
男子150m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 16:45 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
ｺｻﾞﾜ　ﾕｳﾀ ﾜｼｵ ﾄﾓｷ

2 2057 小澤　優太(3) 順大 2 5255 鷲尾　智樹(1) 順大
ﾕｲ ｶｲｾｲ ﾀｷﾀﾆ ｷｮｳｽｹ

3 2166 油井　快晴(1) 順大院 3 2109 瀧谷　京輔(2) 順大
ｻｶﾞﾜ ｵﾀﾋﾞｵ ｶﾜｼﾏ ﾀｽﾞﾏ

4 2010 佐川　オタビオ(4) 順大 4 2006 川島　鶴槙(4) 順大
ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾔ

5 13342 田邉　将大良 ゼンリン 5 2146 高橋　侃矢(1) 順大
ﾀｶｾ ｹｲ ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ

6 1572 高瀬　慧 富士通 6 238 川崎　和也 渡辺パイプ
ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ ﾑﾛﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ

7 2048 犬塚　渉(3) 順大 7 2083 室橋　健太郎(3) 順大
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ

8 2114 中村　僚真(2) 順大 8

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
ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ ｼｹﾞﾏﾂ ｹｲｼ 

2 2120 藤田　祥平(2) 順大 2 1427 重松　慧士(1) 下総高
ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ ｵﾏﾀ ﾖｳ

3 2150 中田　英駿(1) 順大 3 2095 小俣　洋(2) 順大
ﾌｶﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

4 2030 深山　靖弘(4) 順大 4 2133 山口　大我(2) 順大
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾏ ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

5 5247 富永　琢磨(1) 順大 5 2090 今井　淳平(2) 順大
ｻｻｷ ﾚﾝ オカヤマ シンヤ

6 5241 佐々木　連(1) 順大 6 3004 岡山　進也 東京陸協
ｲﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｶﾜﾅ ﾘｸﾄ

7 2047 稲川　尚汰(3) 順大 7 490 川名　陸翔(3) 木更津高専

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

記録 記録



男子300m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 18:20 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

ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ

1 2099 木下　裕貴(2) 順大 1
ﾕｲ ｶｲｾｲ ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝﾔ

2 2166 油井　快晴(1) 順大院 2 2022 土屋　順哉(4) 順大
ｵﾉﾃﾞﾗ ショウタ ﾈﾓﾄ ﾏﾋﾛ

3 2139 小野寺　将太(1) 順大 3 2116 根本　万大(2) 順大
ｿﾒﾔ ｼｮｳ ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ

4 2066 染谷　翔(3) 順大 4 2145 白尾　祐悠(1) 順大
ｻｻｷ ﾏﾅﾄ ﾎﾘｴ ﾅｵﾂｸﾞ

5 5168 佐々木　愛斗(3) 順大 5 2032 堀江　直胤(4) 順大
ﾀｶｾ ｹｲ ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ

6 1572 高瀬　慧 富士通 6 2127 村富　浩太郎(2) 順大
ｲﾇﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾔ

7 2048 犬塚　渉(3) 順大 7 238 川崎　和也 渡辺パイプ
ｲﾜﾓﾄ ﾀｹﾙ ｸﾞﾚｺﾞﾘｰｾﾄﾞﾘｯｸﾃﾞﾉﾝ

8 2000 岩本　武(4) 順大 8 2140 グレゴリー　セドリックデノン(1) 順大

3組 タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 1

2 2
ｶﾄｳ ﾕｷｵ

3 978 加藤　幸雄 KTC 3
ｵｵﾐｿﾞ ｺｳﾍｲ

4 493 岡田　蒼海(2) 木更津高専 4
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾙ

5 503 渡邊　成(3) 国武大 5
ﾐﾔﾔﾏ ｼｮｳ

6 979 宮山　翔 KTC 6
ﾏｷ ﾔｽﾉﾌﾞ

7 451 牧　康信 愛知マスターズ東三河支部 7

8 8

記録 記録

記録



男子600m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 17:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
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

ｳﾒﾊﾞﾔｼ ｺｳｶﾞ

1 806 梅林　光雅(2) 下総高 1
ﾑﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ

2 5449 村川　雄一 AQRC 2
ｱﾘﾏ ﾕｳｼﾞﾝ

3 5247 有馬　優仁 世田谷区陸協 3
ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳｺﾞ

4 61616 堀内　省吾(3) 都南多摩 4
ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

5 2011 佐藤　孝太朗(4) 順大 5
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾘｭｳ 

6 2367 中條　龍(4) 城西大 6
ｳﾌﾞｶﾀ ﾄｼｷ

7 5180 生方　利樹(1) 高経大 7
ｼﾗｲｼ ﾕｳｶﾞ

8 4518 白石　湧雅(3) 千葉工大 8
ﾌｸﾀﾞ ｶﾅﾀ

9 4221 福田　叶彩(2) 桜美林大

記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



男子1マイル
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 17:10 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

ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝ ﾓﾘ ﾕｳﾀ

1 2608 熊谷　謙(2) 横国大 1 2084 森　優太(3) 順大
ｲｼﾄﾞ ﾋﾛﾑ ﾋﾗｶﾜ ﾀｶｷ

2 2086 石戸　大夢(2) 順大 2 2080 平川　貴稀(3) 順大
ｶﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

3 3531 鎌田　晃輔(4) 千葉大 3 2122 前田　智広(2) 順大
シミズ ケイイチ ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ

4 1754 清水　慶一 RUNWEB 4 5243 鈴木　尚輝(1) 順大
ﾏﾂｵ　ﾘｸ ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

5 2154 松尾　陸(1) 順大 5 2152 原田　凌輔(1) 順大
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾕｷ ﾊﾞﾊﾞｽﾀﾝ ｹｲ

6 5244 高野　寛之(1) 順大 6 2028 馬場スタン　恵(4) 順大
ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ

7 5234 蔭山　和敬(1) 順大 7 2149 出口　航輝(1) 順大
ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｭｳ ﾔﾏﾜｷ ｺｳﾀﾞｲ

8 2024 永島　龍(4) 順大 8 2039 山脇　洸乃(4) 順大
ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳ

9 5251 村上　陸人(1) 順大 9 2051 大場　遼(3) 順大
ﾏｻｺﾞ ﾊﾙｷ ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｼ

10 2123 真砂　春希(2) 順大 10 2091 内山　将志(2) 順大
ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ

11 2125 宮田　諄一(2) 順大 11 2068 高林　遼哉(3) 順大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｯﾍﾟｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ

12 2060 小林　哲平(3) 順大 12 2038 山田　航(4) 順大
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ

13 5254 吉田　尚也(1) 順大 13 2053 香月　翔太(3) 順大
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ

14 5250 的場　亮太(1) 順大 14 2059 小畠　隆太郎(3) 順大
ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ

15 5248 新津　大地(1) 順大 15 2034 宮島　幸太郎(4) 順大
ｼﾝﾄﾞｳ ｶｲﾄ

16 5242 進藤　魁人(1) 順大
ｻｻﾔ ﾘｮｳﾀ

17 2142 笹谷　亮太(1) 順大
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ

18 1054 丸山　竜也 松戸市陸協

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

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110mH(1.067m)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 17:00 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
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

2 2133 山口　大我(2) 順大 2
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｲﾁ

3 2155 松田　太一(1) 順大 3
ｲｽﾞﾐﾔ ｼｭﾝｽｹ

4 2135 泉谷　駿介(1) 順大 4
ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ

5 2031 藤井　亮汰(4) 順大 5
ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ

6 2150 中田　英駿(1) 順大 6
ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

7 2090 今井　淳平(2) 順大 7

8

記録



男子400mH
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 16:30 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
ﾏｷ ﾔｽﾉﾌﾞ

2 2 451 牧　康信 愛知マスターズ東三河支部

ﾐﾖｼ ﾚﾝ ｶﾄｳ ﾏｻﾅｵ

3 2126 三好　蓮(2) 順大 3 2266 加藤　優尚(2) 国士大
ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ ｻｻｷ ﾘｮｳ

4 2127 村富　浩太郎(2) 順大 4 819 佐々木　亮(2) 日体大
ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ ｺｽｷﾞ ﾘｷ

5 2163 井上　駆(1) 順大院 5 2058 小杉　力(3) 順大
ｱﾘﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ ｶｼｳﾗ ｹﾝﾄ

6 5172 有田　英憲(5) 順大 6 2096 樫浦　健人(2) 順大
ｵﾉﾃﾞﾗ ショウタ ﾓﾘ ｿｳﾀﾞｲ

7 2139 小野寺　将太(1) 順大 7 2129 森壮　大(2) 順大
ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾔ

8 2042 浅子　隆一(3) 順大 8 2043 飯塚　拓也(3) 順大

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1

2

3

4

5

6

7

8

記録 記録



男子1500mSC
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 17:55 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

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ

1 4514 中村　航志朗(3) 千葉工大 1
ﾀｶﾊｼ ﾕｳ

2 488 髙橋　優(3) 木更津高専 2
ｵﾏﾀ ﾄﾓﾔ

3 3346 小又　寛也 木更津高専AC 3
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

4 3486 山田　純平(4) 千葉大 4
ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾔ

5 2023 續木　悠也(4) 順大 5
ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

6 2130 森下　舜也(2) 順大 6

7

8

記録

ラップ表 400m 800m 1000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



一般男子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 18:00 決　勝

決　勝　

ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｷﾖ

1 5245 高橋　宗聖(1) 順大
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

2 0 宮川　誠 日体大
ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｷ

3 2071 角田　滉貴(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

8月11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

ﾏﾂﾄﾞ ﾊﾙｷ

1 4738 松戸　春樹(2) 一橋大
ｱﾌﾞﾗﾔ ｹｲｺﾞ

2 5230 油屋　圭吾(1) 順大
ｵﾏﾀ ﾖｳ

3 2095 小俣　洋(2) 順大
ｱｿｳ ﾐｷｵ

4 5169 麻生　幹雄(1) 順大
ｵｸ ﾘｸ

5 2138 奥　吏玖(1) 順大
ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ

6 5232 岩崎　匠海(1) 順大
ﾔﾏｳﾁ ｲｸﾔ

7 2036 山内　郁哉(4) 順大
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾏﾈ

8 2073 中島　周音(3) 順大
ｾｷ ﾄﾓﾔ

9 2065 関　智哉(3) 順大
ﾂｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ

10 2021 辻田　達也(4) 順大
ｲﾄｳ　ﾀｲｽｹ

11 2045 伊藤　奉佑(3) 順大
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

12 2025 中邨　一希(4) 順大
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ

13 2141 小林　大起(1) 順大
ｶﾜｼﾏ ﾀｽﾞﾏ

14 2006 川島　鶴槙(4) 順大



一般男子砲丸投
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 16:15 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 ﾀｲｶﾞ

1 94 工藤　大河 千葉陸協
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

2 955 竹田　湧司(2) 日体大
ｳｻﾞﾜ ﾖｼﾏｻ

3 5816 鵜澤　祐聖(1) 横国大院
ﾀｶﾉ ｲﾁﾛ

4 2107 高野　一路(2) 順大
ﾀｼﾛ ｶﾝｼﾞ

5 2069 田代　寛治(3) 順大
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ

6 2018 田中　光(4) 順大



一般男子円盤投
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 17:15 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

ｵｵｼﾏ ｼﾞﾝ

1 5057 大島　陣 茨城陸協
ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｺﾞ

2 367 藤田　憲吾 千葉陸協
ｲｼｲ ｺｳｲﾁ

3 1874 石井　光一(3) 流経大
ｼﾉｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ

4 2143 篠崎　亮介 順大
ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｽｹ

5 2044 石塚　恒祐(3) 順大
ｻｶﾞｴ ﾂﾊﾞｻ

6 2061 寒河江　翼(3) 順大
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

7 2070 田村　勇太(3) 順大



一般男子ハンマー投
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11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

ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ

1 934 高橋　実 千葉マスターズ
ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｺﾞ

2 367 藤田　憲吾 千葉陸協
ﾁｬｿﾞﾉ ｱｷﾗ

3 741 茶園 彬 群大TFクラブ
ｲﾖﾉ ﾕｳﾄ

4 5579 伊代野 佑斗(1) 流経大
ﾊﾏﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

5 5593 濱田　一(1) 流経大
ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

6 5236 北山　智大(1) 順大
ﾐｳﾗ ﾀｸﾏ

7 2157 三浦　琢磨(1) 順大
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ

8 2134 石川　諒(1) 順大
ｵｶﾉ ﾋﾛｼ

9 2160 岡野　敬史(2) 順大院
ﾎｻｶ ﾕｳｼﾛｳ

10 0 保坂　雄志郎 埼玉医科大AC



高校男子ハンマー投
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11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

ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ

1 2121 藤本　圭吾(2) 順大



女子150m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 16:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

1 1

2 2

3 3
ﾆｼｵ　ｶﾅﾐ

4 7299 西尾　夏波(3) 順大 4
ﾅｶｼﾞﾏ　ｱﾔｶ

5 8478 中嶋　彩画(2) 順大 5
ﾅｶﾑﾗ　ｼｵﾘ

6 7769 中村　栞里(3) 順大 6

7

8

記録



女子300m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 18:15 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

ﾀｹﾋﾗ ﾕｶｺ

1 8564 竹平　優花子(1) 順大 1
ﾕｱｻ　ﾄﾓｴ

2 8567 湯浅　朋恵(1) 順大 2
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ

3 7763 小宮山　悠(3) 順大 3
ﾖｼｽﾞﾐ　ﾅﾅ

4 7772 吉住　奈々(3) 順大 4
ｽｷﾞﾔﾏ　ｶﾅ

5 7753 杉山　香南(4) 順大 5
ﾅｶﾑﾗ　ｼｵﾘ

6 7769 中村　栞里(3) 順大 6
ｷﾞﾄｳ　ﾘﾉ

7 7790 儀藤　梨乃(1) 順大 7
ｶｷﾔ　ｺﾄﾐ

8 7760 垣屋　琴美(3) 順大 8

記録



女子1000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 17:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

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

ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾅ

1 7791 木下　晴奈(1) 順大 1
ｷﾞﾄｳ　ﾘﾉ

2 7790 儀藤　梨乃(1) 順大 2
ﾕｱｻ　ﾄﾓｴ

3 8567 湯浅　朋恵(1) 順大 3
ｺﾝﾉ ﾋﾅ

4 7776 今野　妃菜(2) 順大 4
ﾀｹﾋﾗ ﾕｶｺ

5 8564 竹平　優花子(1) 順大 5
ﾔﾏｼﾀ　ﾒｸﾞﾐ

6 7800 山下　萌(1) 順大 6
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾙｶ

7 7763 小宮山　悠(3) 順大 7
ﾖｼｽﾞﾐ　ﾅﾅ

8 7772 吉住　奈々(3) 順大 8
ｻﾞﾏ　ｼｵﾘ

9 7793 座間　栞(1) 順大
ﾏﾂﾓﾄ　ﾅﾅ

10 7799 松本　奈々(1) 順大
ﾊﾅﾀﾞ　ｻｴ

11 7783 花田　咲絵(2) 順大
ｶｷﾔ　ｺﾄﾐ

12 7760 垣屋　琴美(3) 順大
ﾀｶﾊｼ　ﾕｳﾅ

13 7781 高橋　優菜(2) 順大
ｺｳﾓﾄ　ﾏｵ

14 7792 甲本　まお(1) 順大
ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ

15 7779 白石　由佳子(2) 順大
ｷｸﾁ　ﾘｸ

16 7762 菊地　梨紅(3) 順大
ｽｷﾞﾔﾏ　ｶﾅ

17 7753 杉山　香南(4) 順大

記録

ラップ表 400m 800m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



女子3000m
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 18:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
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

ｾｷ ｱｵｲ

1 4033 関　葵(3) 水戸アスリートクラブ 1
ﾔﾏｼﾀ　ﾒｸﾞﾐ

2 7800 山下　萌(1) 順大 2
ｺﾝﾉ ﾋﾅ

3 7776 今野　妃菜(2) 順大 3
ﾀｶﾊｼ　ﾕｳﾅ

4 7781 高橋　優菜(2) 順大 4
ﾊﾅﾀﾞ　ｻｴ

5 7783 花田　咲絵(2) 順大 5
ｼﾗｲｼ ﾕｶｺ

6 7779 白石　由佳子(2) 順大 6
ｺｳﾓﾄ　ﾏｵ

7 7792 甲本　まお(1) 順大 7
ｻﾞﾏ　ｼｵﾘ

8 7793 座間　栞(1) 順大 8
ﾏﾂﾓﾄ　ﾅﾅ

9 7799 松本　奈々(1) 順大

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
ﾀｲﾑﾚｰｽ



一般女子走高跳
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 18:00 決　勝

決　勝　

ﾔﾏｼﾀ ｱﾔｶ

1 7541 山下　彩花(3) 津田塾大
ﾋﾛﾅｶ ﾐﾊﾙ

2 7784 廣中　三春(2) 順大
ｽｽﾞｷ ｺﾏﾁ

3 7780 鈴木　小街(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

8月11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

ｼｵﾀﾞ ﾋｳﾐ

1 7777 塩田　日海(2) 順大
ｶｻﾊﾗ　ﾅﾅ

2 7761 笠原　奈菜(3) 順大
ｶｲ　ﾅﾂｷ

3 7759 甲斐　夏輝(3) 順大
ﾖｺﾀ ﾅﾂｺ

4 7758 横田　菜都子(4) 順大
ﾐﾔﾏ ﾁｻﾄ

5 8557 宮間　知里(1) 日女体大
ｷﾑﾗ ﾋｶﾘ

6 7750 木村　ひかり(4) 順大



一般女子砲丸投
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 16:15 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

ﾖﾂﾔｸ ﾋｶﾘ

1 8568 四役　ひかり(1) 順大



一般女子円盤投
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太朗

8月11日 17:15 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
ｽｷﾞﾀ ﾐｻｷ

3 7766 杉田　実咲(3) 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

8月11日 18:00 決　勝

決　勝　

ｵｶﾞﾜ ﾙｳ

1 3658 小川　琉生(1) 都南葛飾高

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


