
一般男子100m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 14:20 予　選
7月17日 17:20 決　勝

予　選　14組0着＋8

1組 (風:-0.7) 2組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏﾂﾉ ｶｲﾄ 千葉 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 千　葉

1 3 135 松野　魁人(3) 木更津総合高 11.06 1 5 694 前田 真悟 Team AgaiN 10.98
ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 千葉 ﾀｹｵｶ ｾｲｺｳ 千葉

2 4 34 加藤　拓翔(3) 東海大望洋高 11.44 2 4 2184 武岡　世航(1) 市立船橋高 11.06
ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｽｹ 千葉 ﾀｶﾅｼ ﾕｳﾄ 千葉

3 6 2179 山中　恭介(2) 市立船橋高 11.59 3 6 70 髙梨　佑斗(1) 東海大望洋高 11.45
ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳﾄ 千葉 ﾁﾊﾞ ﾀﾂﾔ 千葉

4 8 2190 山本　楓人(1) 市立船橋高 11.78 4 2 153 千葉　竜也(1) 木更津総合高 11.61
ｱﾍﾞ ｼﾞﾝ 千葉 ﾖﾈｸﾗ ﾕｳ 千葉

5 2 90 阿部 慈心(2) 市原中央高 11.93 3 286 米倉　悠(2) 大多喜高 FS,DQ

ｷﾞｮｳﾄｸ ﾚｲ ｱﾗﾅﾐ ﾕｳﾔ 長　野

6 5 250 行徳　玲(3) 千葉大 11.96 7 2512 荒波　友也(3) 松本国際高 DNS
ｻｶｷｽﾊﾞﾙ 千葉 ｵｵﾂｶﾗｲﾄ 千葉

7 7 2558 榊　昴(1) 幕張総合高 12.19 8 1700 大塚　雷兎(2) 幕張総合高 DNS

3組 (風:-0.4) 4組 (風:-0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲ 千葉 ｳﾄﾞﾉ ﾚﾝ 千葉

1 5 3037 郡司　櫂(3) 松戸六実高 11.20 1 5 3522 鵜殿　廉(3) 日体大柏高 11.06
ｲﾏﾑﾗ ｾｲｼﾞ 千葉 ｶﾜｼﾞ ｱﾂｼ 千葉

2 6 2163 今村　誠慈(3) 市立船橋高 11.31 2 6 1766 河治　敦(3) 千葉経大附高 11.26
ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 千葉 ｴｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 千葉

3 4 239 嶋田　直希(1) 安房高 11.47 3 3 57 江口　瑞希(2) 東海大望洋高 11.45
ﾔﾏｶﾞﾀ ｱｷ 千葉 ｲｼｲ ｺｳｾｲ 千葉

4 3 146 山形　アキ(2) 木更津総合高 11.63 4 7 241 山崎　伸太郞(1) 安房高 11.74
ﾄﾘｳﾐ ｼｭｳﾍｲ 千葉 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳｷ 千葉

5 1 423 鳥海　周平(1) 志学館高 11.96 5 4 2186 松永　勇輝(1) 市立船橋高 11.76
ﾔﾏﾀﾞﾕｷﾄﾓ 千葉 ｽｹﾞﾉ ﾊﾙﾄ 千葉

6 7 2557 山田　逞智(1) 幕張総合高 12.01 6 8 155 菅野　暖翔(1) 木更津総合高 12.35
ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ 長　野 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 千　葉

7 8 2527 児玉　賢人(2) 松本国際高 12.06 7 2 323 鈴木 陽大 Team AgaiN 12.44
ｷﾑﾗ ﾘｭｳｷ 千葉 ｻｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ 千葉

8 2 472 木村琉樹(1) 東海大望洋高 12.61 8 1 452 齋藤　琥太郎(1) 市原八幡高 12.52

5組 (風:-0.4) 6組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻﾜﾍﾞ ﾐﾅｷﾞ 千葉 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳｷ 千葉

1 3 35 澤邉　海凪(3) 東海大望洋高 11.20 1 6 36 安永　雄貴(4) 千葉大 11.06
ﾊﾙﾅ ｲｯﾀ 千葉 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｷ 千葉

2 6 2168 春名　一汰(3) 市立船橋高 11.40 2 5 55 宮川　優希(2) 東海大望洋高 11.42
ｵｵｼﾏ ﾏｺﾄ 千　葉 ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ 長　野

3 5 317 大島 誠 Team AgaiN 11.57 3 8 2521 木曽　隆大朗(2) 松本国際高 11.77
ｼﾓｼﾞｮｳﾀﾏｷ 千葉 ﾄﾀﾞ ﾓﾄﾋﾄ 千葉

4 4 1702 下條　環(2) 幕張総合高 11.77 4 7 140 戸田　基仁(2) 木更津総合高 11.79
ｴﾝﾄﾞｳ ｾﾞﾝ 千葉 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾚｲ 千葉

5 7 91 遠藤 善(2) 市原中央高 11.99 5 2 1759 河東　怜(2) 市立稲毛高 12.05
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳ 千葉 ｲｹﾀﾞ ｿﾗ 千葉

6 8 154 宮島　由(1) 木更津総合高 12.09 6 1 360 池田　空矢(2) 成東高 12.12
ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｵﾐ 千葉 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾄ 千葉

1 29 吉田　陽臣(3) 千葉大 DNS 3 94 前田 波響(2) 市原中央高 DNS
ﾖｺｻﾞﾜ ｿｳﾀ 長　野 ｲﾄｳ ﾊﾙ 千葉

2 2513 横沢　颯太(2) 松本国際高 DNS 4 2174 伊藤　晴(2) 市立船橋高 DNS

凡例  DNS:欠場 FS:(R162-7)不正ｽﾀｰﾄ DQ:失格



一般男子100m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 14:20 予　選
7月17日 17:20 決　勝

予　選　14組0着＋8

7組 (風:-0.6) 8組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｻｶﾓﾄ ｾｲﾔ 千葉 ﾏﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 千葉

1 3 3039 坂本　聖也(3) 松戸六実高 11.28 1 6 2187 馬原　浩志郎(1) 市立船橋高 11.10
ﾄﾖﾀﾞ ｷｮｳﾔ 千葉 ﾀｶｷ ｿｳﾔ 千葉

2 5 2176 豊田　恭也(2) 市立船橋高 11.39 2 5 152 高木　奏哉(1) 木更津総合高 11.42
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 千葉 ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾑﾈ 千葉

3 4 1764 髙橋　亮太(2) 市立稲毛高 11.63 3 4 69 小出　真宗(1) 東海大望洋高 11.47
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾄ 千葉 ｵﾁ ﾘｭｳｾｲ 千葉

4 8 234 平野　優斗(2) 安房高 11.68 4 7 56 越智　隆成(2) 東海大望洋高 11.55
ｽﾐﾔ ﾋﾛﾄ 千葉 ﾊﾄﾘ ﾊﾙｷ 千葉

5 7 38 角谷　大翔(3) 東海大望洋高 12.10 5 3 203 羽鳥　陽紀(1) 君津高 11.82
ｲｽﾞﾐｻﾜ ﾄﾓ 千葉 ｱｵﾔｷﾞ ﾀｸﾐ 千葉

6 1 468 和泉澤 鵬(1) 木更津総合高 12.18 6 2 71 青柳　巧海(1) 東海大望洋高 12.07
ｵﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 千葉 ｵｶﾓﾄ ｴｲﾀ 千　葉

7 6 1172 小原　颯斗(1) 県立銚子高 13.59 7 8 229 鈴木　雄大(2) 安房高 12.17
ｻｶﾀ ﾕｳﾔ 千葉

2 2181 坂田　有弥(1) 市立船橋高 DNS

9組 (風:-0.4) 10組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾊﾏﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉 ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ 千葉

1 4 34 浜山　純一(4) 千葉大 11.42 1 3 2185 田原　慶人(1) 市立船橋高 11.15
ｼｲﾉ ｼｸﾞﾚ 千葉 ﾑﾗｶﾐ ｹﾞﾝ 千葉

2 5 61 椎野　詩紅(2) 東海大望洋高 11.54 2 6 37 村上　源(3) 東海大望洋高 11.16
ﾊﾅｶ ﾂﾈﾖｼ 千　葉 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 静岡

3 8 321 花香 庸義 Team AgaiN 11.71 3 5 940 岡崎　優一郎(3) 千葉大 11.45
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ 長　野 ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 長　野

4 2 2515 西沢　櫂(3) 松本国際高 12.00 4 4 2514 市川　圭斗(3) 松本国際高 11.47
ﾐﾂｼﾞ ﾄﾓﾔ 千葉 ﾐﾈｻﾞｷﾙｸ 千葉

3 28 三辻　友哉(3) 東海大望洋高 DNS 5 8 1704 峰崎　琉空(2) 幕張総合高 11.78
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐｱﾝﾄﾞﾚｲ 千葉 ﾐﾅｷ ﾋﾛﾄ 千葉

6 2166 齋藤　拓巳アンドレイ(3) 市立船橋高 DNS 6 2 1765 皆木　嘉斗(1) 市立稲毛高 12.08
ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾄ 千葉 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾃﾂｼ 千葉

7 296 石塚　陽翔(2) 長生高 DNS 7 7 225 柴本　鉄心(2) 安房高 12.09
ﾔﾏﾓﾄ ｱｻﾋ 千葉

8 1 74 山本　麻陽(1) 東海大望洋高 12.63

11組 (風:-0.6) 12組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉 ｺﾞｳﾀﾞ ﾋﾛﾄ 千葉

1 6 2177 藤橋　亮太郎(2) 市立船橋高 11.21 1 5 139 後田　大翔(2) 木更津総合高 11.01
ﾖｼﾊｼ ﾏｻｷ 千葉 ｽｶﾞｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千　葉

2 4 188 吉橋　将輝(3) 君津高 11.32 2 3 324 須貝 夢一郎 Team AgaiN 11.05
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 長　野 ｽｽﾞｷ ｿｳｷ 千葉

3 3 2502 渡辺　直弥(1) 松本国際高 11.65 3 6 2175 鈴木　爽生(2) 市立船橋高 11.26
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 神奈川 ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾍｲ 千葉

4 5 935 伊東　祐輝(1) 千葉大 11.86 4 4 62 三浦　龍兵(2) 東海大望洋高 11.63
ｸﾄﾞｳ ﾀｲｷ 千葉 ｽﾀﾞ ｶｽﾞｼ 千葉

5 7 386 工藤 大喜(1) 市原中央高 11.92 5 8 40 須田　和史(3) 東海大望洋高 11.95
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 千葉 ｼｲﾅ ｺｳｾｲ 千葉

6 2 76 鈴木　颯太(1) 東海大望洋高 12.37 6 7 638 椎名　孝成(1) 県立銚子高 11.99
ﾑﾗｺｼ ﾂﾖｼ 千葉 ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ 長　野

7 1 73 村越　剛(1) 東海大望洋高 12.50 7 2 2530 矢花　彰吾(2) 松本国際高 12.24
ｵｵｴ ｺｳﾀ 千葉 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 千葉

8 297 大江　航太(2) 長生高 DNS 8 1 2909 増田　和真(1) 市立稲毛高 12.58

凡例  DNS:欠場 FS:(R162-7)不正ｽﾀｰﾄ DQ:失格



一般男子100m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 14:20 予　選
7月17日 17:20 決　勝

予　選　14組0着＋8

13組 (風:-0.4) 14組 (風:-0.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾊﾀ ﾘｸ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 長　野

1 5 2178 八幡　琉空(2) 市立船橋高 11.23 1 4 2501 中村　駿汰(1) 松本国際高 11.35
ｲﾅﾐﾈ ｵｳｶ 千葉 ﾋﾛｾ ｹﾐ 千　葉

2 6 889 稲嶺　邑哉　(3) 四街道北高 11.45 2 3 320 廣瀬　堅三 Team AgaiN 11.36
ｻｲﾄｳ ｾｲｺﾞ 千葉 ﾆｼｶﾜ ｹｲ 千葉

3 4 1762 齋藤　晴碧(2) 市立稲毛高 11.49 3 7 1763 西川　慶(2) 市立稲毛高 11.60
ﾅｶﾔﾏ ｲｸﾏ 千葉 ﾂﾁﾔ ﾚﾝ 千葉

4 8 81 中山　育真(1) 東海大望洋高 11.68 4 2 471 土屋　蓮(1) 東海大望洋高 12.06
ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 千葉 ﾐｳﾗ ﾘﾝﾀ 千葉

5 7 2182 進藤　涼太(1) 市立船橋高 11.80 5 8 465 三浦 凜太(1) 木更津総合高 12.96
ｶﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 千葉 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ

6 2 433 加藤　凌雅(1) 君津高 12.51 5 243 松永　晴輝(1) 千葉大 DNS
ｲｲﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 千葉 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾔ 千葉

7 1 445 飯塚　大貴(1) 志学館高 12.71 6 2172 山下　遥也(3) 市立船橋高 DNS
ﾌｼﾞｲ ｾｲｶﾞ 千葉

3 1843 藤井　清雅(2) 渋谷幕張高 DNS

凡例  DNS:欠場 FS:(R162-7)不正ｽﾀｰﾄ DQ:失格



一般男子400m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 16:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6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

ｵﾊﾞﾅ ﾗｲﾄ 千葉 ﾀﾙﾐ ﾋﾛｷ 千葉

1 4 58 尾花　雷人(2) 東海大望洋高 49.88 1 5 39 樽見　大輝(3) 東海大望洋高 50.48
ｲｿﾉ ﾄﾜ 千葉 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 千葉

2 7 30 磯野　利和(3) 東海大望洋高 49.99 2 6 2164 遠藤　竜己(3) 市立船橋高 50.81
ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 千葉 ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ 千葉

3 5 2162 井上　海人(3) 市立船橋高 50.01 3 7 36 鈴木　皐矢(3) 東海大望洋高 51.55
ｸﾏｶﾞｲﾏﾋﾛ 千葉 ﾀｹﾅｶﾞ ｼｮｳﾍｲ 千葉

4 6 1693 熊谷　眞大(2) 幕張総合高 50.15 4 2 43 武長　昇平(3) 東海大望洋高 51.76
ｼﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 千葉 ｶﾏﾀ ﾏｺﾄ 千葉

5 2 2167 島田　駿(3) 市立船橋高 50.48 5 3 92 鎌田 真(2) 市原中央高 51.89
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 千葉 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙ 千葉

6 8 2169 福田　悠介(3) 市立船橋高 50.67 6 8 45 池田　青(3) 千葉大 51.90
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐｱﾝﾄﾞﾚｲ 千葉 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｵ 千葉

7 3 2166 齋藤　拓巳アンドレイ(3) 市立船橋高 50.71 7 4 2171 山﨑　真央(3) 市立船橋高 51.92
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾏ 千葉 ﾀﾀﾗｼｴﾝ 千葉

1 198 鈴木　颯真(3) 君津高 DNS 1 1705 多々良　志苑(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

ｳｽｲ ｹｲｺﾞ 千葉 ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ 千　葉

1 7 77 臼井　啓悟(1) 東海大望洋高 51.89 1 3 2522 竹岡　尚輝(2) 松本国際高 53.19
ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 千葉 ｵｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 長　野

2 8 42 清水　洸次朗(3) 千葉大 52.53 2 2 2520 大日向　孝雅(2) 松本国際高 53.56
ﾜﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ 千葉 ﾐﾂｲ ﾕｳﾏ 千葉

3 5 2180 輪千　浄司(2) 市立船橋高 52.54 3 8 42 三井　勇真(3) 東海大望洋高 53.72
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ 長　野 ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 千葉

4 2 2524 中澤　歩希(2) 松本国際高 53.08 4 6 133 木村　海斗(3) 木更津総合高 53.94
ｾｲｺ ﾏﾅﾄ 千葉 ｲｼﾊﾞｼ ｼﾞｭﾝ 千葉

5 3 41 清古　愛翔(3) 東海大望洋高 54.21 5 4 201 石橋　潤(2) 君津高 54.04
ｼﾗｶﾜ ｼｮｳｲ 千葉 ﾅｶｼｹﾞ ｿｳﾀ 千葉

4 299 白川　正威(2) 長生高 DNS 6 5 463 中重 颯太(1) 木更津総合高 55.65
ﾖｼﾑﾗ ｼｭｳﾀ 千葉 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅﾄ 千葉

6 30 吉村　秀太(2) 千葉大 DNS 7 7 199 吉田　叶斗(2) 君津高 55.68

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

ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾄ 千葉 ｻﾅﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 千葉

1 6 33 尾形　温仁(3) 東海大望洋高 53.35 1 8 253 真田　晃秀(3) 安房高 50.56
ｷｸﾁ ｼｮｳｺﾞ 千葉 ﾎｿｶﾜ ﾘｮｳﾀ 千葉

2 3 59 菊地　将吾(2) 東海大望洋高 53.86 2 5 78 細川　稜太(1) 東海大望洋高 54.84
ｻｶｲ ｻﾄｼ 千葉 ﾌｼﾞﾅﾐ ｼｮｳﾀ 千葉

3 2 141 酒井　聡(2) 木更津総合高 54.62 3 3 204 藤波　翔大(1) 君津高 55.56
ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ 長　野 ｲｼｲ ﾏｽﾐ 千葉

4 4 2516 金子　楽斗(3) 松本国際高 54.72 4 4 79 石井　眞澄(1) 東海大望洋高 56.08
ﾔｺ ｶｽﾞﾎ 千葉 ﾓﾘﾀ ｱﾂｼ 千葉

5 7 53 八子　一帆(3) 東海大望洋高 55.26 5 7 488 森田　暖志(1) 市原八幡高 1:11.19
ﾐﾑﾗ ﾕｳｷ 長　野 ｶﾅｽｷﾞ ﾊﾙﾄ 千葉

6 8 2518 三村　祐樹(2) 松本国際高 55.63 2 68 金杉　遥斗(2) 東海大望洋高 DNS
ｷﾀｵｸ ﾊﾙﾄ 千葉 ｲｶﾘ ﾀｲﾁ 千葉

7 5 51 北奥　日翔(3) 東海大望洋高 56.67 6 63 碇　泰地(2) 東海大望洋高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子400m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 16:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾊﾞﾅ ﾗｲﾄ 千葉

1 58 尾花　雷人(2) 東海大望洋高 49.88
ｲｿﾉ ﾄﾜ 千葉

2 30 磯野　利和(3) 東海大望洋高 49.99
ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 千葉

3 2162 井上　海人(3) 市立船橋高 50.01
ｸﾏｶﾞｲﾏﾋﾛ 千葉

4 1693 熊谷　眞大(2) 幕張総合高 50.15
ﾀﾙﾐ ﾋﾛｷ 千葉

5 39 樽見　大輝(3) 東海大望洋高 50.48
ｼﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 千葉

6 2167 島田　駿(3) 市立船橋高 50.48
ｻﾅﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 千葉

7 253 真田　晃秀(3) 安房高 50.56
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 千葉

8 2169 福田　悠介(3) 市立船橋高 50.67

凡例  DNS:欠場



一般男子1500m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 17:20 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

ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 千葉 ﾀｶｵ ﾖｳｽｹ 千葉

1 12 208 齋藤　颯大(1) 君津高 4:27.53 1 2 636 高尾　洋介(2) 県立銚子高 4:23.49
ｺﾊﾞﾔｼﾊﾙ 長野 ｱｲﾊﾗ ﾀｸﾄ 千葉

2 9 2504 小林　陽琉(1) 松本国際高 4:32.42 2 4 637 粟飯原　巧翔(2) 県立銚子高 4:30.82
ﾔﾅｶﾞﾜ ﾅｵｷ 千葉 ｱｵｷｼﾝﾉｽｹ 千葉

3 11 288 柳川　直毅(2) 大多喜高 4:39.44 3 13 167 青木　心之介(2) 拓大紅陵高 4:34.99
ﾅﾒｷ ﾘｵ 千葉 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 千葉

4 6 67 行木　琉音(2) 東海大望洋高 4:42.19 4 10 145 鈴木　利捺(2) 木更津総合高 4:35.75
ｼﾞﾝﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉 ｻｴｸﾞｻﾚﾝ 千葉

5 14 457 陣野 咲太郎(1) 市原中央高 4:51.52 5 15 177 三枝　蓮(1) 拓大紅陵高 4:36.42
ﾅｶﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 ｵﾘｶｻﾘｭｳﾀ 千葉

6 5 148 中野　雄太(2) 木更津総合高 4:53.24 6 7 486 折笠 龍太(1) 拓大紅陵高 4:37.29
ｼﾏﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 千葉 ﾜﾀﾅﾍﾞｺｳ 千葉

7 2 1125 嶋田　渚(1) 県立銚子高 4:58.70 7 3 185 渡辺　皐(1) 拓大紅陵高 4:37.65
ﾖｼﾀﾞ ｱｻﾄ 千葉 ﾓﾘﾀ ﾕｳﾄ 千葉

8 10 2910 ??田　安智(1) 市立稲毛高 5:01.78 8 14 202 森田　裕斗(2) 君津高 4:38.06
ﾀﾅｶﾗｲﾊ 長野 ﾅｶｵｶｲﾏ 千葉

9 13 2506 田中　来波(1) 松本国際高 5:13.98 9 6 183 中尾 凱馬(1) 拓大紅陵高 4:39.79
ｳﾒｸﾆ ｺｳｽｹ 千葉 ｻｲﾄｳﾙｲ 千葉

10 7 2907 梅國　功祐(1) 市立稲毛高 5:31.40 10 16 179 齊藤 琉生(1) 拓大紅陵高 4:41.11
ﾓﾓｾ ｱﾕﾑ 長　野 ｻｼｮｳｺｳｾｲ 千葉

1 2529 百瀬　歩夢(2) 松本国際高 11 12 178 笹生　煌晴(1) 拓大紅陵高 4:41.18
ﾋﾗﾉ ｶｹﾙ 千葉 ｾｷ ﾕｳﾀ 千葉

3 2908 平野　翔(1) 市立稲毛高 DNS 12 1 200 関　優太(2) 君津高 4:43.48
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉 ﾀｹｳﾁﾄﾜ 千葉

4 302 林　亮太朗(2) 長生高 DNS 13 8 181 竹内 翔和(1) 拓大紅陵高 4:46.07
ｴｶﾞﾜ ﾕｳﾏ 千葉 ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 千葉

8 417 江川　裕真(1) 長生高 DNS 14 5 149 榎本　涼太(2) 木更津総合高 4:46.26
ｶﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 千葉 ﾀｶﾔﾏ ﾏｼｭｳ 千葉

15 434 加田　佳敬(1) 長生高 DNS 15 11 88 髙山　真秀(1) 東海大望洋高 4:55.66
ｷﾖｶﾜ ｹﾝﾀ 千葉

9 147 清川　健太(2) 木更津総合高 DNS

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子1500m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 17:20 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

ｻｶｸﾞﾁ ﾎﾀｶ 千葉 ｶｼﾞ ﾋｶﾙ 千葉

1 5 2211 坂口　穂太(2) 市立船橋高 4:10.99 1 8 10 鍜治　晃(2) 清和大 3:54.27
ｵｵﾜｸﾀｶﾋﾛ 千葉 ｱﾔ ｶｽﾞｷ 千葉

2 3 356 大和 久貴裕 JR東日本千葉 4:16.02 2 3 962 綾　一輝(3) 八千代松陰高 3:54.88
ｱｿｳ ﾕｳｽｹ 千葉 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 千葉

3 7 1109 朝生　祐輔 佐倉市陸協 4:17.46 3 14 994 鈴木　琉胤(1) 八千代松陰高 3:54.91
ﾀﾅｶｺｳｾｲ 千葉 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｻｸ 千葉

4 4 182 田中 洸生(1) 拓大紅陵高 4:21.31 4 9 961 工藤　慎作(3) 八千代松陰高 3:55.08
ﾏﾀﾖｼ ｼｮｳ 千　葉 ﾀﾅｶ ｱｲﾑ 千葉

5 13 2220 又吉　翔(2) 市立船橋高 4:24.52 5 6 972 田中　愛睦(3) 八千代松陰高 3:55.21
ﾂﾙﾀﾆ ﾊﾔﾄ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉

6 9 284 鶴谷　勇人(3) 大多喜高 4:27.31 6 16 986 中村　伸太朗(2) 八千代松陰高 3:57.79
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾙﾐ 千葉 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 千葉

7 11 287 山崎　成美(2) 大多喜高 4:27.88 7 15 9623 斎藤　晴樹(3) 大佐和中 4:02.65
ｶﾄｳ ﾋｻｼ 千葉 ｵｸﾑﾗﾀﾂﾋﾛ 千葉

8 12 84 加藤　久志(1) 東海大望洋高 4:30.83 8 11 361 奧村 健広 JR東日本千葉 4:02.69
ﾎｼﾉ ｿｳﾀ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ

9 8 29 星野　颯太(3) 東海大望洋高 4:31.19 9 12 275 中村 碧海 千葉陸協 4:04.44
ｶﾏﾀ ｱｻﾋ 千葉 ｳｴｸｻ ｺｳﾖｳ 千葉

10 6 283 鎌田　朝陽(3) 大多喜高 4:34.73 10 2 21 植草　光遥(1) 清和大 4:05.24
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 千葉 ﾏｽﾅｶ ｱｻﾋ 千　葉

11 15 52 桑原　諒多(3) 東海大望洋高 4:35.92 11 13 2239 舛中　あさひ 東海大望洋高 4:08.23
ｲｼｲ ﾋﾕｳ 千葉 ｵｶﾀﾞﾊﾙﾄ 長　野

12 1 85 石井　日悠(1) 東海大望洋高 4:36.52 12 4 3141 岡田　遥人(4) 松本国際高 4:31.13
ﾋﾅﾀ ｺﾊｸ 千葉 ｲｼｲ ﾕｳｷﾁ 千葉

13 2 32 日向　琥珀(3) 東海大望洋高 4:36.75 1 929 石井　優吉(1) ペンシルバニア大 DNF
ｼﾊﾞｻｷﾐﾊﾔ 千葉 ｵｶﾞﾜﾗ ﾋｶﾙ 千葉

14 14 180 柴崎 光快(1) 拓大紅陵高 4:47.67 5 981 小河原　陽琉(2) 八千代松陰高 DNS
ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾔ 千葉 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 千葉

10 86 石橋　拓也(1) 東海大望洋高 DNS 7 2205 山田　優治(3) 市立船橋高 DNS
ﾓﾘ ｼｭﾝｷ 千葉 ﾅｶｸﾞｷ ﾚｲｷ

16 300 森　俊稀(2) 長生高 DNS 10 2200 中岫　嶺騎(3) 市立船橋高 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

ｶｼﾞ ﾋｶﾙ 千葉

1 10 鍜治　晃(2) 清和大 3:54.27
ｱﾔ ｶｽﾞｷ 千葉

2 962 綾　一輝(3) 八千代松陰高 3:54.88
ｽｽﾞｷ ﾙｲ 千葉

3 994 鈴木　琉胤(1) 八千代松陰高 3:54.91
ｸﾄﾞｳ ｼﾝｻｸ 千葉

4 961 工藤　慎作(3) 八千代松陰高 3:55.08
ﾀﾅｶ ｱｲﾑ 千葉

5 972 田中　愛睦(3) 八千代松陰高 3:55.21
ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉

6 986 中村　伸太朗(2) 八千代松陰高 3:57.79
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 千葉

7 9623 斎藤　晴樹(3) 大佐和中 4:02.65
ｵｸﾑﾗﾀﾂﾋﾛ 千葉

8 361 奧村 健広 JR東日本千葉 4:02.69

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子5000m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 19:05 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

ｾﾉﾀ ｷｭｳﾄ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 千　葉

1 17 23 瀬ノ田　赳斗(1) 清和大 16:07.51 1 9 2201 中村　貴浩(3) 市立船橋高 15:08.83
ﾊﾔｼ ｼﾞｮｳ ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉

2 8 2218 林　壌(2) 市立船橋高 16:18.87 2 12 2206 石田　雄大(2) 市立船橋高 15:10.98
ﾑﾗﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 千葉 ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾏ 千葉

3 15 17 村山　俊輔(2) 清和大 16:29.43 3 19 16 村澤　佑磨(2) 清和大 15:20.02
ﾎｯﾀ ﾘｭｳｾｲ 千葉 ｱｿｳ ｺｳｾｲ 千葉

4 6 24 堀田　龍生(1) 清和大 16:55.37 4 22 2191 麻生　洸晴(3) 市立船橋高 15:25.11
ｱｻﾉ ﾀｸﾄ 千葉 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾋ 千葉

5 18 19 浅野　拓人(1) 清和大 16:56.69 5 5 20 東　佑飛(1) 清和大 15:26.65
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸﾐ 千葉 ｽｷﾞﾀ ﾊﾙﾄ 千葉

6 5 22 小野寺　匠(1) 清和大 17:02.12 6 7 2213 杉田　遥翔(2) 市立船橋高 15:37.83
ｷﾘｲｼ ﾋﾛﾑ 千葉 ｻｺ ﾊｼﾞﾒ 千葉

7 14 87 桐石　大夢(1) 東海大望洋高 17:10.88 7 10 12 左古　一(2) 清和大 15:41.02
ｶﾂﾏﾀ ﾀｹﾉﾘ 千葉 ﾏｴｶﾜ ﾅﾂｷ

8 7 11 勝又　健智(2) 清和大 17:13.32 8 20 2202 前川　夏輝(3) 市立船橋高 15:42.58
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ 千葉 ﾓﾘｺｳｷ 千葉

9 16 206 松本　惇志(1) 君津高 17:44.05 9 11 184 森　亘生(1) 拓大紅陵高 15:44.54
ｻｻｷ ﾕｳｷ 千葉 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 千葉

10 10 13 佐々木　悠希(2) 清和大 17:51.13 10 3 2210 斎藤　翔真(2) 市立船橋高 15:46.72
ﾓﾘ ｶｲﾄ 千葉 ﾏﾂｲ ﾊﾔﾄ 千葉

11 22 25 森　海斗(1) 清和大 17:51.60 11 4 2203 松井　隼斗(3) 市立船橋高 16:13.74
ﾀﾈﾀﾞ ﾘｸ 千葉 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 千葉

12 19 207 種子田　莉玖(1) 君津高 17:59.44 12 18 18 山田　龍之介(2) 清和大 16:18.10
ｶﾈﾀｶﾁｶﾖｼ 千葉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸ 千葉

13 21 1534 金髙 慶応(3) 千葉工業高 18:03.01 13 1 2217 仲川　拓駈(2) 市立船橋高 16:23.19
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 千葉 ﾃﾂﾞｶ ﾅｵ 千葉

14 12 289 鈴木　那哉(2) 大多喜高 18:16.51 14 2 2216 手塚　尚(2) 市立船橋高 16:42.88
ﾑﾗﾀ ﾋﾅﾀ 千葉 ﾀｶﾑﾗ ｱｷﾅﾘ 千葉

15 2 444 村田　陽(1) 志学館高 19:51.58 15 15 2197 髙村　紀成(3) 市立船橋高 17:23.03
ｱﾎﾞ ｼｭｳｴｲ 千葉 ﾅｶｷﾊﾗ ｹﾝﾀ 千　葉

16 3 446 安保　秋瑛(1) 志学館高 19:59.43 16 8 322 中木原 健太 Team AgaiN 18:43.16
ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝｼﾝ 千葉 ｼﾗｽ ｶｲ

17 4 422 長島　健真(1) 志学館高 22:55.33 6 2195 白洲　海(3) 市立船橋高 DNF
ｶﾜｼﾏ ﾕｳｷ 千葉 ｶﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 千　葉

1 301 川嶋　優希(2) 長生高 DNS 13 1273 片原 照 Team AgaiN
ｻｻｷ ﾑﾀ 千葉 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾀ 千　葉

9 298 笹木　夢太(2) 長生高 DNS 14 2193 川上　翔太(3) 市立船橋高 DNF
ｶﾐﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 千葉 ｻﾙﾀ ﾄﾓﾔ 千葉

11 421 上和田　悠太(1) 志学館高 DNS 16 2194 猿田　智也(3) 市立船橋高 DNF
ﾄｵﾀﾞ ｺｳｶﾞ 千葉 ﾅｶｸﾞｷ ﾚｲｷ

13 14 遠田　光河(2) 清和大 DNS 17 2200 中岫　嶺騎(3) 市立船橋高 DNF
ﾊｼｸﾞﾁ ｱﾕｷ 千葉 ﾀﾅｶﾘｭｳﾉｽｹ 千葉

20 15 橋口　歩生(2) 清和大 DNS 21 1695 田中　琉之介(2) 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

ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 千　葉

1 2201 中村　貴浩(3) 市立船橋高 15:08.83
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉

2 2206 石田　雄大(2) 市立船橋高 15:10.98
ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾏ 千葉

3 16 村澤　佑磨(2) 清和大 15:20.02
ｱｿｳ ｺｳｾｲ 千葉

4 2191 麻生　洸晴(3) 市立船橋高 15:25.11
ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾋ 千葉

5 20 東　佑飛(1) 清和大 15:26.65
ｽｷﾞﾀ ﾊﾙﾄ 千葉

6 2213 杉田　遥翔(2) 市立船橋高 15:37.83
ｻｺ ﾊｼﾞﾒ 千葉

7 12 左古　一(2) 清和大 15:41.02
ﾏｴｶﾜ ﾅﾂｷ

8 2202 前川　夏輝(3) 市立船橋高 15:42.58

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般男子110mH(1.067m)
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 15:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1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

ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 千葉 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 千葉

1 5 46 飯島　悠斗(3) 東海大望洋高 15.28 1 46 飯島　悠斗(3) 東海大望洋高 15.28 -0.9
ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｽｹ 千葉 ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｽｹ 千葉

2 6 2179 山中　恭介(2) 市立船橋高 15.88 2 2179 山中　恭介(2) 市立船橋高 15.88 -0.9
ｶｷﾓﾘ ﾕｳｷ 千葉 ｶｷﾓﾘ ﾕｳｷ 千葉

3 3 1761 柿森　勇希(2) 市立稲毛高 16.47 3 1761 柿森　勇希(2) 市立稲毛高 16.47 -0.9
ﾎｼﾅ ﾐﾊﾙ 千葉 ﾎｼﾅ ﾐﾊﾙ 千葉

4 8 1760 星名　海晴(2) 市立稲毛高 17.11 4 1760 星名　海晴(2) 市立稲毛高 17.11 -0.9
ﾔｷﾞｻﾜ ﾄｵﾙ 千葉 ﾔｷﾞｻﾜ ﾄｵﾙ 千葉

5 4 2188 八木澤　透(1) 市立船橋高 17.17 5 2188 八木澤　透(1) 市立船橋高 17.17 -0.9
ｵｶﾓﾄ ｴｲﾀ 千　葉 ｵｶﾓﾄ ｴｲﾀ 千　葉

6 7 229 鈴木　雄大(2) 安房高 18.64 6 229 鈴木　雄大(2) 安房高 18.64 -0.9
ｲｼｲ ﾘｷ 千葉 ｲｼｲ ﾘｷ 千葉

7 2 226 石井　李樹(2) 安房高 18.65 7 226 石井　李樹(2) 安房高 18.65 -0.9



一般男子4X100mR
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 18:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4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 3 千葉大A 30 吉村　秀太(2) ﾖｼﾑﾗ ｼｭｳﾀ 42.25 1 3 市立船橋高B 2169 福田　悠介(3) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 42.34
243 松永　晴輝(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 2175 鈴木　爽生(2) ｽｽﾞｷ ｿｳｷ
940 岡崎　優一郎(3) ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 2178 八幡　琉空(2) ﾔﾊﾀ ﾘｸ
36 安永　雄貴(4) ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳｷ 2185 田原　慶人(1) ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ

2 6 市立船橋高D 2180 輪千　浄司(2) ﾜﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ 43.12 2 5 東海大望洋高C 57 江口　瑞希(2) ｴｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 42.68
2167 島田　駿(3) ｼﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 56 越智　隆成(2) ｵﾁ ﾘｭｳｾｲ
2165 北見　柊介(3) ｷﾀﾐ ｼｭｳｽｹ 60 大塩　一輝(2) ｵｵｼｵ ｲｯｷ
2162 井上　海人(3) ｲﾉｳｴ ｶｲﾄ 55 宮川　優希(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｷ

3 5 松本国際高A 2517 中谷　息吹(3) ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 43.15 3 7 安房高A 225 柴本　鉄心(2) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾃﾂｼ 44.06
2514 市川　圭斗(3) ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 234 平野　優斗(2) ﾋﾗﾉ ﾕｳﾄ
2502 渡辺　直弥(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 241 山崎　伸太郞(1) ｲｼｲ ｺｳｾｲ
2501 中村　駿汰(1) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 239 嶋田　直希(1) ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ

4 4 東海大望洋高B 36 鈴木　皐矢(3) ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ 43.52 4 6 木更津総合高A 143 片岡　琉星(2) ｶﾀｵｶ ﾘｭｳｾｲ 44.09
34 加藤　拓翔(3) ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ 135 松野　魁人(3) ﾏﾂﾉ ｶｲﾄ
40 須田　和史(3) ｽﾀﾞ ｶｽﾞｼ 133 木村　海斗(3) ｷﾑﾗ ｶｲﾄ
46 飯島　悠斗(3) ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ 132 中村　虹斗(3) ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾄ

5 1 幕張総合高 2557 山田　逞智(1) ﾔﾏﾀﾞﾕｷﾄﾓ 44.30 5 4 松本国際高B 2522 竹岡　尚輝(2) ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ 44.21
1702 下條　環(2) ｼﾓｼﾞｮｳﾀﾏｷ 2515 西沢　櫂(3) ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ
1704 峰崎　琉空(2) ﾐﾈｻﾞｷﾙｸ 2516 金子　楽斗(3) ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ
1701 大竹　雄万(2) ｵｵﾀｹﾕｳﾏ 2520 大日向　孝雅(2) ｵｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ

6 8 市原中央高 91 遠藤 善(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｾﾞﾝ 44.80 6 2 Team AgaiNB 323 鈴木 陽大 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 48.65
94 前田 波響(2) ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾄ 495 佐藤 夢真 ｻﾄｳ ﾕｳﾏ
90 阿部 慈心(2) ｱﾍﾞ ｼﾞﾝ 1272 小田 豪生 ｵﾀﾞ ｺﾞｳｷ
386 工藤 大喜(1) ｸﾄﾞｳ ﾀｲｷ 322 中木原 健太 ﾅｶｷﾊﾗ ｹﾝﾀ

7 2 志学館高 445 飯塚　大貴(1) ｲｲﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 48.23 7 1 県立銚子高 638 椎名　孝成(1) ｼｲﾅ ｺｳｾｲ 51.51
423 鳥海　周平(1) ﾄﾘｳﾐ ｼｭｳﾍｲ 1125 嶋田　渚(1) ｼﾏﾀﾞ ﾅｷﾞｻ
444 村田　陽(1) ﾑﾗﾀ ﾋﾅﾀ 636 高尾　洋介(2) ﾀｶｵ ﾖｳｽｹ
446 安保　秋瑛(1) ｱﾎﾞ ｼｭｳｴｲ 1172 小原　颯斗(1) ｵﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ

7 木更津総合高D 156 加瀬　孔太(1) ｶｾ ｺｳﾀ DNS 8 長生高 DNS
157 篠原　蘭之介(1) ｼﾉﾊﾗ ﾗﾝﾉｽｹ
158 石川　翔吾(1) ｲｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ
468 和泉澤 鵬(1) ｲｽﾞﾐｻﾜ ﾄﾓ

3組 4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 市立船橋高A 2176 豊田　恭也(2) ﾄﾖﾀﾞ ｷｮｳﾔ 40.89 1 5 東海大望洋高A 35 澤邉　海凪(3) ｻﾜﾍﾞ ﾐﾅｷﾞ 41.87
2177 藤橋　亮太郎(2) ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 28 三辻　友哉(3) ﾐﾂｼﾞ ﾄﾓﾔ
2172 山下　遥也(3) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾔ 30 磯野　利和(3) ｲｿﾉ ﾄﾜ
2187 馬原　浩志郎(1) ﾏﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 37 村上　源(3) ﾑﾗｶﾐ ｹﾞﾝ

2 2 市立稲毛高 1763 西川　慶(2) ﾆｼｶﾜ ｹｲ 42.61 2 7 市立船橋高E 2164 遠藤　竜己(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 42.79
1761 柿森　勇希(2) ｶｷﾓﾘ ﾕｳｷ 2163 今村　誠慈(3) ｲﾏﾑﾗ ｾｲｼﾞ
1762 齋藤　晴碧(2) ｻｲﾄｳ ｾｲｺﾞ 2171 山﨑　真央(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｵ
1764 髙橋　亮太(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 2168 春名　一汰(3) ﾊﾙﾅ ｲｯﾀ

3 4 木更津総合高B 141 酒井　聡(2) ｻｶｲ ｻﾄｼ 42.99 3 4 Team AgaiNA 317 大島 誠 ｵｵｼﾏ ﾏｺﾄ 43.08
146 山形　アキ(2) ﾔﾏｶﾞﾀ ｱｷ 324 須貝 夢一郎 ｽｶﾞｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ
140 戸田　基仁(2) ﾄﾀﾞ ﾓﾄﾋﾄ 320 廣瀬　堅三 ﾋﾛｾ ｹﾐ
139 後田　大翔(2) ｺﾞｳﾀﾞ ﾋﾛﾄ 321 花香 庸義 ﾊﾅｶ ﾂﾈﾖｼ

4 3 市立船橋高C 2179 山中　恭介(2) ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｽｹ 43.14 4 8 千葉大B 931 設楽　啓太(3) ｼﾀﾞﾗ ｹｲﾀ 43.93
2182 進藤　涼太(1) ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 38 須藤　佳春(2) ｽﾄﾞｳ ﾖｼﾊﾙ
2190 山本　楓人(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳﾄ 40 志村　大貴(2) ｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
2184 武岡　世航(1) ﾀｹｵｶ ｾｲｺｳ 141 中田　恵介(2) ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ

5 7 東海大望洋高D 81 中山　育真(1) ﾅｶﾔﾏ ｲｸﾏ 43.22 5 6 木更津総合高C 155 菅野　暖翔(1) ｽｹﾞﾉ ﾊﾙﾄ 44.00
70 髙梨　佑斗(1) ﾀｶﾅｼ ﾕｳﾄ 152 高木　奏哉(1) ﾀｶｷ ｿｳﾔ
71 青柳　巧海(1) ｱｵﾔｷﾞ ﾀｸﾐ 153 千葉　竜也(1) ﾁﾊﾞ ﾀﾂﾔ
69 小出　真宗(1) ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾑﾈ 154 宮島　由(1) ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳ

6 6 松本国際高C 2524 中澤　歩希(2) ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ 43.96 6 2 君津高 188 吉橋　将輝(3) ﾖｼﾊｼ ﾏｻｷ 44.85
2521 木曽　隆大朗(2) ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ 199 吉田　叶斗(2) ﾖｼﾀﾞ ｶﾅﾄ
2527 児玉　賢人(2) ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ 204 藤波　翔大(1) ﾌｼﾞﾅﾐ ｼｮｳﾀ
2530 矢花　彰吾(2) ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ 203 羽鳥　陽紀(1) ﾊﾄﾘ ﾊﾙｷ

7 8 安房高B 222 市原　悠仁(2) ｲﾁﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾝ 44.85 3 市立船橋高F 2181 坂田　有弥(1) ｻｶﾀ ﾕｳﾔ R2,DQ

229 鈴木　雄大(2) ｵｶﾓﾄ ｴｲﾀ 2186 松永　勇輝(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳｷ
226 石井　李樹(2) ｲｼｲ ﾘｷ 2189 山﨑　勇人(1) ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾄ
221 岡本　英大(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 2188 八木澤　透(1) ﾔｷﾞｻﾜ ﾄｵﾙ

凡例  DNS:欠場 R2:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった DQ:失格



一般男子4X100mR
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 18:45 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 市立船橋高A 2176 豊田　恭也(2) ﾄﾖﾀﾞ ｷｮｳﾔ 40.89
2177 藤橋　亮太郎(2) ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ
2172 山下　遥也(3) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾔ
2187 馬原　浩志郎(1) ﾏﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ

2 東海大望洋高A 35 澤邉　海凪(3) ｻﾜﾍﾞ ﾐﾅｷﾞ 41.87
28 三辻　友哉(3) ﾐﾂｼﾞ ﾄﾓﾔ
30 磯野　利和(3) ｲｿﾉ ﾄﾜ
37 村上　源(3) ﾑﾗｶﾐ ｹﾞﾝ

3 千葉大A 30 吉村　秀太(2) ﾖｼﾑﾗ ｼｭｳﾀ 42.25
243 松永　晴輝(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ
940 岡崎　優一郎(3) ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ
36 安永　雄貴(4) ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳｷ

4 市立船橋高B 2169 福田　悠介(3) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 42.34
2175 鈴木　爽生(2) ｽｽﾞｷ ｿｳｷ
2178 八幡　琉空(2) ﾔﾊﾀ ﾘｸ
2185 田原　慶人(1) ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ

5 市立稲毛高 1763 西川　慶(2) ﾆｼｶﾜ ｹｲ 42.61
1761 柿森　勇希(2) ｶｷﾓﾘ ﾕｳｷ
1762 齋藤　晴碧(2) ｻｲﾄｳ ｾｲｺﾞ
1764 髙橋　亮太(2) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ

6 東海大望洋高C 57 江口　瑞希(2) ｴｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 42.68
56 越智　隆成(2) ｵﾁ ﾘｭｳｾｲ
60 大塩　一輝(2) ｵｵｼｵ ｲｯｷ
55 宮川　優希(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｷ

7 市立船橋高E 2164 遠藤　竜己(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 42.79
2163 今村　誠慈(3) ｲﾏﾑﾗ ｾｲｼﾞ
2171 山﨑　真央(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｵ
2168 春名　一汰(3) ﾊﾙﾅ ｲｯﾀ

8 木更津総合高B 141 酒井　聡(2) ｻｶｲ ｻﾄｼ 42.99
146 山形　アキ(2) ﾔﾏｶﾞﾀ ｱｷ
140 戸田　基仁(2) ﾄﾀﾞ ﾓﾄﾋﾄ
139 後田　大翔(2) ｺﾞｳﾀﾞ ﾋﾛﾄ

凡例  DNS:欠場 R2:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった DQ:失格



一般男子走高跳
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 18:00 決　勝    

決　勝　

ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾄ 千葉 － － － － － × ○ × × ○ ○

1 8 132 中村　虹斗(3) 木更津総合高 × × × 1m95
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 長　野 － － － － － － ○ × × ○

2 7 2519 中村　伊吹(3) 松本国際高 × × × 1m95
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｷ 千葉 － － － － － ○ × × ×

3 6 2170 堀内　勇希(3) 市立船橋高 1m85
ｵｵｼｵ ｲｯｷ 千葉 ○ ○ × ○ × × ×

4 3 60 大塩　一輝(2) 東海大望洋高 1m70
ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾐ 千葉 － ○ × ○ × × ×

4 5 48 永井　拓海(3) 東海大望洋高 1m70
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 千葉 ○ ○ × × ×

6 4 93 竹内 晴紀(2) 市原中央高 1m65
ﾄｸﾏﾙ ﾘｷ 千葉 × × ×

1 72 得丸　力(1) 東海大望洋高 NM
ﾀｷｻﾞﾜ ｶｲﾄ 千葉

2 2183 瀧澤　海斗(1) 市立船橋高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60

2m00

1m95
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般男子棒高跳
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 13:00 決　勝    

決　勝　

ﾑﾗｺｿ ﾘｮｳﾀ 千葉 － － － － － － － －

1 8 3534 村社　亮太(2) 日体大柏高 － ○ × ○ ○ × × × 4m72
ﾅｵｲ ﾘｮｳﾀ 千葉 － － － － － － － －

2 10 136 直井　綾汰(3) 清和大 － － ○ × × × 4m62
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 長　野 － － － － － － ○ －

3 7 2517 中谷　息吹(3) 松本国際高 ○ × × × 4m42
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 千葉 － － － － － ○ ○ ○

4 2 220 山口　大海(3) 安房高 × × × 4m32
ｲﾁﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾝ 千葉 － － － ○ ○ × ○ × × ○ × × ○

5 1 222 市原　悠仁(2) 安房高 × × × 4m32
ﾏﾂｲｶﾞﾜ ｷﾗ 千葉 － ○ ○ ○ × ○ × × ×

6 3 238 松井川　輝良(1) 安房高 3m82
ｶﾀｵｶ ﾘｭｳｾｲ 千葉 － ○ ○ ○ × × ×

7 6 143 片岡　琉星(2) 木更津総合高 3m62
ｶｾ ｺｳﾀ 千葉 × ○ ○ ○ × × r

8 5 156 加瀬　孔太(1) 木更津総合高 3m42
ｲｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 千葉 ○ ○ × × ×

9 4 158 石川　翔吾(1) 木更津総合高 3m22
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 千葉

9 3546 宮嵜　裕大(2) 日体大柏高 DNS

ｺﾒﾝﾄ
3m82

4m82

4m02 4m22 4m32
記録

3m22

4m52

3m42

4m62

3m62

4m72
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

3m02

4m42

凡例  DNS:欠場



一般男子走幅跳
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 18:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 千葉 7m20 6m99 7m24 7m24
1 14 2853 須田　優人(4) 東海大 +1.2 +1.3 +0.9 +0.9

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ 千葉 7m14 × × 7m14
2 27 2173 渡邊　耀介(3) 市立船橋高 +0.7 +0.7

ｷﾀﾐ ｼｭｳｽｹ 千葉 6m95 6m96 7m04 7m04
3 26 2165 北見　柊介(3) 市立船橋高 +1.1 +0.8 +1.4 +1.4

ｻｶﾀ ﾕｳﾔ 千葉 6m06 6m57 6m84 6m84
4 13 2181 坂田　有弥(1) 市立船橋高 +1.2 +1.5 +0.9 +0.9

ﾀｹｵｶ ｾｲｺｳ 千葉 6m74 6m80 × 6m80
5 12 2184 武岡　世航(1) 市立船橋高 +0.9 +0.7 +0.7

ﾏﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 千　葉 6m74 － × 6m74
6 21 695 町田 旺広 Team AgaiN +1.2 +1.2

ﾖｼﾉ ｺｳﾀ 6m66 6m51 × 6m66
7 11 248 吉野　康太(1) 千葉大 +1.2 +0.1 +1.2

ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 千葉 6m47 6m56 6m48 6m56
8 24 31 滝沢　毅(3) 東海大望洋高 +0.9 +0.4 +1.0 +0.4

ｲﾏｲ ｼｭﾝｽｹ 千葉 6m19 6m54 6m25 6m54
9 23 1690 今井　俊祐(3) 幕張総合高 +1.3 +0.5 +0.9 +0.5

ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 千葉 6m22 6m48 6m50 6m50
10 19 2189 山﨑　勇人(1) 市立船橋高 +0.9 +0.8 +1.2 +1.2

ｸﾆﾖｼ ﾕｳﾏ 千葉 5m89 6m30 6m10 6m30
11 7 80 國吉　結稀(1) 東海大望洋高 +0.7 +1.3 +1.0 +1.3

ｵｵﾀｹﾕｳﾏ 千葉 6m07 6m16 6m25 6m25
12 10 1701 大竹　雄万(2) 幕張総合高 +0.5 +0.5 +0.7 +0.7

ｾｷｸﾞ ｱｷﾗ 千葉 6m19 6m13 6m23 6m23
13 1 232 関口　明良(2) 安房高 +1.4 +1.2 +1.3 +1.3

ﾊﾔｼﾐｽﾞｷ 長野 5m78 5m82 6m03 6m03
14 18 2505 林　瑞己(1) 松本国際高 +0.7 +0.7 +0.4 +0.4

ﾔﾏｻﾞｷﾖｳﾀ 千葉 5m99 5m79 5m97 5m99
15 20 2680 山﨑　陽太(1) 幕張総合高 +1.0 +1.0 +1.2 +1.0

ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ 長　野 × × 5m91 5m91
16 9 2523 筒木　順(2) 松本国際高 +0.6 +0.6

ｼﾉﾊﾗ ﾗﾝﾉｽｹ 千葉 5m72 5m59 － 5m72
17 8 157 篠原　蘭之介(1) 木更津総合高 +0.8 +1.1 +0.8

ﾏﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 千葉 5m55 5m47 5m22 5m55
18 17 75 町田　翔(1) 東海大望洋高 +1.4 +1.5 +0.8 +1.4

ﾐﾔｹ ﾄｳｺﾞ 千葉 5m15 5m36 5m39 5m39
19 16 205 三宅　柊吾(1) 君津高 +0.6 +1.5 +0.5 +0.5

ﾖｺﾀ ﾊﾙﾄ 千葉 4m59 4m75 5m09 5m09
20 3 466 横田 遥翔(1) 木更津総合高 +1.9 +1.9 +0.9 +0.9

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ 千葉

2 436 山口　琉生(1) 長生高 DNS
ﾏﾙ ｼﾞｭﾝﾏ 千葉

4 95 丸 純真(2) 市原中央高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾏ 千葉

5 419 渡邊　亮眞(1) 長生高 DNS
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 千　葉

6 2509 松澤　尚弥(3) 松本国際高 DNS
ｺｼﾞﾏ ﾀｹｼ 千葉

15 435 児嶋　剛司(1) 長生高 DNS
ｼﾑﾗﾕｳｼﾞ 千葉

22 357 志村 裕二 JR東日本千葉 DNS
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 長　野

25 2511 梶川　新(3) 松本国際高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 18:00 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

ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 千　葉

1 2 495 佐藤 夢真 Team AgaiN 11m55 × 12m70 12m70 2 12m52 11m04 × 12m70
ｵﾀﾞ ｺﾞｳｷ 千　葉

2 1 1272 小田 豪生 Team AgaiN 8m75 9m25 9m32 9m32 1 9m56 9m21 8m74 9m56



高校男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 18:00 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 長　野

1 7 2508 高橋　勇翔(3) 松本国際高 14m62 14m79 4m71 14m79 7 14m57 14m80 × 14m80
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

2 5 64 鈴木　悠太(2) 東海大望洋高 10m03 10m02 9m99 10m03 5 10m58 10m18 10m69 10m69
ﾅｸﾞﾓ ｶｲﾄ

3 6 49 南雲　海翔(3) 東海大望洋高 9m94 10m06 9m81 10m06 6 10m41 9m73 9m84 10m41
ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ 長　野

4 3 2503 井澤　眞成(1) 松本国際高 9m22 9m61 9m61 9m61 4 9m27 10m19 10m15 10m19
ｱｹﾞﾊﾞ ﾂｶｻ

5 4 83 揚場　司(1) 東海大望洋高 7m63 7m78 7m28 7m78 3 8m05 8m02 7m16 8m05
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ

6 2 65 山﨑　雄平(2) 東海大望洋高 7m00 7m50 6m96 7m50 2 7m38 7m67 7m77 7m77
ｵﾉ ﾏｺﾄ

7 1 66 小野　信(2) 東海大望洋高 × 6m65 × 6m65 1 6m43 5m95 6m72 6m72



中学男子100m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 13:40 予　選
7月17日 15:35 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:-0.3) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾁｼﾏ ﾀｲｶﾞ 千葉 ﾅｶﾞｵ ｾﾅ 千葉

1 6 2790 千島 大芽(3) 太田中 11.66 1 6 9827 長尾　星奏(3) 五井中 12.08
ﾀﾅｶ ﾐﾂﾊ 千葉 ｺｳﾉ ｹﾝﾀ 千葉

2 7 9826 田中　温羽(3) 五井中 11.72 2 3 9820 河野　健太(1) ちはら台南中 13.00
ｵｶｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 千葉 ﾄﾘｳﾐ ﾚﾝ 千葉

3 4 9603 岡澤 竜誠(3) 君津中 12.13 3 4 2791 鳥海 蓮(3) 太田中 13.07
ﾖﾈﾓﾁ ｶｽﾞﾏ 千葉 ﾋﾗｲ ｼｭﾝｷ 千葉

4 3 9802 米持　和真(3) ちはら台南中 12.40 4 5 9815 平井　舜己(2) ちはら台南中 13.71
ｽｽﾞｷ ｷｮｳｼﾛｳ 千葉 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 千葉

5 5 9835 鈴木　京獅朗(2) 五井中 13.15 5 8 2876 佐藤　有人(1) 木更津二中 16.26
ｵｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ 千葉 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 千葉

6 8 9867 大野　公太郎(1) 国分寺台中 13.51 2 9646 松永 大輝(1) 君津中 DNS
ｶｻｲ ｼｮｳﾏ 千葉 ｵｵﾉ ﾕｳｾｲ 千葉

7 2 9876 葛西　翔真(1) 五井中 15.27 7 9647 大野 悠聖(1) 君津中 DNS
ｼﾓﾇﾘ ｶｲﾄ 千葉

8 1 9854 下温湯　海斗(1) ちはら台南中 15.74

3組 (風:-0.5) 4組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ 千葉 ｵｶﾞﾜ ﾊﾔｾ 千葉

1 5 2795 吉田 吏玖(3) 太田中 11.61 1 5 9824 小川　隼世(3) 五井中 11.63
ｵｶﾀﾞ ｿｳﾀ 千葉 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ 千葉

2 3 9819 岡田　蒼太(2) ちはら台南中 12.26 2 6 9801 古谷　拓馬(3) ちはら台南中 12.22
ﾊﾈ ｿﾗ 千葉 ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾔﾄ 千葉

3 6 9837 羽根　空(2) 五井中 13.33 3 4 2796 米田 隼(3) 太田中 12.24
ｺｲｿ ｷﾞﾝｼﾞ 千葉 ｼﾗｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉

4 4 2831 小磯　銀志(1) 木更津二中 13.43 4 3 9809 白木　隆大朗(3) ちはら台南中 13.05
ｶﾐﾔﾏﾊﾔﾄ 千葉 ｵﾉﾃﾞﾗ ｺﾋﾛ 千葉

5 2 9866 神山 颯斗(1) 千種中 13.79 5 7 2774 小野寺　琥大(2) 木更津二中 13.50
ﾅｶｶﾞﾜ ｲｸﾄ 千葉 ｲｼﾊﾞｼ ｲｯｻ 千葉

6 8 2832 中川　生翔(1) 木更津二中 14.20 6 8 9838 石??　一砂(2) 五井中 13.52
ｶﾈﾏｷ ｷｮｳﾏ 千葉 ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉

1 9848 金巻　叶磨(1) ちはら台南中 DNS 7 1 2875 小川　心太郎(1) 木更津二中 15.61
ｱｿｳ ｾｲﾔ 千葉 ｵｷﾂ ﾕｳﾏ 千葉

7 9650 麻生 誠也(1) 君津中 DNS 2 9649 沖津 佑真(1) 君津中 DNS

5組 (風:-0.3) 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 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾜｲ ｼｵﾝ 千葉 ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ 千葉

1 3 9825 岩井　志穏(3) 五井中 11.67 1 2795 吉田 吏玖(3) 太田中 11.61 -0.6
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 千葉 ｵｶﾞﾜ ﾊﾔｾ 千葉

2 4 2773 伊藤　優希(2) 木更津二中 12.92 2 9824 小川　隼世(3) 五井中 11.63 -0.7
ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾉﾘ 千葉 ﾁｼﾏ ﾀｲｶﾞ 千葉

3 5 9830 村田　智紀(3) 五井中 13.08 3 2790 千島 大芽(3) 太田中 11.66 -0.3
ﾐﾔｶﾜ ﾖｼﾋｻ 千葉 ｲﾜｲ ｼｵﾝ 千葉

4 6 9816 宮川　義久(2) ちはら台南中 13.40 4 9825 岩井　志穏(3) 五井中 11.67 -0.3
ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ 千葉 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾊ 千葉

5 2 2777 吉田　洋祐(2) 木更津二中 13.51 5 9826 田中　温羽(3) 五井中 11.72 -0.3
ｱﾗｲ ﾖｼｶｾﾞ 千葉 ﾅｶﾞｵ ｾﾅ 千葉

6 7 9832 荒井　善風(2) 五井中 14.09 6 9827 長尾　星奏(3) 五井中 12.08 -0.3
ﾀﾏｷ ｿｳﾀ 千葉 ｵｶｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 千葉

7 8 2830 玉木　崇太(1) 木更津二中 14.18 7 9603 岡澤 竜誠(3) 君津中 12.13 -0.3
ｵｵﾀｷ ﾊﾙﾋﾄ 千葉 ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ 千葉

8 1 9844 大瀧　悠仁(1) ちはら台南中 15.31 8 9801 古谷　拓馬(3) ちはら台南中 12.22 -0.7

凡例  DNS:欠場



中学男子800m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 15:20 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄｳ ﾅｵｷ 千葉

1 7 9828 加藤　直希(3) 五井中 2:07.08
ｷﾖｽｴ ｿｳｽｹ 千葉

2 5 2786 清末 綜亮(3) 太田中 2:09.96
ﾋﾗﾔﾏ ｿｳﾀ 千葉

3 4 2794 平山 奏太(3) 太田中 2:14.02
ｸｽﾞﾀ ﾊﾚｱ 千葉

4 6 9605 葛田 晴蒼(2) 君津中 2:39.82



中学男子1500m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 16:10 決　勝

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾖｳ ﾀｲﾖｳ 千葉

1 5 2788 小用 太陽(3) 太田中 4:14.99
ﾖｼﾉ ｺｳﾖｳ 千葉

2 1 9821 吉野　滉洋(2) ちはら台西中 4:35.34
ｵｵﾂｶ ｿﾗ 千葉

3 6 9806 大塚　奏空(3) ちはら台南中 4:42.21
ｲｼｲ ﾖｼﾋﾛ 千葉

4 2 2784 石井 勝景(3) 太田中 4:43.11
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾏ 千葉

5 11 9836 山口　琉摩(2) 五井中 4:45.58
ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 千葉

6 3 9817 熊谷　和希(2) ちはら台南中 4:49.58
ｻｸﾏ ｿｳｽｹ 千葉

7 7 9872 佐久間　聡介(1) 五井中 4:49.90
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 千葉

8 9 9602 大和田 悠月(3) 君津中 4:51.20
ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 千葉

9 14 9823 齋藤 寛斗(2) 三和中 4:57.63
ｽｽﾞｷ ﾙｲ 千葉

10 13 2775 鈴木　琉生(2) 木更津二中 5:00.19
ｼｷﾞﾊﾗ ｿｳｽｹ 千葉

11 12 9856 鴫原　蒼祐(1) ちはら台南中 5:00.49
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 千葉

12 15 9604 中村 亮太(3) 君津中 5:14.60
ｻｴｸﾞｻ ｶｴﾃﾞ 千葉

13 16 9879 三枝　楓(1) 五井中 5:25.11
ｳｴﾉ ﾊﾔﾄ 千葉

14 17 9881 上野　隼和(1) 五井中 5:30.86
ﾅﾘﾀ ﾕｳﾏ 千葉

15 18 9884 成田　悠真(1) 五井中 5:37.63
ｲﾅﾓﾘ ﾌｳｶﾞ 千葉

16 10 9885 稲森　楓雅(1) 五井中 6:37.65
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 千葉

4 9640 鈴木 晴仁(1) 君津中 DNS
ﾋﾗﾔﾏ ｿｳﾀ 千葉

8 2794 平山 奏太(3) 太田中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子4X100mR
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 17:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1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 5 五井中 9827 長尾　星奏(3) ﾅｶﾞｵ ｾﾅ 43.84
9824 小川　隼世(3) ｵｶﾞﾜ ﾊﾔｾ
9826 田中　温羽(3) ﾀﾅｶ ﾐﾂﾊ
9825 岩井　志穏(3) ｲﾜｲ ｼｵﾝ

2 4 太田中 2796 米田 隼(3) ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾔﾄ 43.87
2795 吉田 吏玖(3) ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ
2785 金子 颯希(3) ｶﾈｺ ｻﾂｷ
2790 千島 大芽(3) ﾁｼﾏ ﾀｲｶﾞ

3 6 ちはら台南中A 9807 金巻　由暁(3) ｶﾈﾏｷ ﾕｷﾄｼ 46.47
9819 岡田　蒼太(2) ｵｶﾀﾞ ｿｳﾀ
9802 米持　和真(3) ﾖﾈﾓﾁ ｶｽﾞﾏ
9801 古谷　拓馬(3) ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ

4 7 君津中 9604 中村 亮太(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 48.75
9603 岡澤 竜誠(3) ｵｶｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ
9602 大和田 悠月(3) ｵｵﾜﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ
9601 大貫 蒔門(3) ｵｵﾇｷ ｼﾓﾝ

5 3 ちはら台南中B 9811 長尾　武蔵(3) ﾅｶﾞｵ ﾑｻｼ 51.71
9812 中村　光貴(3) ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ
9810 竹内　涼(3) ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ
9809 白木　隆大朗(3) ｼﾗｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ

8 五井中B 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 五井中 9827 長尾　星奏(3) ﾅｶﾞｵ ｾﾅ 43.84
9824 小川　隼世(3) ｵｶﾞﾜ ﾊﾔｾ
9826 田中　温羽(3) ﾀﾅｶ ﾐﾂﾊ
9825 岩井　志穏(3) ｲﾜｲ ｼｵﾝ

2 太田中 2796 米田 隼(3) ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾔﾄ 43.87
2795 吉田 吏玖(3) ﾖｼﾀﾞ ﾘｸ
2785 金子 颯希(3) ｶﾈｺ ｻﾂｷ
2790 千島 大芽(3) ﾁｼﾏ ﾀｲｶﾞ

3 ちはら台南中A 9807 金巻　由暁(3) ｶﾈﾏｷ ﾕｷﾄｼ 46.47
9819 岡田　蒼太(2) ｵｶﾀﾞ ｿｳﾀ
9802 米持　和真(3) ﾖﾈﾓﾁ ｶｽﾞﾏ
9801 古谷　拓馬(3) ﾌﾙﾔ ﾀｸﾏ

4 君津中 9604 中村 亮太(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 48.75
9603 岡澤 竜誠(3) ｵｶｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ
9602 大和田 悠月(3) ｵｵﾜﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ
9601 大貫 蒔門(3) ｵｵﾇｷ ｼﾓﾝ

5 ちはら台南中B 9811 長尾　武蔵(3) ﾅｶﾞｵ ﾑｻｼ 51.71
9812 中村　光貴(3) ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ
9810 竹内　涼(3) ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ
9809 白木　隆大朗(3) ｼﾗｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ

凡例  DNS:欠場



中学男子走高跳
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 14:00 決　勝    

決　勝　

ｵｸﾞﾗ ﾖｼﾔ 千葉 － － － － － － － × ○

1 2 9829 小倉　由也(3) 五井中 × ○ ○ × × × 1m73
ﾐﾀ ｿｳｺﾞ 千葉 × × ×

1 9861 三田　壮悟(1) ちはら台南中 NM

1m55 1m60 1m65
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m35

1m73

1m40

1m76

1m45 1m50
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m30

1m70

凡例  NM:記録なし



中学男子走幅跳
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17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

ｼﾞﾂｶﾀ ｱﾂｷ 千葉 × 5m38 × 5m38
1 12 2789 実形 充喜(3) 太田中 +0.9 +0.9

ﾉｻﾞｷ ﾕｳ 千葉 × 5m36 5m20 5m36
2 17 2793 野崎 優生(3) 太田中 +0.5 +0.6 +0.5

ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀ 千葉 5m10 × 5m30 5m30
3 13 2787 後藤 将太(3) 太田中 +0.8 +0.7 +0.7

ｶﾈﾏｷ ﾕｷﾄｼ 千葉 5m13 4m83 5m21 5m21
4 15 9807 金巻　由暁(3) ちはら台南中 +0.9 +1.2 +0.2 +0.2

ﾄｷﾀ ﾘｸﾄ 千葉 × 5m17 4m97 5m17
5 16 9831 鴇田　陸斗(2) 五井中 +1.3 +0.9 +1.3

ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 千葉 5m06 4m97 4m99 5m06
6 11 9810 竹内　涼(3) ちはら台南中 +0.9 +1.0 +1.1 +0.9

ｶﾈｺ ｻﾂｷ 千葉 × × 5m04 5m04
7 14 2785 金子 颯希(3) 太田中 +0.6 +0.6

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ 千葉 4m86 × 4m60 4m86
8 1 9859 中村　凌嘉(1) ちはら台南中 +0.6 +0.7 +0.6

ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｷ 千葉 4m75 － 4m75 4m75
9 10 9833 髙橋　春樹(2) 五井中 +0.9 +1.5 +0.9

ﾅｶﾞｵ ﾑｻｼ 千葉 4m37 4m52 4m53 4m53
10 5 9811 長尾　武蔵(3) ちはら台南中 +0.9 +0.8 +0.7 +0.7

ｻﾄｳ ﾘｸ 千葉 4m42 3m99 4m51 4m51
11 9 9853 佐藤　璃空(1) ちはら台南中 +1.2 +1.2 +1.2 +1.2

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 千葉 4m41 4m08 4m16 4m41
12 7 9812 中村　光貴(3) ちはら台南中 +0.5 +0.5 +1.0 +0.5

ﾅｶｼﾞﾏ ｾｵ 千葉 4m16 4m28 × 4m28
13 8 2792 中島 世旺(3) 太田中 +0.7 +0.8 +0.8

ｼﾉﾀﾞ ﾘｮｳ 千葉 3m86 3m82 3m90 3m90
14 3 9880 篠田　凌(1) 五井中 +0.7 +0.9 0.0 0.0

ｼﾗｸﾏ ﾕｽﾞｷ 千葉 × 2m84 3m86 3m86
15 4 9875 白熊　謙己(1) 五井中 +0.9 +0.8 +0.8

ｾﾝｽｲ ﾄﾓﾐﾁ 千葉 3m61 3m45 3m66 3m66
16 2 2833 泉水　智道(1) 木更津二中 +0.7 +0.6 +0.5 +0.5

ｱﾘﾏ ｾﾅ 千葉

6 9648 有馬 星那(1) 君津中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17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

ｴﾝﾄﾞｳ ﾌｳﾄ 千葉

1 5 9805 遠藤　楓斗(3) ちはら台南中 10m41 9m19 10m38 10m41 4 10m72 9m88 9m63 10m72
ｵｵﾇｷ ｼﾓﾝ 千葉

2 3 9601 大貫 蒔門(3) 君津中 × 8m38 7m51 8m38 3 9m22 8m77 × 9m22
ﾀｶﾔﾏ ｷｸﾀﾛｳ 千葉

3 2 9834 髙山　喜久太郎(2) 五井中 7m37 7m47 7m48 7m48 2 7m26 7m30 6m81 7m48
ﾅｶﾞｻｷ ｺｳｷ 千葉

4 1 9858 長﨑　孝輝(1) ちはら台南中 × 6m36 6m66 6m66 1 6m93 7m02 6m83 7m02
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 千葉

4 9808 小林　悠人(3) ちはら台南中 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子100m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 14:00 予　選
7月17日 17:20 決　勝

予　選　7組0着＋8

1組 (風:-0.3) 2組 (風:-0.6)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｺﾊﾗ ﾏﾎ 千葉 ｼﾅﾑﾗ ﾓﾓｶ 千葉

1 8 76 古原　茉朋(2) 木更津総合高 13.56 1 6 1580 品村　百香(2) 市立船橋高 12.77
ﾀｹﾀﾞ ﾏｱｻ ｲﾄｳｻﾔｶ 長野

2 3 608 武田 麻亜紗 千葉陸協 13.93 2 4 2497 伊藤　沙優香(3) 松本国際高 13.33
ﾏｼﾞﾏ ﾅﾎ 千葉 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ 千葉

3 7 44 真島　菜穂(1) 東海大望洋高 14.02 3 8 77 松崎　亜衣(2) 木更津総合高 14.03
ﾀｶﾁｵﾕｳ 千葉 ﾋｻﾐﾂ ｱｵｲ 千葉

4 5 1843 高知尾　優(1) 幕張総合高 14.15 4 7 43 久光　葵(1) 東海大望洋高 14.35
ｶﾐﾔ ﾏｺﾄ 千葉 ｲｼﾀﾞ ｶｺ 千葉

5 2 96 神谷　真琴(2) 志学館高 16.98 5 2 24 石田　かこ(2) 市原八幡高 15.55
ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 千葉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｳ 千葉

1 222 田中　愛莉(1) 長生高 DNS 3 1593 杉本　心結(1) 市立船橋高 DNS
ｼﾐｽﾞ ｾﾘﾅ ﾋﾗｵ ﾐﾁｶ 千葉

4 1581 志水　芹菜(2) 市立船橋高 DNS 5 161 平尾　倫花(2) 長生高 DNS
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｶ 千葉

6 1576 供田　柚香(3) 市立船橋高 DNS

3組 (風:-0.5) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾒ 東京 ｶﾒﾔﾏ ﾐﾅﾐ 千葉

1 7 928 桝田　結夢(6) 千葉大 13.01 1 6 1591 亀山　美南(1) 市立船橋高 12.47
ｻﾄｳ ﾊﾅ 千葉 ｺｲｼｶﾜ ﾒｲ 千葉

2 3 34 佐藤　はな(2) 東海大望洋高 13.08 2 3 25 小石川　愛依(3) 東海大望洋高 12.78
ｵﾀﾞ ﾁｻﾄ 千葉 ｲｿﾉ ﾐﾘ 千葉

3 5 511 小田　知里(2) 県立銚子高 13.59 3 5 39 磯野　美莉(1) 東海大望洋高 13.14
ｱｻﾜﾌｳｶ 長野 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅﾃﾞ 千葉

4 8 2496 麻和　楓花(3) 松本国際高 13.88 4 4 1586 飯島　香撫(1) 市立船橋高 13.32
ｲｲ ｱﾔﾉ 千葉 ﾆｼﾑﾗｱﾕﾐ 長野

5 2 95 伊井　綾野(2) 志学館高 15.20 5 7 1988 西村　渉(1) 松本国際高 13.65
ﾐﾔﾁ ﾘﾘｶ 千葉 ｲﾁﾊﾗ ﾐｷ 千葉

4 1585 宮地　利璃香(2) 市立船橋高 DNS 6 8 42 市原　美姫(1) 東海大望洋高 13.87
ｲｺﾞｳ ﾚﾅ 千葉 ﾁﾖﾀﾞ ｸﾚｱ 千葉

6 75 井合　玲奈(2) 木更津総合高 DNS 7 2 803 千代田　紅愛(1) 県立銚子高 16.38

5組 (風:-0.6) 6組 (風:-0.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 千葉 ｻﾄｳ ｱｵｲ 千葉

1 3 1578 山田　裕未(3) 市立船橋高 12.25 1 6 1574 佐藤　葵唯(3) 市立船橋高 12.21
ｲﾄｳ ｱｻ 千葉 ｲｲﾂｶ ﾕｲ 千葉

2 4 1588 伊藤　麻紗(1) 市立船橋高 12.84 2 5 1587 飯塚　結(1) 市立船橋高 13.07
ｲｼｶﾜ ｽｽﾞ 千葉 ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 千葉

3 6 32 石川　すず(2) 東海大望洋高 12.97 3 4 28 長尾　花音(3) 東海大望洋高 13.36
ｲｺﾞｳ ﾒｲ 千葉 ｽｶﾞｲ ｷｮｳｶ 千葉

4 7 86 井合　芽依(1) 木更津総合高 13.16 4 8 71 須貝　香花(3) 木更津総合高 14.21
ｶﾜｶﾐ ｼｵﾘ 千葉 ｺﾊﾗ ﾐｻｷ 千葉

5 8 40 川上　詩織(1) 東海大望洋高 13.20 5 2 103 小原　美咲(2) 君津高 14.66
ｵﾘﾓﾄ ﾘｱ 千葉 ｶｼﾏ ﾚｲﾘ 千葉

6 5 111 織本　理愛(2) 翔凜高 14.20 6 1 240 鹿島　怜莉(1) 志学館高 15.55
ｷﾑﾗｱﾕﾐ 長野 ﾀｵﾀ ﾅﾂｷ 千葉

7 2 1989 木村　歩実(1) 松本国際高 14.69 3 1594 峠田　夏希(1) 市立船橋高 DNS
ｻﾄﾑﾗ ﾋﾅﾉ 千葉 ﾄﾑﾗ ｺｺｱ 千葉

1 241 里村　陽菜乃(1) 志学館高 DNS 7 163 戸村　心茜(2) 長生高 DNS

凡例  DNS:欠場



一般女子100m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 14:00 予　選
7月17日 17:20 決　勝

予　選　7組0着＋8

7組 (風:-0.3) 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 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾜ ｴﾘｶ 千葉 ｻﾄｳ ｱｵｲ 千葉

1 6 33 三輪　絵莉佳(2) 東海大望洋高 12.79 1 1574 佐藤　葵唯(3) 市立船橋高 12.21 -0.7
ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 千葉 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 千葉

2 4 1582 樋口　葵(2) 市立船橋高 13.01 2 1578 山田　裕未(3) 市立船橋高 12.25 -0.6
ﾊﾗﾐﾂﾞｷ 長野 ｶﾒﾔﾏ ﾐﾅﾐ 千葉

3 7 1976 原　美月(3) 松本国際高 13.37 3 1591 亀山　美南(1) 市立船橋高 12.47 -0.1
ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 千葉 ｼﾅﾑﾗ ﾓﾓｶ 千葉

4 3 115 鈴木　里奈(1) 翔凜高 13.54 4 1580 品村　百香(2) 市立船橋高 12.77 -0.6
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 千葉 ｺｲｼｶﾜ ﾒｲ 千葉

5 8 510 山口　碧衣(2) 県立銚子高 14.11 5 25 小石川　愛依(3) 東海大望洋高 12.78 -0.1
ｴﾘｸﾞﾁ ﾘﾝ 千葉 ﾐﾜ ｴﾘｶ 千葉

6 1 41 江里口　凛(1) 東海大望洋高 14.17 6 33 三輪　絵莉佳(2) 東海大望洋高 12.79 -0.3
ｳﾒﾑﾗ ﾐﾎ 千葉 ｲﾄｳ ｱｻ 千葉

7 2 45 梅村　美帆(1) 東海大望洋高 14.33 7 1588 伊藤　麻紗(1) 市立船橋高 12.84 -0.6
ｵﾁｱｲ ﾐｺ 千葉 ｲｼｶﾜ ｽｽﾞ 千葉

5 27 落合　美心(3) 東海大望洋高 DNS 8 32 石川　すず(2) 東海大望洋高 12.97 -0.6

凡例  DNS:欠場



一般女子400m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 16:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ﾐﾔﾁ ﾘﾘｶ 千葉 ｼﾐｽﾞ ｾﾘﾅ

1 3 1585 宮地　利璃香(2) 市立船橋高 56.06 1 1 1581 志水　芹菜(2) 市立船橋高 57.79
ｼﾉﾊﾗ ﾐｻｷ 千葉 ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ 千葉

2 4 1575 篠原　美咲(3) 市立船橋高 56.49 2 6 1579 石川　愛梨(2) 市立船橋高 59.91
ｺｻﾞﾜ ﾐｻｷ 千葉 ﾌﾙﾔ ﾏﾅﾐ 千葉

3 8 1572 小澤　美咲(3) 市立船橋高 57.76 3 5 97 古谷　真奈未(3) 君津高 1:00.39
ﾜﾀﾞﾐｽﾞｷ 千葉 ｳｴﾀﾞﾅﾅﾐ 千葉

4 1 1103 和田　瑞希(2) 幕張総合高 58.26 4 3 1102 上田　菜々美(2) 幕張総合高 1:02.27
ﾀｶｼﾅ ﾊﾙ 千葉 ｺﾏﾂﾘｻ 長野

5 2 101 髙品　花(2) 君津高 1:01.98 5 4 1978 小松　理紗(2) 松本国際高 1:03.82
ﾎﾝｼﾞｮｳﾔ ﾕｱ 千葉 ﾏﾂﾓﾄ ｻｸﾗ 千葉

5 2266 本城谷　結愛(1) 日体大柏高 DNS 6 7 36 松本　咲凛(2) 東海大望洋高 1:04.45
ｻﾄｳ ｱｵｲ 千葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾈﾈ 千葉

6 1574 佐藤　葵唯(3) 市立船橋高 DNS 7 8 150 渡邉　寧乃(2) 大多喜高 1:05.14
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 千葉 ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｲ 千葉

7 100 鈴木　日菜(3) 君津高 DNS 8 2 107 安西　優衣(2) 君津高 1:08.62

3組 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 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾛﾀ ﾜｺ 千葉 ﾐﾔﾁ ﾘﾘｶ 千葉

1 3 46 廣田　倭子(1) 東海大望洋高 1:04.52 1 1585 宮地　利璃香(2) 市立船橋高 56.06
ｷﾀﾔﾏ ｻｸﾗ 千葉 ｼﾉﾊﾗ ﾐｻｷ 千葉

2 7 244 北山　咲空(1) 市原八幡高 1:10.99 2 1575 篠原　美咲(3) 市立船橋高 56.49
ﾌﾙｶﾜ ｻﾅ 千葉 ｺｻﾞﾜ ﾐｻｷ 千葉

3 2 253 古川　早菜(1) 大多喜高 1:15.61 3 1572 小澤　美咲(3) 市立船橋高 57.76
ｼﾏﾉ ﾕﾅ 千葉 ｼﾐｽﾞ ｾﾘﾅ

4 8 246 島野　由菜(1) 市原八幡高 1:17.74 4 1581 志水　芹菜(2) 市立船橋高 57.79
ｽｽﾞｷ ﾕｳ 千葉 ﾜﾀﾞﾐｽﾞｷ 千葉

4 1139 鈴木　優羽(2) 市立稲毛高 DNS 5 1103 和田　瑞希(2) 幕張総合高 58.26
ｻｲﾄｳ ｳﾀﾉ 千葉 ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ 千葉

5 158 齋藤　歌乃(2) 長生高 DNS 6 1579 石川　愛梨(2) 市立船橋高 59.91
ﾅｶﾔﾊﾙｶ 長野 ﾌﾙﾔ ﾏﾅﾐ 千葉

6 1980 中谷　春香(2) 松本国際高 DNS 7 97 古谷　真奈未(3) 君津高 1:00.39
ﾀｶｼﾅ ﾊﾙ 千葉

8 101 髙品　花(2) 君津高 1:01.98

凡例  DNS:欠場



一般女子3000m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 18:00 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

ｶｸﾀ ﾓﾅ 千葉 ｲﾏｲ ｱﾔﾈ 千葉

1 15 68 角田　萌奈(3) 木更津総合高 10:15.92 1 2 1955 今井　綾音(1) 市立稲毛高 11:54.08
ｵｶﾓﾄ ｻｷ 千葉 ﾓﾘ ﾋﾅｺ 千葉

2 14 8 岡本　彩稀(1) 清和大 10:35.51 2 6 82 森　日菜子(2) 木更津総合高 11:58.09
ﾆｼｵｶ ﾎﾉｶ 千葉 ﾅｶﾞﾔﾏ ｱﾔﾐ 千葉

3 7 37 西岡　朋香(2) 東海大望洋高 10:52.87 3 3 69 永山　彩未(3) 木更津総合高 12:20.14
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾘ 千葉 ｶﾄｳ ｱｲﾘ 千葉

4 10 67 小野寺 琳々(3) 木更津総合高 11:10.54 4 11 805 加藤　愛梨(1) 県立銚子高 12:25.47
ﾀﾀﾞ ﾏｱﾔ 千葉 ｲﾄｳ ﾐｻｷ 千葉

5 5 105 多田　真彩(2) 君津高 11:18.44 5 7 512 伊藤　光咲(1) 県立銚子高 12:38.67
ｼｵﾐ ﾗﾝ 千葉 ﾆｼﾊﾗ ｱｵｲ 千葉

6 9 70 塩見　蘭(3) 木更津総合高 11:19.14 6 10 109 西原　葵衣(1) 君津高 12:46.72
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲ 千葉 ｶﾄｳ ｱｲﾙ 千葉

7 13 80 宮崎　真衣(2) 木更津総合高 11:19.98 7 12 804 加藤　愛琉(1) 県立銚子高 12:48.22
ｵｶﾞﾜ ﾐｵ 千葉 ﾀｹｶﾜｱｷ 長野

8 8 26 小川　美緒(3) 東海大望洋高 11:35.02 8 15 1982 竹川　明希(2) 松本国際高 12:54.65
ﾊﾔｼﾏﾕﾘ 長野 ｻｶｲ ﾜｶ 千葉

1 1981 林　眞由莉(2) 松本国際高 DNF 9 9 225 坂井　和香(1) 君津高 13:39.23
ｺｼﾞﾏｶｴﾗ 長野 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾐ 千葉

2 2498 小嶋　楓來(3) 松本国際高 DNF 10 1 239 渡邊　成美(1) 志学館高 13:55.15
ﾉﾑﾗ ﾒｲ 千葉 ｸﾗﾀ ﾙﾅ 千葉

3 104 野村　芽以(2) 君津高 DNS 4 1140 倉田　瑠奈(2) 市立稲毛高 DNS
ﾖｼﾉ ﾊﾅ 千葉 ﾊｾｶﾞﾜ ｺﾄｺ 千葉

4 162 吉野　はな(2) 長生高 DNS 5 223 長谷川　琴子(1) 長生高 DNS
ﾀﾀﾞ ﾁｻｷ 千葉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾙｶ 千葉

6 106 多田　智咲(2) 君津高 DNS 8 74 長谷川　瑠海(3) 木更津総合高 DNS
ｻｲﾄｳ ｲﾁﾉ 千葉 ｻｶﾀ ｱﾝｼﾞｭ 千葉

11 159 齋藤　一乃(2) 長生高 DNS 13 221 酒田　杏珠(1) 長生高 DNS
ｳｼﾉﾊﾏ ｱｽﾞﾐ 千葉 ｷﾀﾈ ｶﾗ 千葉

12 81 牛之濵　杏美(2) 木更津総合高 DNS 14 151 北根　果宙(2) 大多喜高 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

ｶｸﾀ ﾓﾅ 千葉

1 68 角田　萌奈(3) 木更津総合高 10:15.92
ｵｶﾓﾄ ｻｷ 千葉

2 8 岡本　彩稀(1) 清和大 10:35.51
ﾆｼｵｶ ﾎﾉｶ 千葉

3 37 西岡　朋香(2) 東海大望洋高 10:52.87
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘﾘ 千葉

4 67 小野寺 琳々(3) 木更津総合高 11:10.54
ﾀﾀﾞ ﾏｱﾔ 千葉

5 105 多田　真彩(2) 君津高 11:18.44
ｼｵﾐ ﾗﾝ 千葉

6 70 塩見　蘭(3) 木更津総合高 11:19.14
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲ 千葉

7 80 宮崎　真衣(2) 木更津総合高 11:19.98
ｵｶﾞﾜ ﾐｵ 千葉

8 26 小川　美緒(3) 東海大望洋高 11:35.02

凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権



一般女子100mH(0.838m)
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 15:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.2) 2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
ﾂﾁﾔ ｶｵﾙ 千葉 ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 千葉

1 4 29 土屋　薫(3) 東海大望洋高 14.47 1 3 1589 伊藤　遥香(1) 市立船橋高 16.00
ﾊｼﾓﾄ ｷｻｷ 千葉 ｳｴﾁ ｱｲｶ 千葉

2 5 1577 橋本　季咲(3) 市立船橋高 15.11 2 6 23 上地　藍夏(2) 市原八幡高 18.45
ﾎｼﾉ ﾐﾕ 千葉 ｸﾛｲﾜ ｻﾎ 千葉

3 8 1583 星野　美優(2) 市立船橋高 15.24 3 7 1143 黒岩　咲帆(1) 市立稲毛高 18.60
ｶﾈｺ ﾐﾂｷ 千葉 ﾔﾅｶﾞﾜ ｺﾉﾐ 千葉

4 7 1590 金子　美月(1) 市立船橋高 15.42 4 8 206 柳川　香実(1) 君津高 19.29
ﾊﾔｼﾀﾞﾋﾅｶ 千葉 ﾏﾂｵ ｱｲﾐ 千葉

5 2 1105 林田　陽菜花(1) 幕張総合高 16.65 4 1584 松尾　あいみ(2) 市立船橋高 DNS
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 千葉 ﾔﾏｼﾀ ﾐｵ 千葉

3 1578 山田　裕未(3) 市立船橋高 DNS 5 1138 山下　珠央(2) 市立稲毛高 DNS
ｼﾐｽﾞ ｾﾘﾅ

6 1581 志水　芹菜(2) 市立船橋高 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

ﾂﾁﾔ ｶｵﾙ 千葉

1 29 土屋　薫(3) 東海大望洋高 14.47 -0.2
ﾊｼﾓﾄ ｷｻｷ 千葉

2 1577 橋本　季咲(3) 市立船橋高 15.11 -0.2
ﾎｼﾉ ﾐﾕ 千葉

3 1583 星野　美優(2) 市立船橋高 15.24 -0.2
ｶﾈｺ ﾐﾂｷ 千葉

4 1590 金子　美月(1) 市立船橋高 15.42 -0.2
ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 千葉

5 1589 伊藤　遥香(1) 市立船橋高 16.00 -0.4
ﾊﾔｼﾀﾞﾋﾅｶ 千葉

6 1105 林田　陽菜花(1) 幕張総合高 16.65 -0.2
ｳｴﾁ ｱｲｶ 千葉

7 23 上地　藍夏(2) 市原八幡高 18.45 -0.4
ｸﾛｲﾜ ｻﾎ 千葉

8 1143 黒岩　咲帆(1) 市立稲毛高 18.60 -0.4

凡例  DNS:欠場



一般女子4X100mR
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 18:30 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 5 東海大望洋高A 30 齋藤　萌(3) ｻｲﾄｳ ﾓｴ 49.25 1 3 市立船橋高A 1575 篠原　美咲(3) ｼﾉﾊﾗ ﾐｻｷ 46.23
29 土屋　薫(3) ﾂﾁﾔ ｶｵﾙ 1576 供田　柚香(3) ﾄﾓﾀﾞ ﾕｶ
25 小石川　愛依(3) ｺｲｼｶﾜ ﾒｲ 1578 山田　裕未(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ
28 長尾　花音(3) ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ 1574 佐藤　葵唯(3) ｻﾄｳ ｱｵｲ

2 2 千葉大 242 佐々木　遼佳(1) ｻｻｷ ﾘｮｳｶ 51.37 2 5 東海大望洋高B 33 三輪　絵莉佳(2) ﾐﾜ ｴﾘｶ 49.12
245 荻原　愛花(1) ｵｷﾞﾊﾗ ｱｲｶ 32 石川　すず(2) ｲｼｶﾜ ｽｽﾞ
932 大崎　怜夏(1) ｵｵｻｷ ﾚｲﾅ 36 松本　咲凛(2) ﾏﾂﾓﾄ ｻｸﾗ
937 大橋　怜奈(1) ｵｵﾊｼ ﾚﾅ 34 佐藤　はな(2) ｻﾄｳ ﾊﾅ

3 4 幕張総合高 1107 小笠原　花音(1) ｵｶﾞｻﾜﾗｶﾉﾝ 52.13 3 6 市立船橋高D 1571 亀田　紘花(3) ｶﾒﾀﾞ ﾋﾛｶ 50.78
1102 上田　菜々美(2) ｳｴﾀﾞﾅﾅﾐ 1573 佐々木　千翔(3) ｻｻｷ ﾁｶ
1101 倉持　美優(2) ｸﾗﾓﾁﾐﾕ 1592 小林　卯乃(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾉ
1843 高知尾　優(1) ﾀｶﾁｵﾕｳ 1586 飯島　香撫(1) ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅﾃﾞ

4 7 木更津総合高A 71 須貝　香花(3) ｽｶﾞｲ ｷｮｳｶ 53.78 4 4 松本国際高A 1976 原　美月(3) ﾊﾗﾐﾂﾞｷ 52.71
73 長南　実花(3) ﾁｮｳﾅﾝ ﾐｶ 2497 伊藤　沙優香(3) ｲﾄｳｻﾔｶ
72 武田　侑奈(3) ﾀｹﾀﾞ ﾕﾅ 2496 麻和　楓花(3) ｱｻﾜﾌｳｶ
79 鈴木　結花(2) ｽｽﾞｷ ﾕｲｶ 2499 増澤　美優(3) ﾏｽｻﾞﾜﾐﾕｳ

5 8 県立銚子高 510 山口　碧衣(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 57.27 5 8 市立稲毛高 1137 長谷川　璃音(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｵ 56.21
511 小田　知里(2) ｵﾀﾞ ﾁｻﾄ 1143 黒岩　咲帆(1) ｸﾛｲﾜ ｻﾎ
803 千代田　紅愛(1) ﾁﾖﾀﾞ ｸﾚｱ 1144 竹内　七那(1) ﾀｹｳﾁ ﾅﾅ
804 加藤　愛琉(1) ｶﾄｳ ｱｲﾙ 1956 並木　美諭(1) ﾅﾐｷ ﾐﾕ

3 長生高 DNS 6 2 市原八幡高 24 石田　かこ(2) ｲｼﾀﾞ ｶｺ 59.07
23 上地　藍夏(2) ｳｴﾁ ｱｲｶ
244 北山　咲空(1) ｷﾀﾔﾏ ｻｸﾗ
246 島野　由菜(1) ｼﾏﾉ ﾕﾅ

6 市立船橋高C DNS 7 木更津総合高B 77 松崎　亜衣(2) ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ DNS
76 古原　茉朋(2) ｺﾊﾗ ﾏﾎ
84 鶴谷　真緒(2) ﾂﾙｶﾞﾔ ﾏｵ
78 森　芽衣(2) ﾓﾘ ﾒｲ

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 6 市立船橋高B 1580 品村　百香(2) ｼﾅﾑﾗ ﾓﾓｶ 48.20
1591 亀山　美南(1) ｶﾒﾔﾏ ﾐﾅﾐ
1588 伊藤　麻紗(1) ｲﾄｳ ｱｻ
1585 宮地　利璃香(2) ﾐﾔﾁ ﾘﾘｶ

2 4 市立船橋高E 1590 金子　美月(1) ｶﾈｺ ﾐﾂｷ 48.81
1579 石川　愛梨(2) ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ
1572 小澤　美咲(3) ｺｻﾞﾜ ﾐｻｷ
1587 飯塚　結(1) ｲｲﾂｶ ﾕｲ

3 5 東海大望洋高C 44 真島　菜穂(1) ﾏｼﾞﾏ ﾅﾎ 51.17
39 磯野　美莉(1) ｲｿﾉ ﾐﾘ
42 市原　美姫(1) ｲﾁﾊﾗ ﾐｷ
40 川上　詩織(1) ｶﾜｶﾐ ｼｵﾘ

4 3 君津高 97 古谷　真奈未(3) ﾌﾙﾔ ﾏﾅﾐ 51.39
101 髙品　花(2) ﾀｶｼﾅ ﾊﾙ
102 山本　澪(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ
98 大塚　千優(3) ｵｵﾂｶ ﾁﾋﾛ

5 8 松本国際高B 1977 一志　琉月(2) ｲｯｼﾙﾅ 52.15
1988 西村　渉(1) ﾆｼﾑﾗｱﾕﾐ
1979 征矢　珠々(2) ｿﾔｽｽﾞ
1978 小松　理紗(2) ｺﾏﾂﾘｻ

6 7 木更津総合高C 86 井合　芽依(1) ｲｺﾞｳ ﾒｲ 53.87
87 鈴木　美羽(1) ｽｽﾞｷ ﾐｳ
249 武藤 礼奈(1) ﾑﾄｳ ｱﾔﾅ
85 春川　花杏奈(2) ﾊﾙｶﾜ ﾊﾝﾅ

7 2 志学館高 95 伊井　綾野(2) ｲｲ ｱﾔﾉ 1:02.76

240 鹿島　怜莉(1) ｶｼﾏ ﾚｲﾘ
239 渡邊　成美(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾙﾐ
96 神谷　真琴(2) ｶﾐﾔ ﾏｺﾄ

凡例  DNS:欠場



一般女子4X100mR
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 18:30 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 市立船橋高A 1575 篠原　美咲(3) ｼﾉﾊﾗ ﾐｻｷ 46.23
1576 供田　柚香(3) ﾄﾓﾀﾞ ﾕｶ
1578 山田　裕未(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ
1574 佐藤　葵唯(3) ｻﾄｳ ｱｵｲ

2 市立船橋高B 1580 品村　百香(2) ｼﾅﾑﾗ ﾓﾓｶ 48.20
1591 亀山　美南(1) ｶﾒﾔﾏ ﾐﾅﾐ
1588 伊藤　麻紗(1) ｲﾄｳ ｱｻ
1585 宮地　利璃香(2) ﾐﾔﾁ ﾘﾘｶ

3 市立船橋高E 1590 金子　美月(1) ｶﾈｺ ﾐﾂｷ 48.81
1579 石川　愛梨(2) ｲｼｶﾜ ｱｲﾘ
1572 小澤　美咲(3) ｺｻﾞﾜ ﾐｻｷ
1587 飯塚　結(1) ｲｲﾂｶ ﾕｲ

4 東海大望洋高B 33 三輪　絵莉佳(2) ﾐﾜ ｴﾘｶ 49.12
32 石川　すず(2) ｲｼｶﾜ ｽｽﾞ
36 松本　咲凛(2) ﾏﾂﾓﾄ ｻｸﾗ
34 佐藤　はな(2) ｻﾄｳ ﾊﾅ

5 東海大望洋高A 30 齋藤　萌(3) ｻｲﾄｳ ﾓｴ 49.25
29 土屋　薫(3) ﾂﾁﾔ ｶｵﾙ
25 小石川　愛依(3) ｺｲｼｶﾜ ﾒｲ
28 長尾　花音(3) ﾅｶﾞｵ ｶﾉﾝ

6 市立船橋高D 1571 亀田　紘花(3) ｶﾒﾀﾞ ﾋﾛｶ 50.78
1573 佐々木　千翔(3) ｻｻｷ ﾁｶ
1592 小林　卯乃(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾉ
1586 飯島　香撫(1) ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅﾃﾞ

7 東海大望洋高C 44 真島　菜穂(1) ﾏｼﾞﾏ ﾅﾎ 51.17
39 磯野　美莉(1) ｲｿﾉ ﾐﾘ
42 市原　美姫(1) ｲﾁﾊﾗ ﾐｷ
40 川上　詩織(1) ｶﾜｶﾐ ｼｵﾘ

8 千葉大 242 佐々木　遼佳(1) ｻｻｷ ﾘｮｳｶ 51.37
245 荻原　愛花(1) ｵｷﾞﾊﾗ ｱｲｶ
932 大崎　怜夏(1) ｵｵｻｷ ﾚｲﾅ
937 大橋　怜奈(1) ｵｵﾊｼ ﾚﾅ

凡例  DNS:欠場



一般女子走高跳
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 16:30 決　勝    

決　勝　

ｽｽﾞｷ ﾕｲｶ 千葉 － － － － ○ ○ × ○ × × ×

1 9 79 鈴木　結花(2) 木更津総合高 1m60
ｲﾜﾏﾎﾉｶ 長野 － － ○ ○ ○ × × ×

2 7 1985 岩間　穂乃香(1) 松本国際高 1m50
ﾊﾙｶﾜ ﾊﾝﾅ 千葉 － － × × ○ ○ ○ × × ×

3 4 85 春川　花杏奈(2) 木更津総合高 1m50
ﾓﾘ ﾒｲ 千葉 － － ○ ○ × × ○ × × ×

4 5 78 森　芽衣(2) 木更津総合高 1m50
ﾌﾘﾊﾀﾅｵ － － ○ ○ × × ○ × × ×

4 6 1986 降旗　菜央(1) 松本国際高 1m50
ｶｲﾓﾄ ｻﾔｶ 千葉 － ○ ○ ○ × × ×

6 1 126 貝本　沙耶香(2) 安房高 1m45
ｻﾄｳ ﾓｴ 千葉 ○ × × ×

7 2 108 佐藤　百咲(1) 君津高 1m30
ｼｹﾞ ｻｸﾗ 千葉

3 160 茂　咲良(2) 長生高 DNS
ﾏｽｷﾞ ﾒｲ 神奈川

8 936 馬杉　芽依(4) 千葉大 DNS

1m64
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m30

凡例  DNS:欠場



一般女子棒高跳
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 13:00 決　勝    

決　勝　

ﾖｼｻﾞﾜ ｼｭﾘ 千葉 － － － － － ○ － ○

1 7 2258 吉澤　珠理(2) 日体大柏高 ○ × × × 3m72
ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ 岐阜 － － － ○ × ○ × × ×

2 6 930 山田　青空(4) 清和大 3m22
ﾁｮｳﾅﾝ ﾐｶ 千葉 ○ × ○ × × ○ × × ×

3 4 73 長南　実花(3) 木更津総合高 2m82
ｽｽﾞｷ ﾘｵﾅ 千葉 ○ ○ × × ×

4 2 130 鈴木　莉桜奈(2) 安房高 2m62
ｻｸﾏ ｱｲ 千葉 × × ×

1 127 佐久間　愛(2) 安房高 NM
ｽｽﾞｷ ﾐｳ 千葉 × × ×

3 87 鈴木　美羽(1) 木更津総合高 NM
ｼﾓﾀﾞ ﾐｿﾗ 千葉

5 2250 下田　実空(3) 日体大柏高 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
2m42

3m72

3m52 3m62
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m62

3m82

2m82 3m02 3m22 3m42

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般女子走幅跳
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 16:30 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ ﾁｶ 千葉 5m67 5m91 × 5m91
1 12 1573 佐々木　千翔(3) 市立船橋高 +2.3 +1.9 +1.9

ｶﾒﾀﾞ ﾋﾛｶ 千葉 5m42 5m51 5m47 5m51
2 21 1571 亀田　紘花(3) 市立船橋高 +1.6 +1.4 +0.6 +1.4

ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅﾃﾞ 千葉 × 5m39 5m41 5m41
3 23 1586 飯島　香撫(1) 市立船橋高 +1.3 +1.5 +1.5

ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ 千葉 4m98 5m28 5m03 5m28
4 9 102 山本　澪(2) 君津高 +0.6 +2.1 +0.8 +2.1

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｵ 千葉 5m14 5m20 4m96 5m20
5 4 1137 長谷川　璃音(2) 市立稲毛高 +1.6 +1.4 +0.3 +1.4

ﾀｶﾊｼﾋﾖﾘ 千葉 5m13 × × 5m13
6 10 1096 髙橋　日和(3) 幕張総合高 +1.4 +1.4

ｻｲﾄｳ ﾓｴ 千葉 × × 5m12 5m12
7 6 30 齋藤　萌(3) 東海大望洋高 +1.6 +1.6

ｺﾊﾞﾔｼ ｳﾉ 千葉 4m99 5m01 4m78 5m01
8 19 1592 小林　卯乃(1) 市立船橋高 +2.5 +1.0 +1.4 +1.0

ｿﾔｽｽﾞ 長野 4m75 × 5m01 5m01
9 24 1979 征矢　珠々(2) 松本国際高 +1.3 +1.8 +1.8

ｵｵﾂｶ ﾁﾋﾛ 千葉 4m88 4m89 4m92 4m92
10 20 98 大塚　千優(3) 君津高 +0.8 +1.5 +1.4 +1.4

ﾆﾉﾐﾔ ｶﾝﾅ 千葉 4m39 4m86 × 4m86
11 18 47 二宮　柑奈(1) 東海大望洋高 +0.8 +1.3 +1.3

ﾑﾄｳ ｱﾔﾅ 千葉 4m62 4m81 4m78 4m81
12 16 249 武藤 礼奈(1) 木更津総合高 +1.6 +1.1 +1.8 +1.1

ｵｶﾞｻﾜﾗｶﾉﾝ 千葉 4m63 4m59 × 4m63
13 8 1107 小笠原　花音(1) 幕張総合高 +1.5 +1.6 +1.5

ﾀｹﾀﾞ ﾕﾅ 千葉 4m56 4m60 4m54 4m60
14 5 72 武田　侑奈(3) 木更津総合高 +0.8 +1.1 +1.5 +1.1

ﾏﾂﾓﾄ ｼｲﾅ 千葉 4m51 4m48 4m43 4m51
15 17 31 松本　詩生(3) 東海大望洋高 +1.1 +1.7 +2.3 +1.1

ﾅｶｶﾞｷ ﾌﾀﾊﾞ 千葉 4m28 4m19 4m36 4m36
16 3 35 中垣　双葉(2) 東海大望洋高 +1.0 +0.7 +0.5 +0.5

ﾀｹｳﾁ ﾅﾅ 千葉 3m84 4m19 4m08 4m19
17 2 1144 竹内　七那(1) 市立稲毛高 +1.0 +2.6 +0.7 +2.6

ﾐｽﾀﾞﾀﾏﾐ 長野 × 3m46 2m68 3m46
18 13 1990 簾田　たまみ(1) 松本国際高 +0.9 +0.5 +0.9

ﾅﾐｷ ﾐﾕ 千葉 × 3m03 3m09 3m09
19 14 1956 並木　美諭(1) 市立稲毛高 +2.3 +0.8 +0.8

ｸﾗﾓﾁﾐﾕ 千葉 × × ×
7 1101 倉持　美優(2) 幕張総合高 NM

ﾀﾑﾗ ﾏﾕ 千葉

1 251 田村　真優(1) 東海大望洋高 DNS
ﾀｵﾀ ﾅﾂｷ 千葉

11 1594 峠田　夏希(1) 市立船橋高 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾅ 千葉

15 218 渡邉　心々菜(1) 長生高 DNS
ﾀﾅｶﾕｲｺ 千葉

22 1094 田中　結子(3) 幕張総合高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



一般女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 16:15 決　勝    

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾏﾂﾊﾞﾗﾅﾅﾐ 千葉

1 7 1095 小松原　菜南(3) 幕張総合高 11m48 12m06 × 12m06 6 12m10 11m49 × 12m10
ﾏｽｻﾞﾜﾐﾕｳ 長野

2 5 2499 増澤　美優(3) 松本国際高 9m91 × 9m71 9m91 5 × 9m10 9m63 9m91
ﾛｸﾀﾝｻﾕ 千葉

3 6 1104 六反　咲優(2) 幕張総合高 9m79 9m65 9m34 9m79 4 9m15 × 9m58 9m79
ｽｽﾞｷ ﾅﾂｷ 千葉

4 3 121 鈴木　夏妃(1) 翔凜高 7m55 7m62 8m13 8m13 3 7m98 8m09 7m35 8m13
ﾂﾙｶﾞﾔ ﾏｵ 千葉

5 2 84 鶴谷　真緒(2) 木更津総合高 7m05 7m15 7m15 7m15 2 7m63 7m51 7m21 7m63
ｲｯｼﾙﾅ 長野

6 1 1977 一志　琉月(2) 松本国際高 5m28 6m03 5m63 6m03 1 5m38 5m54 5m32 6m03
ｱﾝﾋﾞﾙｶﾖﾘ 千葉

4 362 安蒜 佳与里 JR東日本千葉 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 13:30 予　選
7月17日 15:30 決　勝

予　選　5組0着＋8

1組 (風:0.0) 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 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾐﾑﾗ ｱﾐ 千葉 ｻｶﾀ ﾘﾝ 千葉

1 4 9836 上村　愛美(2) 五井中 13.50 1 5 2557 坂田 涼音(3) 太田中 12.56
ｶｽﾔ ﾁﾎ 千葉 ﾁﾊﾞ ｱﾘｻ 千葉

2 3 9602 糟谷 知穂(3) 君津中 13.69 2 3 9801 千葉　有彩(3) ちはら台南中 13.01
ｺﾐ ｻｸﾗ 千葉 ﾆﾀ ｶﾉﾝ 千葉

3 6 9817 巨海　咲蘭(2) ちはら台南中 14.61 3 6 9816 仁田　果夢(2) ちはら台南中 13.53
ﾉﾑﾗ ｾｼﾙ 千葉 ﾏﾂｲ ﾓﾓ 千葉

4 5 2550 野村　星空(2) 木更津二中 14.62 4 4 2551 松井　もも(2) 木更津二中 14.77
ﾎｻｶ ｻﾁ 千葉 ﾖｼﾀﾞ ｻｸﾗ 千葉

5 7 2600 保坂　さち(1) 木更津二中 15.07 5 8 2552 吉田　彩桜(2) 木更津二中 15.89
ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 千葉 ｳｻﾐ ｾﾘ 千葉

6 8 2603 井上　花梨(1) 木更津二中 15.48 6 1 9845 宇佐見　芹(1) 五井中 16.04
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾜｺ 千葉 ｵｶﾀﾞ ﾆｲﾅ 千葉

7 2 2571 宮川 杷子(3) 太田中 15.58 2 2596 岡田　虹愛(1) 木更津二中 DNS
ｳｲ ｱｽﾞ 千葉 ｶﾜﾅ ﾋﾖﾘ 千葉

8 1 9838 宇井　あず(1) ちはら台南中 15.83 7 9848 川名　ひより(1) 五井中 DNS

3組 (風:+0.5) 4組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾄｳ ﾅｵ 千葉 ｳｴｻﾜ ﾅﾅﾐ 千葉

1 3 9803 伊東　奈桜(3) ちはら台南中 12.97 1 7 9824 上澤　虹心(3) 五井中 14.30
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 千葉 ﾂﾙｵｶ ﾐﾕｳ 千葉

2 5 9811 山口　優(2) ちはら台南中 14.11 2 6 9301 鶴岡　美佑(1) 大原中 14.40
ﾆｲｾﾞｷ ﾘｱ 千葉 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅﾃﾞ 千葉

3 6 2549 新関　莉愛(2) 木更津二中 14.53 3 5 2565 中島 奏(3) 太田中 14.91
ﾅｶﾂｶｻ ﾕｲ 千葉 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾒ 千葉

4 4 2567 中務 結衣(3) 太田中 14.92 4 4 9834 宮?　小梅(2) 五井中 15.06
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾕﾐ 千葉 ｷﾗ ﾘｵﾝ 千葉

5 8 9842 宮﨑　歩美(1) ちはら台南中 14.97 5 1 2599 吉良　璃音(1) 木更津二中 15.13
ｻﾄｳ ﾕｶ 千葉 ｸｼﾀﾞ ﾒｲ 千葉

6 7 2548 佐藤　由佳(2) 木更津二中 15.49 6 8 9839 櫛田　芽(1) ちはら台南中 15.82
ｳｴｻﾜ ｺﾄﾐ 千葉 ﾏｽﾀﾞ ｱﾝﾘ 千葉

7 1 9844 上澤　思心(1) 五井中 15.55 7 2 9841 増田　杏璃(1) ちはら台南中 16.34
ｲﾄｳ ﾐｷ 千葉 ﾀｶﾊｼ ｺﾊﾙ 千葉

8 2 2601 伊藤　美紀(1) 木更津二中 17.39 3 9654 髙橋 心晴(1) 君津中 DNS

5組 (風:-0.4) 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 通過 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｲｼｲ ﾊｸ 千葉 ｻｶﾀ ﾘﾝ 千葉

1 4 9225 石井　羽空(2) 白子中 13.62 1 2557 坂田 涼音(3) 太田中 12.56 0.0
ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 千葉 ｲﾄｳ ﾅｵ 千葉

2 5 9607 清水 結衣(2) 君津中 13.67 2 9803 伊東　奈桜(3) ちはら台南中 12.97 +0.5
ﾐﾄﾐ ﾋﾅﾀ 千葉 ﾁﾊﾞ ｱﾘｻ 千葉

3 6 2570 三富 ひなた(3) 太田中 14.40 3 9801 千葉　有彩(3) ちはら台南中 13.01 0.0
ｺｲｹ ｻﾅ 千葉 ｶﾐﾑﾗ ｱﾐ 千葉

4 3 9606 小池 咲夏(2) 君津中 14.41 4 9836 上村　愛美(2) 五井中 13.50 0.0
ﾀｹﾌﾞﾁ ﾊﾅ 千葉 ﾆﾀ ｶﾉﾝ 千葉

5 1 9850 竹渕　花奈(1) 五井中 15.28 5 9816 仁田　果夢(2) ちはら台南中 13.53 0.0
ﾅｶﾀﾞ ｱﾔﾈ 千葉 ｲｼｲ ﾊｸ 千葉

6 2 9846 仲田　彩音(1) 五井中 15.29 6 9225 石井　羽空(2) 白子中 13.62 -0.4
ｺﾊﾞﾅ ｶﾎ 千葉 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 千葉

7 8 9812 小塙　夏帆(2) ちはら台南中 15.35 7 9607 清水 結衣(2) 君津中 13.67 -0.4
ﾊﾗ ﾕﾅ 千葉 ｶｽﾔ ﾁﾎ 千葉

8 7 2597 原　悠奈(1) 木更津二中 15.84 8 9602 糟谷 知穂(3) 君津中 13.69 -0.6

凡例  DNS:欠場



中学女子100m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 13:30 予　選
7月17日 15:30 決　勝

決　勝　

(風:     )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 順位

1

2

3

4

5

6

7

8

記録

凡例  DNS:欠場



中学女子800m
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 15:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ｲﾏｲ ﾕﾂﾞｷ 千葉 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾞｷ 千葉

1 2 9825 今井　悠月(3) 五井中 2:16.12 1 2 9831 田中　美月(2) 五井中 2:37.74
ﾎｻｶ ﾁﾎ 千葉 ﾆｼｵ ｺｺﾅ 千葉

2 7 9833 保坂　知穂(2) 五井中 2:16.21 2 8 9849 西尾　心菜(1) 五井中 2:38.83
ﾓｷﾞ ﾐｽｽﾞ 千葉 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ 千葉

3 8 9829 茂木　美涼(3) 五井中 2:19.95 3 5 9840 鈴木　彩愛(1) ちはら台南中 2:39.44
ｱﾝｻﾞｲ ｼﾞｭｼﾞｭ 千葉 ｺﾑﾗ ｶﾎ 千葉

4 1 9605 安西 樹珠(2) 君津中 2:20.66 4 7 9820 小村　果歩(3) 五井中 2:40.46
ﾆｲｸﾗ ﾓｶ 千葉 ﾋﾅﾀ ｼｭｶ 千葉

5 4 9832 新倉　望華(2) 五井中 2:23.67 5 1 9636 日向　珠加(2) 周西中 2:41.07
ｲﾅｹﾞ ｷﾎ 千葉 ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｷ 千葉

6 6 9847 稲毛　葵保(1) 五井中 2:36.70 6 6 9827 宮川　彩希(3) 五井中 2:46.92
ﾋﾅﾀ ﾙﾘ 千葉 ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾙ 千葉

7 3 9634 日向　琉李(3) 周西中 2:41.63 7 3 2572 山下 愛月(3) ちはら台西中 2:48.63
ｶﾝﾏｲ ｱﾔﾐ 千葉 ｸﾘﾊｼ ｻﾜ 千葉

5 9813 上舞　彩心(2) ちはら台南中 DNS 4 9652 栗橋 沙和(1) 君津中 DNS

3組 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 ｺﾒﾝﾄ

ｽｶﾞﾀ ﾋﾒｶ 千葉 ｲﾏｲ ﾕﾂﾞｷ 千葉

1 6 9837 菅田　妃華(2) 五井中 2:43.58 1 9825 今井　悠月(3) 五井中 2:16.12
ﾀｶﾔﾏ ｺｺﾐ 千葉 ﾎｻｶ ﾁﾎ 千葉

2 3 2563 髙山 心美(3) 太田中 2:53.01 2 9833 保坂　知穂(2) 五井中 2:16.21
ｵﾉ ｻｱﾔ 千葉 ﾓｷﾞ ﾐｽｽﾞ 千葉

3 5 9810 小野　咲彩(2) ちはら台南中 3:03.80 3 9829 茂木　美涼(3) 五井中 2:19.95
ｽﾀﾞ ｱﾔ 千葉 ｱﾝｻﾞｲ ｼﾞｭｼﾞｭ 千葉

4 7 2561 須田 愛也(3) 太田中 3:22.41 4 9605 安西 樹珠(2) 君津中 2:20.66
ｲﾁｶﾜ ｺｺﾅ 千葉 ﾆｲｸﾗ ﾓｶ 千葉

1 2598 市川　心菜(1) 木更津二中 DNS 5 9832 新倉　望華(2) 五井中 2:23.67
ｵｻﾞｷ ﾕｱ 千葉 ｲﾅｹﾞ ｷﾎ 千葉

2 2602 尾﨑　結愛(1) 木更津二中 DNS 6 9847 稲毛　葵保(1) 五井中 2:36.70
ﾀｲﾗ ﾕﾏ 千葉 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾞｷ 千葉

4 9804 平良　結茉(3) ちはら台南中 DNS 7 9831 田中　美月(2) 五井中 2:37.74
ｵｶﾑﾗ ﾁｶ 千葉 ﾆｼｵ ｺｺﾅ 千葉

8 9651 岡村 千慶(1) 君津中 DNS 8 9849 西尾　心菜(1) 五井中 2:38.83

凡例  DNS:欠場



中学女子4X100mR
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 17:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1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 ちはら台南中A 9802 野口　和奏(3) ﾉｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 51.09
9801 千葉　有彩(3) ﾁﾊﾞ ｱﾘｻ
9816 仁田　果夢(2) ﾆﾀ ｶﾉﾝ
9803 伊東　奈桜(3) ｲﾄｳ ﾅｵ

2 4 太田中 2570 三富 ひなた(3) ﾐﾄﾐ ﾋﾅﾀ 52.19
2559 菅野 姫愛花(3) ｽｹﾞﾉ ﾋﾒｶ
2562 髙橋 柚(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞ
2557 坂田 涼音(3) ｻｶﾀ ﾘﾝ

3 6 君津中 9605 安西 樹珠(2) ｱﾝｻﾞｲ ｼﾞｭｼﾞｭ 52.56
9602 糟谷 知穂(3) ｶｽﾔ ﾁﾎ
9601 高橋 まりな(3) ﾀｶﾊｼ ﾏﾘﾅ
9607 清水 結衣(2) ｼﾐｽﾞ ﾕｲ

4 5 五井中 9824 上澤　虹心(3) ｳｴｻﾜ ﾅﾅﾐ 53.26
9826 齋藤　あかり(3) ｻｲﾄｳ ｱｶﾘ
9828 山﨑　いろ花(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾛﾊ
9836 上村　愛美(2) ｶﾐﾑﾗ ｱﾐ

3 ちはら台南中B 9806 間殿　綾美(3) ﾏﾄﾞﾉ ｱﾔﾐ R2,DQ

9805 益田　凛(3) ﾏｽﾀﾞ ﾘﾝ
9817 巨海　咲蘭(2) ｺﾐ ｻｸﾗ
9812 小塙　夏帆(2) ｺﾊﾞﾅ ｶﾎ

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 ちはら台南中A 9802 野口　和奏(3) ﾉｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 51.09
9801 千葉　有彩(3) ﾁﾊﾞ ｱﾘｻ
9816 仁田　果夢(2) ﾆﾀ ｶﾉﾝ
9803 伊東　奈桜(3) ｲﾄｳ ﾅｵ

2 太田中 2570 三富 ひなた(3) ﾐﾄﾐ ﾋﾅﾀ 52.19
2559 菅野 姫愛花(3) ｽｹﾞﾉ ﾋﾒｶ
2562 髙橋 柚(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞ
2557 坂田 涼音(3) ｻｶﾀ ﾘﾝ

3 君津中 9605 安西 樹珠(2) ｱﾝｻﾞｲ ｼﾞｭｼﾞｭ 52.56
9602 糟谷 知穂(3) ｶｽﾔ ﾁﾎ
9601 高橋 まりな(3) ﾀｶﾊｼ ﾏﾘﾅ
9607 清水 結衣(2) ｼﾐｽﾞ ﾕｲ

4 五井中 9824 上澤　虹心(3) ｳｴｻﾜ ﾅﾅﾐ 53.26
9826 齋藤　あかり(3) ｻｲﾄｳ ｱｶﾘ
9828 山﨑　いろ花(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾛﾊ
9836 上村　愛美(2) ｶﾐﾑﾗ ｱﾐ

凡例  R2:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった DQ:失格



中学女子走高跳
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17日 14:00 決　勝    

決　勝　

ｶｼﾀﾞ ﾐﾕｳ 千葉 － － － － － ○ × ○ × × ×

1 4 9821 樫田　美優(3) 五井中 1m40
ｻｻｷ ﾕﾅ 千葉 ○ ○ × ○ × × ×

2 2 9604 佐々木 優奈(3) 君津中 1m20
ﾀｶﾂｼﾞ ｱｲﾙ 千葉 × × ×

1 9603 髙辻 藍瑠(3) 君津中 NM
ﾎｼﾉ ﾏﾋﾛ 千葉

3 9835 星野　真優(2) 五井中 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m10 1m45

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学女子走幅跳
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17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

ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾛﾊ 千葉 4m85 4m28 4m20 4m85
1 12 9828 山﨑　いろ花(3) 五井中 +0.6 +1.0 +0.7 +0.6

ﾀｶﾊｼ ﾏﾘﾅ 千葉 4m41 4m37 4m80 4m80
2 14 9601 高橋 まりな(3) 君津中 +0.6 +0.5 +1.2 +1.2

ﾀｶﾅｼ ｽｽﾞ 千葉 4m40 4m42 × 4m42
3 11 9608 髙梨 紗(2) 君津中 +0.3 +1.0 +1.0

ｵﾉ ﾋﾗﾘ 千葉 4m32 4m23 4m23 4m32
4 13 9632 小野　啓里(3) 周西中 +1.1 +0.6 +1.4 +1.1

ｻｻｷ ｶﾂﾞｷ 千葉 × × 4m27 4m27
5 9 9830 佐々木　椛月(2) 五井中 +0.7 +0.7

ﾉｸﾞﾁ ﾜｶﾅ 千葉 4m24 × 4m19 4m24
6 6 9802 野口　和奏(3) ちはら台南中 +0.6 +1.4 +0.6

ｽｹﾞﾉ ﾋﾒｶ 千葉 4m22 4m04 4m12 4m22
7 10 2559 菅野 姫愛花(3) 太田中 +0.6 +0.5 +0.4 +0.6

ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞ 千葉 3m99 3m80 4m21 4m21
8 8 2562 髙橋 柚(3) 太田中 +0.6 +0.7 +0.6 +0.6

ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ 千葉 4m11 3m92 4m04 4m11
9 1 2568 西田 みさき(3) 太田中 +0.8 +0.8 +0.7 +0.8

ﾅｶﾂｶｻ ｱｲﾘ 千葉 3m93 3m93 × 3m93
10 7 2566 中務 藍理(3) 太田中 +0.7 +1.0 +0.7

ﾏｽﾀﾞ ﾘﾝ 千葉 3m59 3m75 3m87 3m87
11 3 9805 益田　凛(3) ちはら台南中 +0.7 +1.0 +0.8 +0.8

ﾏﾄﾞﾉ ｱﾔﾐ 千葉 3m07 3m32 3m69 3m69
12 2 9806 間殿　綾美(3) ちはら台南中 +0.9 +0.6 +0.4 +0.4

ｶﾄｳ ﾕｽﾞｷ 千葉

4 9653 加藤 柚希(1) 君津中 DNS
ｱﾝｻﾞｲ ｺｺﾈ 千葉

5 9650 安西 心音(1) 君津中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：松本　靖彦
記録主任：伊藤　定義

7月17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

ﾀｷｻﾞﾜ ｻｷ 千葉

1 4 9823 瀧澤　紗季(3) 五井中 8m26 8m29 8m43 8m43 4 8m75 8m22 8m75 8m75
ﾄﾘｳﾐ ﾕﾅ 千葉

2 3 2564 鳥海 優奈(3) 太田中 6m30 6m63 7m37 7m37 3 7m32 6m64 6m96 7m37
ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾚｲ 千葉

3 2 2569 平山 美澪(3) 太田中 6m37 7m26 6m67 7m26 2 7m13 7m19 6m97 7m26
ｲｼｲ ﾁﾋﾛ 千葉

4 1 2555 石井 千尋(3) 太田中 4m93 5m20 5m37 5m37 1 5m62 4m95 5m15 5m62


