
ト ラ ッ ク 審 判 長 白井　英雄

跳 躍 審 判 長 髙橋　喜志夫

投 て き 審 判 長 髙橋　喜志夫

記 録 主 任 木之下　友城

日付 種目

峰 茂翔(3) 11.28(-1.7) 若松 莉玖(3) 11.39(-0.6) 臼田 蓮希(3) 11.40(-1.7) 平光 隆人(3) 11.43(-0.8) 森元 海翔(3) 11.44(-0.8) 塚田 大翔(3) 11.47(-0.9) 郡司 櫂(3) 11.50(-1.0)
柏南高 野田中央高 東葛飾高 西武台千葉高 柏高 西武台千葉高 松戸六実高

飯塚 琉之助(3) 11.43(-2.0)
流山おおたか高

ｷｱﾝ ﾛﾝｷﾘｵ(3) 12.25(-1.4) 溝上 優空(3) 12.26(+0.2) 髙松 将太(3) 12.28(-1.4) 大坪 勇貴(3) 12.52(-2.1) 吉田 悠希(3) 12.63(-1.4) 高須賀 遥人(2) 12.66(-0.3) 森 泰己(3) 12.67(+0.3) 木全 吟慈(2) 12.72(-0.3)
野田一中 岩名中 野田南部中 岩名中 岩名中 岩名中 野田二中 野田一中
川口 ムサ慧(2) 24.91(-0.8) 石山 輝空(3) 25.44(-0.8) 伊藤 虎太郎(3) 25.94(-0.8) 福島 天司(3) 26.18(-0.8) 千葉 聖輝(3) 26.72(-0.8) 島村 歩志(3) 26.87(-0.8) 金子 歩(3) 28.48(-0.8) 神田 晏希(2) 29.93(-0.8)
木間ケ瀬中 野田南部中 木間ケ瀬中 野田南部中 野田北部中 川間中 木間ケ瀬中 野田一中
竹内 陽海(2) 50.84 金子 朔良(2) 50.93 田邊 祐也(3) 51.34 田邊 一芽(2) 51.79 武末 櫂斗(2) 51.79 岸 哉汰(3) 52.11 風間 翔太(3) 52.46 松本 航輝(3) 52.57
野田中央高 西武台千葉高 柏の葉高 西武台千葉高 市立松戸高 柏高 松戸六実高 柏中央高
濵中 尊(3) 4:01.88 大原 青空(2) 4:12.80 黒田 天晴(3) 4:15.08 松本 栄太郎(3) 4:15.70 石山 律(3) 4:18.91 増田 航士(3) 4:19.13 藤井 嘉仁(3) 4:20.80 山形 恵蔵(2) 4:21.03
西武台千葉高 市立柏高 西武台千葉高 西武台千葉高 西武台千葉高 西武台千葉高 野田中央高 東葛飾高
山田 蒼太(3) 4:26.26 中村 琉生(3) 4:29.48 石﨑 翔(3) 4:31.51 渡辺 耀介(3) 4:32.22 北村 陽向(3) 4:33.66 小島 尚貴(3) 4:34.15 小山 翔太郎(3) 4:36.27 関根 進太郎(2) 4:37.14
南流山中 野田南部中 岩名中 野田南部中 南流山中 二川中 野田南部中 野田南部中
亀山 寿人(2) 9:43.70 荒井 大翔(3) 9:52.54 宇佐見 逞(3) 9:54.42 淺村 蒼士(2) 10:08.56 松田 蓮(2) 10:08.71 志賀 友喜(3) 10:17.64 小山 修司(2) 10:24.50 上野 恭太郎(3) 10:34.49
野田一中 野田一中 福田中 野田南部中 岩名中 野田北部中 野田北部中 野田北部中
宮内 大壽(3) 16:14.66 武内 陽平(2) 16:18.66 内田 彩暉(3) 16:22.57 森 駿介(2) 16:25.27 金子 勇斗(3) 16:29.68 岩﨑 虹輝(2) 16:32.85 妹尾 恒希(2) 16:46.92 宮崎 瑚白(2) 16:49.48
柏中央高 柏中央高 流山おおたか高 柏高 柏高 野田中央高 柏中央高 東葛飾高
加藤 輝哉(3) 15.81(-2.3) 吉村 統哉(3) 16.14(+0.1) 佐藤 大和(2) 16.58(-2.3) 前田 悠希(2) 16.58(+0.2) 井上 駿(3) 16.88(+0.1) 大森 達仁(2) 17.01(+0.1) 越堂 将賢(3) 17.75(-2.3) 細谷 大智(3) 18.15(+0.2)
柏南高 柏中央高 柏陵高 柏南高 柏中央高 西武台千葉高 柏高 流山高
西武台千葉高A 42.86 野田中央高A 43.19 東葛飾高A 43.24 柏中央高A 43.71 柏高A 43.95 松戸六実高A 44.06 西武台千葉高B 44.35
豊田ﾀｲﾛｰﾝ 海斗(2) 髙松 大輝(3) 髙橋 裕貴(2) 松本 航輝(3) 山﨑 康平(3) 郡司 櫂(3) 佐藤 唯人(3)
塚田 大翔(3) 若松 莉玖(3) 臼田 蓮希(3) 高橋 俊佑(2) 岸 哉汰(3) 坂本 聖也(3) 星野 慶(3)
平光 隆人(3) 竹内 陽海(2) 志村 将貴(3) 松元 洋輝(3) 大貫 翼(2) 風間 翔太(3) 金子 朔良(2)
相良 治毅(2) 内田 煌也(3) 末田 和真(2) 大橋 貫太(3) 森元 海翔(3) 清水 想太(3) 田邊 一芽(2)

流山南高A 43.71
西銘 洋斗(1)
工藤 雷文(3)
金杉 ?夢(3)
富田 啓介(1)

岩名中A 46.98 野田南部中A 47.87 野田一中A 47.96 木間ケ瀬中A 48.81 野田二中A 50.33 川間中A 50.63 南流山中A 50.99 岩名中B 51.37
高須賀 遥人(2) 福島 天司(3) 栗原 健(3) 久住 琉牙(3) 松本 拓磨(3) 村松 瑛(2) 山本 陽祐(2) 富田 愛輝(2)
大坪 勇貴(3) 石山 輝空(3) ｷｱﾝ ﾛﾝｷﾘｵ(3) 川口 ムサ慧(2) 竹内 幸輔(3) 島村 歩志(3) 臼井 颯(3) 北山 春斗(2)
吉田 悠希(3) 中村 琉生(3) 染谷 亜怜(3) 伊藤 虎太郎(3) 梶原 将直(3) 渡邉 永翔(3) 宮村 拓実(2) 服部 航大(2)
溝上 優空(3) 髙松 将太(3) 田中 翔(2) 大平 颯汰(2) 森 泰己(3) 瀬能 輝(2) 増田 陽介(2) 白上 凌大(3)
坂本 望來(2) 1m65 坂本 颯太(1) 1m65 礪波 蒼馬(1) 1m65 山本 快成(2) 1m60
市立松戸高 流山南高 柏陵高 市立松戸高
臼井 颯(3) 1m65 白上 凌大(3) 1m65 戸邉 慶一(3) 1m60 宮村 拓実(2) 1m50 服部 航大(2) 1m50 横山 廉(2) 1m50
南流山中 岩名中 野田一中 南流山中 岩名中 南流山中
工藤 雷文(3) 6m51(+1.1) 富田 啓介(1) 6m46(+2.0) 宮川 仁来(3) 6m30(+0.9) 安藤 太修(3) 6m30(+2.2) 星野 慶(3) 6m07(+2.6) 大鷲 泰生(3) 5m85(+0.2) 松本 康太郎(2) 5m81(+1.1) 渡邉 翔太(3) 5m80(+2.8)
流山南高 流山南高 東葛飾高 松戸馬橋高 公認4m47(+0.1) 西武台千葉高 公認5m90(+1.6) 東葛飾高 西武台千葉高 西武台千葉高 公認5m79(+1.1)

吉岡 実輝(3) 4m73(+1.6) 横川 歩海(3) 4m58(+1.1) 三本 海斗(2) 4m47(-0.4) 清水 爽太(3) 4m04(+0.1)
野田南部中 野田北部中 南流山中 岩名中
宮下 泰地(3) 8m30 平石 蔵甫(2) 7m74 日浦 流芽(3) 7m62 栗原 拓海(3) 6m90
野田南部中 南流山中 木間ケ瀬中 野田一中
小野 夢透(2) 10m41 西岡 慧真(2) 10m15 佐々木 大輔(2) 9m88 渡邉 隼人(3) 8m74 藤田 隆良(3) 8m13
西武台千葉高 東葛飾高 東葛飾高 柏高 柏高
宮島 隆盛(3) 30m20 佐藤 大翔(3) 25m65 長野 快音(2) 24m97 池田 大喜(2) 22m96 橋本 陸誠(2) 19m41
二松学舎柏高 流山北高 柏中央高 二松学舎柏高 二松学舎柏高
中村 天智(2) 46m35 兒玉 雅楽(2) 38m40 山田 倖輝(2) 36m40 安達 珂斐(2) 35m54 田野 匠真(3) 32m18 橋本 光史(2) 25m61 石毛 丈翔(2) 22m48
流山高 松戸馬橋高 松戸六実高 松戸馬橋高 芝浦工大柏高 二松学舎柏高 二松学舎柏高
アケンタ グロリア(3) 12.56(0.0) 鬼頭 瀬里菜(3) 12.75(-0.3) 高野 綾乃(3) 13.03(+0.6) 櫛山 小雪(2) 13.09(+0.6) 加藤 瑠渚(3) 13.14(+0.6) 石川 真菜(2) 13.25(+0.6) 富井 双葉(2) 13.46(+0.6) 出雲 杏優(3) 13.52(+0.6)
西武台千葉高 西武台千葉高 西武台千葉高 市立松戸高 流山南高 芝浦工大柏高 西武台千葉高 流山南高
鮎川 楓(3) 13.60(-1.2) ﾄﾆｰｽﾃﾌｧﾆｰ ネン(2) 13.83(-1.2) 原 佑奈(2) 14.06(-1.2) 石井 さくら(3) 14.22(-1.2) 伊藤 瑠菜(3) 14.56(-1.2) 岡田 琉那(3) 14.64(-1.2) 菊池 璃々華(3) 14.70(-1.8) 井上 つぐみ(3) 14.73(-1.7)
南流山中 岩名中 南流山中 川間中 南流山中 川間中 岩名中 流山東部中
杉崎 光希(3) 29.06(-1.6) 海野 美優(2) 29.72(-1.6) 安生 奈々恵(3) 30.72(-1.6) 筒井 りろ(3) 31.25(-1.6) 加本 麗愛来(2) 31.57(-1.6) 長野 心夢(2) 32.84(-1.6) 相澤 帆伸佳(2) 33.13(-1.6)
野田南部中 野田南部中 野田一中 野田一中 木間ケ瀬中 木間ケ瀬中 二川中
小林 くるみ(3) 2:25.26 岡田 怜奈(3) 2:28.81 伊藤 実紅(2) 2:32.66 髙橋 麻唯(3) 2:39.59 加本 流季乃(2) 2:41.01 石川 伶(2) 2:42.69 内野 沙弥香(2) 2:42.70 本間 美羽(2) 2:43.70
野田中央高 西武台千葉高 柏の葉高 柏高 流山高 柏高 柏高 野田中央高
中山 佳那子(2) 2:36.09 齋藤 姫梨(3) 2:39.85 森本 杏樹(3) 2:39.93 斉藤 樹里(2) 2:39.99 宮崎 瑠奈(3) 2:41.66 松井 友香(2) 2:46.81 山野内 歩奈(3) 2:47.50
南流山中 川間中 岩名中 野田南部中 木間ケ瀬中 野田南部中 二川中
西野 未倖(2) 1:00.12 石井 颯來(2) 1:01.75 植田 虹乃花(2) 1:02.15 田中 華(3) 1:02.46 枝光 那奈(3) 1:03.18 山﨑 そら(2) 1:03.34 畠山 咲(3) 1:03.59 山口 咲月(2) 1:04.53

5位 6位 7位 8位

4月2日 高校共通男子100m

4月2日 中学共通男子100m

第17回野田市陸上競技記録会 【22120745】
野田市総合公園陸上競技場 【123220】
2022/04/02 ～ 2022/04/02

1位 2位 3位 4位

4月2日 中学共通男子200m

4月2日 高校共通男子400m

4月2日 高校共通男子1500m

4月2日
高校共通男子
110mH(1.067m)

4月2日 高校共通男子4X100mR

4月2日 中学共通男子1500m

4月2日 中学共通男子3000m

4月2日 高校共通男子5000m

4月2日 中学共通男子4X100mR

4月2日 高校共通男子走高跳

4月2日 中学共通男子走高跳

4月2日 高校共通男子走幅跳

4月2日 中学共通男子走幅跳

4月2日
中学共通男子砲丸投

(5.000kg)

4月2日
高校共通男子砲丸投

(6.000kg)

4月2日
高校共通男子円盤投

(1.750kg)

4月2日 高校共通男子やり投(800g)

4月2日 高校共通女子100m

4月2日 中学共通女子100m

4月2日 中学共通女子200m

4月2日 高校共通女子800m

4月2日 中学共通女子800m

4月2日 高校共通女子400m



西武台千葉高 西武台千葉高 野田中央高 市立松戸高 松戸六実高 市立松戸高 野田中央高 市立松戸高
天羽 海乃(2) 4:58.36 西田 悠花(3) 5:12.19 荒井 夏希(3) 5:17.80 鈴木 恵佳(3) 5:21.51 根本 藍子(3) 5:22.44 松本 沙良(3) 5:26.94 坪田 華歩(2) 5:29.19 今泉 寧々花(2) 5:33.54
岩名中 南流山中 川間中 野田一中 岩名中 野田二中 野田一中 野田北部中
関 円来(3) 10:17.79 荏原 羽珠(3) 10:41.75 上岡 紗彩(3) 10:50.04 野口 実祐(2) 10:59.86 石垣 舞衣(2) 11:03.22 村上 星来(3) 11:05.52 茶野木 彩瑛(3) 11:16.22 今井 結来奈(2) 11:32.50
市立柏高 市立柏高 市立柏高 市立柏高 市立柏高 市立柏高 市立柏高 市立柏高
武藤 真彩(3) 17.37(-1.6) 小倉 花奈(3) 17.55(-1.6) 深道 美瑠(3) 18.52(-1.6) 大関 芽唯(3) 20.44(-1.6) 門井 萌笑(3) 20.67(-1.6)
野田二中 流山東部中 南流山中 野田一中 岩名中
川島 望(3) 15.80(-0.5) 笹原 瑞希(2) 17.20(-0.5) 相原 未来歌(3) 17.23(-0.2) 池田 真綾(3) 17.60(-0.2) 戸田 陽菜(2) 17.62(-0.2) 菅澤 夢生(2) 18.10(-0.5) 山口 輝良(3) 18.96(-0.2) 佐藤 愛理(2) 19.10(-0.5)
柏中央高 東葛飾高 市立松戸高 西武台千葉高 柏南高 市立松戸高 流山南高 野田中央高
西武台千葉高A 48.49 市立松戸高A 50.20 市立松戸高B 50.92 野田中央高A 51.95 流山南高A 52.09 柏南高A 52.36 流経大付柏高A 52.46 西武台千葉高B 52.50
鬼頭 瀬里菜(3) 山﨑 そら(2) 武田 麻里(2) 石橋 美空(3) 吉岡 由香(2) 神田 奏乃(3) 内冨 希菜(2) 池田 真綾(3)
アケンタ グロリア(3) 永山 知実(3) 櫛山 小雪(2) 服部 ゆうか(2) 加藤 瑠渚(3) 細田 万尋(2) 加藤 里菜(3) 西野 未倖(2)
高野 綾乃(3) 田中 華(3) 相原 未来歌(3) 佐藤 愛理(2) 出雲 杏優(3) 戸田 陽菜(2) 藤榮 遥(2) 富井 双葉(2)
石井 颯來(2) 田中 晴葵(3) 山口 咲月(2) 鮎川 葵(2) 櫻井 愛(2) 勝又 有彩(3) 楠本 若葉(2) 上野 留実(2)
南流山中A 53.37 野田一中A 54.58 岩名中A 54.89 川間中A 55.76 野田南部中A 56.14 木間ケ瀬中A 57.00 岩名中B 57.74 野田二中A 58.44
伊藤 瑠菜(3) 安生 奈々恵(3) 中村 結芽(2) 深田 羽鈴(3) 海野 美優(2) 長野 心夢(2) 岡田 日渚(2) 小早川 里葵(2)
鮎川 楓(3) 大関 芽唯(3) 船木 朱莉(2) 石井 さくら(3) 杉崎 光希(3) 宮崎 瑠奈(3) 森下 美七海(2) 武藤 真彩(3)
深道 美瑠(3) 深井 瑛心(2) 菊池 璃々華(3) 岡田 琉那(3) 木内 陽向花(3) 坂巻 英美奈(2) 門井 萌笑(3) 平賀 詩音(2)
原 佑奈(2) 福田 妃來(3) ﾄﾆｰｽﾃﾌｧﾆｰ ネン(2) 松浦 侑瑞(3) 上村 凜(3) 田中 青空(2) 佐藤 菜々香(2) 檜山 愛(2)
和田 南帆子(3) 1m45 松田 愛花(3) 1m45 篠原 叶夢(3) 1m45 松野 美香(3) 1m40 高橋 結楓(2) 1m35 伊藤 はんな(2) 1m30 竹村 瑠麻(2) 1m25
柏南高 流経大付柏高 芝浦工大柏高 流経大付柏高 流山南高 柏の葉高 西武台千葉高

瀧谷 捺芽(3) 1m25
流山おおたか高

加藤 羽菜(2) 1m25 小倉 夕奈(2) 1m25 岩瀬 泉希(2) 1m20
南流山中 南流山中 野田一中
眞通 柚來(2) 5m07(+1.3) 吉岡 由香(2) 4m99(+2.3) 三坂 彩風(2) 4m85(+2.0) 清水 美羽(3) 4m73(+1.0) 髙梨 凜佳(3) 4m65(+0.2) 原口 幸生(3) 4m63(+0.9) 髙橋 彩海(3) 4m51(+2.9) 井口 果留羽(3) 4m41(+1.7)
柏南高 流山南高 公認4m97(+0.3) 松戸馬橋高 松戸馬橋高 流山南高 流山南高 東葛飾高 公認4m35(+1.5) 松戸六実高
柴田 明奈(3) 4m29(+2.0) 福田 妃來(3) 4m25(+2.2) 田中 青空(2) 4m17(+0.1) 根本 静流(3) 4m14(+1.2) 竹島 遥菜(2) 4m02(+0.9) 佐藤 菜々香(2) 3m90(+0.6) 中村 結芽(2) 3m81(+1.7) 坂巻 英美奈(2) 3m77(+2.1)
南流山中 野田一中 公認3m84(0.0) 木間ケ瀬中 南流山中 福田中 岩名中 岩名中 木間ケ瀬中 公認記録なし

戸井田 わかな(3) 8m80 古橋 紗綾(2) 6m88 岡田 日渚(2) 6m46 白井 楓夏(2) 6m20
野田南部中 木間ケ瀬中 岩名中 南流山中
金内 美羽(3) 9m24 須藤 唯月(2) 8m04 小亀 志保美(2) 7m69 岩井 愛紗(2) 7m05
流山南高 柏陵高 野田中央高 柏の葉高
大島 彩菜(3) 29m79 鈴木 春香(3) 22m30
西武台千葉高 流山南高
菰田 七星(3) 35m27 小柳 結花(3) 30m71 沼尻 千寿(2) 28m59 荒木 美雪(3) 24m41 齋藤 涼花(2) 24m29 大槻 郁乃(2) 21m32 臺 茉莉亜(2) 20m74 松苗 綾乃(3) 20m19
流山南高 松戸馬橋高 流山高 流山南高 松戸馬橋高 流山南高 流山おおたか高 松戸馬橋高

凡例 

4月2日 高校共通女子400m

4月2日 中学共通女子1500m

4月2日 高校共通女子3000m

4月2日
中学共通女子
100mH(0.762m)

4月2日 高校共通女子走高跳

4月2日 中学共通女子走高跳

4月2日
高校共通女子
100mH(0.838m)

4月2日 高校共通女子4X100mR

4月2日 中学共通女子4X100mR

4月2日 高校共通女子走幅跳

4月2日 中学共通女子走幅跳

4月2日
中学共通女子砲丸投

(2.721kg)

4月2日
高校共通女子砲丸投

(4.000kg)

4月2日
高校共通女子円盤投

(1.000kg)

4月2日 高校共通女子やり投(600g)



高校共通男子100m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

1組 (風:-1.1) 2組 (風:-1.3)

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

ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾝﾀ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ

1 6 3109 上條 寛太(2) 市立松戸高 11.52 1 6 3425 齊藤 優登(2) 柏南高 11.58
ｽｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ﾖｼﾉ ｱｻﾋ

2 4 3806 末田 和真(2) 東葛飾高 11.66 2 5 3670 吉野 朝陽(3) 芝浦工大柏高 11.86
ﾂﾁｵｶ ﾊﾙｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾐ

3 3 3682 土岡 陽希(3) 芝浦工大柏高 11.89 3 4 3314 山口 拓海(3) 西武台千葉高 12.01
ｲｼﾂﾞｶ ﾀｹﾋﾛ ｽｽﾞｷ ｸｳｶﾞ

4 8 3318 石塚 雄大(3) 西武台千葉高 12.52 4 7 3197 鈴木 空芽(1) 流山南高 12.15
ｱｻｶ ﾅｲﾄ ﾖｺﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ

2 3516 浅香 騎士(3) 沼南高柳高 DNS 5 8 3055 横山 響(2) 松戸六実高 12.18
ｻｶﾓﾄ ｾｲﾔ ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ

5 3049 坂本 聖也(3) 松戸六実高 DNS 6 3 3769 鈴木 直希(2) 松戸馬橋高 12.40
ｵｸﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ ｸﾄﾞｳ ｺｳｷ

7 3423 奥田 爽太郎(2) 柏南高 DNS 7 2 3771 工藤 恒輝(2) 柏中央高 12.79

3組 (風:-0.8) 4組 (風:-0.9)

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

ﾋﾗﾐﾂ ﾘｭｳﾄ ﾂｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ

1 3 3313 平光 隆人(3) 西武台千葉高 11.43 1 6 3312 塚田 大翔(3) 西武台千葉高 11.47
ﾓﾘﾓﾄ ｶｲﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾍｲ

2 4 3381 森元 海翔(3) 柏高 11.44 2 4 3382 山﨑 康平(3) 柏高 11.94
ｻﾄｳ ｱｵﾄ ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ

3 6 3476 佐藤 蒼透(3) 柏中央高 11.73 3 5 3044 清水 想太(3) 松戸六実高 11.98
ｼﾓﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ ﾉﾛ ﾃﾂﾔ

4 7 3170 下原 祥史(3) 流山おおたか高 12.29 4 7 3825 野呂 哲也(2) 芝浦工大柏高 12.36
ｺｲｽﾞﾐ ｼｭｳﾀ ｱﾝｻﾞｲ ﾀｲｶﾞ

5 5 3835 小泉 秀太(2) 松戸六実高 12.30 5 2 3827 安西 泰我(1) 流山南高 12.45
ｷﾓﾄ ﾄﾓｷ ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙﾄ

6 8 3439 木本 明希(1) 柏陵高 12.45 6 3 3473 石橋 陽人(3) 柏中央高 12.55
ｱﾀﾗｼ ﾐﾂｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾜ

7 2 3876 新 充輝(2) 二松学舎柏高 12.59 8 3514 小林 叶和(3) 沼南高柳高 DNS

5組 (風:-1.0) 6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

ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲ ﾄﾖﾀﾞﾀｲﾛｰﾝ ｶｲﾄ

1 3 3046 郡司 櫂(3) 松戸六実高 11.50 1 3 3327 豊田ﾀｲﾛｰﾝ 海斗(2) 西武台千葉高 11.60
ｵｵﾊｼ ｶﾝﾀ ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ

2 5 3475 大橋 貫太(3) 柏中央高 11.51 1 4 3772 高橋 俊佑(2) 柏中央高 11.60
ｺﾓﾘﾔ ｹｲ ﾓﾘ ｼｭﾝﾔ

3 6 3607 小森谷 馨(3) 二松学舎柏高 11.86 3 5 3278 森 隼哉(1) 清水高 12.11
ﾔｵｲﾀ ﾀｲｷ ﾐｳﾗ ﾏｻｷ

4 7 3433 矢尾板 泰輝(2) 柏陵高 12.27 4 6 3051 三浦 真樹(2) 松戸六実高 12.15
ﾔﾉ ﾘｮｳｽｹ ｿﾒﾔ ﾘｮｳﾀﾛｳ

5 8 3672 矢野 綾佑(3) 芝浦工大柏高 12.38 5 8 3676 染谷 涼太朗(3) 芝浦工大柏高 12.65
ﾋｻﾓﾄ ｶｽﾞﾄ ﾈﾓﾄ ﾀﾂﾔ

1 3075 久本 和斗(2) 松戸馬橋高 DNS 6 2 3438 根本 達也(1) 柏陵高 12.74
ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕｳﾄ

2 3829 内田 真貴(2) 柏の葉高 DNS 7 7 3074 菅原 悠人(2) 松戸馬橋高 12.79
ｲﾅｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾍｲ

4 3308 稲﨑 隆士(3) 西武台千葉高 DNS 8 1 3831 島田 悠平(2) 柏の葉高 13.06

凡例  DNS:欠場



高校共通男子100m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 13:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

7組 (風:-0.9) 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

ﾀｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ ｲｲﾂﾞｶ ﾘｭｳﾉｽｹ

1 5 3266 髙松 大輝(3) 野田中央高 11.64 1 4 3169 飯塚 琉之助(3) 流山おおたか高 11.43
ﾆｼﾒ ﾋﾛﾄ ｻﾜﾀﾞ ﾜﾀﾙ

2 3 3198 西銘 洋斗(1) 流山南高 11.73 2 3 3477 澤田 航(3) 柏中央高 11.83
ｽﾄｳ ｺｳｾｲ ｻﾄｳ ﾕｲﾄ

3 7 3045 須藤 孔盛(3) 松戸六実高 12.17 3 5 3309 佐藤 唯人(3) 西武台千葉高 12.09
ﾀﾅｶ ｱｻﾋ ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ

4 8 3437 田中 朝陽(1) 柏陵高 12.33 4 7 3612 金子 智拓(3) 二松学舎柏高 12.33
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ ﾅﾘﾀ ｹﾞﾝﾀ

5 6 3455 小林 幸太郎(3) 柏の葉高 12.67 5 6 3454 成田 玄汰(3) 柏の葉高 12.38
ｿﾒﾔ ｷﾗ ﾋﾙﾀ ﾄﾜ

6 2 3881 染谷 樹来(2) 二松学舎柏高 13.19 6 8 3858 蛭田 時羽(2) 柏高 12.74
ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ ﾅｶﾞｴ ｶﾝﾀ

4 3410 橋本 拓磨(3) 柏南高 DNS 7 2 3839 長江 栞汰(2) 東葛飾高 12.92
ｷﾀｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ

8 1 3076 北﨑 翼(2) 松戸馬橋高 13.02

9組 (風:-0.6) 10組 (風:-1.7)

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

ﾜｶﾏﾂ ﾘｸ ﾐﾈ ｼｹﾞﾄ

1 6 3267 若松 莉玖(3) 野田中央高 11.39 1 4 3413 峰 茂翔(3) 柏南高 11.28
ﾖｼﾏｽ ｶｽﾞｷ ｳｽﾀﾞ ﾚﾝｷ

2 4 3107 吉益 和輝(2) 市立松戸高 11.73 2 6 3352 臼田 蓮希(3) 東葛飾高 11.40
ﾐｽﾞﾉ ﾋｶﾙ ｵｵﾀｶ ｾﾅ

3 7 3774 水野 光(2) 柏中央高 12.59 3 5 3272 大高 世成(2) 野田中央高 12.11
ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ ｲｿﾐﾁ ﾀﾞｲｺﾞ

4 2 3803 木村 遥登(2) 東葛飾高 12.78 4 2 2609 礒道 大吾(3) 二松学舎柏高 12.17
ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳｽｹ ｵｵﾇｷ ﾂﾊﾞｻ

5 1 3079 水野 僚介(2) 松戸馬橋高 13.05 5 7 3857 大貫 翼(2) 柏高 12.21
ｼﾏﾑﾗ ﾀｸﾐ ｶﾈｺ ﾕｳﾀ

3 3787 島村 拓実(2) 柏南高 DNS 6 8 3317 金子 祐汰(3) 西武台千葉高 12.78
ｷﾑﾗ ﾘﾝﾄ ﾔｽﾊﾗ ｼｭｳﾄ

5 3307 木村 凛翔(3) 西武台千葉高 DNS 7 1 3863 安原 愁人(2) 流山北高 13.76
ｱｲﾊﾗ ﾕｳﾜ ﾎﾘ ﾊﾔﾄ

8 3054 相原 結和(2) 松戸六実高 DNS 3 3187 堀 颯斗(3) 流山南高 DNS

11組 (風:-1.8) 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

ｻｶﾞﾗ ﾊﾙｷ ﾐﾈ ｼｹﾞﾄ

1 5 3329 相良 治毅(2) 西武台千葉高 11.50 1 3413 峰 茂翔(3) 柏南高 11.28 -1.7
ｲﾜｾ ﾘｭｳﾀ ﾜｶﾏﾂ ﾘｸ

2 3 3271 岩瀬 竜太(2) 野田中央高 12.08 2 3267 若松 莉玖(3) 野田中央高 11.39 -0.6
ｵｶﾀﾞ ﾅﾂｷ ｳｽﾀﾞ ﾚﾝｷ

3 7 3194 岡田 夏輝(1) 流山南高 12.17 3 3352 臼田 蓮希(3) 東葛飾高 11.40 -1.7
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳ ﾋﾗﾐﾂ ﾘｭｳﾄ

4 1 3270 中島 柊(2) 野田中央高 12.20 4 3313 平光 隆人(3) 西武台千葉高 11.43 -0.8
ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙﾄ ｲｲﾂﾞｶ ﾘｭｳﾉｽｹ

5 8 3837 山村 遥都(2) 松戸六実高 12.56 4 3169 飯塚 琉之助(3) 流山おおたか高 11.43 -2.0
ｶﾄｳ ﾋｶﾙ ﾓﾘﾓﾄ ｶｲﾄ

6 4 3251 加藤 輝(3) 流山北高 12.69 6 3381 森元 海翔(3) 柏高 11.44 -0.8
ﾉﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾂｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ

7 2 3379 野々村 隼人(3) 柏高 13.06 7 3312 塚田 大翔(3) 西武台千葉高 11.47 -0.9
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲ

6 3842 山田 遥仁(2) 東葛飾高 DNS 8 3046 郡司 櫂(3) 松戸六実高 11.50 -1.0

凡例  DNS:欠場



高校共通男子400m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5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

ﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ

1 5 3334 田邊 一芽(2) 西武台千葉高 51.79 1 5 3456 田邊 祐也(3) 柏の葉高 51.34
ｼﾑﾗ ﾏｻｷ ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ

2 6 3355 志村 将貴(3) 東葛飾高 52.77 2 4 3478 松本 航輝(3) 柏中央高 52.57
ｻｻｷ ﾋｶﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ

3 7 3106 佐々木 輝(2) 市立松戸高 54.10 3 3 3679 渡邊 陽生(3) 芝浦工大柏高 53.11
ｻｸﾗｲ ｹｲﾀ ｶﾅｽﾞｷﾞ ｱﾕﾑ

4 3 3457 櫻井 圭汰(3) 柏の葉高 54.62 4 7 3188 金杉 ?夢(3) 流山南高 54.11
ｷﾀｵｸ ﾚｲｼﾞ ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾔ

5 2 3189 北奥 黎児(3) 流山南高 56.87 5 6 3265 内田 煌也(3) 野田中央高 54.96
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳ ｵｶｼﾞﾏ ｶﾂﾐ

4 3270 中島 柊(2) 野田中央高 DNS 6 2 3680 岡嶋 克海(3) 芝浦工大柏高 57.58
ｺﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ｱﾜﾂ ﾄﾓﾊ

8 3424 駒田 祥吾(2) 柏南高 DNS 7 8 3764 粟津 碧巴(2) 野田中央高 57.76

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

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｳﾐ ｶﾈｺ ｿﾗ

1 5 3275 竹内 陽海(2) 野田中央高 50.84 1 6 3328 金子 朔良(2) 西武台千葉高 50.93
ﾅｶﾞﾉ ﾐｷﾔｽ ﾀｹｽｴ ｶｲﾄ

2 4 3306 永野 幹泰(3) 西武台千葉高 52.71 2 7 3112 武末 櫂斗(2) 市立松戸高 51.79
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｳｷ ｷｼ ｶﾅﾀ

3 6 3192 長原 裕貴(1) 流山南高 52.84 3 5 3376 岸 哉汰(3) 柏高 52.11
ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄ ｵｸﾞﾗ ﾕｳｷ

4 3 3525 田口 真裟斗(3) 市立柏高 54.46 4 3 3263 小倉 祐輝(3) 野田中央高 53.77
ｻｶｲ ﾘｸﾄ ｶﾉｳ ﾕｳﾍｲ

5 2 3673 坂井 陸斗(3) 芝浦工大柏高 54.81 5 8 3186 加納 悠平(3) 流山南高 56.17
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ ｺﾝﾀﾞ ｺｳｷ

6 8 3770 山本 凌駕(2) 松戸馬橋高 59.46 6 2 3855 今田 航輝(2) 柏高 1:03.81
ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｷ ｶﾈｺ ｼｭﾝ

7 7 3872 中村 あつ季(2) 二松学舎柏高 59.92 4 3484 金子 舜(3) 柏中央高 DNS

5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

ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾀ ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｳﾐ

1 3 3043 風間 翔太(3) 松戸六実高 52.46 1 3275 竹内 陽海(2) 野田中央高 50.84
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ ｶﾈｺ ｿﾗ

2 6 3479 松元 洋輝(3) 柏中央高 53.42 2 3328 金子 朔良(2) 西武台千葉高 50.93
ﾅﾐﾋﾗ ﾄﾓﾔ ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ

3 4 3191 波平 倫弥(3) 流山南高 53.90 3 3456 田邊 祐也(3) 柏の葉高 51.34
ｶﾈｺ ﾀｶﾋﾛ ﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ

4 8 3354 金子 孝弘(3) 東葛飾高 56.65 4 3334 田邊 一芽(2) 西武台千葉高 51.79
ﾀｶﾊｼ ﾘｸ ﾀｹｽｴ ｶｲﾄ

5 7 3528 髙橋 陸(3) 市立柏高 57.38 5 3112 武末 櫂斗(2) 市立松戸高 51.79
ｱﾍﾞ ﾌｸﾀ ｷｼ ｶﾅﾀ

5 3095 阿部 福太(3) 市立松戸高 DNS 6 3376 岸 哉汰(3) 柏高 52.11
ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾀ

7 3043 風間 翔太(3) 松戸六実高 52.46
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ

8 3478 松本 航輝(3) 柏中央高 52.57

凡例  DNS:欠場



高校共通男子1500m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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

ｲｼｸﾞﾛ ﾀｲｼ ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾄ

1 1 3358 石黒 大志(2) 東葛飾高 4:51.37 1 1 3268 藤井 嘉仁(3) 野田中央高 4:20.80
ｱｵｼﾏ ﾀｸﾄ ﾔﾏｶﾞﾀ ｹｲｿﾞｳ

2 5 3482 青島 琢斗(3) 柏中央高 4:53.79 2 9 3812 山形 恵蔵(2) 東葛飾高 4:21.03
ｲｼｶﾜ ｼｭﾝ ｲﾜﾓﾄ ﾚｵ

3 3 3070 石川 舜(3) 松戸馬橋高 4:56.01 3 8 3853 岩本 麗生(2) 流山おおたか高 4:26.97
ｼﾊﾞｻﾞｷ ｼｭｳﾄ ｱｽﾞﾏ ｺｳｼﾛｳ

4 9 3834 柴﨑 秀斗(2) 松戸六実高 4:57.72 4 12 3351 東 鴻至郎(3) 東葛飾高 4:30.42
ｼﾞﾇｼｿﾞﾉ ﾘｭｳｾｲ ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾐ

5 12 3819 地主園 琉正(2) 柏の葉高 4:58.65 5 3 3852 長嶋 拓海(2) 流山おおたか高 4:31.12
ｶｷﾉﾊﾅ ﾚﾝ ｽｷﾞﾄﾓ ｱｻﾄ

6 6 3072 垣花 蓮(3) 松戸馬橋高 5:04.95 6 13 3274 杉友 朝慧(2) 野田中央高 4:32.34
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ

7 8 3490 吉田 晴樹(3) 柏中央高 5:11.84 7 10 3444 渡辺 佑也(2) 柏陵高 4:33.10
ﾖｺｵ ｶｽﾞﾄ ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ

8 2 3845 横尾 和人(2) 流山高 5:12.88 8 2 3460 島田 悠希(3) 柏の葉高 4:37.10
ﾏﾂﾏﾙ ﾄﾓﾋﾛ ｵｵﾊﾞ ｷｯﾍﾟｲ

9 11 3513 松丸 知弘(3) 沼南高柳高 5:15.19 9 11 3613 大場 桜平(3) 二松学舎柏高 4:47.43
ｱﾂﾀ ﾀｶﾄ ｱﾗｷ ﾕｳｻｸ

10 13 3762 熱田 空斗(2) 流山高 5:23.11 10 6 3373 荒木 悠作(3) 柏高 4:50.65
ｾｼﾓ ﾄｵﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

11 4 3778 瀬下 透埜(2) 柏中央高 5:45.58 11 7 3492 渡邉 蒼大(3) 柏中央高 4:52.22
ｸﾛﾀﾞ ﾑｻｼ ｸｼﾞｭｳﾌﾞ ﾀｲﾖｳ

7 3816 黒田 武蔵(2) 柏の葉高 DNS 4 3817 九十歩 大耀(2) 柏の葉高 DNS
ｳﾁｳﾐ ﾌﾐﾔ ｱｻﾋﾅ ﾉﾎﾞﾙ

10 3844 内海 文陽(2) 流山高 DNS 5 3850 朝比奈 昇(2) 流山おおたか高 DNS
ｵｶﾓﾄ ﾊｽﾔ ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

14 3532 岡本 蓮哉(2) 市立柏高 DNS 14 3491 和田 隆之介(3) 柏中央高 DNS

3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

ﾊﾏﾅｶ ﾐｺﾄ ﾊﾏﾅｶ ﾐｺﾄ

1 8 3320 濵中 尊(3) 西武台千葉高 4:01.88 1 3320 濵中 尊(3) 西武台千葉高 4:01.88
ｵｵﾊﾗ ｿﾗ ｵｵﾊﾗ ｿﾗ

2 5 3531 大原 青空(2) 市立柏高 4:12.80 2 3531 大原 青空(2) 市立柏高 4:12.80
ｸﾛﾀﾞ ﾃﾝｾｲ ｸﾛﾀﾞ ﾃﾝｾｲ

3 11 3326 黒田 天晴(3) 西武台千葉高 4:15.08 3 3326 黒田 天晴(3) 西武台千葉高 4:15.08
ﾏﾂﾓﾄ ｴｲﾀﾛｳ ﾏﾂﾓﾄ ｴｲﾀﾛｳ

4 13 3321 松本 栄太郎(3) 西武台千葉高 4:15.70 4 3321 松本 栄太郎(3) 西武台千葉高 4:15.70
ｲｼﾔﾏ ﾘﾂ ｲｼﾔﾏ ﾘﾂ

5 10 3322 石山 律(3) 西武台千葉高 4:18.91 5 3322 石山 律(3) 西武台千葉高 4:18.91
ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾄ ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾄ

6 7 3324 増田 航士(3) 西武台千葉高 4:19.13 6 3324 増田 航士(3) 西武台千葉高 4:19.13
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾄ

7 9 3319 山口 翔矢(3) 西武台千葉高 4:21.10 7 3268 藤井 嘉仁(3) 野田中央高 4:20.80
ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳ ﾔﾏｶﾞﾀ ｹｲｿﾞｳ

8 12 3336 山本 興(2) 西武台千葉高 4:23.00 8 3812 山形 恵蔵(2) 東葛飾高 4:21.03
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｲｶﾞ

9 6 3797 松本 大河(2) 柏高 4:24.77
ﾃﾞﾝﾎﾟｳﾔ ｹﾞﾝ

10 4 3323 傳法谷 元(3) 西武台千葉高 4:31.01
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ

11 1 3325 清水 颯太(3) 西武台千葉高 4:31.45
ｲｲｼﾞﾏ ｿｳｺﾞ

12 2 3335 飯島 颯梧(2) 西武台千葉高 4:32.26
ﾅｶﾀ ｾｲｼﾞｭ

13 3 3071 中田 青樹(3) 松戸馬橋高 4:43.01
ﾏｴﾀﾞ ﾜﾀﾙ

14 3488 前田 航(3) 柏中央高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校共通男子5000m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 11:40 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

ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾊｸ ﾐﾔｳﾁ ﾀｲｼﾞｭ

1 1 3811 宮崎 瑚白(2) 東葛飾高 16:49.48 1 6 3489 宮内 大壽(3) 柏中央高 16:14.66

ﾎｼﾉ ｹｲｽｹ ﾀｹｳﾁ ﾖｳﾍｲ

2 7 3688 星野 景亮(2) 芝浦工大柏高 16:50.96 2 16 3780 武内 陽平(2) 柏中央高 16:18.66

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ｳﾁﾀﾞ ｱﾔｷ

3 14 3171 小林 勇斗(3) 流山おおたか高 17:05.83 3 15 3172 内田 彩暉(3) 流山おおたか高 16:22.57

ﾀｹｼﾏ ﾘｮｳﾀ ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ

4 9 3880 竹島 良太(2) 二松学舎柏高 17:14.20 4 3 3795 森 駿介(2) 柏高 16:25.27

ｵｵｽﾐ ｹﾝｼﾝ ｶﾈｺ ﾕｳﾄ

5 4 3800 大澄 謙真(2) 東葛飾高 17:15.93 5 12 3375 金子 勇斗(3) 柏高 16:29.68

ｲﾁﾉﾐﾔ ﾕｳｾｲ ｲﾜｻｷ ｺｳｷ

6 10 3530 一宮 優世(2) 市立柏高 18:07.12 6 4 3273 岩﨑 虹輝(2) 野田中央高 16:32.85

ｸﾗﾍﾞ ﾊﾙｷ ｾﾉｵ ｺｳｷ

7 12 3533 倉部 陽輝(2) 市立柏高 18:12.68 7 5 3779 妹尾 恒希(2) 柏中央高 16:46.92

ｶﾈｺ ﾀﾞｲｺﾞ ｵｶ ﾄﾓｷ

8 11 3776 金子 大悟(2) 柏中央高 18:18.62 8 13 3802 岡 智希(2) 東葛飾高 16:52.70

ｲﾉｳｴ ｼﾝﾔ ﾀｼﾞﾏ ｾﾞﾝ

9 15 3374 井上 真冶(3) 柏高 18:41.46 9 2 3535 田島 善(2) 市立柏高 16:56.26

ﾅｶﾞﾂｶ ﾋｭｳﾏ ﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ

10 8 3276 永塚 飛雄馬(2) 野田中央高 18:42.12 10 14 3677 田川 数馬(3) 芝浦工大柏高 16:58.52

ｵﾄﾜ ｱｷﾄ ｲﾄｳ ﾀｲｼ

11 2 3832 音羽 暁斗(2) 柏の葉高 18:52.67 11 8 3794 伊藤 太志(2) 柏高 17:07.55

ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ﾄﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ

12 5 3047 高田 悠大(3) 松戸六実高 18:56.41 12 11 3264 戸田 龍之介(3) 野田中央高 17:21.69

ｻﾄｳ ﾀｸﾏ ｺｳﾀﾞ ﾌﾐﾔ

13 16 3252 佐藤 巧麻(3) 流山北高 19:02.92 13 17 3796 甲田 文哉(2) 柏高 17:26.14

ｵｸﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ

14 3 3818 奥山 毅洋(2) 柏の葉高 19:18.42 14 1 3526 藤田 翼(3) 市立柏高 17:37.18

ｵｵﾊｼ ﾖｼﾋﾛ ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾁ

15 13 3801 大橋 義弘(2) 東葛飾高 20:58.24 15 9 3529 五頭 大地(3) 市立柏高 17:49.00

ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ ｵﾂﾊﾀ ｶｲﾄ

16 6 3173 田中 大輝(3) 流山おおたか高 21:59.09 16 7 3833 乙幡 海斗(2) 松戸六実高 19:28.99

ﾀｶﾔﾏ ｿｳｷ

10 3534 高山 颯木(2) 市立柏高 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

ﾐﾔｳﾁ ﾀｲｼﾞｭ

1 3489 宮内 大壽(3) 柏中央高 16:14.66
ﾀｹｳﾁ ﾖｳﾍｲ

2 3780 武内 陽平(2) 柏中央高 16:18.66
ｳﾁﾀﾞ ｱﾔｷ

3 3172 内田 彩暉(3) 流山おおたか高 16:22.57
ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ

4 3795 森 駿介(2) 柏高 16:25.27
ｶﾈｺ ﾕｳﾄ

5 3375 金子 勇斗(3) 柏高 16:29.68
ｲﾜｻｷ ｺｳｷ

6 3273 岩﨑 虹輝(2) 野田中央高 16:32.85
ｾﾉｵ ｺｳｷ

7 3779 妹尾 恒希(2) 柏中央高 16:46.92
ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾊｸ

8 3811 宮崎 瑚白(2) 東葛飾高 16:49.48

凡例  DNS:欠場



高校共通男子110mH(1.067m)
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 11:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+0.1) 2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

ﾖｼﾑﾗ ﾄｳﾔ ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ

1 4 3481 吉村 統哉(3) 柏中央高 16.14 1 5 3788 前田 悠希(2) 柏南高 16.58
ｲﾉｳｴ ｼｭﾝ ﾎｿﾀﾆ ﾀﾞｲﾁ

2 7 3474 井上 駿(3) 柏中央高 16.88 2 7 3163 細谷 大智(3) 流山高 18.15
ｵｵﾓﾘ ﾀﾂﾋﾄ ｿﾒﾔ ﾘﾝﾀﾛｳ

3 6 3330 大森 達仁(2) 西武台千葉高 17.01 4 3409 染谷 倫太郎(3) 柏南高 DNS
ｵｵﾆｼ ﾀｸﾐ ﾀﾅｶ ﾕｳ

4 5 3333 大西 拓未(2) 西武台千葉高 18.87 6 3110 田中 優(2) 市立松戸高 DNS
ｲﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾋﾅﾀ ﾕｳﾄ

5 8 3102 井田 匠(2) 市立松戸高 19.54 8 3356 日向 優斗(3) 東葛飾高 DNS

3組 (風:-2.3) 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 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾄｳ ﾄｷﾔ ｶﾄｳ ﾄｷﾔ

1 4 3406 加藤 輝哉(3) 柏南高 15.81 1 3406 加藤 輝哉(3) 柏南高 15.81 -2.3
ｻﾄｳ ﾔﾏﾄ ﾖｼﾑﾗ ﾄｳﾔ

2 6 3435 佐藤 大和(2) 柏陵高 16.58 2 3481 吉村 統哉(3) 柏中央高 16.14 +0.1
ｺｼﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ ｻﾄｳ ﾔﾏﾄ

3 5 3377 越堂 将賢(3) 柏高 17.75 3 3435 佐藤 大和(2) 柏陵高 16.58 -2.3
ﾌﾅﾀﾞ ﾚｵ ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ

4 8 3840 船田 怜央(2) 東葛飾高 18.69 4 3788 前田 悠希(2) 柏南高 16.58 +0.2
ﾀﾝﾉ ﾄﾜ ｲﾉｳｴ ｼｭﾝ

5 7 3068 丹野 人和(3) 松戸馬橋高 19.11 5 3474 井上 駿(3) 柏中央高 16.88 +0.1
ｵｵﾓﾘ ﾀﾂﾋﾄ

6 3330 大森 達仁(2) 西武台千葉高 17.01 +0.1
ｺｼﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ

7 3377 越堂 将賢(3) 柏高 17.75 -2.3
ﾎｿﾀﾆ ﾀﾞｲﾁ

8 3163 細谷 大智(3) 流山高 18.15 +0.2

凡例  DNS:欠場



高校共通男子4X100mR
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 15:20 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 柏陵高A 3432 篠宮 瑞樹(2) ｼﾉﾐﾔ ﾐｽﾞｷ 45.94 1 6 東葛飾高A 3808 髙橋 裕貴(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 43.24
3435 佐藤 大和(2) ｻﾄｳ ﾔﾏﾄ 3352 臼田 蓮希(3) ｳｽﾀﾞ ﾚﾝｷ
3439 木本 明希(1) ｷﾓﾄ ﾄﾓｷ 3355 志村 将貴(3) ｼﾑﾗ ﾏｻｷ
3433 矢尾板 泰輝(2) ﾔｵｲﾀ ﾀｲｷ 3806 末田 和真(2) ｽｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

2 3 流経大付柏高A 3823 草間 凛太郎(2) ｸｻﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 45.98 2 3 柏高A 3382 山﨑 康平(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 43.95
3824 田畑 颯太(2) ﾀﾊﾞﾀ ｿｳﾀ 3376 岸 哉汰(3) ｷｼ ｶﾅﾀ
3898 湯上 玲恩(2) ﾕｶﾞﾐ ﾚｵﾝ 3857 大貫 翼(2) ｵｵﾇｷ ﾂﾊﾞｻ
3897 吉葉 康生(2) ﾖｼﾊﾞ ｺｳｾｲ 3381 森元 海翔(3) ﾓﾘﾓﾄ ｶｲﾄ

3 5 松戸六実高B 3835 小泉 秀太(2) ｺｲｽﾞﾐ ｼｭｳﾀ 46.49 3 5 柏の葉高A 3454 成田 玄汰(3) ﾅﾘﾀ ｹﾞﾝﾀ 44.86
3053 湯浅 恭弥(2) ﾕｱｻ ｷｮｳﾔ 3458 坂井 大地(3) ｻｶｲ ﾀﾞｲﾁ
3050 梅村 凌磨(2) ｳﾒﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 3455 小林 幸太郎(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ
3055 横山 響(2) ﾖｺﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 3456 田邊 祐也(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ

4 6 市立松戸高B 3111 山本 快成(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ 46.99 4 7 柏中央高B 3473 石橋 陽人(3) ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙﾄ 45.45
3112 武末 櫂斗(2) ﾀｹｽｴ ｶｲﾄ 3774 水野 光(2) ﾐｽﾞﾉ ﾋｶﾙ
3102 井田 匠(2) ｲﾀﾞ ﾀｸﾐ 3775 山口 裕大(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ
3113 坂本 望來(2) ｻｶﾓﾄ ﾐﾗｲ 3477 澤田 航(3) ｻﾜﾀﾞ ﾜﾀﾙ

2 芝浦工大柏高A DNS 5 4 野田中央高B 3272 大高 世成(2) ｵｵﾀｶ ｾﾅ 45.75
3271 岩瀬 竜太(2) ｲﾜｾ ﾘｭｳﾀ
3270 中島 柊(2) ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳ
3269 小沼 惇記(3) ｺﾇﾏ ｱﾂｷ

4 流山おおたか高A DNS 6 2 市立松戸高A 3107 吉益 和輝(2) ﾖｼﾏｽ ｶｽﾞｷ 46.80
3109 上條 寛太(2) ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾝﾀ
3106 佐々木 輝(2) ｻｻｷ ﾋｶﾙ
3095 阿部 福太(3) ｱﾍﾞ ﾌｸﾀ

8 東葛飾高B DNS 8 松戸馬橋高A 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 6 西武台千葉高A 3327 豊田ﾀｲﾛｰﾝ 海斗(2) ﾄﾖﾀﾞﾀｲﾛｰﾝ ｶｲﾄ 42.86
3312 塚田 大翔(3) ﾂｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ
3313 平光 隆人(3) ﾋﾗﾐﾂ ﾘｭｳﾄ
3329 相良 治毅(2) ｻｶﾞﾗ ﾊﾙｷ

2 7 野田中央高A 3266 髙松 大輝(3) ﾀｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 43.19
3267 若松 莉玖(3) ﾜｶﾏﾂ ﾘｸ
3275 竹内 陽海(2) ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｳﾐ
3265 内田 煌也(3) ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾔ

3 4 柏中央高A 3478 松本 航輝(3) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 43.71
3772 高橋 俊佑(2) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ
3479 松元 洋輝(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ
3475 大橋 貫太(3) ｵｵﾊｼ ｶﾝﾀ

3 5 流山南高A 3198 西銘 洋斗(1) ﾆｼﾒ ﾋﾛﾄ 43.71
3190 工藤 雷文(3) ｸﾄﾞｳ ﾗｲﾓﾝ
3188 金杉 ?夢(3) ｶﾅｽﾞｷﾞ ｱﾕﾑ
3193 富田 啓介(1) ﾄﾐﾀ ｹｲｽｹ

5 8 松戸六実高A 3046 郡司 櫂(3) ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲ 44.06
3049 坂本 聖也(3) ｻｶﾓﾄ ｾｲﾔ
3043 風間 翔太(3) ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾀ
3044 清水 想太(3) ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ

6 1 西武台千葉高B 3309 佐藤 唯人(3) ｻﾄｳ ﾕｲﾄ 44.35
3310 星野 慶(3) ﾎｼﾉ ｺﾉﾑ
3328 金子 朔良(2) ｶﾈｺ ｿﾗ
3334 田邊 一芽(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ

2 二松学舎柏高A DNS

3 柏南高A DNS

凡例  DNS:欠場



高校共通男子4X100mR
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 15:20 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 西武台千葉高A 3327 豊田ﾀｲﾛｰﾝ 海斗(2) ﾄﾖﾀﾞﾀｲﾛｰﾝ ｶｲﾄ 42.86
3312 塚田 大翔(3) ﾂｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ
3313 平光 隆人(3) ﾋﾗﾐﾂ ﾘｭｳﾄ
3329 相良 治毅(2) ｻｶﾞﾗ ﾊﾙｷ

2 野田中央高A 3266 髙松 大輝(3) ﾀｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 43.19
3267 若松 莉玖(3) ﾜｶﾏﾂ ﾘｸ
3275 竹内 陽海(2) ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｳﾐ
3265 内田 煌也(3) ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾔ

3 東葛飾高A 3808 髙橋 裕貴(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 43.24
3352 臼田 蓮希(3) ｳｽﾀﾞ ﾚﾝｷ
3355 志村 将貴(3) ｼﾑﾗ ﾏｻｷ
3806 末田 和真(2) ｽｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

4 柏中央高A 3478 松本 航輝(3) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 43.71
3772 高橋 俊佑(2) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ
3479 松元 洋輝(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ
3475 大橋 貫太(3) ｵｵﾊｼ ｶﾝﾀ

4 流山南高A 3198 西銘 洋斗(1) ﾆｼﾒ ﾋﾛﾄ 43.71
3190 工藤 雷文(3) ｸﾄﾞｳ ﾗｲﾓﾝ
3188 金杉 ?夢(3) ｶﾅｽﾞｷﾞ ｱﾕﾑ
3193 富田 啓介(1) ﾄﾐﾀ ｹｲｽｹ

6 柏高A 3382 山﨑 康平(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 43.95
3376 岸 哉汰(3) ｷｼ ｶﾅﾀ
3857 大貫 翼(2) ｵｵﾇｷ ﾂﾊﾞｻ
3381 森元 海翔(3) ﾓﾘﾓﾄ ｶｲﾄ

7 松戸六実高A 3046 郡司 櫂(3) ｸﾞﾝｼﾞ ｶｲ 44.06
3049 坂本 聖也(3) ｻｶﾓﾄ ｾｲﾔ
3043 風間 翔太(3) ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾀ
3044 清水 想太(3) ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ

8 西武台千葉高B 3309 佐藤 唯人(3) ｻﾄｳ ﾕｲﾄ 44.35
3310 星野 慶(3) ﾎｼﾉ ｺﾉﾑ
3328 金子 朔良(2) ｶﾈｺ ｿﾗ
3334 田邊 一芽(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ

凡例  DNS:欠場



高校共通男子走高跳
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2日 14:00 決　勝

決　勝　

ｻｶﾓﾄ ﾐﾗｲ － ○ ○ × × ×

1 5 3113 坂本 望來(2) 市立松戸高 1m65
ｻｶﾓﾄ ｿｳﾀ － × ○ ○ × × ×

2 2 3196 坂本 颯太(1) 流山南高 1m65
ﾄﾅﾐ ｿｳﾏ － － × ○ × × ×

3 7 3441 礪波 蒼馬(1) 柏陵高 1m65
ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ × ○ × ○ × × ×

4 1 3111 山本 快成(2) 市立松戸高 1m60
ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ

3 3459 内山 浩太朗(3) 柏の葉高 DNS
ｲｼﾑﾗ ｱｵ

4 3793 石村 碧(2) 柏高 DNS
ｵﾉﾃﾞﾗ ｱﾔﾄ

6 3405 小野寺 純人(3) 柏南高 DNS

1m55 1m60 1m65 1m70
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

凡例  DNS:欠場



高校共通男子走幅跳
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2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

ｸﾄﾞｳ ﾗｲﾓﾝ 6m10 6m51 × 6m51 8 6m51
1 26 3190 工藤 雷文(3) 流山南高 -1.2 +1.1 +1.1 +1.1

ﾄﾐﾀ ｹｲｽｹ 6m42 6m46 6m35 6m46 7 6m46
2 27 3193 富田 啓介(1) 流山南高 +0.2 +2.0 +1.7 +2.0 +2.0

ﾐﾔｶﾜ ﾆﾗｲ 6m29 6m30 5m60 6m30 6 6m30
3 10 3357 宮川 仁来(3) 東葛飾高 +0.2 +0.9 +0.8 +0.9 +0.9

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｲｽｹ × 6m30 4m47 6m30 5 6m30
4 13 3073 安藤 太修(3) 松戸馬橋高 +2.2 +0.1 +2.2 +2.2

ﾎｼﾉ ｺﾉﾑ 5m62 6m07 5m90 6m07 4 6m07
5 23 3310 星野 慶(3) 西武台千葉高 +0.2 +2.6 +1.6 +2.6 +2.6

ｵｵﾜｼ ﾀｲｾｲ × 5m75 5m85 5m85 3 5m85
6 7 3353 大鷲 泰生(3) 東葛飾高 +1.5 +0.2 +0.2 +0.2

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 5m50 5m43 5m81 5m81 2 5m81
7 21 3893 松本 康太郎(2) 西武台千葉高 +0.1 +1.5 +1.1 +1.1 +1.1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 5m79 × 5m80 5m80 1 5m80
8 24 3311 渡邉 翔太(3) 西武台千葉高 +1.1 +2.8 +2.8 +2.8

ｼﾉﾐﾔ ﾐｽﾞｷ 5m73 × × 5m73 5m73
9 19 3432 篠宮 瑞樹(2) 柏陵高 +0.1 +0.1 +0.1

ｺﾀｹ ﾍﾐﾝ × 5m72 × 5m72 5m72
10 18 3804 小竹 へみん(2) 東葛飾高 +1.1 +1.1 +1.1

ｻｶｲ ﾀﾞｲﾁ × × 5m68 5m68 5m68
11 9 3458 坂井 大地(3) 柏の葉高 +1.1 +1.1 +1.1

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ × × 5m63 5m63 5m63
12 17 3808 髙橋 裕貴(2) 東葛飾高 +0.2 +0.2 +0.2

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ × 5m58 4m20 5m58 5m58
13 5 3775 山口 裕大(2) 柏中央高 +0.1 +0.9 +0.1 +0.1

ｺｸﾞﾚ ｻｸ 5m37 5m57 × 5m57 5m57
14 15 3195 木榑 咲久(1) 流山南高 +1.8 +0.1 +0.1 +0.1

ｵｵｶﾞ ｹﾝｺﾞ 5m57 4m84 5m35 5m57 5m57
15 16 3422 大賀 健吾(2) 柏南高 +0.3 +0.8 +1.3 +0.3 +0.3

ｳｴﾉ ﾊﾔﾃ 2m84 × 5m51 5m51 5m51
16 3 3517 上野 颯(3) 沼南高柳高 +1.3 +0.9 +0.9 +0.9

ｳﾒﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 5m29 5m26 × 5m29 5m29
17 6 3050 梅村 凌磨(2) 松戸六実高 -0.1 +0.9 -0.1 -0.1

ｺﾇﾏ ｱﾂｷ × 5m23 × 5m23 5m23
18 2 3269 小沼 惇記(3) 野田中央高 -1.4 -1.4 -1.4

ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 5m07 4m92 5m18 5m18 5m18
19 1 3440 齋藤 暖也(1) 柏陵高 0.0 -0.2 +0.8 +0.8 +0.8

ｼﾓﾄﾘ ﾚｵ 4m16 4m22 4m45 4m45 4m45
20 14 3436 下鳥 怜央(1) 柏陵高 +0.6 +0.5 +0.3 +0.3 +0.3

ﾕｱｻ ｷｮｳﾔ

4 3053 湯浅 恭弥(2) 松戸六実高 DNS
ｸｼﾛ ﾊﾙｷ

8 3407 久代 晴己(3) 柏南高 DNS
ｲﾉｳ ﾊﾙｷ

11 3877 稲生 遥希(2) 二松学舎柏高 DNS
ﾎｼｶﾜ ﾕｳｷ

12 3315 星川 侑輝(3) 西武台千葉高 DNS
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳ

20 3174 村上 悠(3) 流山おおたか高 DNS
ﾐｳﾗ ﾏｻﾁｶ

22 3052 三浦 壮駿(2) 松戸六実高 DNS
ｽｽﾞｷ ｿﾗ

25 3077 鈴木 蒼空(2) 松戸馬橋高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校共通男子砲丸投(6.000kg)
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2日 14:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾉ ﾕﾒﾄ

1 6 3332 小野 夢透(2) 西武台千葉高 10m25 10m41 10m14 10m41 10m41

ﾆｼｵｶ ｹｲﾏ

2 5 3810 西岡 慧真(2) 東葛飾高 9m77 9m84 10m15 10m15 10m15

ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ

3 4 3805 佐々木 大輔(2) 東葛飾高 × 9m56 9m88 9m88 9m88

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ

4 3 3383 渡邉 隼人(3) 柏高 8m35 8m74 8m47 8m74 8m74

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾌﾐ

5 2 3380 藤田 隆良(3) 柏高 × 7m79 8m13 8m13 8m13

ｲｼﾄﾋﾞ ﾄﾓﾋﾛ

1 3856 石飛 智洋(2) 柏高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校共通男子円盤投(1.750kg)
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2日 10:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ

1 5 3608 宮島 隆盛(3) 二松学舎柏高 27m85 30m20 27m47 30m20 30m20

ｻﾄｳ ﾄﾜ

2 4 3253 佐藤 大翔(3) 流山北高 24m92 24m68 25m65 25m65 25m65

ﾅｶﾞﾉ ｶｲﾄ

3 2 3773 長野 快音(2) 柏中央高 23m89 24m97 × 24m97 24m97

ｲｹﾀﾞ ﾀｲｷ

4 3 3885 池田 大喜(2) 二松学舎柏高 21m84 20m71 22m96 22m96 22m96

ﾊｼﾓﾄ ﾘｸｾ

5 1 3878 橋本 陸誠(2) 二松学舎柏高 19m41 19m15 18m53 19m41 19m41



高校共通男子やり投(800g)
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2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

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ

1 7 3763 中村 天智(2) 流山高 × 46m35 r 46m35 46m35

ｺﾀﾞﾏ ｳﾀ

2 5 3078 兒玉 雅楽(2) 松戸馬橋高 38m40 36m18 34m76 38m40 38m40

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ

3 4 3836 山田 倖輝(2) 松戸六実高 × 36m40 30m53 36m40 36m40

ｱﾀﾞﾁ ｶｲ

4 6 3768 安達 珂斐(2) 松戸馬橋高 × 35m54 32m27 35m54 35m54

ﾀﾉ ｼｮｳﾏ

5 3 3681 田野 匠真(3) 芝浦工大柏高 32m18 30m17 29m13 32m18 32m18

ﾊｼﾓﾄ ｺｳｼ

6 1 3875 橋本 光史(2) 二松学舎柏高 × 25m61 23m90 25m61 25m61

ｲｼｹﾞ ﾀｹﾙ

7 2 3873 石毛 丈翔(2) 二松学舎柏高 18m71 15m85 22m48 22m48 22m48



中学共通男子100m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 12:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

1組 (風:+0.2) 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

ﾐｿﾞｶﾐ ﾕｳｱ ﾓﾘ ﾀｲｷ

1 2 7118 溝上 優空(3) 岩名中 12.26 1 4 7036 森 泰己(3) 野田二中 12.67
ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｿﾗ

2 4 7031 田中 翔(2) 野田一中 12.82 2 5 7225 東山 蒼空(3) 流山東部中 13.25
ｸﾘﾀ ﾘｭｳｱ ﾐｳﾗ ﾀｹﾙ

3 5 7075 栗田 龍空(3) 野田北部中 13.08 3 6 7308 三浦 翔琉(2) 木間ケ瀬中 14.02
ｿﾒﾔ ﾘｮｳ ｿｶﾞﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

4 6 7094 染谷 怜(3) 川間中 13.51 4 2 7135 曽我部 翔太郎(3) 岩名中 14.06
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄﾓﾔ ﾔｷﾞ ｿｳﾀﾛｳ

5 3 7229 小野寺 智也(3) 流山東部中 14.43 5 3 7041 八木 崇太郎(2) 野田二中 14.32
ｻｻｷ ｹｲﾀ ｶﾜﾓﾄ ﾚｵﾝ

6 7 7224 佐々木 慧太(3) 流山東部中 14.52 6 7 7230 河本 怜恩(2) 流山東部中 14.83
ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾄ

7 8 7109 福島 秀信(3) 福田中 14.57 7 8 7040 小島 優人(2) 野田二中 15.29

3組 (風:-1.9) 4組 (風:-2.7)

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

ﾊﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｷ ｲｼﾂﾞｶ ﾋｶﾙ

1 2 7220 半藤 琉稀(3) 流山東部中 12.82 1 3 7216 石塚 光琉(3) 流山東部中 12.74
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ｿﾒﾔ ｼｮｳﾀ

2 8 7231 小林 瑞希(2) 流山東部中 13.79 2 7 7215 染谷 祥太(3) 流山東部中 13.65
ｵｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ ﾔｽﾀﾞ ﾜﾀﾙ

3 3 7316 岡田 千明(2) 二川中 13.92 3 4 7095 安田 渉(3) 川間中 13.84
ｷﾑﾗ ﾕｳｼﾞ ｶｶﾞﾔ ｺｳｾｲ

4 5 7015 木村 優児(2) 野田一中 14.16 4 2 7304 加賀谷 晃成(2) 木間ケ瀬中 14.25
ﾏｻﾀﾞ ｶｲﾄ ｺｼﾞﾏ ｻｸ

5 6 7085 政田 海翔(2) 野田北部中 14.61 5 5 7081 小島 瑳久(2) 野田北部中 14.26
ｼﾝｶﾞﾔ ﾄﾓﾔ ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾅﾘ

6 4 7263 新ヶ谷 智弥(2) 南流山中 15.04 6 6 7061 清水 義成(2) 野田南部中 14.48
ｼﾞｮｳ ｷｮｸﾒｲ ｲｼｲ ﾏｻﾄ

7 7 7107 常 旭明(3) 福田中 16.89 7 8 7146 石居 成斗(2) 岩名中 14.73

5組 (風:-1.7) 6組 (風:-2.1)

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

ｵｻﾅｲ ﾀｸﾐ ｵｵﾂﾎﾞ ﾕｳｷ

1 2 7222 長内 琢海(3) 流山東部中 12.74 1 6 7119 大坪 勇貴(3) 岩名中 12.52
ﾄﾐﾀ ｱｲｷ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀﾂﾋﾛ

2 7 7133 富田 愛輝(2) 岩名中 13.40 2 2 7217 川畑 建大(3) 流山東部中 12.88
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｬﾈ ｵｶﾀﾞ ﾊﾔﾄ

3 5 7103 山本 ジャネ(2) 川間中 13.65 3 7 7018 岡田 隼和(2) 野田一中 13.53
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ ｵｵﾔﾏ ﾘｸ

4 4 7270 山本 陽祐(2) 南流山中 14.01 4 4 7089 大山 陸(2) 野田北部中 13.87
ｵｵｲｼ ﾊﾙﾄ ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾗ

5 3 7058 大石 陽翔(2) 野田南部中 14.04 5 8 7101 村松 瑛(2) 川間中 13.94
ｻｶｳﾁ ｹﾝﾄ ｼﾞﾝﾉ ﾋﾛﾑ

6 8 7306 坂内 謙斗(2) 木間ケ瀬中 14.12 6 3 7307 神野 大夢(2) 木間ケ瀬中 14.53
ｳｴﾉ ﾘｭｳﾏ ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ

7 6 7023 上野 龍真(2) 野田一中 14.17 7 5 7310 飯島 悠斗(3) 二川中 15.09

凡例  DNS:欠場



中学共通男子100m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 12:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　11組

7組 (風:-1.9) 8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

ｷﾑﾗ ﾏｻｷ ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝ

1 4 7219 木村 真樹(3) 流山東部中 13.13 1 6 7113 奥村 隼(2) 福田中 12.89
ｿﾒﾔ ｱﾚﾝ ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾏ

2 6 7007 染谷 亜怜(3) 野田一中 13.36 2 7 7034 松本 拓磨(3) 野田二中 13.10
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾄ ｺﾀﾞｲﾗ ｺﾞｳ

3 3 7097 渡邉 永翔(3) 川間中 13.74 3 5 7071 小平 昊(3) 野田北部中 13.17
ﾋﾛﾉ ﾏｻﾄ ｵｵﾔﾏ ｷｲﾁ

4 7 7073 廣野 真臣(3) 野田北部中 14.14 4 2 7336 大山 喜市(3) 野田一中 13.35
ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾄ ﾓﾄﾔﾏ ﾘｸ

5 5 7138 原口 優翔(3) 岩名中 14.36 5 8 7309 本山 凌久(3) 二川中 13.37
ｶｼﾜｷﾞ ﾚﾝ ｶﾜｺﾞｴ ﾙｲ

6 8 7059 柏木 蓮(2) 野田南部中 14.41 6 4 7288 川越 琉偉(3) 木間ケ瀬中 13.72
ｱﾝｻﾞｲ ｲﾂｷ ｶﾜﾉ ﾋﾋﾞｷ

2 7299 安西 樹(2) 木間ケ瀬中 DNS 3 7223 川野 日々輝(3) 流山東部中 DNS

9組 (風:-2.3) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾋﾗ ｿｳﾀ ﾀｶｽｶ ﾊﾙﾄ

1 2 7297 大平 颯汰(2) 木間ケ瀬中 12.95 1 5 7130 高須賀 遥人(2) 岩名中 12.66
ｸﾘﾊﾗ ｹﾝ ｷﾏﾀ ｷﾞﾝｼﾞ

2 6 7004 栗原 健(3) 野田一中 13.10 2 7 7025 木全 吟慈(2) 野田一中 12.72
ﾐｽﾞﾕｷ ｹｲﾄ ｵｵｸﾎﾞ ｿｳｼ

3 7 7078 水行 啓人(3) 野田北部中 13.44 3 1 7112 大久保 蒼志(2) 福田中 12.72
ｶｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾏ ｶﾒﾔﾏ ﾕｳﾀ

4 4 7033 梶原 将直(3) 野田二中 13.59 4 2 7315 亀山 勇太(3) 二川中 12.77
ﾏｽﾀﾞ ﾖｳｽｹ ｾﾉｳ ﾃﾙ

5 5 7267 増田 陽介(2) 南流山中 13.62 5 4 7098 瀬能 輝(2) 川間中 12.80
ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙﾄ ｸｽﾐ ﾘｭｳｶﾞ

6 8 7134 北山 春斗(2) 岩名中 13.81 6 8 7290 久住 琉牙(3) 木間ケ瀬中 13.55
ﾓﾘ ﾀﾞｲｷ ｶｼﾞ ｺｳﾄ

7 1 7110 森 大輝(3) 福田中 14.02 7 6 7228 梶 煌人(2) 流山東部中 14.03
ﾖｼﾊﾗ ﾕｳｶﾞ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾀ

8 3 7226 吉原 悠峨(3) 流山東部中 14.62 3 7077 鈴木 喜大(3) 野田北部中 DNS

11組 (風:-1.4) 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 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｷｱﾝ ﾛﾝｷﾘｵ ｷｱﾝ ﾛﾝｷﾘｵ

1 5 7003 ｷｱﾝ ﾛﾝｷﾘｵ(3) 野田一中 12.25 1 7003 ｷｱﾝ ﾛﾝｷﾘｵ(3) 野田一中 12.25 -1.4
ﾀｶﾏﾂ ｼｮｳﾀ ﾐｿﾞｶﾐ ﾕｳｱ

2 6 7049 髙松 将太(3) 野田南部中 12.28 2 7118 溝上 優空(3) 岩名中 12.26 +0.2
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ ﾀｶﾏﾂ ｼｮｳﾀ

3 4 7136 吉田 悠希(3) 岩名中 12.63 3 7049 髙松 将太(3) 野田南部中 12.28 -1.4
ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾛｳ ｵｵﾂﾎﾞ ﾕｳｷ

4 7 7090 髙橋 謙志郎(2) 野田北部中 12.88 4 7119 大坪 勇貴(3) 岩名中 12.52 -2.1
ｳｻﾐ ｶｲﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ

5 2 7105 宇佐見 海斗(3) 福田中 13.23 5 7136 吉田 悠希(3) 岩名中 12.63 -1.4
ﾀｹｳﾁ ｺｳｽｹ ﾀｶｽｶ ﾊﾙﾄ

6 3 7032 竹内 幸輔(3) 野田二中 13.43 6 7130 高須賀 遥人(2) 岩名中 12.66 -0.3
ｷﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ ﾓﾘ ﾀｲｷ

7 8 7227 木村 秀一(2) 流山東部中 13.87 7 7036 森 泰己(3) 野田二中 12.67 +0.3
ｷﾏﾀ ｷﾞﾝｼﾞ

8 7025 木全 吟慈(2) 野田一中 12.72 -0.3

凡例  DNS:欠場



中学共通男子200m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 10:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:-0.8) 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

ｶﾜｸﾞﾁ ﾑｻｹｲ ｶﾜｸﾞﾁ ﾑｻｹｲ

1 5 7305 川口 ムサ慧(2) 木間ケ瀬中 24.91 1 7305 川口 ムサ慧(2) 木間ケ瀬中 24.91 -0.8
ｲｼﾔﾏ ｿﾗ ｲｼﾔﾏ ｿﾗ

2 3 7051 石山 輝空(3) 野田南部中 25.44 2 7051 石山 輝空(3) 野田南部中 25.44 -0.8
ｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ ｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ

3 2 7287 伊藤 虎太郎(3) 木間ケ瀬中 25.94 3 7287 伊藤 虎太郎(3) 木間ケ瀬中 25.94 -0.8
ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ

4 8 7050 福島 天司(3) 野田南部中 26.18 4 7050 福島 天司(3) 野田南部中 26.18 -0.8
ﾁﾊﾞ ｾｲｷ ﾁﾊﾞ ｾｲｷ

5 6 7072 千葉 聖輝(3) 野田北部中 26.72 5 7072 千葉 聖輝(3) 野田北部中 26.72 -0.8
ｼﾏﾑﾗ ｱﾕﾑ ｼﾏﾑﾗ ｱﾕﾑ

6 4 7093 島村 歩志(3) 川間中 26.87 6 7093 島村 歩志(3) 川間中 26.87 -0.8
ｶﾈｺ ｱﾕﾑ ｶﾈｺ ｱﾕﾑ

7 7 7289 金子 歩(3) 木間ケ瀬中 28.48 7 7289 金子 歩(3) 木間ケ瀬中 28.48 -0.8
ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｷ

8 1 7024 神田 晏希(2) 野田一中 29.93 8 7024 神田 晏希(2) 野田一中 29.93 -0.8



中学共通男子1500m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 14:15 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

ﾅｶﾉ ﾕｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ

1 6 7038 中野 佑希(2) 野田二中 4:46.90 1 17 7259 山田 蒼太(3) 南流山中 4:26.26
ｵﾁｱｲ ｼｵﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ

2 9 7253 落合 汐音(3) 南流山中 4:47.49 2 18 7056 中村 琉生(3) 野田南部中 4:29.48
ﾀｶｻｷ ﾊﾙｶ ｲｼｻﾞｷ ｼｮｳ

3 7 7126 高崎 悠(3) 岩名中 4:53.12 3 20 7123 石﨑 翔(3) 岩名中 4:31.51
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ

4 19 7127 小林 春輝(3) 岩名中 4:54.37 4 1 7055 渡辺 耀介(3) 野田南部中 4:32.22
ｼﾊﾞﾀ ﾄﾜ ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ

5 5 7066 柴田 永遠(2) 野田南部中 4:59.85 5 14 7254 北村 陽向(3) 南流山中 4:33.66
ﾌﾀｶﾞﾜ ｼｮｳｾｲ ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ

6 11 7100 双川 翔聖(2) 川間中 5:00.28 6 15 7314 小島 尚貴(3) 二川中 4:34.15
ﾔﾅｲ ﾕｷﾄ ｺﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ

7 14 7102 箭内 征人(2) 川間中 5:02.86 7 6 7054 小山 翔太郎(3) 野田南部中 4:36.27
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾗｸ ｾｷﾈ ｼﾝﾀﾛｳ

8 18 7303 原田 拓(2) 木間ケ瀬中 5:03.00 8 10 7063 関根 進太郎(2) 野田南部中 4:37.14
ｲｼｲ ﾀｲﾖｳ ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ

9 17 7286 石井 大遥(3) 木間ケ瀬中 5:03.27 9 8 7011 前田 陽向(3) 野田一中 4:39.83
ｱｷｼｶ ﾘﾝﾀﾛｳ ｻｶｻｲ ﾕｳｷ

10 3 7067 秋鹿 凛太郎(2) 野田南部中 5:05.37 10 13 7124 逆井 結貴(3) 岩名中 4:42.82
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾏ ｱﾗｶﾜ ﾚｲ

11 15 7035 中山 将馬(3) 野田二中 5:06.34 11 16 7122 荒川 羚(3) 岩名中 4:43.15
ｻﾝｼﾞｮｳ ｷﾐﾔ ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏ

12 4 7069 三條 正弥(2) 野田南部中 5:07.07 12 5 7104 石川 和馬(3) 福田中 4:43.85
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ ｾｷﾈ ｺｳﾀﾞｲ

13 13 7256 中村 柊平(3) 南流山中 5:08.14 13 11 7064 関根 広大(2) 野田南部中 4:44.62
ｵｶﾉ ｱｵﾄ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ

14 8 7037 岡野 蒼人(2) 野田二中 5:09.34 14 3 7009 中山 湧喜(3) 野田一中 4:45.59
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ﾀﾅｶ ﾖｳｼﾞﾛｳ

15 2 7068 宮澤 正太(2) 野田南部中 5:11.31 15 7 7255 田中 陽二郎(3) 南流山中 4:49.72
ﾋﾛﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ ｳｴﾀﾞ ﾅﾂｷ

16 12 7116 弘永 凌大(2) 福田中 5:15.35 16 12 7026 上田 梛月(2) 野田一中 4:52.45
ﾊﾏﾉ ﾊﾙﾄ ﾄﾈ ｺﾀﾛｳ

17 10 7039 濵野 春翔(2) 野田二中 5:30.26 17 19 7065 刀禰 琥太郎(2) 野田南部中 4:53.64
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾘｸ ｻｶｲ ｱｷﾋﾛ

18 1 7111 海老原 里空(2) 福田中 5:37.11 18 9 7029 堺 彰広(2) 野田一中 4:55.10
ｲｹｻﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ ｸﾗﾍﾞ ｼｮｳｷ

19 16 7300 池澤 鉄時(2) 木間ケ瀬中 5:53.96 19 4 7125 倉部 翔輝(3) 岩名中 5:05.92
ﾅｶｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ

20 2 7028 中澤 渉流(2) 野田一中 5:16.23

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

ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ

1 7259 山田 蒼太(3) 南流山中 4:26.26
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ

2 7056 中村 琉生(3) 野田南部中 4:29.48
ｲｼｻﾞｷ ｼｮｳ

3 7123 石﨑 翔(3) 岩名中 4:31.51
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ

4 7055 渡辺 耀介(3) 野田南部中 4:32.22
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ

5 7254 北村 陽向(3) 南流山中 4:33.66
ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ

6 7314 小島 尚貴(3) 二川中 4:34.15
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ

7 7054 小山 翔太郎(3) 野田南部中 4:36.27
ｾｷﾈ ｼﾝﾀﾛｳ

8 7063 関根 進太郎(2) 野田南部中 4:37.14



中学共通男子3000m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
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

ｶﾒﾔﾏ ﾋｻﾄ ｶﾒﾔﾏ ﾋｻﾄ

1 18 7027 亀山 寿人(2) 野田一中 9:43.70 1 7027 亀山 寿人(2) 野田一中 9:43.70
ｱﾗｲ ﾋﾛﾄ ｱﾗｲ ﾋﾛﾄ

2 17 7001 荒井 大翔(3) 野田一中 9:52.54 2 7001 荒井 大翔(3) 野田一中 9:52.54
ｳｻﾐ ﾀｸﾏ ｳｻﾐ ﾀｸﾏ

3 4 7106 宇佐見 逞(3) 福田中 9:54.42 3 7106 宇佐見 逞(3) 福田中 9:54.42
ｱｻﾑﾗ ｿｳｼ ｱｻﾑﾗ ｿｳｼ

4 8 7062 淺村 蒼士(2) 野田南部中 10:08.56 4 7062 淺村 蒼士(2) 野田南部中 10:08.56

ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝ ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝ

5 6 7144 松田 蓮(2) 岩名中 10:08.71 5 7144 松田 蓮(2) 岩名中 10:08.71

ｼｶﾞ ﾕｳｷ ｼｶﾞ ﾕｳｷ

6 20 7079 志賀 友喜(3) 野田北部中 10:17.64 6 7079 志賀 友喜(3) 野田北部中 10:17.64

ｺﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ ｺﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ

7 3 7082 小山 修司(2) 野田北部中 10:24.50 7 7082 小山 修司(2) 野田北部中 10:24.50

ｳｴﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ ｳｴﾉ ｷｮｳﾀﾛｳ

8 19 7091 上野 恭太郎(3) 野田北部中 10:34.49 8 7091 上野 恭太郎(3) 野田北部中 10:34.49

ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｷ

9 13 7080 佐藤 伸樹(3) 野田北部中 10:37.68

ｽｶﾞ ﾊｼﾞﾒ

10 16 7030 須賀 一(2) 野田一中 10:39.35

ﾓﾘﾀ ﾕｳ

11 5 7012 森田 優(3) 野田一中 10:43.94

ｽｶﾞﾜﾗ ｶｲｴﾝ

12 10 7108 菅原 凱円(3) 福田中 10:44.45

ﾊｯﾄﾘ ﾊﾙｷ

13 7 7084 服部 春樹(2) 野田北部中 11:13.46

ﾆﾎﾞｼ ﾚﾝ

14 12 7092 二星 漣(2) 野田北部中 11:30.40

ﾀﾃﾉ ﾋﾛｷ

1 7143 舘野 浩輝(2) 岩名中 DNS
ﾀﾅｶ ｾﾅ

2 7099 田中 瀬那(2) 川間中 DNS
ｶﾈｺ ﾁﾋﾛ

9 7114 金子 知寛(2) 福田中 DNS
ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ

11 7010 野口 稜将(3) 野田一中 DNS
ｷﾀｵｶ ﾘｮｳｽｹ

14 7311 北岡 良介(3) 二川中 DNS
ｲｼｻﾞｷ ｼｮｳ

15 7123 石﨑 翔(3) 岩名中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通男子110mH(0.914m)
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 11:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:0.0) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾈｷﾞｼ ﾄｵﾏ

8 7257 根岸 永真(3) 南流山中 DNS 1

2

3

4

5

6

7

8

凡例  DNS:欠場



中学共通男子4X100mR
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 15:10 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 7 野田二中A 7034 松本 拓磨(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾏ 50.33 1 8 岩名中A 7130 高須賀 遥人(2) ﾀｶｽｶ ﾊﾙﾄ 46.98
7032 竹内 幸輔(3) ﾀｹｳﾁ ｺｳｽｹ 7119 大坪 勇貴(3) ｵｵﾂﾎﾞ ﾕｳｷ
7033 梶原 将直(3) ｶｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾏ 7136 吉田 悠希(3) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ
7036 森 泰己(3) ﾓﾘ ﾀｲｷ 7118 溝上 優空(3) ﾐｿﾞｶﾐ ﾕｳｱ

2 5 川間中A 7101 村松 瑛(2) ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾗ 50.63 2 6 野田南部中A 7050 福島 天司(3) ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ 47.87
7093 島村 歩志(3) ｼﾏﾑﾗ ｱﾕﾑ 7051 石山 輝空(3) ｲｼﾔﾏ ｿﾗ
7097 渡邉 永翔(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾄ 7056 中村 琉生(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ
7098 瀬能 輝(2) ｾﾉｳ ﾃﾙ 7049 髙松 将太(3) ﾀｶﾏﾂ ｼｮｳﾀ

3 8 岩名中B 7133 富田 愛輝(2) ﾄﾐﾀ ｱｲｷ 51.37 3 4 野田一中A 7004 栗原 健(3) ｸﾘﾊﾗ ｹﾝ 47.96
7134 北山 春斗(2) ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙﾄ 7003 ｷｱﾝ ﾛﾝｷﾘｵ(3) ｷｱﾝ ﾛﾝｷﾘｵ
7142 服部 航大(2) ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾀﾞｲ 7007 染谷 亜怜(3) ｿﾒﾔ ｱﾚﾝ
7120 白上 凌大(3) ｼﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀ 7031 田中 翔(2) ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ

4 6 野田一中B 7018 岡田 隼和(2) ｵｶﾀﾞ ﾊﾔﾄ 51.39 4 7 木間ケ瀬中A 7290 久住 琉牙(3) ｸｽﾐ ﾘｭｳｶﾞ 48.81
7336 大山 喜市(3) ｵｵﾔﾏ ｷｲﾁ 7305 川口 ムサ慧(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾑｻｹｲ
7008 戸邉 慶一(3) ﾄﾍﾞ ｹｲｲﾁ 7287 伊藤 虎太郎(3) ｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ
7002 伊藤 ひかり(3) ｲﾄｳ ﾋｶﾘ 7297 大平 颯汰(2) ｵｵﾋﾗ ｿｳﾀ

5 5 南流山中A 7270 山本 陽祐(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 50.99
7252 臼井 颯(3) ｳｽｲ ﾊﾔﾃ
7269 宮村 拓実(2) ﾐﾔﾑﾗ ﾀｸﾐ
7267 増田 陽介(2) ﾏｽﾀﾞ ﾖｳｽｹ

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 岩名中A 7130 高須賀 遥人(2) ﾀｶｽｶ ﾊﾙﾄ 46.98
7119 大坪 勇貴(3) ｵｵﾂﾎﾞ ﾕｳｷ
7136 吉田 悠希(3) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ
7118 溝上 優空(3) ﾐｿﾞｶﾐ ﾕｳｱ

2 野田南部中A 7050 福島 天司(3) ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ 47.87
7051 石山 輝空(3) ｲｼﾔﾏ ｿﾗ
7056 中村 琉生(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ
7049 髙松 将太(3) ﾀｶﾏﾂ ｼｮｳﾀ

3 野田一中A 7004 栗原 健(3) ｸﾘﾊﾗ ｹﾝ 47.96
7003 ｷｱﾝ ﾛﾝｷﾘｵ(3) ｷｱﾝ ﾛﾝｷﾘｵ
7007 染谷 亜怜(3) ｿﾒﾔ ｱﾚﾝ
7031 田中 翔(2) ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ

4 木間ケ瀬中A 7290 久住 琉牙(3) ｸｽﾐ ﾘｭｳｶﾞ 48.81
7305 川口 ムサ慧(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾑｻｹｲ
7287 伊藤 虎太郎(3) ｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ
7297 大平 颯汰(2) ｵｵﾋﾗ ｿｳﾀ

5 野田二中A 7034 松本 拓磨(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾏ 50.33
7032 竹内 幸輔(3) ﾀｹｳﾁ ｺｳｽｹ
7033 梶原 将直(3) ｶｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾏ
7036 森 泰己(3) ﾓﾘ ﾀｲｷ

6 川間中A 7101 村松 瑛(2) ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾗ 50.63
7093 島村 歩志(3) ｼﾏﾑﾗ ｱﾕﾑ
7097 渡邉 永翔(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾄ
7098 瀬能 輝(2) ｾﾉｳ ﾃﾙ

7 南流山中A 7270 山本 陽祐(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 50.99
7252 臼井 颯(3) ｳｽｲ ﾊﾔﾃ
7269 宮村 拓実(2) ﾐﾔﾑﾗ ﾀｸﾐ
7267 増田 陽介(2) ﾏｽﾀﾞ ﾖｳｽｹ

8 岩名中B 7133 富田 愛輝(2) ﾄﾐﾀ ｱｲｷ 51.37
7134 北山 春斗(2) ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙﾄ
7142 服部 航大(2) ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾀﾞｲ
7120 白上 凌大(3) ｼﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀ



中学共通男子走高跳
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2日 09:30 決　勝

決　勝　

ｳｽｲ ﾊﾔﾃ － － ○ ○ ○ ○ × × ×

1 8 7252 臼井 颯(3) 南流山中 1m65
ｼﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀ － － ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

2 7 7120 白上 凌大(3) 岩名中 1m65
ﾄﾍﾞ ｹｲｲﾁ － － ○ ○ ○ × × ×

3 6 7008 戸邉 慶一(3) 野田一中 1m60
ﾐﾔﾑﾗ ﾀｸﾐ ○ × × ○ ○ × × ×

4 3 7269 宮村 拓実(2) 南流山中 1m50
ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾀﾞｲ ○ × ○ × ○ × × ×

5 5 7142 服部 航大(2) 岩名中 1m50
ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝ ○ ○ × × ○ × × ×

6 4 7271 横山 廉(2) 南流山中 1m50
ｺﾝｺﾞｳｼﾞ ｶﾅﾀ × × ×

1 7016 金剛寺 遥大(2) 野田一中 NM
ｼﾝｹ ｶﾅﾀ × × ×

2 7132 新家 叶大(2) 岩名中 NM

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m40

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70

凡例  NM:記録なし



中学共通男子走幅跳
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2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

ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ 4m56 4m73 4m73 4m73
1 1 7053 吉岡 実輝(3) 野田南部中 +1.1 +1.6 -0.4 +1.6

ﾖｺｶﾜ ｱﾕﾑ 4m46 4m58 4m55 4m58
2 4 7074 横川 歩海(3) 野田北部中 +3.4 +1.1 +0.2 +1.1

ﾐﾓﾄ ｶｲﾄ 4m26 4m37 4m47 4m47
3 3 7268 三本 海斗(2) 南流山中 +1.6 +2.1 -0.4 -0.4

ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ × × 4m04 4m04
4 2 7140 清水 爽太(3) 岩名中 +0.1 +0.1



中学共通男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2日 10:00 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｼﾞ

1 3 7052 宮下 泰地(3) 野田南部中 7m23 7m64 8m30 8m30 4 7m50 7m77 7m98 8m30

ﾋﾗｲｼ ｸﾗﾉｽｹ

2 1 7266 平石 蔵甫(2) 南流山中 7m31 7m74 7m66 7m74 3 6m71 × 7m10 7m74

ﾋｳﾗ ﾘｭｳｶﾞ

3 4 7291 日浦 流芽(3) 木間ケ瀬中 7m62 7m01 6m15 7m62 2 7m50 7m03 6m27 7m62

ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾐ

4 2 7005 栗原 拓海(3) 野田一中 6m90 6m58 6m75 6m90 1 6m59 6m59 6m80 6m90



高校共通女子100m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 12:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:0.0) 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 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｹﾝﾀ ｸﾞﾛﾘｱ ｸｼﾔﾏ ｺﾕｷ

1 4 2165 アケンタ グロリア(3) 西武台千葉高 12.56 1 4 2081 櫛山 小雪(2) 市立松戸高 13.09
ｱﾕｶﾜ ｱｵｲ ｲｼｶﾜ ﾏﾅ

2 6 2151 鮎川 葵(2) 野田中央高 13.75 2 5 2413 石川 真菜(2) 芝浦工大柏高 13.25
ﾏﾂｵ ｻｵﾘ ﾄﾐｲ ﾌﾀﾊﾞ

3 3 2426 松尾 咲桜里(2) 流山おおたか高 13.84 3 6 2171 富井 双葉(2) 西武台千葉高 13.46
ｺﾞﾂ ﾏﾄﾞｶ ｲｽﾞﾓ ｱﾕ

4 7 2209 五津 まどか(2) 柏陵高 14.33 4 3 2113 出雲 杏優(3) 流山南高 13.52
ﾋｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ ｻｲﾄｳ ﾋﾖﾘ

5 8 2399 樋口 南美(2) 柏南高 14.37 5 2 2302 齋藤 日和(3) 二松学舎柏高 14.65
ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾐ ｵｵｲ ｱｶﾘ

5 2072 永山 知実(3) 市立松戸高 DNS 6 8 2427 大井 亜香里(2) 柏高 14.68
ﾎｿﾀﾞ ﾏﾋﾛ

7 2430 細田 万尋(2) 柏南高 DNS

3組 (風:+0.6) 4組 (風:-0.3)

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

ﾀｶﾉ ｱﾔﾉ ｷﾄｳ ｾﾘﾅ

1 3 2166 高野 綾乃(3) 西武台千葉高 13.03 1 6 2164 鬼頭 瀬里菜(3) 西武台千葉高 12.75
ｶﾄｳ ﾙﾅ ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ

2 5 2115 加藤 瑠渚(3) 流山南高 13.14 2 4 2152 服部 ゆうか(2) 野田中央高 13.58
ｲﾜｻｷ ｱﾐ ｻｸﾗｲ ｱｲ

3 4 2375 岩﨑 彩未(2) 松戸六実高 13.73 3 5 2122 櫻井 愛(2) 流山南高 13.59
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾘ

4 8 2410 中村 仁美(2) 東葛飾高 13.93 4 3 2080 武田 麻里(2) 市立松戸高 13.61
ｲｼﾊﾞｼ ﾐｸ ﾐﾀ ｱﾔｶ

5 7 2146 石橋 美空(3) 野田中央高 13.96 5 7 2411 三田 彩楓(2) 東葛飾高 13.74
ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾅ ｲﾏﾉ ｻﾗ

6 2 2407 寺田 花菜(2) 柏高 14.82 6 8 2046 今野 沙羅(3) 松戸馬橋高 14.74
ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾈ

6 2068 田中 晴葵(3) 市立松戸高 DNS 7 2 2211 土屋 夏音(2) 柏陵高 15.27

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

ｱｹﾝﾀ ｸﾞﾛﾘｱ

1 2165 アケンタ グロリア(3) 西武台千葉高 12.56 0.0
ｷﾄｳ ｾﾘﾅ

2 2164 鬼頭 瀬里菜(3) 西武台千葉高 12.75 -0.3
ﾀｶﾉ ｱﾔﾉ

3 2166 高野 綾乃(3) 西武台千葉高 13.03 +0.6
ｸｼﾔﾏ ｺﾕｷ

4 2081 櫛山 小雪(2) 市立松戸高 13.09 +0.6
ｶﾄｳ ﾙﾅ

5 2115 加藤 瑠渚(3) 流山南高 13.14 +0.6
ｲｼｶﾜ ﾏﾅ

6 2413 石川 真菜(2) 芝浦工大柏高 13.25 +0.6
ﾄﾐｲ ﾌﾀﾊﾞ

7 2171 富井 双葉(2) 西武台千葉高 13.46 +0.6
ｲｽﾞﾓ ｱﾕ

8 2113 出雲 杏優(3) 流山南高 13.52 +0.6

凡例  DNS:欠場



高校共通女子800m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 14:00 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

ﾀｶﾊｼ ﾏｲ ｲｼｶﾜ ﾚｲ

1 5 2401 髙橋 麻唯(3) 柏高 2:39.59 1 7 2403 石川 伶(2) 柏高 2:42.69
ｳﾁﾉ ｻﾔｶ ﾎﾝﾏ ﾐｳ

2 7 2405 内野 沙弥香(2) 柏高 2:42.70 2 8 2154 本間 美羽(2) 野田中央高 2:43.70
ﾃﾂﾞｶ ﾏﾘ ｽｽﾞｷ ｱﾔﾉ

3 8 2406 手塚 万莉(2) 柏高 2:57.42 3 5 2404 鈴木 綾乃(2) 柏高 2:50.20
ｶﾄｳ ｴﾘ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱｽｶ

4 2041 加藤 絵理(3) 松戸六実高 DNS 4 4 2039 栁田 明日香(3) 松戸六実高 2:52.90
ｲｼﾂﾞｷ ｱﾝｼﾞｭ ﾀｼﾛ ﾗﾗ

6 2148 石附 杏樹(2) 野田中央高 DNS 6 2150 田代 らら(2) 野田中央高 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

ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾙﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾙﾐ

1 4 2145 小林 くるみ(3) 野田中央高 2:25.26 1 2145 小林 くるみ(3) 野田中央高 2:25.26
ｵｶﾀﾞ ﾚﾅ ｵｶﾀﾞ ﾚﾅ

2 7 2168 岡田 怜奈(3) 西武台千葉高 2:28.81 2 2168 岡田 怜奈(3) 西武台千葉高 2:28.81
ｲﾄｳ ﾐｸ ｲﾄｳ ﾐｸ

3 8 2416 伊藤 実紅(2) 柏の葉高 2:32.66 3 2416 伊藤 実紅(2) 柏の葉高 2:32.66
ｶﾓﾄ ﾙｷﾉ ﾀｶﾊｼ ﾏｲ

4 5 2387 加本 流季乃(2) 流山高 2:41.01 4 2401 髙橋 麻唯(3) 柏高 2:39.59
ﾖﾈﾀﾞ ﾒﾊﾞｴ ｶﾓﾄ ﾙｷﾉ

5 6 2048 米田 芽生(3) 松戸馬橋高 2:49.30 5 2387 加本 流季乃(2) 流山高 2:41.01
ﾔｽﾀｹ ﾘﾉｱ ｲｼｶﾜ ﾚｲ

3 2147 安武 璃乃亜(3) 野田中央高 DNS 6 2403 石川 伶(2) 柏高 2:42.69
ｳﾁﾉ ｻﾔｶ

7 2405 内野 沙弥香(2) 柏高 2:42.70
ﾎﾝﾏ ﾐｳ

8 2154 本間 美羽(2) 野田中央高 2:43.70

凡例  DNS:欠場



高校共通女子400m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 10:30 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

ﾆｼﾉ ﾐﾕｷ ｲｼｲ ｿﾗ

1 6 2170 西野 未倖(2) 西武台千葉高 1:00.12 1 3 2174 石井 颯來(2) 西武台千葉高 1:01.75
ｳｴﾀﾞ ﾅﾉﾊ ﾀﾅｶ ﾊﾅ

2 5 2155 植田 虹乃花(2) 野田中央高 1:02.15 2 4 2067 田中 華(3) 市立松戸高 1:02.46
ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ ｴﾀﾞﾐﾂ ﾅﾅ

3 7 2078 山﨑 そら(2) 市立松戸高 1:03.34 3 2 2038 枝光 那奈(3) 松戸六実高 1:03.18
ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾂｷ

4 4 2144 畠山 咲(3) 野田中央高 1:03.59 4 7 2077 山口 咲月(2) 市立松戸高 1:04.53
ﾊﾏ ｻﾂｷ ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ

5 3 2408 濵 颯希(3) 東葛飾高 1:05.64 5 6 2040 佐藤 夏海(3) 松戸六実高 1:05.96
ｳｴﾉ ﾙﾐ ｱﾘﾒ ﾐｽﾞｷ

6 2 2172 上野 留実(2) 西武台千葉高 1:06.51 5 2065 有銘 瑞稀(3) 市立松戸高 DNS
ﾀｼﾛ ﾗﾗ

7 8 2150 田代 らら(2) 野田中央高 1:09.52

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

ﾆｼﾉ ﾐﾕｷ

1 2170 西野 未倖(2) 西武台千葉高 1:00.12
ｲｼｲ ｿﾗ

2 2174 石井 颯來(2) 西武台千葉高 1:01.75
ｳｴﾀﾞ ﾅﾉﾊ

3 2155 植田 虹乃花(2) 野田中央高 1:02.15
ﾀﾅｶ ﾊﾅ

4 2067 田中 華(3) 市立松戸高 1:02.46
ｴﾀﾞﾐﾂ ﾅﾅ

5 2038 枝光 那奈(3) 松戸六実高 1:03.18
ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ

6 2078 山﨑 そら(2) 市立松戸高 1:03.34
ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷ

7 2144 畠山 咲(3) 野田中央高 1:03.59
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾂｷ

8 2077 山口 咲月(2) 市立松戸高 1:04.53

凡例  DNS:欠場



高校共通女子3000m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 09:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 タイムレース上位8位
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

ｾｷ ﾂﾌﾞﾗ ｾｷ ﾂﾌﾞﾗ

1 11 2247 関 円来(3) 市立柏高 10:17.79 1 2247 関 円来(3) 市立柏高 10:17.79

ｴﾊﾞﾗ ｳﾐ ｴﾊﾞﾗ ｳﾐ

2 3 2254 荏原 羽珠(3) 市立柏高 10:41.75 2 2254 荏原 羽珠(3) 市立柏高 10:41.75

ｶﾐｵｶ ｻﾔ ｶﾐｵｶ ｻﾔ

3 9 2252 上岡 紗彩(3) 市立柏高 10:50.04 3 2252 上岡 紗彩(3) 市立柏高 10:50.04

ﾉｸﾞﾁ ﾐﾕｳ ﾉｸﾞﾁ ﾐﾕｳ

4 1 2257 野口 実祐(2) 市立柏高 10:59.86 4 2257 野口 実祐(2) 市立柏高 10:59.86

ｲｼｶﾞｷ ﾏｲ ｲｼｶﾞｷ ﾏｲ

5 15 2260 石垣 舞衣(2) 市立柏高 11:03.22 5 2260 石垣 舞衣(2) 市立柏高 11:03.22

ﾑﾗｶﾐ ｾﾗ ﾑﾗｶﾐ ｾﾗ

6 16 2250 村上 星来(3) 市立柏高 11:05.52 6 2250 村上 星来(3) 市立柏高 11:05.52

ﾁｬﾉｷ ｻｴ ﾁｬﾉｷ ｻｴ

7 10 2253 茶野木 彩瑛(3) 市立柏高 11:16.22 7 2253 茶野木 彩瑛(3) 市立柏高 11:16.22

ｲﾏｲ ﾕﾗﾅ ｲﾏｲ ﾕﾗﾅ

8 14 2261 今井 結来奈(2) 市立柏高 11:32.50 8 2261 今井 結来奈(2) 市立柏高 11:32.50

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ

9 18 2256 山田 結心(2) 市立柏高 12:11.83

ﾅｶﾑﾗ ｶﾅｺ

10 7 2181 中村 奏子(3) 東葛飾高 12:38.43

ｻｻｷ ﾕｳ

11 12 2425 佐々木 優羽(2) 流山おおたか高 12:41.60

ｸﾛｷ ﾄﾜ

2 2259 黒木 永遠(2) 市立柏高 DNS
ｾｷｸﾞﾁ ｱﾕｶ

4 2258 関口 歩花(2) 市立柏高 DNS
ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾕ

5 2222 五十嵐 心優(3) 柏の葉高 DNS
ｶﾜｸﾞﾁ ﾓﾓｶ

6 2251 川口 桃花(3) 市立柏高 DNS
ｽｽﾞｷ ｱｵｲ

8 2246 鈴木 碧依(3) 市立柏高 DNS
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾏﾘ

13 2249 増田 向日葵(3) 市立柏高 DNS
ｼﾝﾐｮｳ ﾕｽﾞｶ

17 2255 新明 百寿花(2) 市立柏高 DNS

凡例  DNS:欠場



高校共通女子100mH(0.838m)
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 11:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 (風:-0.2) 2組 (風:-0.5)

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

ｱｲﾊﾗ ﾐｸｶ ｶﾜｼﾏ ﾉｿﾞﾐ

1 6 2064 相原 未来歌(3) 市立松戸高 17.23 1 6 2233 川島 望(3) 柏中央高 15.80
ｲｹﾀﾞ ﾏｱﾔ ｻｻﾊﾗ ﾐｽﾞｷ

2 4 2167 池田 真綾(3) 西武台千葉高 17.60 2 5 2419 笹原 瑞希(2) 東葛飾高 17.20
ﾄﾀﾞ ﾋﾅ ｽｶﾞｻﾜ ﾕｲ

3 7 2205 戸田 陽菜(2) 柏南高 17.62 3 4 2079 菅澤 夢生(2) 市立松戸高 18.10
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾗ ｻﾄｳ ｱｲﾘ

4 5 2111 山口 輝良(3) 流山南高 18.96 4 7 2153 佐藤 愛理(2) 野田中央高 19.10
ﾄﾄｷ ｱﾔﾈ ｽｽﾞｷ ﾏﾘｱ

5 8 2069 十時 綾音(3) 市立松戸高 20.57 5 8 2300 鈴木 まりあ(3) 二松学舎柏高 20.08

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

ｶﾜｼﾏ ﾉｿﾞﾐ

1 2233 川島 望(3) 柏中央高 15.80 -0.5
ｻｻﾊﾗ ﾐｽﾞｷ

2 2419 笹原 瑞希(2) 東葛飾高 17.20 -0.5
ｱｲﾊﾗ ﾐｸｶ

3 2064 相原 未来歌(3) 市立松戸高 17.23 -0.2
ｲｹﾀﾞ ﾏｱﾔ

4 2167 池田 真綾(3) 西武台千葉高 17.60 -0.2
ﾄﾀﾞ ﾋﾅ

5 2205 戸田 陽菜(2) 柏南高 17.62 -0.2
ｽｶﾞｻﾜ ﾕｲ

6 2079 菅澤 夢生(2) 市立松戸高 18.10 -0.5
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾗ

7 2111 山口 輝良(3) 流山南高 18.96 -0.2
ｻﾄｳ ｱｲﾘ

8 2153 佐藤 愛理(2) 野田中央高 19.10 -0.5



高校共通女子4X100mR
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 15:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

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

1 4 市立松戸高B 2080 武田 麻里(2) ﾀｹﾀﾞ ﾏﾘ 50.92 1 7 西武台千葉高A 2164 鬼頭 瀬里菜(3) ｷﾄｳ ｾﾘﾅ 48.49
2081 櫛山 小雪(2) ｸｼﾔﾏ ｺﾕｷ 2165 アケンタ グロリア(3) ｱｹﾝﾀ ｸﾞﾛﾘｱ
2064 相原 未来歌(3) ｱｲﾊﾗ ﾐｸｶ 2166 高野 綾乃(3) ﾀｶﾉ ｱﾔﾉ
2077 山口 咲月(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾂｷ 2174 石井 颯來(2) ｲｼｲ ｿﾗ

2 5 野田中央高A 2146 石橋 美空(3) ｲｼﾊﾞｼ ﾐｸ 51.95 2 5 市立松戸高A 2078 山﨑 そら(2) ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ 50.20
2152 服部 ゆうか(2) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ 2072 永山 知実(3) ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾐ
2153 佐藤 愛理(2) ｻﾄｳ ｱｲﾘ 2067 田中 華(3) ﾀﾅｶ ﾊﾅ
2151 鮎川 葵(2) ｱﾕｶﾜ ｱｵｲ 2068 田中 晴葵(3) ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ

3 3 柏南高A 2202 神田 奏乃(3) ｶﾝﾀﾞ ｿﾉ 52.36 3 3 流山南高A 2124 吉岡 由香(2) ﾖｼｵｶ ﾕｶ 52.09
2430 細田 万尋(2) ﾎｿﾀﾞ ﾏﾋﾛ 2115 加藤 瑠渚(3) ｶﾄｳ ﾙﾅ
2205 戸田 陽菜(2) ﾄﾀﾞ ﾋﾅ 2113 出雲 杏優(3) ｲｽﾞﾓ ｱﾕ
2201 勝又 有彩(3) ｶﾂﾏﾀ ｱﾘｻ 2122 櫻井 愛(2) ｻｸﾗｲ ｱｲ

4 6 西武台千葉高B 2167 池田 真綾(3) ｲｹﾀﾞ ﾏｱﾔ 52.50 4 8 流経大付柏高A 2288 内冨 希菜(2) ｳﾁﾄﾐ ﾏﾅ 52.46
2170 西野 未倖(2) ﾆｼﾉ ﾐﾕｷ 2278 加藤 里菜(3) ｶﾄｳ ﾘﾅ
2171 富井 双葉(2) ﾄﾐｲ ﾌﾀﾊﾞ 2290 藤榮 遥(2) ﾄｳｴｲ ﾊﾙｶ
2172 上野 留実(2) ｳｴﾉ ﾙﾐ 2289 楠本 若葉(2) ｸｽﾓﾄ ﾜｶﾊﾞ

5 7 東葛飾高B 2180 髙橋 彩海(3) ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ 53.19 5 6 松戸六実高A 2375 岩﨑 彩未(2) ｲﾜｻｷ ｱﾐ 53.40
2411 三田 彩楓(2) ﾐﾀ ｱﾔｶ 2040 佐藤 夏海(3) ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ
2410 中村 仁美(2) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 2036 井口 果留羽(3) ｲｸﾞﾁ ｸﾙﾊ
2408 濵 颯希(3) ﾊﾏ ｻﾂｷ 2038 枝光 那奈(3) ｴﾀﾞﾐﾂ ﾅﾅ

8 流山おおたか高A DNS 6 4 松戸馬橋高A 2051 三坂 彩風(2) ﾐｻｶ ｱﾔｶ 55.49
2047 清水 美羽(3) ｼﾐｽﾞ ﾐｳ
2046 今野 沙羅(3) ｲﾏﾉ ｻﾗ
2053 齋藤 涼花(2) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ

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 西武台千葉高A 2164 鬼頭 瀬里菜(3) ｷﾄｳ ｾﾘﾅ 48.49
2165 アケンタ グロリア(3) ｱｹﾝﾀ ｸﾞﾛﾘｱ
2166 高野 綾乃(3) ﾀｶﾉ ｱﾔﾉ
2174 石井 颯來(2) ｲｼｲ ｿﾗ

2 市立松戸高A 2078 山﨑 そら(2) ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ 50.20
2072 永山 知実(3) ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾐ
2067 田中 華(3) ﾀﾅｶ ﾊﾅ
2068 田中 晴葵(3) ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ

3 市立松戸高B 2080 武田 麻里(2) ﾀｹﾀﾞ ﾏﾘ 50.92
2081 櫛山 小雪(2) ｸｼﾔﾏ ｺﾕｷ
2064 相原 未来歌(3) ｱｲﾊﾗ ﾐｸｶ
2077 山口 咲月(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾂｷ

4 野田中央高A 2146 石橋 美空(3) ｲｼﾊﾞｼ ﾐｸ 51.95
2152 服部 ゆうか(2) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｶ
2153 佐藤 愛理(2) ｻﾄｳ ｱｲﾘ
2151 鮎川 葵(2) ｱﾕｶﾜ ｱｵｲ

5 流山南高A 2124 吉岡 由香(2) ﾖｼｵｶ ﾕｶ 52.09
2115 加藤 瑠渚(3) ｶﾄｳ ﾙﾅ
2113 出雲 杏優(3) ｲｽﾞﾓ ｱﾕ
2122 櫻井 愛(2) ｻｸﾗｲ ｱｲ

6 柏南高A 2202 神田 奏乃(3) ｶﾝﾀﾞ ｿﾉ 52.36
2430 細田 万尋(2) ﾎｿﾀﾞ ﾏﾋﾛ
2205 戸田 陽菜(2) ﾄﾀﾞ ﾋﾅ
2201 勝又 有彩(3) ｶﾂﾏﾀ ｱﾘｻ

7 流経大付柏高A 2288 内冨 希菜(2) ｳﾁﾄﾐ ﾏﾅ 52.46
2278 加藤 里菜(3) ｶﾄｳ ﾘﾅ
2290 藤榮 遥(2) ﾄｳｴｲ ﾊﾙｶ
2289 楠本 若葉(2) ｸｽﾓﾄ ﾜｶﾊﾞ

8 西武台千葉高B 2167 池田 真綾(3) ｲｹﾀﾞ ﾏｱﾔ 52.50
2170 西野 未倖(2) ﾆｼﾉ ﾐﾕｷ
2171 富井 双葉(2) ﾄﾐｲ ﾌﾀﾊﾞ
2172 上野 留実(2) ｳｴﾉ ﾙﾐ

凡例  DNS:欠場



高校共通女子走高跳
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2日 11:00 決　勝

決　勝　

ﾜﾀﾞ ﾅﾎｺ － － － ○ ○ × × ×

1 7 2204 和田 南帆子(3) 柏南高 1m45
ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｶ － － ○ × ○ × ○ × × ×

2 6 2277 松田 愛花(3) 流経大付柏高 1m45
ｼﾉﾊﾗ ｶﾅ － － ○ ○ × × ○ × × ×

3 8 2360 篠原 叶夢(3) 芝浦工大柏高 1m45
ﾏﾂﾉ ﾐｶ － ○ ○ ○ × × ×

4 5 2279 松野 美香(3) 流経大付柏高 1m40
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｶ － － × ○ × × ×

5 3 2123 高橋 結楓(2) 流山南高 1m35
ｲﾄｳ ﾊﾝﾅ ○ ○ × × ×

6 2 2414 伊藤 はんな(2) 柏の葉高 1m30
ﾀｹﾑﾗ ﾘｵ ○ × × ×

7 1 2173 竹村 瑠麻(2) 西武台千葉高 1m25
ﾀｷﾀﾆ ﾅﾂﾒ ○ × × ×

7 4 2106 瀧谷 捺芽(3) 流山おおたか高 1m25

ｺﾒﾝﾄ
1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

記録順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m25



高校共通女子走幅跳
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2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

ｼﾝﾂｳ ﾕｽﾞｷ × × 5m07 5m07
1 7 2429 眞通 柚來(2) 柏南高 +1.3 +1.3

ﾖｼｵｶ ﾕｶ 4m99 4m97 4m80 4m99
2 13 2124 吉岡 由香(2) 流山南高 +2.3 +0.3 +1.2 +2.3

ﾐｻｶ ｱﾔｶ 4m85 4m81 4m64 4m85
3 11 2051 三坂 彩風(2) 松戸馬橋高 +2.0 +0.5 +0.1 +2.0

ｼﾐｽﾞ ﾐｳ 4m73 × × 4m73
4 12 2047 清水 美羽(3) 松戸馬橋高 +1.0 +1.0

ﾀｶﾅｼ ﾘﾝｶ × 4m65 4m49 4m65
5 10 2118 髙梨 凜佳(3) 流山南高 +0.2 +0.5 +0.2

ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｳ 4m60 4m37 4m63 4m63
6 6 2119 原口 幸生(3) 流山南高 +1.9 +0.7 +0.9 +0.9

ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ 4m51 4m35 4m33 4m51
7 1 2180 髙橋 彩海(3) 東葛飾高 +2.9 +1.5 +0.7 +2.9

ｲｸﾞﾁ ｸﾙﾊ × 4m41 × 4m41
8 5 2036 井口 果留羽(3) 松戸六実高 +1.7 +1.7

ｲﾁｶﾜ ﾐﾅﾐ 4m02 4m15 3m91 4m15
9 3 2402 市川 みなみ(2) 柏高 +1.3 +1.5 +0.6 +1.5

ﾌﾅﾂ ｴﾘｶ 4m04 × 3m69 4m04
10 4 2301 舟津 えりか(3) 二松学舎柏高 +1.0 -0.1 +1.0

ｲﾉｳｴ ｻｷ × × ×
2 2037 井上 紗希(3) 松戸六実高 NM

ｶﾂﾏﾀ ｱﾘｻ

8 2201 勝又 有彩(3) 柏南高 DNS
ﾔｴｶﾞｼ ｱｵｲ

9 2203 八重樫 葵(3) 柏南高 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



高校共通女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2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

ｶﾈｳﾁ ﾐｳ

1 4 2112 金内 美羽(3) 流山南高 9m22 9m24 7m99 9m24 9m24

ｽﾄﾞｳ ｲﾂｷ

2 1 2210 須藤 唯月(2) 柏陵高 7m22 7m77 8m04 8m04 8m04

ｺｶﾒ ｼﾎﾐ

3 3 2149 小亀 志保美(2) 野田中央高 7m61 7m62 7m69 7m69 7m69

ｲﾜｲ ｱｲｻ

4 2 2413 岩井 愛紗(2) 柏の葉高 6m55 6m91 7m05 7m05 7m05



高校共通女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2日 09:30 決　勝

決　勝

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

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵｼﾏ ｱﾔﾅ

1 2 2169 大島 彩菜(3) 西武台千葉高 28m23 28m62 29m79 29m79 2 × 29m79

ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ

2 1 2117 鈴木 春香(3) 流山南高 × 22m30 16m68 22m30 1 22m30



高校共通女子やり投(600g)
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2日 11:30 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

ｺﾓﾀﾞ ﾅﾅｾ

1 8 2116 菰田 七星(3) 流山南高 26m26 35m27 35m07 35m27 35m27

ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｲｶ

2 7 2049 小柳 結花(3) 松戸馬橋高 28m63 30m39 30m71 30m71 30m71

ﾇﾏｼﾞﾘ ﾁﾄｾ

3 6 2101 沼尻 千寿(2) 流山高 23m02 24m95 28m59 28m59 28m59

ｱﾗｷ ﾐﾕｷ

4 4 2114 荒木 美雪(3) 流山南高 24m41 20m28 23m15 24m41 24m41

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ

5 3 2053 齋藤 涼花(2) 松戸馬橋高 24m29 21m80 23m60 24m29 24m29

ｵｵﾂｷ ｲｸﾉ

6 1 2120 大槻 郁乃(2) 流山南高 20m96 19m37 21m32 21m32 21m32

ｳﾃﾅ ﾏﾘｱ

7 2 2447 臺 茉莉亜(2) 流山おおたか高 20m74 × × 20m74 20m74

ﾏﾂﾅｴ ｱﾔﾉ

8 5 2050 松苗 綾乃(3) 松戸馬橋高 19m18 19m67 20m19 20m19 20m19



中学共通女子100m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 12:20 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 (風:-1.7) 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

ｲﾉｳｴ ﾂｸﾞﾐ ﾀｹﾀﾞ ﾐｵ

1 7 7138 井上 つぐみ(3) 流山東部中 14.73 1 3 7098 竹田 美緒(2) 岩名中 15.91
ｱｷﾀ ﾊﾅｶ ｱｷﾔﾏ ﾏｵ

2 8 7088 秋田 華花(2) 岩名中 14.84 2 7 7076 秋山 舞桜(2) 福田中 15.99
ｱﾍﾞ ﾙｶ ｲｼﾅﾍﾞ ﾘｵ

3 5 7189 阿部 瑠歌(2) 木間ケ瀬中 15.65 3 5 7142 石鍋 莉麻(2) 流山東部中 16.11
ｷｸﾓﾄ ﾂﾑｷﾞ ｻﾄｳ ﾎﾉｶ

4 4 7137 菊本 紬(3) 流山東部中 15.90 4 8 7064 佐藤 帆花(2) 野田北部中 16.65
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾐ ｻﾄｳ ｱｲﾘ

5 3 7143 榊原 亜美(2) 流山東部中 16.03 5 2 7201 佐藤 愛莉(2) 二川中 17.64
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓﾊ ﾐｽﾞﾖｼ ﾘｻ

6 6 7200 高橋 百々葉(2) 二川中 16.41 6 6 7092 水由 梨咲(2) 岩名中 18.15
ｿﾀﾞ ﾏﾅﾐ

4 7141 曽田 愛実(3) 流山東部中 DNS

3組 (風:-1.8) 4組 (風:-3.0)

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

ﾏﾂｳﾗ ﾕｽﾞ ｻﾄｳ ﾎﾉｶ

1 5 7073 松浦 侑瑞(3) 川間中 15.11 1 8 7062 佐藤 穂乃花(2) 野田北部中 15.19
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾐ ｲﾉ ﾁﾋﾛ

2 8 7165 近藤 杏海(2) 南流山中 15.28 2 6 7053 井野 央都(3) 野田北部中 15.32
ﾌｸﾓﾄ ﾕﾅ ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾘｵ

3 7 7095 福元 柚菜(2) 岩名中 16.07 3 5 7034 小早川 里葵(2) 野田二中 15.45
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｳ ﾌｶﾀﾞ ｳﾘ

4 2 7056 渡辺 美羽(3) 野田北部中 16.22 4 7 7072 深田 羽鈴(3) 川間中 15.48
ﾔﾅｷﾞ ﾐｿﾉ ｶｼﾞﾊﾗ ｼｽﾞｸ

5 6 7100 柳 美爾(2) 岩名中 16.31 5 4 7014 梶原 雫(2) 野田一中 16.06
ｶﾈﾊﾞｺ ﾘｻ ｾｷﾈ ﾐﾊﾅ

6 4 7093 金箱 里咲(2) 岩名中 16.50 6 2 7067 関根 心華(3) 川間中 16.07
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾘﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｲ

7 3 7023 谷口 栞綸(2) 野田一中 17.16 7 3 7017 山﨑 萌衣(2) 野田一中 17.03

5組 (風:-1.8) 6組 (風:-1.2)

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

ｷｸﾁ ﾘﾘｶ ｱﾕｶﾜ ｶｴﾃﾞ

1 4 7081 菊池 璃々華(3) 岩名中 14.70 1 4 7155 鮎川 楓(3) 南流山中 13.60
ｷｳﾁ ﾋﾅｶ ﾄﾆｰｽﾃﾌｧﾆｰ ﾈﾝ

2 8 7044 木内 陽向花(3) 野田南部中 14.82 2 5 7099 ﾄﾆｰｽﾃﾌｧﾆｰ ネン(2) 岩名中 13.83
ﾌｶｲ ｴﾐ ﾊﾗ ﾕｳﾅ

3 5 7021 深井 瑛心(2) 野田一中 14.85 3 3 7168 原 佑奈(2) 南流山中 14.06
ﾌﾅｷ ｱｶﾘ ｲｼｲ ｻｸﾗ

4 3 7089 船木 朱莉(2) 岩名中 15.27 4 8 7069 石井 さくら(3) 川間中 14.22
ﾀｸﾞﾁ ﾒｲｻ ｲﾄｳ ﾙﾅ

5 6 7020 田口 芽咲(2) 野田一中 15.50 5 7 7156 伊藤 瑠菜(3) 南流山中 14.56
ﾀﾅｶ ﾕｽﾞﾊ ｵｶﾀﾞ ﾙﾅ

6 7 7022 田中 柚葉(2) 野田一中 15.51 6 2 7070 岡田 琉那(3) 川間中 14.64
ﾓﾘｼﾀ ﾐﾅﾐ ｲﾜﾏ ｱﾔｶ

7 2 7090 森下 美七海(2) 岩名中 15.85 6 7042 岩間 絢香(3) 野田南部中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通女子100m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 12:20 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 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｱﾕｶﾜ ｶｴﾃﾞ

1 7155 鮎川 楓(3) 南流山中 13.60 -1.2
ﾄﾆｰｽﾃﾌｧﾆｰ ﾈﾝ

2 7099 ﾄﾆｰｽﾃﾌｧﾆｰ ネン(2) 岩名中 13.83 -1.2
ﾊﾗ ﾕｳﾅ

3 7168 原 佑奈(2) 南流山中 14.06 -1.2
ｲｼｲ ｻｸﾗ

4 7069 石井 さくら(3) 川間中 14.22 -1.2
ｲﾄｳ ﾙﾅ

5 7156 伊藤 瑠菜(3) 南流山中 14.56 -1.2
ｵｶﾀﾞ ﾙﾅ

6 7070 岡田 琉那(3) 川間中 14.64 -1.2
ｷｸﾁ ﾘﾘｶ

7 7081 菊池 璃々華(3) 岩名中 14.70 -1.8
ｲﾉｳｴ ﾂｸﾞﾐ

8 7138 井上 つぐみ(3) 流山東部中 14.73 -1.7

凡例  DNS:欠場



中学共通女子200m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 10:15 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:-1.6) 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

ｽｷﾞｻｷ ﾐﾂｷ ｽｷﾞｻｷ ﾐﾂｷ

1 5 7045 杉崎 光希(3) 野田南部中 29.06 1 7045 杉崎 光希(3) 野田南部中 29.06 -1.6
ｳﾝﾉ ﾐﾕ ｳﾝﾉ ﾐﾕ

2 3 7048 海野 美優(2) 野田南部中 29.72 2 7048 海野 美優(2) 野田南部中 29.72 -1.6
ｱﾝｼﾞｮｳ ﾅﾅｴ ｱﾝｼﾞｮｳ ﾅﾅｴ

3 7 7001 安生 奈々恵(3) 野田一中 30.72 3 7001 安生 奈々恵(3) 野田一中 30.72 -1.6
ﾂﾂｲ ﾘﾛ ﾂﾂｲ ﾘﾛ

4 4 7008 筒井 りろ(3) 野田一中 31.25 4 7008 筒井 りろ(3) 野田一中 31.25 -1.6
ｶﾓﾄ ﾚｱﾗ ｶﾓﾄ ﾚｱﾗ

5 8 7191 加本 麗愛来(2) 木間ケ瀬中 31.57 5 7191 加本 麗愛来(2) 木間ケ瀬中 31.57 -1.6
ﾅｶﾞﾉ ｺｺﾐ ﾅｶﾞﾉ ｺｺﾐ

6 6 7193 長野 心夢(2) 木間ケ瀬中 32.84 6 7193 長野 心夢(2) 木間ケ瀬中 32.84 -1.6
ｱｲｻﾞﾜ ﾎﾉｶ ｱｲｻﾞﾜ ﾎﾉｶ

7 2 7199 相澤 帆伸佳(2) 二川中 33.13 7 7199 相澤 帆伸佳(2) 二川中 33.13 -1.6



中学共通女子800m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 13:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2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

ﾐﾔｻﾞｷ ﾙﾅ ﾅｶﾔﾏ ｶﾅｺ

1 8 7181 宮崎 瑠奈(3) 木間ケ瀬中 2:41.66 1 5 7167 中山 佳那子(2) 南流山中 2:36.09
ﾏﾂｲ ﾕｳｶ ｻｲﾄｳ ﾋﾏﾘ

2 5 7052 松井 友香(2) 野田南部中 2:46.81 2 6 7068 齋藤 姫梨(3) 川間中 2:39.85
ﾔﾏﾉｳﾁ ｱﾕﾅ ﾓﾘﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ

3 7 7197 山野内 歩奈(3) 二川中 2:47.50 3 7 7083 森本 杏樹(3) 岩名中 2:39.93
ﾄｼﾀﾞ ﾐｵ ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾘ

6 7075 土志田 実桜(2) 川間中 DQ,T4 4 8 7051 斉藤 樹里(2) 野田南部中 2:39.99
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓﾊ

4 7200 高橋 百々葉(2) 二川中 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

ﾅｶﾔﾏ ｶﾅｺ

1 7167 中山 佳那子(2) 南流山中 2:36.09
ｻｲﾄｳ ﾋﾏﾘ

2 7068 齋藤 姫梨(3) 川間中 2:39.85
ﾓﾘﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ

3 7083 森本 杏樹(3) 岩名中 2:39.93
ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾘ

4 7051 斉藤 樹里(2) 野田南部中 2:39.99
ﾐﾔｻﾞｷ ﾙﾅ

5 7181 宮崎 瑠奈(3) 木間ケ瀬中 2:41.66
ﾏﾂｲ ﾕｳｶ

6 7052 松井 友香(2) 野田南部中 2:46.81
ﾔﾏﾉｳﾁ ｱﾕﾅ

7 7197 山野内 歩奈(3) 二川中 2:47.50

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 T4:(R163-5)ﾌﾞﾚｲｸﾗｲﾝ手前でﾚｰﾝを離れ内側に入った



中学共通女子1500m
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 10:00 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

ﾐｽﾞﾀ ｼｵﾝ ｱﾏﾊ ﾐﾉ

1 9 7063 水田 汐恩(2) 野田北部中 5:34.60 1 12 7102 天羽 海乃(2) 岩名中 4:58.36
ﾋﾔﾏ ﾏﾅ ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｶ

2 8 7033 檜山 愛(2) 野田二中 5:35.13 2 11 7160 西田 悠花(3) 南流山中 5:12.19
ﾀｲﾗｸ ﾐｷ ｱﾗｲ ﾅﾂｷ

3 3 7019 泰楽 実希(2) 野田一中 5:45.45 3 8 7066 荒井 夏希(3) 川間中 5:17.80
ﾎｯﾀ ﾐﾕ ｽｽﾞｷ ｴﾐｶ

4 10 7026 堀田 実夢(2) 野田一中 5:49.19 4 13 7005 鈴木 恵佳(3) 野田一中 5:21.51
ﾀｶﾊｼ ｺｺﾐ ﾈﾓﾄ ｱｲｺ

5 7 7057 髙橋 心美(3) 野田北部中 5:53.18 5 2 7084 根本 藍子(3) 岩名中 5:22.44
ｶﾓﾝ ｲﾁｶ ﾏﾂﾓﾄ ｻﾗ

6 5 7028 嘉門 彩実(2) 野田一中 5:54.79 6 7 7031 松本 沙良(3) 野田二中 5:26.94
ｻｶｲ ﾋﾅ ﾂﾎﾞﾀ ｶﾎ

7 4 7004 酒井 陽花(3) 野田一中 5:58.08 7 6 7029 坪田 華歩(2) 野田一中 5:29.19
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾈﾈｶ

8 11 7061 小林 千夏(2) 野田北部中 5:59.74 8 10 7060 今泉 寧々花(2) 野田北部中 5:33.54
ｱｻﾐ ﾏｵ ｱｲﾊﾗ ﾘﾄ

9 1 7074 浅見 真央(2) 川間中 6:00.55 9 1 7101 合原 璃乙(2) 岩名中 5:33.98
ｱﾗｲ ｶﾅ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ

10 12 7032 新井 香名(3) 野田二中 6:02.53 10 3 7006 髙橋 優花(3) 野田一中 5:49.67
ｵｵﾂｶ ﾘｲｺ ｳﾁﾔﾏ ｶﾅﾐ

11 6 7027 大塚 莉唯子(2) 野田一中 6:03.82 11 4 7196 内山 果奈美(3) 二川中 6:03.90
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲﾅ

12 2 7012 山本 綾乃(3) 野田一中 6:05.80 12 9 7058 渡邉 結衣菜(3) 野田北部中 6:12.40
ｼﾝﾐｮｳ ｼﾞｭﾘｶ

5 7059 新明 樹里花(3) 野田北部中 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

ｱﾏﾊ ﾐﾉ

1 7102 天羽 海乃(2) 岩名中 4:58.36
ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｶ

2 7160 西田 悠花(3) 南流山中 5:12.19
ｱﾗｲ ﾅﾂｷ

3 7066 荒井 夏希(3) 川間中 5:17.80
ｽｽﾞｷ ｴﾐｶ

4 7005 鈴木 恵佳(3) 野田一中 5:21.51
ﾈﾓﾄ ｱｲｺ

5 7084 根本 藍子(3) 岩名中 5:22.44
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾗ

6 7031 松本 沙良(3) 野田二中 5:26.94
ﾂﾎﾞﾀ ｶﾎ

7 7029 坪田 華歩(2) 野田一中 5:29.19
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾈﾈｶ

8 7060 今泉 寧々花(2) 野田北部中 5:33.54

凡例  DNS:欠場



中学共通女子100mH(0.762m)
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組 (風:-1.6) 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

ﾑﾄｳ ﾏｱﾔ ﾑﾄｳ ﾏｱﾔ

1 5 7030 武藤 真彩(3) 野田二中 17.37 1 7030 武藤 真彩(3) 野田二中 17.37 -1.6
ｵｸﾞﾗ ﾊﾅ ｵｸﾞﾗ ﾊﾅ

2 8 7139 小倉 花奈(3) 流山東部中 17.55 2 7139 小倉 花奈(3) 流山東部中 17.55 -1.6
ﾌｶﾐﾁ ﾐﾙ ﾌｶﾐﾁ ﾐﾙ

3 4 7162 深道 美瑠(3) 南流山中 18.52 3 7162 深道 美瑠(3) 南流山中 18.52 -1.6
ｵｵｾﾞｷ ﾒｲ ｵｵｾﾞｷ ﾒｲ

4 7 7003 大関 芽唯(3) 野田一中 20.44 4 7003 大関 芽唯(3) 野田一中 20.44 -1.6
ｶﾄﾞｲ ﾓｴ ｶﾄﾞｲ ﾓｴ

5 6 7078 門井 萌笑(3) 岩名中 20.67 5 7078 門井 萌笑(3) 岩名中 20.67 -1.6



中学共通女子4X100mR
審 判 長：白井　英雄

記録主任：木之下　友城

4月2日 14:50 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 木間ケ瀬中A 7193 長野 心夢(2) ﾅｶﾞﾉ ｺｺﾐ 57.00 1 7 南流山中A 7156 伊藤 瑠菜(3) ｲﾄｳ ﾙﾅ 53.37
7181 宮崎 瑠奈(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾙﾅ 7155 鮎川 楓(3) ｱﾕｶﾜ ｶｴﾃﾞ
7187 坂巻 英美奈(2) ｻｶﾏｷ ｴﾐﾅ 7162 深道 美瑠(3) ﾌｶﾐﾁ ﾐﾙ
7188 田中 青空(2) ﾀﾅｶ ｱｵｲ 7168 原 佑奈(2) ﾊﾗ ﾕｳﾅ

2 6 岩名中B 7096 岡田 日渚(2) ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ 57.74 2 5 野田一中A 7001 安生 奈々恵(3) ｱﾝｼﾞｮｳ ﾅﾅｴ 54.58
7090 森下 美七海(2) ﾓﾘｼﾀ ﾐﾅﾐ 7003 大関 芽唯(3) ｵｵｾﾞｷ ﾒｲ
7078 門井 萌笑(3) ｶﾄﾞｲ ﾓｴ 7021 深井 瑛心(2) ﾌｶｲ ｴﾐ
7097 佐藤 菜々香(2) ｻﾄｳ ﾅﾅｶ 7011 福田 妃來(3) ﾌｸﾀﾞ ｷﾗ

3 7 野田二中A 7034 小早川 里葵(2) ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾘｵ 58.44 3 8 岩名中A 7094 中村 結芽(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒ 54.89
7030 武藤 真彩(3) ﾑﾄｳ ﾏｱﾔ 7089 船木 朱莉(2) ﾌﾅｷ ｱｶﾘ
7035 平賀 詩音(2) ﾋﾗｶﾞ ｼｵﾝ 7081 菊池 璃々華(3) ｷｸﾁ ﾘﾘｶ
7033 檜山 愛(2) ﾋﾔﾏ ﾏﾅ 7099 ﾄﾆｰｽﾃﾌｧﾆｰ ネン(2) ﾄﾆｰｽﾃﾌｧﾆｰ ﾈﾝ

4 8 野田一中B 7014 梶原 雫(2) ｶｼﾞﾊﾗ ｼｽﾞｸ 59.53 4 6 川間中A 7072 深田 羽鈴(3) ﾌｶﾀﾞ ｳﾘ 55.76
7020 田口 芽咲(2) ﾀｸﾞﾁ ﾒｲｻ 7069 石井 さくら(3) ｲｼｲ ｻｸﾗ
7025 泰楽 美悠(2) ﾀｲﾗｸ ﾐﾕｳ 7070 岡田 琉那(3) ｵｶﾀﾞ ﾙﾅ
7013 岩瀬 泉希(2) ｲﾜｾ ﾐｽﾞｷ 7073 松浦 侑瑞(3) ﾏﾂｳﾗ ﾕｽﾞ

5 4 野田南部中A 7048 海野 美優(2) ｳﾝﾉ ﾐﾕ 56.14
7045 杉崎 光希(3) ｽｷﾞｻｷ ﾐﾂｷ
7044 木内 陽向花(3) ｷｳﾁ ﾋﾅｶ
7043 上村 凜(3) ｶﾐﾑﾗ ﾘﾝ

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 南流山中A 7156 伊藤 瑠菜(3) ｲﾄｳ ﾙﾅ 53.37
7155 鮎川 楓(3) ｱﾕｶﾜ ｶｴﾃﾞ
7162 深道 美瑠(3) ﾌｶﾐﾁ ﾐﾙ
7168 原 佑奈(2) ﾊﾗ ﾕｳﾅ

2 野田一中A 7001 安生 奈々恵(3) ｱﾝｼﾞｮｳ ﾅﾅｴ 54.58
7003 大関 芽唯(3) ｵｵｾﾞｷ ﾒｲ
7021 深井 瑛心(2) ﾌｶｲ ｴﾐ
7011 福田 妃來(3) ﾌｸﾀﾞ ｷﾗ

3 岩名中A 7094 中村 結芽(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒ 54.89
7089 船木 朱莉(2) ﾌﾅｷ ｱｶﾘ
7081 菊池 璃々華(3) ｷｸﾁ ﾘﾘｶ
7099 ﾄﾆｰｽﾃﾌｧﾆｰ ネン(2) ﾄﾆｰｽﾃﾌｧﾆｰ ﾈﾝ

4 川間中A 7072 深田 羽鈴(3) ﾌｶﾀﾞ ｳﾘ 55.76
7069 石井 さくら(3) ｲｼｲ ｻｸﾗ
7070 岡田 琉那(3) ｵｶﾀﾞ ﾙﾅ
7073 松浦 侑瑞(3) ﾏﾂｳﾗ ﾕｽﾞ

5 野田南部中A 7048 海野 美優(2) ｳﾝﾉ ﾐﾕ 56.14
7045 杉崎 光希(3) ｽｷﾞｻｷ ﾐﾂｷ
7044 木内 陽向花(3) ｷｳﾁ ﾋﾅｶ
7043 上村 凜(3) ｶﾐﾑﾗ ﾘﾝ

6 木間ケ瀬中A 7193 長野 心夢(2) ﾅｶﾞﾉ ｺｺﾐ 57.00
7181 宮崎 瑠奈(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾙﾅ
7187 坂巻 英美奈(2) ｻｶﾏｷ ｴﾐﾅ
7188 田中 青空(2) ﾀﾅｶ ｱｵｲ

7 岩名中B 7096 岡田 日渚(2) ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ 57.74
7090 森下 美七海(2) ﾓﾘｼﾀ ﾐﾅﾐ
7078 門井 萌笑(3) ｶﾄﾞｲ ﾓｴ
7097 佐藤 菜々香(2) ｻﾄｳ ﾅﾅｶ

8 野田二中A 7034 小早川 里葵(2) ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾘｵ 58.44
7030 武藤 真彩(3) ﾑﾄｳ ﾏｱﾔ
7035 平賀 詩音(2) ﾋﾗｶﾞ ｼｵﾝ
7033 檜山 愛(2) ﾋﾔﾏ ﾏﾅ



中学共通女子走高跳
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2日 12:30 決　勝

決　勝　

ｶﾄｳ ﾊﾅ ○ ○ ○ × × ×

1 4 7164 加藤 羽菜(2) 南流山中 1m25
ｵｸﾞﾗ ﾕﾅ ○ ○ × ○ × × ×

2 3 7163 小倉 夕奈(2) 南流山中 1m25
ｲﾜｾ ﾐｽﾞｷ ○ ○ × × ×

3 1 7013 岩瀬 泉希(2) 野田一中 1m20
ﾀｲﾗｸ ﾐﾕｳ × × ×

2 7025 泰楽 美悠(2) 野田一中 NM
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ

5 7007 竹内 りょう(3) 野田一中 DNS

1m20 1m25 1m30
記録 ｺﾒﾝﾄ順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m15

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学共通女子走幅跳
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2日 12:15 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

ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾅ × × 4m29 4m29
1 11 7159 柴田 明奈(3) 南流山中 +2.0 +2.0

ﾌｸﾀﾞ ｷﾗ 4m25 3m84 3m82 4m25
2 14 7011 福田 妃來(3) 野田一中 +2.2 0.0 -0.6 +2.2

ﾀﾅｶ ｱｵｲ × × 4m17 4m17
3 13 7188 田中 青空(2) 木間ケ瀬中 +0.1 +0.1

ﾈﾓﾄ ｼﾂﾞﾙ 3m87 4m14 4m11 4m14
4 8 7161 根本 静流(3) 南流山中 +0.9 +1.2 -0.4 +1.2

ﾀｹｼﾏ ﾊﾙﾅ 4m02 4m01 3m96 4m02
5 7 7077 竹島 遥菜(2) 福田中 +0.9 +2.1 -0.7 +0.9

ｻﾄｳ ﾅﾅｶ 3m34 3m90 3m76 3m90
6 12 7097 佐藤 菜々香(2) 岩名中 +2.3 +0.6 +0.8 +0.6

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒ × 3m81 3m43 3m81
7 10 7094 中村 結芽(2) 岩名中 +1.7 +1.1 +1.7

ｻｶﾏｷ ｴﾐﾅ 3m77 × × 3m77
8 9 7187 坂巻 英美奈(2) 木間ケ瀬中 +2.1 +2.1

ｶﾂﾀ ﾏﾕ 3m66 3m75 3m61 3m75
9 5 7015 勝田 真悠(2) 野田一中 +0.8 +3.0 -0.6 +3.0

ﾋﾗｶﾞ ｼｵﾝ 3m41 3m72 3m51 3m72
10 2 7035 平賀 詩音(2) 野田二中 +1.6 +2.4 -0.4 +2.4

ﾄﾍﾞ ｱｲｺ 3m58 3m42 3m52 3m58
11 4 7016 戸邉 愛子(2) 野田一中 +0.6 +2.8 -0.1 +0.6

ｶﾐﾑﾗ ﾘﾝ 2m73 2m99 3m23 3m23
12 3 7043 上村 凜(3) 野田南部中 +2.4 +2.3 -0.4 -0.4

ﾉｸﾞﾁ ﾕﾒｶ 2m53 2m29 2m98 2m98
13 1 7054 野口 夢叶(3) 野田北部中 +2.1 +0.4 -0.3 -0.3

ｲﾉ ﾐｻｷ

6 7080 井野 実咲(3) 岩名中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：髙橋　喜志夫

記録主任：木之下　友城

4月2日 10:00 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

ﾄｲﾀﾞ ﾜｶﾅ

1 5 7047 戸井田 わかな(3) 野田南部中 8m67 8m80 8m70 8m80 4 8m80

ﾌﾙﾊｼ ｻｱﾔ

2 4 7194 古橋 紗綾(2) 木間ケ瀬中 5m46 6m88 6m56 6m88 3 6m88

ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ

3 1 7096 岡田 日渚(2) 岩名中 5m95 5m72 6m46 6m46 2 6m46

ｼﾗｲ ﾌｳﾅ

4 2 7166 白井 楓夏(2) 南流山中 × 6m01 6m20 6m20 1 6m20

ｵｵﾃﾔﾏ ﾕｳ

3 7186 大手山 柚宇(2) 木間ケ瀬中 DNS

凡例  DNS:欠場


