
対校男子100m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 14:15 決　勝

決　勝　

(風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｻﾘ ﾀｸ 山梨

1 4 3288 浅利　拓(M2) 千葉大 10.83
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ 千葉

2 2 5541 黒田　雄太(1) 千葉大 10.84
ｲﾜﾄ ｼｭﾝﾔ 千葉

3 6 3296 岩戸　隼哉(3) 千葉大 10.87
ﾀｷﾓﾄ ｺｳｾｲ 茨城

4 5 5557 滝本　康生(1) 茨城大 11.11
ﾓｯｶ ﾋﾛｷ 茨城

5 3 2997 杢家　弘樹(M2) 茨城大 11.26
ｱﾀﾞﾁ ｿｳｼﾞﾛｳ 茨城

7 3027 安達　宗次郎(2) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



対校男子200m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 13:15 決　勝

決　勝　

(風:+0.3)

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 4 3296 岩戸　隼哉(3) 千葉大 21.78
ﾀｷﾓﾄ ｺｳｾｲ 茨城

2 5 5557 滝本　康生(1) 茨城大 22.37
ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 茨城

3 7 3017 石崎　浩太郎(3) 茨城大 22.73
ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳｷ 千葉

4 2 3321 安永　雄貴(1) 千葉大 23.17
ﾊﾏﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉

5 6 5540 浜山　純一(1) 千葉大 24.59
ｱﾀﾞﾁ ｿｳｼﾞﾛｳ 茨城

3 3027 安達　宗次郎(2) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



対校男子400m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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
ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ 千葉

1 4 3322 尾崎　康太(M1) 千葉大 50.73
ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳｷ 千葉

2 6 3321 安永　雄貴(1) 千葉大 51.10
ﾎﾘｴ ｹﾝｺﾞ 千葉

3 2 3319 堀江　健吾(2) 千葉大 51.77
ｺｻﾞﾜ ｼｭﾝ 茨城

4 5 3013 小澤　舜(3) 茨城大 52.91
ﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 茨城

5 3 6238 原　龍正(1) 茨城大 57.96



対校男子800m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 14:00 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 4 3294 桑原　陸(4) 千葉大 1:52.44
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀﾞｲﾁ 茨城

2 5 3023 北條　大地(2) 茨城大 2:00.24
ﾏｴｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 茨城

3 3 3012 前川　凜太朗(3) 茨城大 2:00.43
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 茨城

4 1 3005 中島　佑介(4) 茨城大 2:05.19
ﾓﾘ ﾏｻｷ 千葉

5 6 3327 森　真希(2) 千葉大 2:16.66
ｵﾉ ﾋﾛﾀｶ 千葉

6 2 3305 小野　弘貴(3) 千葉大 2:25.30



対校男子1500m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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
ｲﾏｴ ﾕｳﾄ 宮城

1 4 3297 今江　勇人(4) 千葉大 3:57.65
ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 広島

2 6 6367 川口　健人(1) 千葉大 4:09.43
ｺｸｲ ｹﾝｽｹ 茨城

3 3 3010 小久井　健将(3) 茨城大 4:09.65
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 青森

4 5 3004 中島　康平(4) 茨城大 4:14.10
ｼﾊﾞﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 東京

5 2 3307 芝原　健悟(4) 千葉大 4:15.57
ﾏｴｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 茨城

6 1 3012 前川　凜太朗(3) 茨城大 4:24.61



対校男子5000m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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
ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 千葉

1 3 3295 阿部　拓己(2) 千葉大 16:23.34
ｶﾈｺ ﾀﾞﾝｼﾞ 茨城

2 4 3019 金子　暖慈(2) 茨城大 16:35.47
ﾏｷﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾝ 茨城

3 2 3015 牧原　大信(3) 茨城大 16:41.12
ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 茨城

4 6 3003 中里　純也(4) 茨城大 16:42.44
ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｷ 千葉

5 1 3312 山中　祐輝(2) 千葉大 17:22.52
ｲﾜｻｷ ﾏｻｷ 埼玉

6 5 6361 岩崎　真輝(1) 千葉大 17:29.87



対校男子110mH(1.067m)
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 11:45 決　勝

決　勝　

(風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 千葉

1 5 5539 長谷川　迅平(1) 千葉大 14.92
ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ 茨城

2 4 3009 住田　光駿(3) 茨城大 15.36
ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 千葉

3 3 3330 河田　悠一(M1) 千葉大 15.75
ｵﾇﾏ ﾕｳｷ 茨城

4 6 3001 小沼　祐希(4) 茨城大 16.78



対校男子400mH(0.914m)
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 13:40 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 4 3322 尾崎　康太(M1) 千葉大 53.99
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｷ 千葉

2 3 3311 長嶋　寿樹(3) 千葉大 56.11
ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾉｽｹ 千葉

3 6 5542 宮嵜　将之介(1) 千葉大 58.18
ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ 茨城

5 3009 住田　光駿(3) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



対校男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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
ｲﾏｴ ﾕｳﾄ 宮城

1 4 3297 今江　勇人(4) 千葉大 9:09.59
ｵﾉ ｼｭﾝﾀ 茨城

2 3 2996 小野　隼太(M2) 茨城大 9:36.89
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 青森

3 5 3004 中島　康平(4) 茨城大 10:06.33
ﾅｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 静岡

4 2 3320 仲田　燎平(M1) 千葉大 10:22.26
ｳｼｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ 埼玉

5 6 3303 潮田　裕亮(2) 千葉大 10:25.25
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾀｶ 福島

6 1 3011 古川　裕隆(3) 茨城大 10:43.99



対校男子4X100mR
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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 4 千葉大Ａ 3288 浅利　拓(M2) ｱｻﾘ ﾀｸ 41.89
3296 岩戸　隼哉(3) ｲﾜﾄ ｼｭﾝﾔ
5541 黒田　雄太(1) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ
5540 浜山　純一(1) ﾊﾏﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2 5 茨城大Ａ 3018 中島　康太(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 42.75
5557 滝本　康生(1) ﾀｷﾓﾄ ｺｳｾｲ
3026 小林　洋大(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾀﾞｲ
3017 石崎　浩太郎(3) ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ

3 3 茨城大Ｂ 2999 木内　智也(M1) ｷｳﾁ ﾄﾓﾔ 43.81
3027 安達　宗次郎(2) ｱﾀﾞﾁ ｿｳｼﾞﾛｳ
2997 杢家　弘樹(M2) ﾓｯｶ ﾋﾛｷ
3009 住田　光駿(3) ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ

4 2 千葉大Ｃ 3301 林田　智博(2) ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 44.41
6370 上口　隆豊(1) ｳｴｸﾞﾁ ﾘｭｳﾎｳ
5538 高井　隼大(1) ﾀｶｲ ﾊﾔﾄ
3304 田邊　祐弥(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ

5 7 茨城大Ｃ 6238 原　龍正(1) ﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 45.91
3013 小澤　舜(3) ｺｻﾞﾜ ｼｭﾝ
5551 中野　雅弥(1) ﾅｶﾉ ﾏｻﾔ
5555 小滝　丈慈(1) ｺﾀｷ ｼﾞｮｳｼﾞ

6 6 千葉大Ｂ 3306 古谷　勇人(3) ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ 46.77
3322 尾崎　康太(M1) ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ
3314 山田　陽太(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾅﾀ
3321 安永　雄貴(1) ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳｷ



対校男子4X400mR
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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 6 千葉大Ｂ 5542 宮嵜　将之介(1) ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾉｽｹ 3:24.30

3305 小野　弘貴(3) ｵﾉ ﾋﾛﾀｶ
3311 長嶋　寿樹(3) ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｷ
3306 古谷　勇人(3) ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ

2 2 千葉大Ｃ 3300 小竹　涼介(4) ｼﾉ ﾘｮｳｽｹ 3:25.15

5541 黒田　雄太(1) ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ
3304 田邊　祐弥(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ
6369 伊藤　敦之(1) ｲﾄｳ ｱﾂﾕｷ

3 4 千葉大Ａ 3319 堀江　健吾(2) ﾎﾘｴ ｹﾝｺﾞ 3:25.27

3296 岩戸　隼哉(3) ｲﾜﾄ ｼｭﾝﾔ
3322 尾崎　康太(M1) ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ
3288 浅利　拓(M2) ｱｻﾘ ﾀｸ

4 7 茨城大Ｃ 2997 杢家　弘樹(M2) ﾓｯｶ ﾋﾛｷ 3:33.54

2999 木内　智也(M1) ｷｳﾁ ﾄﾓﾔ
3009 住田　光駿(3) ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ
3002 小谷野　陽平(4) ｺﾔﾉ ﾖｳﾍｲ

5 5 茨城大Ａ 3018 中島　康太(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 3:33.90

5557 滝本　康生(1) ﾀｷﾓﾄ ｺｳｾｲ
3005 中島　佑介(4) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ
3017 石崎　浩太郎(3) ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ

6 3 茨城大Ｂ 3013 小澤　舜(3) ｺｻﾞﾜ ｼｭﾝ 3:40.46

3026 小林　洋大(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾀﾞｲ
3027 安達　宗次郎(2) ｱﾀﾞﾁ ｿｳｼﾞﾛｳ
6238 原　龍正(1) ﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ



対校男子走高跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11日 13:00 決　勝    

決　勝　

ｵﾇﾏ ﾕｳｷ 茨城 － － － － ○ ○ ○ × × ×

1 4 3001 小沼　祐希(4) 茨城大 1m90
ｺｳﾉ ｸﾆﾋﾛ 千葉 － － ○ × ○ ○ × × ×

2 5 3315 河野　漢広(M1) 千葉大 1m80
ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｽｹ 長野 － － ○ × ○ × × ○ × × ×

3 3 5543 都筑　悠佑(1) 千葉大 1m80
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 千葉 － ○ × × ×

4 1 5539 長谷川　迅平(1) 千葉大 1m65
ﾀｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 茨城

2 3008 髙田　樹(3) 茨城大 DNS

1m97
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m60

凡例  DNS:欠場



対校男子棒高跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11日 09:30 決　勝    

決　勝　

ｴﾋﾞﾀ ｿﾗ 千葉 － － － － － － － －

1 6 3293 海老田　そら(2) 千葉大 ○ ○ － ○ × × × 4m30
ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ 千葉 － ○ ○ － × ○ － × × ×

2 4 3306 古谷　勇人(3) 千葉大 3m60
ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｽｹ 長野 ○ － × ○ ○ － × × ×

3 2 5543 都筑　悠佑(1) 千葉大 3m50
ｺﾀｷ ｼﾞｮｳｼﾞ 茨城 － － － － － － － －

1 5555 小滝　丈慈(1) 茨城大 × × × NM
ｺﾔﾉ ﾖｳﾍｲ 茨城 － － － － － － － －

3 3002 小谷野　陽平(4) 茨城大 － － － － × × × NM
ｷｳﾁ ﾄﾓﾔ 茨城 － － － － － － － －

5 2999 木内　智也(M1) 茨城大 － － － － － × × × NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
3m00

4m00

3m20

4m10

3m40

4m20

3m50

4m30

3m90
記録 ｺﾒﾝﾄ

3m60

4m40

3m70

4m50

3m80

4m60

凡例  NM:記録なし



対校男子走幅跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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 7m14 7m22 7m47 7m47 6 7m24 × － 7m47
1 5 3288 浅利　拓(M2) 千葉大 +1.2 +0.6 +1.7 +1.7 +2.1 +1.7

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾀﾞｲ 茨城 6m53 6m89 × 6m89 5 6m60 4m97 × 6m89
2 4 3026 小林　洋大(2) 茨城大 +1.1 +1.4 +1.4 +1.7 +1.6 +1.4

ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 茨城 6m66 － 6m66 6m66 4 6m70 6m71 6m56 6m71
3 6 3017 石崎　浩太郎(3) 茨城大 -0.2 +1.5 -0.2 +1.6 +1.3 +1.4 +1.3

ﾊｼｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 東京 6m37 6m35 6m25 6m37 3 6m36 6m64 6m63 6m64
4 1 6363 橋口　知輝(4) 千葉大 +0.3 +0.9 +0.8 +0.3 +0.2 +1.8 +1.2 +1.8

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾄ 茨城 6m03 5m64 6m08 6m08 2 4m42 6m30 5m99 6m30
5 2 3021 小林　朗人(2) 茨城大 +1.0 -1.3 +0.7 +0.7 +1.6 +2.0 +1.3 +2.0

ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ 千葉 5m89 6m01 6m03 6m03 1 6m22 6m29 － 6m29
6 3 3306 古谷　勇人(3) 千葉大 +1.9 -1.5 +0.3 +0.3 +0.3 +1.7 +1.7



対校男子三段跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

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

ﾀｶｲ ﾊﾔﾄ 千葉 13m98 13m99 13m91 13m99 6 14m19 13m69 14m13 14m19
1 3 5538 高井　隼大(1) 千葉大 -1.2 +0.2 -0.4 +0.2 -0.1 +0.2 -1.3 -0.1

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾀﾞｲ 茨城 11m59 13m94 13m47 13m94 5 13m85 13m49 11m12 13m94
2 2 3026 小林　洋大(2) 茨城大 +0.8 +1.7 +1.1 +1.7 +1.4 +0.5 +0.1 +1.7

ｺｳﾉ ｸﾆﾋﾛ 千葉 × 13m71 13m87 13m87 4 × × × 13m87
3 5 3315 河野　漢広(M1) 千葉大 +0.4 +0.9 +0.9 +0.9

ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｮｳ 宮城 13m70 12m52 13m35 13m70 3 12m95 13m33 13m39 13m70
4 1 3313 門脇　凌(2) 千葉大 +2.1 0.0 +1.7 +2.1 +0.3 -0.8 0.0 +2.1

ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ 茨城 13m18 × 13m24 13m24 2 13m47 13m46 13m10 13m47
5 4 2998 木内　祥太(M1) 茨城大 +0.7 +0.1 +0.1 -0.5 -0.2 -0.6 -0.5

ﾀｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 茨城

6 3008 髙田　樹(3) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



対校男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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

ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 千葉

1 5 5539 長谷川　迅平(1) 千葉大 9m39 9m75 9m84 9m84 9m73 9m44 10m24 10m24
ﾀﾞｲﾛｸﾉ ﾀｶｷ 千葉

2 1 6366 大六野　貴希(1) 千葉大 8m99 9m84 9m37 9m84 9m72 9m34 9m66 9m84
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲｷ 和歌山

3 3 6365 山田　藍樹(1) 千葉大 9m45 × 9m49 9m49 × 8m90 9m39 9m49
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾄ 茨城

4 4 3028 松本　直人(2) 茨城大 7m67 7m53 8m01 8m01 8m67 8m43 7m53 8m67
ｲｼｲ ｻﾄｼ 茨城

5 2 3029 石井　達之(2) 茨城大 6m73 6m89 7m12 7m12 r 7m12



対校男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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

ﾌﾙﾔ ﾕｳﾄ 千葉

1 1 3306 古谷　勇人(3) 千葉大 31m04 29m80 × 31m04 6 29m17 27m54 × 31m04
ﾀﾞｲﾛｸﾉ ﾀｶｷ 千葉

2 5 6366 大六野　貴希(1) 千葉大 27m64 27m71 27m83 27m83 5 × × × 27m83
ｲｼｲ ｻﾄｼ 茨城

3 4 3029 石井　達之(2) 茨城大 22m14 23m87 22m29 23m87 4 23m94 24m04 23m94 24m04
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲｷ 和歌山

4 3 6365 山田　藍樹(1) 千葉大 22m42 23m18 × 23m18 3 × 22m26 23m67 23m67
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾄ 茨城

5 2 3028 松本　直人(2) 茨城大 19m34 19m63 21m71 21m71 2 21m26 21m63 22m10 22m10



対校男子やり投(800g)
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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

ﾔﾏﾀﾞ ｱｲｷ 和歌山

1 3 6365 山田　藍樹(1) 千葉大 62m30 × 57m86 62m30 6 × 57m86 56m69 62m30
ｲｼｲ ｻﾄｼ 茨城

2 2 3029 石井　達之(2) 茨城大 45m70 42m89 47m18 47m18 5 45m17 × 45m11 47m18
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾄ 茨城

3 4 3028 松本　直人(2) 茨城大 45m62 × 41m54 45m62 4 × 39m24 34m38 45m62
ﾀｶｲ ﾊﾔﾄ 千葉

4 1 5538 高井　隼大(1) 千葉大 28m19 27m30 27m36 28m19 1 31m67 30m65 32m80 32m80



一般男子100m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 14:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:+1.5) 2組 (風:+1.1)

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
ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 茨城 ｾｷ ﾀｸﾔ 千葉

1 4 2675 齋藤　海斗 茨城大 10.98 1 3 1299 関　卓也 Team SHOIN 12.04
ﾊﾅｶ ﾂﾙﾖｼ 千葉 ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ 千葉

2 7 84 花香　康義 Team SHOIN 11.40 2 2 108 古澤　賢一郎 Team SHOIN 12.05
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 茨城 ﾋﾛ ﾀｶﾋｻ 千葉

3 6 3018 中島　康太(3) 茨城大 11.41 3 6 1222 廣　貴久 Team SHOIN 12.09
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 茨城 ｸｹﾞ ﾊﾔｵ 千葉

4 5 2670 小林　柊次郎 茨城大 11.52 4 8 143 久家　迅雄 千葉陸協 12.47
ﾀｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉 ｲｹｻﾞｷ ﾔｽｵ 千葉

1 513 田口　宜幸 土気TFC DNS 5 7 87 池崎　靖夫 Team SHOIN 12.78
ﾄﾐﾀ ﾖｼｷ 千葉 ｺﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ 千葉

2 514 富田　佳輝 土気TFC DNS 4 1557 小松　正博 Team SHOIN DNS
ｺｻﾞﾜ ｼｭﾝ 茨城 ﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 茨城

3 3013 小澤　舜(3) 茨城大 DNS 5 6238 原　龍正(1) 茨城大 DNS
ｵﾀﾞ ｺﾞｳｷ 千葉

8 85 小田　豪生 Team SHOIN 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

ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 茨城

1 2675 齋藤　海斗 茨城大 10.98 +1.5
ﾊﾅｶ ﾂﾙﾖｼ 千葉

2 84 花香　康義 Team SHOIN 11.40 +1.5
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 茨城

3 3018 中島　康太(3) 茨城大 11.41 +1.5
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 茨城

4 2670 小林　柊次郎 茨城大 11.52 +1.5
ｾｷ ﾀｸﾔ 千葉

5 1299 関　卓也 Team SHOIN 12.04 +1.1
ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ 千葉

6 108 古澤　賢一郎 Team SHOIN 12.05 +1.1
ﾋﾛ ﾀｶﾋｻ 千葉

7 1222 廣　貴久 Team SHOIN 12.09 +1.1
ｸｹﾞ ﾊﾔｵ 千葉

8 143 久家　迅雄 千葉陸協 12.47 +1.1

凡例  DNS:欠場



一般男子200m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 13:15 決　勝

決　勝　

(風:+0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ ｱｷﾌﾐ 千葉

1 5 2416 林　瑛良 千葉大クラブ 22.95
ｻﾜ ﾖｼﾕｷ 千葉

2 2 1233 澤　好幸 Team SHOIN 29.20
ﾊﾅｶ ﾂﾙﾖｼ 千葉

3 84 花香　康義 Team SHOIN DNS
ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 茨城

4 2675 齋藤　海斗 茨城大 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 茨城

6 2670 小林　柊次郎 茨城大 DNS
ｵﾀﾞ ｺﾞｳｷ 千葉

7 85 小田　豪生 Team SHOIN DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子800m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 14:00 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾉ ｺｳｽｹ 東京

1 1 1913 小野　康介(4) 東大 1:53.39
ｶﾜｻｷ ｼｮｳｺﾞ 千葉

2 9 522 川﨑　正悟 千葉陸協 2:13.53
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 香川

8 3435 渡邉　拓也 香川RC遊 DNF

凡例  DNF:途中棄権



一般男子1500m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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
ﾋﾗﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 茨城

1 12 5553 平山　広大(1) 茨城大 4:17.25
ｺｲｿ ﾋﾛﾄ 茨城

2 9 3024 小磯　裕人(2) 茨城大 4:25.12
ｼﾓﾔﾏ ｼｽﾞｷ 茨城

3 15 5556 下山　静樹(1) 茨城大 4:27.44
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳ 茨城

4 7 3006 本田　崚(4) 茨城大 4:28.78
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 茨城

5 13 5552 原田　大地(1) 茨城大 4:31.75
ｵﾉｾ ｲﾂｷ 茨城

6 11 5554 小野瀬　樹(1) 茨城大 4:43.08
ﾀｸﾞﾁ ｼｹﾞｶｽﾞ 千葉

7 17 1513 田口　茂和 Team SHOIN 4:43.54
ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾓﾋﾛ 茨城

8 14 6236 西條　友博(1) 茨城大 4:49.96
ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾌﾐ 茨城

9 8 3020 飯島　一史(2) 茨城大 4:54.30
ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｵ 千葉

10 16 1272 金子　英夫 Team SHOIN 5:17.07
ｻﾜ ﾖｼﾕｷ 千葉

11 18 1233 澤　好幸 Team SHOIN 5:20.25
ｳｴﾔﾏ ｼｮｳﾀ 茨城

10 3025 上山　翔大(2) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子5000m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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
ｺﾎﾞﾘ ﾕｳﾀ 茨城

1 9 6237 小堀　優太(1) 茨城大 16:48.48
ｼﾏｻﾞｷ ﾀｸﾐ 茨城

2 8 3016 嶋崎　拓海(3) 茨城大 16:51.68
ﾀｸﾞﾁ ｼｹﾞｶｽﾞ 千葉

3 12 1513 田口　茂和 Team SHOIN 17:18.24
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁ 茨城

4 10 6239 小林　未知(1) 茨城大 17:51.58
ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｵ 千葉

5 11 1272 金子　英夫 Team SHOIN 20:32.69
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾄ 茨城

7 3007 坂根　領斗(3) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子3000mSC(0.914m)
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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
ﾋﾗﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 茨城

1 8 5553 平山　広大(1) 茨城大 10:15.97
ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾄ 東京

2 7 2321 奥村　公登 東京陸協 10:21.19



一般男子4X100mR
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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 8 Team SHOIN 87 池崎　靖夫 ｲｹｻﾞｷ ﾔｽｵ 47.15
108 古澤　賢一郎 ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ
1222 廣　貴久 ﾋﾛ ﾀｶﾋｻ
1299 関　卓也 ｾｷ ﾀｸﾔ



一般男子4X400mR
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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 5 チーム宮崎 2419 原田　恵伍 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｺﾞ 3:27.94

437 宮﨑　直大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵﾋﾛ
3291 熱田　育 ｱﾂﾀ ｲｸ
2379 金子　元貴 ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ

2 4 茨城大Ｄ 5552 原田　大地(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 3:39.17

5556 下山　静樹(1) ｼﾓﾔﾏ ｼｽﾞｷ
3010 小久井　健将(3) ｺｸｲ ｹﾝｽｹ
3004 中島　康平(4) ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ

3 2 茨城大Ｅ 3020 飯島　一史(2) ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾌﾐ 3:39.21

3019 金子　暖慈(2) ｶﾈｺ ﾀﾞﾝｼﾞ
2996 小野　隼太(M2) ｵﾉ ｼｭﾝﾀ
3023 北條　大地(2) ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀﾞｲﾁ

4 6 僕らは所詮、元帥の手下 2321 奥村　公登 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾄ 3:44.66

2860 鎌田　晃輔 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ
5112 山田　純平(M1) ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
3320 仲田　燎平(M1) ﾅｶﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

5 3 Team SHOIN 1222 廣　貴久 ﾋﾛ ﾀｶﾋｻ 3:45.14

108 古澤　賢一郎 ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ
87 池崎　靖夫 ｲｹｻﾞｷ ﾔｽｵ

1299 関　卓也 ｾｷ ﾀｸﾔ
6 7 茨城大Ｆ 3006 本田　崚(4) ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳ 3:51.13

3015 牧原　大信(3) ﾏｷﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾝ
3016 嶋崎　拓海(3) ｼﾏｻﾞｷ ﾀｸﾐ
3003 中里　純也(4) ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾞｭﾝﾔ



一般男子走高跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11日 13:00 決　勝    

決　勝　

ｸｹﾞ ﾊﾔｵ 千葉 － － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 6 143 久家　迅雄 千葉陸協 1m85

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60 1m97

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90



一般男子走幅跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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

ﾄﾐﾀ ﾖｼｷ 千葉 6m95 × × 6m76 7m02 6m74 7m02
1 10 514 富田　佳輝 土気TFC +1.6 +0.8 +1.7 +2.2 +1.7

ﾀｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉 6m69 6m89 6m91 6m51 6m97 6m97 6m97
2 9 513 田口　宜幸 土気TFC +2.0 +0.6 +0.7 +0.8 +1.3 +1.3 +1.3

ﾅｶﾉ ﾏｻﾔ 茨城 5m65 5m69 5m62 5m53 × × 5m69
3 7 5551 中野　雅弥(1) 茨城大 +0.9 +1.2 +0.3 +0.7 +1.2

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ 茨城

8 3009 住田　光駿(3) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子三段跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

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

ｲｼｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 茨城 12m57 12m63 12m99 12m99 1 12m79 12m99 r 12m99
1 7 3017 石崎　浩太郎(3) 茨城大 -1.2 +1.6 +1.5 +1.5 +0.5 -0.1 +1.5

ｺﾔﾉ ﾖｳﾍｲ 茨城

8 3002 小谷野　陽平(4) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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 6 2390 國分　佑太 千葉大クラブ 9m52 9m84 10m14 10m14 9m77 10m08 9m85 10m14



一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11日 14:00 決　勝    

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾀﾞ ｺﾞｳｷ 千葉

1 6 85 小田　豪生 Team SHOIN × × × 1 × × 24m98 24m98



一般男子やり投(800g)
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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

ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ 千葉

1 5 108 古澤　賢一郎 Team SHOIN 45m13 43m31 44m06 45m13 3 41m59 39m29 40m92 45m13
ｺｸﾌﾞ ﾕｳﾀ 千葉

2 6 2390 國分　佑太 千葉大クラブ 38m62 36m04 41m03 41m03 2 42m86 42m60 42m90 42m90



高校男子100m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

1組 (風:+0.8) 2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
ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 千葉 ﾏｶﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉

1 5 1754 三田寺　虎琉(2) 幕張総合高 10.84 1 5 3644 真壁　雄也(2) 市立柏高 11.43
ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 千葉 ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 千葉

2 4 3067 前田　夏輝(2) 松戸六実高 10.88 2 3 1769 伊藤　隼人(1) 幕張総合高 11.54
ｳﾒﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 千葉 ﾅﾙﾀｷ ｼｭﾝ 千葉

3 6 3590 梅村　隆星(3) 柏中央高 11.12 3 1 3581 鳴滝　駿(2) 柏の葉高 11.56
ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ 千葉 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｻｸ 千葉

4 2 1556 中澤　啓太(2) 千葉南高 11.31 4 6 1612 藤井　祐作(2) 土気高 11.58
ﾄﾔ ｱｷﾖｼ 千葉 ｼｼﾄﾞ ﾀｹﾙ 千葉

1 1766 鳥谷　彰義(1) 幕張総合高 DNS 5 2 1764 宍戸　偉月(2) 幕張総合高 11.63
ﾅｶﾞｴ ﾕｳﾄ 千葉 ｳﾁﾑﾗ ｼﾝｽｹ 千葉

3 1755 長江　佑人(2) 幕張総合高 DNS 6 4 1753 内村　心亮(2) 幕張総合高 11.70
ﾖｼﾉ ﾊﾔﾄ 千葉 ｱﾈｶﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 千葉

7 1758 吉野　颯人(2) 幕張総合高 DNS 7 8 3068 姉川　京介(2) 松戸六実高 12.20
ｻﾄｳ ﾚｵﾝ 千葉 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 千葉

8 3075 佐藤　鈴音(1) 松戸六実高 DNS 7 1757 福田　岐大(2) 幕張総合高 DNS

3組 (風:+2.5) 4組 (風:+1.5)

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
ｵｶﾏﾂ ﾀｸﾐ 千葉 ｶｷｳﾁ ﾖｼｷ 千葉

1 1 606 岡松　拓海(2) 横芝敬愛高 11.45 1 5 601 垣内　聖輝(3) 横芝敬愛高 11.35
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 千葉 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 千葉

2 4 1790 鈴木　貴博(2) 千葉西高 11.49 2 8 1528 伊藤　諒(2) 千葉商高 11.46
ｱｶﾊﾈ ｼｭｳﾀ 千葉 ﾂﾁﾊｼ ｹﾝ 千葉

3 7 3647 赤羽　優太(2) 市立柏高 11.59 3 2 1663 土橋　堅(2) 千葉東高 11.48
ｻｶﾓﾄ ﾗｲｾｲ 千葉 ﾜﾝｶｯﾊ ﾋﾟｰﾗﾎﾟﾝ 千葉

4 3 347 坂本　頼星(2) 長生高 11.86 4 1 615 ﾜﾝｶｯﾊ　ﾋﾟｰﾗﾎﾟﾝ(1) 横芝敬愛高 11.73
ﾖｺﾊﾏ ﾋｶﾙ 千葉 ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 千葉

5 6 3658 横濱　光流(1) 市立柏高 12.02 5 7 3578 須田　雄飛(2) 柏の葉高 11.78
ｵｵﾂｶ ﾐｸ 千葉 ﾀﾂｶﾜ ﾃﾂ 千葉

6 2 3652 大塚　海玖(1) 市立柏高 12.10 3 1756 立川　鉄(2) 幕張総合高 DNS
ﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀ 千葉 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 千葉

5 605 矢崎　健太(2) 横芝敬愛高 DNS 4 610 塚本　優翔(1) 横芝敬愛高 DNS
ｲﾅｲ ﾘｮｳﾏ 千葉 ﾖｼﾑﾗ ｼｭｳﾀ 千葉

8 3649 稻飯　遼馬(2) 市立柏高 DNS 6 1759 吉村　秀太(2) 幕張総合高 DNS

5組 (風:+1.9) 6組 (風:+1.4)

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
ｵｵｼﾏ ﾕｷﾊﾙ 千葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 千葉

1 6 3650 大島　悠喜春(2) 市立柏高 11.56 1 5 1614 渡邉　智也(2) 土気高 11.74
ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 千葉 ﾏｻﾓﾄ ﾀｲｷ 千葉

2 1 3584 鷹野　皓亮(2) 柏の葉高 11.62 2 3 1792 政本　大輝(2) 千葉西高 11.79
ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ 千葉 ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 千葉

3 2 3072 北田　悠人(2) 松戸六実高 11.74 3 2 1793 吉田　朝陽(2) 千葉西高 11.80
ｱｷﾓﾄ ｺｳﾀ 千葉 ｼﾉﾂｶ ｺｳｽｹ 千葉

4 4 1668 秋本　皐太(2) 千葉東高 11.83 4 8 2587 篠塚　康佑(1) 千葉西高 11.80
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 千葉 ﾅｶﾀﾞｲ ﾕｳｷ 千葉

5 3 350 山田　直輝(2) 長生高 11.91 5 7 1795 中台　優希(2) 千葉西高 12.07
ﾖｺﾐﾈ ﾕｳﾄ 千葉 ｿﾘﾏﾁ ﾕｳﾀ 千葉

6 8 2620 横峯　佑音(1) 市立千葉高 12.00 6 4 1927 反町　優太(1) 幕張総合高 12.11
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾄ 千葉 ﾏﾂﾓﾄ ﾆﾁｷ 千葉

7 5 3645 山﨑　明人(2) 市立柏高 12.01 1 1768 松本　日輝(1) 幕張総合高 DNS
ﾅﾕｷ ﾕｳﾀ 千葉 ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳﾀ 千葉

8 7 602 名雪　雄太(3) 横芝敬愛高 12.07 6 1767 黒澤　亮太(1) 幕張総合高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子100m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

7組 (風:+0.3) 8組 (風:+1.6)

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
ﾀﾁｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 千葉 ﾀﾃｲﾜ ﾀｸﾔ 千葉

1 4 1667 立川　義浩(2) 千葉東高 11.66 1 3 1677 立岩　拓也(1) 千葉東高 11.57
ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 千葉 ｳﾂﾞｷ ﾀｲｷ 千葉

2 3 3605 中山　剛志(1) 柏中央高 11.66 2 6 3932 卯月　汰樹(1) 柏中央高 11.73
ﾎｼ ｺｳｷ 千葉 ﾂﾉﾀﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 千葉

3 1 1674 星　光起(2) 千葉東高 11.88 3 8 1973 角田　凛平(1) 千葉東高 11.82
ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾔ 千葉 ﾅﾙｻｶ ﾅｵﾔ 千葉

4 6 3597 内山　拓哉(2) 柏中央高 11.94 4 5 3599 鳴坂　直哉(2) 柏中央高 11.96
ﾉﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 千葉 ｺﾝﾉ ﾕｳｷ 千葉

5 2 3070 野村　俊介(2) 松戸六実高 12.11 5 4 1004 金野　祐己(2) 四街道高 12.09
ｻｶｲ ﾌｳｶﾞ 千葉 ｸﾎﾞﾀ ﾅﾙﾏｻ 千葉

6 5 3974 酒井　風我(1) 流山おおたか高 12.19 6 1 3580 窪田　成将(2) 柏の葉高 12.22
ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾔ 千葉 ﾊﾔﾉ ｺｳﾀﾛｳ 千葉

7 8 3069 秋元　優弥(2) 松戸六実高 12.38 7 7 611 早野　光太郎(1) 横芝敬愛高 12.39
ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ 千葉 ﾈﾓﾄ ﾕｳﾄ 千葉

7 1765 高橋　英斗(1) 幕張総合高 DNS 2 1930 根本　優人(1) 幕張総合高 DNS

9組 (風:+1.0) 10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
ｻｷﾞﾔ ﾀﾞｲｷ 千葉 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 千葉

1 1 3596 鷺谷　大輝(2) 柏中央高 11.92 1 4 1953 岡田　健吾(1) 千葉南高 11.95
ﾊﾔｼ ﾌｳﾀ 千葉 ｺﾝﾔ ｼｮｳﾍｲ 千葉

2 7 1951 林　風太(1) 千葉南高 11.99 2 1 1978 紺矢　祥平(1) 千葉東高 11.95
ｸﾆﾀｹ ﾚﾝ 千葉 ﾖｺﾔﾏ ｼﾘｭｳ 千葉

3 5 3654 國武　蓮(1) 市立柏高 12.03 3 2 3216 横山　織瑠(2) 流山おおたか高 12.05
ｻﾝﾍﾟｲ ｶﾂｷ 千葉 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｼﾛｳ 千葉

4 2 3657 三瓶　勝樹(1) 市立柏高 12.29 4 3 3604 山内　悠士朗(2) 柏中央高 12.07
ﾋｸﾞﾗｼ ﾕｳﾀ 千葉 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀｸﾐ 千葉

5 3 2563 日暮　優太(1) 土気高 12.33 5 6 2585 永峯　巧海(1) 千葉西高 12.22
ｲｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ 千葉 ﾋﾗｵ ｼｮｳ 千葉

6 4 3579 石山　和樹(2) 柏の葉高 12.59 6 8 3600 平尾　翔(2) 柏中央高 12.27
ﾁｶﾞ ﾘｸﾄ 千葉 ｻｺ ﾊｼﾞﾒ 千葉

6 3076 千賀　陸人(1) 松戸六実高 DNS 7 5 1617 左古　一(2) 土気高 12.30
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｷﾋｺ 千葉 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 千葉

8 2621 中川　征彦(1) 幕張総合高 DNS 8 7 3598 濱田　龍之介(2) 柏中央高 12.66

11組 (風:+1.3) 12組 (風:+3.1)

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
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 千葉 ｱﾘｶﾜ ｺｳｷ 千葉

1 2 1358 丸山　智大(1) 千葉英和高 11.86 1 5 2580 有川　晃生(1) 千葉南高 12.05
ﾋﾛｾ ｲﾂｷ 千葉 ﾈﾓﾄ ｱﾂｼ 千葉

2 7 3655 広瀬　樹(1) 市立柏高 12.04 2 1 1343 根本　淳史(1) 四街道高 12.07
ﾔﾏﾅｶ ｱﾂﾔ 千葉 ｾﾘｶﾜ ﾀｲｷ 千葉

3 5 3656 山中　篤弥(1) 市立柏高 12.05 3 6 2565 芹川　大翔(1) 土気高 12.38
ﾐﾂ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉 ﾖﾈｲ ﾄｳｷ 千葉

4 4 3074 満　遼太郎(2) 松戸六実高 12.20 4 8 3964 米井　透己(1) 松戸高 12.41
ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 千葉 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼｷ 千葉

5 6 3218 篠崎　智久(2) 流山おおたか高 12.24 5 4 2588 日髙　義基(1) 千葉西高 12.66
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 千葉 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 千葉

6 3 1530 佐藤　凌太(2) 千葉商高 12.26 6 2 3646 鈴木　裕哉(2) 市立柏高 12.70
ﾀｶﾉ ﾘｭｳｽｹ 千葉 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉

7 1 612 高埜　竜祐(1) 横芝敬愛高 12.56 7 7 604 平山　寛之(2) 横芝敬愛高 12.72
ｶﾜﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 千葉 ﾅｶﾊﾗ ｷﾊﾙ 千葉

8 1008 川原　良太(1) 四街道高 DNS 8 3 4009 中原　喜春(1) 柏中央高 13.26

凡例  DNS:欠場



高校男子100m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

13組 (風:+0.6) 14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
ｴﾉｻﾜ ﾕｳﾄ 千葉 ﾖｼﾉ ｺｳﾀ 千葉

1 1 1558 江野澤　悠人(2) 千葉南高 11.86 1 5 474 吉野　康太(1) 長生高 12.16
ﾀﾒﾁｶ ﾅｵﾔ 千葉 ｲﾏｾﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ 千葉

2 2 353 為近　直哉(1) 長生高 12.19 2 3 2578 今関　日雅(1) 千葉南高 12.27
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 千葉 ﾋﾗﾉ ﾀｸﾐ 千葉

3 4 2619 久保田　涼太(1) 市立千葉高 12.30 3 7 3992 平野　匠(1) 松戸六実高 12.40
ﾄｷﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 千葉 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 千葉

4 7 3079 時本　誉久(1) 松戸六実高 12.44 4 4 1976 鈴木　亮介(1) 千葉東高 12.64
ﾉｸﾞﾁ ｿﾗﾄ 千葉 ｶﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 千葉

5 6 3990 野口　空人(1) 松戸六実高 12.59 5 6 1615 鎌田　隼人(2) 土気高 12.73
ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｷ 千葉 ﾊﾀﾅｶ ｿｳﾀ 千葉

6 5 3064 杉山　直輝(2) 松戸六実高 12.65 6 8 3643 畠中　颯太(2) 市立柏高 12.92
ｸﾛｻﾜ ｼｭｳﾀ 千葉 ﾀｺﾞ ﾀｸﾐ 千葉

7 3 2616 黒澤　俊太(1) 市立千葉高 13.01 7 2 4013 田子　拓実(1) 市立柏高 12.99
ｻｲﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 千葉

8 352 齋藤　奏太朗(1) 長生高 DNS

15組 (風:-0.9) 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

ﾏｼﾞﾏ ｼｮｳ 千葉 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 千葉

1 5 1340 馬島　翔(1) 四街道高 12.56 1 1754 三田寺　虎琉(2) 幕張総合高 10.84 +0.8
ｱｻﾋﾃﾞ ﾕｳﾔ 千葉 ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 千葉

2 4 1996 朝日出　優也(1) 千葉商高 12.79 2 3067 前田　夏輝(2) 松戸六実高 10.88 +0.8
ﾌｸｵ ﾄﾓﾔ 千葉 ｳﾒﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 千葉

3 6 3975 福尾　朋也(1) 流山おおたか高 13.20 3 3590 梅村　隆星(3) 柏中央高 11.12 +0.8
ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 千葉 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ 千葉

4 2 3977 岡嶋　優也(1) 流山おおたか高 13.27 4 1556 中澤　啓太(2) 千葉南高 11.31 +0.8
ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾏ 千葉 ｶｷｳﾁ ﾖｼｷ 千葉

5 8 607 石川　奨真(2) 横芝敬愛高 13.31 5 601 垣内　聖輝(3) 横芝敬愛高 11.35 +1.5
ｼﾓｶﾜﾗ ﾚﾝ 千葉 ﾏｶﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉

6 3 1342 下川原　蓮(1) 四街道高 13.35 6 3644 真壁　雄也(2) 市立柏高 11.43 +0.1
ｵﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉 ｵｶﾏﾂ ﾀｸﾐ 千葉

7 7 608 織田　乾志(2) 横芝敬愛高 13.44 7 606 岡松　拓海(2) 横芝敬愛高 11.45 +2.5
ｲﾄｳ ｱｷﾗ 千葉

8 1528 伊藤　諒(2) 千葉商高 11.46 +1.5

凡例  DNS:欠場



高校男子400m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 10:35 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

ｶｷｳﾁ ﾖｼｷ 千葉 ﾐﾔﾁ ｱﾕﾑ 千葉

1 5 601 垣内　聖輝(3) 横芝敬愛高 49.35 1 3 1826 宮地　歩夢(2) 市立千葉高 52.80
ﾌﾙｻﾜ ｼﾝﾔ 千葉 ﾏｻﾓﾄ ﾀｲｷ 千葉

2 4 1666 古澤　慎也(2) 千葉東高 49.41 2 8 1792 政本　大輝(2) 千葉西高 53.45
ｷｸﾁ ｶｽﾞﾏ 千葉 ｼｼﾄﾞ ﾀｹﾙ 千葉

3 6 1665 菊地　主馬(2) 千葉東高 50.75 3 4 1764 宍戸　偉月(2) 幕張総合高 53.62
ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 千葉 ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 千葉

4 7 1754 三田寺　虎琉(2) 幕張総合高 51.06 4 1 351 大森　舜介(1) 長生高 54.00
ｳﾁﾑﾗ ｼﾝｽｹ 千葉 ﾊﾔﾐ ｹﾝｾｲ 千葉

5 3 1753 内村　心亮(2) 幕張総合高 52.42 5 5 1980 速水　健成(1) 千葉東高 54.32
ﾂﾁﾊｼ ｹﾝ 千葉 ﾖｼﾑﾗ ｼｭｳﾀ 千葉

6 2 1663 土橋　堅(2) 千葉東高 52.78 2 1759 吉村　秀太(2) 幕張総合高 DNS
ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ 千葉 ｲﾅｲ ﾘｮｳﾏ 千葉

7 1 1556 中澤　啓太(2) 千葉南高 55.43 6 3649 稻飯　遼馬(2) 市立柏高 DNS
ﾅｶﾞｴ ﾕｳﾄ 千葉 ｷｸﾁ ｿｳﾀ 千葉

8 1755 長江　佑人(2) 幕張総合高 DNS 7 345 菊池　聡太(2) 長生高 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

ｱｷﾓﾄ ｺｳﾀ 千葉 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 千葉

1 6 1668 秋本　皐太(2) 千葉東高 54.20 1 8 349 細田　宙孝(2) 長生高 54.74
ﾐｽﾞｶﾐ ﾘｮｳﾍｲ 千葉 ｳｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 千葉

2 1 1823 水上　遼平(2) 市立千葉高 55.47 2 3 343 鵜沢　優太(2) 長生高 54.93
ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 千葉 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 千葉

3 8 1981 小川　航世(1) 千葉東高 55.53 3 2 1953 岡田　健吾(1) 千葉南高 55.75
ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳ 千葉 ｳﾐﾍﾞ ﾋﾛﾄ 千葉

4 7 1676 早川　柊(2) 千葉東高 56.06 4 7 1025 海邉　大翔(2) 四街道北高 56.10
ﾀﾁｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 千葉 ﾄﾑﾗ ﾕｳﾏ 千葉

5 5 1667 立川　義浩(2) 千葉東高 56.39 5 1 613 戸村　優真(1) 横芝敬愛高 56.31
ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 千葉 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾔ 千葉

2 610 塚本　優翔(1) 横芝敬愛高 DNS 6 4 3597 内山　拓哉(2) 柏中央高 56.38
ﾄﾔ ｱｷﾖｼ 千葉 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ 千葉

3 1766 鳥谷　彰義(1) 幕張総合高 DNS 5 1765 高橋　英斗(1) 幕張総合高 DNS
ﾏﾂﾓﾄ ﾆﾁｷ 千葉 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 千葉

4 1768 松本　日輝(1) 幕張総合高 DNS 6 1975 田口　和真(1) 千葉東高 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

ﾏｶﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀ 千葉

1 7 3644 真壁　雄也(2) 市立柏高 52.57 1 4 1026 岡本　幸太(2) 四街道北高 55.38
ﾀｶﾉ ﾘｭｳｽｹ 千葉 ｻﾝﾍﾟｲ ｶﾂｷ 千葉

2 6 612 高埜　竜祐(1) 横芝敬愛高 56.65 2 5 3657 三瓶　勝樹(1) 市立柏高 55.98
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾄ 千葉 ﾉﾊﾗ ｹｲｺﾞ 千葉

3 8 3645 山﨑　明人(2) 市立柏高 56.99 3 3 2586 野原　圭悟(1) 千葉西高 56.46
ｱﾘｶﾜ ｺｳｷ 千葉 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉

4 4 2580 有川　晃生(1) 千葉南高 58.35 4 7 604 平山　寛之(2) 横芝敬愛高 57.50
ｵｶﾏﾂ ﾀｸﾐ 千葉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾏ 千葉

5 5 606 岡松　拓海(2) 横芝敬愛高 1:01.67 5 8 2584 山口　立真(1) 千葉西高 59.04
ｸﾆﾀｹ ﾚﾝ 千葉 ｱｶﾊﾈ ｼｭｳﾀ 千葉

2 3654 國武　蓮(1) 市立柏高 DNS 2 3647 赤羽　優太(2) 市立柏高 DNS
ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳﾀ 千葉 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳ 千葉

3 1767 黒澤　亮太(1) 幕張総合高 DNS 6 3217 阪本　柊(2) 流山おおたか高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のレーンに入った



高校男子400m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 10:35 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

ｵｵﾂｶ ﾐｸ 千葉 ｵｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 千葉

1 4 3652 大塚　海玖(1) 市立柏高 54.63 1 4 1032 岡田　息風(1) 四街道北高 57.87
ｽｶﾞﾅﾐ ｽﾊﾞﾙ 千葉 ﾌｸｲ ﾎﾀｶ 千葉

2 8 1033 菅波　昴瑠(1) 四街道北高 57.98 2 7 1535 福井　帆空(1) 千葉商高 58.41
ﾊﾔｼ ﾌｳﾀ 千葉 ﾊﾗ ﾅｵｷ 千葉

3 5 1951 林　風太(1) 千葉南高 58.34 3 2 1178 原　直希(3) 千葉英和高 59.05
ﾖｺﾊﾏ ﾋｶﾙ 千葉 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 千葉

4 7 3658 横濱　光流(1) 市立柏高 58.78 4 3 3585 小林　広大(2) 柏の葉高 59.17
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 千葉 ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ 千葉

5 3 3646 鈴木　裕哉(2) 市立柏高 1:04.14 5 6 1034 髙安　　遼(1) 四街道北高 1:01.22
ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞｱｷ 千葉 ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾀ 千葉

6 3653 馬塲　一彰(1) 市立柏高 DQ,T2 6 8 3587 古畑　佑太(1) 柏の葉高 1:01.41
ﾏﾂｲ ｻﾂｷ 千葉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｷﾋｺ 千葉

2 1035 松井　颯希(1) 四街道北高 DNS 5 2621 中川　征彦(1) 幕張総合高 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

ｶｷｳﾁ ﾖｼｷ 千葉

1 601 垣内　聖輝(3) 横芝敬愛高 49.35
ﾌﾙｻﾜ ｼﾝﾔ 千葉

2 1666 古澤　慎也(2) 千葉東高 49.41
ｷｸﾁ ｶｽﾞﾏ 千葉

3 1665 菊地　主馬(2) 千葉東高 50.75
ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾀｹﾙ 千葉

4 1754 三田寺　虎琉(2) 幕張総合高 51.06
ｳﾁﾑﾗ ｼﾝｽｹ 千葉

5 1753 内村　心亮(2) 幕張総合高 52.42
ﾏｶﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉

6 3644 真壁　雄也(2) 市立柏高 52.57
ﾂﾁﾊｼ ｹﾝ 千葉

7 1663 土橋　堅(2) 千葉東高 52.78
ﾐﾔﾁ ｱﾕﾑ 千葉

8 1826 宮地　歩夢(2) 市立千葉高 52.80

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T2:(R163-3(a))他のレーンに入った



高校男子1500m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 千葉 ｻｺ ﾊｼﾞﾒ 千葉

1 1 1761 田村　龍一(2) 幕張総合高 4:12.48 1 4 1617 左古　一(2) 土気高 4:21.02
ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾏ 千葉 ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 千葉

2 15 1618 村澤　佑磨(2) 土気高 4:15.49 2 12 1565 長山　晃成(2) 千葉南高 4:25.56
ｳｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 千葉 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶｽﾞﾏ 千葉

3 8 343 鵜沢　優太(2) 長生高 4:17.17 3 1 1562 緑川　和眞(2) 千葉南高 4:25.63
ｽｽﾞｷ ﾕｳｼ 千葉 ｲｹﾀﾞ ｲﾂｷ 千葉

4 13 1929 鈴木　悠史(1) 幕張総合高 4:26.87 4 11 3073 池田　一樹(2) 松戸六実高 4:30.28
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 千葉 ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾀ 千葉

5 4 3065 長谷川　尚亮(2) 松戸六実高 4:27.47 5 8 1007 三浦　綾太(2) 四街道高 4:32.91
ｻｶﾓﾄ ｻﾄﾔ 千葉 ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ 千葉

6 10 346 阪本　里矢(2) 長生高 4:27.58 6 10 3071 高橋　翼(2) 松戸六実高 4:33.79
ﾌﾙﾔﾏ ｺｳｷ 千葉 ﾄﾑﾗ ﾕｳﾏ 千葉

7 12 1928 古山　昂輝(1) 幕張総合高 4:28.46 7 5 613 戸村　優真(1) 横芝敬愛高 4:33.83
ｶﾂﾏﾀ ﾀｹﾉﾘ 千葉 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾔ 千葉

8 9 1027 勝又　健智(2) 四街道北高 4:28.65 8 6 1186 松下　祐也(2) 千葉英和高 4:34.78
ﾉｼﾞﾏ ﾖｼｷ 千葉 ﾜﾀﾍﾞ ｶｲﾄ 千葉

9 6 3003 野島　慶樹(2) 松戸高 4:30.90 9 16 1031 渡部　風維人(2) 四街道北高 4:36.02
ﾌｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 千葉 ｵｸﾀﾞ ﾚｲ 千葉

10 5 1760 深澤　蒼稀(2) 幕張総合高 4:31.21 10 14 3976 奥田　怜(1) 流山おおたか高 4:36.07
ｲﾀﾐ ﾀｲｼ 千葉 ﾌｼﾞｲｹ ｼｭｳｲﾁ 千葉

11 16 3062 伊丹　大志(2) 松戸六実高 4:37.27 11 2 4003 藤池　秀一(1) 柏の葉高 4:37.03
ｲｼﾞｭｳｲﾝ ﾀｹｼ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 千葉

2 1670 伊集院　剛(2) 千葉東高 DNS 12 9 3063 中村　和生(2) 松戸六実高 4:37.95
ｵｵﾇｷ ﾋﾛｷ 千葉 ｵｵﾂｷ ｼｭｳﾍｲ 千葉

3 1671 大貫　紘暉(2) 千葉東高 DNS 13 3 2614 大槻　修平(1) 市立千葉高 4:44.70
ﾎﾔﾉ ﾘｸ 千葉 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉

7 1763 穂谷野　陸(2) 幕張総合高 DNS 14 7 1669 中林　侑太郎(2) 千葉東高 4:48.34
ｸﾎﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ 千葉 ｳﾒｻﾞﾜ ｺｳｷ 千葉

11 1762 久保野　駿介(2) 幕張総合高 DNS 15 17 1997 楳澤　孝己(1) 千葉商高 4:52.31
ﾀｶﾔﾏ ｹﾝﾄ 千葉 ｷｼ ﾋﾋﾞｷ 千葉

14 1030 髙山　賢人(2) 四街道北高 DNS 13 3956 岸　陽日輝(1) 柏の葉高 DNS
ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 千葉 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾀ 千葉

17 1561 鈴木　大賀(2) 千葉南高 DNS 15 354 野崎　祐太(1) 長生高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子1500m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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

ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 千葉 ｲﾄｳ ｱﾂﾉﾘ 千葉

1 1 1566 小田　勇希(2) 千葉南高 4:32.50 1 17 1359 伊東　篤典(1) 千葉英和高 4:38.28
ﾀﾅｶ ｶﾝﾀ 千葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 千葉

2 13 3978 田中　貫太(1) 流山おおたか高 4:35.67 2 1 1009 渡邉　優翔(1) 四街道高 4:39.95
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 千葉 ｻｲﾄｳ ﾀﾓﾝ 千葉

3 11 3214 松本　瑞稀(2) 流山おおたか高 4:36.26 3 12 1977 斎藤　汰門(1) 千葉東高 4:40.41
ｵｸﾞﾗ ｿｳﾏ 千葉 ﾅｶﾞｾ ﾖｳﾀ 千葉

4 4 1619 小倉　聡真(2) 土気高 4:37.80 4 4 2579 永瀬　陽多(1) 千葉南高 4:43.25
ｲｼｲ ｱｷﾗ 千葉 ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓﾔ 千葉

5 9 609 石井　　晟(1) 横芝敬愛高 4:43.34 5 8 614 澁谷　朋也(1) 横芝敬愛高 4:46.68
ｸﾛｻﾜ ｼｮｳﾀ 千葉 ﾑﾈﾏｻ ｱﾂｼ 千葉

6 14 3215 黒沢　将汰(2) 流山おおたか高 4:45.75 6 11 1979 宗政　篤(1) 千葉東高 4:47.27
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｵ 千葉 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 千葉

7 6 1999 川畑　雅桜(1) 土気高 4:45.76 7 5 2615 小川　雅斗(1) 市立千葉高 4:54.23
ｻｻｶﾞﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ 千葉 ﾀｹﾊﾞ ﾄﾓﾔ 千葉

8 5 1998 笹川　駿平(1) 土気高 4:45.79 8 2 1010 竹葉　智哉(1) 四街道高 4:55.46
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 千葉 ﾖｺｾ ｻﾂｷ 千葉

9 18 3 中村　優悟(1) 京葉高 4:48.66 9 13 1974 横瀬　颯希(1) 千葉東高 4:55.48
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 千葉 ｺｳﾀﾞ ｱｵｲ 千葉

10 10 1185 中村　文也(2) 千葉英和高 4:49.03 10 9 1182 香田　碧海(2) 千葉英和高 5:04.97
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 千葉 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 千葉

11 17 3991 松本　亮太(1) 松戸六実高 4:52.64 11 18 1180 田中　翔吾(3) 千葉英和高 5:10.14
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊｸﾄ 千葉 ﾔｽｶﾜ ｿｳｽｹ 千葉

12 15 3066 中島　伯斗(2) 松戸六実高 5:00.97 12 14 1613 安川　颯亮(2) 土気高 5:10.62
ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾔﾄ 千葉 ｵｵﾉ ｺｳﾀ 千葉

13 7 2562 松村　隼人(1) 土気高 5:01.63 13 15 2566 大野　航汰(1) 土気高 5:36.13
ｱｷﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 千葉 ｼﾝﾄ ﾀﾞｲﾔ 千葉

14 16 3078 秋山　隼也(1) 松戸六実高 5:08.67 3 1952 新戸　大也(1) 千葉南高 DNS
ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｾｲ 千葉 ﾈﾓﾄ ﾀｲｾｲ 千葉

15 3 1616 井上　瑠政(2) 土気高 5:19.45 6 2618 根本　大誠(1) 市立千葉高 DNS
ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 千葉 ﾆｯﾀ ﾀｶｼ 千葉

2 1672 松本　和也(2) 千葉東高 DNS 7 603 新田　隆(3) 横芝敬愛高 DNS
ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 千葉 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 千葉

8 2564 佐藤　公星(1) 土気高 DNS 10 3588 齋藤　熙(1) 柏の葉高 DNS
ｶﾄｳ ﾐﾂｷ 千葉 ｼﾐｽﾞ ｲｸﾄ 千葉

12 344 加藤　三騎(2) 長生高 DNS 16 3959 清水　郁斗(1) 柏の葉高 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 千葉

1 1761 田村　龍一(2) 幕張総合高 4:12.48
ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾏ 千葉

2 1618 村澤　佑磨(2) 土気高 4:15.49
ｳｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 千葉

3 343 鵜沢　優太(2) 長生高 4:17.17
ｻｺ ﾊｼﾞﾒ 千葉

4 1617 左古　一(2) 土気高 4:21.02
ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 千葉

5 1565 長山　晃成(2) 千葉南高 4:25.56
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶｽﾞﾏ 千葉

6 1562 緑川　和眞(2) 千葉南高 4:25.63
ｽｽﾞｷ ﾕｳｼ 千葉

7 1929 鈴木　悠史(1) 幕張総合高 4:26.87
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 千葉

8 3065 長谷川　尚亮(2) 松戸六実高 4:27.47

凡例  DNS:欠場



高校男子110mH(1.067m)
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 11:50 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
ｻﾄｳ ｵｳｽｹ 千葉

1 5 3583 佐藤　欧介(2) 柏の葉高 15.71
ﾖﾈﾀﾞ ｺﾃﾂ 千葉

2 6 1794 米田　虎徹(2) 千葉西高 16.95
ｵｷﾞﾜﾗ ｹﾝｺﾞ 千葉

3 2 1179 荻原　健吾(3) 千葉英和高 23.30
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 千葉

3 3586 近藤　宏樹(1) 柏の葉高 DNS
ﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀ 千葉

4 605 矢崎　健太(2) 横芝敬愛高 DNS
ﾋﾛ ﾊﾔﾄ 千葉

7 1825 廣　駿(2) 市立千葉高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子4X100mR
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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 7 松戸六実高 3068 姉川　京介(2) ｱﾈｶﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 43.79 1 5 柏中央高 3605 中山　剛志(1) ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 45.49
3067 前田　夏輝(2) ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 3597 内山　拓哉(2) ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾔ
3072 北田　悠人(2) ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ 3932 卯月　汰樹(1) ｳﾂﾞｷ ﾀｲｷ
3075 佐藤　鈴音(1) ｻﾄｳ ﾚｵﾝ 3604 山内　悠士朗(2) ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｼﾛｳ

2 2 千葉西高Ａ 2587 篠塚　康佑(1) ｼﾉﾂｶ ｺｳｽｹ 44.78 2 6 長生高 353 為近　直哉(1) ﾀﾒﾁｶ ﾅｵﾔ 45.69
1790 鈴木　貴博(2) ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 347 坂本　頼星(2) ｻｶﾓﾄ ﾗｲｾｲ
1792 政本　大輝(2) ﾏｻﾓﾄ ﾀｲｷ 474 吉野　康太(1) ﾖｼﾉ ｺｳﾀ
1793 吉田　朝陽(2) ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 350 山田　直輝(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ

3 8 柏の葉高Ａ 3584 鷹野　皓亮(2) ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 44.91 3 7 土気高 1612 藤井　祐作(2) ﾌｼﾞｲ ﾕｳｻｸ 45.75
3578 須田　雄飛(2) ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 1611 竹内　洸綺(2) ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ
3583 佐藤　欧介(2) ｻﾄｳ ｵｳｽｹ 1614 渡邉　智也(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ
3581 鳴滝　駿(2) ﾅﾙﾀｷ ｼｭﾝ 1617 左古　一(2) ｻｺ ﾊｼﾞﾒ

4 6 千葉南高 1951 林　風太(1) ﾊﾔｼ ﾌｳﾀ 45.11 4 4 千葉西高Ｂ 2588 日髙　義基(1) ﾋﾀﾞｶ ﾖｼｷ 47.68
1556 中澤　啓太(2) ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ 1795 中台　優希(2) ﾅｶﾀﾞｲ ﾕｳｷ
1953 岡田　健吾(1) ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 2584 山口　立真(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾏ
1558 江野澤　悠人(2) ｴﾉｻﾜ ﾕｳﾄ 2585 永峯　巧海(1) ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀｸﾐ

3 幕張総合高Ｃ DNS 2 四街道北高 1032 岡田　息風(1) ｵｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ DQ,R1

1025 海邉　大翔(2) ｳﾐﾍﾞ ﾋﾛﾄ
1034 髙安　　遼(1) ﾀｶﾔｽ ﾘｮｳ
1033 菅波　昴瑠(1) ｽｶﾞﾅﾐ ｽﾊﾞﾙ

4 幕張総合高Ｂ DNS 3 横芝敬愛高Ａ 612 高埜　竜祐(1) ﾀｶﾉ ﾘｭｳｽｹ DQ,R2

615 ﾜﾝｶｯﾊ　ﾋﾟｰﾗﾎﾟﾝ(1) ﾜﾝｶｯﾊ ﾋﾟｰﾗﾎﾟﾝ

606 岡松　拓海(2) ｵｶﾏﾂ ﾀｸﾐ
611 早野　光太郎(1) ﾊﾔﾉ ｺｳﾀﾛｳ

5 幕張総合高Ａ DNS 8 横芝敬愛高Ｂ DNS

3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

1 7 市立柏高Ａ 3658 横濱　光流(1) ﾖｺﾊﾏ ﾋｶﾙ 44.11
3652 大塚　海玖(1) ｵｵﾂｶ ﾐｸ
3644 真壁　雄也(2) ﾏｶﾍﾞ ﾕｳﾔ
3647 赤羽　優太(2) ｱｶﾊﾈ ｼｭｳﾀ

2 8 市立柏高Ｂ 3654 國武　蓮(1) ｸﾆﾀｹ ﾚﾝ 45.40
3649 稻飯　遼馬(2) ｲﾅｲ ﾘｮｳﾏ
3645 山﨑　明人(2) ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾄ
3650 大島　悠喜春(2) ｵｵｼﾏ ﾕｷﾊﾙ

3 5 千葉商高 1538 横山　雄大(1) ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 45.68
1528 伊藤　諒(2) ｲﾄｳ ｱｷﾗ
1536 三井　雅生(1) ﾐﾂｲ ﾏｻｷ
1532 多田　澪弥(2) ﾀﾀﾞ ﾚｲﾔ

4 6 千葉英和高 1183 平野　陸斗(2) ﾋﾗﾉ ﾘｸﾄ 46.56
1358 丸山　智大(1) ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ
1179 荻原　健吾(3) ｵｷﾞﾜﾗ ｹﾝｺﾞ
1184 宇田　光輝(2) ｳﾀﾞ ｺｳｷ

5 2 流山おおたか高 3218 篠崎　智久(2) ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 46.79
3974 酒井　風我(1) ｻｶｲ ﾌｳｶﾞ
3975 福尾　朋也(1) ﾌｸｵ ﾄﾓﾔ
3216 横山　織瑠(2) ﾖｺﾔﾏ ｼﾘｭｳ

6 1 市立柏高Ｃ 3646 鈴木　裕哉(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 46.79
3657 三瓶　勝樹(1) ｻﾝﾍﾟｲ ｶﾂｷ
3653 馬塲　一彰(1) ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞｱｷ
3655 広瀬　樹(1) ﾋﾛｾ ｲﾂｷ

7 3 四街道高 1342 下川原　蓮(1) ｼﾓｶﾜﾗ ﾚﾝ 48.07
1343 根本　淳史(1) ﾈﾓﾄ ｱﾂｼ
1004 金野　祐己(2) ｺﾝﾉ ﾕｳｷ
1340 馬島　翔(1) ﾏｼﾞﾏ ｼｮｳ

8 4 柏の葉高Ｂ 3587 古畑　佑太(1) ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾀ 51.10
3957 山上　侑一郎(1) ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ
3958 日吉　貫太(1) ﾋﾖｼ ｶﾝﾀ
4003 藤池　秀一(1) ﾌｼﾞｲｹ ｼｭｳｲﾁ

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



高校男子4X100mR
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 松戸六実高 33 姉川　京介(2) ｱﾈｶﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 43.79
前田　夏輝(2) ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ
北田　悠人(2) ｷﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ
佐藤　鈴音(1) ｻﾄｳ ﾚｵﾝ

2 市立柏高Ａ 48 横濱　光流(1) ﾖｺﾊﾏ ﾋｶﾙ 44.11
大塚　海玖(1) ｵｵﾂｶ ﾐｸ
真壁　雄也(2) ﾏｶﾍﾞ ﾕｳﾔ
赤羽　優太(2) ｱｶﾊﾈ ｼｭｳﾀ

3 千葉西高Ａ 28 篠塚　康佑(1) ｼﾉﾂｶ ｺｳｽｹ 44.78
鈴木　貴博(2) ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ
政本　大輝(2) ﾏｻﾓﾄ ﾀｲｷ
吉田　朝陽(2) ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ

4 柏の葉高Ａ 34 鷹野　皓亮(2) ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 44.91
須田　雄飛(2) ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ
佐藤　欧介(2) ｻﾄｳ ｵｳｽｹ
鳴滝　駿(2) ﾅﾙﾀｷ ｼｭﾝ

5 千葉南高 32 林　風太(1) ﾊﾔｼ ﾌｳﾀ 45.11
中澤　啓太(2) ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ
岡田　健吾(1) ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ
江野澤　悠人(2) ｴﾉｻﾜ ﾕｳﾄ

6 市立柏高Ｂ 49 國武　蓮(1) ｸﾆﾀｹ ﾚﾝ 45.40
稻飯　遼馬(2) ｲﾅｲ ﾘｮｳﾏ
山﨑　明人(2) ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾄ
大島　悠喜春(2) ｵｵｼﾏ ﾕｷﾊﾙ

7 柏中央高 38 中山　剛志(1) ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 45.49
内山　拓哉(2) ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾔ
卯月　汰樹(1) ｳﾂﾞｷ ﾀｲｷ
山内　悠士朗(2) ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｼﾛｳ

8 千葉商高 46 横山　雄大(1) ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 45.68
伊藤　諒(2) ｲﾄｳ ｱｷﾗ
三井　雅生(1) ﾐﾂｲ ﾏｻｷ
多田　澪弥(2) ﾀﾀﾞ ﾚｲﾔ

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



高校男子走幅跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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

ｳﾒﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 千葉 6m48 6m62 × 6m62
1 27 3590 梅村　隆星(3) 柏中央高 +1.1 +0.1 +0.1

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 千葉 6m25 6m07 6m36 6m36
2 14 350 山田　直輝(2) 長生高 -0.7 0.0 +0.1 +0.1

ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 千葉 5m85 6m02 5m94 6m02
3 22 3584 鷹野　皓亮(2) 柏の葉高 -0.5 +0.1 -1.2 +0.1

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀｸﾐ 千葉 5m78 5m98 5m69 5m98
4 26 2585 永峯　巧海(1) 千葉西高 +0.6 +1.2 -0.5 +1.2

ｻｶｲ ﾌｳｶﾞ 千葉 × 5m94 × 5m94
5 1 3974 酒井　風我(1) 流山おおたか高 -0.3 -0.3

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｽｹ 千葉 5m81 5m91 5m77 5m91
6 10 2617 藤本　晃輔(1) 市立千葉高 -1.4 0.0 -2.0 0.0

ﾀﾒﾁｶ ﾅｵﾔ 千葉 5m55 5m51 5m88 5m88
7 16 353 為近　直哉(1) 長生高 -1.6 -0.3 -0.4 -0.4

ｻﾄｳ ｵｳｽｹ 千葉 5m42 5m46 5m77 5m77
8 32 3583 佐藤　欧介(2) 柏の葉高 -0.9 +0.5 +0.7 +0.7

ﾖｼﾉ ｺｳﾀ 千葉 × 5m70 5m39 5m70
9 17 474 吉野　康太(1) 長生高 -1.2 -1.9 -1.2

ｴﾉｻﾜ ﾕｳﾄ 千葉 5m65 5m66 5m62 5m66
10 19 1558 江野澤　悠人(2) 千葉南高 -1.3 0.0 +0.2 0.0

ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 千葉 5m66 5m49 5m35 5m66
11 28 3605 中山　剛志(1) 柏中央高 +1.9 +0.1 +0.4 +1.9

ﾋﾗﾉ ﾘｸﾄ 千葉 － 5m60 5m10 5m60
12 8 1183 平野　陸斗(2) 千葉英和高 +0.3 -0.8 +0.3

ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞｱｷ 千葉 5m59 5m31 － 5m59
13 13 3653 馬塲　一彰(1) 市立柏高 -0.4 -0.7 -0.4

ﾈﾓﾄ ｱﾂｼ 千葉 5m45 5m47 × 5m47
14 18 1343 根本　淳史(1) 四街道高 -0.4 0.0 0.0

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ 千葉 5m19 5m10 4m98 5m19
15 11 1611 竹内　洸綺(2) 土気高 -1.5 -1.2 -0.3 -1.5

ﾔﾏﾅｶ ｱﾂﾔ 千葉 × 5m11 4m75 5m11
16 30 3656 山中　篤弥(1) 市立柏高 +1.1 +0.6 +1.1

ｵﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉 4m58 4m59 4m45 4m59
17 31 608 織田　乾志(2) 横芝敬愛高 0.0 +0.1 0.0 +0.1

ﾋﾛｾ ｲﾂｷ 千葉 4m55 4m52 4m13 4m55
18 29 3655 広瀬　樹(1) 市立柏高 +1.1 -0.3 +0.3 +1.1

ｲｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ 千葉 × 4m27 × 4m27
19 21 3579 石山　和樹(2) 柏の葉高 -0.8 -0.8

ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 千葉

2 2577 髙嶋　颯太(1) 千葉南高 DNS
ﾋﾗﾊﾗ ﾋｶﾙ 千葉

3 2581 平原　光(1) 千葉南高 DNS
ﾕﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 千葉

4 1673 湯本　恭平(2) 千葉東高 DNS
ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛﾄ 千葉

5 1662 北原　丈人(2) 千葉東高 DNS
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉

6 3957 山上　侑一郎(1) 柏の葉高 DNS
ﾋﾖｼ ｶﾝﾀ 千葉

7 3958 日吉　貫太(1) 柏の葉高 DNS
ﾃﾗｻｷ ﾕｳﾄ 千葉

9 1357 寺崎　佑飛(1) 千葉英和高 DNS
ﾏｶﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉

12 3644 真壁　雄也(2) 市立柏高 DNS
ｻｲﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 千葉

15 352 齋藤　奏太朗(1) 長生高 DNS
ｲﾏｾﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ 千葉

20 2578 今関　日雅(1) 千葉南高 DNS
ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 千葉

23 1757 福田　岐大(2) 幕張総合高 DNS
ｿﾘﾏﾁ ﾕｳﾀ 千葉

24 1927 反町　優太(1) 幕張総合高 DNS
ﾈﾓﾄ ﾕｳﾄ 千葉

25 1930 根本　優人(1) 幕張総合高 DNS
ｷｸﾁ ｶｽﾞﾏ 千葉

33 1665 菊地　主馬(2) 千葉東高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校男子やり投(800g)
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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

ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｼﾛｳ 千葉

1 4 3604 山内　悠士朗(2) 柏中央高 － 49m08 45m63 49m08 49m08
ｲｿﾉ ｴｲﾁ 千葉

2 13 3642 磯野　英知(2) 市立柏高 42m65 46m35 47m87 47m87 47m87
ｱﾗﾄ ｲﾂｷ 千葉

3 6 342 新渡　逸稀(2) 長生高 41m84 40m12 42m54 42m54 42m54
ｸﾘﾊﾗ ﾖｼﾋﾄ 千葉

4 14 3651 栗原　良仁(1) 市立柏高 35m71 38m27 × 38m27 38m27
ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾋ 千葉

5 3 1793 吉田　朝陽(2) 千葉西高 － 38m22 31m77 38m22 38m22
ｳﾀﾞ ｺｳｷ 千葉

6 11 1184 宇田　光輝(2) 千葉英和高 － 32m00 29m04 32m00 32m00
ﾖｺﾐﾈ ﾕｳﾄ 千葉

7 2 2620 横峯　佑音(1) 市立千葉高 30m49 × 30m16 30m49 30m49
ｻｶｲ ｺｳｷ 千葉

8 10 3582 酒井　幸輝(2) 柏の葉高 26m81 30m48 25m88 30m48 30m48
ﾋﾛ ﾊﾔﾄ 千葉

9 5 1825 廣　駿(2) 市立千葉高 26m28 27m22 × 27m22 27m22
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾍｲ 千葉

10 7 1529 小林　龍平(2) 千葉商高 × 24m77 × 24m77 24m77
ﾜﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 千葉

11 16 1036 和田　幸真(1) 四街道北高 16m40 20m89 22m14 22m14 22m14
ﾐﾔｹ ﾀｸﾄ 千葉

12 17 1275 三宅　拓人(1) 四街道北高 21m30 20m37 21m93 21m93 21m93
ｾｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 千葉

13 8 1029 関　英寿(2) 四街道北高 21m38 × 21m88 21m88 21m88
ﾄﾘｳﾐ ﾀｶｼ 千葉

14 12 1791 鳥海　貴史(2) 千葉西高 12m38 14m38 16m66 16m66 16m66
ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞｷ 千葉

15 15 1024 市原　和樹(2) 四街道北高 16m17 15m38 15m38 16m17 16m17
ﾀﾂｶﾜ ﾃﾂ 千葉

1 1756 立川　鉄(2) 幕張総合高 DNS
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳｺﾞ 千葉

9 1559 長沼　勇吾(2) 千葉南高 DNS

凡例  DNS:欠場



対校女子100m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 14:25 決　勝

決　勝　

(風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾒ 東京

1 5 9083 桝田　結夢(3) 千葉大 12.46
ｽｶﾞｲ ｻｵﾘ 千葉

2 3 9082 菅井　沙桜里(1) 千葉大 12.59
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 茨城

3 4 8999 谷口　寧那(3) 茨城大 13.34
ｷﾑﾗ ｺﾄﾈ 茨城

4 6 8998 木村　琴音(3) 茨城大 13.96



対校女子200m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 13:25 決　勝

決　勝　

(風:+0.9)

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 6 9073 川上　いちご(2) 千葉大 25.91
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾒ 東京

2 4 9083 桝田　結夢(3) 千葉大 26.27
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ 茨城

3 3 8999 谷口　寧那(3) 茨城大 27.78
ｷﾑﾗ ｺﾄﾈ 茨城

4 5 8998 木村　琴音(3) 茨城大 28.83



対校女子400m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 10:30 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 9073 川上　いちご(2) 千葉大 59.17
ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 茨城

2 3 9002 山本　紗生(2) 茨城大 1:03.12
ｻｻｻﾞｷ ﾐｸ 茨城

3 5 8997 笹崎　美公(3) 茨城大 1:03.98
ﾆｼｻﾞｷ ﾅﾂﾒ 千葉

6 9698 西﨑　夏芽(1) 千葉大 DNS

凡例  DNS:欠場



対校女子800m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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
ﾓﾘｵｶ ﾅﾂｷ 千葉

1 3 9699 森岡　夏生(1) 千葉大 2:28.84
ｳｽｲ ﾏｲ 埼玉

2 5 9071 碓井　茉依(3) 千葉大 2:33.01
ﾅｶﾊﾗ ﾁﾋﾛ 茨城

3 4 9005 中原　千尋(2) 茨城大 2:34.18
ｲﾅﾊﾞ ｴﾘ 茨城

6 9000 稲葉　恵莉(3) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



対校女子1500m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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
ｵｵﾂｶ ﾁﾎ 茨城

1 3 8993 大塚　千穂(4) 茨城大 4:59.86
ﾊﾔﾀｹ ｱﾔﾉ 千葉

2 4 9693 早笋　彩乃(4) 千葉大 5:06.46
ｵﾉ ｱｶﾈ 東京

3 2 9086 小野　あかね(2) 千葉大 5:08.19
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｺ 茨城

4 1 8994 山本　麻友子(4) 茨城大 5:19.64



対校女子100mH(0.838m)
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 12:00 決　勝

決　勝　

(風:+0.8)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾕ 茨城

1 4 9001 藤澤　真由(2) 茨城大 15.41
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｷ 千葉

2 3 9085 吉田　渚月(4) 千葉大 16.11
ｶﾜｼﾏ ﾐﾔﾋﾞ 千葉

3 5 9075 川島　都妃(2) 千葉大 16.15
ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾔｶ 茨城

4 6 9004 神原　彩花(2) 茨城大 16.76



対校女子400mH(0.762m)
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 13:50 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 4 9075 川島　都妃(2) 千葉大 1:03.55
ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ 茨城

2 5 9002 山本　紗生(2) 茨城大 1:08.84



対校女子4X100mR
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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 9073 川上　いちご(2) ｶﾜｶﾐ ｲﾁｺﾞ 48.80
9083 桝田　結夢(3) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾒ
9082 菅井　沙桜里(1) ｽｶﾞｲ ｻｵﾘ
9075 川島　都妃(2) ｶﾜｼﾏ ﾐﾔﾋﾞ

2 3 千葉大Ｂ 9074 大出　茉穂(3) ｵｵｲﾃﾞ ﾏﾎ 50.47
9081 坂田　綾香(2) ｻｶﾀ ｱﾔｶ
9085 吉田　渚月(4) ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｷ
9071 碓井　茉依(3) ｳｽｲ ﾏｲ

3 4 茨城大Ａ 9004 神原　彩花(2) ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾔｶ 51.92
8990 芝崎　祐美(4) ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾕﾐ
8999 谷口　寧那(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾅ
9002 山本　紗生(2) ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ

4 6 茨城大Ｂ 8991 島田　夏純(4) ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾐ 51.96
8998 木村　琴音(3) ｷﾑﾗ ｺﾄﾈ
9707 國府田　千明(1) ｺｸﾌﾀﾞ ﾁｱｷ
9001 藤澤　真由(2) ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾕ



対校女子4X400mR
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 16:35 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 5 千葉大Ａ 9075 川島　都妃(2) ｶﾜｼﾏ ﾐﾔﾋﾞ 3:58.82

9073 川上　いちご(2) ｶﾜｶﾐ ｲﾁｺﾞ
9081 坂田　綾香(2) ｻｶﾀ ｱﾔｶ
9082 菅井　沙桜里(1) ｽｶﾞｲ ｻｵﾘ

2 3 千葉大Ｂ 9085 吉田　渚月(4) ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｷ 4:10.73

9071 碓井　茉依(3) ｳｽｲ ﾏｲ
9693 早笋　彩乃(4) ﾊﾔﾀｹ ｱﾔﾉ
9074 大出　茉穂(3) ｵｵｲﾃﾞ ﾏﾎ

3 4 茨城大Ａ 9707 國府田　千明(1) ｺｸﾌﾀﾞ ﾁｱｷ 4:18.45

9002 山本　紗生(2) ﾔﾏﾓﾄ ｻｷ
9004 神原　彩花(2) ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾔｶ
8997 笹崎　美公(3) ｻｻｻﾞｷ ﾐｸ

4 6 茨城大Ｂ 8998 木村　琴音(3) ｷﾑﾗ ｺﾄﾈ 4:29.80

9005 中原　千尋(2) ﾅｶﾊﾗ ﾁﾋﾛ
8993 大塚　千穂(4) ｵｵﾂｶ ﾁﾎ
8994 山本　麻友子(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｺ



対校女子走高跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11日 11:30 決　勝    

決　勝　

ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾕﾐ 茨城 － － － － ○ × × ×

1 3 8990 芝崎　祐美(4) 茨城大 1m55
ﾏｽｷﾞ ﾒｲ 神奈川 － － ○ ○ ○ × × ×

2 4 9959 馬杉　芽依(1) 千葉大 1m50 *JO
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野 ○ ○ ○ × ○ × × ×

3 2 9076 吉村　彩加(4) 千葉大 1m45
ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 茨城 × ○ ○ × × ×

4 1 9003 関口　りょう(2) 茨城大 1m35

1位決定戦

ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾕﾐ 茨城 ○

8990 芝崎　祐美(4) 茨城大
ﾏｽｷﾞ ﾒｲ 神奈川 ×

9959 馬杉　芽依(1) 千葉大

ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m55

1m35 1m40 1m45 1m50 1m55
記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m30

凡例  *JO:順位決定試技による記録



対校女子棒高跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11日 09:30 決　勝    

決　勝　

ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ 茨城 × ○ × ○ × ○ × × ×

1 1 8995 池田　風香(3) 茨城大 3m40

3m00 3m20 3m40 3m50
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属



対校女子走幅跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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

ｻｶﾀ ｱﾔｶ 千葉 5m57 5m58 × 5m58 4 × 5m42 5m69 5m69
1 4 9081 坂田　綾香(2) 千葉大 +1.5 +0.9 +0.9 +2.2 +1.3 +1.3

ﾆｼﾓﾄ ｻｷｺ 静岡 5m02 × 4m93 5m02 3 3m60 5m15 4m89 5m15
2 2 9695 西本　咲子(3) 千葉大 +1.7 +0.9 +1.7 +0.6 +2.0 +0.7 +2.0

ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾔｶ 茨城 4m94 4m92 × 4m94 2 4m88 5m02 × 5m02
3 3 9004 神原　彩花(2) 茨城大 +0.4 +0.1 +0.4 +0.1 +0.8 +0.8

ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 茨城 4m48 4m50 4m51 4m51 1 4m57 4m67 4m54 4m67
4 1 9003 関口　りょう(2) 茨城大 +1.4 +0.8 +0.3 +0.3 +2.3 +1.2 +0.8 +1.2



対校女子三段跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

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

ｻｶﾀ ｱﾔｶ 千葉 11m37 × 11m73 11m73 4 11m51 11m22 11m73 11m73
1 3 9081 坂田　綾香(2) 千葉大 +0.2 +1.5 +1.5 +0.3 +0.2 +0.3 +1.5

ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾕ 茨城 10m75 10m91 10m62 10m91 3 10m34 10m50 10m82 10m91
2 4 9001 藤澤　真由(2) 茨城大 +0.8 +0.7 +0.6 +0.7 -0.3 -0.1 -1.4 +0.7

ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾕﾐ 茨城 9m64 9m98 10m11 10m11 2 10m05 9m84 9m61 10m11
3 2 8990 芝崎　祐美(4) 茨城大 +1.4 -0.3 +1.6 +1.6 -0.6 -0.3 0.0 +1.6

ﾏｽｷﾞ ﾒｲ 神奈川 9m41 9m43 9m39 9m43 1 × × 9m25 9m43
4 1 9959 馬杉　芽依(1) 千葉大 +1.2 -0.2 +0.1 -0.2 +0.5 -0.2



対抗女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾅﾅｺ 茨城

1 1 8996 山形　菜々子(3) 茨城大 9m09 9m35 10m75 10m75 × 10m62 10m65 10m75
ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ 茨城

2 3 9709 鈴木　万裕(1) 茨城大 10m25 9m73 10m63 10m63 9m07 10m43 10m03 10m63
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野

3 2 9076 吉村　彩加(4) 千葉大 7m40 7m89 7m91 7m91 7m81 7m93 8m09 8m09



対校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾅﾅｺ 茨城

1 1 8996 山形　菜々子(3) 茨城大 39m86 × 35m29 39m86 2 36m68 40m20 39m87 40m20
ﾉﾓﾄ ﾅﾅ 茨城

2 2 9710 野本　菜奈(1) 茨城大 28m06 30m09 29m73 30m09 1 28m84 31m20 29m63 31m20



対校女子やり投(600g)
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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 4 8991 島田　夏純(4) 茨城大 45m17 48m86 44m98 48m86 4 43m59 × 47m39 48m86
ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ 茨城

2 2 9709 鈴木　万裕(1) 茨城大 37m86 40m20 37m15 40m20 3 36m60 37m67 34m89 40m20
ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 宮城

3 1 9696 佐藤　ななみ(3) 千葉大 30m71 29m32 31m36 31m36 2 29m92 31m86 27m65 31m86
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 長野

4 3 9076 吉村　彩加(4) 千葉大 24m70 r 24m70 1 24m70



一般女子100m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 14:25 決　勝

決　勝　

(風:+0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｸﾌﾀﾞ ﾁｱｷ 茨城

1 7 9707 國府田　千明(1) 茨城大 13.49



一般女子200m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 13:25 決　勝

決　勝　

(風:+0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺｸﾌﾀﾞ ﾁｱｷ 茨城

1 7 9707 國府田　千明(1) 茨城大 27.66
ｻｻｻﾞｷ ﾐｸ 茨城

2 8997 笹崎　美公(3) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子400m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 10:30 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 7 2439 今井　咲 千葉大クラブ 1:00.33



一般女子1500m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕｶ 茨城

1 5 9708 小林　亜由佳(1) 茨城大 5:15.26



一般女子三段跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

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

ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾔｶ 茨城

1 9004 神原　彩花(2) 茨城大 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子100m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

1組 (風:-0.5) 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
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝｺ 千葉 ｵｶﾑﾗ ﾘｵ 千葉

1 5 194 山下　凜子(2) 長生高 12.92 1 1 1075 岡村　理央(1) 千葉東高 13.16
ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 千葉 ｵｵｾｷ ﾁﾅﾂ 千葉

2 7 1114 中垣　響(2) 幕張総合高 12.97 2 4 1146 大関　千夏(2) 市立千葉高 13.27
ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉ 千葉 ｳｼｼﾞﾏ ﾘﾎ 千葉

3 4 2262 中河　香乃(2) 柏の葉高 13.15 3 5 2263 牛嶋　莉帆(2) 柏の葉高 13.47
ｻﾄｳ ｼｮｶ 千葉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 千葉

4 8 2293 佐藤　緒夏(2) 市立柏高 13.35 4 3 1074 山口　花梨(1) 千葉東高 13.63
ｱｻﾐ ﾜｶ 千葉 ｱｲﾅｲ ﾐｻｷ 千葉

2 1112 浅見　和伽(2) 幕張総合高 DNS 5 2 190 相内　美咲(2) 長生高 13.66
ｲｿ ﾋﾅﾀ 千葉 ｱﾄﾑﾗ ﾌﾂﾞｷ 千葉

3 1115 磯　陽奈妙(2) 幕張総合高 DNS 6 7 2054 後村　冬月(1) 松戸六実高 13.76
ﾆｲﾑﾗ ﾋﾖﾘ 千葉 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾏﾅ 千葉

6 1122 新村　日和(1) 幕張総合高 DNS 7 6 2125 藤枝　真菜(2) 流山おおたか高 14.15
ﾕｸﾓﾄ ﾘﾅ 千葉

8 1121 行本　梨奈(1) 幕張総合高 DNS

3組 (風:-1.0) 4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
ｶﾝｱﾘ ｱﾘｱ 千葉 ｵｵﾂｶ ﾐｱ 千葉

1 6 2268 神成　ありあ(1) 柏の葉高 13.83 1 3 1076 大塚　水晶(1) 千葉東高 13.62
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 千葉 ｶﾄｳ ﾙﾘ 千葉

2 4 1577 藤村　優希(1) 市立千葉高 13.95 2 4 193 加藤　瑠莉(2) 長生高 13.77
ｵｵﾉ ﾐﾅﾐ 千葉 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 千葉

3 5 1554 大野　美南(1) 土気高 14.12 3 2 2306 寺田　歩未(1) 市立柏高 14.03
ｵｵﾂ ｱﾔ 千葉 ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾝ 千葉

4 2 1580 大津　絢(1) 市立千葉高 14.17 4 8 2266 小泉　凜(1) 柏の葉高 14.13
ﾄｳｺﾞｳ ｻｸﾗ 千葉 ﾓﾘ ﾕﾘｺ 千葉

1 1120 東郷　さくら(1) 幕張総合高 DNS 5 7 2468 森　友梨子(1) 流山おおたか高 14.20
ﾊｼｸﾞﾁ ﾐｳ 千葉 ﾃﾗﾄﾞ ﾊﾅ 千葉

3 881 橋口　実生(1) 四街道高 DNS 6 6 1110 寺戸　巴那(2) 幕張総合高 14.40
ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾓﾄｶ 千葉 ﾋﾗｶﾞ ﾐｸ 千葉

7 2275 番場　元香(2) 柏中央高 DNS 5 1119 平賀　美空(1) 幕張総合高 DNS
ﾀﾅｶ ﾐﾎ 千葉

8 2046 田中　美帆(2) 松戸六実高 DNS

5組 (風:+0.3) 6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
ｱｻﾄ ｱｷﾎ 千葉 ｺｾｷ ｼﾎ 千葉

1 7 1524 安里　彬穂(1) 千葉南高 13.84 1 6 854 古関　志萌(1) 横芝敬愛高 14.50
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｵ 千葉 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 千葉

2 3 2308 山﨑　澪(1) 市立柏高 13.85 2 8 504 鈴木　遥香(1) 横芝敬愛高 14.55
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｲ 千葉 ﾐﾔｳﾁ ｼﾎ 千葉

3 4 2126 宮川　舞(2) 流山おおたか高 13.89 3 7 503 宮内　詩帆(2) 横芝敬愛高 14.59
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ 千葉 ｶﾝﾀﾞ ﾕｲ 千葉

4 2 2307 松田　莉桜(1) 市立柏高 14.42 4 3 1564 神田　祐衣(1) 千葉西高 14.64
ｻｲﾄｳ ｱｽﾞﾐ 千葉 ｽｽﾞｷ ｹｲ 千葉

5 8 2267 齋藤　愛純(1) 柏の葉高 14.69 5 2 2291 鈴木　ケイ(2) 市立柏高 14.75
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 千葉 ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ 千葉

6 6 1050 林田　帆乃果(1) 土気高 14.81 4 501 佐藤　真奈実(2) 横芝敬愛高 DNS
ﾋｸﾞﾁ ﾚﾅ 千葉 ｱﾝﾄﾞｳ ﾙﾘ 千葉

5 2461 樋口　怜那(1) 松戸高 DNS 5 196 安藤　瑠璃(1) 長生高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子100m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 15:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　9組

7組 (風:-0.1) 8組 (風:+2.0)

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
ｺｻｶｲ ﾊﾙﾅ 千葉 ｵｵﾂｶ ｱｲﾘ 千葉

1 5 1536 小堺　春菜(1) 千葉東高 14.09 1 8 1537 大塚　愛莉(1) 千葉東高 13.77
ﾏｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 千葉 ﾌｸﾀﾞ ﾁﾅﾂ 千葉

2 8 2277 増田　結月(1) 柏中央高 14.15 2 6 2458 福田　千夏(1) 柏中央高 14.23
ﾋｶﾞﾔ ﾘﾅ 千葉 ﾏﾘｺ ﾙｷ 千葉

3 6 2270 飛ヶ谷　莉菜(1) 柏の葉高 14.34 3 5 2457 鞠子　瑠生(1) 柏中央高 14.49
ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 千葉 ｻﾄｳ ｻｸﾗ 千葉

4 3 1526 加藤　瑞季(1) 千葉南高 14.41 4 4 1527 佐藤　さくら(1) 千葉南高 14.70
ﾑﾗﾓﾄ ﾐｸ 千葉 ﾔｸﾞﾁ ﾙｲ 千葉

5 7 2269 村元　未来(1) 柏の葉高 14.64 5 2 2469 矢口　留衣(1) 流山おおたか高 15.06
ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾅ 千葉 ﾀｶｽ ﾙｶ 千葉

6 4 800 北島　花菜(2) 千葉英和高 14.68 6 3 2127 高須　瑠華(2) 流山おおたか高 15.09
ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾓﾓ 千葉 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕﾒｶ 千葉

2 2276 柳橋　モモ(2) 柏中央高 DNS 7 1557 永島　夢花(1) 千葉南高 DNS

9組 (風:-1.0) 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

ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ 千葉 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝｺ 千葉

1 6 2279 髙山　結衣(1) 柏中央高 15.03 1 194 山下　凜子(2) 長生高 12.92 -0.5
ｿﾐﾔ ﾕｲ 千葉 ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 千葉

2 4 2459 曽宮　優衣(1) 柏中央高 15.12 2 1114 中垣　響(2) 幕張総合高 12.97 -0.5
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ 千葉 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉ 千葉

3 8 904 渡辺　遥南(1) 千葉英和高 15.12 3 2262 中河　香乃(2) 柏の葉高 13.15 -0.5
ｶﾜﾑﾗ ﾕﾘﾅ 千葉 ｵｶﾑﾗ ﾘｵ 千葉

4 3 283 川村　友理菜(1) 長生高 15.21 4 1075 岡村　理央(1) 千葉東高 13.16 +0.3
ｷｼﾊﾗ ﾋｶﾘ 千葉 ｵｵｾｷ ﾁﾅﾂ 千葉

5 2 801 岸原　光里(2) 千葉英和高 15.57 5 1146 大関　千夏(2) 市立千葉高 13.27 +0.3
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾅ 千葉 ｻﾄｳ ｼｮｶ 千葉

6 7 883 櫻井　優菜(1) 四街道高 15.84 6 2293 佐藤　緒夏(2) 市立柏高 13.35 -0.5
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 千葉 ｳｼｼﾞﾏ ﾘﾎ 千葉

7 5 1553 遠藤　美月(1) 土気高 15.92 7 2263 牛嶋　莉帆(2) 柏の葉高 13.47 +0.3
ｵｵﾂｶ ﾐｱ 千葉

8 1076 大塚　水晶(1) 千葉東高 13.62 0.0

凡例  DNS:欠場



高校女子400m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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

ｳｴﾉ ﾘﾅ 千葉 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｲ 千葉

1 5 1116 上野　莉奈(2) 幕張総合高 1:00.93 1 5 1142 山田　芽依(2) 市立千葉高 1:02.91
ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 千葉 ｲｼｻﾞﾜ ｽﾐﾚ 千葉

2 4 1114 中垣　響(2) 幕張総合高 1:01.71 2 8 1581 石澤　菫(1) 市立千葉高 1:03.82
ﾑﾗﾔﾏ ｺﾌﾕ 千葉 ﾊﾔｶﾜ ﾏｺﾄ 千葉

3 2 1028 村山　小冬(2) 千葉南高 1:03.16 3 7 1027 早川　真琴(2) 千葉南高 1:04.62
ﾔｼﾛ ｶﾎ 千葉 ｱﾝﾄﾞｳ ﾚﾝ 千葉

4 8 1020 矢代　果穂(1) 千葉商高 1:06.89 4 4 709 安藤　蓮(2) 四街道北高 1:04.75
ｵｶｼﾀ ｱﾔﾈ 千葉 ﾊﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 千葉

5 7 1078 岡下　彩音(1) 千葉東高 1:07.04 5 3 804 濱田　ひかる(2) 千葉英和高 1:04.80
ﾄｳｺﾞｳ ｻｸﾗ 千葉 ｳﾁﾑﾗ ﾕｲｶ 千葉

3 1120 東郷　さくら(1) 幕張総合高 DNS 6 1 1026 内村　唯衣花(2) 千葉南高 1:05.42
ｱｻﾐ ﾜｶ 千葉 ｵｵｻｺ ﾋﾅﾀ 千葉

6 1112 浅見　和伽(2) 幕張総合高 DNS 7 6 1145 大迫　ひなた(2) 市立千葉高 1:07.28
ｵﾊﾞﾀ ｶｱｲ 千葉

8 2 702 小幡　佳愛(2) 四街道高 1:07.51

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

ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾅﾀ 千葉 ｼﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 千葉

1 8 714 熊谷　春陽(1) 四街道北高 1:05.98 1 6 879 進藤　夏菜(1) 四街道高 1:07.94
ｻｲﾄｳ ｱｽﾞﾐ 千葉 ｳﾁﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 千葉

2 4 2267 齋藤　愛純(1) 柏の葉高 1:07.69 2 5 282 内田　安寿(1) 長生高 1:08.30
ﾀﾅｶ ﾚｲｶ 千葉 ﾀｼﾞﾏ ｱｶﾈ 千葉

3 5 715 田中　麗華(1) 四街道北高 1:07.71 3 8 880 田島　朱音(1) 四街道高 1:10.23
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｵ 千葉 ｼﾝﾆｼ ﾕｲﾅ 千葉

4 2 2307 松田　莉桜(1) 市立柏高 1:07.86 4 4 712 新西　唯菜(2) 四街道北高 1:11.84
ｵﾀﾞｶ ﾁﾊﾙ 千葉 ﾊﾏﾉ ｲﾂｶ 千葉

5 1 711 小髙　千晴(2) 四街道北高 1:10.41 5 7 845 濱野　五夏(1) 四街道北高 1:12.89
ｶﾄｳ ﾔｽﾊ 千葉 ﾅｶﾀﾞ ﾐｻﾄ 千葉

6 3 903 加藤　靖葉(1) 千葉英和高 1:12.73 6 3 713 仲田　美里(2) 四街道北高 1:14.74
ｽｽﾞｷ ｹｲ 千葉 ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾕ 千葉

7 7 2291 鈴木　ケイ(2) 市立柏高 1:17.11 7 1 896 熊谷　真優(1) 四街道北高 1:16.80
ﾉﾓﾄ ｼｵﾘ 千葉 ｲｼﾀﾞ ﾙｶ 千葉

6 2047 野本　栞莉(2) 松戸六実高 DNS 8 2 710 石田　琉華(2) 四街道北高 1:18.10

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

ｳｴﾉ ﾘﾅ 千葉

1 1116 上野　莉奈(2) 幕張総合高 1:00.93
ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 千葉

2 1114 中垣　響(2) 幕張総合高 1:01.71
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｲ 千葉

3 1142 山田　芽依(2) 市立千葉高 1:02.91
ﾑﾗﾔﾏ ｺﾌﾕ 千葉

4 1028 村山　小冬(2) 千葉南高 1:03.16
ｲｼｻﾞﾜ ｽﾐﾚ 千葉

5 1581 石澤　菫(1) 市立千葉高 1:03.82
ﾊﾔｶﾜ ﾏｺﾄ 千葉

6 1027 早川　真琴(2) 千葉南高 1:04.62
ｱﾝﾄﾞｳ ﾚﾝ 千葉

7 709 安藤　蓮(2) 四街道北高 1:04.75
ﾊﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 千葉

8 804 濱田　ひかる(2) 千葉英和高 1:04.80

凡例  DNS:欠場



高校女子1500m
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 13:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1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

ﾂﾁﾔ ﾊﾙｶ 千葉 ﾂﾁﾔ ﾊﾙｶ 千葉

1 1 1068 土屋　遥(2) 千葉東高 5:01.04 1 1068 土屋　遥(2) 千葉東高 5:01.04
ｸﾎﾞ ﾁﾋﾛ 千葉 ｸﾎﾞ ﾁﾋﾛ 千葉

2 6 1118 久保　千尋(1) 幕張総合高 5:10.49 2 1118 久保　千尋(1) 幕張総合高 5:10.49
ｼﾗｲ ﾕﾂﾞｷ 千葉 ｼﾗｲ ﾕﾂﾞｷ 千葉

3 7 1029 白井　優月(2) 千葉南高 5:12.85 3 1029 白井　優月(2) 千葉南高 5:12.85
ﾀｷｸﾞﾁ ｷｮｳｶ 千葉 ﾀｷｸﾞﾁ ｷｮｳｶ 千葉

4 3 1073 滝口　杏華(2) 千葉東高 5:19.03 4 1073 滝口　杏華(2) 千葉東高 5:19.03
ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾐ 千葉 ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾐ 千葉

5 2 1051 鈴木　なつみ(1) 土気高 5:21.20 5 1051 鈴木　なつみ(1) 土気高 5:21.20
ﾀｶｻﾞﾜ ﾐﾕ 千葉 ﾀｶｻﾞﾜ ﾐﾕ 千葉

6 16 3 髙澤　美優(2) 京葉高 5:28.78 6 3 髙澤　美優(2) 京葉高 5:28.78
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘﾅ 千葉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾘﾅ 千葉

7 5 1533 山口　ゆりな(1) 千葉東高 5:29.45 7 1533 山口　ゆりな(1) 千葉東高 5:29.45
ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞｶ 千葉 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞｶ 千葉

8 8 197 鈴木　柚香(1) 長生高 5:33.15 8 197 鈴木　柚香(1) 長生高 5:33.15
ｲｶﾞﾗｼ ｻｸﾗ 千葉

9 9 2413 五十嵐　桜花(1) 松戸六実高 5:45.33
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾘｶ 千葉

10 10 1523 藤本　紀香(1) 千葉南高 5:47.47
ｻｻｷ ﾊﾅ 千葉

11 17 4 佐々木　陽菜(1) 京葉高 5:47.73
ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｶ 千葉

12 4 1070 中谷　優夏(2) 千葉東高 6:02.25
ﾔﾏｶﾞﾀ ﾌﾐﾅ 千葉

13 15 1578 山縣　史奈(1) 市立千葉高 6:05.08
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾅ 千葉

14 12 2414 中島　奈菜(1) 松戸六実高 6:10.08
ｻｲ ｱｶﾈ 千葉

15 13 882 佐井　茜音(1) 四街道高 6:11.19
ｷﾊﾗ ﾅﾅｴ 千葉

16 11 1525 木原　菜々恵(1) 千葉南高 6:15.47
ｸｶﾞ ﾀﾏｷ 千葉

14 1030 久我　珠希(2) 千葉南高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子100mH(0.838m)
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11日 12:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-0.2) 2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
ｲｸｲﾈ ﾘｺ 千葉 ｴﾄﾞ ﾚﾐ 千葉

1 4 1113 生稲　理子(2) 幕張総合高 16.82 1 5 2053 江渡　礼実(1) 松戸六実高 18.08
ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾅ 千葉 ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾝ 千葉

2 5 2292 髙橋　栞南(2) 市立柏高 16.99 2 6 2266 小泉　凜(1) 柏の葉高 18.85
ﾃﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 千葉 ｻﾄｳ ｻｸﾗ 千葉

3 7 2306 寺田　歩未(1) 市立柏高 17.78 3 8 1527 佐藤　さくら(1) 千葉南高 19.80
ｵｵｿﾈ ｱﾔｶ 千葉 ｱﾘｶ ﾚﾅ 千葉

4 6 192 大曽根　彩花(2) 長生高 17.90 4 7 1069 有家　怜奈(2) 千葉東高 20.48
ｽｷﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 千葉 ｻﾙﾀ ｼｮｳ 千葉

5 2 1117 杉田　響(1) 幕張総合高 18.84 5 2 1565 猿田　晶(1) 千葉西高 22.16
ｳﾁﾑﾗ ﾕｲｶ 千葉 ﾏﾂﾓﾄ ｱｽﾞﾐ 千葉

3 1026 内村　唯衣花(2) 千葉南高 DNS 3 2055 松本　あずみ(1) 松戸六実高 DNS
ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾓﾄｶ 千葉

4 2275 番場　元香(2) 柏中央高 DNS

3組 (風:+0.6) 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

ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｴ 千葉 ｲｸｲﾈ ﾘｺ 千葉

1 6 2467 山口　紗英(1) 流山おおたか高 18.28 1 1113 生稲　理子(2) 幕張総合高 16.82 -0.2
ﾑﾗﾓﾄ ﾐｸ 千葉 ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾅ 千葉

2 2 2269 村元　未来(1) 柏の葉高 19.61 2 2292 髙橋　栞南(2) 市立柏高 16.99 -0.2
ﾓﾝｼﾞ ﾏﾅﾐ 千葉 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 千葉

3 5 1077 門司　まなみ(1) 千葉東高 19.74 3 2306 寺田　歩未(1) 市立柏高 17.78 -0.2
ﾃﾙﾔ ｿﾗﾐ 千葉 ｵｵｿﾈ ｱﾔｶ 千葉

4 7 1534 照屋　空見(1) 千葉東高 19.88 4 192 大曽根　彩花(2) 長生高 17.90 -0.2
ﾀｶﾔﾏ ﾕｲ 千葉 ｴﾄﾞ ﾚﾐ 千葉

3 2279 髙山　結衣(1) 柏中央高 DNS 5 2053 江渡　礼実(1) 松戸六実高 18.08 0.0
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶ 千葉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｴ 千葉

4 1072 小林　風香(2) 千葉東高 DNS 6 2467 山口　紗英(1) 流山おおたか高 18.28 +0.6
ﾏﾉ ﾓﾓｶ 千葉 ｽｷﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 千葉

8 1144 真野　桃佳(2) 市立千葉高 DNS 7 1117 杉田　響(1) 幕張総合高 18.84 -0.2
ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾝ 千葉

8 2266 小泉　凜(1) 柏の葉高 18.85 0.0

凡例  DNS:欠場



高校女子4X100mR
審 判 長：伊藤　信夫・今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

8月11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 5 柏の葉高 2266 小泉　凜(1) ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾝ 51.51 1 1 市立千葉高 1146 大関　千夏(2) ｵｵｾｷ ﾁﾅﾂ 52.79
2262 中河　香乃(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉ 1577 藤村　優希(1) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ
2263 牛嶋　莉帆(2) ｳｼｼﾞﾏ ﾘﾎ 1580 大津　絢(1) ｵｵﾂ ｱﾔ
2268 神成　ありあ(1) ｶﾝｱﾘ ｱﾘｱ 1143 髙橋　その(2) ﾀｶﾊｼ ｿﾉ

2 3 長生高 192 大曽根　彩花(2) ｵｵｿﾈ ｱﾔｶ 51.68 2 4 四街道北高 715 田中　麗華(1) ﾀﾅｶ ﾚｲｶ 53.48
193 加藤　瑠莉(2) ｶﾄｳ ﾙﾘ 709 安藤　蓮(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾚﾝ
190 相内　美咲(2) ｱｲﾅｲ ﾐｻｷ 712 新西　唯菜(2) ｼﾝﾆｼ ﾕｲﾅ
194 山下　凜子(2) ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝｺ 714 熊谷　春陽(1) ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾅﾀ

3 1 柏中央高 2277 増田　結月(1) ﾏｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 54.27 3 6 千葉南高 1524 安里　彬穂(1) ｱｻﾄ ｱｷﾎ 53.53
2275 番場　元香(2) ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾓﾄｶ 1027 早川　真琴(2) ﾊﾔｶﾜ ﾏｺﾄ
2458 福田　千夏(1) ﾌｸﾀﾞ ﾁﾅﾂ 1526 加藤　瑞季(1) ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ
2457 鞠子　瑠生(1) ﾏﾘｺ ﾙｷ 1026 内村　唯衣花(2) ｳﾁﾑﾗ ﾕｲｶ

4 6 土気高 1052 田邉　明莉(1) ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 55.45 4 8 千葉東高Ｂ 1077 門司　まなみ(1) ﾓﾝｼﾞ ﾏﾅﾐ 54.42
1554 大野　美南(1) ｵｵﾉ ﾐﾅﾐ 1537 大塚　愛莉(1) ｵｵﾂｶ ｱｲﾘ
1050 林田　帆乃果(1) ﾊﾔｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 1534 照屋　空見(1) ﾃﾙﾔ ｿﾗﾐ
1553 遠藤　美月(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 1536 小堺　春菜(1) ｺｻｶｲ ﾊﾙﾅ

5 7 千葉東高 1076 大塚　水晶(1) ｵｵﾂｶ ﾐｱ 55.46 5 3 流山おおたか高 2468 森　友梨子(1) ﾓﾘ ﾕﾘｺ 54.44
1074 山口　花梨(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 2126 宮川　舞(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｲ
1072 小林　風香(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶ 2466 亀田　花凜(1) ｶﾒﾀﾞ ｶﾘﾝ
1075 岡村　理央(1) ｵｶﾑﾗ ﾘｵ 2125 藤枝　真菜(2) ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾏﾅ

2 幕張総合高Ｂ DNS 6 5 四街道高 703 桑原　美優(2) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ 54.84
702 小幡　佳愛(2) ｵﾊﾞﾀ ｶｱｲ
879 進藤　夏菜(1) ｼﾝﾄﾞｳ ｶﾅ
880 田島　朱音(1) ﾀｼﾞﾏ ｱｶﾈ

4 幕張総合高Ａ DNS 7 7 千葉英和高 800 北島　花菜(2) ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾅ 56.16
804 濱田　ひかる(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ
801 岸原　光里(2) ｷｼﾊﾗ ﾋｶﾘ
904 渡辺　遥南(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾅ

8 松戸六実高 DNS 2 横芝敬愛高 DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 柏の葉高 54 小泉　凜(1) ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾝ 51.51
中河　香乃(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉ
牛嶋　莉帆(2) ｳｼｼﾞﾏ ﾘﾎ
神成　ありあ(1) ｶﾝｱﾘ ｱﾘｱ

2 長生高 52 大曽根　彩花(2) ｵｵｿﾈ ｱﾔｶ 51.68
加藤　瑠莉(2) ｶﾄｳ ﾙﾘ
相内　美咲(2) ｱｲﾅｲ ﾐｻｷ
山下　凜子(2) ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝｺ

3 市立千葉高 58 大関　千夏(2) ｵｵｾｷ ﾁﾅﾂ 52.79
藤村　優希(1) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｷ
大津　絢(1) ｵｵﾂ ｱﾔ
髙橋　その(2) ﾀｶﾊｼ ｿﾉ

4 四街道北高 61 田中　麗華(1) ﾀﾅｶ ﾚｲｶ 53.48
安藤　蓮(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾚﾝ
新西　唯菜(2) ｼﾝﾆｼ ﾕｲﾅ
熊谷　春陽(1) ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾅﾀ

5 千葉南高 63 安里　彬穂(1) ｱｻﾄ ｱｷﾎ 53.53
早川　真琴(2) ﾊﾔｶﾜ ﾏｺﾄ
加藤　瑞季(1) ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ
内村　唯衣花(2) ｳﾁﾑﾗ ﾕｲｶ

6 柏中央高 50 増田　結月(1) ﾏｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 54.27
番場　元香(2) ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾓﾄｶ
福田　千夏(1) ﾌｸﾀﾞ ﾁﾅﾂ
鞠子　瑠生(1) ﾏﾘｺ ﾙｷ

7 千葉東高Ｂ 65 門司　まなみ(1) ﾓﾝｼﾞ ﾏﾅﾐ 54.42
大塚　愛莉(1) ｵｵﾂｶ ｱｲﾘ
照屋　空見(1) ﾃﾙﾔ ｿﾗﾐ
小堺　春菜(1) ｺｻｶｲ ﾊﾙﾅ

8 流山おおたか高 60 森　友梨子(1) ﾓﾘ ﾕﾘｺ 54.44
宮川　舞(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｲ
亀田　花凜(1) ｶﾒﾀﾞ ｶﾘﾝ
藤枝　真菜(2) ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾏﾅ

凡例  DNS:欠場



高校女子走幅跳
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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

ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 千葉 × 5m11 5m04 5m11
1 8 1052 田邉　明莉(1) 土気高 +0.3 -0.2 +0.3

ﾎｿﾀﾞ ﾌﾐｶ 千葉 4m69 4m54 4m74 4m74
2 5 1021 細田　史花(1) 千葉商高 -0.5 -1.0 +1.3 +1.3

ﾕｱｻ ﾋﾅﾀ 千葉 × 4m65 4m73 4m73
3 7 1111 湯浅　ひなた(2) 幕張総合高 -0.2 +0.3 +0.3

ﾏｽﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 千葉 4m44 4m67 4m50 4m67
4 19 2277 増田　結月(1) 柏中央高 -0.8 -0.5 -0.4 -0.5

ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 千葉 4m64 × 4m14 4m64
5 14 1526 加藤　瑞季(1) 千葉南高 +0.3 -0.6 +0.3

ｶﾒﾀﾞ ｶﾘﾝ 千葉 4m57 4m03 4m57 4m57
6 1 2466 亀田　花凜(1) 流山おおたか高 -0.3 -0.1 -0.5 -0.3

ｵｵｿﾈ ｱﾔｶ 千葉 4m48 4m52 4m48 4m52
7 22 192 大曽根　彩花(2) 長生高 -0.6 +0.5 -0.3 +0.5

ｲｸｲﾈ ﾘｺ 千葉 4m37 4m51 4m46 4m51
8 23 1113 生稲　理子(2) 幕張総合高 -0.1 -1.3 -1.3 -1.3

ﾔﾏｼﾀ ﾐｵ 千葉 4m05 4m35 4m51 4m51
9 4 2052 山下　実桜(1) 松戸六実高 -0.7 +0.7 +0.3 +0.3

ｽｷﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ 千葉 4m08 4m46 4m49 4m49
10 24 1117 杉田　響(1) 幕張総合高 -2.2 -0.7 +0.4 +0.4

ｱｻﾄ ｱｷﾎ 千葉 × 4m30 4m38 4m38
11 13 1524 安里　彬穂(1) 千葉南高 0.0 0.0 0.0

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｲ 千葉 × 4m32 4m35 4m35
12 10 2126 宮川　舞(2) 流山おおたか高 +0.8 -0.3 -0.3

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘｱ 千葉 4m35 4m01 × 4m35
13 3 2051 渡邉　まりあ(1) 松戸六実高 -0.6 0.0 -0.6

ｲｼﾂﾞｶ ｱﾔｶ 千葉 4m18 4m12 × 4m18
14 2 191 石塚　彩花(2) 長生高 +0.2 +0.1 +0.2

ﾐﾔｳﾁ ｼﾎ 千葉 3m99 × 4m10 4m10
15 21 503 宮内　詩帆(2) 横芝敬愛高 -0.9 -0.2 -0.2

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾕ 千葉 4m01 4m02 3m85 4m02
16 6 703 桑原　美優(2) 四街道高 -1.0 0.0 +0.4 0.0

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｵ 千葉 3m69 × 3m83 3m83
17 20 2308 山﨑　澪(1) 市立柏高 -1.2 -0.6 -0.6

ﾋｶﾞﾔ ﾘﾅ 千葉 3m81 3m56 3m67 3m81
18 15 2270 飛ヶ谷　莉菜(1) 柏の葉高 -1.2 +0.1 -1.6 -1.2

ﾔｸﾞﾁ ﾙｲ 千葉 × 3m66 3m80 3m80
19 11 2469 矢口　留衣(1) 流山おおたか高 0.0 -0.7 -0.7

ｷｼﾊﾗ ﾋｶﾘ 千葉 × 3m51 3m63 3m63
20 16 801 岸原　光里(2) 千葉英和高 -0.5 -0.6 -0.6

ｻｸﾗｲ ﾕｳﾅ 千葉 3m11 × 3m52 3m52
21 12 883 櫻井　優菜(1) 四街道高 +1.1 0.0 0.0

ﾅｶﾞﾂﾏ ｸﾙﾐ 千葉

9 2295 長妻　くるみ(2) 市立柏高 DNS
ﾋﾗｶﾞ ﾐｸ 千葉

17 1119 平賀　美空(1) 幕張総合高 DNS
ﾃﾗﾄﾞ ﾊﾅ 千葉

18 1110 寺戸　巴那(2) 幕張総合高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校女子やり投(600g)
審 判 長：高橋　喜志夫

記録主任：岩脇　充司

8月11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

ﾔｽｸﾆ ｱｷ 千葉

1 11 2294 安國　明希(2) 市立柏高 29m09 31m68 26m18 31m68 31m68
ｽｽﾞｷ ﾓﾓ 千葉

2 1 280 鈴木　もも(1) 長生高 28m04 29m45 × 29m45 29m45
ﾖｼﾊﾗ ﾐｵ 千葉

3 3 2050 吉原　美桜(2) 松戸六実高 24m02 23m59 26m03 26m03 26m03
ﾏﾘｺ ﾙｷ 千葉

4 13 2457 鞠子　瑠生(1) 柏中央高 － 21m89 24m15 24m15 24m15
ﾓﾝｼﾞ ﾏﾅﾐ 千葉

5 14 1077 門司　まなみ(1) 千葉東高 23m97 19m51 23m07 23m97 23m97
ｲｸｲﾈ ﾘｺ 千葉

6 10 1113 生稲　理子(2) 幕張総合高 22m97 22m69 21m87 22m97 22m97
ﾓﾘ ﾕﾘｺ 千葉

7 12 2468 森　友梨子(1) 流山おおたか高 19m19 21m32 21m41 21m41 21m41
ｶﾒｻﾞｷ ｱﾝﾅ 千葉

8 6 704 亀﨑　安奈(1) 四街道高 19m57 × × 19m57 19m57
ﾐﾑﾗ ﾕｶｺ 千葉

9 9 1123 三村　祐佳子(1) 幕張総合高 17m64 19m10 19m48 19m48 19m48
ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕﾐｶ 千葉

10 8 905 芝原　有美佳(1) 千葉英和高 15m74 17m57 × 17m57 17m57
ﾖｼﾀﾞ ｻﾗ 千葉

2 2049 吉田　彩来(2) 松戸六実高 DNS
ﾑﾗﾀ ﾐﾚｲ 千葉

4 847 村田　美玲(1) 四街道北高 DNS
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 千葉

5 895 伊藤　百香(1) 四街道北高 DNS
ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳ 千葉

7 2264 小松崎　悠(2) 柏の葉高 DNS
ﾏﾉ ﾓﾓｶ 千葉

15 1144 真野　桃佳(2) 市立千葉高 DNS

凡例  DNS:欠場


