
高校男子100m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

1組 (風:0.0) 2組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｽﾀﾞﾘｮｳｽｹ 千葉 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 千葉

1 2 3631 増田　稜介(2) 市立柏高 11.20 1 5 1782 三田寺　虎琉(1) 幕張総合高 11.07
ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳｷ 千葉 ﾅｶﾞｴ ﾕｳﾄ 千葉

2 4 1764 安永　雄貴(3) 幕張総合高 11.21 2 4 1783 長江　佑人(1) 幕張総合高 11.30
ｻｴｸﾞｻ ｱﾕﾑ 千葉 ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉

3 5 602 三枝　歩(3) 横芝敬愛高 11.27 3 2 480 坂本　慎太郎(2) 松尾高 11.37
ﾏﾂﾓﾄﾕｷﾔ 千葉 ｻｶﾓﾄ ﾗｲｾｲ 千葉

4 3 3633 松本　幸也(2) 市立柏高 11.32 4 1 381 坂本　頼星(1) 長生高 11.57
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 千葉 ｶﾝﾉ ｱｷﾏｻ 千葉

5 7 3562 中村　海斗(2) 柏の葉高 11.47 5 8 363 菅野　顕真(2) 長生高 11.70
ﾑﾗﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 千葉 ｽﾀﾞ ｶﾂｷ 千葉

6 8 1768 村山　了太(2) 幕張総合高 11.48 6 7 1775 須田　夏月(2) 幕張総合高 11.76
ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 千葉 ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 千葉

7 6 3060 林田　潤(2) 松戸六実高 11.64 3 1760 須田　優人(3) 幕張総合高 DNS
ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 千葉 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 千葉

8 1 1278 長谷川　渚(2) 実籾高 11.78 6 1759 笹木　駿佑(3) 幕張総合高 DNS

3組 (風:-0.3) 4組 (風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜﾓﾄ ｺｳｷ 千葉 ﾖｼﾉ ﾊﾔﾄ 千葉

1 4 1680 川本　光輝(2) 千葉東高 11.84 1 4 1786 吉野　颯人(1) 幕張総合高 11.52
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 千葉 ｳﾁﾑﾗ ｼﾝｽｹ 千葉

2 8 3556 中村　優輝(2) 柏の葉高 11.89 2 8 1781 内村　心亮(1) 幕張総合高 11.70
ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞﾛｳ 千葉 ｶｷｳﾁ ﾖｼｷ 千葉

3 2 1034 高橋　信次郎(2) 四街道高 12.05 3 6 605 垣内　聖輝(2) 横芝敬愛高 11.84
ｱｵｷ ｺｳｽｹ 千葉 ﾖｼﾑﾗ ｼｭｳﾀ 千葉

4 7 11 青木　亨祐(2) 京葉高 12.10 3 7 1787 吉村　秀太(1) 幕張総合高 11.84
ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 千葉 ｹﾞﾝﾀﾞ ｶｲ 千葉

3 1785 福田　峻大(1) 幕張総合高 DNS 2 1774 源田　凱(2) 幕張総合高 DNS
ｼｮｳｼﾞ ｺﾞｳ 千葉 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ 千葉

5 1677 東海林　剛(2) 千葉東高 DNS 3 1769 本田　隼二郎(2) 幕張総合高 DNS
ﾀｹﾐﾔ ﾊﾙﾔ 千葉 ﾐﾔﾁ ﾘﾝ 千葉

6 1672 竹宮　陽哉(2) 千葉東高 DNS 5 1855 宮地　麟(2) 市立千葉高 DNS

5組 (風:-0.5) 6組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｶﾍﾞﾕｳﾔ 千葉 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ 千葉

1 8 3645 真壁　雄也(1) 市立柏高 11.62 1 2 1562 中澤　啓太(1) 千葉南高 11.60
ｼｼﾄﾞ ﾀｹﾙ 千葉 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉

2 6 2852 宍戸　偉月(1) 幕張総合高 11.76 2 3 3058 高木　翔太郎(2) 松戸六実高 11.70
ﾅｶｸﾗ ﾚｲ 千葉 ﾀﾃｶﾜ ﾃﾂ 千葉

3 5 1771 中倉　伶(2) 幕張総合高 11.81 3 5 1784 立川　鉄(1) 幕張総合高 12.09
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 千葉 ﾅﾕｷ ﾕｳﾀ 千葉

4 4 1767 伊藤　匠巳(2) 幕張総合高 11.82 4 8 606 名雪　雄太(2) 横芝敬愛高 12.19
ｱｶﾎﾞｼ ﾅｵｷ 千葉 ｺｲﾃﾞ ﾄｳﾏ 千葉

5 7 1556 赤星　直輝(2) 千葉南高 12.04 5 6 4 小出　透摩(3) 京葉高 12.20
ﾀﾃﾉ ﾕｳｷ 千葉 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 千葉

6 3 3059 舘野　祐輝(2) 松戸六実高 12.08 6 7 9 長谷　瑞稀(1) 京葉高 12.22
ﾓﾄﾏﾂ ﾚｵﾅ 千葉 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ 千葉

2 604 元松　玲央那(3) 横芝敬愛高 DNS 7 4 1773 芝原　有羽太(2) 幕張総合高 12.24

凡例  DNS:欠場



高校男子100m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

7組 (風:+0.8) 8組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｷﾞﾜﾗ ｹﾝｺﾞ 千葉 ｴﾅﾐ ﾕｳﾔ 千葉

1 5 1219 荻原　健吾(2) 千葉英和高 11.75 1 4 1281 江並　優也(2) 実籾高 11.67
ｾｲｹ ｶｽﾞﾏ 千葉 ﾓﾘﾜｶ ﾏｺﾄ 千葉

2 2 1849 清家　一馬(2) 市立千葉高 11.83 2 7 2571 森若　真都(2) 千葉東高 11.78
ｷｸﾁ ｶｽﾞﾏ 千葉 ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵﾔ 千葉

3 4 2675 菊地　主馬(1) 千葉東高 11.90 3 6 2601 町田　直哉(2) 千葉西高 11.86
ﾐﾌﾈﾀｲｼ 千葉 ﾌｸﾀﾞ ｹｲﾀ 千葉

4 8 3634 三舩　大志(2) 市立柏高 12.01 4 2 1031 福田　惠太(2) 四街道高 12.02
ﾌｾ ﾖｼﾃﾙ 千葉 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 千葉

5 3 1780 布施　善輝(2) 幕張総合高 12.15 5 5 379 山田　直輝(1) 長生高 12.14
ｵｵｳﾁ ｹｲﾅ 千葉 ｶﾏﾔﾁ ﾀﾞｲｷ 千葉

6 7 1032 大内　恵和(2) 四街道高 12.25 3 601 釜萢　大輝(3) 横芝敬愛高 DNS
ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｺﾞ 千葉 ｽｶﾞﾔｱﾚﾝ 千葉

6 1871 熊谷　健吾(2) 市立稲毛高 DNS 8 3635 菅谷　アレン(2) 市立柏高 DNS

9組 (風:0.0) 10組 (風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾅｲﾘｮｳﾏ 千葉 ﾊﾅﾀﾞ ｷｮｳﾔ 千葉

1 2 3650 稻飯　遼馬(1) 市立柏高 11.82 1 5 1864 花田　京弥(2) 市立稲毛高 11.81
ｷﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 千葉 ｱｷﾔﾏﾋﾃﾞﾐ 千葉

2 8 1868 木村　太陽(2) 市立稲毛高 12.08 2 7 3630 秋山　秀実(2) 市立柏高 11.94
ｵｵﾅｶ ﾋﾛﾄ 千葉 ﾃﾗｼﾞﾏｺｳﾀ 千葉

3 5 1035 大中　広都(2) 四街道高 12.24 3 6 3629 寺島　幸汰(2) 市立柏高 12.12
ｱｶﾊﾈｼｭｳﾀ 千葉 ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 千葉

4 6 3648 赤羽　優太(1) 市立柏高 12.24 4 3 2659 藤本　誠也(1) 市立千葉高 12.65
ｲﾏｲ ﾘｭｳｾｲ 千葉 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉

5 7 3568 今井　竜誠(2) 柏の葉高 12.27 5 2 608 平山　寛之(1) 横芝敬愛高 12.68
ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 千葉 ｵｵﾀ ﾘｸﾄ 千葉

6 4 3570 須田　雄飛(1) 柏の葉高 12.39 4 1275 太田　陸斗(2) 実籾高 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 千葉 ｲｿﾉｴｲﾁ 千葉

3 3565 小林　健太(2) 柏の葉高 DNS 8 3643 礒野　英知(1) 市立柏高 DNS

11組 (風:-0.6) 12組 (風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾄ ｺｳｷ 千葉 ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ 千葉

1 7 3559 山登　高輝(2) 柏の葉高 12.19 1 6 3935 北田　悠人(1) 松戸六実高 12.04
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 千葉 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 千葉

2 8 1876 渡邉　大騎(1) 市立稲毛高 12.20 2 8 1529 伊藤　諒(1) 千葉商高 12.09
ｱｷﾓﾄ ｺｳﾀ 千葉 ｺﾝﾉ ﾕｳｷ 千葉

3 2 2678 秋本　皐汰(1) 千葉東高 12.25 3 5 1413 金野　祐己(1) 四街道高 12.14
ｻｲﾄｳ ﾖｼｷ 千葉 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 千葉

4 6 487 斉藤　圭希(1) 松尾高 12.27 4 2 1030 山﨑　雄貴(2) 四街道高 12.39
ｵｶﾏﾂ ﾀｸﾐ 千葉 ﾋﾗｲ ﾀﾞｲｷ 千葉

5 3 612 岡松　拓海(1) 横芝敬愛高 12.44 5 7 1528 平井　大喜(2) 千葉商高 12.42
ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ 千葉 ｲﾄｳ ﾋﾛ 千葉

6 4 2668 山下　航平(1) 市立稲毛高 12.48 3 1414 伊藤　飛呂(1) 四街道高 DNS
ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 千葉 ﾑﾗｾ ﾀｸﾏ 千葉

7 5 2599 増田　拓真(1) 千葉西高 12.56 4 1029 村瀬　拓真(2) 四街道高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子100m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　17組

13組 (風:0.0) 14組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾂﾁﾊｼ ｹﾝ 千葉 ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 千葉

1 5 2672 土橋　堅(1) 千葉東高 12.15 1 5 2602 吉田　朝陽(1) 千葉西高 12.44
ｲﾜｾ ｹﾞﾝｷ 千葉 ｺﾀﾞｲﾗ ｿｳﾏ 千葉

2 4 2663 岩瀬　玄輝(1) 千葉南高 12.26 2 3 1036 小平　颯真(2) 四街道高 12.49
ｱﾈｶﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 千葉 ｳﾀﾞ ｺｳｷ 千葉

3 8 3073 姉川　京介(1) 松戸六実高 12.60 3 6 1421 宇田　光輝(1) 千葉英和高 12.63
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 千葉 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 千葉

4 7 3908 小林　広大(1) 柏の葉高 12.74 4 8 1873 岡本　大輝(1) 市立稲毛高 12.70
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 千葉 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 千葉

5 6 1531 佐藤　凌太(1) 千葉商高 12.82 5 2 2856 梅澤　貴大(1) 薬園台高 12.82
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 千葉 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾝ 千葉

2 1566 菅原　卓己(1) 千葉南高 DNS 4 483 林　優心(2) 松尾高 DNS
ｵｶﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ 千葉 ｶﾐﾔﾕｳｷ 千葉

3 2578 岡本　望(1) 千葉南高 DNS 7 3649 神谷　優輝(1) 市立柏高 DNS

15組 (風:0.0) 16組 (風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼｵｶ ﾏﾅﾄ 千葉 ｵｵｼﾏﾕｷﾊﾙ 千葉

1 4 2669 吉岡　愛翔(1) 市立稲毛高 12.21 1 7 3957 大島　悠喜春(1) 市立柏高 12.35
ﾉﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 千葉 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾀ 千葉

2 5 3933 野村　俊介(1) 松戸六実高 12.50 2 6 1214 川崎　湧太(3) 千葉英和高 12.37
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾏ 千葉 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾔ 千葉

3 8 3569 松田　拓真(2) 柏の葉高 12.51 3 5 3074 秋元　優弥(1) 松戸六実高 12.82
ｽｶﾞﾉ ﾊﾙﾏｻ 千葉 ｺｳﾉ ﾚｸ 千葉

4 7 1411 菅野　晴聖(1) 四街道高 12.70 4 8 1822 河野　玲久(2) 千葉西高 12.83
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ 千葉 ﾎﾘｴ ﾊﾙﾔ 千葉

5 3 3555 田中　翔真(2) 柏の葉高 12.70 5 4 2614 堀江　覇矢(1) 市立稲毛高 13.20
ｶﾏﾔﾁ ｹｲｺﾞ 千葉 ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾏ 千葉

2 610 釜萢　敬悟(1) 横芝敬愛高 DNS 6 2 613 石川　奨真(1) 横芝敬愛高 13.75
ﾐﾂ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉 ｵﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉

6 3966 満　遼太郎(1) 松戸六実高 DNS 7 3 614 織田　乾志(1) 横芝敬愛高 13.97

17組 (風:0.0) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾎｼ ｺｳｷ 千葉 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 千葉

1 5 2684 星　光起(1) 千葉東高 12.53 1 1782 三田寺　虎琉(1) 幕張総合高 11.07 +0.3
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 千葉 ﾏｽﾀﾞﾘｮｳｽｹ 千葉

2 2 1824 渡邊　俊介(2) 千葉西高 12.66 2 3631 増田　稜介(2) 市立柏高 11.20 0.0
ﾀﾁｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 千葉 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳｷ 千葉

3 8 2677 立川　義浩(1) 千葉東高 12.98 3 1764 安永　雄貴(3) 幕張総合高 11.21 0.0
ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 千葉 ｻｴｸﾞｻ ｱﾕﾑ 千葉

4 4 485 高橋　宏介(2) 松尾高 13.32 4 602 三枝　歩(3) 横芝敬愛高 11.27 0.0
ﾊﾀﾅｶﾘｮｳﾀ 千葉 ﾅｶﾞｴ ﾕｳﾄ 千葉

5 6 3644 畠中　颯太(1) 市立柏高 13.41 5 1783 長江　佑人(1) 幕張総合高 11.30 +0.3
ｲｼｲ ｱﾂﾔ 千葉 ﾏﾂﾓﾄﾕｷﾔ 千葉

3 482 石井　敦也(2) 松尾高 DNS 6 3633 松本　幸也(2) 市立柏高 11.32 0.0
ｽｽﾞｷﾕｳﾔ 千葉 ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉

7 3647 鈴木　裕哉(1) 市立柏高 DNS 7 480 坂本　慎太郎(2) 松尾高 11.37 +0.3
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 千葉

8 3562 中村　海斗(2) 柏の葉高 11.47 0.0

凡例  DNS:欠場



高校男子400m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 10:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 千葉 ﾐﾌﾈﾀｲｼ 千葉

1 4 1681 吉川　崚(2) 千葉東高 48.84 1 4 3634 三舩　大志(2) 市立柏高 52.39
ｲﾉｳｴｼｭｳﾀﾛｳ 千葉 ﾑﾗﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 千葉

2 5 3632 井上　周太郎(2) 市立柏高 49.62 2 7 1768 村山　了太(2) 幕張総合高 53.29
ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ 千葉 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳﾀ 千葉

3 6 1673 川上　智也(1) 千葉東高 49.79 3 2 1773 芝原　有羽太(2) 幕張総合高 53.35
ｶｷｳﾁ ﾖｼｷ 千葉 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 千葉

4 2 605 垣内　聖輝(2) 横芝敬愛高 51.79 4 8 1560 井上　翔太(2) 千葉南高 53.38
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 千葉 ｽﾀﾞ ｶﾂｷ 千葉

5 1 2036 山田　大貴(2) 薬園台高 53.27 5 3 1775 須田　夏月(2) 幕張総合高 54.85
ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 千葉 ﾏﾂﾓﾄﾕｷﾔ 千葉

6 3 3072 前田　夏輝(1) 松戸六実高 54.09 5 3633 松本　幸也(2) 市立柏高 DNS
ｺﾂﾞｶ ｼｭｳﾏ 千葉 ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｾｲ 千葉

7 1776 狐塚　秀馬(2) 幕張総合高 DNS 6 1033 島田　大誠(2) 四街道高 DNS
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾔ 千葉

8 3053 武田　直也(3) 松戸六実高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵﾔ 千葉 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ 千葉

1 7 2601 町田　直哉(2) 千葉西高 52.38 1 6 1562 中澤　啓太(1) 千葉南高 52.60
ﾌﾙｶﾜ ﾓﾄｷ 千葉 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 千葉

2 2 1687 古川　幹喜(2) 千葉東高 53.36 2 5 366 多田　和貴(2) 長生高 53.67
ﾏｽﾀﾞﾘｮｳｽｹ 千葉 ﾖｼﾑﾗ ｼｭｳﾀ 千葉

3 5 3631 増田　稜介(2) 市立柏高 54.01 3 3 1787 吉村　秀太(1) 幕張総合高 54.71
ﾅｶｸﾗ ﾚｲ 千葉 ｱﾂﾐ ｹﾝﾄ 千葉

4 6 1771 中倉　伶(2) 幕張総合高 54.77 2 1555 渥美　顕人(2) 千葉南高 DNS
ﾀｷ ﾘｮｳﾅ 千葉 ｵｵﾀ ﾘｸﾄ 千葉

5 3 2037 瀧　亮成(2) 薬園台高 55.37 4 1275 太田　陸斗(2) 実籾高 DNS
ﾊﾔｶﾜ ｹｲﾀﾂ 千葉 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 千葉

6 8 3066 早川　敬立(2) 松戸六実高 56.17 7 5 本田　准(1) 京葉高 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 千葉 ﾌｾ ﾖｼﾃﾙ 千葉

4 3556 中村　優輝(2) 柏の葉高 DNS 8 1780 布施　善輝(2) 幕張総合高 DNS

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼｼﾄﾞ ﾀｹﾙ 千葉 ﾌﾙｻﾜ ｼﾝﾔ 千葉

1 4 2852 宍戸　偉月(1) 幕張総合高 54.43 1 6 2676 古澤　慎也(1) 千葉東高 52.96
ﾋﾗｲ ﾀﾞｲｷ 千葉 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 千葉

2 8 1528 平井　大喜(2) 千葉商高 55.18 2 2 1854 小山　智裕(2) 市立千葉高 54.76
ﾓﾓｾ ｷﾐﾀｶ 千葉 ｱｷﾔﾏﾋﾃﾞﾐ 千葉

3 2 1559 百瀬　仁貴(2) 千葉南高 56.13 3 7 3630 秋山　秀実(2) 市立柏高 56.28
ﾏｶﾍﾞﾕｳﾔ 千葉 ﾏｻﾓﾄ ﾀｲｷ 千葉

4 5 3645 真壁　雄也(1) 市立柏高 56.40 4 3 2600 政本　大輝(1) 千葉西高 56.52
ﾀﾃｶﾜ ﾃﾂ 千葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾊ 千葉

5 6 1784 立川　鉄(1) 幕張総合高 57.49 5 4 2667 渡辺　倖羽(2) 市立稲毛高 56.84
ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉 ﾀﾀﾞ ﾚｲﾔ 千葉

6 7 608 平山　寛之(1) 横芝敬愛高 57.63 6 5 1533 多田　澪弥(1) 千葉商高 57.16
ﾓﾄﾏﾂ ﾚｵﾅ 千葉 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀ 千葉

3 604 元松　玲央那(3) 横芝敬愛高 DNS 7 8 1040 中島　颯太(2) 四街道高 58.75

凡例  DNS:欠場



高校男子400m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 10:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 8組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾅｲﾘｮｳﾏ 千葉 ﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀ 千葉

1 5 3650 稻飯　遼馬(1) 市立柏高 54.79 1 3 609 矢崎　健太(1) 横芝敬愛高 56.51
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾐ 千葉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 千葉

2 4 1825 渡辺　晴海(2) 千葉西高 56.52 2 6 1875 小林　竜也(1) 市立稲毛高 58.34
ｽｽﾞｷ ﾄﾑ 千葉 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 千葉

3 2 1039 鈴木　刀夢(2) 四街道高 57.00 3 7 1867 山形　亮太(2) 市立稲毛高 59.35
ﾅﾕｷ ﾕｳﾀ 千葉 ｵｵｼﾏﾕｷﾊﾙ 千葉

4 8 606 名雪　雄太(2) 横芝敬愛高 57.52 4 4 3957 大島　悠喜春(1) 市立柏高 1:00.66
ﾔﾏｻﾞｷｱｷﾄ 千葉 ｶﾉ ｺｳﾀ 千葉

5 7 3646 山﨑　明人(1) 市立柏高 57.71 5 5 1412 加野　航大(1) 四街道高 1:00.78
ﾆｯﾀ ﾀｶｼ 千葉 ｵｶﾏﾂ ﾀｸﾐ 千葉

6 6 607 新田　隆(2) 横芝敬愛高 58.45 6 2 612 岡松　拓海(1) 横芝敬愛高 1:01.94
ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｷ 千葉 ｶﾏﾔﾁ ｹｲｺﾞ 千葉

7 3 3069 杉山　直輝(1) 松戸六実高 59.34 8 610 釜萢　敬悟(1) 横芝敬愛高 DNS

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

ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 千葉

1 1681 吉川　崚(2) 千葉東高 48.84
ｲﾉｳｴｼｭｳﾀﾛｳ 千葉

2 3632 井上　周太郎(2) 市立柏高 49.62
ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ 千葉

3 1673 川上　智也(1) 千葉東高 49.79
ｶｷｳﾁ ﾖｼｷ 千葉

4 605 垣内　聖輝(2) 横芝敬愛高 51.79
ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵﾔ 千葉

5 2601 町田　直哉(2) 千葉西高 52.38
ﾐﾌﾈﾀｲｼ 千葉

6 3634 三舩　大志(2) 市立柏高 52.39
ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ 千葉

7 1562 中澤　啓太(1) 千葉南高 52.60
ﾌﾙｻﾜ ｼﾝﾔ 千葉

8 2676 古澤　慎也(1) 千葉東高 52.96

凡例  DNS:欠場



高校男子1500m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｴﾊﾗ ﾕｳｷ 千葉 ｱﾗｲ ｼｮｳｺﾞ 千葉

1 1 1679 上原　由己(2) 千葉東高 4:19.07 1 9 1683 荒井　翔伍(2) 千葉東高 4:24.22
ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ 千葉 ｾｷﾀ ﾘｮｳ 千葉

2 11 2035 清水　岳史(2) 薬園台高 4:19.56 2 7 1277 関田　亮(2) 実籾高 4:27.44
ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉 ﾀﾄﾞｺﾛ ｺｳｷ 千葉

3 9 369 中田　雅大(2) 長生高 4:19.87 3 2 2039 田所　輝希(2) 薬園台高 4:28.02
ｽﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 千葉 ﾑﾄｳ ﾘｮｳﾏ 千葉

4 3 2655 須田　祥永(1) 市立千葉高 4:22.11 4 4 2046 武藤　龍馬(1) 薬園台高 4:28.61
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾐ 千葉 ｻﾝﾍﾟｲ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 千葉

5 2 1825 渡辺　晴海(2) 千葉西高 4:23.44 5 6 1276 三瓶　恭一郎(2) 実籾高 4:28.77
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾖｳ 千葉 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｶﾝﾀ 千葉

6 5 1853 石川　太陽(2) 市立千葉高 4:24.97 6 8 1286 今泉　幹太(1) 実籾高 4:29.91
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉 ﾆｼｳﾗ ﾕｳｷ 千葉

7 4 375 渡邉　祐也(2) 長生高 4:27.42 7 10 1221 西浦　佑紀(2) 千葉英和高 4:30.50
ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 千葉 ﾑﾈﾏｻ ﾕｳﾀ 千葉

8 6 364 後藤　海斗(2) 長生高 4:31.13 8 15 1823 宗政　侑汰(2) 千葉西高 4:31.60
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 千葉 ｳﾂﾐ ﾕｳﾄ 千葉

9 8 1674 藤井　優希(2) 千葉東高 4:31.64 9 5 1274 内海　優斗(2) 実籾高 4:33.03
ﾉｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 千葉 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 千葉

10 10 371 野口　大輝(2) 長生高 4:38.31 10 12 549 山本　剛琉(1) 松尾高 4:33.70
ｲｼｶﾜ ｺｳﾏ 千葉 ｶｸﾀﾞﾃ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉

11 13 3064 石川　晃馬(2) 松戸六実高 4:40.06 11 3 2857 角舘　颯一郎(1) 薬園台高 4:34.32
ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 千葉 ﾊﾗ ﾅｵｷ 千葉

12 16 1220 田中　翔吾(2) 千葉英和高 4:40.37 12 11 1218 原　直希(2) 千葉英和高 4:43.15
ﾅｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 千葉 ｱｷﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ 千葉

13 14 2041 中田　響(2) 薬園台高 4:40.66 13 13 359 秋葉　望(2) 長生高 4:43.36
ﾀﾀﾞ ﾚｲﾔ 千葉 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 千葉

14 15 1533 多田　澪弥(1) 千葉商高 4:40.87 14 1 360 伊藤　大貴(2) 長生高 4:49.91
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 千葉 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 千葉

15 7 1676 清水　亮祐(2) 千葉東高 4:43.13 14 3056 伊藤　瑞希(2) 松戸六実高 DNS
ｽｶﾞﾔ ｶﾂﾞｷ 千葉 ｻｶｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ 千葉

12 1557 菅谷　耶月(2) 千葉南高 DNS 16 1874 坂﨑　智秋(1) 市立稲毛高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子1500m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｳｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 千葉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 千葉

1 11 380 鵜沢　優太(1) 長生高 4:27.00 1 5 3070 長谷川　尚亮(1) 松戸六実高 4:37.26
ﾐｽﾞﾉ ﾂﾑｷﾞ 千葉 ｵｵﾇｷ ﾋﾛｷ 千葉

2 1 3062 水野　津麦(2) 松戸六実高 4:35.07 2 12 2681 大貫　紘暉(1) 千葉東高 4:40.04
ｲｼﾞｭｳｲﾝ ﾀｹｼ 千葉 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾀ 千葉

3 2 2680 伊集院　剛(1) 千葉東高 4:36.99 3 4 1415 三浦　綾太(1) 四街道高 4:43.41
ｲﾄﾋｻ ﾅｵﾀｶ 千葉 ｱｵﾔﾏ ﾄｼﾏｻ 千葉

4 3 1685 糸久　直孝(2) 千葉東高 4:39.79 4 6 1216 青山　倫将(3) 千葉英和高 4:45.08
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 千葉 ｻｶﾓﾄ ｻﾄﾔ 千葉

5 8 2047 山﨑　由悟(1) 薬園台高 4:40.09 5 14 376 阪本　里矢(1) 長生高 4:45.88
ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 千葉 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾄ 千葉

6 7 2860 森　裕輔(1) 薬園台高 4:41.01 6 1 1532 高木　彰斗(1) 千葉商高 4:46.59
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 千葉

7 16 2859 宮本　大誠(1) 薬園台高 4:41.97 7 16 3068 中村　和生(1) 松戸六実高 4:48.99
ｲﾀﾐ ﾀｲｼ 千葉 ﾖｺﾀ ﾊﾙｷ 千葉

8 4 3067 伊丹　大志(1) 松戸六実高 4:42.58 8 7 9999 横田　遥希(1) 横芝敬愛高 4:51.64
ｼﾐｽﾞ ｱﾂｷ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 千葉

9 15 2043 清水　敦規(1) 薬園台高 4:43.10 9 2 2627 中村　航太(1) 千葉商高 4:52.64
ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｷ 千葉 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 千葉

10 9 2653 橋本　陽希(1) 市立千葉高 4:44.71 9 9 2682 松本　和也(1) 千葉東高 4:52.64
ｲｹﾀﾞ ｲﾂｷ 千葉 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 千葉

11 13 3936 池田　一樹(1) 松戸六実高 4:44.85 11 3 1867 山形　亮太(2) 市立稲毛高 4:52.75
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊｸﾄ 千葉 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉

12 5 3071 中島　伯斗(1) 松戸六実高 4:51.86 12 15 2657 山本　雄大(1) 市立千葉高 5:03.82
ﾅｶﾀ ｺｳｷ 千葉 ｳﾏﾔﾊﾗ ﾘｸﾄ 千葉

13 6 2045 中田　幸紀(1) 薬園台高 4:53.42 13 11 6 馬屋原　陸人(1) 京葉高 5:05.52
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 千葉 ｻﾜ ﾅｵｷ 千葉

14 10 1037 齋藤　浩太(2) 四街道高 4:55.12 14 8 2854 澤　尚希(1) 薬園台高 5:09.75
ﾆｯﾀ ﾀｶｼ 千葉 ﾊﾅｼﾏ ﾘｮｳ 千葉

15 12 607 新田　隆(2) 横芝敬愛高 5:09.19 10 1684 花島　遼(2) 千葉東高 DNS
ｲｼｸﾗ ｷｲﾁﾛｳ 千葉 ﾖｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 千葉

16 14 2034 石倉　輝一朗(2) 薬園台高 5:35.61 13 1675 吉田　望海(2) 千葉東高 DNS

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

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶｽﾞﾏ 千葉 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｷ 千葉

1 6 2577 緑川　和眞(1) 千葉南高 4:39.32 1 1679 上原　由己(2) 千葉東高 4:19.07
ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 千葉 ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ 千葉

2 7 2664 長山　晃成(1) 千葉南高 4:39.61 2 2035 清水　岳史(2) 薬園台高 4:19.56
ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 千葉 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉

3 5 1567 鈴木　大賀(1) 千葉南高 4:43.95 3 369 中田　雅大(2) 長生高 4:19.87
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ 千葉 ｽﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 千葉

4 11 2654 水上　遼平(1) 市立千葉高 4:46.23 4 2655 須田　祥永(1) 市立千葉高 4:22.11
ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ 千葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾐ 千葉

5 12 3934 高橋　翼(1) 松戸六実高 4:48.54 5 1825 渡辺　晴海(2) 千葉西高 4:23.44
ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 千葉 ｱﾗｲ ｼｮｳｺﾞ 千葉

6 8 2665 小田　勇希(1) 千葉南高 4:49.62 6 1683 荒井　翔伍(2) 千葉東高 4:24.22
ｲﾄｳ ﾀｽｷ 千葉 ｲｼｶﾜ ﾀｲﾖｳ 千葉

7 3 1285 伊藤　侑樹(1) 実籾高 4:54.41 7 1853 石川　太陽(2) 市立千葉高 4:24.97
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉 ｳｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 千葉

8 1 2679 中林　侑太郎(1) 千葉東高 4:54.61 8 380 鵜沢　優太(1) 長生高 4:27.00
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 千葉

9 9 1426 中村　文也(1) 千葉英和高 5:00.59
ｺｳﾀﾞ ｱｵｲ 千葉

10 13 1419 香田　碧海(1) 千葉英和高 5:00.86
ﾀﾃｲｼ ﾊﾙﾏ 千葉

11 10 377 立石　陽眞(1) 長生高 5:01.30
ｵｶﾊﾗ ﾂｶｻ 千葉

12 16 547 岡原　司(1) 松尾高 5:01.81
ｵｶﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉

13 4 1558 岡山　健太郎(2) 千葉南高 5:06.71
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 千葉

14 2 1279 山田　雄治(2) 実籾高 5:14.61
ﾅﾗ ｹﾝｼﾝ 千葉

15 14 481 奈良　健伸(2) 松尾高 5:22.42
ｸﾛｻｷ ﾘｭｳｷ 千葉

15 1217 黒崎　竜暉(3) 千葉英和高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子1500m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 1853 1679 1679 1679

記録 1:01 2:13 2:50 3:25

ナンバー 1823 1823 1683 1683

記録 1:09 2:22 3:00 3:31

ナンバー 3062 380 380 380

記録 1:11 2:26 3:02 3:34

ナンバー 3070 3070 3070 3070

記録 1:08 2:24 3:04 3:40

ナンバー 3934 3934 2664 2654

記録 1:09 2:29 3:08 3:45
ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

凡例  DNS:欠場



高校男子110mH(1.067m)
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.3) 2組 (風:+1.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｻﾄｳ ｵｳｽｹ 千葉 ｶﾄｳ ｾｲｼﾞ 千葉

1 5 3906 佐藤　欧介(1) 柏の葉高 15.95 1 5 1848 加藤　誠司(2) 市立千葉高 21.27
ｺﾀﾆ ｱｵｲ 千葉 ﾐﾔﾁ ｱﾕﾑ 千葉

2 4 1863 小谷　蒼(2) 市立稲毛高 16.03 3 2661 宮地　歩夢(1) 市立千葉高 DNS
ﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀ 千葉 ﾖﾈﾀﾞ ｺﾃﾂ 千葉

3 3 609 矢崎　健太(1) 横芝敬愛高 17.58 4 2603 米田　虎徹(1) 千葉西高 DNS
ﾆｲｵｶ ﾕｳｷ 千葉 ﾀｹｼﾀ ｺｳｽｹ 千葉

4 7 1865 新岡　結希(2) 市立稲毛高 17.59 6 1852 竹下　幸佑(2) 市立千葉高 DNS
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 千葉

5 6 1531 佐藤　凌太(1) 千葉商高 20.11

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

ｻﾄｳ ｵｳｽｹ 千葉

1 3906 佐藤　欧介(1) 柏の葉高 15.95 +1.3
ｺﾀﾆ ｱｵｲ 千葉

2 1863 小谷　蒼(2) 市立稲毛高 16.03 +1.3
ﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀ 千葉

3 609 矢崎　健太(1) 横芝敬愛高 17.58 +1.3
ﾆｲｵｶ ﾕｳｷ 千葉

4 1865 新岡　結希(2) 市立稲毛高 17.59 +1.3
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 千葉

5 1531 佐藤　凌太(1) 千葉商高 20.11 +1.3
ｶﾄｳ ｾｲｼﾞ 千葉

6 1848 加藤　誠司(2) 市立千葉高 21.27 +1.0

凡例  DNS:欠場



高校男子4X100mR
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 09:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 千葉東高 1672 竹宮　陽哉(2) ﾀｹﾐﾔ ﾊﾙﾔ 43.42 1 4 幕張総合高 1775 須田　夏月(2) ｽﾀﾞ ｶﾂｷ 43.05
(千葉) 1673 川上　智也(1) ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ (千葉) 1782 三田寺　虎琉(1) ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ

1680 川本　光輝(2) ｶﾜﾓﾄ ｺｳｷ 1768 村山　了太(2) ﾑﾗﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
1681 吉川　崚(2) ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 1783 長江　佑人(1) ﾅｶﾞｴ ﾕｳﾄ

2 3 市立柏高 3645 真壁　雄也(1) ﾏｶﾍﾞﾕｳﾔ 43.64 2 3 柏の葉高Ａ 3568 今井　竜誠(2) ｲﾏｲ ﾘｭｳｾｲ 45.12
(千葉) 3633 松本　幸也(2) ﾏﾂﾓﾄﾕｷﾔ (千葉) 3562 中村　海斗(2) ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ

3632 井上　周太郎(2) ｲﾉｳｴｼｭｳﾀﾛｳ 3570 須田　雄飛(1) ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ
3631 増田　稜介(2) ﾏｽﾀﾞﾘｮｳｽｹ 3556 中村　優輝(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ

3 8 千葉南高 1556 赤星　直輝(2) ｱｶﾎﾞｼ ﾅｵｷ 45.40 3 5 市立千葉高 1849 清家　一馬(2) ｾｲｹ ｶｽﾞﾏ 45.22
(千葉) 1560 井上　翔太(2) ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ (千葉) 1855 宮地　麟(2) ﾐﾔﾁ ﾘﾝ

1559 百瀬　仁貴(2) ﾓﾓｾ ｷﾐﾀｶ 1845 鈴木　克拓(2) ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ
1562 中澤　啓太(1) ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ 1848 加藤　誠司(2) ｶﾄｳ ｾｲｼﾞ

4 7 千葉西高 2599 増田　拓真(1) ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾏ 46.82 4 6 市立稲毛高 1868 木村　太陽(2) ｷﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 45.57
(千葉) 2600 政本　大輝(1) ﾏｻﾓﾄ ﾀｲｷ (千葉) 1863 小谷　蒼(2) ｺﾀﾆ ｱｵｲ

2601 町田　直哉(2) ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵﾔ 1876 渡邉　大騎(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ
2602 吉田　朝陽(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 1864 花田　京弥(2) ﾊﾅﾀﾞ ｷｮｳﾔ

5 6 柏の葉高Ｂ 3559 山登　高輝(2) ﾔﾏﾄ ｺｳｷ 46.94 2 千葉英和高 1214 川崎　湧太(3) ｶﾜｻｷ ﾕｳﾀ DQ,R3

(千葉) 3566 圷　凌平(2) ｱｸﾂ ﾘｮｳﾍｲ (千葉) 1219 荻原　健吾(2) ｵｷﾞﾜﾗ ｹﾝｺﾞ
3560 野瀬　雄介(2) ﾉｾ ﾕｳｽｹ 1421 宇田　光輝(1) ｳﾀﾞ ｺｳｷ
3906 佐藤　欧介(1) ｻﾄｳ ｵｳｽｹ 1221 西浦　佑紀(2) ﾆｼｳﾗ ﾕｳｷ

1 四街道高 1035 大中　広都(2) ｵｵﾅｶ ﾋﾛﾄ DQ,R1 8 薬園台高 2856 梅澤　貴大(1) ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ DQ,R2

(千葉) 1034 高橋　信次郎(2) ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞﾛｳ (千葉) 2037 瀧　亮成(2) ﾀｷ ﾘｮｳﾅ
1032 大内　恵和(2) ｵｵｳﾁ ｹｲﾅ 2042 森　唯人(2) ﾓﾘ ﾕｲﾄ
1413 金野　祐己(1) ｺﾝﾉ ﾕｳｷ 2036 山田　大貴(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ

2 長生高 DNS 7 実籾高 DNS
(千葉) (千葉)

4 京葉高 DNS
(千葉)

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 43.05

2 43.42

3 43.64

4 45.12

5 45.22

6 45.40

7 45.57

8 46.82

市立稲毛高(千葉) 木村　太陽(2) / 小谷　蒼(2) / 渡邉　大騎(1) / 花田　京弥(2)

千葉西高(千葉) 増田　拓真(1) / 政本　大輝(1) / 町田　直哉(2) / 吉田　朝陽(1)

市立千葉高(千葉) 清家　一馬(2) / 宮地　麟(2) / 鈴木　克拓(2) / 加藤　誠司(2)

千葉南高(千葉) 赤星　直輝(2) / 井上　翔太(2) / 百瀬　仁貴(2) / 中澤　啓太(1)

市立柏高(千葉) 真壁　雄也(1) / 松本　幸也(2) / 井上　周太郎(2) / 増田　稜介(2)

柏の葉高Ａ(千葉) 今井　竜誠(2) / 中村　海斗(2) / 須田　雄飛(1) / 中村　優輝(2)

幕張総合高(千葉) 須田　夏月(2) / 三田寺　虎琉(1) / 村山　了太(2) / 長江　佑人(1)

千葉東高(千葉) 竹宮　陽哉(2) / 川上　智也(1) / 川本　光輝(2) / 吉川　崚(2)

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:(R170-7)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-7)オーバーゾーン ２→３ R3:(R170-7)オーバーゾーン ３→４



高校男子走幅跳
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12日 09:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 千葉 6m60 6m62 × 6m62
1 30 1845 鈴木　克拓(2) 市立千葉高 +0.9 +0.8 +0.8

ﾔｷﾞﾀ ﾚﾝ 千葉 6m09 5m60 5m82 6m09
2 25 1772 八木田　怜(2) 幕張総合高 +1.2 +0.7 +1.2 +1.2

ﾌｼﾞﾓｵ ﾘｭｳｷ 千葉 5m98 3m51 5m71 5m98
3 28 372 藤本　隆暉(2) 長生高 +0.6 +1.0 +0.4 +0.6

ｳﾁﾑﾗ ｼﾝｽｹ 千葉 5m25 5m97 5m86 5m97
4 23 1781 内村　心亮(1) 幕張総合高 +0.1 +1.8 +0.6 +1.8

ｵｵﾂｶ ﾖｳｽｹ 千葉 × 5m86 × 5m86
5 29 361 大塚　陽介(2) 長生高 0.0 0.0

ｲｲﾓﾘ ｼｮｳﾍｲ 千葉 5m79 5m65 × 5m79
6 20 1273 飯盛　翔平(2) 実籾高 +0.6 +1.1 +0.6

ｷｸﾁ ｶｽﾞﾏ 千葉 5m53 5m35 5m33 5m53
7 15 2675 菊地　主馬(1) 千葉東高 +0.8 +0.8 +0.9 +0.8

ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳｷ 千葉 × 4m99 5m51 5m51
8 4 1872 内田　怜希(2) 市立稲毛高 +0.3 +0.8 +0.8

ﾔﾏﾓﾄ ｲｯﾀ 千葉 5m19 5m39 5m22 5m39
9 5 2673 山本　逸太(1) 千葉東高 +0.4 +0.7 +0.5 +0.7

ﾉｾ ﾕｳｽｹ 千葉 4m30 4m61 5m39 5m39
10 18 3560 野瀬　雄介(2) 柏の葉高 +1.0 +1.2 +0.9 +0.9

ﾅｶ ｼﾝｺﾞ 千葉 5m37 5m17 5m25 5m37
11 24 368 中　慎吾(2) 長生高 +0.8 +0.3 +0.2 +0.8

ｷﾀﾔﾏ ｶﾅｳ 千葉 5m19 5m35 × 5m35
12 19 2903 北山　叶(1) 薬園台高 +0.2 +0.1 +0.1

ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛﾄ 千葉 4m60 5m30 5m29 5m30
13 11 2671 北原　丈大(1) 千葉東高 +0.9 -0.8 +0.6 -0.8

ｴﾉｻﾜ ﾕｳﾄ 千葉 4m23 4m76 5m30 5m30
14 10 1564 江野澤　悠人(1) 千葉南高 +1.2 +1.1 +1.4 +1.4

ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳﾀ 千葉 × 5m29 5m27 5m29
15 22 1851 上原　龍大(2) 市立千葉高 +1.6 +0.8 +1.6

ｱｸﾂ ﾘｮｳﾍｲ 千葉 5m19 4m86 5m15 5m19
16 14 3566 圷　凌平(2) 柏の葉高 0.0 +0.5 +1.3 0.0

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 千葉 3m92 5m10 5m19 5m19
17 13 1682 中村　文哉(2) 千葉東高 +0.7 +0.8 +0.7 +0.7

ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 千葉 4m34 4m89 5m17 5m17
18 8 1563 安藤　駿希(1) 千葉南高 +0.5 +0.8 +1.2 +1.2

ﾋﾗﾉ ﾘｸﾄ 千葉 4m91 × 4m51 4m91
19 3 1420 平野　陸斗(1) 千葉英和高 +0.9 +0.6 +0.9

ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳ 千葉 4m73 4m74 4m85 4m85
20 9 2686 早川　柊(1) 千葉東高 +1.1 +0.4 +0.5 +0.5

ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 千葉 × 4m66 4m29 4m66
21 7 2685 横山　陽人(1) 千葉東高 +1.4 +0.8 +1.4

ｵﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉 4m12 3m73 3m90 4m12
22 2 614 織田　乾志(1) 横芝敬愛高 +0.9 +0.9 +1.0 +0.9

ﾅﾐｷ ﾋﾛﾄ 千葉

1 1850 並木　大斗(2) 市立千葉高 DNS
ﾕﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 千葉

6 2683 湯本　恭平(1) 千葉東高 DNS
ｲｱｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ 千葉

12 3571 石山　和樹(1) 柏の葉高 DNS
ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾏ 千葉

16 2892 岡本　拓真(1) 薬園台高 DNS
ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾄ 千葉

17 2861 木下　雄人(1) 薬園台高 DNS
ﾓﾘ ﾕｲﾄ 千葉

21 2042 森　唯人(2) 薬園台高 DNS
ﾋﾛ ﾊﾔﾄ 千葉

26 2660 廣　駿(1) 市立千葉高 DNS
ｺﾂﾞｶ ｼｭｳﾏ 千葉

27 1776 狐塚　秀馬(2) 幕張総合高 DNS
ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 千葉

31 1760 須田　優人(3) 幕張総合高 DNS
ﾐﾔﾓﾄ ｹﾞﾝ 千葉

32 1678 宮本　弦(2) 千葉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子やり投(800g)
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12日 09:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 千葉

1 22 362 岡田　和真(2) 長生高 45m62 44m31 40m63 45m62 45m62
ｵｵﾂｷ ｶｲﾄ 千葉

2 21 1283 大槻　海斗(2) 実籾高 36m93 45m29 × 45m29 45m29
ｱﾗﾄ ｲﾂｷ 千葉

3 15 378 新渡　逸稀(1) 長生高 27m81 42m32 38m74 42m32 42m32
ｲｿﾉｴｲﾁ 千葉

4 13 3643 礒野　英知(1) 市立柏高 34m59 38m30 38m48 38m48 38m48
ﾊﾅﾀﾞ ｷｮｳﾔ 千葉

5 24 1864 花田　京弥(2) 市立稲毛高 － 36m15 37m80 37m80 37m80
ﾃﾗｼﾞﾏｺｳﾀ 千葉

6 20 3629 寺島　幸汰(2) 市立柏高 36m55 35m16 37m30 37m30 37m30
ｲﾂﾊﾞ ﾘｮｳ 千葉

7 23 10 伊鍔　涼(1) 京葉高 35m18 37m24 36m20 37m24 37m24
ﾔｷﾞﾀ ﾚﾝ 千葉

8 16 1772 八木田　怜(2) 幕張総合高 － 36m83 30m66 36m83 36m83
ﾂｼﾞ ｲﾌﾞｷ 千葉

9 17 2040 辻　依吹(2) 薬園台高 34m67 36m04 32m78 36m04 36m04
ﾔｺﾞ ﾊﾙﾕｷ 千葉

10 19 3063 矢後　陽之(2) 松戸六実高 × 34m95 33m46 34m95 34m95
ｳｽｲ ﾕｳｷ 千葉

11 18 3057 薄井　勇樹(2) 松戸六実高 31m70 34m94 32m83 34m94 34m94
ｺﾀﾞｲﾗ ｿｳﾏ 千葉

12 5 1036 小平　颯真(2) 四街道高 × 34m23 × 34m23 34m23
ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 千葉

13 9 2602 吉田　朝陽(1) 千葉西高 24m52 30m90 34m22 34m22 34m22
ﾃﾗｳﾁ ﾅｵｷ 千葉

14 11 486 寺内　直樹(2) 松尾高 27m76 × 31m30 31m30 31m30
ｼﾞﾇｼ ﾀﾞｲﾁ 千葉

15 2 2858 地主　大地(1) 薬園台高 22m21 24m04 20m86 24m04 24m04
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｷ 千葉

16 4 1038 福田　直樹(2) 四街道高 22m91 20m85 19m93 22m91 22m91
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾍｲ 千葉

17 1 1530 小林　龍平(1) 千葉商高 22m79 18m70 × 22m79 22m79
ｻｶｲ ｺｳｷ 千葉

18 14 3905 酒井　幸輝(1) 柏の葉高 17m89 17m79 21m32 21m32 21m32
ｵｵﾆｼ ｹﾝﾄ 千葉

19 10 3065 大西　健人(2) 松戸六実高 21m30 × × 21m30 21m30
ﾏﾂﾏﾙ ﾋｻｼ 千葉

20 3 1041 松丸　久志(1) 四街道高 13m04 16m42 15m64 16m42 16m42
ｲｼｲ ｲｸﾊ 千葉

6 548 石井　郁覇(1) 松尾高 DNS
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳｺﾞ 千葉

7 1565 長沼　勇吾(1) 千葉南高 DNS
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 千葉

8 611 伊藤　温規(1) 横芝敬愛高 DNS
ｲﾊﾗ ﾋﾛﾄ 千葉

12 1561 井原　浩都(2) 千葉南高 DNS
ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 千葉

25 1759 笹木　駿佑(3) 幕張総合高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子100m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.4) 2組 (風:+1.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾎ 静岡 ｵﾀﾞ ｺﾞｳｷ 千葉

1 3 4011 立林　和歩(4) 茨城大 11.17 1 4 118 小田　豪生 Team AgaiN 11.59
ｻﾙﾀ ﾔｽﾊﾙ 茨城 ｲｹｻﾞｷ ﾔｽｵ 千葉

2 5 2668 猿田　康陽 茨城大OB 11.33 2 7 220 池崎　靖夫 千葉マスターズ 12.26
ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ 茨城 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 茨城

3 6 4034 中島　康太(2) 茨城大 11.40 3 5 4030 豊田　真教(2) 茨城大 12.27
ｼﾐｽﾞ ﾂﾈﾖｼ 千葉 ｱﾗｷ ﾀｶﾋﾛ 千葉

4 7 121 清水　庸義 Team AgaiN 11.46 4 8 2214 荒木　貴裕 千葉大クラブ 12.40
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 千葉 千葉

4 1607 清水　悠二朗 Team AgaiN DNS 5 2 977 古澤　賢一郎 千葉マスターズ 12.71
ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ 茨城

3 4025 住田　光駿(2) 茨城大 DNS
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 千葉

6 2249 清水　裕太 千葉大クラブ DNS

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

ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾎ 静岡

1 4011 立林　和歩(4) 茨城大 11.17 +0.4
ｻﾙﾀ ﾔｽﾊﾙ 茨城

2 2668 猿田　康陽 茨城大OB 11.33 +0.4
ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ 茨城

3 4034 中島　康太(2) 茨城大 11.40 +0.4
ｼﾐｽﾞ ﾂﾈﾖｼ 千葉

4 121 清水　庸義 Team AgaiN 11.46 +0.4
ｵﾀﾞ ｺﾞｳｷ 千葉

5 118 小田　豪生 Team AgaiN 11.59 +1.2
ｲｹｻﾞｷ ﾔｽｵ 千葉

6 220 池崎　靖夫 千葉マスターズ 12.26 +1.2
ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 茨城

7 4030 豊田　真教(2) 茨城大 12.27 +1.2
ｱﾗｷ ﾀｶﾋﾛ 千葉

8 2214 荒木　貴裕 千葉大クラブ 12.40 +1.2

凡例  DNS:欠場



一般男子200m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 13:25 決　勝

決　勝　

(風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 茨城

1 2 2680 小林　柊次郎 茨城大OB 23.42



一般男子400m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 10:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 茨城

1 2 2680 小林　柊次郎 茨城大OB 51.85



一般男子1500m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 12:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｺﾔﾏﾄｷｵ 千葉

1 13 3469 横山　秋廣 千葉市陸協 4:20.74
ｳｴﾔﾏ ｼｮｳﾀ 茨城

2 11 5651 上山　翔太(1) 茨城大 4:31.28
ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 茨城

3 7 4019 中里　純也(3) 茨城大 4:33.89
ｺｲｿ ﾋﾛﾄ 茨城

4 10 5650 小磯　裕人(1) 茨城大 4:36.19
ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾌﾐ 茨城

5 12 6558 飯島　一史(1) 茨城大 4:41.55
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾄ 茨城

6 8 4023 坂根　領斗(2) 茨城大 4:44.86
ｼﾏｻﾞｷ ﾀｸﾐ 茨城

9 4032 嶋崎　拓海(2) 茨城大 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



一般男子5000m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 10:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾄｳ ﾔｽｵ 千葉

1 8 309 伊藤　育生 千葉陸協 15:57.62
ｺﾑﾗ ｹｲﾀﾛｳ 千葉

2 7 2243 小村　慶太朗 千葉大クラブ 16:14.85
ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 茨城

3 11 4019 中里　純也(3) 茨城大 16:33.15
ﾏｷﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾝ 茨城

4 10 4031 牧原　大信(2) 茨城大 17:20.98
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 茨城

9 2666 長谷川　大輔 茨城大OB DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



一般男子4X100mR
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 09:20 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

8 Team AgaiN DNS
(千葉)

凡例  DNS:欠場



一般男子4X400mR
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 16:20 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 8 チーム宮﨑 2266 原田　恵伍 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｺﾞ 3:38.44

(宮崎) 3529 宮﨑　直大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵﾋﾛ
2241 國分　佑太 ｺｸﾌﾞ ﾕｳﾀ
4439 植田　晃行 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾕｷ



一般男子走幅跳
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12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

ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 茨城 6m51 6m68 5m30 × 6m74 6m82 6m82
1 1 4033 石崎　浩太郎(2) 茨城大 +1.0 +0.8 +0.3 +1.9 +0.6 +0.6

ﾀｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 茨城 6m00 4m68 r 6m00
2 2 4024 高田　樹(2) 茨城大 +2.7 +1.2 +2.7

ﾏﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 千葉

3 1610 町田　旺広 Team AgaiN DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子三段跳
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12日 15:00 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾇｷ ﾏｻﾄ 茨城 11m77 12m37 × 12m49 12m07 12m43 12m49
1 1 4003 大貫　将人(4) 茨城大 +0.3 +0.5 +0.4 0.0 +1.0 +0.4



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12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

ｺｸﾌﾞ ﾕｳﾀ 千葉

1 1 2241 國分　佑太 千葉大クラブ × 9m54 10m37 10m37 1 10m40 10m76 10m83 10m83



一般男子やり投(800g)
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12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

千葉

1 3 977 古澤　賢一郎 千葉マスターズ 42m35 46m68 42m87 46m68 2 45m94 43m63 41m15 46m68
ｺｸﾌﾞ ﾕｳﾀ 千葉

2 2 2241 國分　佑太 千葉大クラブ 39m13 43m62 38m23 43m62 1 45m68 44m65 44m26 45m68
ｲｼｲ ｻﾄｼ 茨城

1 5654 石井　達之(1) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



対校男子100m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 14:15 決　勝

決　勝　

(風:+0.4)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜﾄ ｼｭﾝﾔ 千葉

1 8 3505 岩戸　隼哉(2) 千葉大 10.83
ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨

2 4 3523 浅利　拓(M1) 千葉大 10.89
ﾓｯｶ ﾋﾛｷ 茨城

3 3 4000 杢家　弘樹(M1) 茨城大 11.06
ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 福井

4 6 3507 田邊　祐弥(2) 千葉大 11.07
ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 茨城

5 5 4009 齋藤　海斗(4) 茨城大 11.10
ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 茨城

6 7 4033 石崎　浩太郎(2) 茨城大 11.46



対校男子200m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 13:25 決　勝

決　勝　

(風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜﾄ ｼｭﾝﾔ 千葉

1 8 3505 岩戸　隼哉(2) 千葉大 21.76
ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨

2 6 3523 浅利　拓(M1) 千葉大 22.07
ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 茨城

3 7 4009 齋藤　海斗(4) 茨城大 22.37
ﾊﾔｼ ｱｷﾌﾐ 香川

4 4 3503 林　瑛良(M2) 千葉大 22.53
ﾓﾄﾖｼ ﾋﾛﾑ 茨城

5 5 4013 本吉　広武(4) 茨城大 25.55
ｷﾑﾗ ﾕｳ 茨城

3 4006 木村　優(4) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



対校男子400m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 10:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾜﾄ ｼｭﾝﾔ 千葉

1 8 3505 岩戸　隼哉(2) 千葉大 50.27
ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ 千葉

2 6 3496 尾崎　康太(4) 千葉大 50.34
ｶﾜﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 埼玉

3 7 4005 川原　直之(4) 茨城大 50.55
ｻｻｷ ﾐｷﾀ 茨城

4 3 5647 佐々木　幹太(1) 茨城大 51.52
ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 茨城

5 5 4002 伊藤　俊亮(4) 茨城大 55.22
ﾊﾔｼ ｱｷﾌﾐ 香川

6 4 3503 林　瑛良(M2) 千葉大 59.54



対校男子800m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 14:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｸﾜﾊﾗ　ﾘｸ 新潟

1 6 3500 桑原　陸(3) 千葉大 1:57.34
ｵﾉ　ﾋﾛﾀｶ 千葉

2 8 3502 小野　弘貴(2) 千葉大 1:58.25
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 茨城

3 5 4021 中島　佑介(3) 茨城大 1:58.47
ｺｸｲ ｹﾝｽｹ 茨城

4 3 4026 小久井　健将(2) 茨城大 2:00.44
ﾀﾅﾍﾞ　ﾀﾞｲﾁ 千葉

5 4 6584 田邉　大地(2) 千葉大 2:01.43
ｺｻﾞﾜ ｼｭﾝ 茨城

7 4029 小澤　舜(2) 茨城大 DNS

ラップ表 400m

ナンバー 3500

記録 59
決　勝

凡例  DNS:欠場



対校男子1500m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 12:15 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾏﾀﾞ　ｺｳｽｹ 群馬

1 1 3531 鎌田　晃輔(4) 千葉大 4:01.85
ｺｸｲ ｹﾝｽｹ 茨城

2 2 4026 小久井　健将(2) 茨城大 4:15.83
ｼﾊﾞﾊﾗ　ｹﾝｺﾞ 東京

3 3 3508 芝原　健悟(3) 千葉大 4:16.94
ｷﾑﾗ　ｼｮｳｺﾞ 福島

4 5 3506 木村　彰吾(2) 千葉大 4:17.43
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀﾞｲﾁ 茨城

5 4 5649 北條　大地(1) 茨城大 4:18.50
ｶﾈｺ ﾀﾞﾝｼﾞ 茨城

6 6 6557 金子　暖慈(1) 茨城大 4:18.81

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



対校男子5000m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 10:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾉ ｼｭﾝﾀ 茨城

1 1 3999 小野　隼太(M1) 茨城大 15:55.85
ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 茨城

2 3 4012 半澤　裕太(4) 茨城大 16:07.65
ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 千葉

3 2 6638 阿部　拓己(1) 千葉大 16:13.34
ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ 山形

4 4 5796 遠藤　壮汰(1) 千葉大 16:23.39
ｻｲﾄｳ ﾃﾂ 茨城

5 5 4018 齊藤　鉄(3) 茨城大 16:47.95
ｲｼｲ ｼｮｳﾀ 千葉

6 6 3518 石井　翔太(2) 千葉大 17:03.84

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー

記録
決　勝



対校男子110mH(1.067m)
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 11:45 決　勝

決　勝　

(風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾎ 静岡

1 4 4011 立林　和歩(4) 茨城大 15.40
ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 千葉

2 5 3521 河田　悠一(4) 千葉大 16.24
ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ 茨城

3 6 4025 住田　光駿(2) 茨城大 16.26



対校男子400mH(0.914m)
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 13:45 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ 千葉

1 5 3496 尾崎　康太(4) 千葉大 52.42
ｶﾜﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 埼玉

2 8 4005 川原　直之(4) 茨城大 56.15
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｷ 千葉

3 7 3489 長嶋　寿樹(2) 千葉大 56.58
ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ 千葉

4 3 3484 金子　元貴(M2) 千葉大 57.08
ｻｻｷ ﾐｷﾀ 茨城

5 4 5647 佐々木　幹太(1) 茨城大 57.28
ﾓﾄﾖｼ ﾋﾛﾑ 茨城

6 4013 本吉　広武(4) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



対校男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 16:00 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾉ ｼｭﾝﾀ 茨城

1 4 3999 小野　隼太(M1) 茨城大 9:58.48
ｲﾏｴ ﾕｳﾄ 宮城

2 1 3511 今江　勇人(3) 千葉大 10:17.82
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳ 茨城

3 2 4022 本田　崚(3) 茨城大 10:33.24
ｼﾀﾗ ﾀｹﾋﾛ 埼玉

4 3 3527 設楽　岳宏(2) 千葉大 11:18.05
ｳｼｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ 埼玉

5 5 6639 潮田　裕亮(1) 千葉大 11:29.37

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 3999 3999

記録 3:03 6:27
決　勝



対校男子4X400mR
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 16:20 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 4 千葉大Ａ 3503 林　瑛良(M2) ﾊﾔｼ ｱｷﾌﾐ 3:19.94

(千葉) 3505 岩戸　隼哉(2) ｲﾜﾄ ｼｭﾝﾔ
3502 小野　弘貴(2) ｵﾉ　ﾋﾛﾀｶ
3496 尾崎　康太(4) ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ

2 5 茨城大Ａ 4011 立林　和歩(4) ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾎ 3:22.26

(茨城) 4005 川原　直之(4) ｶﾜﾊﾗ ﾅｵﾕｷ
4009 齋藤　海斗(4) ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ
5647 佐々木　幹太(1) ｻｻｷ ﾐｷﾀ

3 6 千葉大Ｂ 3507 田邊　祐弥(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 3:24.09

(千葉) 3500 桑原　陸(3) ｸﾜﾊﾗ　ﾘｸ
3520 古谷　勇人(2) ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ
3523 浅利　拓(M1) ｱｻﾘ ﾀｸ

4 7 茨城大Ｂ 4000 杢家　弘樹(M1) ﾓｯｶ ﾋﾛｷ 3:29.84

(茨城) 4034 中島　康太(2) ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ
4021 中島　佑介(3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ
4002 伊藤　俊亮(4) ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

5 2 千葉大Ｃ 3489 長嶋　寿樹(2) ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｷ 3:29.92

(千葉) 3493 佐藤　洲太(M2) ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ
3494 若杉　飛鳥(2) ﾜｶｽｷﾞ ｱｽｶ
3519 藤原　睦(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾑﾂﾐ

6 3 茨城大Ｃ 4030 豊田　真教(2) ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 3:42.96

(茨城) 5649 北條　大地(1) ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀﾞｲﾁ
4026 小久井　健将(2) ｺｸｲ ｹﾝｽｹ
3999 小野　隼太(M1) ｵﾉ ｼｭﾝﾀ



対校男子4X100mR
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 09:20 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 3 千葉大Ａ 3523 浅利　拓(M1) ｱｻﾘ ﾀｸ 41.76
(千葉) 3505 岩戸　隼哉(2) ｲﾜﾄ ｼｭﾝﾔ

3507 田邊　祐弥(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ
3503 林　瑛良(M2) ﾊﾔｼ ｱｷﾌﾐ 

2 4 茨城大Ａ 4000 杢家　弘樹(M1) ﾓｯｶ ﾋﾛｷ 42.60
(茨城) 4009 齋藤　海斗(4) ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ

4034 中島　康太(2) ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀ
5647 佐々木　幹太(1) ｻｻｷ ﾐｷﾀ

3 6 茨城大Ｂ 4008 木内　智也(4) ｷｳﾁ ﾄﾓﾔ 42.74
(茨城) 4011 立林　和歩(4) ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾎ

4005 川原　直之(4) ｶﾜﾊﾗ ﾅｵﾕｷ
4033 石崎　浩太郎(2) ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ

4 5 千葉大Ｂ 3528 橋口　知輝(3) ﾊｼｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 44.21
(千葉) 3493 佐藤　洲太(M2) ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ

3514 山田　陽太(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾅﾀ
3483 長谷部　智巳(M2) ﾊｾﾍﾞ ｻﾄﾐ

5 7 千葉大Ｃ 3520 古谷　勇人(2) ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ 44.66
(千葉) 5791 深谷　友亮(1) ﾌｶﾔ ﾕｳｽｹ

3494 若杉　飛鳥(2) ﾜｶｽｷﾞ ｱｽｶ
3524 田中　優哉(4) ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ

6 2 茨城大Ｃ 4003 大貫　将人(4) ｵｵﾇｷ ﾏｻﾄ 45.37
(茨城) 4030 豊田　真教(2) ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾀｶ

4007 木内　祥太(4) ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ
4002 伊藤　俊亮(4) ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ



対校男子走高跳
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12日 13:00 決　勝

決　勝　

ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ 千葉 － × ○ ○ × ○ ○ × × ×

1 3 3520 古谷　勇人(2) 千葉大 1m80
ｼﾌﾞﾔ ｱﾂﾉﾘ 茨城 － － － － × ○ × × ×

2 2 4010 澁谷　惇徳(4) 茨城大 1m80
ｺｳﾉ ｸﾆﾋﾛ 千葉 ○ － ○ ○ × × ○ r

3 5 3509 河野　漢広(4) 千葉大 1m80
ﾀｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 茨城 × ○ × × ×

4 4 4024 高田　樹(2) 茨城大 1m60
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ 宮城 × × ×

1 3515 藤本　悠大(2) 千葉大 NM

1m60
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m65 1m70
ｺﾒﾝﾄ

1m75 1m80 1m85
記録

凡例  NM:記録なし



対校男子棒高跳
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12日 09:30 決　勝

決　勝　

ｷｳﾁ ﾄﾓﾔ 茨城 ○ － － － － － － × × ○

1 6 4008 木内　智也(4) 茨城大 － × ○ － － × × × 4m20
ｴﾋﾞﾀ ｿﾗ 千葉 － － － － － － ○ × ○

2 5 5798 海老田　そら(1) 千葉大 × ○ × × ○ r 4m20
ｺﾔﾉ ﾖｳﾍｲ 茨城 － － － － － － ○ × × ×

3 4 4017 小谷野　陽平(3) 茨城大 3m80
ﾀｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 茨城 ○ r

4 2 4024 高田　樹(2) 茨城大 2m60
ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾏ 千葉

1 3508 川島　和真(M2) 千葉大 DNS
ﾎｼﾉ ﾀｲｼﾞｭ 千葉

3 3487 星野　大樹(2) 千葉大 DNS

4m00
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m40

4m50

3m60 3m803m20

4m40
所属

2m60

4m10

2m80

4m20
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名

3m00

4m30

凡例  DNS:欠場



対校男子走幅跳
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12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

ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨 6m85 7m15 7m43 7m43 6 － － － 7m43
1 9 3524 浅利　拓(M2) 千葉大 +1.3 +0.7 +1.6 +1.6 +1.6

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾀﾞｲ 茨城 6m70 × × 6m70 5 5m25 × × 6m70
2 8 5652 小林　洋大(1) 茨城大 +1.5 +1.5 +2.6 +1.5

ﾊｼｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 東京 × 6m30 6m56 6m56 4 6m47 4m91 6m49 6m56
3 5 3528 橋口　知輝(3) 千葉大 +1.4 +0.2 +0.2 +2.1 +0.7 +0.5 +0.2

ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ 茨城 6m34 6m28 × 6m34 2 6m28 6m14 6m52 6m52
4 4 4007 木内　祥太(4) 茨城大 +0.5 +1.1 +0.5 +2.2 0.0 +1.6 +1.6

ｵｵﾇｷ ﾏｻﾄ 茨城 6m32 6m38 × 6m38 3 6m47 6m35 6m38 6m47
5 6 4003 大貫　将人(4) 茨城大 +0.7 +1.8 +1.8 +1.4 +1.3 +0.4 +1.4

ｵｵｽﾐ ﾘｮｳ 千葉 × 5m02 6m26 6m26 1 × × 6m09 6m26
6 7 3495 大隅　崚(3) 千葉大 +0.9 +0.9 +0.9 +0.6 +0.9



対校男子三段跳
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12日 15:00 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾀﾞｲ 茨城 13m80 × × 13m80 6 × × 13m17 13m80
1 7 5652 小林　洋大(1) 茨城大 -0.4 -0.4 +1.6 -0.4

ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ 千葉 12m32 12m94 13m51 13m51 5 × 13m18 － 13m51
2 2 3520 古谷　勇人(2) 千葉大 +0.1 +0.1 +0.2 +0.2 +1.0 +0.2

ﾀｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 茨城 12m36 13m36 r 13m36 4 13m36
3 3 4024 高田　樹(2) 茨城大 0.0 0.0 0.0 0.0

ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ 茨城 × 13m20 － 13m20 3 － × × 13m20
4 5 4007 木内　祥太(4) 茨城大 +0.1 +0.1 +0.1

ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｮｳ 宮城 13m14 × 12m58 13m14 2 － 13m03 × 13m14
5 4 5790 門脇　凌(1) 千葉大 +1.4 +0.1 +1.4 0.0 +1.4

ｺｳﾉ ｸﾆﾋﾛ 千葉 12m33 － － 12m33 1 － － 12m99 12m99
6 6 3509 河野　漢広(4) 千葉大 0.0 0.0 +0.7 +0.7



対校男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12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

ﾅｶｳﾗ ﾘｮｳﾏ 茨城

1 2 4001 中浦　凌馬(4) 茨城大 10m45 10m51 10m80 10m80 6 10m56 10m63 11m00 11m00
ｶﾜｼﾏ ｺｳｽｹ 静岡

2 6 4004 川嶋　康祐(4) 茨城大 10m32 10m68 × 10m68 5 10m60 10m66 10m94 10m94
ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ 千葉

3 3 3520 古谷　勇人(2) 千葉大 9m85 9m99 9m92 9m99 4 10m27 8m97 10m09 10m27
ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾏ 千葉

4 7 3508 川島　和真(M2) 千葉大 8m37 8m48 8m64 8m64 3 8m55 8m62 8m82 8m82
ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ 千葉

5 5 3493 佐藤　洲太(M2) 千葉大 × 8m11 × 8m11 2 8m37 8m22 8m43 8m43
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾄ 茨城

6 4 5655 松本　直人(1) 茨城大 7m71 7m72 6m90 7m72 1 7m78 7m65 7m75 7m78



対校男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12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

ﾅｶｳﾗ ﾘｮｳﾏ 茨城

1 4 4001 中浦　凌馬(4) 茨城大 × 31m31 29m98 31m31 × 31m77 34m26 34m26
ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ 千葉

2 3 3520 古谷　勇人(2) 千葉大 28m98 30m28 28m38 30m28 29m23 28m08 × 30m28
ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾏ 千葉

3 5 3508 川島　和真(M2) 千葉大 24m99 27m31 28m63 28m63 29m00 26m38 27m65 29m00
ﾆｼﾅｶ ﾕｳﾀ 千葉

4 1 3485 西中　優太(2) 千葉大 24m95 24m14 21m05 24m95 23m11 × 22m26 24m95
ｲｼｲ ｻﾄｼ 茨城

5 2 5654 石井　達之(1) 茨城大 × 17m55 19m09 19m09 18m98 19m24 21m04 21m04



対校男子やり投(800g)
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12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

ﾅｶｳﾗ ﾘｮｳﾏ 茨城

1 7 4001 中浦　凌馬(4) 茨城大 63m17 62m98 64m26 64m26 6 62m07 × 63m46 64m26
ｶﾜｼﾏ ｺｳｽｹ 静岡

2 5 4004 川嶋　康祐(4) 茨城大 50m13 × × 50m13 5 49m65 － r 50m13
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾄ 茨城

3 3 5655 松本　直人(1) 茨城大 43m22 40m56 39m37 43m22 4 43m01 × 43m37 43m37
ﾆｼﾅｶ ﾕｳﾀ 千葉

4 6 3485 西中　優太(2) 千葉大 34m69 35m10 31m84 35m10 3 37m77 × 31m90 37m77
ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾏ 千葉

5 8 3508 川島　和真(M2) 千葉大 × 31m59 × 31m59 1 36m52 33m19 37m23 37m23
ｲﾉｳｴ ｿｳﾔ 千葉

6 4 3510 井上　壮彌(M2) 千葉大 34m77 33m61 30m42 34m77 2 28m92 33m93 34m06 34m77



一般女子400m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 10:25 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾏｲ ｻｷ 千葉

1 3 2284 今井　咲 千葉大クラブ 59.61



一般女子4X400mR
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 16:30 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 7 ちばらきOG 8135 荒木　麻理 ｱﾗｷ ﾏﾘ 4:23.00

(茨城) 3144 高野　美幸 ﾀｶﾉ ﾐﾕｷ
2284 今井　咲 ｲﾏｲ ｻｷ
3753 荒井　芽衣 ｱﾗｲ ﾒｲ



一般女子三段跳
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12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

ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝｺ 茨城 9m28 9m71 9m74 9m63 9m76 9m84 9m84
1 1 2667 宮本　蘭子 茨城大　OG +0.8 +0.6 +0.1 +0.6 0.0 +0.8 +0.8



高校女子100m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 15:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

1組 (風:0.0) 2組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐﾉﾘ 千葉 ｸﾗｳﾁ ﾏﾐ 千葉

1 3 1136 長沼　泉里(2) 幕張総合高 12.77 1 1 848 倉内　真美(1) 実籾高 13.12
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾕ 千葉 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝｺ 千葉

2 2 837 寺澤　真優(3) 実籾高 12.82 2 6 206 山下　凜子(1) 長生高 13.19
ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅ 千葉 ｻﾄｳｼｮｶ 千葉

3 5 1132 森元　陽菜(3) 幕張総合高 12.84 3 7 2314 佐藤　緒夏(1) 市立柏高 13.35
ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉ 千葉 ｶﾄﾞﾉ ﾉﾄﾞｶ 千葉

4 1 2284 中河　香乃(1) 柏の葉高 13.13 4 3 1203 角野　暖(1) 市立稲毛高 13.36
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 千葉 ﾏﾆﾀ ｴﾘｻ 千葉

5 8 202 伊東　桃花(2) 長生高 13.33 5 4 1142 間仁田　英里咲(2) 幕張総合高 13.39
ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 千葉 ｲﾏｾﾞｷ ｶﾘﾝ 千葉

6 6 1139 樋口　碧心(2) 幕張総合高 13.33 6 8 2279 今関　花梨(2) 柏の葉高 13.55
ﾉｸﾞﾁ ﾕﾘｴ 千葉 ｵｵｾｷ ﾁﾅﾂ 千葉

4 501 野口　百合江(3) 横芝敬愛高 DNS 7 2 1617 大関　千夏(1) 市立千葉高 13.65
ｼｵﾀﾞ ﾅﾂﾎ 千葉 ｻｶﾀ ｱﾕ 千葉

7 1137 塩田　夏帆(2) 幕張総合高 DNS 5 1146 坂田　彩結(2) 幕張総合高 DNS

3組 (風:+0.4) 4組 (風:+0.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｿ ﾋﾅﾀ 千葉 ﾀｶﾝｼ ﾅﾂﾐ 千葉

1 2 1152 磯　陽奈妙(1) 幕張総合高 13.08 1 7 1202 高梨　夏美(2) 市立稲毛高 13.44
ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 千葉 ｳｼｼﾞﾏ ﾘﾎ 千葉

2 1 1151 中垣　響(1) 幕張総合高 13.33 2 4 2285 牛嶋　莉帆(1) 柏の葉高 13.61
ｱｻﾐ ﾜｶ 千葉 ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾘｻ 千葉

2 6 1149 浅見　和伽(1) 幕張総合高 13.33 3 5 1138 二本松　梨紗(2) 幕張総合高 13.81
ｳｴﾉ ﾘﾅ 千葉 ｲｸｲﾈ ﾘｺ 千葉

4 3 1153 上野　莉奈(1) 幕張総合高 13.36 4 3 1150 生稲　理子(1) 幕張総合高 13.92
ｱｲﾅｲ ﾐｻｷ 千葉 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 千葉

5 8 281 相内　美咲(1) 長生高 13.80 5 1 1267 安藤　有紀(2) 薬園台高 13.92
ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾅ 千葉 ｽｽﾞｷ ｻｴ 千葉

6 7 1626 竹内　彩夏(1) 市立稲毛高 13.85 6 6 1633 鈴木　彩恵(1) 千葉東高 13.94
ﾂﾁﾔ ﾅﾅ 千葉 ｷｼ ﾋﾅｺ 千葉

7 5 736 土屋　菜々(2) 四街道高 13.88 7 8 1270 岸　日向子(2) 薬園台高 14.22
ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾅ 千葉 ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 千葉

8 4 1029 東村　佳奈(2) 千葉南高 14.71 2 1198 伊藤　真菜美(2) 市立稲毛高 DNS

5組 (風:+0.3) 6組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊｼｶﾝﾅ 千葉 ﾊﾔｶﾜ ﾏｺﾄ 千葉

1 8 2313 髙橋　栞南(1) 市立柏高 13.91 1 5 1034 早川　真琴(1) 千葉南高 13.61
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾐ 千葉 ﾔｼﾞﾏ ｻﾅ 千葉

2 4 1272 渡辺　奈美(2) 薬園台高 14.21 2 6 823 矢島　咲菜(2) 千葉英和高 13.83
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 千葉 ﾃﾗﾄﾞ ﾊﾅ 千葉

3 2 1019 遠藤　優花(2) 千葉商高 14.28 3 2 1147 寺戸　巴那(1) 幕張総合高 13.90
ｼﾁｼﾞｮｳ ﾓﾓｺ 千葉 ｲﾏｴ ﾘｺ 千葉

4 7 1032 七條　萌々子(2) 千葉南高 14.35 4 4 1021 今栄　莉子(2) 千葉商高 13.92
ｶﾜｾ ｽｲﾊ 千葉 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 千葉

5 6 847 川瀨　すいは(1) 実籾高 14.46 5 7 1625 鈴木　彩花(1) 市立稲毛高 14.39
ﾐﾔｳﾁ ｼﾎ 千葉 ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ 千葉

6 3 504 宮内　詩帆(1) 横芝敬愛高 14.55 6 3 505 佐藤　真奈実(1) 横芝敬愛高 14.63
ﾕｱｻ ﾋﾅﾀ 千葉 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾗ 千葉

1 1148 湯浅　ひなた(1) 幕張総合高 DNS 7 1 6 飯島　沙羅(1) 京葉高 15.12
ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｭﾘ 千葉 ﾖﾈﾓﾄ ﾁﾋﾛ 千葉

5 503 布留川　珠里(1) 横芝敬愛高 DNS 8 258 米本　千尋(2) 松尾高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 F:(R162-6)不正スタートによる失格



高校女子100m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 15:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　8組

7組 (風:+0.9) 8組 (風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ ﾏｲｶ 千葉 ﾕｶﾜ ｱｻﾋ 千葉

1 8 734 田中　舞華(2) 四街道高 13.78 1 4 1834 湯川　あさひ(1) 薬園台高 14.39
ﾀｹﾊﾅ ｼｵﾘ 千葉 ﾊﾔﾂ ﾊﾅ 千葉

2 3 738 竹花　詩織(1) 四街道高 13.88 2 3 1611 早津　羽七(1) 市立千葉高 14.59
ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾝｽﾞ 千葉 ﾕｱｻ ﾓｴ 千葉

3 5 1830 水谷　杏(1) 薬園台高 13.92 3 7 901 湯浅　萌(1) 千葉英和高 15.01
ﾔｽｸﾆｱｷ 千葉 ﾑﾗﾀ ﾐｺﾄ 千葉

4 4 2315 安國　明希(1) 市立柏高 14.37 4 8 1612 村田　美琴(1) 市立千葉高 15.52
ｽｽﾞｷｹｲ 千葉 ｲｹｶﾞﾐ ﾘｻ 千葉

5 6 2312 鈴木　ケイ(1) 市立柏高 14.41 6 1020 池上　莉咲(2) 千葉商高 DQ,F
ﾔｷﾞﾊﾗ ﾐﾕ 千葉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶ 千葉

6 7 502 八木原　未由(2) 横芝敬愛高 14.46 2 1098 小林　風香(1) 千葉東高 DNS
ﾅｶﾞﾂﾏｸﾙﾐ 千葉 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾅ 千葉

2 2316 長妻　くるみ(1) 市立柏高 DNS 5 1183 五十嵐　加奈(2) 市立千葉高 DNS

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

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐﾉﾘ 千葉

1 1136 長沼　泉里(2) 幕張総合高 12.77 0.0
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾕ 千葉

2 837 寺澤　真優(3) 実籾高 12.82 0.0
ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅ 千葉

3 1132 森元　陽菜(3) 幕張総合高 12.84 0.0
ｲｿ ﾋﾅﾀ 千葉

4 1152 磯　陽奈妙(1) 幕張総合高 13.08 +0.4
ｸﾗｳﾁ ﾏﾐ 千葉

5 848 倉内　真美(1) 実籾高 13.12 +0.5
ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉ 千葉

6 2284 中河　香乃(1) 柏の葉高 13.13 0.0
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝｺ 千葉

7 206 山下　凜子(1) 長生高 13.19 +0.5
ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 千葉

8 1151 中垣　響(1) 幕張総合高 13.33 +0.4
ｱｻﾐ ﾜｶ 千葉

8 1149 浅見　和伽(1) 幕張総合高 13.33 +0.4

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 F:(R162-6)不正スタートによる失格



高校女子400m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 11:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐﾉﾘ 千葉 ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 千葉

1 4 1136 長沼　泉里(2) 幕張総合高 58.21 1 3 1151 中垣　響(1) 幕張総合高 1:02.89
ﾏﾆﾀ ｴﾘｻ 千葉 ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾘｻ 千葉

2 3 1142 間仁田　英里咲(2) 幕張総合高 1:00.13 2 5 1138 二本松　梨紗(2) 幕張総合高 1:03.67
ｱｻﾐ ﾜｶ 千葉 ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 千葉

3 2 1149 浅見　和伽(1) 幕張総合高 1:00.52 3 2 1139 樋口　碧心(2) 幕張総合高 1:03.74
ｳｴﾉ ﾘﾅ 千葉 ﾀｶﾊｼ ｱｲﾘ 千葉

4 1 1153 上野　莉奈(1) 幕張総合高 1:02.93 4 6 845 高橋　愛理(2) 実籾高 1:07.73
ｵｶﾑﾗ ｱﾝﾉ 千葉 ﾂﾙｼﾏ ｺﾄﾐ 千葉

5 7 203 岡村　杏乃(2) 長生高 1:04.30 5 7 209 鶴島　ことみ(1) 長生高 1:08.25
ｵｵｻｺ ﾋﾅﾀ 千葉 ｻｶﾀ ｱﾕ 千葉

6 8 1616 大迫　ひなた(1) 市立千葉高 1:07.26 4 1146 坂田　彩結(2) 幕張総合高 DNS
ｼｵﾀﾞ ﾅﾂﾎ 千葉 ｴﾝｼｭｳ ﾕｳｶ 千葉

5 1137 塩田　夏帆(2) 幕張総合高 DNS 8 735 遠刕　優果(2) 四街道高 DNS
ｶﾄｳ ｱﾔﾉ 千葉

6 1144 加藤　綾乃(2) 幕張総合高 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾔｽ ﾕｳﾅ 千葉 ﾑﾗﾔﾏ ｺﾌﾕ 千葉

1 3 1031 小安　佑奈(2) 千葉南高 1:08.09 1 6 1035 村山　小冬(1) 千葉南高 1:05.97
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 千葉 ｵｵﾇﾏ ﾐｵ 千葉

2 7 1019 遠藤　優花(2) 千葉商高 1:08.32 2 4 1168 大沼　実桜(2) 千葉西高 1:07.08
ｳﾁﾑﾗ ﾕｲｶ 千葉 ﾄｸﾅｶﾞ ｻｸﾗ 千葉

3 5 1033 内村　唯衣花(1) 千葉南高 1:10.05 3 7 899 徳永　咲来(1) 千葉英和高 1:08.19
ｼﾉﾊﾗ ｴﾅ 千葉 ｸﾛｽﾓｴｶ 千葉

2 1185 篠原　笑愛(2) 市立千葉高 DNS 4 3 2303 黒須　萌香(2) 市立柏高 1:10.41
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｲ 千葉 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｶ 千葉

4 1615 山田　芽依(1) 市立千葉高 DNS 5 8 1632 中谷　優夏(1) 千葉東高 1:15.14
ｸﾗｳﾁ ﾏﾐ 千葉 ﾉﾓﾄ ｼｵﾘ 千葉

6 848 倉内　真美(1) 実籾高 DNS 2 2053 野本　栞莉(1) 松戸六実高 DNS
ﾖﾈﾓﾄ ﾁﾋﾛ 千葉 ｳﾁﾀﾞ ﾐｵ 千葉

8 258 米本　千尋(2) 松尾高 DNS 5 1269 内田　澪(2) 薬園台高 DNS

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

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐﾉﾘ 千葉

1 1136 長沼　泉里(2) 幕張総合高 58.21
ﾏﾆﾀ ｴﾘｻ 千葉

2 1142 間仁田　英里咲(2) 幕張総合高 1:00.13
ｱｻﾐ ﾜｶ 千葉

3 1149 浅見　和伽(1) 幕張総合高 1:00.52
ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 千葉

4 1151 中垣　響(1) 幕張総合高 1:02.89
ｳｴﾉ ﾘﾅ 千葉

5 1153 上野　莉奈(1) 幕張総合高 1:02.93
ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾘｻ 千葉

6 1138 二本松　梨紗(2) 幕張総合高 1:03.67
ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 千葉

7 1139 樋口　碧心(2) 幕張総合高 1:03.74
ｵｶﾑﾗ ｱﾝﾉ 千葉

8 203 岡村　杏乃(2) 長生高 1:04.30

凡例  DNS:欠場



高校女子1500m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 13:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂﾁﾔ ﾊﾙｶ 千葉 ｼﾗｲ ﾕﾂﾞｷ 千葉

1 6 1590 土屋　遥(1) 千葉東高 5:05.05 1 1 1036 白井　優月(1) 千葉南高 5:26.03
ｳｴﾉ ﾐｸﾉ 千葉 ﾊﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 千葉

2 1 1030 上野　美紅乃(2) 千葉南高 5:08.03 2 7 902 濱田　ひかる(1) 千葉英和高 5:30.47
ｱﾍﾞ ｱﾕ 千葉 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾖﾘ 千葉

3 15 846 阿部　愛優(1) 実籾高 5:08.52 3 3 900 藤巻　日和(1) 千葉英和高 5:33.48
ｲﾅｶﾞｷ ﾕﾅ 千葉 ﾏｽﾓﾄ ﾋﾄﾊ 千葉

4 5 1828 稲垣　友菜(1) 薬園台高 5:20.78 4 9 1832 桝本　一葉(1) 薬園台高 5:48.01
ｲｼﾂﾞｶ ｱﾝ 千葉 ｳｲ ﾚｵﾅ 千葉

5 3 1621 石塚　杏(1) 市立稲毛高 5:23.36 5 4 1022 宇井　蓮音那(2) 千葉商高 5:49.34
ｺﾏﾂ ﾐｽﾞｷ 千葉 ｶﾝ  ｽｽﾞｶ 千葉

6 8 1172 小松　みずき(2) 千葉西高 5:27.43 6 6 289 菅　鈴花(1) 長生高 5:50.01
ﾀｶｻﾞﾜ ﾐﾕ 千葉 ﾖｼｲｹ ﾆﾅ 千葉

7 7 3 高澤　美優(1) 京葉高 5:46.01 7 11 844 吉池　仁奈(2) 実籾高 5:50.40
ｲｲﾀﾞ ｻﾔｶ 千葉 ﾜﾀﾞ ｱﾔｶ 千葉

8 12 1196 飯田　彩花(2) 市立稲毛高 5:47.89 8 12 1829 和田　彩佳(1) 薬園台高 5:50.94
ｲｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 千葉 ﾀｶｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 千葉

9 2 7 井口　穂香(2) 京葉高 5:50.26 9 10 733 高澤　瑞季(2) 四街道高 6:13.96
ｸﾏｷ ｱｵｲ 千葉 ﾋﾗﾏ ｱﾐｶ 千葉

10 14 2450 熊木　葵(1) 松戸六実高 5:57.16 10 13 731 平間　杏実花(2) 四街道高 6:14.31
ﾃﾞｳﾗ ﾅｷﾞｻ 千葉 ﾅｶﾞｵ ﾐﾉﾘ 千葉

11 4 1622 出浦　渚沙(1) 市立稲毛高 5:58.23 11 15 1186 長尾　実莉(2) 市立千葉高 6:26.22
ﾈﾓﾄ ｻｷ 千葉 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｶﾈ 千葉

12 9 1201 根本　咲希(2) 市立稲毛高 5:59.90 12 14 1171 今泉　愛花音(2) 千葉西高 7:02.59
ﾑﾛﾔ ｱﾂﾞｷ 千葉 ｽｽﾞｷ ﾓｴｺ 千葉

10 1623 室谷　杏月(1) 市立稲毛高 DNS 2 1184 鈴木　萌子(2) 市立千葉高 DNS
ｱﾘﾅﾐ ｸﾐｺ 千葉 ﾀｷｸﾞﾁ ｷｮｳｶ 千葉

11 2049 蟻浪　公実子(2) 松戸六実高 DNS 5 1635 滝口　杏華(1) 千葉東高 DNS
ﾏﾁ ﾜｶﾅ 千葉 ｼﾞﾝﾅｲ ﾏｷ 千葉

13 1188 眞智　和佳奈(2) 市立千葉高 DNS 8 259 陣内　真希(2) 松尾高 DNS

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

ﾂﾁﾔ ﾊﾙｶ 千葉

1 1590 土屋　遥(1) 千葉東高 5:05.05
ｳｴﾉ ﾐｸﾉ 千葉

2 1030 上野　美紅乃(2) 千葉南高 5:08.03
ｱﾍﾞ ｱﾕ 千葉

3 846 阿部　愛優(1) 実籾高 5:08.52
ｲﾅｶﾞｷ ﾕﾅ 千葉

4 1828 稲垣　友菜(1) 薬園台高 5:20.78
ｲｼﾂﾞｶ ｱﾝ 千葉

5 1621 石塚　杏(1) 市立稲毛高 5:23.36
ｼﾗｲ ﾕﾂﾞｷ 千葉

6 1036 白井　優月(1) 千葉南高 5:26.03
ｺﾏﾂ ﾐｽﾞｷ 千葉

7 1172 小松　みずき(2) 千葉西高 5:27.43
ﾊﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 千葉

8 902 濱田　ひかる(1) 千葉英和高 5:30.47

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 1590 1590 1590 1590

記録 1:17 2:39 3:21 4:03

ナンバー 289 1036 1036 1036

記録 1:21 2:53 3:38 4:23

ﾀｲﾑﾚｰｽ　1組

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

凡例  DNS:欠場



高校女子100mH(0.838m)
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+0.3) 2組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾕ 千葉 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 千葉

1 4 837 寺澤　真優(3) 実籾高 14.94 1 3 1627 塩沢　かりん(1) 市立稲毛高 18.33
ﾀｶﾊｼｶﾝﾅ 千葉 ｱｹﾎﾞｼ ﾘｵ 千葉

2 8 2313 髙橋　栞南(1) 市立柏高 17.22 2 5 1170 明星　里央(2) 千葉西高 18.74
ｲｸｲﾈ ﾘｺ 千葉 ｵｵｿﾈ ｱﾔｶ 千葉

3 6 1150 生稲　理子(1) 幕張総合高 17.58 3 7 205 大曽根彩花(1) 長生高 18.75
ｲﾏｾﾞｷ ｶﾘﾝ 千葉 ｵﾊﾞﾀ ｶｱｲ 千葉

4 2 2279 今関　花梨(2) 柏の葉高 18.50 4 6 737 小幡　佳愛(1) 四街道高 19.50
ﾏﾉ ﾓﾓｶ 千葉 ｵｵｲﾜ ｻｵﾘ 千葉

3 1614 真野　桃佳(1) 市立千葉高 DNS 5 4 1097 大岩　早織(2) 千葉東高 19.62
ｶﾄｳ ﾁﾊﾙ 千葉 ｱﾘｶ ﾚﾅ 千葉

5 1204 加藤　千晴(1) 市立稲毛高 DNS 2 1631 有家　怜奈(1) 千葉東高 DNS
ﾀｶﾊｼ ｿﾉ 千葉 ﾊﾔｼ ｱﾔﾅ 千葉

7 1613 髙橋　その(1) 市立千葉高 DNS 8 1833 林　彩奈(1) 薬園台高 DNS

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

ﾃﾗｻﾜ ﾏﾕ 千葉

1 837 寺澤　真優(3) 実籾高 14.94 +0.3
ﾀｶﾊｼｶﾝﾅ 千葉

2 2313 髙橋　栞南(1) 市立柏高 17.22 +0.3
ｲｸｲﾈ ﾘｺ 千葉

3 1150 生稲　理子(1) 幕張総合高 17.58 +0.3
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 千葉

4 1627 塩沢　かりん(1) 市立稲毛高 18.33 +1.3
ｲﾏｾﾞｷ ｶﾘﾝ 千葉

5 2279 今関　花梨(2) 柏の葉高 18.50 +0.3
ｱｹﾎﾞｼ ﾘｵ 千葉

6 1170 明星　里央(2) 千葉西高 18.74 +1.3
ｵｵｿﾈ ｱﾔｶ 千葉

7 205 大曽根彩花(1) 長生高 18.75 +1.3
ｵﾊﾞﾀ ｶｱｲ 千葉

8 737 小幡　佳愛(1) 四街道高 19.50 +1.3

凡例  DNS:欠場



高校女子4X100mR
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 09:45 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

1 4 幕張総合高 1145 押元　里菜(2) ｵｼﾓﾄ ﾘﾅ 50.30 1 4 四街道高 738 竹花　詩織(1) ﾀｹﾊﾅ ｼｵﾘ 53.61
(千葉) 1136 長沼　泉里(2) ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐﾉﾘ (千葉) 734 田中　舞華(2) ﾀﾅｶ ﾏｲｶ

1139 樋口　碧心(2) ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 736 土屋　菜々(2) ﾂﾁﾔ ﾅﾅ
1142 間仁田　英里咲(2) ﾏﾆﾀ ｴﾘｻ 732 白坂　唯織(2) ｼﾗｻｶ ｲｵﾘ

2 5 長生高 281 相内　美咲(1) ｱｲﾅｲ ﾐｻｷ 51.94 2 5 千葉南高 1032 七條　萌々子(2) ｼﾁｼﾞｮｳ ﾓﾓｺ 53.75
(千葉) 206 山下　凜子(1) ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝｺ (千葉) 1029 東村　佳奈(2) ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾅ

203 岡村　杏乃(2) ｵｶﾑﾗ ｱﾝﾉ 1033 内村　唯衣花(1) ｳﾁﾑﾗ ﾕｲｶ
202 伊東　桃花(2) ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 1034 早川　真琴(1) ﾊﾔｶﾜ ﾏｺﾄ

3 7 柏の葉高 2282 吉田　心杏(2) ﾖｼﾀﾞ ﾐｱﾝ 52.19 3 6 実籾高 848 倉内　真美(1) ｸﾗｳﾁ ﾏﾐ 54.08
(千葉) 2284 中河　香乃(1) ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉ (千葉) 845 高橋　愛理(2) ﾀｶﾊｼ ｱｲﾘ

2285 牛嶋　莉帆(1) ｳｼｼﾞﾏ ﾘﾎ 847 川瀨　すいは(1) ｶﾜｾ ｽｲﾊ
2279 今関　花梨(2) ｲﾏｾﾞｷ ｶﾘﾝ 846 阿部　愛優(1) ｱﾍﾞ ｱﾕ

4 6 市立稲毛高 1625 鈴木　彩花(1) ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 54.39 4 7 千葉英和高 902 濱田　ひかる(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 56.12
(千葉) 1202 高梨　夏美(2) ﾀｶﾝｼ ﾅﾂﾐ (千葉) 823 矢島　咲菜(2) ﾔｼﾞﾏ ｻﾅ

1203 角野　暖(1) ｶﾄﾞﾉ ﾉﾄﾞｶ 901 湯浅　萌(1) ﾕｱｻ ﾓｴ
1627 塩沢　かりん(1) ｼｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 899 徳永　咲来(1) ﾄｸﾅｶﾞ ｻｸﾗ

5 3 市立千葉高 1617 大関　千夏(1) ｵｵｾｷ ﾁﾅﾂ 55.35 3 松戸六実高 DNS
(千葉) 1613 髙橋　その(1) ﾀｶﾊｼ ｿﾉ (千葉)

1187 白幡　真生子(2) ｼﾗﾊﾀ ﾏｵｺ
1611 早津　羽七(1) ﾊﾔﾂ ﾊﾅ

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 50.30

2 51.94

3 52.19

4 53.61

5 53.75

6 54.08

7 54.39

8 55.35

幕張総合高(千葉) 押元　里菜(2) / 長沼　泉里(2) / 樋口　碧心(2) / 間仁田　英里咲(2)

長生高(千葉) 相内　美咲(1) / 山下　凜子(1) / 岡村　杏乃(2) / 伊東　桃花(2)

柏の葉高(千葉) 吉田　心杏(2) / 中河　香乃(1) / 牛嶋　莉帆(1) / 今関　花梨(2)

市立稲毛高(千葉) 鈴木　彩花(1) / 高梨　夏美(2) / 角野　暖(1) / 塩沢　かりん(1)

市立千葉高(千葉) 大関　千夏(1) / 髙橋　その(1) / 白幡　真生子(2) / 早津　羽七(1)

四街道高(千葉) 竹花　詩織(1) / 田中　舞華(2) / 土屋　菜々(2) / 白坂　唯織(2)

千葉南高(千葉) 七條　萌々子(2) / 東村　佳奈(2) / 内村　唯衣花(1) / 早川　真琴(1)

実籾高(千葉) 倉内　真美(1) / 高橋　愛理(2) / 川瀨　すいは(1) / 阿部　愛優(1)

凡例  DNS:欠場



高校女子走幅跳
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12日 09:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾐ 千葉 2m96 4m69 × 4m69
1 26 1272 渡辺　奈美(2) 薬園台高 0.0 +1.3 +1.3

ﾃﾗﾄﾞ ﾊﾅ 千葉 4m59 4m60 4m63 4m63
2 19 1147 寺戸　巴那(1) 幕張総合高 +0.1 +1.3 +0.4 +0.4

ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾅ 千葉 4m46 4m56 4m47 4m56
3 15 1626 竹内　彩夏(1) 市立稲毛高 +0.4 +0.9 +1.1 +0.9

ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ 千葉 4m39 4m54 4m54 4m54
4 25 1143 池田　遥香(2) 幕張総合高 +1.0 +1.3 +0.3 +0.3

ｻｲﾄｳ ﾕｳﾅ 千葉 × × 4m30 4m30
5 23 1140 齋藤　優菜(2) 幕張総合高 +0.5 +0.5

ｲｼﾂﾞｶ ｱﾔｶ 千葉 4m20 4m17 4m27 4m27
6 3 207 石塚　彩花(1) 長生高 +0.9 +1.0 +0.4 +0.4

ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ｱｲ 千葉 4m22 × 4m26 4m26
7 13 849 丸林　愛(1) 実籾高 +0.7 +1.7 +1.7

ﾐﾔｳﾁ ｼﾎ 千葉 4m25 × 4m25 4m25
8 16 504 宮内　詩帆(1) 横芝敬愛高 +0.8 +0.4 +0.4

ｼﾗﾊﾀ ﾏｵｺ 千葉 － 4m22 4m06 4m22
9 20 1187 白幡　真生子(2) 市立千葉高 +0.5 +0.7 +0.5

ｴｸﾞﾁ ｿﾗ 千葉 4m02 4m21 × 4m21
10 7 295 江口　海空(1) 松尾高 +0.4 +0.5 +0.5

ﾖｼﾀﾞ ﾐｱﾝ 千葉 － 4m20 3m85 4m20
11 17 2282 吉田　心杏(2) 柏の葉高 +0.5 +0.3 +0.5

ｲｿﾔﾏ ﾋﾅ 千葉 3m75 4m12 3m81 4m12
12 10 2281 磯山　日菜(2) 柏の葉高 +1.4 +1.1 +1.1 +1.1

ｶﾀﾔﾏ ｶﾚﾝ 千葉 × 3m74 4m06 4m06
13 12 1195 片山　果恋(2) 市立稲毛高 +0.8 +0.4 +0.4

ｶﾄｳ ﾙﾘ 千葉 × 3m85 3m95 3m95
14 4 264 加藤　瑠莉(1) 長生高 +0.8 +0.6 +0.6

ｱﾗｷ ﾐｸ 千葉 × × 3m69 3m69
15 5 1867 荒木　美空(1) 薬園台高 +1.9 +1.9

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ 千葉 3m47 3m62 × 3m62
16 24 893 桑原　美優(1) 四街道高 +0.8 +0.4 +0.4

ｷｼﾊﾗ ﾋｶﾘ 千葉 3m39 3m59 3m57 3m59
17 2 898 岸原　光里(1) 千葉英和高 +1.1 +0.3 +0.6 +0.3

ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾅ 千葉 3m10 2m72 2m99 3m10
18 1 897 北島　花菜(1) 千葉英和高 +0.9 +0.1 +1.1 +0.9

ｶﾄﾞﾉ ﾉﾄﾞｶ 千葉

22 1203 角野　暖(1) 市立稲毛高 DNS
ｼﾗｻｶ ｲｵﾘ 千葉

6 732 白坂　唯織(2) 四街道高 DNS
ﾀﾅｶ ﾐﾎ 千葉

8 2052 田中　美帆(1) 松戸六実高 DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅﾐ 千葉

9 824 中村　南美(2) 千葉英和高 DNS
ﾐｳﾗ ﾕｲ 千葉

11 2280 三浦　優衣(2) 柏の葉高 DNS
ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾝﾅ 千葉

14 1028 長嶋　かんな(2) 千葉南高 DNS
ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 千葉

18 1198 伊藤　真菜美(2) 市立稲毛高 DNS
ﾕｱｻ ﾋﾅﾀ 千葉

21 1148 湯浅　ひなた(1) 幕張総合高 DNS
ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 千葉

27 1134 鈴木　初菜(3) 幕張総合高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子やり投(600g)
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12日 09:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｼﾓﾄ ﾘﾅ 千葉

1 11 1145 押元　里菜(2) 幕張総合高 － 26m89 31m60 31m60 31m60
ﾐﾔﾓﾄ ｷｵﾘ 千葉

2 1 1273 宮本　輝織(1) 薬園台高 28m54 25m05 26m22 28m54 28m54
ﾀﾑﾗ ﾓﾓｶ 千葉

3 9 2050 田村　萌々香(2) 松戸六実高 20m50 25m39 23m83 25m39 25m39
ﾔｽｸﾆｱｷ 千葉

4 6 2315 安國　明希(1) 市立柏高 24m58 24m24 × 24m58 24m58
ｻﾜﾀﾞ ｼｵﾘ 千葉

5 8 843 澤田　栞(2) 実籾高 22m60 23m98 20m73 23m98 23m98
ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳ 千葉

6 10 2453 小松﨑　悠(1) 柏の葉高 × × 22m00 22m00 22m00
ｲｹｶﾞﾐ ﾘｻ 千葉

7 7 1020 池上　莉咲(2) 千葉商高 × 18m74 20m42 20m42 20m42
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾔｶ 千葉

8 3 2051 松本　紗耶香(2) 松戸六実高 18m25 20m03 19m25 20m03 20m03
ﾖｼﾊﾗ ﾐｵ 千葉

9 5 2452 吉原　美桜(1) 松戸六実高 18m17 19m42 17m99 19m42 19m42
ﾖｼﾀﾞ ｻﾗ 千葉

10 4 2451 吉田　彩来(1) 松戸六実高 16m41 × 16m27 16m41 16m41
ｵｵﾂｶﾏﾘｶ 千葉

2 2307 大塚　麻里歌(2) 市立柏高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子800m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 14:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱﾗｲ ﾒｲ 福島

1 3 3753 荒井　芽衣 茨城大OG 2:31.54
ｲﾅﾊﾞ ｴﾘ 茨城

2 4 8264 稲葉　恵莉(2) 茨城大 2:35.87
ﾌｸｼﾏ ｾｲｶ 茨城

2 8254 福島　清香(3) 茨城大 DNS

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝

凡例  DNS:欠場



一般女子1500m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 12:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｸｼﾏ ｾｲｶ 茨城

1 5 8254 福島　清香(3) 茨城大 4:56.48
ｱﾗｲ ﾒｲ 福島

2 6 3753 荒井　芽衣 茨城大OG 5:13.92
ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 茨城

3 7 8257 山﨑　ひかる(3) 茨城大 5:28.58

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



OP一般女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12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

ｶﾐﾔﾏ ﾕｲ 栃木

1 1 8247 神山　結衣(3) 茨城大 40m71 × 37m05 40m71 × × 40m32 40m71



対校女子100m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 14:25 決　勝

決　勝　

(風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｶﾐ ｲﾁｺﾞ 千葉

1 5 8138 川上　いちご(1) 千葉大 12.53
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾒ 東京

2 3 8139 桝田　結夢(2) 千葉大 12.54
ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 茨城

3 6 8251 高橋　美緒(4) 茨城大 13.25
ｷﾑﾗ ｺﾄﾈ 茨城

4 4 8262 木村　琴音(2) 茨城大 13.79



対校女子200m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 13:30 決　勝

決　勝　

(風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｶﾐ ｲﾁｺﾞ 千葉

1 5 8138 川上　いちご(1) 千葉大 25.66
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾒ 東京

2 3 8139 桝田　結夢(2) 千葉大 26.41
ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 茨城

3 6 8251 高橋　美緒(4) 茨城大 27.19
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 茨城

4 8263 谷口　寧那(2) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



対校女子400m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 10:25 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｶﾐ ｲﾁｺﾞ 千葉

1 4 8138 川上　いちご(1) 千葉大 58.33
ｶﾜｼﾏ ﾐﾔﾋﾞ 千葉

2 6 8137 川島　都妃(1) 千葉大 1:05.57
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 茨城

5 8263 谷口　寧那(2) 茨城大 DNS
ｷﾑﾗ ｺﾄﾈ 茨城

7 8262 木村　琴音(2) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



対校女子800m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 14:10 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳｽｲ ﾏｲ 埼玉

1 7 8125 碓井　茉依(2) 千葉大 2:26.57
ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾕ 千葉

2 5 8124 門脇　真悠(4) 千葉大 2:28.61
ﾅｶﾊﾗ ﾁﾋﾛ 茨城

3 8 8915 中原　千尋(1) 茨城大 2:28.95
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｺ 茨城

4 6 8258 山本　麻友子(3) 茨城大 2:36.29

ラップ表 400m

ナンバー

記録
決　勝



対校女子1500m
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 12:20 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔﾀｹ ｱﾔﾉ 千葉

1 1 8134 早笋　彩乃(3) 千葉大 4:51.67
ｵｵﾂｶ ﾁﾎ 茨城

2 4 8256 大塚　千穂(3) 茨城大 4:52.47
ｵﾉ ｱｶﾈ 神奈

3 3 8715 小野　あかね(1) 千葉大 4:58.04
ｶﾈｺ ﾐｽｽﾞ 栃木

4 2 8248 金子　美鈴(4) 茨城大 4:58.46

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー

記録
決　勝



対校女子100mH(0.838m)
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 12:00 決　勝

決　勝　

(風:+0.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 茨城

1 3 8251 高橋　美緒(4) 茨城大 15.24
ｻｸﾏ ｱﾔ 福島

2 5 8250 佐久間　彩(4) 茨城大 15.75
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｷ 千葉

3 4 8133 吉田　渚月(3) 千葉大 16.31
ﾆｼﾓﾄ ｻｷｺ 静岡

4 6 8132 西本　咲子(1) 千葉大 19.10



対校女子400mH
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 13:55 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾜｼﾏ ﾐﾔﾋﾞ 千葉

1 5 8137 川島　都妃(1) 千葉大 1:04.63
ｻｸﾏ ｱﾔ 福島

2 4 8250 佐久間　彩(4) 茨城大 1:09.62
ﾎﾘﾍﾞ ﾐｻｷ 茨城

6 8255 堀邉　美咲(3) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



対校女子4X100mR
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 09:25 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 5 千葉大Ａ 8138 川上　いちご(1) ｶﾜｶﾐ ｲﾁｺﾞ 49.91
(千葉) 8139 桝田　結夢(2) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾒ

8127 小林　優里(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ
8126 大出　茉穂(2) ｵｵｲﾃﾞ ﾏﾎ

2 3 千葉大Ｂ 8133 吉田　渚月(3) ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｷ 50.68
(千葉) 8132 西本　咲子(2) ﾆｼﾓﾄ ｻｷｺ

8137 川島　都妃(1) ｶﾜｼﾏ ﾐﾔﾋﾞ
8961 坂田　綾香(1) ｻｶﾀ ｱﾔｶ

3 4 茨城大Ａ 8251 高橋　美緒(4) ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 53.10
(茨城) 8263 谷口　寧那(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ

8250 佐久間　彩(4) ｻｸﾏ ｱﾔ
8258 山本　麻友子(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｺ

4 6 茨城大Ｂ 8253 島田　夏純(2) ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾐ 53.67
(茨城) 8262 木村　琴音(2) ｷﾑﾗ ｺﾄﾈ

8914 神原　彩花(1) ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾔｶ
8247 神山　結衣(3) ｶﾐﾔﾏ ﾕｲ



対校女子4X400mR
審 判 長：伊藤　信夫

記録主任：岩脇　充司

8月12日 16:30 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 5 千葉大Ａ 8126 大出　茉穂(2) ｵｵｲﾃﾞ ﾏﾎ 4:01.34

(千葉) 8961 坂田　綾香(1) ｻｶﾀ ｱﾔｶ
8137 川島　都妃(1) ｶﾜｼﾏ ﾐﾔﾋﾞ
8138 川上　いちご(1) ｶﾜｶﾐ ｲﾁｺﾞ

2 4 茨城大Ａ 8251 高橋　美緒(4) ﾀｶﾊｼ ﾐｵ 4:13.19

(茨城) 8250 佐久間　彩(4) ｻｸﾏ ｱﾔ
8262 木村　琴音(2) ｷﾑﾗ ｺﾄﾈ
8263 谷口　寧那(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ

3 3 千葉大Ｂ 8133 吉田　渚月(3) ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｷ 4:13.91

(千葉) 8134 早笋　彩乃(3) ﾊﾔﾀｹ ｱﾔﾉ
8124 門脇　真悠(4) ｶﾄﾞﾜｷ ﾏﾕ
8127 小林　優里(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ

4 6 茨城大Ｂ 8258 山本　麻友子(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｺ 4:29.89

(茨城) 8915 中原　千尋(1) ﾅｶﾊﾗ ﾁﾋﾛ
8256 大塚　千穂(3) ｵｵﾂｶ ﾁﾎ
8254 福島　清香(3) ﾌｸｼﾏ ｾｲｶ



対校女子走高跳
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12日 11:30 決　勝

決　勝　

ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 千葉 － － － × × ○ × ○ × × ×

1 3 8129 吉村　彩加(3) 千葉大 1m45
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 千葉 － － － ○ × × ×

2 1 8127 小林　優里(4) 千葉大 1m40
ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾔｶ 茨城 － ○ ○ × × ×

3 4 8914 神原　彩花(1) 茨城大 1m35
ﾎﾘﾍﾞ ﾐｻｷ 茨城

2 8255 堀邉　美咲(3) 茨城大 DNS

所属
1m25 1m30 1m35

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 ｺﾒﾝﾄ
1m40 1m45 1m50

記録

凡例  DNS:欠場



対校女子走幅跳
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12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

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 千葉 5m18 4m12 5m10 5m20 3m97 × 5m20
1 4 8127 小林　優里(4) 千葉大 +0.5 +1.9 +1.3 +1.0 +1.0 +1.0

ﾆｼﾓﾄ ｻｷｺ 静岡 5m00 4m84 4m38 4m90 × 5m09 5m09
2 2 8132 西本　咲子(1) 千葉大 +0.4 +0.4 +1.4 +1.6 +1.8 +1.8

ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾔｶ 茨城 4m86 4m93 4m91 4m70 4m76 4m39 4m93
3 3 8914 神原　彩花(1) 茨城大 +1.7 +0.9 +0.9 +1.2 +2.0 +0.4 +0.9

ｻｸﾏ ｱﾔ 福島 4m54 4m66 4m79 4m69 4m65 4m75 4m79
4 1 8250 佐久間　彩(4) 茨城大 +1.2 +0.9 +1.7 +1.3 +1.4 +1.3 +1.7



対校女子三段跳
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12日 15:00 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 千葉 9m56 11m31 11m30 11m31 3 11m30 10m98 11m21 11m31
1 3 8127 小林　優里(4) 千葉大 +1.1 -0.1 0.0 -0.1 +0.2 +0.1 +0.3 -0.1

ｻｶﾀ ｱﾔｶ 千葉 × 11m25 11m17 11m25 2 10m95 11m05 11m09 11m25
2 1 8961 坂田　綾香(1) 千葉大 -0.7 0.0 -0.7 +1.0 +0.7 +0.4 -0.7

ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾔｶ 茨城 9m66 10m13 9m69 10m13 1 9m84 × × 10m13
3 2 8914 神原　彩花(1) 茨城大 +0.1 +0.1 +0.5 +0.1 +0.1 +0.1



対抗女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12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

ｶﾐﾔﾏ ﾕｲ 栃木

1 4 8247 神山　結衣(3) 茨城大 × × 11m01 11m01 4 11m27 11m85 11m19 11m85
ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾐ 福島

2 2 8253 島田　夏純(2) 茨城大 8m07 7m87 8m28 8m28 3 7m37 8m01 8m63 8m63
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 千葉

3 3 8129 吉村　彩加(3) 千葉大 8m13 7m95 8m13 8m13 2 7m74 7m87 7m50 8m13
ﾆｼﾓﾄ ｻｷｺ 静岡

4 1 8132 西本　咲子(1) 千葉大 － － 4m76 4m76 1 4m63 5m52 5m73 5m73



対校女子やり投(600g)
審 判 長：市東　和代

記録主任：岩脇　充司

8月12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

ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾐ 福島

1 2 8253 島田　夏純(2) 茨城大 41m04 44m35 × 44m35 3 × × 44m90 44m90
ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 千葉

2 1 8962 佐藤　ななみ(2) 千葉大 29m97 30m72 29m73 30m72 2 × 29m32 31m32 31m32
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 千葉

3 3 8129 吉村　彩加(3) 千葉大 27m86 27m55 27m16 27m86 1 － － r 27m86


