
男子100m
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998.12.13

大会記録(GR)            10.4      石沢　隆夫(千葉・早稲田大)            第26回

県記録(CR)              10.20     小島　茂之(千葉・早稲田大)            2000.7.2

県記録(CR)              10.1      岩本　一雄(千葉・成邱クラブ)          1979.11.20 6月26日 11:55  予 選

県記録(CR)              10.1      石沢　隆夫(千葉・早稲田大)            1979.11.21 6月26日 14:00 準決勝

前年度選手権者(PC)      11.07     横尾　龍一(千葉・ＡＳ市川)            2009.6.27 6月26日 15:20  決 勝

予選 6組2着＋4

1組 風:  -1.0 2組 風:  -1.2
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｶﾜｸﾞﾁ　ﾋﾛﾕｷ 千葉 ｺｲｹ ﾕｳｻｸ 千葉

1 4 234 川口　洋幸 (88) 国士舘大 11.03 Q 1 3 3255 小池　雄作 (93) 西武台千葉高 11.06 Q

ﾀｺﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ 千葉

2 2 901 田子　大輔 (93) 千葉黎明高 11.44 Q 2 2 20 大井　奨仁 (92) 東海大望洋高 11.18 Q

ｲｲｵｶ　ｴｲｼ 千葉 ｸﾂｻﾞﾜ　ﾔｽｱｷ 千葉

3 6 218 飯岡　鋭志 日本大 11.45 3 6 235 沓澤　安明 (91) 国士舘大 11.32 q

ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾔ 千葉 ｲｲﾀﾞｶ ﾋﾛｷ 千葉

4 7 102 小泉　純哉 (92) 木更津総合高 11.51 4 4 415 飯高　裕暉 (92) 成東高 11.37 q

ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾔ 千葉 ｱｲﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 千葉

3 829 久保木　裕也 (92) 東京学館高 DNS 5 8 3127 粟飯原　弘幸 (93) 専修大松戸高 11.45
ｴﾉﾓﾄ ﾃﾂﾔ 千葉 ｵﾁｱｲ ﾀｶﾉﾘ 千葉

5 141 榎本　徹也 ＡＳ市川 DNS 6 7 144 落合　崇統 (93) 暁星国際高 11.46
ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 千葉 ﾐﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 千葉

8 3231 佐藤　博紀 (92) 西武台千葉高 DNS 5 1337 三原　浩幸 (93) 千葉東高 DNS

3組 風:  -1.9 4組 風:  -2.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 ﾖｺｵ ﾘｭｳｲﾁ 千葉

1 6 134 卜部　健太郎 ＡＳ市川 11.02 Q 1 4 139 横尾　龍一 ＡＳ市川 11.03 Q

ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 ｶﾝﾉ ﾕｳﾀ 千葉

2 4 820 佐久間　大輔 (92) 東京学館高 11.14 Q 2 2 399 菅野　優太 千葉陸協 11.21 Q

ｵｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 千葉 ﾐﾈｿﾞｴ ﾅｵｷ 千葉

3 8 903 小川　祐輔 (94) 千葉黎明高 11.41 q 3 3 2199 峰添　直樹 (92) 東海大浦安高 11.43
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉 ﾄﾂｶ　ｾｲﾔ 千葉

4 2 3259 竹内　友一 (93) 西武台千葉高 11.57 4 6 224 戸塚　聖也 日本大 11.45
ｲｲﾀﾞ ｹｲｽｹ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 千葉

5 7 509 飯田　敬介 (94) 横芝敬愛高 11.83 5 8 889 中村　祐也 (93) 千葉黎明高 11.59
ｷｳﾁ ﾏｻﾀｶ 千葉 ｲｼｲ　ﾀﾂﾔ 千葉

3 739 木内　将高 (93) 成田高 DNS 5 371 石井　達哉 順天堂大 DNS

ｺﾆｼ　ｶｽﾞﾏ 千葉 ｼﾛﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 千葉

5 354 小西　一真 日本体育大 DNS 7 104 白山　大樹 (93) 木更津総合高 DNS

5組 風:  -3.7 6組 風:  -2.4
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱﾗｼｶﾜ　ｱｲﾄ 千葉 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉

1 6 334 嵐川　愛斗 中央大 11.28 Q 1 4 133 伊藤　純一 ＡＳ市川 11.00 Q

ｸﾎﾞ　ｶｽﾞﾌﾐ 千葉 ﾔｷﾞｭｳ ﾕｷﾉﾘ 千葉

2 5 66 久保　和史 (89) 千葉商科大 11.36 Q 2 5 978 柳生　侑希典 (92) 八千代松陰高 11.09 Q

ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 千葉 ﾀｶﾊｼ 千葉

3 3 979 千葉　雄太 (92) 八千代松陰高 11.50 3 3 86 高橋　直朗 (90) 成邱クラブ 11.13 q

ｴﾋﾞﾊﾗ ｼｮｳ 千葉 ｵｵｷ ｶｽﾞｷ 千葉

4 4 1853 海老原　匠 (94) 市立船橋高 11.58 4 7 821 大木　一輝 (92) 東京学館高 11.45
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 千葉 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 千葉

5 7 800 渡邉　亮信 (93) 富里高 12.10 5 2 37 山田　大貴 (93) 東海大望洋高 11.50
ﾓﾄﾖｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｲ 千葉

6 8 933 元吉　遼太郎 (92) 八千代高 12.18 6 6 2194 吉澤　海 (93) 東海大浦安高 11.52
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 千葉 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ 千葉

2 504 高橋　和也 (92) 横芝敬愛高 DNS 8 3244 山根　稜平 (92) 西武台千葉高 DNS

凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり *TL:着差なし



男子100m
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            10.00     伊東　浩司(富士通)                    1998.12.13

大会記録(GR)            10.4      石沢　隆夫(千葉・早稲田大)            第26回

県記録(CR)              10.20     小島　茂之(千葉・早稲田大)            2000.7.2

県記録(CR)              10.1      岩本　一雄(千葉・成邱クラブ)          1979.11.20 6月26日 11:55  予 選

県記録(CR)              10.1      石沢　隆夫(千葉・早稲田大)            1979.11.21 6月26日 14:00 準決勝

前年度選手権者(PC)      11.07     横尾　龍一(千葉・ＡＳ市川)            2009.6.27 6月26日 15:20  決 勝

準決勝 2組4着＋0

1組 風:  -7.7 2組 風:  -4.6
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉 ﾖｺｵ ﾘｭｳｲﾁ 千葉

1 4 133 伊藤　純一 ＡＳ市川 11.61 Q 1 6 139 横尾　龍一 ＡＳ市川 11.11 Q

ｶﾜｸﾞﾁ　ﾋﾛﾕｷ 千葉 ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉

2 6 234 川口　洋幸 (88) 国士舘大 11.72 Q 2 3 134 卜部　健太郎 ＡＳ市川 11.15 Q

ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 ﾔｷﾞｭｳ ﾕｷﾉﾘ 千葉

3 5 820 佐久間　大輔 (92) 東京学館高 11.94 Q 3 5 978 柳生　侑希典 (92) 八千代松陰高 11.25 Q

ﾀｶﾊｼ 千葉 ｱﾗｼｶﾜ　ｱｲﾄ 千葉

4 1 86 高橋　直朗 (90) 成邱クラブ 11.96 Q 4 4 334 嵐川　愛斗 中央大 11.29 Q

ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ 千葉 ｸﾎﾞ　ｶｽﾞﾌﾐ 千葉

5 8 20 大井　奨仁 (92) 東海大望洋高 12.10 5 8 66 久保　和史 (89) 千葉商科大 11.33
ﾀｺﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 ｸﾂｻﾞﾜ　ﾔｽｱｷ 千葉

6 7 901 田子　大輔 (93) 千葉黎明高 12.12 6 1 235 沓澤　安明 (91) 国士舘大 11.64
ｵｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 千葉 ｲｲﾀﾞｶ ﾋﾛｷ 千葉

7 2 903 小川　祐輔 (94) 千葉黎明高 12.18 7 2 415 飯高　裕暉 (92) 成東高 11.83
ｺｲｹ ﾕｳｻｸ 千葉 ｶﾝﾉ ﾕｳﾀ 千葉

3 3255 小池　雄作 (93) 西武台千葉高 DNS 7 399 菅野　優太 千葉陸協 DNS

決勝 

風:  -3.1
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｺｵ ﾘｭｳｲﾁ 千葉

1 5 139 横尾　龍一 ＡＳ市川 10.95
ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉

2 6 134 卜部　健太郎 ＡＳ市川 10.95 *TK

ｶﾜｸﾞﾁ　ﾋﾛﾕｷ 千葉

3 3 234 川口　洋幸 (88) 国士舘大 11.09
ﾔｷﾞｭｳ ﾕｷﾉﾘ 千葉

4 7 978 柳生　侑希典 (92) 八千代松陰高 11.19
ｱﾗｼｶﾜ　ｱｲﾄ 千葉

5 1 334 嵐川　愛斗 中央大 11.27 *TL

ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉

5 4 133 伊藤　純一 ＡＳ市川 11.27 *TL

ﾀｶﾊｼ 千葉

7 2 86 高橋　直朗 (90) 成邱クラブ 11.35
ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ 千葉

8 8 820 佐久間　大輔 (92) 東京学館高 11.42

凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり *TL:着差なし



男子200m
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            20.03     末続　慎吾(ミズノ)                    2003.6.7

県記録(CR)              20.67     吉野　達郎(千葉・東海大)              2003.6.6 6月27日 10:35  予 選

大会記録(GR)            21.15     伊藤　辰哉(千葉・富士通)              第53回 6月27日 12:10 準決勝

前年度選手権者(PC)      21.51     嵐川　愛斗(千葉・東海大浦安高)        2009.6.28 6月27日 13:55  決 勝

予選 7組2着＋2

1組 風:  -4.1 2組 風:  -1.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾁｮｳｻ　 千葉 ﾏﾂｵ　ｼｭｳﾍｲ 千葉

1 6 323 帖佐　弘毅 (89) 日大文理 22.47 Q 1 4 374 松尾　修平 順天堂大 22.70 Q

ﾐﾔｼﾞ　ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 千葉 ﾀｹﾖｼ ｹﾞﾝｷ 千葉

2 3 83 宮路　隆一郎 (89) 国士舘大 22.85 Q 2 5 744 竹吉　元記 (92) 成田高 22.89 Q

ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 千葉 ｴﾉﾓﾄ ﾃﾂﾔ 千葉

3 8 3231 佐藤　博紀 (92) 西武台千葉高 23.11 3 8 141 榎本　徹也 ＡＳ市川 23.17
ｱﾗｼｶﾜ　ｱｲﾄ 千葉 ｳﾂｷﾞ ﾚｵ 千葉

4 5 334 嵐川　愛斗 中央大 25.90 4 3 414 宇津木　怜 (92) 成東高 23.20
ﾀﾂﾉ ﾐﾂﾙ 千葉 ｺｲｹ ﾕｳｻｸ 千葉

2 3260 辰野　充 (94) 西武台千葉高 DNS 2 3255 小池　雄作 (93) 西武台千葉高 DNS

ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉 ﾊｷﾞﾉ　ﾖｼﾋｺ 千葉

4 973 石川　裕晃 (92) 八千代松陰高 DNS 6 305 萩野　慶彦 (89) 国際武道大 DNS

ｸﾎﾞ　ｶｽﾞﾌﾐ 千葉 ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾀｶ 千葉

7 66 久保　和史 (89) 千葉商科大 DNS 7 1549 山田　穂高 (94) 市立稲毛高 DNS

3組 風:  -2.0 4組 風:  -4.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｲｵｶ　ｴｲｼ 千葉 ｲｼｲ　ﾀﾂﾔ 千葉

1 5 218 飯岡　鋭志 日本大 22.88 Q 1 6 371 石井　達哉 順天堂大 23.14 Q

ﾐﾂｲ ｻﾄｼ 千葉 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 千葉

2 3 1751 三井　理史 (92) 船橋芝山高 23.03 Q 2 4 2200 高橋　健太 (93) 東海大浦安高 23.23 Q

ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ 千葉 ｳﾒｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ 千葉

3 2 3244 山根　稜平 (92) 西武台千葉高 23.39 3 7 3054 梅澤　宗史 (93) 松戸六実高 23.24
ｲｼﾜﾀ ﾂﾈﾖｼ 千葉 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 千葉

4 7 57 石渡　庸義 (92) 市原中央高 23.48 4 2 504 高橋　和也 (92) 横芝敬愛高 23.93
ﾖｼﾐｽﾞ　ﾀｸﾔ 千葉 ﾄｺﾖﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 千葉

5 8 368 吉水　拓哉 (90) 立正大 23.74 3 63 常世田　光広  (88) 千葉商科大 DNS

ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｷ 千葉 ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ 千葉

4 1475 和田　竜樹 (92) 犢橋高 DNS 5 820 佐久間　大輔 (92) 東京学館高 DNS

ｶﾂｲ　ｹﾝｽｹ 千葉 ﾐｽﾞﾉ　ﾕｳｷ 千葉

6 275 勝井　健介 (89) 東海大 DNS 8 353 水野　佑紀 筑波大 DNS

5組 風:  -0.7 6組 風:  -0.1
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 千葉 ｻｵﾄﾒ ﾘｮｳ 千葉

1 4 979 千葉　雄太 (92) 八千代松陰高 22.31 Q 1 8 1784 早乙女　龍 (92) 船橋法典高 23.13 Q

ﾉｳﾀﾞ ﾊﾔﾄ 千葉 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉

2 3 2076 納田　颯人 (93) 国分高 22.60 Q 2 5 133 伊藤　純一 ＡＳ市川 23.13 *TK Q

ｽｻﾞｷ　ﾄﾓｱｷ 千葉 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉

3 6 266 酢崎　友章 平成国大 22.65 q 3 7 3629 岩崎　祐太郎 (92) 我孫子高 23.44
ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ 千葉 ｻｻｷ ﾏｻﾖｼ 千葉

4 1 20 大井　奨仁 (92) 東海大望洋高 22.90 q 4 3 3497 佐々木　雅昌 (92) 市立柏高 23.50
ｶﾄｳ　ｹﾝﾄ 千葉 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｷ 千葉

5 7 236 加藤　健人 (91) 国士舘大 23.08 2 827 寺田　宏基 (92) 東京学館高 DNS

ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 千葉 ﾐﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 千葉

6 5 837 吉田　和希 (93) 東京学館高 23.34 4 1337 三原　浩幸 (93) 千葉東高 DNS

ｵｵﾀ ﾀﾂｷ 千葉 ﾓﾘ　ｼｭﾝ 千葉

7 2 957 太田　龍樹 (92) 八千代西高 23.38 6 373 森　駿 順天堂大 DNS

ﾖｼﾊｼ ﾕｳｼﾞ 千葉

8 897 吉橋　祐士 (93) 千葉黎明高 DNS

凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり *TL:着差なし



男子200m
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            20.03     末続　慎吾(ミズノ)                    2003.6.7

県記録(CR)              20.67     吉野　達郎(千葉・東海大)              2003.6.6 6月27日 10:35  予 選

大会記録(GR)            21.15     伊藤　辰哉(千葉・富士通)              第53回 6月27日 12:10 準決勝

前年度選手権者(PC)      21.51     嵐川　愛斗(千葉・東海大浦安高)        2009.6.28 6月27日 13:55  決 勝

7組 風:  -2.6
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾓﾄﾖｼ　ﾀｶｼ 千葉

1 5 319 本吉　隆 筑波大 22.66 Q

ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 千葉

2 4 1824 森　裕介 (92) 市立船橋高 22.89 Q

ﾓﾘ　ﾏｻｵ 千葉

3 6 401 森　政朗 チーム　アイマ 23.05
ｱｷﾔﾏ ｱｷﾗ 千葉

4 8 1823 秋山　証 (92) 市立船橋高 23.14
ﾉﾅｶ ﾋﾛｷ 千葉

5 2 1326 野中　宏樹 (92) 桜林高 23.50
ｼｼｸﾗ　ﾀｶﾋﾛ 千葉

3 237 宍倉　隆広 (90) 国士舘大 DNS

ｶﾈﾐﾂ ｱｵｲ 千葉

7 3232 金光　葵 (92) 西武台千葉高 DNS

準決勝 2組4着＋0

1組 風:  -2.7 2組 風:  -2.2
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾁｮｳｻ　 千葉 ﾏﾂｵ　ｼｭｳﾍｲ 千葉

1 6 323 帖佐　弘毅 (89) 日大文理 22.38 Q 1 5 374 松尾　修平 順天堂大 22.76 Q

ｲｼｲ　ﾀﾂﾔ 千葉 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 千葉

2 5 371 石井　達哉 順天堂大 22.52 Q 2 3 979 千葉　雄太 (92) 八千代松陰高 22.91 Q

ﾓﾄﾖｼ　ﾀｶｼ 千葉 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉

3 4 319 本吉　隆 筑波大 22.57 Q 3 1 133 伊藤　純一 ＡＳ市川 23.10 *TL Q

ﾀｹﾖｼ ｹﾞﾝｷ 千葉 ﾐﾔｼﾞ　ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 千葉

4 8 744 竹吉　元記 (92) 成田高 22.77 Q 3 7 83 宮路　隆一郎 (89) 国士舘大 23.10 *TL Q

ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 千葉 ﾉｳﾀﾞ ﾊﾔﾄ 千葉

5 7 1824 森　裕介 (92) 市立船橋高 22.87 5 4 2076 納田　颯人 (93) 国分高 23.16
ｽｻﾞｷ　ﾄﾓｱｷ 千葉 ﾐﾂｲ ｻﾄｼ 千葉

6 2 266 酢崎　友章 平成国大 23.09 6 8 1751 三井　理史 (92) 船橋芝山高 23.32
ｻｵﾄﾒ ﾘｮｳ 千葉 ｲｲｵｶ　ｴｲｼ 千葉

7 3 1784 早乙女　龍 (92) 船橋法典高 23.17 7 6 218 飯岡　鋭志 日本大 23.50
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 千葉 ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ 千葉

1 2200 高橋　健太 (93) 東海大浦安高 DNS 8 2 20 大井　奨仁 (92) 東海大望洋高 23.56

決勝 

風:  -5.6
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾄﾖｼ　ﾀｶｼ 千葉

1 7 319 本吉　隆 筑波大 22.34
ｲｼｲ　ﾀﾂﾔ 千葉

2 5 371 石井　達哉 順天堂大 22.39
ﾁｮｳｻ　 千葉

3 3 323 帖佐　弘毅 (89) 日大文理 22.68
ﾏﾂｵ　ｼｭｳﾍｲ 千葉

4 4 374 松尾　修平 順天堂大 22.71
ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉

5 8 133 伊藤　純一 ＡＳ市川 22.96
ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 千葉

6 6 979 千葉　雄太 (92) 八千代松陰高 23.04
ﾀｹﾖｼ ｹﾞﾝｷ 千葉

7 2 744 竹吉　元記 (92) 成田高 23.19
ﾐﾔｼﾞ　ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 千葉

8 1 83 宮路　隆一郎 (89) 国士舘大 23.29

凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり *TL:着差なし



男子400m
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            44.78     高野　進(東海大TC)                    1991.6.16

大会記録(GR)            47.30     松永　成旦(千葉・順大クラブ)          第46回 6月26日 10:20  予 選

県記録(CR)              45.33     簡　優好(千葉・富士通)                1998.5.9 6月26日 12:30 準決勝

前年度選手権者(PC)      48.28     大岐　亮平(千葉・順天堂大)            2009.6.27 6月26日 14:45  決 勝

予選 5組3着＋1

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉 ﾅｶﾑﾗ　ﾔｽﾋﾛ 千葉

1 3 973 石川　裕晃 (92) 八千代松陰高 49.74 Q 1 6 233 中村　康宏 (90) 筑波大 49.79 Q

ﾄｺﾖﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 千葉 ﾐﾅﾄ ﾕｳｽｹ 千葉

2 4 63 常世田　光広  (88) 千葉商科大 51.70 Q 2 7 895 湊　裕亮 (93) 千葉黎明高 51.07 Q

ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ 千葉 ﾖｼﾐｽﾞ　ﾀｸﾔ 千葉

3 2 1355 齋藤　克哉 (93) 千葉東高 52.59 Q 3 4 368 吉水　拓哉 (90) 立正大 52.00 Q

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 千葉 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 千葉

5 138 中村　祐太 ＡＳ市川 DNS 4 2 1959 児島　孝明 (93) 鎌ヶ谷高 52.31
ﾏﾂﾓﾄ　ﾅｵﾔ 千葉 ﾊｷﾞﾉ　ﾖｼﾋｺ 千葉

6 278 松本　直也 (90) 東海大 DNS 5 3 305 萩野　慶彦 (89) 国際武道大 54.38
ｵｻﾅｲ　ｻﾄｼ 千葉 ﾊﾔｼ　ｺｳﾍｲ 千葉

7 304 長内　智 (90) 国際武道大 DNS 5 198 林　康平 ＡＳ市川 DNS

ｶﾈﾐﾂ ｱｵｲ 千葉 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾚｵ 千葉

8 3232 金光　葵 (92) 西武台千葉高 DNS 8 1849 谷川　鈴扇 (94) 市立船橋高 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｵﾆﾂｶ　ﾕｳｼ 千葉 ｽﾊﾗ　ﾏｽﾐ 千葉

1 4 337 鬼塚　祐志 中央大 49.06 Q 1 5 238 栖原　真澄 (88) 国士舘大 49.64 Q

ﾓﾘ　ﾏｻｵ 千葉 ﾃﾗﾀﾞ　ｶﾂﾔ 千葉

2 6 401 森　政朗 チーム　アイマ 49.76 Q 2 6 126 寺田　克也 チーム　アイマ 50.76 Q

ﾀﾂﾉ ﾐﾂﾙ 千葉 ｵｻｶﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉

3 8 3260 辰野　充 (94) 西武台千葉高 49.90 Q 3 7 347 小坂田　実弘 (93) 茂原高 50.84 Q

ﾓﾘ　ｼｭﾝ 千葉 ｶｶﾞﾔ　ﾋﾃﾞｱｷ 千葉

4 3 373 森　駿 順天堂大 50.19 q 4 3 355 加賀屋　秀明 日本体育大 51.04
ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｷ 千葉 ﾉｳﾀﾞ ﾊﾔﾄ 千葉

5 5 1475 和田　竜樹 (92) 犢橋高 51.02 5 4 2076 納田　颯人 (93) 国分高 53.88
ｲﾅﾐ ﾀﾂﾔ 千葉 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 千葉

6 2 974 稲見　達也 (92) 八千代松陰高 52.07 6 2 795 高橋　和也 (93) 富里高 55.32
ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾔ 千葉 ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 千葉

7 7 2192 吉川　和也 (92) 東海大浦安高 52.24 8 1850 相山　慶太郎 (94) 市立船橋高 DSQ,T1

5組
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｳﾂｷﾞ ﾚｵ 千葉

1 4 414 宇津木　怜 (92) 成東高 51.89 Q

ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 千葉

2 8 3242 増田　淳 (92) 西武台千葉高 52.16 Q

ｽｽﾞｷ ﾀﾛｳ 千葉

3 3 1670 鈴木　太郎 (93) 薬園台高 52.20 Q

ｱﾂﾀ　ﾄﾓﾔ 千葉

4 7 220 熱田　智也 日本大 52.63
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉

5 2 3180 松村　裕大 (94) 流山南高 54.07
ﾖﾈｻﾞｷ ﾋｶﾙ 千葉

5 3126 米崎　輝 (93) 専修大松戸高 DNS

ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 千葉

6 372 大岐　亮平 順天堂大 DNS

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



男子400m
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            44.78     高野　進(東海大TC)                    1991.6.16

大会記録(GR)            47.30     松永　成旦(千葉・順大クラブ)          第46回 6月26日 10:20  予 選

県記録(CR)              45.33     簡　優好(千葉・富士通)                1998.5.9 6月26日 12:30 準決勝

前年度選手権者(PC)      48.28     大岐　亮平(千葉・順天堂大)            2009.6.27 6月26日 14:45  決 勝

準決勝 2組4着＋0

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾓﾘ　ｼｭﾝ 千葉 ﾃﾗﾀﾞ　ｶﾂﾔ 千葉

1 2 373 森　駿 順天堂大 50.21 Q 1 3 126 寺田　克也 チーム　アイマ 49.73 Q

ﾄｺﾖﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 千葉 ﾀﾂﾉ ﾐﾂﾙ 千葉

2 8 63 常世田　光広  (88) 千葉商科大 50.71 Q 2 8 3260 辰野　充 (94) 西武台千葉高 49.76 Q

ｵｻｶﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉 ﾓﾘ　ﾏｻｵ 千葉

3 7 347 小坂田　実弘 (93) 茂原高 50.79 Q 3 5 401 森　政朗 チーム　アイマ 49.84 Q

ﾐﾅﾄ ﾕｳｽｹ 千葉 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉

4 3 895 湊　裕亮 (93) 千葉黎明高 50.81 Q 4 4 973 石川　裕晃 (92) 八千代松陰高 50.06 Q

ﾖｼﾐｽﾞ　ﾀｸﾔ 千葉 ｽｽﾞｷ ﾀﾛｳ 千葉

5 1 368 吉水　拓哉 (90) 立正大 50.99 5 2 1670 鈴木　太郎 (93) 薬園台高 50.58
ｵﾆﾂｶ　ﾕｳｼ 千葉 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ 千葉

4 337 鬼塚　祐志 中央大 DNS 6 1 1355 齋藤　克哉 (93) 千葉東高 52.04
ｳﾂｷﾞ ﾚｵ 千葉 ｽﾊﾗ　ﾏｽﾐ 千葉

5 414 宇津木　怜 (92) 成東高 DNS 6 238 栖原　真澄 (88) 国士舘大 DNS

ﾅｶﾑﾗ　ﾔｽﾋﾛ 千葉 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 千葉

6 233 中村　康宏 (90) 筑波大 DNS 7 3242 増田　淳 (92) 西武台千葉高 DNS

決勝 

カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾘ　ﾏｻｵ 千葉

1 7 401 森　政朗 チーム　アイマ 48.85
ﾄｺﾖﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 千葉

2 5 63 常世田　光広  (88) 千葉商科大 49.34
ﾓﾘ　ｼｭﾝ 千葉

3 3 373 森　駿 順天堂大 49.35
ﾃﾗﾀﾞ　ｶﾂﾔ 千葉

4 4 126 寺田　克也 チーム　アイマ 49.38
ﾀﾂﾉ ﾐﾂﾙ 千葉

5 6 3260 辰野　充 (94) 西武台千葉高 49.75
ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉

6 2 973 石川　裕晃 (92) 八千代松陰高 49.99
ｵｻｶﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉

7 8 347 小坂田　実弘 (93) 茂原高 50.82
ﾐﾅﾄ ﾕｳｽｹ 千葉

8 1 895 湊　裕亮 (93) 千葉黎明高 52.05

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 T1:(R163-3)内側ライン上・その内側を走行



男子800m
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            1:46.16   横田　真人(慶大)                      2009.10.18

県記録(CR)              1:46.22   近野　義人(千葉・ダイエー)            1994.6.29

大会記録(GR)            1:51.47   菅原　竜二(千葉・新日鐵君津)          第54回 6月27日 11:35 予選

前年度選手権者(PC)      1:51.76   糸川　航太(千葉・千葉陸協)            2009.6.28 6月27日 14:10 決勝

予選 5組1着＋3

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ﾄﾖｸﾜ　ｲﾂ 千葉 ﾀﾅｶ　ﾀﾞｲｽｹ 千葉

1 5 258 豊桑　逸 ガゼル 2:03.07 Q 1 6 229 田中　大輔 日本大 2:02.11 Q
ｱﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉 ｽﾀﾞ ｶｲ 千葉

2 8 1976 阿部　勇也 (92) 鎌ヶ谷西高 2:03.76 2 2 1601 須田　海 (93) 渋谷学園幕張高 2:02.59
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 千葉 ﾀﾅｶ　ﾘｭｳｲﾁ 千葉

3 2 990 齊藤　優樹 (93) 八千代松陰高 2:03.82 3 8 285 田中　龍一 (89) 東海大 2:03.37
ﾁｮｳﾉｳ ｱｷﾋﾄ 千葉 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ 千葉

4 4 359 張能　彰仁 日本体育大 2:07.94 4 7 911 土屋　勇太 (92) 四街道高 2:03.47
ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 千葉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｼﾞ 千葉

7 521 林　純也 (93) 匝瑳高 DSQ,TJ 5 5 135 菅原　竜二 ＡＳ市川 2:12.56
ｶﾐﾅｶﾞ ﾕｳｾｲ 千葉 ﾖｺｶﾜ　ﾔｽﾋﾛ 千葉

3 3285 神長　雄世 (92) 東葛飾高 DNS 3 274 横川　泰裕 (87) 薬園台AC DNS
ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ 千葉 ﾅｶﾑﾗ　ﾔｽﾋﾛ 千葉

6 140 三浦　翔太 ＡＳ市川 DNS 4 233 中村　康宏 (90) 筑波大 DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｲﾄｶﾞﾜ　ｺｳﾀ 千葉 ｵｼｵ　ｶｽﾞﾔ 千葉

1 5 17 糸川　航太 千葉陸協 2:00.50 Q 1 5 360 押尾　和也 日本体育大 1:58.99 Q
ｻｻｷ　ﾋﾛﾕｷ 千葉 ﾔﾅﾀﾞ ｱｷｵ 千葉

2 4 310 佐々木　弘幸 (88) 国際武道大 2:01.07 2 3 137 簗田　昭夫 ＡＳ市川 1:59.55 q
ｶﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 千葉 ﾑﾗｾ ﾕｳﾏ 千葉

3 6 966 片原　照 (92) 八千代松陰高 2:01.35 3 2 975 村瀬　由馬 (92) 八千代松陰高 2:00.06 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉 ｳﾁﾔﾏ　ﾕｷﾄ 千葉

4 7 513 渡邉　悠弥 (94) 横芝敬愛高 2:02.81 4 6 116 内山　幸斗 (91) 土気TFC 2:00.11 q
ｹｯｿｸ ﾕｳｷ 千葉 ｷﾀｲ ｱｷﾗ 千葉

5 8 3342 結束　侑輝 (92) 柏南高 2:03.44 5 8 3643 北井　亮 (92) 我孫子高 2:00.51
ｲｼﾉ ﾏｻﾀｶ 千葉 ｳﾁﾀﾞ　ｺｳｲﾁﾛｳ 千葉

2 42 石野　雅貴 (93) 東海大望洋高 DNS 6 4 68 内田　博一朗 (90) 千葉商科大 2:03.59
ｱｷﾊﾞ　ﾅｵﾄ 千葉 ﾎﾝﾏ ﾏｻﾄ 千葉

3 18 秋葉　直人 (88) 千葉陸協 DNS 7 1863 本間　大登 (94) 市立船橋高 DNS

5組
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過
ｶﾜﾏﾀ　ｹｲﾄ 千葉

1 3 225 川俣　佳人 日本大 2:03.15 Q
ｶｲﾇﾏ　ﾀﾞｲｼﾛｳ 千葉

2 8 400 海沼　大士郎 (90) 国士舘大 2:03.42
ｶﾜｻｷ　ｼｮｳｺﾞ 千葉

3 5 379 川﨑　正悟 順天堂大 2:03.99
ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ 千葉

4 7 3353 村田　浩忠 (93) 柏南高 2:04.09
ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳ 千葉

5 6 690 平山　　椋 (92) 佐原白楊高 2:06.26
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 千葉

6 2 501 遠藤　拓弥 (93) 横芝敬愛高 2:09.97
ｵｻｶﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉

4 347 小坂田　実弘 (93) 茂原高 DNS

決勝 

カナ名 所属地
順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾄｶﾞﾜ　ｺｳﾀ 千葉
1 6 17 糸川　航太 千葉陸協 1:59.16

ｵｼｵ　ｶｽﾞﾔ 千葉
2 4 360 押尾　和也 日本体育大 2:00.73

ﾔﾅﾀﾞ ｱｷｵ 千葉
3 7 137 簗田　昭夫 ＡＳ市川 2:00.94

ﾀﾅｶ　ﾀﾞｲｽｹ 千葉
4 3 229 田中　大輔 日本大 2:01.32

ﾑﾗｾ ﾕｳﾏ 千葉
5 1 975 村瀬　由馬 (92) 八千代松陰高 2:01.86

ｶﾜﾏﾀ　ｹｲﾄ 千葉
6 8 225 川俣　佳人 日本大 2:02.14

ﾄﾖｸﾜ　ｲﾂ 千葉
7 5 258 豊桑　逸 ガゼル 2:02.25

ｳﾁﾔﾏ　ﾕｷﾄ 千葉
8 2 116 内山　幸斗 (91) 土気TFC 2:05.86

ラップ表 400m

ナンバー 359

記録 1:02.00

ナンバー 1601

記録 59.00

ナンバー 966

記録 1:02.00

ナンバー 137

記録 59.00

ナンバー 690

記録 1:02.00

ナンバー 17

記録 1:01.00

予選1組

予選2組

予選3組

予選4組

予選5組

決勝1組

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 TJ:インターレーン



男子1500m
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:37.42   小林　史和(NTN)                       2004.7.31

大会記録(GR)            3:50.60   藤井　秀樹(千葉・新日鐵君津)          第37回

県記録(CR)              3:38.9    村上　康則(千葉・富士通)              2008.7.27

県記録(CR)              3:40.01   村上　康則(千葉・富士通)              2006.9.30

前年度選手権者(PC)      3:59.45   須田　直樹(千葉・神奈川大)            2009.6.27 6月26日 14:25 決勝

決勝 

カナ名 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 千葉

1 2 966 片原　照 (92) 八千代松陰高 4:04.50
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉

2 3 3131 田中　優大 (93) 専修大松戸高 4:04.89
ﾆｲﾉ ﾓﾄﾔ 千葉

3 1 3653 新野　元哉 (94) 我孫子高 4:05.02
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 千葉

4 8 1008 山﨑　和麻 (94) 八千代松陰高 4:05.39
ﾀｶｼﾊﾞ ｻﾄｼ 千葉

5 4 919 髙柴　聡 (92) 千葉敬愛高 4:08.65
ｽﾀﾞ ｶｲ 千葉

6 6 1601 須田　海 (93) 渋谷学園幕張高 4:08.79
ﾋｶﾞｼﾊﾞﾗ　ﾏｻｱｷ 千葉

7 9 199 東原　正明 (88) 千葉陸協 4:09.47
ｼﾓｻｺﾀ ｹｲﾀ 千葉

8 10 1352 下迫田　啓太 (93) 千葉東高 4:15.56
ｶｻﾞﾄ ﾋﾛｷ 千葉

9 7 1358 風戸　啓希 (94) 千葉東高 4:27.37
ｵｸﾑﾗ ﾃﾙﾑ 千葉

5 1431 奥村　輝夢 (92) 柏井高 DNS

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 966 199 3653 3653

記録 1:04.00 2:12.00 2:46.00 3:19.00
決勝1組

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 966 199 3653 3653

記録 1:04.00 2:12.00 2:46.00 3:19.00
決勝1組

凡例  DNS:欠場



男子5000m
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            13:13.20  松宮　隆行(コニカミノルタ)            2007.7.28

県記録(CR)              13:26.53  渡辺　康幸(千葉・早稲田大)            1994.7.15

大会記録(GR)            13:49.24  ｼﾞｮｾﾌｧﾄ･ﾑﾁﾘ･ﾀﾞﾋﾞﾘ(千葉・流経大柏高)   第55回

前年度選手権者(PC)      14:50.91  石井　格人(千葉・順天堂大)            2009.6.28 6月27日 14:40 決勝

決勝 

カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 千葉

1 3 994 高橋　遼太 (93) 八千代松陰高 15:09.40
ｱﾘｲ ﾜﾀﾙ 千葉

2 7 984 有井　渉 (94) 八千代松陰高 15:10.37
ｴﾝﾄﾞｳ　ﾀｲﾁ 千葉

3 5 197 遠藤　太一 佐倉AC 15:15.46
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 千葉

4 10 3650 蝦原　拓弥 (92) 我孫子高 15:18.25
ﾅｶﾞｼﾏ　ｼｮｳﾀ 千葉

5 1 342 長嶋　翔太 チーム　アイマ 15:22.00
ﾆｲﾉ ﾓﾄﾔ 千葉

6 8 3653 新野　元哉 (94) 我孫子高 15:43.89
ﾆｼ ｼｭﾝﾔ 千葉

7 4 745 西　　駿也 (92) 成田高 15:59.00
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 千葉

8 11 3134 吉田　悠人 (93) 専修大松戸高 16:15.02
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉

9 6 3131 田中　優大 (93) 専修大松戸高 16:37.64
ｽｽﾞｷ　ﾖｼﾉﾘ 千葉

2 348 鈴木　良則 富士通 DNS

ｺﾏｲ ｺｳﾍｲ 千葉

9 3116 駒井　滉平 (92) 専修大松戸高 DNS

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 197 197 197 197

記録 2:58.00 5:56.00 9:01.00 12:09.00
決勝1組

凡例  DNS:欠場



男子10000m
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            27:35.09  高岡　寿成(カネボウ)                  2001.5.4

大会記録(GR)            29:43.11  鈴木　博幸(千葉・富士通)              第53回

県記録(CR)              27:46.39  渡辺　康幸(千葉・エスビー食品)        1998.4.26 6月26日 15:25 決勝

決勝 

カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾁﾉﾐﾔ ｼｮｳ 千葉

1 1 3144 一ノ宮　翔 (95) 専修大松戸高 34:36.99

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

ナンバー 3144 3144 3144 3144 3144 3144 3144 3144 3144

記録 3:09.00 6:27.00 9:53.00 13:23.00 16:56.00 20:35.00 24:13.00 27:48.00 31:22.00
決勝1組

凡例 



男子110mH(1.067m)
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            13.39     谷川　聡(ミズノ)                      2004.8.24

大会記録(GR)            13.91     櫻井　健一(千葉・ミキハウス)          第52回 6月26日 11:20  予 選

県記録(CR)              13.55     田野中　輔(千葉・富士通)              2006.4.15 6月26日 13:40 準決勝

前年度選手権者(PC)      14.55     下道　翔太(千葉・国際武道大)          2009.6.27 6月26日 15:05  決 勝

予選 4組3着＋4

1組 風:  -3.0 2組 風:  -1.7
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾀﾐﾁ　ｼｮｳﾀ 千葉 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾕｳｷ 千葉

1 3 294 下道　翔太 (87) 国際武道大 14.87 Q 1 3 356 中川　裕貴 日本体育大 15.09 Q

ｲﾏｾﾞｷ　ｼﾝｺﾞ 千葉 ﾔﾉ　ｶｽﾞﾏ 千葉

2 4 276 今関　真悟 (89) 東海大 14.91 Q 2 6 295 矢野　数馬 (88) 国際武道大 15.16 Q

ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾔ 千葉 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 千葉

3 5 109 永嶋　祐也 (93) 木更津総合高 15.48 Q 3 5 3279 野口　直人 (94) 西武台千葉高 15.44 Q

ｲｼﾀﾞ　ﾅｵﾔ 千葉 ｽｽﾞｷ　ﾖｳｲﾁ 千葉

4 6 1 石田　直也 (80) 千葉陸協 16.45 4 8 215 鈴木　陽一 東慈医大 15.82 q

ｵｵｵｶ ﾕｳｽｹ 千葉 ﾐﾂｲ ﾔｽｱｷ 千葉

5 2 3234 大岡　裕介 (92) 西武台千葉高 16.68 5 7 2198 三井　保明 (92) 東海大浦安高 15.83 q

ｲﾁﾊﾗｷｮｳｽｹ 千葉 ｺｲｹ ﾋｶﾙ 千葉

6 8 2211 市原　匡将 (95) 東海大浦安高 16.89 6 2 3165 小池　輝 (92) 流山南高 16.96
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 千葉 ﾀｶﾉ ﾚｵ 千葉

7 148 山本　大地 木更津高専 DNS 7 1 1505 鷹野　玲大 (93) 市立千葉高 16.96 *TK

ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 千葉

4 998 鈴木　幹太 (93) 八千代松陰高 DNS

3組 風:  -1.7 4組 風:  -1.4
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾋﾛﾀ　ﾔｽﾋﾛ 千葉 ｵﾉ　ﾏﾅﾌﾞ 千葉

1 4 57 廣田　康大 (88) 東京経済大 14.92 Q 1 5 375 小野　学 順天堂大 14.70 Q

ｿﾒﾔ　ｺｳﾀ 千葉 ﾀｹﾖｼ ﾀﾞｲｷ 千葉

2 6 219 染谷　康太 日本大 14.95 Q 2 4 1856 竹吉　大記 (94) 市立船橋高 15.27 Q

ｼﾛﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 千葉 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 千葉

3 5 104 白山　大樹 (93) 木更津総合高 15.39 Q 3 6 1490 安藤　優介 (92) 市立千葉高 15.31 Q

ｶﾄｳ　ﾕｷｵ 千葉 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｼﾞﾛｳ 千葉

4 7 9 加藤　幸雄 (83) 旭市陸協 15.88 q 4 7 748 山内　孝司郎 (92) 成田高 15.91 q

ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 千葉 ｺﾏ　ﾕｳｲﾁ　 千葉

5 8 3274 高山　大希 (94) 西武台千葉高 16.10 5 3 293 駒　優一 (88) 国際武道大 15.95
ｶﾀﾔﾏ ﾁﾋﾛ 千葉 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ 千葉

6 2 25 片山　千智 (92) 東海大望洋高 16.12 6 8 3710 馬場　雄希 (94) 東葛飾高 16.36
ﾃﾙｲ ｼｭｳﾍｲ 千葉 ﾋﾗﾊﾀ ﾘｭｳｾｲ 千葉

7 1 3177 照井　修平 (93) 流山南高 16.39 7 2 583 平幡　龍正 (93) 銚子商高 17.08
ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵｷ 千葉

3 1403 橋本　孝興 (92) 幕張総合高 DNS

準決勝 2組4着＋0

1組 風:  -3.4 2組 風:  -2.5
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｼﾀﾐﾁ　ｼｮｳﾀ 千葉 ｵﾉ　ﾏﾅﾌﾞ 千葉

1 3 294 下道　翔太 (87) 国際武道大 14.79 Q 1 4 375 小野　学 順天堂大 14.65 Q

ﾋﾛﾀ　ﾔｽﾋﾛ 千葉 ｲﾏｾﾞｷ　ｼﾝｺﾞ 千葉

2 6 57 廣田　康大 (88) 東京経済大 14.88 Q 2 3 276 今関　真悟 (89) 東海大 14.82 Q

ｿﾒﾔ　ｺｳﾀ 千葉 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 千葉

3 4 219 染谷　康太 日本大 15.03 Q 3 7 1490 安藤　優介 (92) 市立千葉高 15.13 Q

ﾔﾉ　ｶｽﾞﾏ 千葉 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾕｳｷ 千葉

4 5 295 矢野　数馬 (88) 国際武道大 15.21 Q 4 5 356 中川　裕貴 日本体育大 15.17 Q

ｼﾛﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 千葉 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾔ 千葉

5 7 104 白山　大樹 (93) 木更津総合高 15.29 5 8 109 永嶋　祐也 (93) 木更津総合高 15.37
ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 千葉 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｼﾞﾛｳ 千葉

6 8 3279 野口　直人 (94) 西武台千葉高 15.50 6 2 748 山内　孝司郎 (92) 成田高 16.10
ｶﾄｳ　ﾕｷｵ 千葉 ｽｽﾞｷ　ﾖｳｲﾁ 千葉

7 2 9 加藤　幸雄 (83) 旭市陸協 15.98 7 1 215 鈴木　陽一 東慈医大 16.34
ﾐﾂｲ ﾔｽｱｷ 千葉 ﾀｹﾖｼ ﾀﾞｲｷ 千葉

8 1 2198 三井　保明 (92) 東海大浦安高 16.18 6 1856 竹吉　大記 (94) 市立船橋高 DNS

凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり



男子110mH(1.067m)
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            13.39     谷川　聡(ミズノ)                      2004.8.24

大会記録(GR)            13.91     櫻井　健一(千葉・ミキハウス)          第52回 6月26日 11:20  予 選

県記録(CR)              13.55     田野中　輔(千葉・富士通)              2006.4.15 6月26日 13:40 準決勝

前年度選手権者(PC)      14.55     下道　翔太(千葉・国際武道大)          2009.6.27 6月26日 15:05  決 勝

決勝 

風:  -1.9
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵﾉ　ﾏﾅﾌﾞ 千葉

1 3 375 小野　学 順天堂大 14.60
ｲﾏｾﾞｷ　ｼﾝｺﾞ 千葉

2 4 276 今関　真悟 (89) 東海大 14.60 *TK

ｼﾀﾐﾁ　ｼｮｳﾀ 千葉

3 6 294 下道　翔太 (87) 国際武道大 14.71
ｿﾒﾔ　ｺｳﾀ 千葉

4 7 219 染谷　康太 日本大 14.74
ﾋﾛﾀ　ﾔｽﾋﾛ 千葉

5 5 57 廣田　康大 (88) 東京経済大 14.91
ﾔﾉ　ｶｽﾞﾏ 千葉

6 2 295 矢野　数馬 (88) 国際武道大 15.10
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 千葉

7 8 1490 安藤　優介 (92) 市立千葉高 15.17
ﾅｶｶﾞﾜ　ﾕｳｷ 千葉

8 1 356 中川　裕貴 日本体育大 15.53

凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり



男子400mH(0.914m)
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            47.89     為末　大(法政大)                      2001.8.10

県記録(CR)              48.85     吉澤　賢(千葉・デサントTC)            2004.7.10 6月27日 11:00  予 選

大会記録(GR)            50.16     吉澤　賢(千葉・デサントTC)            第58回 6月27日 12:45 準決勝

前年度選手権者(PC)      52.76     常世田　光広(千葉・千葉商科大)        2009.6.28 6月27日 14:30  決 勝

予選 5組3着＋1

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属   記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属   記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾐﾔｵ　ｺｳﾀﾛｳ 千葉 ｽｶﾞｲ ﾘｮｳ 千葉

1 5 226 宮尾　幸太郎 日本大 53.96 Q 1 6 833 須貝　諒 (92) 東京学館高 54.84 Q

ﾄｺﾖﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 千葉 ｶﾈﾀﾞ　ｼｮｳﾀ 千葉

2 3 63 常世田　光広  (88) 千葉商科大 54.73 Q 2 5 349 金田　翔太 千葉大 57.01 Q

ｱｵｷ ｺｳﾀﾛｳ 千葉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 千葉

3 6 740 青木　光太郎 (92) 成田高 54.74 Q 3 7 1524 中川　洋輔 (93) 市立稲毛高 58.00 Q

ﾌｼﾞｸﾗ　ﾕｳｷ 千葉 ｼﾉﾊﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ 千葉

4 7 329 藤倉　悠喜 (89) 日大文理 56.08 4 8 893 篠原　聖英 (92) 千葉黎明高 58.71
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 千葉 ｼﾐｽﾞ ｼｭｳﾍｲ 千葉

5 8 1957 藤本　雅大 (94) 鎌ヶ谷高 56.30 5 2 2201 清水　脩平 (93) 東海大浦安高 58.81
ﾀｶｷﾞ　ｼｭﾝｽｹ 千葉 ｵﾉ　ﾏﾅﾌﾞ 千葉

6 4 345 高木　駿輔 チーム　アイマ 57.41 3 375 小野　学 順天堂大 DNS

ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ 千葉 ｱｷﾓﾄ　ｼﾝｺﾞ 千葉

7 2 82 萩原　賢人 (92) 木更津高 58.42 4 341 秋本　真吾 チーム　アイマ DNS

3組 4組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属   記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属   記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾅｶﾞｼﾏ　ﾕｳ　 千葉 ｲﾃﾞｳﾗ　ﾉﾘﾕｷ 千葉

1 4 321 永嶋　友 慶應義塾大 55.38 Q 1 3 344 出浦　教行 チーム　アイマ 56.45 Q

ｶｲﾎｳ　ﾏｻﾕｷ 千葉 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉

2 5 128 海寳　正之 チーム　アイマ 55.52 Q 2 8 2193 望月　輔 (92) 東海大浦安高 56.59 Q

ｻﾄｳ　ﾄﾓﾔ 千葉 ﾓﾘ ﾐﾂｱｷ 千葉

3 7 187 佐藤　智哉 (88) 千葉陸協 55.58 Q 3 5 3293 森　光彬 (92) 東葛飾高 56.61 Q

ﾋﾗﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 ｲﾉｳｴ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉

4 3 224 平本　大典 (93) 安房高 55.60 q 4 6 403 井上　遼太郎 日本大 56.78
ｳｽｲ ﾊｼﾞﾒ 千葉 ｲｼｲ ｶﾂｱｷ 千葉

5 8 3123 臼井　玄 (93) 専修大松戸高 58.87 5 2 1822 石井　克明 (93) 市立船橋高 58.92
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 千葉 ｱｻｶ ｹﾝﾀ 千葉

6 2 3158 阿部　優樹 (92) 流山南高 59.00 6 7 3632 浅香　賢汰 (92) 我孫子高 59.02
ｶﾀﾔﾏ ﾁﾋﾛ 千葉 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵｷ 千葉

7 1 25 片山　千智 (92) 東海大望洋高 1:00.76 4 1403 橋本　孝興 (92) 幕張総合高 DNS

ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 千葉

6 3242 増田　淳 (92) 西武台千葉高 DNS

5組
カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属   記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ﾌｴｷ　ﾔｽﾋﾛ 千葉

1 3 129 笛木　靖宏 チーム　アイマ 57.90 Q

ｷｼﾓﾄ　ｹｲｼ 千葉

2 5 222 岸本　啓示 日本大 58.09 Q

ｲﾏｾﾞｷ　ﾕｳﾀ 千葉

3 4 343 今関　雄太 チーム　アイマ 58.30 Q

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 千葉

4 8 2196 鈴木　諒 (92) 東海大浦安高 59.54
ﾄﾖｵｶ ﾘｮｳ 千葉

5 2 1754 豊岡　凌 (92) 船橋芝山高 59.73
ｶﾄｳ　ﾕｷｵ 千葉

6 9 加藤　幸雄 (83) 旭市陸協 DNS

ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 千葉

7 998 鈴木　幹太 (93) 八千代松陰高 DNS

凡例  DNS:欠場



男子400mH(0.914m)
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            47.89     為末　大(法政大)                      2001.8.10

県記録(CR)              48.85     吉澤　賢(千葉・デサントTC)            2004.7.10 6月27日 11:00  予 選

大会記録(GR)            50.16     吉澤　賢(千葉・デサントTC)            第58回 6月27日 12:45 準決勝

前年度選手権者(PC)      52.76     常世田　光広(千葉・千葉商科大)        2009.6.28 6月27日 14:30  決 勝

準決勝 2組4着＋0

1組 2組
カナ名 所属地 カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属   記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属   記録 ｺﾒﾝﾄ 通過

ｱｵｷ ｺｳﾀﾛｳ 千葉 ﾐﾔｵ　ｺｳﾀﾛｳ 千葉

1 8 740 青木　光太郎 (92) 成田高 54.91 Q 1 3 226 宮尾　幸太郎 日本大 55.31 Q

ﾅｶﾞｼﾏ　ﾕｳ　 千葉 ｲﾃﾞｳﾗ　ﾉﾘﾕｷ 千葉

2 6 321 永嶋　友 慶應義塾大 55.07 Q 2 4 344 出浦　教行 チーム　アイマ 55.39 Q

ﾄｺﾖﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 千葉 ﾌｴｷ　ﾔｽﾋﾛ 千葉

3 3 63 常世田　光広  (88) 千葉商科大 55.30 Q 3 6 129 笛木　靖宏 チーム　アイマ 55.79 Q

ｽｶﾞｲ ﾘｮｳ 千葉 ｶﾈﾀﾞ　ｼｮｳﾀ 千葉

4 4 833 須貝　諒 (92) 東京学館高 55.59 Q 4 7 349 金田　翔太 千葉大 56.25 Q

ｶｲﾎｳ　ﾏｻﾕｷ 千葉 ﾋﾗﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 千葉

5 5 128 海寳　正之 チーム　アイマ 55.94 5 1 224 平本　大典 (93) 安房高 56.37
ｷｼﾓﾄ　ｹｲｼ 千葉 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉

6 7 222 岸本　啓示 日本大 56.10 6 5 2193 望月　輔 (92) 東海大浦安高 58.05
ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 千葉 ｻﾄｳ　ﾄﾓﾔ 千葉

7 2 1524 中川　洋輔 (93) 市立稲毛高 1:00.08 7 8 187 佐藤　智哉 (88) 千葉陸協 58.22
ｲﾏｾﾞｷ　ﾕｳﾀ 千葉 ﾓﾘ ﾐﾂｱｷ 千葉

1 343 今関　雄太 チーム　アイマ DNS 8 2 3293 森　光彬 (92) 東葛飾高 58.90

決勝 

カナ名 所属地

順位ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属   記録 ｺﾒﾝﾄ

ｲﾃﾞｳﾗ　ﾉﾘﾕｷ 千葉

1 5 344 出浦　教行 チーム　アイマ 52.49
ﾄｺﾖﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 千葉

2 7 63 常世田　光広  (88) 千葉商科大 53.31
ﾌｴｷ　ﾔｽﾋﾛ 千葉

3 8 129 笛木　靖宏 チーム　アイマ 53.42
ﾐﾔｵ　ｺｳﾀﾛｳ 千葉

4 4 226 宮尾　幸太郎 日本大 53.61
ﾅｶﾞｼﾏ　ﾕｳ　 千葉

5 6 321 永嶋　友 慶應義塾大 53.74
ｽｶﾞｲ ﾘｮｳ 千葉

6 1 833 須貝　諒 (92) 東京学館高 54.63
ｱｵｷ ｺｳﾀﾛｳ 千葉

7 3 740 青木　光太郎 (92) 成田高 55.22
ｶﾈﾀﾞ　ｼｮｳﾀ 千葉

8 2 349 金田　翔太 千葉大 57.21

凡例  DNS:欠場



男子3000mSC
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            8:18.93   岩水　嘉孝(トヨタ自動車)              2003.8.23

県記録(CR)              8:21.6    小川　隆治(千葉・クラレ)              1974.6.22

県記録(CR)              8:28.98   仲村　明(千葉・富士通)                1992.6.14

大会記録(GR)            8:52.05   越川　秀宜(千葉・富士通)              第58回

前年度選手権者(PC)      9:12.06   長嶋　翔太(千葉・ﾁｰﾑｱｲﾏ)              2009.6.28 6月27日 13:30 決勝

決勝 

カナ名 所属地

順位ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞ　ｼﾞｭﾝ 千葉

1 8 214 吉田　潤 (78) モントブラン 9:12.82
ﾅｶﾞｼﾏ　ｼｮｳﾀ 千葉

2 5 342 長嶋　翔太 チーム　アイマ 9:17.72
ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｵｻﾑ 千葉

3 4 212 渡辺　修 (81) モントブラン 9:30.32
ﾖｺｻｶ　ﾄﾓﾋｺ 千葉

4 2 213 横坂　智彦 (82) モントブラン 9:35.56
ﾊｷﾞﾜﾗ ｿｳ 千葉

5 16 965 萩原　聡 (92) 八千代松陰高 9:35.63
ﾅｶﾆｼ　ﾋｻﾉﾘ 千葉

6 11 216 中西　央典 工学院大 9:39.76
ｲｹﾀﾞ ｺﾞｳ 千葉

7 13 964 池田　剛 (92) 八千代松陰高 9:52.50
ｻｲﾄｳ ﾀｲ 千葉

8 1 3137 齊藤　泰 (93) 専修大松戸高 9:59.81
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 千葉

9 10 1755 高橋　亮 (93) 船橋芝山高 10:02.73
ﾊﾘｶﾞﾔ ﾏｻﾊﾙ 千葉

10 12 3133 張ヶ谷　真治 (93) 専修大松戸高 10:04.02
ﾅｶｷﾊﾗ ｹﾝﾀ 千葉

11 15 1258 中木原　健太 (93) 千葉南高 10:21.02
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 千葉

3 1363 小林　大哲 (92) 検見川高 DNS

ﾐﾉ ﾀｶｼ 千葉

6 3113 三野　貴史 (93) 専修大松戸高 DNS

ﾋﾗｲﾜ ｶｽﾞﾏ 千葉

7 579 平岩　和真 (92) 銚子商高 DNS

ｸﾆｶﾈ ﾐｽﾞｷ 千葉

9 697 國金　瑞貴 (93) 佐原白楊高 DNS

ﾆｲﾉ ﾀﾞｲｷ 千葉

14 1978 新野　大樹 (93) 鎌ヶ谷西高 DNS

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 1258 342

記録 3:11.00 6:13.00
決勝1組

凡例  DNS:欠場



男子5000mW
審 判 長：新村　浩章

記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            18:56.70  杉本　明洋(ＡＬＳＯＫ)                2009.5.16

大会記録(GR)            21:03.91  鈴木　雄介(千葉・順天堂大)            第59回

県記録(CR)              20:11.56  今村　文男(千葉・富士通)              2003.5.17

前年度選手権者(PC)      21:59.66  大内　郡(千葉・成田高)                2009.6.27 6月26日 12:40 決勝

決勝 

カナ名 所属地

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｵｵﾀｹ　ﾖｳﾍｲ 千葉

1 4 287 大竹　洋平 明治大 21:36.97
ﾉﾍﾞ　ｼｮｳﾘ 千葉

2 16 384 野邊　翔吏 順天堂大 22:25.12
ｻｸﾏ　ﾀｶﾋﾛ 千葉

3 14 314 佐久間　貴弘 (90) 千葉商科大 22:25.82
ｶﾜｸﾞﾁ　ﾄﾓﾔ 千葉

4 1 70 川口　智弥 (90) 千葉商科大 22:56.71
ﾄﾓｲｹ　ｼｮｳｲﾁ 千葉

5 3 242 友池　翔一 (90) 国士舘大 23:26.13
ﾖｼﾀﾞ　ｹﾝﾄ 千葉

6 2 316 吉田　健人 (90) 千葉商科大 24:02.91
ｵｵｼﾏ ﾁｶﾗ 千葉

7 5 963 大島　千嘉良 (93) 八千代松陰高 24:07.82
ｶﾜﾆｼ ｹｲﾀ 千葉

8 17 3357 川西　圭太 (93) 柏南高 24:28.55
ｼﾞﾂｶﾜ ﾕｳﾅﾘ 千葉

9 7 992 實川　優也 (93) 八千代松陰高 25:04.52
ｵｳﾐ ｹｲﾀﾛｳ 千葉

10 11 386 近江　桂太郎 (92) 東金商高 25:40.59
ｷｸﾁ ﾅｵﾔ 千葉

11 6 1594 菊地　直也 (93) 渋谷学園幕張高 25:54.64
ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 千葉

12 13 3435 佐藤　博紀 (93) 柏中央高 27:30.78
ﾀｶﾊｼ ﾏｷﾄ 千葉

8 3160 高橋　真喜斗 (93) 流山南高 DSQ,W2

ｶﾝｻﾞｷ　ﾕｳｽｹ 千葉

9 315 神崎　裕輔 (92) 千葉商科大 DSQ,W3

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾌﾄｼ 千葉

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 287 287 287 287

記録 4:06.00 8:24.00 12:44.00 17:12.00
決勝1組

ﾅｶﾊﾞﾔｼ　ﾌﾄｼ 千葉

10 267 中林　大 (88) 千葉陸協 DSQ,W1

ｵｸﾞﾗ ﾂﾖｼ 千葉

12 698 小倉　　豪 (92) 佐原白楊高 DSQ,W2

ﾅﾗ ﾄﾓｷ 千葉

15 694 奈良　智貴 (92) 佐原白楊高 DSQ,W2

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 287 287 287 287

記録 4:06.00 8:24.00 12:44.00 17:12.00
決勝1組

凡例  DSQ:失格 W1:(R230-1)接地不良 W2:(R230-1)屈膝 W3:(R230-1)接地不良及び屈膝



男子4X100mR
審 判 長：新村　浩章
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            38.03     塚原直貴-末続慎吾-高平慎士-朝原宣治(日本)2007.9.1
大会記録(GR)            41.25     近藤・亀井・倉田・樋口(千葉・東海大浦安高)第52回
県記録(CR)              39.44     土江　寛裕・伊藤　辰哉・藤本　俊之・今井　康太(千葉・富士通)2002.10.27 6月26日 09:35 予選
前年度選手権者(PC)      41.47     櫻井　憲幸・勝井　健介・市川　弘典・今井　康太(千葉・東海大)2009.6.27 6月26日 16:40 決勝

予選 4組1着＋4

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国士舘大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八千代松陰高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 木更津総合高・千葉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ 3 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.34 記録 41.68 記録 42.37

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｹﾝｶﾞｸ　ﾕｳｷ 千葉 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 千葉 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾔ 千葉
1 245 見学　佑樹 (91) 国士舘大 1 979 千葉　雄太 (92) 八千代松陰高 1 102 小泉　純哉 (92) 木更津総合高

ｼﾀﾞ　ｱﾗﾝ 千葉 ﾔｷﾞｭｳ ﾕｷﾉﾘ 千葉 ｵｸﾞﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 千葉
2 244 紫田　亜蘭 (90) 国士舘大 2 978 柳生　侑希典 (92) 八千代松陰高 2 103 小倉　信秀 (92) 木更津総合高

ｼｼｸﾗ　ﾀｶﾋﾛ 千葉 ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 千葉 ｼﾛﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 千葉
3 237 宍倉　隆広 (90) 国士舘大 3 972 西村　俊亮 (92) 八千代松陰高 3 104 白山　大樹 (93) 木更津総合高

ｽﾊﾗ　ﾏｽﾐ 千葉 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｶﾔ 千葉
4 238 栖原　真澄 (88) 国士舘大 4 973 石川　裕晃 (92) 八千代松陰高 4 110 石橋　隆也 (93) 木更津総合高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 船橋法典高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 犢橋高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 柏中央高・千葉

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 42.78 記録 43.25 記録 43.67

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾘﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 千葉 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉
1 1795 入山　帝我 (94) 船橋法典高 1 1480 高橋　主寛 (93) 犢橋高 1 3451 齋藤　裕一郎 (94) 柏中央高

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ 千葉 ﾂﾂｲ ｶﾂﾔ 千葉 ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ 千葉
2 1791 藤本　雄大 (93) 船橋法典高 2 1474 筒井　勝也 (92) 犢橋高 2 3448 金子　元貴 (95) 柏中央高

ｱｷﾔﾏ ﾏｺﾄ 千葉 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ 千葉 ｼｵｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉
3 1787 秋山　誠 (92) 船橋法典高 3 1476 後藤　拓実 (92) 犢橋高 3 3452 塩崎　健太郎 (94) 柏中央高

ｻｵﾄﾒ ﾘｮｳ 千葉 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｷ 千葉 ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉
4 1784 早乙女　龍 (92) 船橋法典高 4 1475 和田　竜樹 (92) 犢橋高 4 3443 石田　翔太郎 (95) 柏中央高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 安房高・千葉

4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｼｲ ｶﾝﾀ 千葉
1 228 石井　栞太 (93) 安房高

ﾀｶｷ ﾘｮｳﾍｲ 千葉
2 221 髙木　稜平 (93) 安房高

ｲｼｲ ｼｮｳﾏ 千葉
3 227 石井　翔馬 (93) 安房高

ｲﾉｳｴ ｴｲｼﾞ 千葉
4 209 井上　栄司 (92) 安房高

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DSQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２



男子4X100mR
審 判 長：新村　浩章
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            38.03     塚原直貴-末続慎吾-高平慎士-朝原宣治(日本)2007.9.1
大会記録(GR)            41.25     近藤・亀井・倉田・樋口(千葉・東海大浦安高)第52回
県記録(CR)              39.44     土江　寛裕・伊藤　辰哉・藤本　俊之・今井　康太(千葉・富士通)2002.10.27 6月26日 09:35 予選
前年度選手権者(PC)      41.47     櫻井　憲幸・勝井　健介・市川　弘典・今井　康太(千葉・東海大)2009.6.27 6月26日 16:40 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京学館高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大文理・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大望洋高・千葉

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ 3 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.68 q 記録 42.02 q 記録 42.20

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｵｷ ｶｽﾞｷ 千葉 千葉 ｻﾜﾊﾀ ﾄｼﾕｷ 千葉
1 821 大木　一輝 (92) 東京学館高 1 324 下荒　聡太 (89) 日大文理 1 23 澤畑　俊幸 (92) 東海大望洋高

ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 ｶﾜﾆｼ　 千葉 ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ 千葉
2 820 佐久間　大輔 (92) 東京学館高 2 326 河西　倫欧 (89) 日大文理 2 20 大井　奨仁 (92) 東海大望洋高

ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｷ 千葉 ﾁｮｳｻ　 千葉 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾕｷ 千葉
3 827 寺田　宏基 (92) 東京学館高 3 323 帖佐　弘毅 (89) 日大文理 3 47 小川　克幸 (94) 東海大望洋高

ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾔ 千葉 ﾔﾏｼﾀ　ﾄﾓｷ 千葉 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 千葉
4 829 久保木　裕也 (92) 東京学館高 4 327 山下　友貴 (90) 日大文理 4 37 山田　大貴 (93) 東海大望洋高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 順天堂大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 船橋芝山高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 渋谷学園幕張高・千葉

4 1 ｺﾒﾝﾄ 5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 42.31 記録 42.89 記録 43.85

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀｶﾊｼ　ﾅｵﾕｷ 千葉 ｺｼｼﾞ ﾔｽｱｷ 千葉 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 千葉
1 378 髙橋　那央之 順天堂大 1 1760 腰地　泰尭 (93) 船橋芝山高 1 1600 遠藤　広規 (93) 渋谷学園幕張高

ﾀｶﾀﾞ　ﾏｻﾙ 千葉 ﾐﾂｲ ｻﾄｼ 千葉 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 千葉
2 377 髙田　将 順天堂大 2 1751 三井　理史 (92) 船橋芝山高 2 1593 佐藤　拓海 (93) 渋谷学園幕張高

ｵｵﾆｼ　ﾏｻﾋﾛ 千葉 ｷｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 千葉 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 千葉
3 376 大西　正裕 順天堂大 3 1762 岸本　裕太 (93) 船橋芝山高 3 1599 吉田　昂洋 (93) 渋谷学園幕張高

ﾏﾂｵ　ｼｭｳﾍｲ 千葉 ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 千葉 ｶﾘﾔ ｺｳｷ 千葉
4 374 松尾　修平 順天堂大 4 1765 小川　尚哉 (93) 船橋芝山高 4 1602 假屋　洸希 (94) 渋谷学園幕張高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八千代高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際武道大・千葉

7 7 ｺﾒﾝﾄ 3 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 43.93 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｵｼﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉
1 1164 押野　悠大 (94) 八千代高

ﾓﾄﾖｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉 1
2 933 元吉　遼太郎 (92) 八千代高

ﾌｼﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 千葉 2
3 931 藤木　脩平 (92) 八千代高

ﾏﾂｳﾗ ﾀｹﾋﾄ 千葉 3
4 939 松浦　武人 (93) 八千代高

4

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DSQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２



男子4X100mR
審 判 長：新村　浩章
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            38.03     塚原直貴-末続慎吾-高平慎士-朝原宣治(日本)2007.9.1
大会記録(GR)            41.25     近藤・亀井・倉田・樋口(千葉・東海大浦安高)第52回
県記録(CR)              39.44     土江　寛裕・伊藤　辰哉・藤本　俊之・今井　康太(千葉・富士通)2002.10.27 6月26日 09:35 予選
前年度選手権者(PC)      41.47     櫻井　憲幸・勝井　健介・市川　弘典・今井　康太(千葉・東海大)2009.6.27 6月26日 16:40 決勝

3組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 千葉商科大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 千葉黎明高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立船橋高・千葉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.46 記録 42.68 記録 43.05

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾄｺﾖﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 千葉 ﾖｼﾊｼ ﾕｳｼﾞ 千葉 ｻﾄｳ ﾏｻｷﾐ 千葉
1 63 常世田　光広  (88)千葉商科大 1 897 吉橋　祐士 (93) 千葉黎明高 1 1835 佐藤　政君 (94) 市立船橋高

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹｲﾀ 千葉 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 千葉 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 千葉
2 64 渡邊　圭太 (88) 千葉商科大 2 903 小川　祐輔 (94) 千葉黎明高 2 1855 山田　朝陽 (94) 市立船橋高

千葉 ｻｻｷ  ｱﾚｼﾞ 千葉 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 千葉
3 313 南谷　豪人 (89) 千葉商科大 3 896 佐々木　杏澪士 (93千葉黎明高 3 1824 森　裕介 (92) 市立船橋高

ｸﾎﾞ　ｶｽﾞﾌﾐ 千葉 ﾀｺﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 ｱｷﾔﾏ ｱｷﾗ 千葉
4 66 久保　和史 (89) 千葉商科大 4 901 田子　大輔 (93) 千葉黎明高 4 1823 秋山　証 (92) 市立船橋高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立稲毛高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立千葉高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松戸六実高・千葉

4 1 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 8 ｺﾒﾝﾄ DSQ,R1
記録 44.57 記録 44.98 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾖｼｷ 千葉 ﾀｶﾉ ﾚｵ 千葉 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 千葉
1 1535 高畠　芳樹 (93) 市立稲毛高 1 1505 鷹野　玲大 (93) 市立千葉高 1 3057 鈴木　智也 (93) 松戸六実高

ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 千葉 ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ 千葉 ｳﾒｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ 千葉
2 1539 林　巧海 (93) 市立稲毛高 2 1511 梶原　悠佑 (94) 市立千葉高 2 3054 梅澤　宗史 (93) 松戸六実高

ｵｵﾀﾜ ｱﾂｼ 千葉 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｲﾁ 千葉 ｲﾅﾐ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉
3 1528 太多和　敦 (94) 市立稲毛高 3 1501 小泉　太一 (93) 市立千葉高 3 3047 稲波　友和 (92) 松戸六実高

ﾊﾏﾖｼ ﾘｮｳｽｹ 千葉 ﾄﾏﾂﾘ ﾕｳｽｹ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 千葉
4 1543 濱吉　亮輔 (94) 市立稲毛高 4 1503 戸祭　裕介 (94) 市立千葉高 4 3046 中村　康志 (92) 松戸六実高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東葛飾高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 成田高・千葉

2 ｺﾒﾝﾄ DNS 3 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1

2 2

3 3

4 4

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DSQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２



男子4X100mR
審 判 長：新村　浩章
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            38.03     塚原直貴-末続慎吾-高平慎士-朝原宣治(日本)2007.9.1
大会記録(GR)            41.25     近藤・亀井・倉田・樋口(千葉・東海大浦安高)第52回
県記録(CR)              39.44     土江　寛裕・伊藤　辰哉・藤本　俊之・今井　康太(千葉・富士通)2002.10.27 6月26日 09:35 予選
前年度選手権者(PC)      41.47     櫻井　憲幸・勝井　健介・市川　弘典・今井　康太(千葉・東海大)2009.6.27 6月26日 16:40 決勝

4組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武台千葉高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大浦安高・千葉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ 3 8 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.78 記録 42.88 記録 42.93

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 千葉 ｱﾂﾀ　ﾄﾓﾔ 千葉 ﾐﾈｿﾞｴ ﾅｵｷ 千葉
1 3231 佐藤　博紀 (92) 西武台千葉高 1 220 熱田　智也 日本大 1 2199 峰添　直樹 (92) 東海大浦安高

ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ 千葉 ｿﾒﾔ　ｺｳﾀ 千葉 ﾐﾂｲ ﾔｽｱｷ 千葉
2 3244 山根　稜平 (92) 西武台千葉高 2 219 染谷　康太 日本大 2 2198 三井　保明 (92) 東海大浦安高

ｶﾈﾐﾂ ｱｵｲ 千葉 ｲｲｵｶ　ｴｲｼ 千葉 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｲ 千葉
3 3232 金光　葵 (92) 西武台千葉高 3 218 飯岡　鋭志 日本大 3 2194 吉澤　海 (93) 東海大浦安高

ｺｲｹ ﾕｳｻｸ 千葉 ﾄﾂｶ　ｾｲﾔ 千葉 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 千葉
4 3255 小池　雄作 (93) 西武台千葉高 4 224 戸塚　聖也 日本大 4 2200 高橋　健太 (93) 東海大浦安高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 薬園台高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 我孫子高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本体育大・千葉

4 2 ｺﾒﾝﾄ 5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 44.05 記録 44.05 記録 44.39

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾖｺﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉 ｱｻｶ ｹﾝﾀ 千葉 ｺﾆｼ　ｶｽﾞﾏ 千葉
1 1682 横田　雄一郎 (94) 薬園台高 1 3632 浅香　賢汰 (92) 我孫子高 1 354 小西　一真 日本体育大

ﾂﾈｶﾜ ﾀｲｷ 千葉 ｳﾀﾞ ｹｲｽｹ 千葉 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾕｳｷ 千葉
2 1684 恒川　泰輝 (94) 薬園台高 2 3630 卯田　啓介 (92) 我孫子高 2 356 中川　裕貴 日本体育大

ｶﾜﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ 千葉 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉 ﾀｶﾊｼ　ﾃﾂﾔ 千葉
3 1673 河端　健人 (92) 薬園台高 3 3629 岩崎　祐太郎 (92) 我孫子高 3 362 高橋　鉄矢 日本体育大

ｻｸﾗｲ ﾋﾛｼ 千葉 ﾋﾗｶﾜ ﾃﾙﾏｻ 千葉 ｶｶﾞﾔ　ﾋﾃﾞｱｷ 千葉
4 1695 櫻井　洋志 (94) 薬園台高 4 3640 平川　輝正 (93) 我孫子高 4 355 加賀屋　秀明 日本体育大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大・千葉

5 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DSQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２



男子4X100mR
審 判 長：新村　浩章
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            38.03     塚原直貴-末続慎吾-高平慎士-朝原宣治(日本)2007.9.1
大会記録(GR)            41.25     近藤・亀井・倉田・樋口(千葉・東海大浦安高)第52回
県記録(CR)              39.44     土江　寛裕・伊藤　辰哉・藤本　俊之・今井　康太(千葉・富士通)2002.10.27 6月26日 09:35 予選
前年度選手権者(PC)      41.47     櫻井　憲幸・勝井　健介・市川　弘典・今井　康太(千葉・東海大)2009.6.27 6月26日 16:40 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国士舘大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 順天堂大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東京学館高・千葉

1 6 ｺﾒﾝﾄ GR 2 2 ｺﾒﾝﾄ 3 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 40.75 記録 41.37 記録 41.42

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｶﾜｸﾞﾁ　ﾋﾛﾕｷ 千葉 ﾀｶﾊｼ　ﾅｵﾕｷ 千葉 ｵｵｷ ｶｽﾞｷ 千葉
1 234 川口　洋幸 (88) 国士舘大 1 378 髙橋　那央之 順天堂大 1 821 大木　一輝 (92) 東京学館高

ｼﾀﾞ　ｱﾗﾝ 千葉 ﾀｶﾀﾞ　ﾏｻﾙ 千葉 ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ 千葉
2 244 紫田　亜蘭 (90) 国士舘大 2 377 髙田　将 順天堂大 2 820 佐久間　大輔 (92) 東京学館高

ｼｼｸﾗ　ﾀｶﾋﾛ 千葉 ｲｼｲ　ﾀﾂﾔ 千葉 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｷ 千葉
3 237 宍倉　隆広 (90) 国士舘大 3 371 石井　達哉 順天堂大 3 827 寺田　宏基 (92) 東京学館高

ｽﾊﾗ　ﾏｽﾐ 千葉 ﾏﾂｵ　ｼｭｳﾍｲ 千葉 ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾔ 千葉
4 238 栖原　真澄 (88) 国士舘大 4 374 松尾　修平 順天堂大 4 829 久保木　裕也 (92) 東京学館高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八千代松陰高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武台千葉高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 千葉商科大・千葉

4 7 ｺﾒﾝﾄ 5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 41.67 記録 41.93 記録 41.96

カナ名 所属地 カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 千葉 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 千葉 ﾐﾔﾔﾏ　ｼｮｳ 千葉
1 979 千葉　雄太 (92) 八千代松陰高 1 3231 佐藤　博紀 (92) 西武台千葉高 1 71 宮山　翔 (90) 千葉商科大

ﾔｷﾞｭｳ ﾕｷﾉﾘ 千葉 ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ 千葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹｲﾀ 千葉
2 978 柳生　侑希典 (92) 八千代松陰高 2 3244 山根　稜平 (92) 西武台千葉高 2 64 渡邊　圭太 (88) 千葉商科大

ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 千葉 ｶﾈﾐﾂ ｱｵｲ 千葉 千葉
3 972 西村　俊亮 (92) 八千代松陰高 3 3232 金光　葵 (92) 西武台千葉高 3 313 南谷　豪人 (89) 千葉商科大

ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉 ｺｲｹ ﾕｳｻｸ 千葉 ｸﾎﾞ　ｶｽﾞﾌﾐ 千葉
4 973 石川　裕晃 (92) 八千代松陰高 4 3255 小池　雄作 (93) 西武台千葉高 4 66 久保　和史 (89) 千葉商科大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大文理・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大望洋高・千葉

7 8 ｺﾒﾝﾄ 1 ｺﾒﾝﾄ DSQ,R1
記録 42.04 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

千葉 ｻﾜﾊﾀ ﾄｼﾕｷ 千葉
1 324 下荒　聡太 (89) 日大文理 1 23 澤畑　俊幸 (92) 東海大望洋高

ｶﾜﾆｼ　 千葉 ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ 千葉
2 326 河西　倫欧 (89) 日大文理 2 20 大井　奨仁 (92) 東海大望洋高

ﾁｮｳｻ　 千葉 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾕｷ 千葉
3 323 帖佐　弘毅 (89) 日大文理 3 47 小川　克幸 (94) 東海大望洋高

ﾔﾏｼﾀ　ﾄﾓｷ 千葉 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 千葉
4 327 山下　友貴 (90) 日大文理 4 37 山田　大貴 (93) 東海大望洋高

凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 DSQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２



男子4X400mR
審 判 長：新村　浩章
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:00.76   日本(苅部俊二-伊東浩司-小坂田淳-大森盛一)1996.8.3
県記録(CR)              3:06.11   富士通(千葉　佳裕・小林　稔・笹野　浩志・巴木　隆二)2003.10.12
大会記録(GR)            3:12.44   東海大(林　康平・深尾　真澄・吉田　剛士・小森　一生)第59回 6月27日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      3:14.83   順天堂大(森　駿・松尾　修平・小野　学・大岐　亮平)2009.6.28 6月27日 15:40 決勝

予選 4組1着＋4

1組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八千代松陰高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 船橋法典高・千葉

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:24.06 記録 3:27.45

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 千葉 ｱｷﾔﾏ ﾏｺﾄ 千葉
1 1002 渡邊　一樹 (93) 八千代松陰高 1 1787 秋山　誠 (92) 船橋法典高

ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ 千葉
2 973 石川　裕晃 (92) 八千代松陰高 2 1791 藤本　雄大 (93) 船橋法典高

ｲﾅﾐ ﾀﾂﾔ 千葉 ｽﾊﾗ ﾕﾐﾝ 千葉
3 974 稲見　達也 (92) 八千代松陰高 3 1786 須原　羽明 (92) 船橋法典高

ﾖｺｵ ﾀｶﾉﾘ 千葉 ｻｵﾄﾒ ﾘｮｳ 千葉
4 977 横尾　貴則 (93) 八千代松陰高 4 1784 早乙女　龍 (92) 船橋法典高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 千葉黎明高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 鎌ヶ谷高・千葉

3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:31.56 記録 3:33.60

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺﾞ 千葉 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 千葉
1 894 高橋　翔吾 (93) 千葉黎明高 1 1958 鈴木　啓太 (94) 鎌ヶ谷高

ﾐﾅﾄ ﾕｳｽｹ 千葉 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 千葉
2 895 湊　裕亮 (93) 千葉黎明高 2 1959 児島　孝明 (93) 鎌ヶ谷高

ｻｻｷ  ｱﾚｼﾞ 千葉 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 千葉
3 896 佐々木　杏澪士 (93) 千葉黎明高 3 1969 山下　大地 (94) 鎌ヶ谷高

ﾖｼﾊｼ ﾕｳｼﾞ 千葉 ﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 千葉
4 897 吉橋　祐士 (93) 千葉黎明高 4 1949 原　尉之 (92) 鎌ヶ谷高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 成東高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 犢橋高・千葉

5 8 ｺﾒﾝﾄ 2 ｺﾒﾝﾄ DSQ,TJ
記録 3:37.11 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲｼﾜﾀ ﾏｻｷ 千葉 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉
1 423 石渡　将貴 (93) 成東高 1 1480 高橋　主寛 (93) 犢橋高

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 千葉 ﾅｲﾄｳ ﾅｵｷ 千葉
2 421 山口　和也 (93) 成東高 2 1482 内藤　直樹 (93) 犢橋高

ﾖｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 ﾋｻﾄﾐ ﾀﾂﾔ 千葉
3 441 吉野　健太郎 (94) 成東高 3 1481 久冨　竜也 (93) 犢橋高

ｻﾉ ｼｮｳｲﾁ 千葉 ｸﾆﾓﾄ ﾏｻｷ 千葉
4 422 佐野　翔一 (93) 成東高 4 1484 国本　真季 (95) 犢橋高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 チーム　アイマ・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八千代高・千葉

5 ｺﾒﾝﾄ DNS 7 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1 1

2 2

3 3

4 4

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 TJ:インターレーン



男子4X400mR
審 判 長：新村　浩章
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:00.76   日本(苅部俊二-伊東浩司-小坂田淳-大森盛一)1996.8.3
県記録(CR)              3:06.11   富士通(千葉　佳裕・小林　稔・笹野　浩志・巴木　隆二)2003.10.12
大会記録(GR)            3:12.44   東海大(林　康平・深尾　真澄・吉田　剛士・小森　一生)第59回 6月27日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      3:14.83   順天堂大(森　駿・松尾　修平・小野　学・大岐　亮平)2009.6.28 6月27日 15:40 決勝

2組

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国士舘大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 薬園台高・千葉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:22.01 q 記録 3:22.22

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾀｶｴﾂ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 千葉
1 248 藤原　貴悦 (91) 国士舘大 1 1675 中村　大介 (93) 薬園台高

ｼﾀﾞ　ｱﾗﾝ 千葉 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 千葉
2 244 紫田　亜蘭 (90) 国士舘大 2 1668 高橋　潤 (93) 薬園台高

ｽﾊﾗ　ﾏｽﾐ 千葉 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 千葉
3 238 栖原　真澄 (88) 国士舘大 3 1680 高橋　慶貴 (93) 薬園台高

ｷﾂﾞｶ　ﾅｷﾞｻ 千葉 ｽｽﾞｷ ﾀﾛｳ 千葉
4 243 木塚　渚 (90) 国士舘大 4 1670 鈴木　太郎 (93) 薬園台高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 船橋芝山高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 ＡＳ市川・千葉

3 3 ｺﾒﾝﾄ 4 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:26.25 記録 3:27.33

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 千葉 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 千葉
1 1761 齊藤　政樹 (94) 船橋芝山高 1 142 佐藤　健児 ＡＳ市川

ｺｼｼﾞ ﾔｽｱｷ 千葉 ﾔﾅﾀﾞ ｱｷｵ 千葉
2 1760 腰地　泰尭 (93) 船橋芝山高 2 137 簗田　昭夫 ＡＳ市川

ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 千葉 ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ 千葉
3 1765 小川　尚哉 (93) 船橋芝山高 3 140 三浦　翔太 ＡＳ市川

ｷｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 千葉
4 1762 岸本　裕太 (93) 船橋芝山高 4 138 中村　祐太 ＡＳ市川

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大望洋高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 検見川高・千葉

5 2 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:28.36 記録 3:28.89

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｲﾜｲ ﾀﾞｲﾁ 千葉 ﾄﾊﾞ ﾕｳｷ 千葉
1 18 岩井　大地 (92) 東海大望洋高 1 1371 鳥羽　悠記 (93) 検見川高

ｻﾜﾊﾀ ﾄｼﾕｷ 千葉 ｸﾏｸﾗ ｺｳｷ 千葉
2 23 澤畑　俊幸 (92) 東海大望洋高 2 1372 熊倉　幸希 (93) 検見川高

ﾂﾀﾞ ﾀｹﾄ 千葉 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 千葉
3 24 津田　健人 (92) 東海大望洋高 3 1369 田中　晃太朗 (93) 検見川高

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 千葉 ﾁﾊﾗ ｹｲﾀﾛｳ 千葉
4 37 山田　大貴 (93) 東海大望洋高 4 1373 千原　勁太郎 (93) 検見川高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 我孫子高・千葉

5 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 TJ:インターレーン



男子4X400mR
審 判 長：新村　浩章
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:00.76   日本(苅部俊二-伊東浩司-小坂田淳-大森盛一)1996.8.3
県記録(CR)              3:06.11   富士通(千葉　佳裕・小林　稔・笹野　浩志・巴木　隆二)2003.10.12
大会記録(GR)            3:12.44   東海大(林　康平・深尾　真澄・吉田　剛士・小森　一生)第59回 6月27日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      3:14.83   順天堂大(森　駿・松尾　修平・小野　学・大岐　亮平)2009.6.28 6月27日 15:40 決勝

3組

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武台千葉高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 千葉商科大・千葉

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 6 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:18.00 q 記録 3:19.60

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 千葉 ﾀｹﾀﾞ　ﾘｭｳｽｹ 千葉
1 3242 増田　淳 (92) 西武台千葉高 1 69 武田　竜介 (89) 千葉商科大

ﾀﾂﾉ ﾐﾂﾙ 千葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹｲﾀ 千葉
2 3260 辰野　充 (94) 西武台千葉高 2 64 渡邊　圭太 (88) 千葉商科大

ｺｲｹ ﾕｳｻｸ 千葉 千葉
3 3255 小池　雄作 (93) 西武台千葉高 3 313 南谷　豪人 (89) 千葉商科大

ｶﾈﾐﾂ ｱｵｲ 千葉 ﾄｺﾖﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 千葉
4 3232 金光　葵 (92) 西武台千葉高 4 63 常世田　光広  (88) 千葉商科大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 順天堂大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大文理・千葉

3 2 ｺﾒﾝﾄ 4 4 ｺﾒﾝﾄ
q 記録 3:19.66 q 記録 3:21.88

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀｶﾊｼ　ﾅｵﾕｷ 千葉 ｵｵﾂｼﾞ　ﾊﾙﾋﾄ 千葉
1 378 髙橋　那央之 順天堂大 1 331 大辻　春人 (89) 日大文理

ｵﾉ　ﾏﾅﾌﾞ 千葉 ｶﾜﾆｼ　 千葉
2 375 小野　学 順天堂大 2 326 河西　倫欧 (89) 日大文理

ﾀｶﾀﾞ　ﾏｻﾙ 千葉 ｾﾝﾀﾞ　ﾅｵﾄ 千葉
3 377 髙田　将 順天堂大 3 328 薦田　直人 (89) 日大文理

ﾓﾘ　ｼｭﾝ 千葉 ﾔﾏｼﾀ　ﾄﾓｷ 千葉
4 373 森　駿 順天堂大 4 327 山下　友貴 (90) 日大文理

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大浦安高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立船橋高・千葉

5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:24.79 記録 3:31.13

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞﾔ 千葉 ｺﾋﾔﾏ ﾕｳｽｹ 千葉
1 2192 吉川　和也 (92) 東海大浦安高 1 1843 小日山　雄介 (93) 市立船橋高

ﾖｼｻﾞﾜ ｶｲ 千葉 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 千葉
2 2194 吉澤　海 (93) 東海大浦安高 2 1842 山本　純平 (93) 市立船橋高

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 千葉 ｳﾂﾐ ﾅｵﾄ 千葉
3 2197 鈴木　涼大 (92) 東海大浦安高 3 1839 内海　直人 (93) 市立船橋高

ｻﾉ ﾏｻｶｽﾞ 千葉 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾄ 千葉
4 2195 佐野　正和 (92) 東海大浦安高 4 1841 中村　秀斗 (93) 市立船橋高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立稲毛高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本大・千葉

7 8 ｺﾒﾝﾄ 1 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 3:31.85 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾖｼｷ 千葉
1 1535 高畠　芳樹 (93) 市立稲毛高

ｵｵﾀﾜ ｱﾂｼ 千葉 1
2 1528 太多和　敦 (94) 市立稲毛高

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 千葉 2
3 1550 鈴木　拓海 (94) 市立稲毛高

ﾊﾏﾖｼ ﾘｮｳｽｹ 千葉 3
4 1543 濱吉　亮輔 (94) 市立稲毛高

4

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 TJ:インターレーン



男子4X400mR
審 判 長：新村　浩章
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:00.76   日本(苅部俊二-伊東浩司-小坂田淳-大森盛一)1996.8.3
県記録(CR)              3:06.11   富士通(千葉　佳裕・小林　稔・笹野　浩志・巴木　隆二)2003.10.12
大会記録(GR)            3:12.44   東海大(林　康平・深尾　真澄・吉田　剛士・小森　一生)第59回 6月27日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      3:14.83   順天堂大(森　駿・松尾　修平・小野　学・大岐　亮平)2009.6.28 6月27日 15:40 決勝

4組

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 専修大松戸高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東葛飾高・千葉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 7 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:23.15 記録 3:25.24

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉 ﾓﾘ ﾐﾂｱｷ 千葉
1 3125 野中　秀之 (93) 専修大松戸高 1 3293 森　光彬 (92) 東葛飾高

ｳｽｲ ﾊｼﾞﾒ 千葉 ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝ 千葉
2 3123 臼井　玄 (93) 専修大松戸高 2 3299 平川　淳 (93) 東葛飾高

ｱｲﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 千葉 ｶﾐﾅｶﾞ ﾕｳｾｲ 千葉
3 3127 粟飯原　弘幸 (93) 専修大松戸高 3 3285 神長　雄世 (92) 東葛飾高

ﾖﾈｻﾞｷ ﾋｶﾙ 千葉 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶｼ 千葉
4 3126 米崎　輝 (93) 専修大松戸高 4 3706 栗原　隆 (94) 東葛飾高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 松戸六実高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 成田高・千葉

3 8 ｺﾒﾝﾄ 4 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:25.35 記録 3:33.11

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾖﾓｷﾞｻﾞﾜ ｼｭﾝ 千葉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 千葉
1 3064 蓬澤　俊 (93) 松戸六実高 1 757 中島　優樹 (93) 成田高

ｳﾒｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ 千葉 ｻﾄｳ ﾀｲｷ 千葉
2 3054 梅澤　宗史 (93) 松戸六実高 2 765 佐藤　大己 (93) 成田高

ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 千葉 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ 千葉
3 3056 田村　友輝 (93) 松戸六実高 3 768 山縣　祐介 (94) 成田高

千葉 ﾖｺﾀ ｶｲ 千葉
4 3050 渋谷　宗成 (92) 松戸六実高 4 769 横田　快 (94) 成田高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 幕張総合高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際武道大・千葉

5 2 ｺﾒﾝﾄ 4 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 3:35.38 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾄﾐﾀ ﾀｸﾏ 千葉
1 1419 富田　拓磨 (94) 幕張総合高

ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｷ 千葉 1
2 1409 豊田　結輝 (93) 幕張総合高

ｼｼﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 千葉 2
3 1418 宍戸　亮太 (94) 幕張総合高

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｽｹ 千葉 3
4 1408 小笠原　雄介 (93) 幕張総合高

4

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 船橋高・千葉

5 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録

カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

1

2

3

4

凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 TJ:インターレーン



男子4X400mR
審 判 長：新村　浩章
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:00.76   日本(苅部俊二-伊東浩司-小坂田淳-大森盛一)1996.8.3
県記録(CR)              3:06.11   富士通(千葉　佳裕・小林　稔・笹野　浩志・巴木　隆二)2003.10.12
大会記録(GR)            3:12.44   東海大(林　康平・深尾　真澄・吉田　剛士・小森　一生)第59回 6月27日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      3:14.83   順天堂大(森　駿・松尾　修平・小野　学・大岐　亮平)2009.6.28 6月27日 15:40 決勝

決勝 

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国士舘大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武台千葉高・千葉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:15.53 記録 3:15.95

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ｼﾀﾞ　ｱﾗﾝ 千葉 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 千葉
1 244 紫田　亜蘭 (90) 国士舘大 1 3242 増田　淳 (92) 西武台千葉高

ﾄﾐﾏﾂ　ﾅｵﾄ 千葉 ﾀﾂﾉ ﾐﾂﾙ 千葉
2 246 富松　直人 (89) 国士舘大 2 3260 辰野　充 (94) 西武台千葉高

ｽﾊﾗ　ﾏｽﾐ 千葉 ｺｲｹ ﾕｳｻｸ 千葉
3 238 栖原　真澄 (88) 国士舘大 3 3255 小池　雄作 (93) 西武台千葉高

ｷﾂﾞｶ　ﾅｷﾞｻ 千葉 ｶﾈﾐﾂ ｱｵｲ 千葉
4 243 木塚　渚 (90) 国士舘大 4 3232 金光　葵 (92) 西武台千葉高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 順天堂大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八千代松陰高・千葉

3 7 ｺﾒﾝﾄ 4 3 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:16.74 記録 3:17.58

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾓﾘ　ｼｭﾝ 千葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 千葉
1 373 森　駿 順天堂大 1 1002 渡邊　一樹 (93) 八千代松陰高

ﾀｶﾊｼ　ﾅｵﾕｷ 千葉 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉
2 378 髙橋　那央之 順天堂大 2 973 石川　裕晃 (92) 八千代松陰高

ﾀｶﾀﾞ　ﾏｻﾙ 千葉 ｲﾅﾐ ﾀﾂﾔ 千葉
3 377 髙田　将 順天堂大 3 974 稲見　達也 (92) 八千代松陰高

ｵﾉ　ﾏﾅﾌﾞ 千葉 ﾖｺｵ ﾀｶﾉﾘ 千葉
4 375 小野　学 順天堂大 4 977 横尾　貴則 (93) 八千代松陰高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 千葉商科大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日大文理・千葉

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:19.78 記録 3:20.67

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾊﾔｼ　ﾘｮｳﾍｲ 千葉 ｵｵﾂｼﾞ　ﾊﾙﾋﾄ 千葉
1 317 林　諒平 (91) 千葉商科大 1 331 大辻　春人 (89) 日大文理

ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹｲﾀ 千葉 ｶﾜﾆｼ　 千葉
2 64 渡邊　圭太 (88) 千葉商科大 2 326 河西　倫欧 (89) 日大文理

千葉 ﾌｼﾞｸﾗ　ﾕｳｷ 千葉
3 313 南谷　豪人 (89) 千葉商科大 3 329 藤倉　悠喜 (89) 日大文理

ﾄｺﾖﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 千葉 ﾔﾏｼﾀ　ﾄﾓｷ 千葉
4 63 常世田　光広  (88) 千葉商科大 4 327 山下　友貴 (90) 日大文理

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 薬園台高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 専修大松戸高・千葉

7 1 ｺﾒﾝﾄ 6 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 3:21.07 記録

カナ名 所属地 カナ名 所属地
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 千葉
1 1675 中村　大介 (93) 薬園台高

ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 千葉 1
2 1668 高橋　潤 (93) 薬園台高

ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 千葉 2
3 1680 高橋　慶貴 (93) 薬園台高

ｽｽﾞｷ ﾀﾛｳ 千葉 3
4 1670 鈴木　太郎 (93) 薬園台高

4
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