡　勇人(3) 八千代高 4 3633 安藤　雄晟(2) 鹿島学園高
ｸﾗﾓﾄﾂﾊﾞｻ ﾅｶﾀﾞ ｹﾝﾄ

5 2431 倉本翼 one's 5 1955 中田　健人(3) 東大
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾔ

6 3335 萩原　梢悟(2) 鹿島高 6 1003 岸田　悠弥 Diversity  A.C.

ﾀｳﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾓﾄﾀﾆ ﾕｳﾏ

7 1118 田浦　駿介(2) 八千代高 7 3638 本谷　勇眞(2) 鹿島学園高
ﾀｹｲ ﾕｳﾔ ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ

8 80 武居　裕也 千葉陸協 8 0 高橋　駿(2) 千葉敬愛高

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

1 1
ﾀｶﾅｼ ﾏｻｷ ｾｷ ﾌﾐﾀｶ

2 1124 高梨　剛生(2) 八千代高 2 3632 関　文隆(3) 鹿島学園高
ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾄ ﾖｼﾑﾗ ｺｳｷ

3 1105 清水　善仁(3) 八千代高 3 0 吉村　幸輝(3) 千葉敬愛高
ｱｵｷｼｮｳﾏ ｻﾄｳ　ﾄﾓﾔ

4 2539 青木聖真 one's 4 20870 佐藤　智哉 ワールウインドAC

ｼﾉﾂﾞｶ ﾊﾙｷ ﾖﾈﾀﾞﾖｼｵﾐ

5 3636 篠塚　晴輝(2) 鹿島学園高 5 0 米田　善臣(1) 市立船橋高
ｵﾀﾞﾊﾗ ﾕｳｷ ﾓﾘﾀ ｺｳｷ

6 1122 小田原　優樹(2) 八千代高 6 3644 森田　昂希(2) 鹿島学園高
ｶﾅﾓﾘ ｴｲｼﾞ ﾐﾔﾓﾄ ｶｲ

7 1123 金森　永時(2) 八千代高 7 0 宮本　海(2) 茂原高
ﾊｼﾓﾄ ﾋｻﾄ ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

8 3628 橋本　悠人(3) 鹿島学園高 8 3302 坂本　千真(3) 鹿島高

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：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7組

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

1 1
ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳ

2 1006 米澤　諒 Diversity  A.C. 2
ｸﾏｸﾗ ﾀｲﾁ

3 921 熊倉　泰一(2) 印旛明誠高 3
ｵｵﾔｷﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

4 1338 大八木　一成(2) 印旛明誠高 4
カサクラ　ユウマ

5 3869 笠倉　侑真(2) 我孫子東高 5
ｶﾄﾘ ﾕｳｷ

6 0 香取　祐紀(3) 千葉敬愛高 6
スガヤ　キョウヤ

7 3872 菅谷　恭夜(2) 我孫子東高 7
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ

8 19009 中村　太一(3) ちはら台南中 8

記録



 男子800m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 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 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

2 1599 三上　椋平(3) 順大 2 3298 木村　彰吾(3) 千葉大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ

3 3435 渡邉　拓也 香川RC遊 3 1580 鈴木　顕人(3) 順大
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾀ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ

4 1652 丸山　脩太(2) 順大 4 2562 高橋　佑輔(4) 群馬大
ｵﾉ ｺｳｽｹ ﾑﾛｲ ﾊﾔﾄ

5 1913 小野　康介(4) 東大 5 2561 室井　颯人(2) 群馬大
ｵｵﾂ ｶﾘｸﾄ ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｽｹ

6 0 大塚　陸渡(3) 日体大柏高 6 5325 中山　健介(1) 順大
ﾖｼﾑﾗ ｹｲｽｹ ｵﾉ ﾋﾛﾀｶ

7 1694 吉村　佳祐(2) 順大院 7 3305 小野　弘貴(3) 千葉大
ｳｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ ﾀﾃﾊﾞﾔｼ　ﾕｳｽｹ

8 1665 鵜沢　葉月(1) 順大 8 0 舘林　佑介(2) 市立船橋高

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

ﾔﾏﾈ ﾀｹﾕｷ ｲｼｸﾞﾛ ｼｮｳｺﾞ

2 2558 山根　丈幸(3) 群馬大 2 0 石黒　将吾(3) 我孫子高
ﾓﾘ ﾏｻｷ ﾔﾏｼﾀ ｻﾄﾔ

3 3327 森　真希(2) 千葉大 3 1135 山下　智也(3) 八千代東高
ｲﾉｳｴ　ﾏｻﾐ ﾎﾘｴ ﾕｳﾔ

4 0 井上　柾未(3) 市立船橋高 4 5327 堀江　優也(1) 順大
ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｷ ｼﾗﾄﾞ ﾐﾁﾄ

5 1555 東　宏樹(4) 順大 5 0 白土　路人(2) 市立船橋高
ｵｱﾅ ｴｲｷ ｱﾍﾞ ﾏｻｵ

6 1617 小穴　英気(2) 順大 6 0 阿部　真沙生(3) 市立船橋高
ｻｻｷ　ｿｳﾀ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ

7 0 佐々木　爽多(2) 市立船橋高 7 4280 鈴木　智仁(2) 防大
ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ

8 1528 小川　恭平(4) 順大医 8 3640 佐藤　雅俊(2) 鹿島学園高

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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳﾏ ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

2 0 小林　澄真(2) 我孫子高 2 0 鈴木　伸幸(1) 日体大柏高
ｶﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ ﾊｼﾓﾄ ﾋｻﾄ

3 0 片原　照 Team AgaiN 3 3628 橋本　悠人(3) 鹿島学園高
ｵｵｼﾏ ｶﾞｸﾄ ﾜﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

4 915 大島　岳人(3) 印旛明誠高 4 2454 和田　健太郎(3) 商大付高
ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾉﾘ ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｸﾏ

5 1638 竹内　辰徳(2) 順大 5 0 前島　拓真(3) 千葉敬愛高
モチヅキ　ダイチ ｴｸﾞﾁ　ﾕｲﾄ

6 7403 望月　大地(2) 早大高 6 0 江口　由士(1) 東金高
ｲﾘｴ ﾀｲｼ ｸﾛｻﾜﾚﾝ

7 3196 入江　大士(1) 専修大松戸高 7 0 黒沢廉(1) one's
ﾏﾙ ｺｳｾｲ ﾄﾞｲ ﾕｳｷ

8 0 丸　昂生(1) 日体大柏高 8 0 土井　勇輝(1) 八千代高

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：藤田　祥平

5月4日 00:00 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

ｺﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ ﾔﾏｵｶ ﾘｭｳｷ

2 2465 小畠　健登(2) 牛久高 2 3513 山岡 龍輝(3) 洛南高
ｳﾁｵｹ ｺｳｷ ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾑ

3 0 内桶　光稀(1) 我孫子高 3 0 池田　大夢(2) 千葉北高
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾑ ﾕｷﾀ ﾌｳﾄ

4 19020 谷口　博睦(3) ちはら台南中 4 0 雪田　楓斗(2) 千葉北高
ｱｻｸﾗ ｾｲﾔ ﾊｼﾓﾄ　ﾕｳｻｸ

5 419 浅倉　聖也(3) 東金高 5 0 橋本　優作(3) 千葉敬愛高
ｵｶﾍﾞ ｿｳｺﾞ ｼﾀﾔ ﾀﾞｲｷ

6 0 岡部　聡吾(1) 印旛明誠高 6 0 下谷　大貴(1) 印旛明誠高
ﾃﾗﾆｼ ﾐﾂｷ ｸﾏｻﾞﾜ ｲﾂｷ

7 0 寺西　満輝(1) 我孫子高 7 0 熊澤　樹(2) 千葉北高
ｾｷ ﾌﾐﾀｶ ヤマダ　コウガ

8 3632 関　文隆(3) 鹿島学園高 8 3874 山田　晃雅(1) 我孫子東高

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

ｱﾔ ｶｽﾞｷ

3 30197 綾　一輝(3) 浦安中 1
ｼﾞﾝﾅｲ ﾋﾄｼ

4 0 陣内　一駿(1) 印旛明誠高 2
ﾉﾉｶﾜ ﾏｻｷ

5 0 野々川　眞幸(1) 印旛明誠高 3
ｵｷﾞﾉ ｶﾝﾀ

6 2456 荻野　幹太(2) 商大付高 4
ｽｷﾞﾓﾄ ｶｲﾄ

7 0 杉本　凱斗(1) 鹿島高 5
ﾉｼﾞ ｶｽﾞﾏ

8 0 野地　和真(1) 印旛明誠高 6

7

8

記録 記録

記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ﾅﾜ ﾓｶ ｵｶﾍﾞ ｿｳｺﾞ

4 2523 縄　萌花(2) 牛久高 1 0 岡部　聡吾(1) 印旛明誠高
コガ　タクミ ｶｻﾞﾏ ﾕｳｷ

5 3870 古賀　啄来(2) 我孫子東高 2 0 風間　勇輝(2) 千葉敬愛高
ｳﾁﾀﾞ　ｶﾞｲﾄ ｾﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ

6 0 内田　凱斗(1) 千葉敬愛高 3 427 瀬戸　龍之介(2) 東金高
ﾓﾘ ｼｭﾝｷ ﾋｶﾞｷ ｺｳｽｹ

7 19019 森　俊稀(3) ちはら台南中 4 0 檜垣　昂甫(2) 佐倉東高
ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾏｻｷ ｻｶﾓﾄ ｼｵﾝ

8 35130 本庄　正樹(2) 淑徳巣鴨高 5 0 坂本　紫苑(1) 佐倉東高
ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸﾔ ｺｽｹﾞ ﾔｽﾕｷ

9 0 杉浦　卓弥(2) 千葉敬愛高 6 2455 小菅　康之(3) 商大付高
ｺｲﾃﾞ ｹｲﾀ ﾅｶﾞｼﾏ　ｱｲﾄ

10 0 小出　啓太(2) 千葉敬愛高 7 0 長島　愛徒(2) 波崎第一中
ﾉﾉｶﾜ ﾏｻｷ ﾖｼﾄﾞﾒ ﾕｳｺﾞ

11 0 野々川　眞幸(1) 印旛明誠高 8 4374 吉留　佑悟(3) 埼玉大
ｼﾀﾔ ﾀﾞｲｷ ｸｽﾉｷ ﾕｳﾄ

12 0 下谷　大貴(1) 印旛明誠高 9 1117 楠　優斗(3) 八千代高
ｻｻﾉ ﾀｲｷ ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾋ

13 0 笹野　太希(1) 日体大柏高 10 1001 東　雄飛 Diversity  A.C.

ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾄ ﾆｯﾀ ｿｳﾀ

14 0 野口　優斗(1) 日体大柏高 11 0 新田　颯太(2) 日体大柏高
ｵｸﾑﾗ ｼｮｳﾀ ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ

15 2460 奥村　翔太(2) 商大付高 12 0 岡本　舜大(3) 日体大柏高
ﾑﾗﾀ ｱﾂｷ ﾄｳﾍｲ ｼﾝﾉｽｹ

16 0 村田　敦紀(3) 茂原高 13 1832 藤平　真ノ介 GAZELLE
ｼﾞﾝﾅｲ ﾋﾄｼ ｶﾉｳﾀｲｾｲ

17 0 陣内　一駿(1) 印旛明誠高 14 401625 加納大聖(1) one's
ｵﾊﾗ ﾕｳｷ ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾎ

18 3311 小原　夕輝(2) 鹿島高 15 0 鴇田　和穂(3) 茂原高
ﾀｷｿｳﾀ

19 3517 滝颯太(1) one's
ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾛﾔ

20 0 半田　博也(2) 千葉敬愛高

記録 記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ﾏﾂｵｶ ｺｳﾀ ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ

1 0 松岡　滉大 千葉陸協 1 0 齊藤　光太(3) 市立船橋高
ﾊﾗｼﾏ ﾀｲｶﾞ ｱﾂﾞﾏ ﾕｳﾋ

2 35124 原島　大華(2) 淑徳巣鴨高 2 0 東　佑飛(1) 市立船橋高
ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾀ ｵｵﾂｶ ﾘｮｳﾉｽｹ

3 0 松村　航汰(2) 日体大柏高 3 0 大塚　亮之介(1) 市立船橋高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳﾀﾛｳ ｵｵﾄﾓ ｶｽﾞｷ

4 3178 山口　遥太郎(2) 専修大松戸高 4 0 大友　一希(1) 市立船橋高
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｸﾐ ｸﾛｻﾜ ｹﾝｼﾛｳ

5 1115 堀口　拓巳(3) 八千代高 5 0 黒澤　賢史郎(1) 市立船橋高
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾄ ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ

6 19008 濱口　泰斗(3) ちはら台南中 6 0 斎藤　大樹(1) 市立船橋高
ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾔｵ ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ

7 1405 松﨑　駿(2) 八千代高 7 0 佐藤　智也(1) 市立船橋高
ｻﾜﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｻﾜﾀﾞ ｴｲﾀ

8 1410 沢田　翼(2) 八千代高 8 0 澤田　永汰(1) 市立船橋高
ﾔﾏｼﾀ ｿﾗ ﾅｶﾞｽ ﾕｳｷ

9 0 山下　大空(2) 日体大柏高 9 0 長須　優輝(1) 市立船橋高
ｱﾏﾉ ﾖｳｽｹ ﾅﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ

10 0 天野　陽介(2) 日体大柏高 10 0 成川　翔太(1) 市立船橋高
ｷﾀﾔﾏ ｼｭﾝ ﾐｶﾐ ｹﾝﾀ

11 0 北山　舜(2) 日体大柏高 11 0 見上　健太(1) 市立船橋高
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ ﾔﾅｲ ﾕｳﾄ

12 0 山本　泰輝(2) 日体大柏高 12 0 柳内　優人(1) 市立船橋高
ﾑﾗｶﾐ　ﾋﾛﾄ ﾔﾘﾀ ﾀﾞｲｷ

13 1134 村上　弘翔(3) 八千代東高 13 0 鎗田　大輝(1) 市立船橋高
ﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ ﾔﾘﾀ ﾐﾂｷ

14 3338 田島　雅大(2) 鹿島高 14 0 鎗田　光希(1) 市立船橋高
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲﾔ

15 1635 高野　寛之(2) 順大 15 1125 長谷川　聖也(2) 八千代高
ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

16 1654 村上　陸人(2) 順大 16 1116 上田　亮介(3) 八千代高
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ

17 1626 近藤　悠大(2) 順大
ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ

18 1620 蔭山　和敬(2) 順大

記録 記録



 男子1500m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　7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

ｲｼｲ ｸﾆｱｷ ｵｵｶﾜ ｲﾁﾛｳ

1 125 石井　邦明 東京陸協 1 0 大川　一郎(3) 市立船橋高
ﾄﾘｴ ｱﾂﾔ ﾂｶﾀﾞ ｺｳﾀ

2 35113 鳥江　敦也(3) 淑徳巣鴨高 2 0 塚田　康太(3) 我孫子高
ｳﾀﾞｶﾞﾜ　ｲﾂｷ ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ

3 35126 宇田川　樹(2) 淑徳巣鴨高 3 3640 佐藤　雅俊(2) 鹿島学園高
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ

4 0 安藤　武留(2) 市立船橋高 4 0 菅野　辰也 あぶくまAC
ｲｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ ﾉﾅｶ ﾀｸﾐ

5 0 石川　湧月(2) 市立船橋高 5 2991 野中　拓海(1) 関東学大
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｲﾜｵ ｶﾞｲ

6 0 山口　大翔(2) 市立船橋高 6 0 岩尾　雅偉(2) 市立船橋高
ﾖｼｽﾞﾐ ﾊﾔﾃ ｼｲｷ ｶﾝﾀ

7 0 ??住　颯(2) 市立船橋高 7 0 椎木　幹太(2) 市立船橋高
ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾐ

8 0 平野　亮(3) 日体大柏高 8 0 富永　匠海(2) 市立船橋高
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｷ

9 1111 小林　颯太(3) 八千代高 9 0 富永　悠生(2) 市立船橋高
ｶﾜﾑﾗ ﾊﾔｷ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ

10 0 川村　隼輝(3) 我孫子高 10 2562 高橋　佑輔(4) 群馬大
ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵﾔ ｵｱﾅ ｴｲｷ

11 0 小泉　直也(2) 我孫子高 11 1617 小穴　英気(2) 順大
ｶﾜｶﾐ ｽｽﾑ ﾋﾗｶﾜ ﾀｶｷ

12 0 川上　迪(2) 我孫子高 12 1556 平川　貴稀(4) 順大
ｲﾜﾀﾕｳｷ ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ

13 2542 岩田悠希 one's 13 1634 鈴木　尚輝(2) 順大
ｸｻﾏ ﾚｲﾔ ﾖｺｼﾏ ﾀｲｶﾞ

14 2972 草間　玲耶(3) 関東学大 14 1561 横島　大河(4) 順大
ﾋﾄﾐ ﾀｶﾕｷ ﾏﾂｵ ﾘｸ

15 1647 人見　隆之(2) 順大 15 1649 松尾　陸(2) 順大
ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｸﾛﾔﾅｷﾞﾋﾛﾉﾌﾞ

16 1600 宮田　諄一(3) 順大 16 1531 黒柳　宏暢(4) 順大
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ ﾏｻｺﾞﾊﾙｷ

17 1672 清水　陽斗(1) 順大 17 1598 真砂　春希(3) 順大

7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

ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ

1 292 池田　直樹 空自熊谷 1
ﾊﾔｼ ｺｳﾔ

2 3171 林　洸也(2) 専修大松戸高 2
ｴﾝﾄﾞｳ　ｿｳｼ

3 2680 遠藤　颯士(3) 瑞陵高 3
ﾐｶﾐ ｼｭｳﾄ

4 2139 三上　嵩斗 SGホールディングスグループ 4
ｲﾘﾉ ｼｮｳﾀ

5 1708 入野　翔太(4) 東学大 5
ﾀｶｶﾞｷ ﾘｮｳﾀ

6 4891 高垣　龍太(3) 麗澤大 6
ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ

7 1615 岩嵜  友也(2) 順大 7
ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ

8 1535 小畠　隆太郎(4) 順大 8
ﾓﾘ ﾕｳﾀ

9 1560 森　優太(4) 順大
ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾄ

10 1673 白鳥　優人(1) 順大
ｻｻﾔ ﾘｮｳﾀ

11 1629 笹谷　亮太(2) 順大
ﾊﾗﾀﾞﾘｮｳｽｹ

12 1646 原田　凌輔(2) 順大

記録

記録 記録



 男子3000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4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

ｷｸﾁ ｼｮｳ ｵｵﾀｷ ﾘｮｳ

1 3384 菊地　渚佑(3) 西武台千葉高 1 0 大瀧　諒(1) 我孫子高
ｴﾉﾓﾄ ﾏｻｷ ｵｵﾀｹ ﾕｳﾀﾞｲ

2 3407 榎本　正樹(2) 西武台千葉高 2 0 大竹　雄大(1) 日体大柏高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ

3 3406 渡辺　啓太(2) 西武台千葉高 3 0 平塚　宏伸(1) 日体大柏高
ｶﾏﾀ ﾏｻｷ ﾜｸｲ ﾀｲｼ

4 0 鎌田　雅稀(3) 日体大柏高 4 0 和久井　大志(1) 日体大柏高
ﾐｶﾐ ｼｭｳﾄ ﾃﾗｶﾜ ﾊﾙｷ

5 2139 三上　嵩斗 SGホールディングスグループ 5 0 寺川　陽喜(2) 日体大柏高
ﾎﾘｺｼ ﾀﾞｲﾁ ﾖｼﾉ ｱｵｲ

6 3381 堀越　大地(3) 西武台千葉高 6 0 吉野　碧(1) 市立船橋高
ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼｷ ｼﾞﾂｶﾜ ﾚﾝ

7 3385 菅原　美紀(3) 西武台千葉高 7 0 實川　蓮(2) 日体大柏高
ﾀｲﾗ ｼｭﾝｽｹ ｱﾔ ｶｽﾞｷ

8 1676 平　駿介(1) 順大 8 30197 綾　一輝(3) 浦安中
ｲﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ ｿﾒﾉ ﾀｸﾔ

9 1664 伊豫田　達弥(1) 順大 9 1829 染野　拓也 GAZELLE
ﾉﾑﾗ ﾕｳｻｸ ﾀｶﾑﾗ ｹｲﾄ

10 1682 野村　優作(1) 順大 10 0 髙村　敬人(2) 日体大柏高
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ ｳｽｷ ｼｭﾝｾｲ

11 1681 西澤　侑真(1) 順大 11 0 薄　俊成(2) 日体大柏高
ｱﾗｷ ﾊﾔﾄ ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｸ

12 1661 荒木　勇人(1) 順大 12 0 杉本　陸(2) 早大同
ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ ｲﾉｸﾁ ﾚｵﾝ

13 1594 原田　宗広(3) 順大 13 890 井口　怜音(3) 富里高
ﾌｼﾞﾏｶﾞﾘ ﾋﾛﾄ ｵｶﾞﾀ ﾚﾅﾄ

14 1557 藤曲　寛人(4) 順大 14 0 緒方　澪那斗(1) 市立船橋高
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ

15 1553 橋本　龍一(4) 順大 15 3403 中村　連(2) 西武台千葉高

ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾞｲ ﾑﾗﾔﾏ ｶｲﾄ

16 1579 清水　颯大(3) 順大 16 0 村山　海斗(3) 日体大柏高
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ ﾋｸﾞﾗｼ ﾕｳﾀ

17 1592 野口　雄大(3) 順大 17 0 日暮　優太(3) 日体大柏高
ｺﾝ ﾄﾓﾔ

18 3383 近　友哉(3) 西武台千葉高

ﾐﾀﾆ ﾖｼｷ

19 3404 美谷　佳輝(2) 西武台千葉高

ｱｲｶﾜ ﾋﾋﾞｷ

20 3382 相川　響希(2) 西武台千葉高

記録 記録



 男子3000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4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

ｲﾀｸﾗ ｶﾂｷ

1 19017 板倉　克樹(3) ちはら台南中 1
ｻｻｷ ﾑﾀ

2 19024 笹木　夢太(3) ちはら台南中 2
ｵｷﾞﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

3 0 荻村　将伍(1) 我孫子高 3
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅｵｷ

4 0 小笠原　直輝(3) 千葉敬愛高 4
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ

5 0 髙橋　佑典(1) 我孫子高 5
ｶﾜｻｷ ｶﾅﾒ

6 0 川崎　要(1) 鹿島学園高 6
ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝ

7 0 坂本　駿(1) 鹿島学園高 7
ｱﾗｲ ﾃﾂﾔ

8 1186 新井　鉄也 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ 8
ﾅｽ ﾄﾓﾋﾛ

9 0 那須　智太(1) 我孫子高
ﾅｶﾞｲｼ ｺｳﾖｳ

10 0 永石　航洋(1) 我孫子高
ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾞｲｷ

11 3627 長岡　大稀(3) 鹿島学園高
ｺﾝﾄﾞｳ ｲﾌﾞｷ

12 3304 近藤　惟吹(3) 鹿島高
ｻｶﾓﾄ ｶｹﾙ

13 3639 坂本　翔(2) 鹿島学園高
ﾈﾓﾄ ｶｲ

14 0 根本　快生(1) 鹿島学園高
ｵｵﾇﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ

15 0 大沼　良太郎(1) 鹿島学園高
ｲｲﾀﾞ ｼﾝﾔ

16 3625 飯田　慎也(3) 鹿島学園高
ﾎﾘｳﾁ ﾌﾐﾔ

17 5326 堀内　郁哉(1) 順大
ﾀｻｷ ﾀｲﾁ

18 5321 田崎　太智(1) 順大
ﾑﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ

19 0 武藤 稜河(2) 瑞竜中
ﾐﾅﾐﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

20 0 南野　純一 JR東日本千葉

ｻﾞﾏ　ﾔｽﾅﾘ

21 0 座間　保成 JR東日本千葉

記録



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

5月4日 00:00 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
ｱﾍﾞ ﾃﾝﾏ ﾅﾜｲ ｿｳﾀ

2 0 阿部　天馬(1) 市立船橋高 2 0 繩井　颯太(2) 市立船橋高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ クギ ダイチ

3 1608 山口　大我(3) 順大 3 4749 工木 大地(3) 東理大
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ

4 1650 松田　太一(2) 順大 4 1108 松本　卓也(3) 八千代高
ﾓﾘﾀ ｶﾉﾝ ﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ

5 1685 森田　翔音(1) 順大 5 0 津山　将汰(1) 市立船橋高
ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ウチダ トモタカ

6 1566 今井　淳平(3) 順大 6 4768 内田 智崇(3) 東理大
ﾐﾔｳﾁ ｼｭｳ ﾀﾅｶﾕｳﾀ

7 5328 宮内　崇右(1) 順大 7 0 田中　裕太(1) 市立船橋高
サメシマ　コウキ ｱﾍﾞ ﾀﾂｷ

8 0 鮫島　幸紀(3) 市立船橋高 8 0 阿部　竜希(1) 八千代高

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

2 2
ﾑﾗｶﾐ ｻﾄﾔ

3 0 村上　覚哉(2) 千葉敬愛高 3
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀ

4 2484 野口　侑汰(3) 牛久高 4
ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ

5 0 高橋　巧実(1) 八千代高 5
ﾆｼｵｶ ﾀｸﾐ

6 1133 西岡　拓海(3) 八千代東高 6
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾔﾄ

7 2467 畠山　勇人(2) 牛久高 7
ｵﾁｱｲ ﾂﾊﾞｻ

8 0 落合　翼(1) 印旛明誠高 8

記録 記録

記録



 男子400mH(0.914m)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ

1 609 鈴木　大地 Runway 1
ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ ｾｷｼﾛ ｼﾞｭﾝﾔ

2 3322 尾崎　康太(1) 千葉大院 2 0 堰代　淳哉(2) 茂原高
ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

3 1519 浅子　隆一(4) 順大 3 11200 髙田　裕士 レジェンズ
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ ﾏﾂｸﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ

4 1619 小野寺　将太(2) 順大 4 1005 眞次　駿英 Diversity  A.C.

ｱﾘﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ

5 1688 有田　英憲(2) 順大院 5 6138 橋爪　孔明(2) 山梨大院
ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｷ

6 1602 村冨　浩太朗(3) 順大 6 3311 長嶋　寿樹(3) 千葉大
ｺｽｷﾞ　ﾘｷ ｳﾉﾃﾞｨ ﾑｰﾝ

7 1534 小杉　力(4) 順大 7 425 ウノディ　ムーン(2) 東金高
ﾐﾖｼ ﾚﾝ オカダ　ユウジ

8 1601 三好　蓮(3) 順大 8 3864 岡田　優志(3) 我孫子東高

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：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

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

アサイ　ダイキ ﾖｼｺﾞｳ ﾋﾛﾄ

1 3871 浅井　大希(2) 我孫子東高 1 0 吉郷　寛人(3) 我孫子高
ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｽﾞｷ ｻﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

2 0 岩渕　和稀(3) 千葉敬愛高 2 1114 佐田　凜太郎(3) 八千代高
ｱｻﾉ ﾅﾙｲ ﾀﾙﾀﾆ ﾄﾓｼｹﾞ

3 0 淺野　德維(3) 早大同 3 1113 樽谷　朋篤(3) 八千代高
ﾅｶｷﾊﾗ ｹﾝﾀ ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ

4 0 中木原　健太 Team AgaiN 4 0 鈴木　勇輝(3) 我孫子高
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ ﾌﾅﾔﾏ ｹﾝｽｹ

5 763 清水　敬太(4) 群馬高専 5 1193 舟山　謙佑(2) 早大同
ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ ｸﾛｲﾜ ｺｳｼｭﾝ

6 1933 森本　祥之(4) 東大 6 761 黒岩　航舜(4) 群馬高専
ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛｷ

7 3312 佐藤　元(2) 鹿島高 7 1734 望月　大暉(3) 東学大
ｱｲｻﾞﾜ ｿｳﾀ ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ

8 0 相澤　颯大(3) 我孫子高 8 2987 上田　桂悟(1) 関東学大
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ ｶｼﾜｸﾞﾏ ｼｭﾝ

9 2566 長谷川　将万(2) 群馬大 9 3626 柏熊　春(3) 鹿島学園高
ｾｷ ﾋﾛ ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞｷ

10 35120 関　宙(2) 淑徳巣鴨高 10 1918 栗山　一輝(4) 東大
ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｹﾋﾛ ﾏｻｷ ﾏｺﾄ

11 35125 徳永　岳大(2) 淑徳巣鴨高 11 3671 正木　誠(2) 上武大
ｱﾗｲ ｸﾆｶｽﾞ ﾎｼﾅ ﾊﾔﾄ

12 1167 新井　国憲(3) 早大同 12 2985 保科　駿斗(2) 関東学大
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ

13 69 水野　友登 静岡パラ陸上 13 4280 鈴木　智仁(2) 防大
ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ ﾐﾁｵｶ ﾋｼﾞﾘ

14 103 村田 瑞樹 静岡陸協 14 1988 道岡　聖(2) 東大
ｼﾏﾑﾗ ｴｲｼﾞ

15 1289 島村　英治(2) 早大
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ

16 12 高橋 優(4) 木更津高専

記録 記録



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

3組 4組
ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

ﾅｶﾞﾉﾄﾓﾋﾛ ｻｻｷ ﾘｮｳﾄ

1 1516 長野　朋宏(4) 東学大 1 172 佐々木　亮斗(3) 拓大紅陵高
ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ツルダ　カズヒロ

2 3165 金田　遼祐(2) 専修大松戸高 2 2716 鶴田　和博(4) 桜美林大
ｳﾉｻﾞﾜ ｱﾂｼ フジモト ノア

3 4459 鵜之沢　敦志(1) 横国大 3 4787 藤本 能有(2) 東理大
ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ モリタ ユウキ

4 6133 上田　誠人(4) 山梨大 4 4760 森田 雄貴(2) 東理大
ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞﾏｻ ﾏﾂﾓﾄ ｺﾀﾛｳ

5 3318 福原　一将(4) 千葉大 5 3386 松本  虎太郎(3) 西武台千葉高

ｶｲﾂﾞｶ ﾀｲｷ ｲﾏｴ ﾕｳﾄ

6 4709 貝塚 泰基(2) 横市大 6 3297 今江　勇人(4) 千葉大
ｱｻﾀﾞ ﾕｳﾏ ｺｲｽﾞﾐ ｹﾝ

7 3132 麻田 悠馬(3) 学習院大 7 4200 小泉　謙(1) 駿大
ｺｵﾘﾔﾏ ｹｲｺﾞ ｽﾄﾞｳ ｹﾝｽｹ

8 5930 郡山 京悟 帝平大 8 3358 須藤　健介(3) 立大
ｶﾈｺ ｺｳｾｲ ｽｽﾞｷ ﾀｶｱｷ

9 0 金子 侯生 帝平大 9 3340 鈴木　孝明(4) 立大
ｸﾜﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ ｲｼﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ

10 329 桑山　寛隆(3) 国士大 10 3371 石鍋　拓海(2) 立大
ﾏﾝｵｸ ﾅｵｷ ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

11 0 萬奥　脩貴(1) 国士大 11 3379 佐藤　優太(2) 立大
ｱｶﾎｼ ﾕｳﾄ ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｼ

12 1828 赤星 友都(4) 筑波大 12 3346 増田　駿(4) 立大
ｵｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾁｶ ﾜﾀﾍﾞ ﾂﾖｼ

13 1793 岡島 広周(2) 筑波大 13 3390 渡部　剛士(2) 立大
ﾏｽｶﾜ ﾋﾛﾑ ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｿﾝ

14 1838 益川 洋武(4) 筑波大 14 4909 柴田　太尊(1) 麗澤大
ﾏﾂﾅﾐ ｺｳｾｲ ｷﾑﾗ ｲｯｾｲ

15 820 松並 昂勢(3) 自由ヶ丘 15 3695 木村 壱正(4) 流経大
ﾕｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ

16 4926 湯川 友博(4) 高崎経済大 16 3702 西村 茂(4) 流経大
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ

17 4930 丸山 達広(4) 高崎経済大 17 3736 吉田 将基(3) 流経大
ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ

18 4934 石澤 由祐(3) 高崎経済大

記録 記録



 男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

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

ｲｼｲ ﾄｳｼ

1 3765 石井 闘志 流経大 1
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ

2 0 髙橋　悠斗(1) 国士大 2
ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

3 4186 阪本　大貴(2) 駿大 3
ｵﾉ ｼｭﾝﾀ

4 2996 小野　隼太(2) 茨大院 4
アラハタ ヒロト

5 4780 荒幡 寛人(3) 東理大 5
ﾂﾅｼﾏ ﾀﾂﾔ

6 0 綱島　辰也(1) 国士大 6
ﾐﾔｷﾞ ｲｯｾｲ

7 4745008 宮城　壱成 金秀AC 7
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ

8 4897 小林　琢人(2) 麗澤大 8
ﾂｶﾀﾆ ﾉｿﾞﾑ

9 4910 塚谷　希(1) 麗澤大
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ

10 4904 山本　将輝(2) 麗澤大
ｶﾜｳﾁ ｺｳﾀ

11 4887 河内　宏太(3) 麗澤大
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ　

12 1651 的場　亮太(2) 順大
ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

13 1605 森下　舜也(3) 順大
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾕｳｷ

14 1679 長山　勇貴(1) 順大
ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ

15 1552 野田　一輝(4) 順大

記録



一般男子走高跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝　

ﾅｶﾀﾞｲ ｹｲﾄ

1 0 中?　啓人(1) 清和大
ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝ

2 254 石橋　健 千葉陸協
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

3 0 鈴木　裕太(3) 電機大
ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷﾖ

4 1637 高橋　宗聖(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



一般男子棒高跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝　

ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ

1 3306 古谷　勇人(3) 千葉大
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

2 1588 中川　暁博(3) 順大
ｴﾋﾞﾀ ｿﾗ

3 3293 海老田　そら(2) 千葉大
ｱﾌﾞﾗﾔ ｹｲｺﾞ

4 1611 油屋　圭吾(2) 順大
ｱｿｳ ﾐｷｵ

5 1610 麻生　幹雄(2) 順大
ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

6 1527 内田　涼太(4) 順大
ｵｸ ﾘｸ

7 1618 奥　吏玖(2) 順大

m
記録 ｺﾒﾝﾄ

m m m m m m
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

m



一般男子走幅跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾀﾞ ｺﾞｳｷ

1 0 小田　豪生 Team AgaiN
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾏﾈ

2 1549 中島　周音(4) 順大
ﾐﾈｼﾏ ﾀｶﾋｻ

3 94 峯島　喬久 千葉陸協
ｱｻﾘ ﾀｸ

4 3288 浅利　拓(2) 千葉大院
ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻｷ

5 1276 青栁　柾希(2) 早大
ﾆｼｷｵﾘ ﾀｹﾙ

6 1680 錦織　岳(1) 順大
ｲﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

7 1524 稲川　尚汰(4) 順大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ

8 1625 小林　大起(2) 順大



一般男子三段跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ

1 3316 藤本　悠大(3) 千葉大
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ

2 1922 佐藤　彰太(4) 東大
ﾀｶｲ ﾊﾔﾄ

3 0 高井　隼大(1) 千葉大
ﾀｺﾞ ﾏｻｱｷ

4 20866 田子　政昌 ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC
ｾｷ ﾄﾓﾔ

5 1541 関　智哉(4) 順大
ｺｳﾉ ｸﾆﾋﾛ

6 3315 河野　漢広(1) 千葉大院
ｺﾏﾀ ﾋﾛｼ

7 1570 小俣　洋(3) 順大
ｵﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

8 1569 小原　大輝(3) 順大
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ

9 1385 山嵜　隆治 ＪＯＫＥＲ
ﾉｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 

10 1551 野﨑　千晧(4) 順大
ﾀｷﾀﾆ ｷｮｳｽｹ

11 1584 瀧谷　京輔(3) 順大
ﾄﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｷ

12 1678 外所　晴貴(1) 順大



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

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

1 4381 岡田　一真(2) 埼大
ﾀｶﾉ ｲﾁﾛ

2 1583 高野　一路(3) 順大
ｲｼｻﾞｶ ｼｮｳﾏ

3 1662 石坂　奨真(1) 順大
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ

4 1697 田中　光(1) 順大院



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

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾗﾀ ｴｲｲﾁ

1 8251 奈良田　栄一 栃木陸協
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

2 4381 岡田　一真(2) 埼大
ﾃﾞﾝﾌﾟｼｰｼﾞｬｽﾃｨﾝｼｮｳ

3 3359 デンプシージャスティン昇(3) 立大
ｵﾁｱｲ ｹﾝﾀ

4 2551 落合　健太(4) 群馬大
ﾔｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ

5 4358 矢口　幸平(2) 埼大
ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｽｹ

6 1521 石塚　恒祐(4) 順大
ｼﾉｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

7 1630 篠崎　亮介(2) 順大
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

8 1546 田村　勇太(4) 順大



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

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾁｱｲ ｹﾝﾀ

1 2551 落合　健太(4) 群馬大
ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ

2 0 高橋　実 千葉マスターズ
ﾁｬｿﾞﾉ ｱｷﾗ

3 741 茶園 彬 群大TFクラブ
ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

4 1622 北山　智大(2) 順大
ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ

5 1653 三浦　琢磨(2) 順大
ｲｼｻﾞｶ ｼｮｳﾏ

6 1662 石坂　奨真(1) 順大
ｶﾜｲ ﾘｭｳｾｲ

7 1668 川合　隆誠(1) 順大
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ

8 1612 石川　諒(2) 順大
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ

9 1596 藤本　圭吾(3) 順大



一般男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾔ

1 1384 宮島　卓哉 ＪＯＫＥＲ
ｽｽﾞｷ ﾏｵ

2 5320 鈴木　真央(1) 順大
ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ

3 1669 笹木　駿祐(1) 順大
ｲﾉｾ ｶｽﾞｷ

4 1565 猪瀬　和希(3) 順大
ﾌｸｵｶ ｽｸﾞﾙ

5 1683 福岡　駿(1) 順大
ﾀﾆﾊﾞ ﾏｻﾕｷ

6 1698 谷場　雅之(1) 順大院



高校男子走高跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝　

ｵｵﾔｷﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

1 1338 大八木　一成(2) 印旛明誠高
ﾂｼﾞｲ ﾊﾔﾄ

2 0 辻井　隼人(3) 千葉北高
ｸﾏｸﾗ ﾀｲﾁ

3 921 熊倉　泰一(2) 印旛明誠高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ

4 0 渡部　優磨(1) 印旛明誠高
ﾆｼﾔﾏ ﾉｱ

5 0 西山　望明(2) 市立船橋高
ナガイ　ソウタ

6 0 永井　綜太(3) 市立船橋高
ｵｵﾂ ｺｳｷ

7 0 大津　晃樹(2) 市立船橋高

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：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝　

ﾑﾗｵｶ ｼｭｳﾍｲ

1 0 村岡　柊平(1) 印旛明誠高
ｲﾜｻｷﾀｲｷ

2 920 岩崎　大輝(2) 印旛明誠高
ﾔﾏﾓﾄ ﾋｭｳﾅ

3 0 山本　飛和(1) 印旛明誠高
ｺｼﾞﾏ ｴｲｷ

4 919 小島　瑛生(2) 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：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

タナカ　マサル

1 3875 田中　勝(1) 我孫子東高
ネモト　ユウヤ

2 3868 根本　湧也(2) 我孫子東高
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾏ

3 0 柳沢　隼磨(1) 佐倉東高
ﾅｶﾔｽ ﾅﾂｷ

4 0 中易　夏騎(1) 佐倉東高
ﾓﾘｳﾁ ﾂﾊﾞｻ

5 0 森泉　翼冴(1) 印旛明誠高
ｺｲｹ ﾋｶﾙ

6 917 小池　洸(3) 印旛明誠高
ｽｶﾞｻﾜ ｱｻﾋ

7 0 菅澤　旭飛(2) 千葉敬愛高
ﾓﾄｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ

8 0 本島　潤(1) 鹿島学園高
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｷ

9 1130 風間　勇紀(3) 八千代東高
アラハタ　コウキ

10 3865 荒畑　光希(3) 我孫子東高
ｻﾄｳ ﾗｲｷ

11 3635 佐藤　礼貴(2) 鹿島学園高
ﾂﾈｲｽﾞﾐｺｳｽｹ

12 0 常泉　光佑(1) 市立船橋高
ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾏ

13 0 松村　匠真(1) 市立船橋高
ﾐﾔﾍﾞ ﾄｳﾔ

14 1120 宮部　灯哉(2) 八千代高
ﾅｶﾖｼ ﾋﾛﾔ

15 1119 中吉　紘也(2) 八千代高
ｶﾘﾉ ﾁｶﾗ

16 422 狩野　力(3) 東金高
ｶﾀｵｶ ﾕｳｽｹ

17 421 片岡　祐輔(3) 東金高



高校男子三段跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾊﾄﾘ ﾛｰｶﾞﾝ

1 1110 羽鳥　ローガン(3) 八千代高



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ｶｲﾄ

1 0 佐々木　海翔(1) 印旛明誠高
ｵｵﾉ ｺｳｷ

2 0 大野　航聖(1) 印旛明誠高
ｺｸﾌﾞ ﾚﾝ

3 0 國分　蓮(2) 西武台千葉高
ｶﾗｻﾜ ﾀｶﾋﾃﾞ

4 2474 唐澤　孝英(1) 牛久高



高校男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｴ ｼｮｳﾖｳ

1 0 大江　翔陽(1) 八千代高
ﾀｷｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

2 0 瀧川　迅人(1) 西武台千葉高
ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾐ

3 35104 片桐　拓海(3) 淑徳巣鴨高
ｵｵｸﾎﾞ ｻﾄｼ

4 0 大久保　聡史(3) 西武台千葉高
ﾌｼﾞﾀ ｶｲ

5 1107 藤田　海(3) 八千代高
ｺﾓﾘ ﾋﾛﾄ

6 0 小森　裕翔(3) 西武台千葉高



高校男子ハンマー投(6.000kg)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾌﾙｳﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ

1 0 古内　総一郎(3) 茂原高



高校男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｽｹ

1 0 関口　康佑(3) 千葉敬愛高
ｾｷ ｶｲﾗ

2 0 関　海良(3) 千葉敬愛高
ﾀｷｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

3 0 瀧川　迅人(1) 西武台千葉高
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ

4 3334 鈴木 航大(2) 鹿島高



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

1 1

2 2

3 3
ﾀｲﾗ ﾊﾙ

4 19023 平良　陽琉(3) ちはら台南中 4
ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

5 19012 北川　雄太(3) ちはら台南中 5
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ

6 30186 山田　航暉(3) 浦安中 6

7

8

記録



中学男子走高跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝　

ﾊﾀﾅｶ ｲｯｻ       

1 55169 畠中　一颯(3) 八千代松陰中
ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾐ

2 19010 永井　拓海(3) ちはら台南中
ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾀﾛｳ

3 55170 山下　寛太郎(3) 八千代松陰中

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：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｭﾝﾔ

1 19005 山形　隼也(3) ちはら台南中
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲﾁ

2 19015 藤本　泰地(3) ちはら台南中



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘ ｷｮｳﾍｲ

1 19004 森　匡平(3) ちはら台南中



 女子100m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 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
ｶｻﾉ ﾐﾕｳ ナベシマ　ノゾミ

1 0 笠野　心結　(1) 八千代松陰中 1 0 鍋島　希(3) 市立船橋高
ｸｽﾞｶﾜ ｻﾅ ｽｽﾞｷ ﾕｷ

2 14057 葛川　真(3) 西陵中 2 1008 鈴木　裕貴 Diversity  A.C.

ﾓﾘｻﾜ ﾖｼﾅ ｵｵｻﾜ ｱﾔﾅ

3 776 森澤　佳菜(2) 八千代高 3 0 大澤　綾菜(1) 市立船橋高
ｶｼﾞﾀﾆ ﾅｵ ｵｵｲﾃﾞ ﾏﾎ

4 0 梶谷　菜帆(2) 市立船橋高 4 9074 大出　茉穂(3) 千葉大
ﾏﾁﾀﾞ ｱｲﾘ ｳｴﾀﾞ ｻﾔ

5 19002 町田　愛莉(3) ちはら台南中 5 0 上田　紗椰(1) 八千代高
コマツ　エリカ ﾓﾘﾀ　ﾏｷ

6 0 小松　絵里香(3) 市立船橋高 6 0 森田　万稀(1) 市立船橋高
ﾅｶﾆｼ ﾅﾂｷ ﾖｺﾔﾏ ｱｶﾈ

7 9593 中西　菜月(1) 順大 7 0 横山　茜(1) 八千代高
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ ﾊｾﾍﾞ　ｶﾚﾝ

8 777 山田　美南(2) 八千代高 8 0 長谷部　可蓮(2) 高島一中

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
ﾏｷﾉ ﾒｸﾞﾐ ｲｼｲ ｱｽﾐ

2 0 牧野　愛(2) 茂原高 2 0 石井　明日実(2) 佐倉東高
ｻｶｲ ｱﾔ ｳﾁﾀﾞ ｱﾐ

3 0 酒井　彩(2) 千葉北高 3 1386 内田　亜実 ＪＯＫＥＲ
ﾅｶﾀﾞ ﾕﾒ ｲｺﾞｳ ﾚﾅ

4 19008 仲田　結夢(3) ちはら台南中 4 19016 井合　玲奈(2) ちはら台南中

ｲﾁﾑﾗ ﾊﾅｺ ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｶ

5 0 市村　華子(3) 千葉敬愛高 5 0 川口　遥(1) 印旛明誠高
ﾕｱｻ ｱﾔｶ ｵｵｷ ﾓﾓ

6 0 湯浅　彩花(1) 千葉敬愛高 6 3641 大木　萌々(2) 鹿島学園高
ｳﾁｺｼ ﾏﾘｶ ﾀﾅｶ ｼﾅ

7 0 打越　麻莉加(2) 市立船橋高 7 8723 田中　詩菜(4) 日体大
ウラシマ　ユイ アンザイ　シオン

8 2411 浦嶋　優衣(1) 我孫子東高 8 2407 安齋　紫苑(3) 我孫子東高

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
ﾀﾏﾃ ｼｵﾈ ﾐﾁｼﾀ ｶﾘﾝ

2 0 玉手　汐音(1) 鹿島高 2 237013 道下　香梨(2) 江戸川女子中

ﾈﾓﾄ ｶｴﾃﾞ ﾅｶﾞｻﾜ ｺｲｺ

3 3306 根本　花楓(3) 鹿島高 3 3320 長澤　恋子(2) 鹿島高
ﾄﾐﾔﾏ ﾉｱ ﾊﾞﾊﾞ ﾊﾙﾅ

4 0 富山　乃亜(2) 成田西陵高 4 3337 馬場　晴菜(2) 鹿島高
ﾃﾗｻｷ ﾘﾅ ﾌﾙﾔ ｶﾉﾝ

5 19005 寺崎　莉奈(3) ちはら台南中 5 19011 古谷　かのん(3) ちはら台南中

ｴﾑﾗ ｲﾉﾘ ﾂｼﾞ ｻﾗｻ

6 237011 江村　いのり(2) 江戸川女子中 6 0 辻　更紗(2) 千葉敬愛高
ﾀｷｸﾞﾁ ﾋﾅ ｷｸﾁ ﾎﾉｶ

7 0 瀧口　陽菜(1) 鹿島高 7 0 菊池　穂乃花(2) 千葉敬愛高
ﾅｶﾞｾ ｴﾘ ﾀｼﾛ ﾘｻ

8 237012 永瀬　衣里(2) 江戸川女子中 8 8679 田代　理紗 東大院

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：藤田　祥平

5月4日 00:00 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

1 1
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｵ

2 237014 山崎　真緒(2) 江戸川女子中 2
ﾏｽﾀﾞ ﾕｲ

3 1457 増田　結衣(2) 商大付高 3
ｶﾜｻｷ ﾕﾒ

4 0 川﨑　袖芽(1) 東金高 4
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｻ

5 19021 中川　里紗(2) ちはら台南中 5
ﾅｶﾞｵ ﾋﾅｺ

6 19020 長尾　雛子(2) ちはら台南中 6
ｻｶｸﾞﾁ ｻｸﾗ

7 237014 坂口　さくら(3) 江戸川女子中 7
ｵｵﾎﾘ ﾅｵ

8 19022 大堀　夏陽(2) ちはら台南中 8

記録



 女子200m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 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

2 2
サイトウ　リノ ｴｲﾅｶﾞ ﾜｶﾅ

3 0 齋藤　理乃(3) 市立船橋高 3 0 永長　和奏那(3) 千葉敬愛高
ｶﾜｸﾎﾞ ﾓｴｶ ﾐﾔｳﾁ ﾓｴ

4 0 川窪　萌夏(2) 市立船橋高 4 3642 宮内　萌絵(2) 鹿島学園高
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ｼﾞﾂｲｼ　ﾅﾂｷ

5 8526 中嶋　彩画(3) 順大 5 8537 實石　奈都紀(2) 順大
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ ｱｻﾔﾏ ﾐﾅﾐ

6 8517 山本　唯弥(4) 順大 6 0 浅山　南(1) 八千代高
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ ｾｲｷ ﾁﾊﾅ

7 8516 西尾　夏波(4) 順大 7 3318 清木　千花(2) 鹿島高
ﾊｾﾍﾞ　ｶﾚﾝ ﾊﾗﾉﾌﾐﾅ

8 0 長谷部　可蓮(2) 高島一中 8 2559 原野史菜 one's

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

2 2
ｼﾗｲ ﾐｳ

3 19007 白井　美羽(3) ちはら台南中 3
ﾊﾗ ｱｶﾘ

4 0 原　杏花梨(2) 千葉北高 4
ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾅ

5 0 安達　麻里奈(1) 八千代高 5
ｵｵｷ ﾓﾓ

6 3641 大木　萌々(2) 鹿島学園高 6
ｺｻﾞﾜ ｱﾔﾅ

7 0 小澤　彩奈(3) 千葉北高 7
ﾌﾙｶﾜ ﾁﾅ

8 20119 古川　智菜(2) 行田中 8

記録 記録

記録



 女子400m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

1 1
ｻﾄｳ ｶﾎ ﾓﾘ　ﾅﾂｷ

2 0 佐藤　夏帆(2) 国際学院高 2 0 森　夏葵(2) 千葉敬愛高
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ｼﾑﾗ ﾐｸ

3 8526 中嶋　彩画(3) 順大 3 3305 志村　海空(3) 鹿島高
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ ｱｵﾀ ﾎﾉｶ

4 8515 中村　栞里(4) 順大 4 0 青田　帆華(2) 国際学院高
ﾕｱｻ　ﾄﾓｴ ﾀﾊﾗ ﾋﾛｺ

5 8548 湯浅　朋恵(2) 順大 5 0 田原　広子(2) 国際学院高
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ ﾐﾔｳﾁ ﾓｴ

6 8517 山本　唯弥(4) 順大 6 3642 宮内　萌絵(2) 鹿島学園高
ｺｻｶｲ ﾕﾐ ｲｼﾊﾞｼ ﾕｲﾅ

7 781 小坂井　裕美(2) 八千代高 7 0 石橋　悠以奈(2) 千葉敬愛高
ｼﾞﾂｲｼ　ﾅﾂｷ ｷﾀﾑﾗ ﾘﾝｶ

8 8537 實石　奈都紀(2) 順大 8 0 北村　凜花(3) 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 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：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

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

ｶﾜｼﾏ ﾅﾅｺ ｲﾁﾊﾗ ﾚｲﾅ

1 1215 河嶋　菜々子(3) 水城高 1 0 市原　怜奈(2) 茂原高
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ ｵｵｼﾏ ﾐﾕ

2 8509 小宮山　悠(4) 順大 2 19006 大嶋　海結(3) ちはら台南中

ﾎﾝﾏ ﾕｲ ｾﾔ ﾓﾓｶ

3 55153 本間　柚衣(2) 八千代松陰中 3 0 瀬谷　百香(2) 我孫子高
ｷｸﾁ ﾘｸ ｱｻﾋ ｱﾔｶ

4 8508 菊地　梨紅(4) 順大 4 1219 旭　彩華(2) 水城高
ﾅｶｵ ﾏｲ ﾈﾓﾄ ﾏﾅ

5 657 中尾　真依 ユニクロ 5 1225 根本　まな(1) 水城高
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾙ ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅ

6 8564 山口　光(1) 順大 6 8560 松田　真菜(1) 順大
ﾆｼｳﾐ ﾌｳ ｷﾞﾄｳ ﾘﾉ

7 0 西海　風(2) 我孫子高 7 8533 儀藤　梨乃(2) 順大
ｱｲﾀﾞ ｱﾔﾅ ﾅﾍﾞｼﾏ ﾕｷﾉ

8 145 相田　彩菜 Runway 8 5558 鍋島　幸乃(1) 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

ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ ｲﾜｻﾜ　ﾐﾅ

1 0 田中　マナミ(2) 茂原高 1 0 岩澤　美奈　(1) 千葉敬愛高
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾉ ｶｼﾞ ﾅﾂｷ

2 3307 渡邉　彩乃(3) 鹿島高 2 237008 梶　菜月(2) 江戸川女子中

ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ ﾔﾏｻﾞｷ  ﾁﾋﾛ       

3 3643 佐藤　日和(2) 鹿島学園高 3 55145 山﨑　千央(3) 八千代松陰中

ｼﾏﾀﾞ  ﾐﾅﾐ       ﾅｶﾞﾄ ｻｷ

4 55144 島田　美南海(3) 八千代松陰中 4 0 長門　沙季(1) 東金高
ﾔﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ﾄｳﾐﾈ ｽﾐﾚ

5 3308 山岡　ひより(3) 鹿島高 5 0 東峰　すみれ(1) 鹿島高
ｲﾄｳ ﾚｲﾅ ｻｲﾄｳ ﾏﾘﾅ

6 35161 伊藤　玲奈(3) 淑徳巣鴨高 6 2524 齋藤　莉奈(2) 牛久高
ﾂﾂｲ ﾏﾋﾛ ﾊﾔｼ ﾕﾘﾅ

7 30170 筒井　真優(3) 浦安中 7 19018 林　夢里奈(2) ちはら台南中

ｸｽﾐ ｼﾞｭﾝﾅ ｵｵﾊﾗ　ﾓﾓｶ

8 0 楠美　純那(3) 千葉敬愛高 8 0 大原　百々花(1) 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 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録

記録 記録



 女子1500m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｽｽﾞｷ ﾕﾒｶ ｵｷﾞﾇﾏ ﾏﾘ

1 0 鈴木　結芽香(3) 千葉敬愛高 1 1220 荻沼　真理(2) 水城高
ｶﾜｼﾀ ｱｵｲ ｺﾔﾏ ﾚﾅ

2 1007 川下　葵 Diversity  A.C. 2 1221 古山　麗奈(2) 水城高
ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ

3 0 大野　夏実(2) 千葉北高 3 8509 小宮山　悠(4) 順大
ﾋﾑﾗ ﾊﾙｶ ｻｲﾄｳ ﾘｵ

4 0 樋村　遥果(2) 千葉北高 4 0 斉藤　璃音(2) 我孫子高
ｾｷ ﾕｲｺ ｲﾜﾄ ﾕｶ

5 0 関　由以子(1) 印旛明誠高 5 0 岩戸　優香(2) 我孫子高
ﾅｶﾉ ﾓｴｶ ﾀｹﾋﾗ ﾕｶｺ

6 0 中野　萌花(1) 八千代高 6 8540 竹平　優花子(2) 順大
ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｶ ﾅｶﾞｼﾏ　ﾅﾅ

7 35174 大島　涼花(2) 淑徳巣鴨高 7 0 長島　奈南(3) 波崎第一中
ﾑﾗｶﾐ ｱｽﾞﾐ ｶｷﾔ ｺﾄﾐ

8 35173 村上　あずみ(2) 淑徳巣鴨高 8 8506 垣屋　琴美(4) 順大
ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ ﾖｼｽﾞﾐ ﾅﾅ

9 3643 佐藤　日和(2) 鹿島学園高 9 8518 吉住　奈々(4) 順大
ﾏﾂﾊｼ ﾕｳｺ ﾌﾀｶﾞﾜ ｱﾔｶ

10 892 松橋　由子(2) 八千代高 10 5559 二川　彩香(1) 順大
ﾓﾘ ﾊﾙｶ ﾂｼﾞﾀ ｼｮｳｺ

11 891 森　遥香(2) 八千代高 11 8557 辻田　翔子(1) 順大
ｲﾉｸﾁ ﾙﾅ ｺｳﾓﾄ ﾏｵ

12 0 井口　瑠菜(1) 富里高 12 8535 甲本　まお(2) 順大
ｲﾜﾀ ﾏｱﾔ ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ

13 0 岩田　真綾(1) 鹿島高 13 8524 白石　由佳子(3) 順大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ ｵﾉ ｼｵﾝ

14 0 渡邉　晴花(2) 我孫子高 14 8552 小野　汐音(1) 順大
ｱｻﾉ ﾓｴ ﾆｼｶﾜ ﾕｲ

15 0 淺野　萌(2) 我孫子高 15 8585 西川　優衣(3) 東学大
ｲｼﾀﾞ ｻｸﾗ ｻﾞﾏ ｼｵﾘ

16 3314 石田　咲来(2) 鹿島高 16 8536 座間　栞(2) 順大
ﾀﾊﾞﾀ ﾗﾝﾅ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ

17 8556 田畑　藍菜(1) 順大 17 8546 松本　奈々(2) 順大
ｶｼﾞ ﾅﾂｷ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ

18 237008 梶　菜月(2) 江戸川女子中 18 8525 高橋　優菜(3) 順大
ﾂﾂｲ ﾏﾋﾛ ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ

19 30170 筒井　真優(3) 浦安中 19 8511 佐藤　みな実(4) 順大
ﾊﾅﾀﾞ ｻｴ

20 8527 花田　咲絵(3) 順大
ﾖｼﾐｽﾞ ｻｷ

21 1946 由水 沙季 ユニバーサルエンターテインメント

ｱｷﾔﾏ ﾓﾓｺ

22 1937 秋山　桃子 ユニバーサルエンターテインメント

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3000m
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

ｱｷﾔﾏ ﾘﾘｶ ｱﾄﾑﾗ ﾕﾅ

1 237007 秋山　莉々香(2) 江戸川女子中 1 0 後村　優菜(3) 我孫子高
ｲｲﾉ ｼｵﾈ ﾖｼﾀﾞ ｻｷ

2 0 飯野　汐音(2) 我孫子高 2 9023 吉田　咲(4) 城国大
ｲｼｶﾜ ﾏﾎ ﾔｽﾓﾄ ｶﾘﾝ

3 0 石川　真帆(2) 我孫子高 3 647 康本　花梨 ユニクロ
ｱﾍﾞ ｲｽﾞﾐ ｵｶﾞﾀ ｾｲｶ

4 0 阿部　泉(2) 我孫子高 4 660 尾方　星華 ユニクロ
ｵﾀﾞ ﾏﾅﾐ ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ

5 3316 小田　まな実(2) 鹿島高 5 652 今井　千尋 ユニクロ
ﾌｼﾞﾋﾗ ｱｲｶ ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ

6 3310 藤平　愛花(3) 鹿島高 6 1222 髙橋　実里(2) 水城高
ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ ﾌｼﾞﾇﾏ ﾅﾙ

7 8547 山下　萌(2) 順大 7 1217 藤沼　奈瑠(3) 水城高
ﾓﾘ ｱﾔﾅ ﾔﾏｶﾞﾀ ｺﾄﾉ

8 0 森　彩奈(2) 我孫子高 8 1218 山形　思乃(3) 水城高
ｲﾜｲ ｻｷ ｶﾜﾓﾄ ｷﾘｶ

9 678 岩井　沙祈(2) 印旛明誠高 9 659 川本　希花 ユニクロ
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾔﾍﾞ ｱﾔﾉ

10 9355 岡田　葉瑠加(1) 帝科大 10 9022 矢部　綾乃(4) 城国大
ﾐﾔｹ ﾕﾘ ｻﾄｳ ﾐﾕｷ

11 0 三宅　優里(3) 我孫子高 11 9020 佐藤　美雪(4) 城国大
ｼﾝﾒ ｻﾔｶ ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾕｲ

12 0 新目　紗也佳(3) 我孫子高 12 1216 二階堂　優衣(3) 水城高
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕﾘｶ ｴﾊﾞﾀ ﾕｲｶ

13 8529 宮崎　友里花(3) 順大 13 1214 江幡　唯花(3) 水城高
ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ ｱﾒﾐﾔ ﾋﾅ

14 9032 菅原　瑞希(1) 城国大 14 1213 雨宮　氷奈(3) 水城高
ｺｳﾀｷ ﾏﾕﾅ

15 677 香焼　真由菜(2) 印旛明誠高
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ

16 9019 小林　希良莉(4) 城国大
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ

17 9028 滝沢　菜絵(2) 城国大

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録



 女子100mH(0.838m)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 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
ﾀｶｷﾞ ｻｷ ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ

2 778 高木　紗樹(2) 八千代高 2 0 鈴木　歩実(1) 市立船橋高
マスダ　アヤナ ﾐﾔﾓﾄ ﾓｴ

3 0 増田　絢菜(3) 市立船橋高 3 780 宮本　萌衣(2) 八千代高
ｳﾝﾘﾝｲﾝ　ﾐｽﾞﾎ ﾀﾀﾞ ﾕｽﾞｷ

4 0 雲林院　瑞穂(1) 市立船橋高 4 0 多田　柚稀(1) 鹿島学園高
オオクマ　カエデ ﾄﾘｳﾐ ﾕｽﾞｷ

5 0 大熊　楓(3) 市立船橋高 5 0 鳥海　柚月(1) 八千代高
ｷﾑﾗ ﾕｳｶ ｲﾏﾑﾗ ｸﾚｱ

6 0 木村　友香(2) 市立船橋高 6 0 今村　紅愛(1) 八千代高
ｺｼﾞﾏ ｱﾐ ﾊｯﾄﾘ ｱﾔﾅ

7 8722 小島　亜美(4) 日体大 7 3319 服部　綾奈(2) 鹿島高

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

2 2
ｵｵｶﾜ ﾁﾎ

3 3333 大川　智穂(2) 鹿島高 3
ｻｲﾄｳ ﾅｷﾞｻ

4 0 斉藤　凪沙(2) 千葉敬愛高 4
ｲｼｲ ﾏｺﾄ

5 3309 石井　麻琴(3) 鹿島高 5
ｶﾂｲ ﾓﾓ

6 0 且井　桃(1) 千葉北高 6
クルシマ　ミサキ

7 2408 久留島　美咲(2) 我孫子東高 7

8

記録 記録

記録



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

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

1 1

2 2
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾐ

3 8517 山本　唯弥(4) 順大 3
キシ　カナン

4 0 岸　茄楠(3) 市立船橋高 4
ｶﾜｼﾏ ﾐﾔﾋﾞ

5 9075 川島　都妃(2) 千葉大 5
ﾊﾔﾉ ﾘﾝ

6 679 早野　凜(2) 印旛明誠高 6
ｼﾞﾂｲｼ　ﾅﾂｷ

7 8537 實石　奈都紀(2) 順大 7
ｽｽﾞｷ ｻｷ

8 774 鈴木　彩希(3) 八千代高 8

記録



 女子3000mSC(0.762m)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

ﾀﾑﾗ ｼｽﾞｸ

1 8024 田村　寧月(3) 東女体大 1
ﾋｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ

2 0 樋口    穂南(4) 東海大 2
ｳｻﾞﾜ ﾐﾅ

3 9072 鵜沢　美奈(2) 千葉大 3
ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓｶ

4 9114 前田　桃花(2) 立大 4
ｵﾉ ｻｷｺ

5 8890 小野 咲子(3) 国士大 5
ﾐﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ

6 8907 宮城 万里奈(2) 国士大 6
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ

7 8906 田中　ひかる(2) 国士大 7
ﾔｼﾞ ﾘｽﾞﾅ

8 0 矢治　璃瑞奈(1) 東女体大 8
ｲｲﾑﾗ ﾘﾅ

9 8025 飯村　莉菜(2) 東女体大
ﾊﾗ ﾏｲﾅ

10 8596 原　舞奈(2) 東学大
ｻﾜﾀﾞ ﾅﾅｺ

11 8965 澤田　奈々子(4) 上智大
ｵﾊﾞﾀ ﾐｷ

12 9092 小幡　美貴(3) 立大
ﾅｶﾉ ｷﾐｺ

13 9348 中野　公美子(2) 帝科大
ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾙｶ

14 9024 中島　瑛佳(3) 城国大
ﾏｸﾀ ｱｽﾎ

15 9353 幕田　未来渉(1) 帝科大
ｼﾗｶｼ ﾉﾘｺ

16 9352 白樫　典子(1) 帝科大
ﾀｸﾞﾁ ｱﾔﾉ

17 9347 田口　綾乃(2) 帝科大
ｵｵﾆｼ ｶﾎ

18 0 大西 夏帆(1) 聖徳大

記録



一般女子走高跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝　

ﾋﾛﾅｶ ﾐﾊﾙ

1 8528 廣中　三春(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



一般女子走幅跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷﾀﾑﾗ ｱﾝﾘ

1 9590 北村　杏理(1) 順大
ﾅｶﾆｼ ﾅﾂｷ

2 9593 中西　菜月(1) 順大
ｾｲﾉ ｽｽﾞｶ

3 8602 清野　涼々花(2) 東学大
ﾀﾅｶ ｱｷ

4 8583 田中　亜季(3) 東学大
ﾎﾘｳﾁ ﾙﾅ

5 8563 堀内　瑠奈(1) 順大



一般女子三段跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶﾀ ｱﾔｶ

1 9081 坂田　綾香(2) 千葉大
ｶｲ ﾅﾂｷ

2 8505 甲斐　夏輝(4) 順大
ﾎﾘｳﾁ ﾙﾅ

3 8563 堀内　瑠奈(1) 順大
ｲｲﾀﾞ ｼｵ

4 8577 飯田　詩央(3) 東学大
ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ

5 8578 小川　瑞穂(3) 東学大



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

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｳｴ ｱｶﾈ

1 8531 井上　紅(2) 順大
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾂﾐ

2 4864 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：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｿﾀﾞ　ﾐｶ

1 8530 磯田　実華(2) 順大
ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ

2 8539 高橋　七海(2) 順大



一般女子やり投(600g)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾝｹﾞ ｱｵｲ

1 8541 丹下　葵(2) 順大
ｾﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ

2 8564 瀬畑　悠(1) 順大



高校女子走高跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝　

タヤ　ルナ

1 2409 田谷　留奈(2) 我孫子東高
ﾐｽﾞｳﾗ ﾄﾓｶ

2 0 水浦　朋香(2) 千葉敬愛高
ﾉﾑﾗ ｷｻｷ

3 772 野村　希咲(3) 八千代高
ｺｲｽﾞﾐ ﾓﾓｶ

4 90 小泉　桃花(3) 拓大紅陵

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：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝　

ﾕﾊﾗ ｾﾘﾅ

1 0 湯原　星莉奈(2) 佐倉東高
ｲﾄｳ ﾕﾐ

2 0 伊藤　由実(2) 佐倉東高
ﾓﾛﾊﾗ ﾘｵﾝ

3 674 諸原　凜音(3) 印旛明誠高
ｲﾜﾐ　ﾓｴｶ

4 0 岩見　萌香(1) 千葉敬愛高
ﾀｶｳﾁ ｺｺﾛ

5 0 髙内　心(1) 印旛明誠高
ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙｶ

6 0 樋口　遥(1) 千葉敬愛高
ﾀｹｲ ﾘﾝ

7 676 武井　凜(2) 印旛明誠高
ﾋﾖｼ ﾏﾅｶ

8 673 日吉　愛佳(3) 印旛明誠高
ｻｲﾄｳ ｱｺ

9 0 齊藤　阿子(1) 千葉敬愛高

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：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲｹﾞﾀ ｺﾉｶ

1 0 井下田　樹花(1) 東金高
ｷｸﾁ ｷｮｳ

2 0 菊地　杏(1) 佐倉東高
ﾆｼ ﾏﾄﾞｶ

3 1455 西　円(3) 商大付高
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｶ

4 0 高木　亮佳(1) 八千代高
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ

5 0 佐藤　希美(1) 市立船橋高
コバヤシ　ミヤ

6 2410 小林　美也(2) 我孫子東高
ｶﾄｳ ｴﾘ

7 773 加藤　恵理(3) 八千代高
ｾﾝﾀﾞ ﾕｲﾉ

8 779 仙田　結乃(2) 八千代高
ｲｼｲ ｶﾅ

9 0 石井　香名(2) 市立船橋高
ｵｶﾍﾞ ﾚﾅ

10 0 岡部　玲奈(2) 市立船橋高



高校女子三段跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｷｳﾁ ﾏﾘｺ

1 775 木内　万梨子(3) 八千代高
ｵｸﾞﾘ ﾏﾅﾐ

2 7081 小栗　愛海(3) 日本大学第二



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

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾂｷ ｱｲﾐ

1 675 大槻　愛美(3) 印旛明誠高
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ

2 0 中村　美月(3) 西武台千葉高



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

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾏﾑﾗ ﾕｽﾞｶ

1 0 島村　友朱可(1) 西武台千葉高
ｳﾁﾀﾞ ﾓﾅ

2 0 内田　萌奈(3) 西武台千葉高



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

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾄｵﾔﾏ ｶﾅ

1 0 遠山　佳奈(2) 茂原高
ｼﾉｻﾞｷ ｱｵｲ

2 0 篠崎　葵(3) 茂原高



高校女子やり投(600g)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼｲﾅ ﾐﾕ

1 0 椎名　未結(3) 千葉北高
ｲﾉｳｴ ﾚｲﾅ

2 229 井上　玲奈(3) 東金高
ﾀﾅｶ　ﾏﾔﾅ

3 0 田中　茉弥那(2) 千葉敬愛高
ｶﾀﾔﾏ ﾎﾉｶ

4 0 片山　穂乃花(2) 千葉敬愛高
ﾊｾ ｴﾘﾅ

5 0 長谷　衿奈(2) 茂原高
ｲﾏﾐﾔ ｱｽｶ

6 226 今宮　明日香(3) 東金高
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾀﾏｷ

7 290 花澤　環(2) 東金高
ｶﾀﾋﾗ ﾐｸ

8 0 片平　美空(3) 千葉北高
ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ

9 0 林　歩弥(3) 千葉敬愛高
ﾏﾂｼﾀﾊﾙｶ

10 0 松下　陽香(1) 市立船橋高
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ

11 0 中村　美月(3) 西武台千葉高
ｳﾁﾀﾞ ﾓﾅ

12 0 内田　萌奈(3) 西武台千葉高



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

1 1

2 2

3 3
ｷｼ ｱﾏﾈ

4 19010 岸　海音(3) ちはら台南中 4
ｶﾄｳ ｳﾗﾗ

5 19009 加藤　うらら(3) ちはら台南中 5

6

7

8

記録



中学女子走高跳
審 判 長：越川　一紀
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝　

ﾆﾀ ﾅﾅﾐ

1 19015 仁田　奈々美(2) ちはら台南中
ｶﾜﾓﾄ ﾋﾒﾅ

2 19012 河本　姫奈(2) ちはら台南中
ﾉｻﾞｷ ﾕｽﾞｶ

3 19017 野﨑　柚花(2) ちはら台南中
ﾓﾘ ｲﾁﾉ

4 30169 森　一乃(3) 浦安中

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：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｼﾊﾞｴ ｻﾜ

1 19013 小椎八重　咲和(2) ちはら台南中
ｸｼﾀﾞ ﾕｲ

2 19014 櫛田　唯(2) ちはら台南中
ﾀﾅｶ ﾕｲｺ

3 19004 田中　結子(3) ちはら台南中
ｽｶﾞﾉ ｱｲ

4 19001 菅野　愛(3) ちはら台南中



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：青木　和浩
記録主任：藤田　祥平

5月4日 00:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｼﾏ ｺﾅﾂ

1 19003 永嶋　小夏(3) ちはら台南中


