
 男子100m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 15:15 決　勝

決　勝　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
ﾁｮｳ ﾐｷﾂﾗ ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ

1 748 長　幹連(3) 順大 1 692 北川　 翔也(4) 順大
ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾔｼﾛ ｺｳｷ

2 825 片山　雄太(3) 順大 2 5365 八代　貢輝(1) 順大
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾑﾛﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ

3 741 佐藤　惇平(3) 順大 3 811 室橋　健太郎(2) 順大
ﾀｷﾀﾆ ｷｮｳｽｹ ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ

4 5343 瀧谷　京輔(1) 順大 4 5354 藤田　祥平(1) 順大
ｲｼｸﾗ ﾀﾞｲｷ ｻｲﾄｳ ﾅｵﾋｺ

5 452 石倉    大暉(3) 大体大 5 4436 齊藤　直彦(1) 白鴎大
ﾀｳｴ　ｼｭﾝ ﾄﾐﾀ　ｼｮｳ

6 795 田上　駿(2) 順大 6 800 富田　翔(2) 順大
ﾓｶﾞﾐ ｺｳｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

7 763 最上　功己(3) 順大 7 5367 山口　大我(1) 順大
ｼﾏﾀﾞｼｮｳﾀ ｼｵﾐ ﾋﾛﾄ

8 6096 島田　翔太(1) 帝平大 8 6093 塩見　宏人(2) 帝平大

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
ｵｵﾂｶ ﾀｸ ｺｾｷ ｼｭｳｽｹ

2 1611 大塚　卓(1) 千城台高 2 6813 小関　柊介(2) 臼井中
ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾏ ｲｼｲ ｶﾝﾀﾛｳ

3 6091 工藤　匠真(2) 帝平大 3 553 石井　貫太郎(4) 二松学舎大学

ｼﾏﾓﾘ ｼﾞｭﾝ ﾊｾﾍﾞ ｻﾄﾐ

4 6622 島守　潤(1) 帝平大 4 6588 長谷部　智巳(1) 千葉大院
シライシ　ﾕｳｷ ｳｽｲ ｺｳﾍｲ

5 3688 白石　侑己(2) 玉川大学 5 1610 碓井　康平(1) 千城台高
ｶﾜｶﾐ ｹﾝﾀ ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾄ

6 1602 川上　健太(2) 千城台高 6 2173 三浦　龍昇(1) 千城台高
ﾄﾂｶ ﾄｷｱ ｶﾐﾃﾞ ｼｮｳﾀ

7 3581 戸塚　斗貴亜(3) 増穂中 7 587 上出　翔太 十条SC
ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾔﾌﾞｷ ｶﾝﾀﾛｳ

8 5325 今井　淳平(1) 順大 8 220 矢吹　勘太郎(2) 野田南部中

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
ｽｴﾖｼ　ﾋﾛｷ ﾀｹｼﾏ ﾕｳﾄ

2 1973 末吉　浩樹 国武大AC 2 0 竹島　祐人(1) 鶴ヶ島中
ｵｶﾀﾞ ｿｳﾔ ｲﾅｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ

3 0 岡田　蒼弥(1) 鶴ヶ島中 3 2396 稲崎　隆士(1) 野田南部中
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｭﾝﾀ ｷﾑﾗ ﾘﾝﾄ

4 10 松原　駿太(2) 柏豊四季中 4 2390 木村　凜翔(1) 野田南部中
ﾊﾘｳ ﾕｳﾀ ｵｵｼﾏ ｺｳﾀ

5 8852 針生　悠汰(2) 御滝中 5 6821 大島　孝太(2) 臼井中
ﾑﾗｶﾐ ﾘｸﾄ ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀ

6 2174 村上　陸人(1) 千城台高 6 853 小澤　悠太(1) 御滝中
ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ

7 1 吉田　拓人(2) 柏豊四季中 7 2393 松元　洋輝(1) 野田南部中
ｼﾗｻﾜ ｺｳﾀﾛｳ ﾐｽﾞﾉ ｽｽﾑ

8 8853 白澤　浩太郎(2) 御滝中 8 2394 水野　奨(1) 野田南部中

記録 記録

記録 記録

記録 記録



 男子100m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 15:15 決　勝

決　勝　7組

7組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ﾑﾗﾀ ﾘﾂ

2 2386 村田　律(1) 野田南部中
ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞｴｲ

3 2644 北川　慈英(1) 印旛中
ｲｲｼﾞﾏ ｺｳﾀ

4 8436 飯嶋　倖大(1) 臼井中
ｱﾗ ﾀｸﾐ

5 2389 荒　巧(1) 野田南部中
ｶﾀﾉ ﾊﾙｷ

6 8192 片野　晴貴(2) 印旛中
ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ

7 1990 野澤　和雅 東京情報大AC

ﾀｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ

8 2388 高松　大輝(1) 野田南部中

記録



 男子200m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 12:50 決　勝

決　勝　2組

1組 (風:     ) 2組 (風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｱｻﾘ ﾀｸ

1 4602 浅利　拓(4) 千葉大 1
ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ ﾑﾛ ﾀｲｷ

2 5361 村冨　浩太郎(1) 順大 2 87 室　大希(2) 白鴎大
ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

3 741 佐藤　惇平(3) 順大 3 5339 鈴木　崇広(1) 順大
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ

4 5348 中村　僚真(1) 順大 4 825 片山　雄太(3) 順大
ｻｻｷ ﾏﾅﾄ ﾑﾛﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ

5 789 佐々木　愛斗(2) 順大 5 811 室橋　健太郎(2) 順大
ｷｭｳｼﾝ ﾖｳｲﾁﾛｳ ﾁｮｳ ﾐｷﾂﾗ

6 238 久新　陽一郎(4) 北海道大 6 748 長　幹連(3) 順大
ﾓｶﾞﾐ ｺｳｷ ｽｽﾞｷ ﾃﾂｼﾞ

7 763 最上　功己(3) 順大 7 6819 鈴木　徹志(2) 臼井中
ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ ﾜｶｽｷﾞ ｱｽｶ

8 770 浅子　隆一(2) 順大 8 6596 若杉　飛鳥(1) 千葉大

記録 記録



 男子400m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 10:40 決　勝

決　勝　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
ｵｵｴ ｼｮｳﾖｳ ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ

3 8200 大江　翔陽(2) 印旛中 3 20952 佐藤　智哉 ワールウインドAC

ﾄﾞｲ ﾕｳｷ ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ

4 6814 土井　勇輝(2) 臼井中 4 730 梅谷　 健太(3) 順大
ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾁﾋﾛ ｱﾗﾔｽ ﾅｵﾄ

5 8198 五十嵐　道大(2) 印旛中 5 0 新安　直人 富士通
ﾀｶｼﾏ ﾄﾓｷ ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｾｲ

6 2661 髙嶋　友樹(1) 千城台高 6 714 前田　 悠生 (4) 順大
ﾐﾔｳﾁ ﾕｳﾏ ｾﾄ ﾀﾂﾉﾌﾞ

7 2947 宮内　湧舞(2) 臼井中 7 1612 瀬戸　龍延(1) 千城台高
ｽｽﾞﾑﾗ ｶｽﾞｷ ﾀﾅｶ ｺｳｷ

8 227 鈴村　一貴(2) 野田南部中 8 2663 田中　皓輝(2) 千城台高

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2
ｺｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾊﾙ

3 87 小杉山　秀晴(2) 慶大
ｸﾗﾓﾄﾂﾊﾞｻ

4 1949 倉本　翼 ミチルAC
ｻｻｷ ﾏﾅﾄ

5 789 佐々木　愛斗(2) 順大
ｺｻﾞﾜ ﾕｳﾀ

6 784 小澤　優太(2) 順大
ﾑﾗﾄﾐ ｺｳﾀﾛｳ

7 5361 村冨　浩太郎(1) 順大
ｲﾜﾓﾄ ﾀｹﾙ

8 729 岩本　武(3) 順大

記録 記録

記録



 男子800m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 14:05 決　勝

決　勝　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

ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾊﾙ

1 1169 水野　友晴(3) 学習院大 1
ﾐｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ

2 5358 三上　 椋平(1) 順大 2 2294 山田　亘希(2) 市立船橋
ﾂﾁﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ

3 3323 土田　周治(2) 東工大 3 0 小川   恭平(2) 順大
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ ﾐﾁﾊﾗ ﾀｸﾔ

4 6141 斉藤　和輝 東京都庁 4 2290 道原　拓哉(2) 市立船橋
ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ ｱｷﾔﾏ ｼﾞﾝｺﾞ

5 730 梅谷　 健太(3) 順大 5 6238 秋山　仁吾(1) 千商大
ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾕｷ ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ

6 823 白石　 浩之(1) 順大院 6 63 池田　直樹 空自熊谷
ｼｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ ｳｼﾂﾞｶ ﾏｻﾙ

7 5335 塩田　 哲平(1) 順大 7 64 牛塚　将 空自熊谷
ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ ﾅﾅﾐ ﾘｮｳｽｹ

8 806 林　貴裕(2) 順大 8 3582 名波　遼介(3) 増穂中
ﾕｻﾞｷ ﾋﾛｷ ﾂｶｺﾞｼ ﾕｳｽｹ

9 724 湯崎　 容生(4) 順大 9 369 塚越　祐介 アスレティクス陸上クラブ

3組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1
ｻｲﾄｳ ｿｳｺﾞ

2 8199 齋藤　颯梧(2) 印旛中
ﾄﾈ ﾘｭｳﾍｲ

3 3291 刀祢　龍平(1) 日本大学
ｽｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ

4 2306 須賀　大介(1) 市立船橋
ｻﾅﾀﾞ ｱｽﾄ

5 5334 真田明日人(1) 順大
ﾌﾙｼｮｳ ﾀｶｵ

6 810 古荘　 隆夫(2) 順大
ｶﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ

7 0 加藤　幸一郎(3) 馬込中
ｱｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ

8 8197 芦田　優太郎(2) 印旛中
ｽﾅﾀﾞ ｺｳｷ

9 8847 砂田　光毅(2) 御滝中

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

決　勝　1組

決　勝　2組

決　勝　3組



 男子1500m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 13:15 決　勝

決　勝　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

ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ ｵｵﾈﾀﾞ ｺｳﾀ

1 6592 木村　彰吾(1) 千葉大 1 554 大根田　航太 千葉陸協
ﾆﾍｲ ｺｳｽｹ ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ

2 6240 二瓶　康輔(1) 千商大 2 85 川村　知樹(2) 慶大
ｻﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ ﾀｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ

3 1429 座間　保成 JR東日本千葉 3 1858 田上　幸司(1) 早大同
ｱﾗｲ ｼｭﾝｷ ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ

4 2647 荒井　駿希(1) 印旛中 4 9002 北原　崇志 EASTERS
ｲｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ｲﾑｷ ｼﾝﾀﾛｳ

5 4130 伊澤　賢人 SAC 5 1124 井向　晋太郎 NECネッツエスアイ

ｱﾝﾗｸ ｼｮｳ ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

6 2648 安楽　翔(1) 印旛中 6 5356 前田　智広(1) 順大
ｵｶﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾄ

7 0 小川   恭平(2) 順大 7 3303 井上　暁人(3) 東工大
ｵｵﾂｶ ﾋﾛｷ ﾀｶﾊｼ ｶｻﾞﾅﾘ

8 5328 大塚　弘樹(1) 順大 8 1843 高橋　風成(1) 早大同
ｳﾒﾀﾞ ﾘｮｳﾏ ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾏｻ

9 2645 梅田　凌真(1) 印旛中 9 20302 朝倉　和眞 厚木市陸協
ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀ ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾔ

10 2649 石原　裕太(1) 印旛中 10 589 田口　雅也 上尾市陸協
ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ

11 2030 笠原　大輝(4) 日本大学 11 9001 北原　弘司 EASTERS
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻｽﾞﾐ

12 3281 加藤　隼人(1) 日本大学 12 400 森山　柾純(4) 金沢大
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾔ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ

13 513 小林　慶哉 彩tama陸上 13 716 松本　涼(4) 順大
ｱﾘﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ ｶﾜｲ ﾏｻｷ

14 18939 有村 誠太朗 東海AC 14 3306 河合　正貴(3) 東工大
ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝｼｮｳ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾔ

15 6816 米田　賢生(2) 臼井中 15 305 鈴木　崇也(3) 大多喜高
ｷﾑﾗ ｶﾅﾀ ﾊｺｻﾞｷ ﾖｼﾛｳ

16 2646 木村　哉太(1) 印旛中 16 3340 箱﨑　喜郎(4) 東工大
ｸﾛﾂ ﾅｶﾞﾖｼ ｲｼｶﾜ ｾｲﾔ

17 2034 黒津　永吉(4) 日本大学 17 1833 石川　聖也(1) 早大同
ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓﾔ ﾅｶﾔﾏ ﾘｵ

18 8419 竹葉　智哉(2) 臼井中 18 754 中山　 理生(3) 順大
ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳﾀ ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ

19 2048 古川　翔太(4) 日本大学 19 717 宮崎　浩輔(4) 順大

記録 記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

決　勝　1組

決　勝　2組



 男子3000m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 12:20 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｵｶﾀﾞ ｾｲｼﾞ

1 6377 岡田　聖士(2) 野田南部中
ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ

2 330 中村　連(3) 野田南部中
ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾄ

3 2400 飯田　滉人(1) 野田南部中
ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ

4 6822 吉田　亘希(2) 臼井中
ﾐﾔｳﾁ ｼﾞｭﾝ

5 2459 宮内　純(3) 野田南部中
ｱｷｼｶ ｹﾝﾀ

6 6289 秋鹿　健太(3) 野田南部中
ｿﾄﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ

7 2462 外山　諒輔(3) 野田南部中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ

8 6217 遠藤　力(3) 野田南部中
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾑ

9 2460 佐藤　希(3) 野田南部中
ｿﾀ ﾕｳｼﾞ

10 2307 曽田　優治(1) 市立船橋
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ

11 1044 今井　健人(2) 前橋育英高
ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾙ

12 2289 松本　薫(2) 市立船橋
ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ

13 2461 関口　笑太郎(3) 野田南部中
ｱﾀﾞﾁﾕｳﾔ

14 1406 足立　裕也 雲南市陸協
ｵｵｶﾜ ｲﾁﾛｳ

15 2302 大川　一郎(1) 市立船橋
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

16 1487 山本　和真(1) 前橋育英高
ｶﾊﾞｻﾜ ﾕｳｷ

17 1484 椛澤　勇樹(1) 前橋育英高
ｿﾒﾔ ﾕｳｷ

18 6375 染谷　雄輝(2) 野田南部中
ｲﾃﾞ ｼｮｳｴｲ

19 2300 井手　章瑛(1) 市立船橋
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｷ

20 854 柳澤　智希(1) 御滝中
ｲﾜﾀ ｷｲ

21 6270 岩田　輝維(3) 野田南部中
ｳﾒﾑﾗ ﾀﾞｲﾑ

22 2264 梅村　大夢(3) 市立船橋
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ

23 2304 齊藤　光太(1) 市立船橋
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ

24 2305 斎藤　拓海(1) 市立船橋
ｵｵﾖｼ ﾕｳｽｹ

25 2303 大吉　優亮(1) 市立船橋
ﾏﾁﾅｶﾞ ﾀｶｷ

26 2309 町永　隆来(1) 市立船橋
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ

27 6216 岡田　康平(3) 野田南部中
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ

28 2301 井上　柾未(1) 市立船橋
ｲｽﾞﾐ ﾃﾂﾔ

29 1482 泉　哲弥(1) 前橋育英高
ﾊｯﾄﾘ ｲｻﾐ

30 6376 服部　功望(2) 野田南部中
ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾌﾐ

31 2458 清水　紀郁(3) 野田南部中
ﾐｽﾞﾉ ﾁｶｾﾞ

32 856 水野　知風(1) 御滝中
ﾌｼﾞﾂｶ ｶﾝﾀ

33 258 藤塚　幹太(3) 野田南部中
ｾｷﾄﾞ ｼｮｳﾀ

34 8855 関戸　翔大(2) 御滝中
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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

ﾔﾏｳﾁ ﾘｭｳｼﾞ ｾﾉｳ　ﾕｳｼﾞ

1 1608 山内　竜司(2) 千城台高 1 1376 瀬能　裕二(2) 流経大
ｵｸﾑﾗ ﾚｲﾔ ｱｲﾊﾞ ﾕｳﾀ

2 1213 奥村　玲哉(2) 八千代松陰高 2 2277 相場　優太(2) 市立船橋
ﾂｼﾞｶﾐ ﾀﾂﾔ ﾎﾘｺｼ ｿﾗ

3 6854 辻上　達也 東京RC 3 1224 堀越　創良(1) 八千代松陰高

ｲｼｲ ﾀｶﾔ ｲｹﾞﾀ ﾕｳｽｹ

4 2662 石井　孝弥(1) 千城台高 4 355 井下田　雄亮 館林クラブ
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ ﾀﾞﾃ ﾋﾛｱｷ

5 4366 藤原 仁 八王子富士森走友会 5 54531 伊達　弘章(2) 北海道栄高
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾄ ｲﾄｳ ﾅｵ

6 4371 篠﨑　拓人(2) 白鴎大 6 1386 伊藤　直(1) 流経大
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶｼ

7 1221 松崎　遼祐(1) 八千代松陰高 7 2056 吉澤　崇史(3) 日本大学
ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ ｼﾗｲ ﾊﾙｷ

8 3347 中野佑太(1) 東工大院 8 890 白井　晴輝(3) 成田高
ｻｸﾐ ﾕｳｽｹ ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

9 832 作美　祐介(3) 成城大 9 2288 松田　翼(2) 市立船橋
ﾖｼﾀﾞ ｺﾞﾛｳ ﾓﾁｽﾞｷ ﾋﾛｷ

10 51307 吉田　吾朗(3) 札幌山の手高 10 5541 望月　大暉(1) 東学大
ｵｵｳﾁ ﾀﾂﾔ ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ

11 2612 大内　達矢(1) 東海大浦安高 11 54532 田中　遥人(2) 北海道栄高
ｲﾘﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ

12 2617 入山　響平(1) 東海大浦安高 12 1400 松澤　竜志(1) 流経大
ﾊﾔｼ ｶﾂﾐ ﾃﾗﾀﾞ　ﾘｭｳﾊ

13 1233 林　克海(1) 八千代松陰高 13 1379 寺田　龍覇(2) 流経大
ﾀｶﾔｽ ﾕｳﾀﾞｲ ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

14 1234 高安　雄大(1) 八千代松陰高 14 1351 清水　雄大(4) 流経大
ﾊｾﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ ｵｵｴ ｶｽﾞｷ

15 1607 長谷部　智大(2) 千城台高 15 2151 大江　和暉(3) 東海大浦安高

ｶﾐｸﾘ ｶｲﾄ ｶﾓｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

16 2877 上栗　海跳(1) 東海大浦安高 16 1222 鴨志田　遼太郎(1) 八千代松陰高

ﾅｶﾞｼｵ ｹｲﾀ ｸﾚﾇﾏ ﾀﾂﾔ

17 1613 長塩　啓太(1) 千城台高 17 781 榑沼　 達也(2) 順大
ﾖｼｳﾗ ｼｮｳｺﾞ ｶﾊﾞｻﾜ ﾄﾓｷ

18 1192 吉浦　昇吾(2) 八千代松陰高 18 51311 椛澤　智貴(2) 札幌山の手高

ｵｷﾉ ｹﾝﾄ ﾖｺｵ ﾏｷﾄ

19 2166 沖野　健斗(2) 東海大浦安高 19 2295 横尾　真輝斗(2) 市立船橋
ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾄ ｺﾔｽ ﾘｮｳｾｲ

20 2047 服部　康人(4) 日本大学 20 1229 小安　凌生(1) 八千代松陰高

ﾖｼﾀﾞ ｿｳｷ ｼﾝ　ﾕｳｽｹ

21 853 吉田　壮起(4) 成城大 21 1361 新　佑介(3) 流経大
ﾀﾅｶ ﾎﾏﾚ ﾐｽﾞｶﾞｷ ﾀｹhﾛ

22 2659 田中　誉(1) 千城台高 22 1402 水柿　岳大(1) 流経大
ｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ ｼﾝ　ｺｳﾀﾞｲ

23 5944 香川　拓海(2) 千葉大 23 1393 新　昂大(1) 流経大
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ ﾀﾅｶ ｶｲﾄ

24 2614 竹林　樹(1) 東海大浦安高 24 54519 田仲　海翔(3) 北海道栄高
ﾅｶｻﾄ ﾏﾅﾄ ｺﾐﾔ　ﾅｵｷ

25 51315 中里　真斗(2) 札幌山の手高 25 1390 古宮　直樹(1) 流経大
ｻｻｷ ﾚﾝ ﾂﾊﾞｷ ﾅｵﾔ

26 2271 佐々木　廉(3) 市立船橋 26 1232 椿　尚也(1) 八千代松陰高

ｵｼﾀ ｼｭｳﾀﾞｲ ﾂｼﾞ　ﾀｸﾐ

27 2660 尾下　周大(1) 千城台高 27 1396 辻　卓史(1) 流経大
ｻﾄｳ ﾌｳﾔ ｳﾗﾍﾞ ﾕｳﾄ

28 2272 佐藤　楓也(3) 市立船橋 28 51317 卜部　悠人(1) 札幌山の手高

ｳﾒﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ ｲｹｶﾞﾐ　ｹﾝﾀ

29 2168 梅村　亮輔(2) 東海大浦安高 29 1385 池上　健太(1) 流経大
ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ

30 6329 高木　大地(1) 成城大 30 1404 吉田　将基(1) 流経大
ｻﾄｳ ﾘｮｳ ｱｵﾇﾏ ﾐｽﾞｷ

31 1604 佐藤　亮(2) 千城台高 31 631 青沼　瑞季(3) 利府高
ﾑﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ ｻｲﾄｳ　ｺｳﾀﾞｲ

32 6174 村川　雄一 AQRC 32 5543 齋藤　昂大(1) 流経大
ﾅﾏﾀﾒ ｺｳﾀ

33 1606 生田目　航汰(2) 千城台高
ﾀｷﾀﾆ ﾘﾝﾄ

34 2285 瀧谷　綸斗(2) 市立船橋

記録 記録
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ﾋﾗｶﾞ ｺｳｷ

35 2287 平賀　光貴(2) 市立船橋
ﾌｸｵｶ ﾕｳﾏ

36 2276 福岡　佑馬(3) 市立船橋
ｱﾀﾞﾁ ｷｮｳｽｹ

37 2263 足立　響介(3) 市立船橋
ｺｼｲｼ ﾀｸﾐ

38 2270 輿石　拓海(3) 市立船橋
ｾｷﾓﾄ ﾋﾛｷ

39 3290 関本　浩貴(1) 日本大学
ｵｵｽｷﾞ ﾘｭｳﾀ

40 2297 大杉　竜太(2) 市立船橋
ﾓﾄﾑﾗ ｹｲﾀ

41 1217 元村　啓太(1) 八千代松陰高



 男子5000m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 15:55 決　勝

決　勝　6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

ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾀﾅﾍﾞ　ﾊﾔﾄ

1 1043 池田　春輝(2) 前橋育英高 1 1364 田邊　勇人(3) 流経大
ﾀｷﾀﾆ ｶｲﾄ ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

2 1378 瀧谷　海斗(2) 流経大 2 2883 高橋　幸二 オキＨＤ
ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ ｺｻｶ ﾀﾂﾔ

3 1381 西村　茂(2) 流経大 3 783 小阪　竜也(2) 順大
ｵｵﾊﾞ ﾏﾋﾛ ｷﾑﾗ　ｲｯｾｲ

4 642 大場　麻央(3) 利府高 4 1374 木村　壱正(2) 流経大
ｶｼﾜｷﾞ ﾄﾗﾉｽｹ ﾌｸｼﾏ ﾕｳﾄ

5 2267 柏木　虎ノ介(3) 市立船橋 5 710 福嶋　優人(4) 順大
ﾔﾏﾈ ｱﾂﾋﾛ ﾀﾀﾞ ｶﾅﾀ

6 721 山根　農広(4) 順大 6 51319 多田　奏太(1) 札幌山の手高

ﾅｶﾞｾ ｹﾞﾝﾄ ﾎﾘｸﾞﾁ ｹﾝｼ

7 1420 長瀬　絃人(2) 流経大 7 1035 堀口　賢志(3) 前橋育英高
ｲｼﾄﾞ ﾀｲﾑ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ

8 5321 石戸　大夢(1) 順大 8 686 遠藤　太貴(4) 順大
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ ｳﾏｺｼ　ｹｲ

9 638 鈴木　健太郎(3) 利府高 9 1388 馬越　啓(1) 流経大
ｻﾉ ﾏｻｱｷ ﾓﾛﾎﾞｼ ｿｳﾀ

10 696 佐野　正明(4) 順大 10 1052 諸星　颯大(2) 前橋育英高
ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳ ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳ

11 1350 後藤　亮(4) 流経大 11 779 大場　遼　(2) 順大
ｱｸｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾞｲ

12 1041 阿久澤　隆成(2) 前橋育英高 12 51316 村上　航大(2) 札幌山の手高

ｻｻｷ ｺﾀﾛｳ ﾖｺｼﾏ ﾀｲｶﾞ

13 2282 佐々木　虎太郎(2) 市立船橋 13 813 横島　大河(2) 順大
ﾐﾔｳﾁ ﾀｲｾｲ ｶﾄｳ ｼﾞｮﾝ

14 51306 宮内　大晟(3) 札幌山の手高 14 1023 加藤　ジョン(3) 前橋育英高
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ ﾄﾔﾏ ﾕｲ

15 2275 松澤　朗宏(3) 市立船橋 15 1031 外山　結(3) 前橋育英高
ｱｲﾀﾞ　ﾘｮｳ ｵｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ

16 1383 合田　稜(1) 流経大 16 54513 大沼　和樹(3) 北海道栄高
ﾀｶﾞｼﾗ　ｿｳﾏ ｸﾄﾞｳ ﾘｾｲ

17 1377 田頭　操真(2) 流経大 17 54505 工藤　吏晟(1) 北海道栄高
ｵｵﾓﾘ ﾚｵﾝ ｼﾐｽﾞｶﾞﾐ ﾏｺﾄ

18 640 大森　玲音(3) 利府高 18 51313 清水上　諒(2) 札幌山の手高

ｳｴﾉ ｺｳﾍｲ ｽｽﾞｷ　ｿｳﾏ

19 2278 上野　航平(2) 市立船橋 19 1394 鈴木　壮馬(1) 流経大
ｽｽﾞｷ ｹｲﾏ ｶﾜﾊﾗ ｲﾂｷ

20 2284 鈴木　啓磨(2) 市立船橋 20 54528 川原　樹(2) 北海道栄高
ﾀﾅﾍﾞ　ﾀｸﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｯﾍﾟｲ

21 129 田邊　卓也(4) 順大 21 787 小林　哲平(2) 順大
ﾀﾆｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝﾔ

22 51320 谷川　純也(1) 札幌山の手高 22 892 竹内　峻哉(3) 成田高
ﾀｶﾅｼ ｼｭﾝ ｵﾉ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

23 889 髙梨　駿(3) 成田高 23 54503 小野　隆一朗(1) 北海道栄高
ﾀｹﾌﾞﾀ ｿｳﾀ ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳﾔ

24 2273 竹蓋　草太(3) 市立船橋 24 1198 米田　翔哉(2) 八千代松陰高

ｲｼｲ ｻﾄｼ ﾐｽﾞﾑﾗ ﾘｭｳｷ

25 1368 石井　聡之(2) 流経大 25 1199 水村　竜己(2) 八千代松陰高

ﾅｶﾊﾗ　ﾘｸﾄ ｶｻﾊﾗ ｿｳﾀ

26 1380 中原　陸斗(2) 流経大 26 1483 笠原　颯太(1) 前橋育英高
ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｶﾂｳﾗ ｺﾀﾛｳ

27 2283 佐藤　涼介(2) 市立船橋 27 51310 勝浦　小太郎(2) 札幌山の手高

ｼﾌﾞｴ　ｶｲﾄ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ

28 1391 渋江　海斗(1) 流経大 28 54532 高橋　勇大(2) 北海道栄高
ｵﾁｱｲ ｶｲﾄ ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｾﾞ

29 2763 落合　海斗(2) 茨城陸協 29 632 鈴木　浩風(3) 利府高
ｷﾊﾗ　ﾏｻｷ ｻｶｲ ｼﾝﾉｽｹ

30 1373 木原　将輝(2) 流経大 30 694 酒井　進之介(4) 順大
ｶﾈｺ ﾘｮｳｼﾞ ﾀｶﾅｼ ﾚﾝ

31 1061 兼子　遼志(1) 前橋育英高 31 891 髙梨　錬(3) 成田高

記録 記録
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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

ｱｻｳﾐ　ﾕｳﾀ ｶﾅﾊｼ ｹｲｽｹ

1 1384 浅海　雄太(1) 流経大 1 51301 金橋　佳佑(3) 札幌山の手高

ﾔﾉ ﾅｵｷ ﾎｼ ｿｳﾀ

2 5366 矢野　直幹(1) 順大 2 1197 星　創太 富士通
ｵｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ

3 5544 岡島　慶典(1) 流経大 3 1192 田中　佳祐 富士通
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ

4 707 中村　陵介(4) 順大 4 5326 内山　将志(1) 順大
ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ ﾅｶｿﾞﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

5 1021 新井　遼平(3) 前橋育英高 5 1196 中園　慎太朗(2) 八千代松陰高

ｼﾝ ﾘｮｳﾀ ﾊﾞﾊﾞ ｽﾀﾝｹｲ

6 700 新　涼汰(4) 順大 6 756 馬場　スタン恵(3) 順大
ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾄ ﾓﾘｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ

7 2293 安田　優登(2) 市立船橋 7 1167 守角　隼(3) 八千代松陰高

ｲﾉｳｴ ｺｳﾒｲ ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾞｲ

8 5323 井上　昂明(1) 順大 8 5337 清水　颯大(1) 順大
ﾓﾘﾀ ｴｲｽｹ ｻｻﾔ ﾘｮｳﾔ

9 1038 森田　瑛介(3) 前橋育英高 9 881 笹谷　亮太(3) 成田高
ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳ ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ

10 2268 川上　稜(3) 市立船橋 10 1181 佐藤　佑輔 富士通
ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾖｼﾕｷ ｼﾗﾖｼ ﾘｮｳ

11 689 川東　慶之(4) 順大 11 1184 白吉　凌 富士通
ﾏﾂｵ ﾘｸ ｺﾊﾞﾀｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ

12 51304 松尾　陸(3) 札幌山の手高 12 786 小畠　隆太郎(2) 順大
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ｲｼﾀﾞ ｺｳｷ

13 792 鈴木　雄人(2) 順大 13 51302 石田　光輝(3) 札幌山の手高

ｸﾗﾅﾐ ｼｭｳﾍｲ ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ

14 2269 倉並　周平(3) 市立船橋 14 805 橋本　龍一(2) 順大
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

15 796 高林　遼哉(2) 順大 15 731 江口　智耶(3) 順大
ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ ｱﾍﾞ ﾀﾂﾐ

16 766 山田　航(3) 順大 16 302 阿部　竜巳 小森コーポレーション

ﾃﾗｼﾏ ｹｲｲﾁ ｸｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

17 1030 寺嶌　渓一(3) 前橋育英高 17 1179 久我　和弥 富士通
ﾈﾉｲ ﾕｳﾔ ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ

18 5349 根井　勇哉(1) 順大 18 5342 高橋　響(1) 順大
ﾏｻｺﾞ ﾊﾙｷ ｼﾞｮﾝ ﾏｲﾅ

19 5357 真砂　春希(1) 順大 19 1183 ジョン　マイナ 富士通
ｸｽﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ ﾀｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ

20 1168 楠本　修平(3) 八千代松陰高 20 1186 田井　慎一郎 富士通
ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ ﾅﾝﾊﾞ ｺｳﾍｲ

21 1197 早川　晃平(2) 八千代松陰高 21 802 難波　皓平(2) 順大
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾄ

22 54535 藤本　竜(2) 北海道栄高 22 1202 白鳥　優人(2) 八千代松陰高

ｱﾗｲ ﾋﾛｷ ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

23 1042 新井　大貴(2) 前橋育英高 23 5351 野口　雄大(1) 順大
ｶﾂｷ ｼｮｳﾀ ｲｼｲ ｶｽﾞｷ

24 780 香月　翔太(2) 順大 24 1225 石井　一希(1) 八千代松陰高

ﾋﾗｶﾜ ﾀｶｷ ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾏ

25 808 平川　貴稀(2) 順大 25 307 柴田　拓真 小森コーポレーション

ｲｲﾉ ﾀｲﾁ ﾀｸﾜ ﾖｼﾋﾛ

26 684 飯野　汰一(4) 順大 26 5344 多久和　能広(1) 順大
ｼﾓｿﾞﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ

27 1392 下園　伸一郎(1) 流経大 27 737 小林　聖(3) 順大
ﾐﾔﾊﾗ ﾀｲｾｲ ﾊｼｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

28 718 宮原　大成(4) 順大 28 883 橋口　大希(3) 成田高
ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ

29 782 黒柳　宏暢(2) 順大 29 804 野田 　一輝(2) 順大
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ ﾛｰﾚﾝｽ ｸﾞﾚ

30 54523 藤木　宏太(3) 北海道栄高 30 51308 ローレンス　グレ(3) 札幌山の手高

ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ

31 2291 村上　真生(2) 市立船橋 31 5364 森下　舜也(1) 順大
ｼﾞｮｳｻｲ ﾚﾝ ﾌｼﾞﾏｶﾞﾘ ﾋﾛﾄ

32 699 城西　廉(4) 順大 32 809 藤曲　寛人(2) 順大
ﾐﾔｳﾁ ｱｷﾋﾄ ﾓﾘ ﾕｳﾀ

33 51305 宮内　明人(3) 札幌山の手高 33 812 森　優太(2) 順大
ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ

34 1057 新井　颯人(1) 前橋育英高 34 1172 石井　秀昂 富士通

記録 記録



 男子5000m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 15:55 決　勝

ﾆｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳ

35 1397 西田　楓(1) 流経大 35 765 山田　攻(3) 順大
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ

36 1203 山口　祥太 富士通
ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

37 1172 飯田　貴之(3) 八千代松陰高

ﾊﾅｻﾞﾜ ｹﾝﾄ

38 709 花澤　賢人(4) 順大



 男子5000m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 15:55 決　勝

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

ナンバー

記録
決　勝　6組

決　勝　1組

決　勝　2組

決　勝　3組

決　勝　4組

決　勝　5組



 男子10000m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 17:55 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ

1 2280 川上　勇士(2) 市立船橋
ｶｾ ｿｳｲﾁﾛｳ

2 2266 加瀬　蒼一郎(3) 市立船橋
ﾓﾛｲｽﾞﾐ　ｼｮｳﾔ

3 1367 諸泉　翔也(3) 流経大
ｼﾓｿﾞﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ

4 1392 下園　伸一郎(1) 流経大
ﾆｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ

5 1397 西田　楓(1) 流経大
ﾂｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ

6 2274 佃　康平(3) 市立船橋
ｻﾉ ｹﾝﾄ

7 1360 佐野　健人 流経大
ｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

8 1375 島　龍之介 流経大
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

9 4584 山田　純平(3) 千葉大
ｵﾉ ﾕｳﾄ

10 2265 小野　悠人(3) 市立船橋
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｷ

11 2286 中島　稜貴(2) 市立船橋
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾄ

12 2292 安田　博登(2) 市立船橋
ｵｵｾﾄ　ﾀｲﾁ

13 1419 大瀬戸　泰一(2) 流経大

記録

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

ナンバー

記録
決　勝



 男子110mH(1.067m)
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 11:30 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3
ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

4 4587 河田　悠一(3) 千葉大
ﾀﾏｷ ｼｮｳｺﾞ

5 747 玉置　将吾(3) 順大
ｶﾜﾊﾀ ｶｲ

6 5974 川畑　夏唯(3) 千商大
ﾊﾅｻﾞﾜ ｲﾀﾙ

7 369 花沢　到(2) 東情大

8

記録



 男子400mH(0.914m)
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 14:35 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾓﾘ ｿｳﾀﾞｲ

1 5363 森　壮大(1) 順大
ｺｽｷﾞ ﾘｷ

2 785 小杉　力(2) 順大
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ

3 517 鈴木　大地 白寿生科学
ﾐﾖｼ ﾚﾝ

4 5360 三好　蓮(1) 順大
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾌﾐ

5 777 岩崎　崇文(2) 順大
ｱｻｺ ﾘｭｳｲﾁ

6 770 浅子　隆一(2) 順大
ｲｲｽﾞｶ ﾀｸﾔ

7 771 飯塚　拓也(2) 順大
ｶｼｳﾗ ｹﾝﾄ

8 5331 樫浦　健人(1) 順大

記録



 男子4X100mR
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 13:45 決　勝

決　勝　

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 鶴ヶ島中

2 臼井中

3 野田南部中A

4 千城台高

5 帝平大

6 柏豊四季中

7 御滝中

8 野田南部中B



一般男子走高跳
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 15:30 決　勝

決　勝　

ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｷ

1 799 角田　滉貴(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



一般男子棒高跳
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 12:00 決　勝

決　勝　

ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂﾋﾛ

1 5347 中川　暁博(1) 順大
ｲﾜｶﾜ ｱﾓｳ

2 5979 岩川　天羽(1) 千商大
ｲｼﾏﾙ ｿｳﾀ

3 5322 石丸　颯太(1) 順大
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ

4 768 渡邊　壮(3) 順大
ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

5 778 内田　涼太(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



一般男子走幅跳
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30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

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏﾙ

1 5977 鈴木　琢丸(1) 千商大
ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

2 4435 関口　治希(1) 白鴎大
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ

3 5982 鈴木　択巳(1) 千商大
ｱﾗｶﾞ ﾀｶﾋﾛ

4 5975 荒賀　崇碩(1) 千商大
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾏﾈ

5 801 中島　周音(2) 順大
ｲﾄｳ ﾀｲｽｹ

6 773 伊藤　泰佑(2) 順大
ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾏ

7 5976 西川　悠真(1) 千商大
ｲﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

8 775 稲川　尚汰(2) 順大
ｳﾁｶﾜ ｹｲｽｹ

9 20 内川　佳祐(4) 東学大



一般男子三段跳
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 13:30 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

ｵﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

1 5329 小原　大輝(1) 順大
ｺﾏﾀ ﾖｳ

2 5330 小俣　洋(1) 順大
ｾｷ ﾄﾓﾔ

3 793 関　智哉(2) 順大
ｲﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

4 775 稲川　尚汰(2) 順大
ﾂｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ

5 749 辻田　達也(3) 順大
ｶﾜｼﾏ ﾀｽﾞﾏ

6 734 川島　鶴槙(3) 順大



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30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

ﾊﾅｻﾞﾜ ｲﾀﾙ

1 369 花沢　到(2) 東情大
ﾅｶﾞｲ ｺｳｷ

2 706 長井　晃希(4) 順大
ｻｶﾞｴ ﾂﾊﾞｻ

3 788 寒河江　翼(2) 順大
ﾀｶﾉ ｲﾁﾛ

4 5341 高野　一路(1) 順大
ｼﾊﾞ　ﾌﾐﾋﾄ

5 2491 柴　文人 Team Accel
ﾀｼﾛ ｶﾝｼﾞ

6 797 田代　寛治(2) 順大



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30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

ﾄﾗﾝ ﾆｬｯﾄﾅﾑ

1 0 トラン　ニャットナム(1) 帝平大
ﾄﾐﾀ　ｼｮｳ

2 800 富田　翔(2) 順大
ﾔﾏｾ ﾀｶﾏｻ

3 2523 山瀬　貴雅 いんば学舎
ﾅｶﾞｲ ｺｳｷ

4 706 長井　晃希(4) 順大
ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｽｹ

5 772 石塚　恒祐(2) 順大
ｻｶﾞｴ ﾂﾊﾞｻ

6 788 寒河江　翼(2) 順大
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾔ

7 761 松本　行矢(3) 順大
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ

8 799 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　孝太郎

9月30日 13:00 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

ｳｻﾞﾜ ﾖｼﾏｻ

1 2929 鵜澤 祐聖(4) 帝京大
ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ

2 78 高橋　実 千葉マスターズ
ﾉｼﾞﾏ ｶﾂﾕｷ

3 1609 野島　克幸 埼玉スローイングスクール

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



一般男子やり投(800g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 16:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾉｾ ｶｽﾞｷ

1 5324 猪瀬　和希(1) 順大
ﾖｼﾉ ﾕｳｼﾞ

2 153 芳野　裕二 KTC
ﾔﾏｾ ﾀｶﾏｻ

3 2523 山瀬　貴雅 いんば学舎



ｼﾞｭﾆｱ男子110mH(0.991m)
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 11:50 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ﾐｳﾗ ﾖｼﾋﾛ

1 5842 三浦　慶大(3) 柏豊四季中
ﾐﾖｼ ﾚﾝ

2 5360 三好　蓮(1) 順大
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ

3 5367 山口　大我(1) 順大
ﾔｼﾛ ｺｳｷ

4 5365 八代　貢輝(1) 順大
ﾀﾏｷ ｼｮｳｺﾞ

5 747 玉置　将吾(3) 順大
ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

6 5325 今井　淳平(1) 順大
ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾄｷ

7 5336 柴田　一瞬(1) 順大
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

8 5339 鈴木　崇広(1) 順大

記録



高校男子三段跳
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 13:30 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

ﾛﾝｸﾞ ﾙｲ

1 1609 ロング　瑠偉(2) 千城台高
ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ

2 297 岩崎　匠海(3) 敦賀高



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30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

ｻﾄｳ ﾋｶﾙ

1 2728 佐藤　光(1) 千城台高



中学男子110mH(0.914m)
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 11:20 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｽﾅｶﾞ ｾｲﾔ 

1 2391 須永　聖也(1) 野田南部中
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ

2 226 近藤　宏樹(2) 野田南部中
ﾏｼｺ ｶｽﾞｷ

3 7 益子　和樹(2) 柏豊四季中
ｱﾍﾞ ﾃﾝﾏ

4 8849 阿部　天馬(2) 御滝中
ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ

5 0 樋口　隼人(2) 鶴ヶ島中
ｲｼｲ ﾐｷﾋﾛ

6 8848 石井　幹大(2) 御滝中
ﾀﾗｻﾜ ﾘｵ

7 0 多羅澤　璃大(2) 鶴ヶ島中
ｵｵｻﾜ ﾚｲ

8 222 大澤　玲唯(2) 野田南部中

記録



中学男子走高跳
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 15:30 決　勝

決　勝　

ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ

1 8851 石田　和輝(2) 御滝中
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ

2 224 山上　侑一郞(2) 野田南部中
ｻｻﾊﾗ ﾘｭｳｺﾞ

3 0 笹原　琉吾(2) 鶴ヶ島中
ﾔﾅｷﾞ ｺｳｽｹ

4 0 柳　晃輔(2) 鶴ヶ島中
ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾄｼ

5 8443 杉原　孝俊(2) 臼井中
ｶﾄｳ ｺｳｷ

6 218 加藤　晃生(2) 野田南部中
ﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ

7 6817 野内　恵一郎(2) 臼井中
ｵｵﾂ ｺｳｷ

8 5840 大津　晃樹(3) 柏豊四季中
ｳｴﾉ ｿｳﾀ

9 0 上野　颯太(3) 鶴ヶ島中

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：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30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

ﾐﾂﾊｼ ﾕｳｲ

1 8441 三橋　優生(1) 臼井中
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ

2 2397 遠藤　颯士(1) 野田南部中
ｶﾐﾑﾗ ﾋﾛﾄ

3 2395 上村　広斗(1) 野田南部中
ﾈﾓﾄ ｶｲ

4 8437 根本　快(1) 臼井中
ｵｵﾌｻ ﾋﾛﾑ

5 2387 大房　広歩(1) 野田南部中
ﾌｸｲ ｿｳﾀ

6 221 福井　崇太(2) 野田南部中
ｻｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ

7 8193 齋藤　虎太郎(2) 印旛中
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

8 0 田中　優貴(2) 鶴ヶ島中
ﾅｶﾉ ﾀｶﾉﾘ

9 228 中野　孝徳(2) 野田南部中
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ

10 219 渋谷　拓海(2) 野田南部中



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30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

ﾀｶｷﾞ ﾃﾂｼ

1 855 高木　鉄士(1) 御滝中
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ

2 225 阿部　祐希(2) 野田南部中
ﾎｼﾅ ﾊﾈﾂﾞ

3 8440 星名　朱華(1) 臼井中
ﾏｽﾀﾞ ｾｲ

4 6815 増田　誠(2) 臼井中
ﾅﾙｼﾏ ﾕｳｽｹ

5 3 成嶋　祐輔(2) 柏豊四季中
ｼｲﾅ ﾋﾛﾄ

6 8854 椎名　啓翔(2) 御滝中



 女子100m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 14:55 決　勝

決　勝　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
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ ﾖｼｲ ｸﾙﾐ

2 7299 西尾　夏波(2) 順大 2 2080 吉居　くるみ(2) 柏豊四季中
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾅﾂｷ ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ

3 1121 渡辺　渚月(3) 山形大付属中学校 3 1842 加藤　夏実(2) 野田南部中
ﾜｷﾀ ﾐｻｷ ｼﾗｲｼ ﾊﾙﾅ

4 8553 和喜多　美咲(1) 日女体大 4 2073 白石　遥菜(2) 柏豊四季中
ｸﾘﾀ ﾏﾋﾛ ｽｷﾞｻｷ ﾘｺ

5 7281 栗田　舞尋(3) 順大 5 1844 杉崎　璃子(2) 野田南部中
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ｷﾑﾗ ﾘﾅ

6 8478 中嶋　彩画(1) 順大 6 1845 木村　里菜(2) 野田南部中
ﾀｶﾅｶ ｽｽﾞｶ ﾁｬﾝﾊﾞｽﾞ ｱﾔ

7 8547 高中　涼夏(1) 日女体大 7 3463 ﾁｬﾝﾊﾞｽﾞ　ｱﾔ(1) 御滝中
ｱｹﾝﾀ ｸﾞﾛﾘｱ ｱﾗｲ ﾐｵ

8 4237 アケンタ　グロリア(1) 柏豊四季中 8 4505 荒井　海緒(1) 野田南部中

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

2 2
ｲﾜｻｷ ｺﾊﾙ ﾖｺﾀ ﾓﾓ

3 1744 岩崎　小春(1) 臼井中 3 1750 横田　桃(1) 臼井中
ｲｼｲ ﾘﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ

4 1742 石井　凜(1) 臼井中 4 2730 渡邉　はるか(2) 御滝中
ｽﾏｷ ﾕｲ ｸﾛｽﾞ ﾘﾅ

5 1747 洲巻　結衣(1) 臼井中 5 0 黒圖　莉菜(1) 鶴ヶ島中
ﾂﾁﾔ ｹｲﾄ ｲｼｶﾜ ﾁｶｺ

6 1696 土屋　ケイト(1) 千城台高 6 0 石川　千佳子(2) 鶴ヶ島中
ﾉｻﾞｷ ﾕｳｶ ｱﾝｻﾞｲ ﾒｲ

7 391 野﨑　優花(2) 臼井中 7 0 安西　芽衣(1) 鶴ヶ島中
ﾀｶｻﾞﾜ ﾚﾅ ﾖｼﾅﾘ ｱﾔﾈ

8 0 髙澤　玲那(1) 鶴ヶ島中 8 1741 吉成　絢音(1) 臼井中

記録 記録

記録 記録



 女子200m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 12:40 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2
ｶﾄｳ ﾐﾎ

3 1508 加藤　実穂(1) 千城台高
ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾎﾞﾐ

4 2726 宮﨑　つぼみ(2) 御滝中
ｸﾘﾀ ﾏﾋﾛ

5 7281 栗田　舞尋(3) 順大
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ

6 8478 中嶋　彩画(1) 順大
ﾆｼｵ ｶﾅﾐ

7 7299 西尾　夏波(2) 順大
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｵ

8 2087 山﨑　澪(2) 柏豊四季中

記録



 女子400m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 10:30 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ

4 8470 池崎　愛里(1) 順大
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ

5 7282 杉山　香南(3) 順大
ｷｸﾁ ﾘｸ

6 7292 菊地　梨紅(2) 順大

7

8

記録



 女子800m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 13:55 決　勝

決　勝　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

2 2
ｱﾗｷ ﾏﾘ ｵﾅｷﾞ ｺｺﾐ

3 8344 荒木　麻理(1) 千葉大院 3 395 小名木　心京(2) 臼井中
ｷｸﾁ ﾘｸ ｱｻﾘ ﾊﾙﾅ

4 7292 菊地　梨紅(2) 順大 4 390 浅利　春菜(2) 臼井中
ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾘ ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｺ

5 8470 池崎　愛里(1) 順大 5 3875 村山　結子(3) 千商大
ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾕ

6 7282 杉山　香南(3) 順大 6 8342 門脇　真悠(3) 千葉大
ｲﾏｲ ｻｷ ﾀｶｷﾞ ﾏﾅｶ

7 2346 今井　咲 千葉大ｸﾗﾌﾞ 7 2731 高木　真花(2) 御滝中
ｱｲﾀﾞ ｱﾔﾅ ｸﾛｻﾜ ﾐﾕｳ

8 330 相田　彩菜 Runway 8 1755 黒澤　未憂羽(1) 臼井中

記録 記録

ラップ表 400m

ナンバー

記録

ナンバー

記録

決　勝　1組

決　勝　2組



 女子1500m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 13:05 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ

1 3460 大西　彩夏(1) 御滝中
ｼﾏﾀﾞ ｱｲ

2 392 島田　愛生(2) 臼井中
ｻｶﾓﾄ ﾕｽﾞﾊ

3 2687 坂本　柚葉(2) 御滝中
ｺｻｶｲ ﾁｶ

4 9048 小坂井　智絵(3) 御滝中
ｶｷﾔ　ｺﾄﾐ

5 7290 垣屋　琴美(2) 順大
ｺﾐﾔﾏ　ﾊﾙｶ

6 7293 小宮山　悠(2) 順大
ｼﾉﾊﾗ ｲﾉﾘ

7 1748 篠原　祈吏(1) 臼井中

記録

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



 女子3000m
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 12:00 決　勝

決　勝　

ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｵｶﾞﾜ ﾕﾘｱ

1 1507 小川　友莉亜(2) 千城台高
ｶﾒﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ

2 7968 亀山 希(3) 帝京大
ｼﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｺ

3 627 新堂　桃子(3) 成田高
ｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ

4 1011 須田　ななみ(2) 前橋育英高
ｲｲ ｴﾐﾎ

5 1007 伊井　笑歩(2) 前橋育英高
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾅ

6 7276 遠藤　柚奈(3) 順大
ｶﾈｺ ﾐｻﾄ

7 1003 金子　美聡(3) 前橋育英高
ｷﾑﾗ ﾊﾙﾅ

8 230 木村　遥菜(1) 金沢商業高
ｺﾝﾉ ﾋﾅ

9 8471 今野　妃菜(1) 順大
ｵﾀﾞｶ ﾅﾂｷ

10 1201 小高　夏綺(3) 水城高校
ｻﾞﾏ ｼｵﾘ

11 629 座間　栞(3) 成田高
ｺｸﾞﾗ ﾂｶｻ

12 228 小蔵　つかさ(3) 金沢商業高
ﾀﾅｶ ﾐﾎ

13 7296 田中　美帆(2) 順大
ｼﾊﾞｻｷ ﾁﾎ

14 1491 柴﨑　千穂(1) 前橋育英高
ﾖｼｽﾞﾐ ﾅﾅ

15 7301 吉住　奈々(2) 順大
ｼｷﾞﾊﾗ ﾕｳｺ

16 7272 鴫原　優子(4) 順大
ｳﾁｺｼ ﾐﾕ

17 1204 打越　美優(2) 水城高校
ﾀｲ ｱﾝﾘ

18 224 田井　杏利(3) 金沢商業高
ﾊﾞﾊﾞ ﾂﾘﾅ

19 226 馬場　友莉奈(3) 金沢商業高
ｷﾀﾂﾞﾒ ﾊﾂﾞｷ

20 1017 北爪　はづき(1) 前橋育英高
ｽｷﾞﾑﾗ ｱｵｲ

21 1202 杉村　葵(3) 水城高校
ﾆｼﾀﾞ ﾊﾅ

22 225 西田　はな(3) 金沢商業高
ｴﾉﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ

23 229 榎本　希美(1) 金沢商業高
ｵｵﾌﾞﾁ ﾘｵ

24 1490 大渕　里桜(1) 前橋育英高

記録

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー

記録
決　勝



 女子100mH(0.838m)
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 11:10 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4
ｱﾋﾞｺ ﾅﾅ

5 7275 安孫子　奈々(3) 順大
ｵｶﾞﾀ ﾅﾅﾐ

6 8735 尾形　奈那美(1) 千商大

7

8

記録



 女子400mH(0.762m)
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 14:25 決　勝

決　勝　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ

5 7298 中村　栞里(2) 順大

6

7

8

記録



 女子4X100mR
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 13:35 決　勝

決　勝　

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 鶴ヶ島中

2 印旛中

3 柏豊四季中

4 順大

5 野田南部中A

6 御滝中

7 臼井中

8 野田南部中B



一般女子走高跳
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 15:30 決　勝

決　勝　

ﾋﾛﾅｶ　ﾐﾊﾙ

1 8480 廣中　三春(1) 順大
ｽｽﾞｷ　ｺﾏﾁ

2 8476 鈴木　小街(1) 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



一般女子棒高跳
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 12:00 決　勝

決　勝　

ｶｻﾊﾗ　ﾅﾅ

1 7291 笠原　奈菜(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：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30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

ﾀｶﾅｶ ｽｽﾞｶ

1 8547 高中　涼夏(1) 日女体大
ｼｷﾞﾊﾗ ｶﾚﾝ

2 8474 鴫原　佳蓮(1) 順大
ﾜｷﾀ ﾐｻｷ

3 8553 和喜多　美咲(1) 日女体大
ｻｻﾓﾘ ﾓﾅ

4 8542 笹森　モナ(1) 日女体大
ｲﾏｲ　ﾏﾕﾐ

5 7276 今井　真優美(3) 順大



一般女子三段跳
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 13:30 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

ｶｲ　ﾅﾂｷ

1 7289 甲斐　夏輝(2) 順大
ｷﾑﾗ　ﾋｶﾘ

2 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　孝太郎

9月30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

ｲﾏｲ　ﾏﾕﾐ

1 7276 今井　真優美(3) 順大
ｱﾍﾞ　ﾄｲﾛ

2 27335 阿部　冬彩(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　孝太郎

9月30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

ｽｷﾞﾀ ﾐｻｷ

1 4681 杉田　実咲(2) 順大
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾂﾐ

2 7071 藤森　夏美(4) 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　孝太郎

9月30日 13:00 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

ｱﾍﾞ　ﾄｲﾛ

1 27335 阿部　冬彩(1) 順大



一般女子やり投(600g)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30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

ｼｷﾞﾊﾗ ｶﾚﾝ

1 8474 鴫原　佳蓮(1) 順大



高校女子走幅跳
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30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

ｳﾒﾂﾞ ｱﾔｶ

1 223 梅津　彩香(3) 敦賀高
ｱｼﾀﾞ ﾊﾙﾅ

2 233 芦田　陽菜(2) 敦賀高



高校女子三段跳
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 13:30 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 ｶﾅｴ

1 230 宮本　佳苗(3) 敦賀高
ｳﾒﾂﾞ ｱﾔｶ

2 223 梅津　彩香(3) 敦賀高



高校女子ハンマー投(4.000kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 13:00 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 ﾅﾐ

1 783 高橋　七海(3) 八千代松陰高



中学女子100mH(0.762m)
審 判 長：越川　一紀

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 11:00 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位
ｲｼｸﾗ ﾚｲ

1 0 石倉　怜(1) 鶴ヶ島中
ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾅ

2 4507 中村　星那(1) 野田南部中
ｵｷﾔﾏ ｱｷ

3 2085 沖山　亜希(2) 柏豊四季中
ｲﾜｻ ｺﾄﾈ

4 9729 岩佐　琴音(3) 柏豊四季中
ｼﾏﾈ ｶｴﾃﾞ

5 9738 島根　楓(3) 柏豊四季中
ｳﾝﾘﾝｲﾝ ﾐｽﾞﾎ

6 2724 雲林院　瑞帆(2) 御滝中
ﾅﾙｼﾏ ﾕﾉ

7 2076 成嶋　柚乃(2) 柏豊四季中
ﾅﾄﾘ ﾌﾕ

8 4508 名取　歩優(1) 野田南部中

記録



中学女子走高跳
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 15:30 決　勝

決　勝　

ｲｼｲ ﾕｳｱ

1 394 石井　結愛(2) 臼井中
ｱﾍﾞ ﾏﾋﾛ

2 1846 阿部　真優(2) 野田南部中
タカハシ ハル

3 7924 高橋　花瑠(3) 井野中

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：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30日 12:00 決　勝

決　勝　

ﾀｹｲ ﾘﾝ

1 7936 武井　凜(3) 印旛中

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
m m

記録 ｺﾒﾝﾄ
m m m m m m



中学女子走幅跳
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30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

ﾔﾅｼﾀ ｱｲﾘ

1 0 柳下　藍里(1) 鶴ヶ島中
ｻｶｲﾘ ﾐｻｷ

2 1745 坂入　美咲(1) 臼井中
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾘﾝ

3 4509 水野　友琳(1) 野田南部中
ｵｵﾀ ﾊﾅ

4 393 太田　初菜(2) 臼井中
ｻﾄｳ ﾕｳｶ

5 1841 佐藤　結花(2) 野田南部中
ｵｵﾂｶ ﾋﾅﾀ

6 1840 大塚　陽向(2) 野田南部中
ﾏｽﾓﾄ ｶﾎ

7 1754 増本　香歩(1) 臼井中
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ

8 1847 山田　美咲(2) 野田南部中
ｽｷﾞｸﾞﾁ ﾐﾗｲ

9 0 杉口　みらい(2) 鶴ヶ島中
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ

10 2078 佐藤　希美(2) 柏豊四季中



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：青木　和浩

記録主任：佐藤　孝太郎

9月30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

ｶﾗｻﾜ ﾏｵ

1 4506 唐澤　舞桜(1) 野田南部中
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐｵ

2 1843 大日方　澪(2) 野田南部中
ｼｶﾞ ﾊﾙﾅ

3 1837 志賀　遥奈(2) 野田南部中
ｲﾏｲ ﾏﾎ

4 2074 今井　真帆(2) 柏豊四季中
ﾏﾘｺ ﾙｷ

5 2081 鞠子　瑠生(2) 柏豊四季中
ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞｷ

6 2727 齋藤　柚稀(2) 御滝中


