
男子100m

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

県記録(CR)              10.1      石沢　隆夫(千葉・早稲田大)            1979.11.21

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

前年度選手権者(PC)      10.95     横尾　龍一(千葉・ＡＳ市川)            2010.6.26

予選 5組3着＋1

1組 風:+1.6

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 8 1818 入山　　帝我(94) ｲﾘﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 船橋法典高 10.97 Q
2 5 27 伊藤　　純一(75) ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＡＳ市川 11.21 Q
3 7 2207 大関　　祐也(94) ｵｵｾﾞｷ ﾕｳﾔ 東海大浦安高 11.24 Q
4 6 344 柳生　侑希典(92) ﾔｷﾞｭｳ ﾕｷﾉﾘ 東海大 11.45

2 2810 横手　　拓哉(94) ﾖｺﾃ ﾀｸﾔ 西武台千葉高 DNS
3 272 久保田　裕是(90) ｸﾎﾞﾀ　ﾋﾛﾕｷ 早稲田大 DNS
4 375 小西　　一真(91) ｺﾆｼ　ｶｽﾞﾏ 日体大 DNS

2組 風:+2.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 234 沓澤　　安明(91) ｸﾂｻﾞﾜ ﾔｽｱｷ 国士舘大 11.03 Q
2 2 873 穐田　　裕平(95) ｱｷﾀ ﾕｳﾍｲ 東京学館高 11.05 Q
3 7 16 石渡　悠二朗(94) ｲｼﾜﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ 姉崎高 11.09 Q
4 6 32 小林　　大樹(85) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ ＡＳ市川 11.09 *TK
5 1 937 園田　　勇斗(94) ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 千葉黎明高 11.27

3 1862 綱川　　隼人(93) ﾂﾅｶﾜ ﾊﾔﾄ 市立船橋高 DNS
4 333 本吉　　　隆(90) ﾓﾄﾖｼ ﾀｶｼ 筑波大 DNS
8 2846 平川　　　淳(93) ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝ 東葛飾高 DNS

3組 風:+0.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 8 343 大井　　奨仁(92) ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ 東海大 11.05 Q
2 3 210 根岸　　紀仁(92) ﾈｷﾞｼ ﾉﾘﾋﾄ 中央大 11.12 Q
3 7 1529 山田　　穂高(94) ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾀｶ 市立稲毛高 11.21 Q
4 2 897 遠藤　　吉和(94) ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ 佐倉高 11.32
5 1 575 加瀬　　涼太(93) ｶｾ ﾘｮｳﾀ 銚子商高 11.57

4 245 石井　　達哉(87) ｲｼｲ ﾀﾂﾔ 順天堂大 DNS
5 365 久保　　和史(89) ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 千葉商科大 DNS
6 2781 小池　　雄作(93) ｺｲｹ ﾕｳｻｸ 西武台千葉高 DNS

4組 風:+3.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 3 31 卜部　健太郎(83) ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ＡＳ市川 10.56 Q
2 4 247 高橋　那央之(90) ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾕｷ 順天堂大 10.61 Q
3 6 208 嵐川　　愛斗(91) ｱﾗｼｶﾜ ｱｲﾄ 中央大 10.72 Q
4 5 236 千葉　　雄太(92) ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 国士舘大 10.82 q
5 8 1379 木津　　雄二(93) ｷｽﾞ ﾕｳｼﾞ 磯辺高 11.15
6 2 2291 渡辺　　諒人(94) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾄ 小金高 11.16

7 933 小川　　祐輔(94) ｵｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 千葉黎明高 DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 11:10 予選

6月25日 13:25 準決勝

6月25日 15:20 決勝

2011/6/26 14:14凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり



男子100m

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

県記録(CR)              10.1      石沢　隆夫(千葉・早稲田大)            1979.11.21

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

前年度選手権者(PC)      10.95     横尾　龍一(千葉・ＡＳ市川)            2010.6.26

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 11:10 予選

6月25日 13:25 準決勝

6月25日 15:20 決勝

5組 風:+1.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 3 2216 川上　　拓也(95) ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 東海大浦安高 10.98 Q
2 5 2785 竹内　　友一(93) ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｶｽﾞ 西武台千葉高 11.07 Q
3 8 2855 栗原　　　隆(94) ｸﾘﾊﾗ ﾀｶｼ 東葛飾高 11.17 Q
4 2 27 山田　　大貴(93) ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 東海大望洋高 11.25
5 7 357 山根　　稜平(92) ﾔﾏﾈ ﾘｮｳﾍｲ 平成国際大 11.28
6 1 1519 林　　　巧海(93) ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 市立稲毛高 11.36

4 932 田子　　大輔(93) ﾀｺﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉黎明高 DNS
6 54 平井　　健一(88) ﾋﾗｲ ｹﾝｲﾁ NewModeAC DNS

準決勝 2組4着

1組 風:+2.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 6 31 卜部　健太郎(83) ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ＡＳ市川 10.79 Q
2 2 236 千葉　　雄太(92) ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 国士舘大 10.97 Q
3 5 234 沓澤　　安明(91) ｸﾂｻﾞﾜ ﾔｽｱｷ 国士舘大 10.99 Q
4 4 343 大井　　奨仁(92) ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ 東海大 11.05 Q
5 8 210 根岸　　紀仁(92) ﾈｷﾞｼ ﾉﾘﾋﾄ 中央大 11.09
6 1 2855 栗原　　　隆(94) ｸﾘﾊﾗ ﾀｶｼ 東葛飾高 11.12
7 7 16 石渡　悠二朗(94) ｲｼﾜﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ 姉崎高 11.16

3 2785 竹内　　友一(93) ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｶｽﾞ 西武台千葉高 DNS

2組 風:-1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 7 208 嵐川　　愛斗(91) ｱﾗｼｶﾜ ｱｲﾄ 中央大 10.91 Q
2 4 247 高橋　那央之(90) ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾕｷ 順天堂大 11.04 Q
3 5 1818 入山　　帝我(94) ｲﾘﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 船橋法典高 11.13 Q
4 6 873 穐田　　裕平(95) ｱｷﾀ ﾕｳﾍｲ 東京学館高 11.28 Q
5 8 27 伊藤　　純一(75) ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＡＳ市川 11.35
6 2 1529 山田　　穂高(94) ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾀｶ 市立稲毛高 11.39

1 2207 大関　　祐也(94) ｵｵｾﾞｷ ﾕｳﾔ 東海大浦安高 DNS
3 2216 川上　　拓也(95) ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ 東海大浦安高 DNS

決勝 

風:+0.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 6 31 卜部　健太郎(83) ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ＡＳ市川 10.69
2 5 208 嵐川　　愛斗(91) ｱﾗｼｶﾜ ｱｲﾄ 中央大 10.84
3 3 247 高橋　那央之(90) ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾕｷ 順天堂大 10.85
4 4 236 千葉　　雄太(92) ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 国士舘大 10.98
5 8 234 沓澤　　安明(91) ｸﾂｻﾞﾜ ﾔｽｱｷ 国士舘大 11.01
6 7 1818 入山　　帝我(94) ｲﾘﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 船橋法典高 11.02
7 1 873 穐田　　裕平(95) ｱｷﾀ ﾕｳﾍｲ 東京学館高 11.12
8 2 343 大井　　奨仁(92) ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ 東海大 12.05

2011/6/26 14:14凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり



男子200m

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

大会記録(GR)            21.15     伊藤　辰哉(千葉・富士通)              第53回

前年度選手権者(PC)      22.34     本吉　隆(千葉・筑波大)                2010.6.27

予選 6組2着＋4

1組 風:+0.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 6 205 鬼塚　　祐志(91) ｵﾆﾂｶ ﾕｳｼ 中央大 22.13 Q
2 4 22 渡辺　　一希(95) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 姉崎高 22.18 Q
3 1 874 酢﨑　　充洋(95) ｽｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 東京学館高 22.32 q
4 2 135 野村　　剛史(94) ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾞ 木更津総合高 22.76
5 7 229 柴田　　亜蘭(90) ｼﾊﾞﾀ ｱﾗﾝ 国士舘大 22.91
6 8 287 天本　　一駿(91) ｱﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ 国際武道大 23.13
7 3 930 吉橋　　祐士(93) ﾖｼﾊｼ ﾕｳｼﾞ 千葉黎明高 23.51

5 2781 小池　　雄作(93) ｺｲｹ ﾕｳｻｸ 西武台千葉高 DNS

2組 風:+0.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 208 嵐川　　愛斗(91) ｱﾗｼｶﾜ ｱｲﾄ 中央大 21.82 Q
2 6 782 藤田　　貴也(93) ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾔ 成田高 22.15 Q
3 1 2206 坂本　　和紀(94) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 東海大浦安高 22.41 q
4 7 48 田中　　康平(91) ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 千葉陸協 22.71
5 3 236 千葉　　雄太(92) ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 国士舘大 22.71 *TK
6 4 223 小曽根　正紘(91) ｺｿﾈ ﾏｻﾋﾛ 神奈川大 23.02
7 2 823 高橋　　和也(93) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 富里高 24.06
8 8 27 伊藤　　純一(75) ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＡＳ市川 25.26

3組 風:+0.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 2274 小木　　萌人(94) ｵｷﾞ ﾓｴﾄ 東京学館浦安高 22.10 Q
2 6 260 和田　　竜樹(92) ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｷ 東京農大 22.36 Q
3 4 210 根岸　　紀仁(92) ﾈｷﾞｼ ﾉﾘﾋﾄ 中央大 22.55
4 2 1488 小泉　　太一(93) ｺｲｽﾞﾐ ﾀｲﾁ 市立千葉高 23.16

3 371 宇津木　　怜(92) ｳﾂｷﾞ ﾚｵ 日体大 DNS
7 339 勝井　　健介(89) ｶﾂｲ ｹﾝｽｹ 東海大 DNS
8 932 田子　　大輔(93) ﾀｺﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉黎明高 DNS

4組 風:0.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 4 273 三原　　浩幸(93) ﾐﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 早稲田大 21.43 Q
2 5 376 加賀谷　秀明(90) ｶｶﾞﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 日体大 21.97 Q
3 3 2201 高橋　　健太(93) ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 東海大浦安高 22.05 q
4 6 31 卜部　健太郎(83) ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ＡＳ市川 22.07 q
5 7 233 見学　　佑樹(91) ｹﾝｶﾞｸ ﾕｳｷ 国士舘大 22.52
6 2 897 遠藤　　吉和(94) ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ 佐倉高 22.67
7 8 323 熱田　　智也(90) ｱﾂﾀ ﾄﾓﾔ 日本大 23.31

1 933 小川　　祐輔(94) ｵｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 千葉黎明高 DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月26日 10:20 予選

6月26日 12:05 準決勝

6月26日 14:00 決勝

2011/6/26 14:17凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり



男子200m

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

大会記録(GR)            21.15     伊藤　辰哉(千葉・富士通)              第53回

前年度選手権者(PC)      22.34     本吉　隆(千葉・筑波大)                2010.6.27

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月26日 10:20 予選

6月26日 12:05 準決勝

6月26日 14:00 決勝

5組 風:+0.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 4 225 宮路　隆一郎(89) ﾐﾔｼﾞ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 国士舘大 22.28 Q
2 5 296 五島　　拓也(91) ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ 国際武道大 22.92 Q
3 7 358 宮山　　　翔(90) ﾐﾔﾔﾏ ｼｮｳ 千葉商科大 23.22
4 2 27 山田　　大貴(93) ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 東海大望洋高 23.26

3 2792 辰野　　　充(94) ﾀﾂﾉ ﾐﾂﾙ 西武台千葉高 DNS
6 333 本吉　　　隆(90) ﾓﾄﾖｼ ﾀｶｼ 筑波大 DNS
8 246 高田　　　将(89) ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳ 順天堂大 DNS

6組 風:+0.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 6 285 萩野　　慶彦(89) ﾊｷﾞﾉ ﾖｼﾋｺ 国際武道大 22.68 Q
2 1 228 宍倉　　隆広(90) ｼｼｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 国士舘大 22.83 Q

2 1877 谷川　　鈴扇(94) ﾀﾆｶﾞﾜ ﾚｵ 市立船橋高 DNS
3 2846 平川　　　淳(93) ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝ 東葛飾高 DNS
4 58 笛木　　靖宏(85) ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ チームアイマ DNS
5 245 石井　　達哉(87) ｲｼｲ ﾀﾂﾔ 順天堂大 DNS
7 343 大井　　奨仁(92) ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ 東海大 DNS
8 2785 竹内　　友一(93) ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｶｽﾞ 西武台千葉高 DNS

準決勝 2組4着

1組 風:+0.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 4 2274 小木　　萌人(94) ｵｷﾞ ﾓｴﾄ 東京学館浦安高 21.74 Q
2 6 208 嵐川　　愛斗(91) ｱﾗｼｶﾜ ｱｲﾄ 中央大 21.86 Q
3 8 228 宍倉　　隆広(90) ｼｼｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 国士舘大 22.05 Q
4 7 260 和田　　竜樹(92) ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｷ 東京農大 22.15 Q
5 2 31 卜部　健太郎(83) ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ＡＳ市川 22.24
6 1 874 酢﨑　　充洋(95) ｽｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 東京学館高 22.28
7 3 285 萩野　　慶彦(89) ﾊｷﾞﾉ ﾖｼﾋｺ 国際武道大 22.36
8 5 376 加賀谷　秀明(90) ｶｶﾞﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 日体大 50.56

2組 風:+0.9

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 2 2201 高橋　　健太(93) ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 東海大浦安高 21.95 Q
2 7 22 渡辺　　一希(95) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 姉崎高 22.09 Q
3 6 782 藤田　　貴也(93) ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾔ 成田高 22.16 Q
4 3 225 宮路　隆一郎(89) ﾐﾔｼﾞ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 国士舘大 22.18 Q
5 1 2206 坂本　　和紀(94) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 東海大浦安高 22.26
6 8 296 五島　　拓也(91) ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ 国際武道大 22.84

4 205 鬼塚　　祐志(91) ｵﾆﾂｶ ﾕｳｼ 中央大 DNS
5 273 三原　　浩幸(93) ﾐﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 早稲田大 DNS

2011/6/26 14:17凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり



男子200m

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

大会記録(GR)            21.15     伊藤　辰哉(千葉・富士通)              第53回

前年度選手権者(PC)      22.34     本吉　隆(千葉・筑波大)                2010.6.27

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月26日 10:20 予選

6月26日 12:05 準決勝

6月26日 14:00 決勝

決勝 

風:+0.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 7 228 宍倉　　隆広(90) ｼｼｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 国士舘大 21.81
2 4 2201 高橋　　健太(93) ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 東海大浦安高 21.83
3 5 2274 小木　　萌人(94) ｵｷﾞ ﾓｴﾄ 東京学館浦安高 21.86
4 8 782 藤田　　貴也(93) ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾔ 成田高 21.99
5 6 22 渡辺　　一希(95) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 姉崎高 22.00
6 1 225 宮路　隆一郎(89) ﾐﾔｼﾞ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 国士舘大 22.01
7 3 208 嵐川　　愛斗(91) ｱﾗｼｶﾜ ｱｲﾄ 中央大 22.10
8 2 260 和田　　竜樹(92) ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｷ 東京農大 22.14

2011/6/26 14:17凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり



男子400m

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

県記録(CR)              45.33     簡　優好(千葉・富士通)                1998.5.9

大会記録(GR)            47.30     松永　成旦(千葉・順大クラブ)          第46回

前年度選手権者(PC)      48.85     森　政朗(千葉・チームアイマ)          2010.6.26

予選 5組3着＋1

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 7 89 高瀬　　　慧(88) ﾀｶｾ ｹｲ 富士通 47.72 Q
2 4 2792 辰野　　　充(94) ﾀﾂﾉ ﾐﾂﾙ 西武台千葉高 49.21 Q
3 3 232 梅田　　正輝(90) ｳﾒﾀﾞ ﾏｻｷ 国士舘大 49.76 Q
4 1 1055 渡邊　　一樹(93) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 八千代松陰高 50.52
5 8 1989 児島　　孝明(93) ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 鎌ヶ谷高 52.34

2 1477 国本　　真季(95) ｸﾆﾓﾄ ﾏｻｷ 犢橋高 DNS
5 244 大岐　　亮平(87) ｵｵｷ ﾘｮｳﾍｲ 順天堂大 DNS
6 57 森　　　政朗(86) ﾓﾘ ﾏｻｵ チームアイマ DNS

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 3 376 加賀谷　秀明(90) ｶｶﾞﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 日体大 49.89 Q
2 4 2329 梅澤　　宗史(93) ｳﾒｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ 松戸六実高 50.20 Q
3 6 246 高田　　　将(89) ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳ 順天堂大 50.21 Q
4 5 285 萩野　　慶彦(89) ﾊｷﾞﾉ ﾖｼﾋｺ 国際武道大 50.33
5 8 2791 齋藤　　雄也(93) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 西武台千葉高 50.89
6 7 1870 山本　　純平(93) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 市立船橋高 51.08

2 135 野村　　剛史(94) ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾞ 木更津総合高 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 4 1878 相山　慶太郎(94) ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 市立船橋高 48.18 Q
2 5 342 松本　　直也(90) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 東海大 48.18 *TK Q
3 3 284 増田　　　淳(92) ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 城西大 49.64 Q
4 2 22 渡辺　　一希(95) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 姉崎高 49.96
5 8 369 小坂田　実弘(93) ｵｻｶﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 茂原高 50.42

6 2781 小池　　雄作(93) ｺｲｹ ﾕｳｻｸ 西武台千葉高 DNS
7 2714 松村　　裕大(94) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 流山南高 DNS

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 4 371 宇津木　　怜(92) ｳﾂｷﾞ ﾚｵ 日体大 49.73 Q
2 6 260 和田　　竜樹(92) ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｷ 東京農大 49.95 Q
3 5 286 長内　　　智(90) ｵｻﾅｲ ｻﾄｼ 国際武道大 50.31 Q
4 3 2274 小木　　萌人(94) ｵｷﾞ ﾓｴﾄ 東京学館浦安高 50.63
5 8 2331 田村　　友輝(93) ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 松戸六実高 50.66
6 2 2802 加藤　　龍尋(94) ｶﾄｳ ﾘｭｳｼﾞﾝ 西武台千葉高 51.59
7 7 1657 小林　　優希(94) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 船橋高 52.01

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 10:30 予選

6月25日 12:25 準決勝

6月25日 14:30 決勝

2011/6/26 14:20凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 *TK:着差あり



男子400m

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

県記録(CR)              45.33     簡　優好(千葉・富士通)                1998.5.9

大会記録(GR)            47.30     松永　成旦(千葉・順大クラブ)          第46回

前年度選手権者(PC)      48.85     森　政朗(千葉・チームアイマ)          2010.6.26

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 10:30 予選

6月25日 12:25 準決勝

6月25日 14:30 決勝

5組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 6 23 糸川　　航太(86) ｲﾄｶﾜ ｺｳﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｽﾘｰﾄ･ｹｱ 48.89 Q
2 5 1578 板鼻　　航平(94) ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ 敬愛学園高 49.20 Q
3 7 2782 小曽根　健太(93) ｺｿﾈ ｹｲﾀ 西武台千葉高 49.99 Q
4 2 2787 渡邉　　勇弥(93) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 西武台千葉高 50.85
5 8 1785 秋葉　　脩平(94) ｱｷﾊﾞ ｼｭｳﾍｲ 船橋芝山高 50.91

3 205 鬼塚　　祐志(91) ｵﾆﾂｶ ﾕｳｼ 中央大 DNS
4 928 湊　　　裕亮(93) ﾐﾅﾄ ﾕｳｽｹ 千葉黎明高 DNS

準決勝 2組4着

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 6 23 糸川　　航太(86) ｲﾄｶﾜ ｺｳﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｽﾘｰﾄ･ｹｱ 47.96 Q
2 5 342 松本　　直也(90) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 東海大 48.45 Q
3 3 1878 相山　慶太郎(94) ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 市立船橋高 48.65 Q
4 4 1578 板鼻　　航平(94) ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ 敬愛学園高 48.98 Q
5 7 284 増田　　　淳(92) ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 城西大 50.42
6 1 286 長内　　　智(90) ｵｻﾅｲ ｻﾄｼ 国際武道大 50.89
7 8 2329 梅澤　　宗史(93) ｳﾒｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ 松戸六実高 50.99
8 2 246 高田　　　将(89) ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳ 順天堂大 52.29

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 4 89 高瀬　　　慧(88) ﾀｶｾ ｹｲ 富士通 47.04 GR Q
2 8 260 和田　　竜樹(92) ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｷ 東京農大 48.52 Q
3 5 2792 辰野　　　充(94) ﾀﾂﾉ ﾐﾂﾙ 西武台千葉高 48.60 Q
4 6 371 宇津木　　怜(92) ｳﾂｷﾞ ﾚｵ 日体大 48.63 Q
5 3 376 加賀谷　秀明(90) ｶｶﾞﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 日体大 48.69
6 7 232 梅田　　正輝(90) ｳﾒﾀﾞ ﾏｻｷ 国士舘大 49.56
7 2 22 渡辺　　一希(95) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 姉崎高 50.75

1 2782 小曽根　健太(93) ｺｿﾈ ｹｲﾀ 西武台千葉高 DNS

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 5 342 松本　　直也(90) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 東海大 47.53
2 3 23 糸川　　航太(86) ｲﾄｶﾜ ｺｳﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｽﾘｰﾄ･ｹｱ 47.64
3 6 260 和田　　竜樹(92) ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｷ 東京農大 48.06
4 1 1578 板鼻　　航平(94) ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ 敬愛学園高 48.22
5 7 1878 相山　慶太郎(94) ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 市立船橋高 48.46
6 2 371 宇津木　　怜(92) ｳﾂｷﾞ ﾚｵ 日体大 48.74
7 8 2792 辰野　　　充(94) ﾀﾂﾉ ﾐﾂﾙ 西武台千葉高 49.49

4 89 高瀬　　　慧(88) ﾀｶｾ ｹｲ 富士通 DNS

2011/6/26 14:20凡例  GR:大会記録 DNS:欠場 *TK:着差あり



男子800m

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

前年度選手権者(PC)      1:59.16   糸川　航太(千葉・千葉陸協)            2010.6.27

予選 4組2着

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 23 糸川　　航太(86) ｲﾄｶﾜ ｺｳﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｽﾘｰﾄ･ｹｱ 1:51.55 Q
2 3 1043 齊藤　　優樹(93) ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 八千代松陰高 1:56.07 Q
3 6 1656 佐野　　雄図(94) ｻﾉ ﾕｳﾄ 船橋高 1:58.54
4 8 410 高知尾　　智(95) ﾀｶﾁｵ ｻﾄｼ 東金商高 2:01.55
5 2 1494 小原　　諒平(94) ｵﾊﾗ ﾘｮｳﾍｲ 市立千葉高 2:02.76
6 7 311 山﨑　　亮輔(93) ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 大原高 2:05.49
7 4 928 湊　　　裕亮(93) ﾐﾅﾄ ﾕｳｽｹ 千葉黎明高 2:06.95

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 3 2412 米崎　　　輝(93) ﾖﾈｻﾞｷ ﾋｶﾙ 専修大松戸高 1:59.33 Q
2 4 216 宮島　　直紀(91) ﾐﾔｼﾞﾏ ﾅｵｷ 明治大 1:59.47 Q
3 5 359 内田　博一朗(90) ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 千葉商科大 2:00.57
4 6 250 川崎　　正悟(91) ｶﾜｻｷ ｼｮｳｺﾞ 順天堂大 2:00.63
5 8 64 豊桑　　　逸(82) ﾄﾖｸﾜ ｲﾂ GAZELLE 2:01.59
6 2 935 松井　　翔太(94) ﾏﾂｲ ｼｮｳﾀ 千葉黎明高 2:01.87
7 7 1068 橋本　　智永(94) ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾅｶﾞ 八千代松陰高 2:01.88

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 3 2919 村田　　浩忠(93) ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ 柏南高 1:57.03 Q
2 6 231 海沼　大士郎(90) ｶｲﾇﾏ ﾀﾞｲｼﾛｳ 国士舘大 1:57.28 Q
3 7 1891 本間　　大登(94) ﾎﾝﾏ ﾏｻﾄ 市立船橋高 1:57.70
4 4 324 田中　　大輔(91) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 日本大 1:59.17
5 8 1058 久保　　恵登(94) ｸﾎﾞ ｹｲﾄ 八千代松陰高 2:00.10
6 2 939 石毛　　　貴(94) ｲｼｹﾞ ﾀｶｼ 千葉黎明高 2:04.23

5 337 中村　　康宏(90) ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 筑波大 DNS

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 372 服部　　由暉(92) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｷ 日体大 1:59.19 Q
2 4 24 秋葉　　直人(88) ｱｷﾊﾞ ﾅｵﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｽﾘｰﾄ･ｹｱ 1:59.56 Q
3 3 1660 坪井　　成浩(94) ﾂﾎﾞｲ ﾅﾙﾋﾛ 船橋高 1:59.78
4 2 2913 吉本　　篤史(93) ﾖｼﾓﾄ ｱﾂｼ 柏南高 2:01.67

6 30 簗田　　昭夫(81) ﾔﾅﾀﾞ ｱｷｵ ＡＳ市川 DNS
7 73 小寺　　隆文(82) ｺﾃﾞﾗ ﾀｶﾌﾐ GAZELLE DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月26日 11:30 予選

6月26日 14:20 決勝

2011/6/26 14:47凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 TJ:インターレーン



男子800m

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

前年度選手権者(PC)      1:59.16   糸川　航太(千葉・千葉陸協)            2010.6.27

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月26日 11:30 予選

6月26日 14:20 決勝

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 3 23 糸川　　航太(86) ｲﾄｶﾜ ｺｳﾀ ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｽﾘｰﾄ･ｹｱ 1:53.00
2 8 1043 齊藤　　優樹(93) ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 八千代松陰高 1:56.04
3 4 2919 村田　　浩忠(93) ﾑﾗﾀ ﾋﾛｷ 柏南高 1:58.44
4 6 372 服部　　由暉(92) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｷ 日体大 1:58.88
5 7 231 海沼　大士郎(90) ｶｲﾇﾏ ﾀﾞｲｼﾛｳ 国士舘大 1:58.95
6 1 24 秋葉　　直人(88) ｱｷﾊﾞ ﾅｵﾄ ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｽﾘｰﾄ･ｹｱ 1:59.32
7 2 216 宮島　　直紀(91) ﾐﾔｼﾞﾏ ﾅｵｷ 明治大 1:59.83

5 2412 米崎　　　輝(93) ﾖﾈｻﾞｷ ﾋｶﾙ 専修大松戸高 DSQ,TJ

ラップ表 400m

ナンバー 23

記録 53

ナンバー 2412

記録 1:00

ナンバー 1891

記録 56

ナンバー 372

記録 58

ナンバー 2412

記録 54

予選1組

予選2組

予選3組

予選4組

決勝1組

2011/6/26 14:47凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 TJ:インターレーン



男子1500m

日本記録(NR)            3:37.42   小林　史和(NTN)                       2004.7.31
県記録(CR)              3:38.9    村上　康則(千葉・富士通)              2008.7.27
県記録(CR)              3:39.68   村上　康則(千葉・富士通)              2009.5.09
大会記録(GR)            3:50.60   藤井　秀樹(千葉・新日鐵君津)          第37回

前年度選手権者(PC)      4:04.50   片原　照(千葉・八千代松陰高)          2010.6.26

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 7 324 田中　　大輔(91) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 日本大 3:59.92
2 5 2853 岩渕　　　健(94) ｲﾜﾌﾞﾁ ｹﾝ 東葛飾高 3:59.94
3 4 1891 本間　　大登(94) ﾎﾝﾏ ﾏｻﾄ 市立船橋高 3:59.97
4 8 2417 田中　　優大(93) ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 専修大松戸高 4:00.04
5 3 73 小寺　　隆文(82) ｺﾃﾞﾗ ﾀｶﾌﾐ GAZELLE 4:00.51
6 1 584 大木　　　稜(93) ｵｵｷ ﾘｮｳ 銚子商高 4:00.53
7 2 215 片原　　　照(92) ｶﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 東海大 4:00.85
8 9 1413 餅﨑　　巧実(94) ﾓﾁｻﾞｷ ﾀｸﾐ 幕張総合高 4:04.44

6 81 村上　　康則(83) ﾑﾗｶﾐ ﾔｽﾉﾘ 富士通 DNS
10 76 鈴木　　裕行(72) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 館山陸協 DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 15:40 決勝

ラップ表 400m 800m 1000m 1200m

ナンバー 1891 1891 1891 1891

記録 1:04 2:10 2:43 3:16
決勝1組

2011/6/26 14:22凡例  DNS:欠場



男子5000m

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)      15:09.40  高橋　遼太(千葉・八千代松陰高)        2010.6.27

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント
1 8 47 伊藤　　和麻(88) ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 千葉陸協 14:35.40
2 5 1044 有井　　　渉(94) ｱﾘｲ ﾜﾀﾙ 八千代松陰高 14:46.13
3 1 1064 荒井　　七海(94) ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 八千代松陰高 14:50.31
4 6 1063 山﨑　　和麻(94) ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 八千代松陰高 14:51.26
5 13 1040 松原　　啓介(94) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ 八千代松陰高 15:01.80
6 9 387 古賀　　稔彦(92) ｺｶﾞ ﾄｼﾋｺ 東京情報大 15:09.02
7 7 215 片原　　　照(92) ｶﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 東海大 15:17.59
8 11 76 鈴木　　裕行(72) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 館山陸協 15:39.76
9 3 1 堀　　　弘樹(89) ﾎﾘ ﾋﾛｷ 佐倉AC 15:59.68

2 2430 丸山　　竜也(94) ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 専修大松戸高 DNS
4 1048 高橋　　遼太(93) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 八千代松陰高 DNS
10 775 竹森　　友哉(94) ﾀｹﾓﾘ ﾕｳﾔ 成田高 DNS
12 56 長嶋　　翔太(83) ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳﾀ チームアイマ DNS

審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

6月26日 14:50 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 1040 1044 47 47

記録 2:51 5:48 8:49 11:47
決勝1組

2011/6/27 20:49凡例  DNS:欠場



男子110mH(1.067m)

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

県記録(CR)              13.55     田野中　輔(千葉・富士通)              2006.4.15

大会記録(GR)            13.91     櫻井　健一(千葉・ミキハウス)          第52回

前年度選手権者(PC)      14.60     小野　学(千葉・順天堂大)              2010.6.26

予選 4組3着＋4

1組 風:+3.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 4 338 今関　　真悟(89) ｲﾏｾﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大 14.49 Q
2 3 297 白山　　大樹(93) ｼﾗﾔﾏ ﾋﾛｷ 国際武道大 14.92 Q
3 6 2804 野口　　直人(94) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 西武台千葉高 14.98 Q
4 8 448 吉野　健太郎(94) ﾖｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 成東高 15.60 q
5 7 946 土屋　　　徹(95) ﾂﾁﾔ ﾄｵﾙ 千葉黎明高 16.13
6 2 651 大久保　翔平(93) ｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳﾍｲ 小見川高 16.37

5 82 田野中　　輔(78) ﾀﾉﾅｶ ﾀｽｸ 富士通 DNS

2組 風:+0.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 6 256 小野　　　学(88) ｵﾉ ﾏﾅﾌﾞ 順天堂大学大学院 14.85 Q
2 4 257 安藤　　優介(92) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 順天堂大 15.26 Q
3 5 2817 菊池　　祥真(95) ｷｸﾁ ｼｮｳﾏ 西武台千葉高 15.65 Q
4 2 2212 市原　　匡将(95) ｲﾁﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 東海大浦安高 15.78
5 8 2711 照井　　修平(93) ﾃﾙｲ ｼｭｳﾍｲ 流山南高 15.80
6 7 38 鈴木　　陽一(85) ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ 土気ＴＦＣ 16.37
7 3 576 平幡　　龍正(93) ﾋﾗﾊﾀ ﾘｭｳｾｲ 銚子商高 16.62

3組 風:+1.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 3 320 染谷　　康太(89) ｿﾒﾔ ｺｳﾀ 日本大 14.55 Q
2 5 1049 鈴木　　幹太(93) ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 八千代松陰高 14.85 Q
3 6 124 永嶋　　祐也(93) ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾔ 木更津総合高 15.03 Q
4 7 1487 鷹野　　玲大(93) ﾀｶﾉ ﾚｵ 市立千葉高 15.74 q
5 8 947 恒吉　　慧亮(95) ﾂﾈﾖｼ ｹｲｽｹ 千葉黎明高 16.05
6 2 2830 瀧﨑　　大貴(95) ﾀｷｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 西武台千葉高 16.17

4 377 中川　　裕貴(92) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 日体大 DNS

4組 風:+2.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 6 295 下道　　翔太(87) ｼﾀﾐﾁ ｼｮｳﾀ 国際武道大学大学院 14.46 Q
2 4 1884 竹吉　　大記(94) ﾀｹﾖｼ ﾀﾞｲｷ 市立船橋高 14.63 Q
3 5 296 五島　　拓也(91) ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ 国際武道大 15.06 Q
4 3 12 宮澤　　　充(78) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾂﾙ 千葉陸協 15.11 q
5 7 456 富田　　佳輝(95) ﾄﾐﾀ ﾖｼｷ 成東高 15.62 q
6 2 2327 石渡　　聖矢(93) ｲｼﾜﾀ ｾｲﾔ 松戸六実高 16.06

8 2215 尾崎　　康太(95) ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ 東海大浦安高 DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 10:50 予選

6月25日 12:55 準決勝

6月25日 15:00 決勝

2011/6/26 14:24凡例  DNS:欠場



男子110mH(1.067m)

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

県記録(CR)              13.55     田野中　輔(千葉・富士通)              2006.4.15

大会記録(GR)            13.91     櫻井　健一(千葉・ミキハウス)          第52回

前年度選手権者(PC)      14.60     小野　学(千葉・順天堂大)              2010.6.26

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 10:50 予選

6月25日 12:55 準決勝

6月25日 15:00 決勝

準決勝 2組4着

1組 風:+1.3

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 295 下道　　翔太(87) ｼﾀﾐﾁ ｼｮｳﾀ 国際武道大学大学院 14.54 Q
2 6 256 小野　　　学(88) ｵﾉ ﾏﾅﾌﾞ 順天堂大学大学院 14.71 Q
3 8 2804 野口　　直人(94) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 西武台千葉高 14.82 Q
4 3 257 安藤　　優介(92) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 順天堂大 14.89 Q
5 1 12 宮澤　　　充(78) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾂﾙ 千葉陸協 14.95
6 2 1487 鷹野　　玲大(93) ﾀｶﾉ ﾚｵ 市立千葉高 15.66
7 7 2817 菊池　　祥真(95) ｷｸﾁ ｼｮｳﾏ 西武台千葉高 15.98

4 1884 竹吉　　大記(94) ﾀｹﾖｼ ﾀﾞｲｷ 市立船橋高 DNS

2組 風:+2.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 338 今関　　真悟(89) ｲﾏｾﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大 14.27 Q
2 6 320 染谷　　康太(89) ｿﾒﾔ ｺｳﾀ 日本大 14.35 Q
3 4 1049 鈴木　　幹太(93) ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 八千代松陰高 14.70 Q
4 3 297 白山　　大樹(93) ｼﾗﾔﾏ ﾋﾛｷ 国際武道大 14.81 Q
5 8 296 五島　　拓也(91) ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ 国際武道大 15.12
6 7 124 永嶋　　祐也(93) ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾔ 木更津総合高 15.29
7 2 448 吉野　健太郎(94) ﾖｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 成東高 15.40
8 1 456 富田　　佳輝(95) ﾄﾐﾀ ﾖｼｷ 成東高 15.71

決勝 

風:+1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 3 338 今関　　真悟(89) ｲﾏｾﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大 14.19
2 4 320 染谷　　康太(89) ｿﾒﾔ ｺｳﾀ 日本大 14.25
3 5 256 小野　　　学(88) ｵﾉ ﾏﾅﾌﾞ 順天堂大学大学院 14.47
4 6 295 下道　　翔太(87) ｼﾀﾐﾁ ｼｮｳﾀ 国際武道大学大学院 14.48
5 7 1049 鈴木　　幹太(93) ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 八千代松陰高 14.79
6 2 297 白山　　大樹(93) ｼﾗﾔﾏ ﾋﾛｷ 国際武道大 14.82
7 8 2804 野口　　直人(94) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 西武台千葉高 14.94
8 1 257 安藤　　優介(92) ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 順天堂大 15.01

2011/6/26 14:24凡例  DNS:欠場



男子400mH(0.914m)

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

大会記録(GR)            50.16     吉澤　賢(千葉・デサントTC)            第58回

前年度選手権者(PC)      52.49     出浦　教行(千葉・チームアイマ)        2010.6.27

予選 4組3着＋4

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 4 28 高橋　　良直(76) ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾅｵ ＡＳ市川 56.39 Q
2 2 3098 吉崎　　将真(93) ﾖｼｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 市立柏高 58.01 Q
3 8 55 佐藤　　智哉(88) ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ NewModeAC 58.90 Q
4 1 1779 守屋　　翔平(94) ﾓﾘﾔ ｼｮｳﾍｲ 船橋芝山高 1:00.69

3 2859 馬場　　雄希(94) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ 東葛飾高 DNS
5 321 岸本　　啓示(90) ｷｼﾓﾄ ｹｲｼ 日本大 DNS
6 251 浅見　　凌太(90) ｱｻﾐ ﾘｮｳﾀ 順天堂大 DNS
7 294 望月　　祐輔(92) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｽｹ 国際武道大 DNS

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 3 2804 野口　　直人(94) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 西武台千葉高 55.23 Q
2 6 2205 清水　　脩平(93) ｼﾐｽﾞ ｼｭｳﾍｲ 東海大浦安高 55.59 Q
3 4 328 橋本　　考興(92) ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵｷ 日本大 55.86 Q
4 5 1990 藤本　　雅大(94) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 鎌ヶ谷高 56.30 q
5 8 456 富田　　佳輝(95) ﾄﾐﾀ ﾖｼｷ 成東高 57.23
6 2 1160 山田　　祐司(93) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 市立習志野高 59.72
7 1 675 飯嶋　　茂樹(93) ｲｲｼﾞﾏ ｼｹﾞｷ 佐原高 59.95

7 27 伊藤　　純一(75) ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＡＳ市川 DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 4 1049 鈴木　　幹太(93) ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 八千代松陰高 54.29 Q
2 6 61 出浦　　教行(87) ﾃﾞｳﾗ ﾉﾘﾕｷ チームアイマ 55.77 Q
3 5 54 平井　　健一(88) ﾋﾗｲ ｹﾝｲﾁ NewModeAC 55.85 Q
4 8 3025 金子　　元貴(95) ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ 柏中央高 56.10 q
5 3 235 平本　　大典(93) ﾋﾗﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 安房高 56.82 q
6 7 259 鈴木　　大地(87) ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 順天堂大 56.94
7 1 2857 坂本　　昌樹(94) ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 東葛飾高 59.10

2 1657 小林　　優希(94) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 船橋高 DNS

4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 8 531 越川　　崇宏(94) ｺｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 匝瑳高 56.08 Q
2 7 355 髙橋　　拓也(92) ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 平成国際大 56.12 Q
3 5 58 笛木　　靖宏(85) ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ チームアイマ 56.15 Q
4 4 327 須貝　　　諒(92) ｽｶﾞｲ ﾘｮｳ 日本大 56.15 *TK q
5 6 284 増田　　　淳(92) ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 城西大 58.15
6 1 416 粕谷　　直人(94) ｶｽﾔ ﾅｵﾄ 東金商高 58.45
7 2 1295 森　　　健多(94) ﾓﾘ ｹﾝﾀ 桜林高 1:00.19

3 2376 田中　　鳳真(94) ﾀﾅｶ ﾌｳﾏ 市立松戸高 DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月26日 10:45 予選

6月26日 12:40 準決勝

6月26日 14:40 決勝

2011/6/26 14:50凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり



男子400mH(0.914m)

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

大会記録(GR)            50.16     吉澤　賢(千葉・デサントTC)            第58回

前年度選手権者(PC)      52.49     出浦　教行(千葉・チームアイマ)        2010.6.27

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月26日 10:45 予選

6月26日 12:40 準決勝

6月26日 14:40 決勝

準決勝 2組4着

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 5 61 出浦　　教行(87) ﾃﾞｳﾗ ﾉﾘﾕｷ チームアイマ 53.28 Q
2 8 58 笛木　　靖宏(85) ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ チームアイマ 53.56 Q
3 3 2804 野口　　直人(94) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 西武台千葉高 54.05 Q
4 7 328 橋本　　考興(92) ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵｷ 日本大 54.10 Q
5 1 327 須貝　　　諒(92) ｽｶﾞｲ ﾘｮｳ 日本大 54.78
6 6 355 髙橋　　拓也(92) ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 平成国際大 54.79
7 2 1990 藤本　　雅大(94) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 鎌ヶ谷高 56.27
8 4 531 越川　　崇宏(94) ｺｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 匝瑳高 56.88

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント 通過

1 8 54 平井　　健一(88) ﾋﾗｲ ｹﾝｲﾁ NewModeAC 54.99 Q
2 4 1049 鈴木　　幹太(93) ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 八千代松陰高 56.00 Q
3 5 2205 清水　　脩平(93) ｼﾐｽﾞ ｼｭｳﾍｲ 東海大浦安高 56.86 Q
4 7 55 佐藤　　智哉(88) ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ NewModeAC 56.87 Q
5 6 28 高橋　　良直(76) ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾅｵ ＡＳ市川 57.07
6 3 3098 吉崎　　将真(93) ﾖｼｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 市立柏高 58.93

1 3025 金子　　元貴(95) ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ 柏中央高 DNS
2 235 平本　　大典(93) ﾋﾗﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 安房高 DNS

決勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 5 58 笛木　　靖宏(85) ﾌｴｷ ﾔｽﾋﾛ チームアイマ 50.95
2 3 61 出浦　　教行(87) ﾃﾞｳﾗ ﾉﾘﾕｷ チームアイマ 51.08
3 4 54 平井　　健一(88) ﾋﾗｲ ｹﾝｲﾁ NewModeAC 52.44
4 7 2804 野口　　直人(94) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 西武台千葉高 53.16
5 1 328 橋本　　考興(92) ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵｷ 日本大 53.64
6 6 1049 鈴木　　幹太(93) ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 八千代松陰高 55.01
7 8 2205 清水　　脩平(93) ｼﾐｽﾞ ｼｭｳﾍｲ 東海大浦安高 56.80
8 2 55 佐藤　　智哉(88) ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ NewModeAC 56.99

2011/6/26 14:50凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり



男子3000mSC

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)              8:22.09   小山　隆治(千葉・クラレ)              1975.7.01
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)      9:12.82   吉田　潤(千葉・モントブラン)          2010.6.27

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 4 56 長嶋　　翔太(83) ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳﾀ チームアイマ 9:22.61
2 8 1047 濱嶋　　裕貴(93) ﾊﾏｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 八千代松陰高 9:32.64
3 5 44 渡辺　　　修(81) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ モントブラン 9:33.17
4 9 1042 吉村　　　匠(93) ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾐ 八千代松陰高 9:34.63
5 2 701 松田　　勝哉(93) ﾏﾂﾀﾞ ｶﾂﾔ 佐原白楊高 9:35.55
6 7 1653 伏木　蒼太郎(94) ﾌｼｷ ｿｳﾀﾛｳ 船橋高 9:35.79
7 1 1766 高橋　　　亮(93) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 船橋芝山高 9:41.50
8 12 45 横坂　　智彦(82) ﾖｺｻｶ ﾄﾓﾋｺ モントブラン 9:50.29

3 2422 齊藤　　　泰(93) ｻｲﾄｳ ﾀｲ 専修大松戸高 DNS
6 263 中西　　央典(88) ﾅｶﾆｼ ﾋｻﾉﾘ 工学院大 DNS
10 2429 一ノ宮　　翔(95) ｲﾁﾉﾐﾔ ｼｮｳ 専修大松戸高 DNS
11 230 赤羽　　辰望(94) ｱｶﾊﾞﾈ ﾀﾂﾐ 安房高 DNS
13 2419 張ヶ谷　真治(93) ﾊﾘｶﾞﾔ ﾏｻﾊﾙ 専修大松戸高 DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月26日 13:30 決勝

ラップ表 1000m 2000m

ナンバー 56 56

記録 3:04 6:15
決勝1組

2011/6/26 14:26凡例  DNS:欠場



男子5000mW

日本記録(NR)            18:56.70  杉本　明洋(ＡＬＳＯＫ)                2009.5.16
県記録(CR)              20:11.56  今村　文男(千葉・富士通)              2003.5.17
大会記録(GR)            21:03.91  鈴木　雄介(千葉・順天堂大)            第59回

前年度選手権者(PC)      21:36.97  大竹　洋平(千葉・明治大)              2010.6.26

決勝 

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) カナ名 所属 記録 コメント

1 12 252 野邊　　翔吏(90) ﾉﾍﾞ ｼｮｳﾘ 順天堂大 21:48.07
2 3 360 佐久間　貴弘(90) ｻｸﾏ ﾀｶﾋﾛ 千葉商科大 22:34.92
3 1 1381 濱田　　海斗(93) ﾊﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 磯辺高 22:47.31
4 6 1039 實川　　優也(93) ｼﾞﾂｶﾜ ﾕｳﾔ 八千代松陰高 22:56.45
5 11 237 友池　　翔一(90) ﾄﾓｲｹ ｼｮｳｲﾁ 国士舘大 22:59.77
6 8 361 川口　　智弥(90) ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 千葉商科大 23:19.27
7 4 1037 佐久間　　陽(93) ｻｸﾏ ﾖｳ 八千代松陰高 23:58.63
8 2 374 鎗田　　悠一(94) ﾔﾘﾀ ﾕｳｲﾁ 茂原高 24:39.26
9 5 362 吉田　　健人(91) ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 千葉商科大 24:47.02
10 7 2713 林　　　圭太(93) ﾊﾔｼ ｹｲﾀ 流山南高 25:50.87

9 2715 松本　　雄太(93) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 流山南高 DSQ,W1
10 2923 川西　　圭太(93) ｶﾜﾆｼ ｹｲﾀ 柏南高 DNS

審 判 長：今井　淳史

記録主任：岩脇　充司

6月25日 11:30 決勝

ラップ表 1000m 2000m 3000m 4000m

ナンバー 252 252 252 252

記録 4:18 8:38 12:58 17:25
決勝1組

2011/6/26 14:27凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 W1:(R230-1)接地不良



男子4X100mR
審 判 長：今井　淳史
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
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
大会記録(GR)            40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄(千葉・国士舘 6月25日 09:45 予選
前年度選手権者(PC)      40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄美(千葉・国士 6月25日 16:10 決勝

予選 4組1着＋4

1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 順天堂大・千葉

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.97 q 記録 42.33

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

ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｻｸ ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳ
1 2784 高田　　優作(93) 西武台千葉高 1 246 高田　　　将(89) 順天堂大

ｺｲｹ ﾕｳｻｸ ｵﾉ ﾏﾅﾌﾞ
2 2781 小池　　雄作(93) 西武台千葉高 2 256 小野　　　学(88) 順天堂大学大学院

ﾊｼｳﾗ ﾏｺﾄ ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ
3 2783 橋浦　　　誠(93) 西武台千葉高 3 248 大西　　正裕(87) 順天堂大

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｶｽﾞ ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾕｷ
4 2785 竹内　　友一(93) 西武台千葉高 4 247 高橋　那央之(90) 順天堂大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際武道大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 安房高・千葉
3 1 ｺﾒﾝﾄ 4 6 ｺﾒﾝﾄ

q 記録 42.38 記録 42.64

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

ｱﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ ﾋﾗﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
1 287 天本　　一駿(91) 国際武道大 1 235 平本　　大典(93) 安房高

ﾊｷﾞﾉ ﾖｼﾋｺ ｲｼｲ ｶﾝﾀ
2 285 萩野　　慶彦(89) 国際武道大 2 239 石井　　栞太(93) 安房高

ｼﾗﾔﾏ ﾋﾛｷ ｲｼｲ ｼｮｳﾏ
3 297 白山　　大樹(93) 国際武道大 3 238 石井　　翔馬(93) 安房高

ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ ﾀｶｷ ﾘｮｳﾍｲ
4 296 五島　　拓也(91) 国際武道大 4 232 高木　　稜平(93) 安房高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 姉崎高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立稲毛高・千葉
5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ

記録 42.79 記録 43.54

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

ｾﾞﾝﾊﾞ ｼｮｳﾔ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ
1 18 善場　　翔也(93) 姉崎高 1 1533 鈴木　　拓海(94) 市立稲毛高

ｲｼﾜﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾀｶ
2 16 石渡　悠二朗(94) 姉崎高 2 1529 山田　　穂高(94) 市立稲毛高

ﾏﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ﾀﾝﾀﾞ ｱｷﾗ
3 17 町田　　旺広(93) 姉崎高 3 1537 丹田　　　央(95) 市立稲毛高

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ
4 22 渡辺　　一希(95) 姉崎高 4 1519 林　　　巧海(93) 市立稲毛高

2011/6/26 14:29凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



男子4X100mR
審 判 長：今井　淳史
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
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
大会記録(GR)            40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄(千葉・国士舘 6月25日 09:45 予選
前年度選手権者(PC)      40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄美(千葉・国士 6月25日 16:10 決勝

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 日大文理クラブ・千葉
7 7 ｺﾒﾝﾄ 4 ｺﾒﾝﾄ DNS

記録 44.39 記録

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

ｸﾆﾓﾄ ﾏｻｷ
1 1477 国本　　真季(95) 犢橋高 1

ｿﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ
2 1478 園田　　一紀(95) 犢橋高 2

ﾖｼﾉ ﾀｶﾋﾛ
3 1479 吉野　　恭弘(94) 犢橋高 3

ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ
4 1480 鈴木　　　航(94) 犢橋高 4

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 柏中央高・千葉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.96 記録 43.46

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

ﾉﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｼｵｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ
1 340 野田　　翼佐(89) 東海大 1 3029 塩崎　健太朗(94) 柏中央高

ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
2 343 大井　　奨仁(92) 東海大 2 3021 石田　翔太郎(95) 柏中央高

ｲﾏｾﾞｷ ｼﾝｺﾞ ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ
3 338 今関　　真悟(89) 東海大 3 3025 金子　　元貴(95) 柏中央高

ｶﾂｲ ｹﾝｽｹ ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ
4 339 勝井　　健介(89) 東海大 4 3028 齋藤　裕一郎(94) 柏中央高

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 渋谷学園幕張高・千葉
3 2 ｺﾒﾝﾄ 4 8 ｺﾒﾝﾄ

記録 43.55 記録 43.82

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

ｲﾏｲ ﾕｳﾀ ｳﾒﾑﾗ ｷｮｳｽｹ
1 30 今井　　雄太(93) 東海大望洋高 1 1617 梅村　　享佑(95) 渋谷学園幕張高

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ
2 27 山田　　大貴(93) 東海大望洋高 2 1621 早川　　航平(96) 渋谷学園幕張高

ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾕｷ ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ
3 40 小川　　克幸(94) 東海大望洋高 3 1604 鈴木　　　隼(94) 渋谷学園幕張高

ｸﾄﾞｳ ｺｳｷ ｶﾘﾔ ｺｳｷ
4 49 工藤　　公輝(95) 東海大望洋高 4 1594 假屋　　洸希(94) 渋谷学園幕張高

2011/6/26 14:29凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



男子4X100mR
審 判 長：今井　淳史
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
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
大会記録(GR)            40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄(千葉・国士舘 6月25日 09:45 予選
前年度選手権者(PC)      40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄美(千葉・国士 6月25日 16:10 決勝

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 船橋芝山高・千葉
5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 3 ｺﾒﾝﾄ

記録 44.41 記録 44.65

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

ﾉﾓﾄ ｹｲｽｹ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ
1 1403 野本　　佳佑(93) 幕張総合高 1 2641 鈴木　　啓太(95) 船橋芝山高

ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ ｱｷﾊﾞ ｼｭｳﾍｲ
2 1410 樋口　　嵩矩(95) 幕張総合高 2 1785 秋葉　　脩平(94) 船橋芝山高

ﾔﾏﾓﾘ ﾋﾛｷ ｲｼｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ
3 1419 山森　　宏樹(95) 幕張総合高 3 2643 石澤　賢太郎(95) 船橋芝山高

ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ
4 1418 長澤　　征大(95) 幕張総合高 4 1783 吉田　　浩二(94) 船橋芝山高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 船橋東高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 中央大・千葉
7 1 ｺﾒﾝﾄ 5 ｺﾒﾝﾄ DNS

記録 44.78 記録

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

ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾔ
1 1731 西山　　雄弥(95) 船橋東高 1

ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ
2 1725 森山　　生大(94) 船橋東高 2

ｾｷﾈ ﾂﾄﾑ
3 1723 関根　　　務(94) 船橋東高 3

ﾀｶｲ ｱｷﾉﾘ
4 1724 髙井　　彰則(94) 船橋東高 4

3組
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 千葉黎明高・千葉

1 1 ｺﾒﾝﾄ 2 2 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 42.28 q 記録 42.30

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

ｿﾒﾔ ｺｳﾀ ﾀｺﾞ ﾀﾞｲｽｹ
1 320 染谷　　康太(89) 日本大 1 932 田子　　大輔(93) 千葉黎明高

ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵｷ ｵｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ
2 328 橋本　　考興(92) 日本大 2 933 小川　　祐輔(94) 千葉黎明高

ｱﾂﾀ ﾄﾓﾔ ｻｻｷ ｱﾚｼﾞ
3 323 熱田　　智也(90) 日本大 3 929 佐々木杏澪士(93) 千葉黎明高

ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾔ ﾖｼﾊｼ ﾕｳｼﾞ
4 326 久保木　裕也(92) 日本大 4 930 吉橋　　祐士(93) 千葉黎明高

2011/6/26 14:29凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



男子4X100mR
審 判 長：今井　淳史
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
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
大会記録(GR)            40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄(千葉・国士舘 6月25日 09:45 予選
前年度選手権者(PC)      40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄美(千葉・国士 6月25日 16:10 決勝

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 東葛飾高・千葉
3 7 ｺﾒﾝﾄ 4 4 ｺﾒﾝﾄ

記録 42.44 記録 43.10

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

ｾｵ ﾕｳｷ ｱﾗｲ ﾊﾔﾄ
1 1813 瀬尾　　裕樹(93) 船橋法典高 1 2851 荒井　　隼人(94) 東葛飾高

ｲﾘﾔﾏ ﾀｲｶﾞ ﾃﾗｶﾞｷ ﾕｳｽｹ
2 1818 入山　　帝我(94) 船橋法典高 2 2858 寺垣　　佑介(94) 東葛飾高

ｶﾄｳ ｼｭﾝ ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ
3 1821 加藤　　　駿(94) 船橋法典高 3 2859 馬場　　雄希(94) 東葛飾高

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ ｸﾘﾊﾗ ﾀｶｼ
4 1814 藤本　　雄大(93) 船橋法典高 4 2855 栗原　　　隆(94) 東葛飾高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東総工高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立船橋高・千葉
5 8 ｺﾒﾝﾄ 3 ｺﾒﾝﾄ DSQ,R2

記録 44.11 記録

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

ｲﾜｲ ﾚﾝ ﾀｹﾖｼ ﾀﾞｲｷ
1 555 岩井　　　廉(93) 東総工高 1 1884 竹吉　　大記(94) 市立船橋高

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ｴﾋﾞﾊﾗ ｼｮｳ
2 556 山田　　雅浩(93) 東総工高 2 1881 海老原　　匠(94) 市立船橋高

ﾊﾔｼ ﾏｻﾔ ﾌｸﾘ ﾘｮｳ
3 554 林　　　政弥(94) 東総工高 3 1879 譜久里　　龍(94) 市立船橋高

ｵｵﾊｼ ﾀｹｵﾘ ｻﾄｳ ﾏｻｷﾐ
4 553 大橋　　猛織(93) 東総工高 4 1863 佐藤　　政君(94) 市立船橋高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 筑波大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 平成国際大・千葉
5 ｺﾒﾝﾄ DNS 6 ｺﾒﾝﾄ DNS

記録 記録

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

1 1

2 2

3 3

4 4

2011/6/26 14:29凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



男子4X100mR
審 判 長：今井　淳史
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
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
大会記録(GR)            40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄(千葉・国士舘 6月25日 09:45 予選
前年度選手権者(PC)      40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄美(千葉・国士 6月25日 16:10 決勝

4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 東海大浦安高・千葉

1 4 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 41.53 q 記録 41.72

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

ｹﾝｶﾞｸ ﾕｳｷ ｵｵｾﾞｷ ﾕｳﾔ
1 233 見学　　佑樹(91) 国士舘大 1 2207 大関　　祐也(94) 東海大浦安高

ﾐﾔｼﾞ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ
2 225 宮路　隆一郎(89) 国士舘大 2 2206 坂本　　和紀(94) 東海大浦安高

ｼｼｸﾗ ﾀｶﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ
3 228 宍倉　　隆広(90) 国士舘大 3 2201 高橋　　健太(93) 東海大浦安高

ｼﾊﾞﾀ ｱﾗﾝ ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ
4 229 柴田　　亜蘭(90) 国士舘大 4 2216 川上　　拓也(95) 東海大浦安高

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 船橋高・千葉
3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 8 ｺﾒﾝﾄ

記録 42.83 記録 45.91

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

ﾊﾊﾞｶﾘ ﾕｳﾀ ｱﾍﾞ ﾄﾓﾌﾐ
1 866 葉計　　勇太(94) 東京学館高 1 1667 阿部　　倫史(94) 船橋高

ｱｷﾀ ﾕｳﾍｲ ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ
2 873 穐田　　裕平(95) 東京学館高 2 1664 竹林　　尚輝(94) 船橋高

ﾌｼﾐ ﾘｮｳ ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ
3 876 伏見　　　亮(95) 東京学館高 3 1661 横山　　広真(94) 船橋高

ｽｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ ｲﾀﾔ ﾋﾛﾄﾑ
4 874 酢﨑　　充洋(95) 東京学館高 4 1659 板谷　大叶夢(94) 船橋高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 木更津総合高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 八千代松陰高・千葉
3 ｺﾒﾝﾄ DSQ,R2 7 ｺﾒﾝﾄ DSQ,R1

記録 記録

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

ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ ｶﾏﾀ ﾕｳｷ
1 123 影山　　　匠(93) 木更津総合高 1 1077 鎌田　　佑貴(94) 八千代松陰高

ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾞ ｶﾄｳ ｼｮｳﾍｲ
2 135 野村　　剛史(94) 木更津総合高 2 1076 加藤　　翔平(94) 八千代松陰高

ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ
3 141 鈴木　　章弘(95) 木更津総合高 3 1073 増田　　寛之(95) 八千代松陰高

ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾔ ｶﾝﾍﾞ ﾋﾛｷ
4 124 永嶋　　祐也(93) 木更津総合高 4 1079 神戸　　裕貴(95) 八千代松陰高

2011/6/26 14:29凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



男子4X100mR
審 判 長：今井　淳史
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
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
大会記録(GR)            40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄(千葉・国士舘 6月25日 09:45 予選
前年度選手権者(PC)      40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄美(千葉・国士 6月25日 16:10 決勝

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日体大・千葉
2 ｺﾒﾝﾄ DNS

記録

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

1

2

3

4

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 東海大浦安高・千葉
1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 8 ｺﾒﾝﾄ

記録 41.40 記録 41.80

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

ｹﾝｶﾞｸ ﾕｳｷ ｵｵｾﾞｷ ﾕｳﾔ
1 233 見学　　佑樹(91) 国士舘大 1 2207 大関　　祐也(94) 東海大浦安高

ﾐﾔｼﾞ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ
2 225 宮路　隆一郎(89) 国士舘大 2 2206 坂本　　和紀(94) 東海大浦安高

ｼｼｸﾗ ﾀｶﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ
3 228 宍倉　　隆広(90) 国士舘大 3 2201 高橋　　健太(93) 東海大浦安高

ｼﾊﾞﾀ ｱﾗﾝ ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ
4 229 柴田　　亜蘭(90) 国士舘大 4 2216 川上　　拓也(95) 東海大浦安高

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 千葉黎明高・千葉
3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 7 ｺﾒﾝﾄ

記録 41.98 記録 42.10

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

ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｻｸ ﾀｺﾞ ﾀﾞｲｽｹ
1 2784 高田　　優作(93) 西武台千葉高 1 932 田子　　大輔(93) 千葉黎明高

ｺｲｹ ﾕｳｻｸ ｵｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ
2 2781 小池　　雄作(93) 西武台千葉高 2 933 小川　　祐輔(94) 千葉黎明高

ﾊｼｳﾗ ﾏｺﾄ ｻｻｷ ｱﾚｼﾞ
3 2783 橋浦　　　誠(93) 西武台千葉高 3 929 佐々木杏澪士(93) 千葉黎明高

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｶｽﾞ ﾖｼﾊｼ ﾕｳｼﾞ
4 2785 竹内　　友一(93) 西武台千葉高 4 930 吉橋　　祐士(93) 千葉黎明高

2011/6/26 14:29凡例  DNS:欠場 DSQ:失格 R1:(R170-14)オーバーゾーン １→２ R2:(R170-14)オーバーゾーン ２→３



男子4X100mR
審 判 長：今井　淳史
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
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
大会記録(GR)            40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄(千葉・国士舘 6月25日 09:45 予選
前年度選手権者(PC)      40.75     川口　洋幸・柴田　亜蘭・宍倉　隆広・栖原　真澄美(千葉・国士 6月25日 16:10 決勝

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 国際武道大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大・千葉
5 1 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ

記録 42.21 記録 42.26

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

ｱﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ ﾉﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ
1 287 天本　　一駿(91) 国際武道大 1 340 野田　　翼佐(89) 東海大

ﾊｷﾞﾉ ﾖｼﾋｺ ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ
2 285 萩野　　慶彦(89) 国際武道大 2 343 大井　　奨仁(92) 東海大

ｼﾗﾔﾏ ﾋﾛｷ ｲﾏｾﾞｷ ｼﾝｺﾞ
3 297 白山　　大樹(93) 国際武道大 3 338 今関　　真悟(89) 東海大

ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ ｶﾂｲ ｹﾝｽｹ
4 296 五島　　拓也(91) 国際武道大 4 339 勝井　　健介(89) 東海大

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 順天堂大・千葉
7 5 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ

記録 42.56 記録 42.83

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

ｿﾒﾔ ｺｳﾀ ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳ
1 320 染谷　　康太(89) 日本大 1 246 高田　　　将(89) 順天堂大

ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵｷ ｵﾉ ﾏﾅﾌﾞ
2 328 橋本　　考興(92) 日本大 2 256 小野　　　学(88) 順天堂大学大学院

ｱﾂﾀ ﾄﾓﾔ ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ
3 323 熱田　　智也(90) 日本大 3 248 大西　　正裕(87) 順天堂大

ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾔ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ
4 326 久保木　裕也(92) 日本大 4 257 安藤　　優介(92) 順天堂大
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男子4X400mR
審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:00.76   苅部俊二-伊東浩司-小坂田淳-大森盛一(日本)1996.8.3
県記録(CR)              3:06.11   千葉　佳裕・小林　稔・笹野　浩志・巴木　隆二(千葉・富士通)2003.10.12
大会記録(GR)            3:12.44   林　康平・深尾　真澄・吉田　剛士・小森　一生(千葉・東海大)第59回 6月26日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      3:15.53   柴田　亜蘭・富松　直人・栖原　真澄・木塚　渚(千葉・国士舘大)2010.6.27 6月26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 東海大・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 薬園台高・千葉

1 3 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:20.02 q 記録 3:20.52

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

ﾀﾅｶ ﾘｭｳｲﾁ ﾌﾁｶﾞﾐ ﾋﾛｼ
1 341 田中　　龍一 (89) 東海大 1 1692 渕上　　　宏 (94) 薬園台高

ﾉﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ
2 340 野田　　翼佐 (89) 東海大 2 1679 高橋　　慶貴 (93) 薬園台高

ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ ﾖｺﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ
3 343 大井　　奨仁 (92) 東海大 3 1681 横田　雄一郎 (94) 薬園台高

ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ
4 342 松本　　直也 (90) 東海大 4 1678 中村　　大介 (93) 薬園台高

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 国際武道大・千葉

3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:21.48 記録 3:24.40

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

ｲﾘﾔﾏ ﾀｲｶﾞ ﾀｶｻｶ ﾄｼﾋｺ
1 1818 入山　　帝我 (94) 船橋法典高 1 299 高坂　　俊宏 国際武道大

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ ﾊｷﾞﾉ ﾖｼﾋｺ
2 1814 藤本　　雄大 (93) 船橋法典高 2 285 萩野　　慶彦 (89) 国際武道大

ｱﾍﾞ ﾀｸﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ
3 1815 安部　　拓也 (93) 船橋法典高 3 298 中村　　祐也 (92) 国際武道大

ｶﾄｳ ｼｭﾝ ｵｻﾅｲ ｻﾄｼ
4 1821 加藤　　　駿 (94) 船橋法典高 4 286 長内　　　智 (90) 国際武道大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 流山南高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東海大望洋高・千葉

5 8 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:27.47 記録 3:29.59

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

ｴﾁｺﾞﾔ ﾕﾀｶ ｲｹ ｼｭﾝｲﾁ
1 2702 越後屋　　裕 (94) 流山南高 1 33 池　　　俊一 (93) 東海大望洋高

ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ ｸﾄﾞｳ ｺｳｷ
2 2728 廣田　　勇希 (94) 流山南高 2 49 工藤　　公輝 (95) 東海大望洋高

ﾃﾙｲ ｼｭｳﾍｲ ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞﾛｳ
3 2711 照井　　修平 (93) 流山南高 3 60 鈴木　修二郎 (95) 東海大望洋高

ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ｳｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
4 2714 松村　　裕大 (94) 流山南高 4 43 鵜澤　　亮太 (94) 東海大望洋高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 長生高・千葉

7 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:29.84

カナ名
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(生年) 所属

ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀ
1 349 平野　　悠太 (94) 長生高

ｱﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ
2 345 荒谷　　和彦 (94) 長生高

ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ
3 356 石川　　雄規 (94) 長生高

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｽｹ
4 354 山本　　真輔 (94) 長生高
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男子4X400mR
審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:00.76   苅部俊二-伊東浩司-小坂田淳-大森盛一(日本)1996.8.3
県記録(CR)              3:06.11   千葉　佳裕・小林　稔・笹野　浩志・巴木　隆二(千葉・富士通)2003.10.12
大会記録(GR)            3:12.44   林　康平・深尾　真澄・吉田　剛士・小森　一生(千葉・東海大)第59回 6月26日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      3:15.53   柴田　亜蘭・富松　直人・栖原　真澄・木塚　渚(千葉・国士舘大)2010.6.27 6月26日 15:40 決勝

2組
着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立船橋高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 西武台千葉高・千葉

1 6 ｺﾒﾝﾄ 2 4 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:14.05 q 記録 3:16.55

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

ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ
1 1878 相山　慶太郎 (94) 市立船橋高 1 2791 齋藤　　雄也 (93) 西武台千葉高

ﾅｼﾓﾄ ﾏｻｷ ﾀﾂﾉ ﾐﾂﾙ
2 1861 梨本　　真輝 (93) 市立船橋高 2 2792 辰野　　　充 (94) 西武台千葉高

ﾂﾅｶﾜ ﾊﾔﾄ ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｶｽﾞ
3 1862 綱川　　隼人 (93) 市立船橋高 3 2785 竹内　　友一 (93) 西武台千葉高

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｺｲｹ ﾕｳｻｸ
4 1870 山本　　純平 (93) 市立船橋高 4 2781 小池　　雄作 (93) 西武台千葉高

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 鎌ヶ谷高・千葉

3 5 ｺﾒﾝﾄ 4 7 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:23.16 記録 3:23.48

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

ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ
1 2857 坂本　　昌樹 (94) 東葛飾高 1 1990 藤本　　雅大 (94) 鎌ヶ谷高

ｸﾘﾊﾗ ﾀｶｼ ｺｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ
2 2855 栗原　　　隆 (94) 東葛飾高 2 1989 児島　　孝明 (93) 鎌ヶ谷高

ﾃﾗｶﾞｷ ﾕｳｽｹ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ
3 2858 寺垣　　佑介 (94) 東葛飾高 3 1988 鈴木　　啓太 (94) 鎌ヶ谷高

ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲﾁ
4 2859 馬場　　雄希 (94) 東葛飾高 4 2023 山下　　大地 (94) 鎌ヶ谷高

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 市立千葉高・千葉

5 3 ｺﾒﾝﾄ 6 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:27.44 記録 3:33.46

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

ｱｷﾊﾞ ｼｭｳﾍｲ ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾛｷ
1 1785 秋葉　　脩平 (94) 船橋芝山高 1 1506 福永　　広希 (95) 市立千葉高

ﾓﾘﾔ ｼｮｳﾍｲ ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ
2 1779 守屋　　翔平 (94) 船橋芝山高 2 1497 梶原　　悠佑 (94) 市立千葉高

ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾔ
3 1783 吉田　　浩二 (94) 船橋芝山高 3 1505 下村　　直矢 (95) 市立千葉高

ｲｼｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ ﾓﾘｵ ﾅｵｷ
4 2643 石澤　賢太郎 (95) 船橋芝山高 4 1504 森尾　奈央樹 (95) 市立千葉高
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男子4X400mR
審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:00.76   苅部俊二-伊東浩司-小坂田淳-大森盛一(日本)1996.8.3
県記録(CR)              3:06.11   千葉　佳裕・小林　稔・笹野　浩志・巴木　隆二(千葉・富士通)2003.10.12
大会記録(GR)            3:12.44   林　康平・深尾　真澄・吉田　剛士・小森　一生(千葉・東海大)第59回 6月26日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      3:15.53   柴田　亜蘭・富松　直人・栖原　真澄・木塚　渚(千葉・国士舘大)2010.6.27 6月26日 15:40 決勝

3組
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 日大文理クラブ・千葉

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:20.55 q 記録 3:20.89

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

ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ
1 2331 田村　　友輝 (93) 松戸六実高 1 66 小林　　春輝 (90) 日大文理クラブ

ﾖﾓｷﾞｻﾞﾜ ｼｭﾝ ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ
2 2339 蓬澤　　　俊 (93) 松戸六実高 2 68 山下　　友貴 (90) 日大文理クラブ

ﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾔ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ
3 2328 田嶋　　瑠也 (94) 松戸六実高 3 70 齋藤　　雄大 (91) 日大文理クラブ

ｳﾒｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ
4 2329 梅澤　　宗史 (93) 松戸六実高 4 69 中村　　　仁 (90) 日大文理クラブ

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 東海大浦安高・千葉

3 2 ｺﾒﾝﾄ 4 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:23.00 記録 3:23.64

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

ｲｼｲ ｶﾝﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁﾛｳ
1 945 石井　貫太郎 (95) 千葉黎明高 1 2218 山本　　一郎 (95) 東海大浦安高

ｵｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ ｻｸﾏ ﾀｶﾊﾙ
2 933 小川　　祐輔 (94) 千葉黎明高 2 2204 佐久間　誉治 (93) 東海大浦安高

ﾂﾈﾖｼ ｹｲｽｹ ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｷ
3 947 恒吉　　慧亮 (95) 千葉黎明高 3 2221 森山　　裕貴 (95) 東海大浦安高

ｼﾊﾞｻｷ ｶｽﾞﾏ ｻｻｷ ﾌﾐﾔ
4 936 柴崎　　一馬 (95) 千葉黎明高 4 2222 佐々木　郁弥 (95) 東海大浦安高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 東金商高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 順天堂大・千葉

5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 ｺﾒﾝﾄ DNS
記録 3:25.73 記録

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

ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ
1 413 石田　　瑞希 (95) 東金商高

ｶﾄｳ ﾖｳﾔ 1
2 406 加藤　　陽也 (93) 東金商高

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 2
3 415 鈴木　　隼斗 (94) 東金商高

ｶｽﾔ ﾅｵﾄ 3
4 416 粕谷　　直人 (94) 東金商高

4
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男子4X400mR
審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:00.76   苅部俊二-伊東浩司-小坂田淳-大森盛一(日本)1996.8.3
県記録(CR)              3:06.11   千葉　佳裕・小林　稔・笹野　浩志・巴木　隆二(千葉・富士通)2003.10.12
大会記録(GR)            3:12.44   林　康平・深尾　真澄・吉田　剛士・小森　一生(千葉・東海大)第59回 6月26日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      3:15.53   柴田　亜蘭・富松　直人・栖原　真澄・木塚　渚(千葉・国士舘大)2010.6.27 6月26日 15:40 決勝

4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

1 5 ｺﾒﾝﾄ 2 3 ｺﾒﾝﾄ
Q 記録 3:20.70 q 記録 3:20.91

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

ｳﾒﾀﾞ ﾏｻｷ ｸﾛｽ ｾｲｼﾞｭ
1 232 梅田　　正輝 (90) 国士舘大 1 1056 黒須　　聖樹 (93) 八千代松陰高

ﾄﾐﾏﾂ ﾅｵﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ
2 226 富松　　直人 (89) 国士舘大 2 1055 渡邊　　一樹 (93) 八千代松陰高

ｶﾈﾐﾂ ｱｵｲ ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ
3 235 金光　　　葵 (92) 国士舘大 3 1073 増田　　寛之 (95) 八千代松陰高

ｷﾂﾞｶ ﾅｷﾞｻ ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ
4 227 木塚　　　渚 (90) 国士舘大 4 1049 鈴木　　幹太 (93) 八千代松陰高

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 安房高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 日本大・千葉

3 6 ｺﾒﾝﾄ 4 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:24.02 記録 3:26.40

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

ｲｼｲ ｶﾝﾀ ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾔ
1 239 石井　　栞太 (93) 安房高 1 326 久保木　裕也 (92) 日本大

ｲｼｲ ｼｮｳﾏ ｱﾂﾀ ﾄﾓﾔ
2 238 石井　　翔馬 (93) 安房高 2 323 熱田　　智也 (90) 日本大

ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ ｻｸﾗｲ ｼｭﾝ
3 246 鈴木　　恒平 (94) 安房高 3 329 桜井　　　駿 (92) 日本大

ﾋﾗﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ ｿﾒﾔ ｺｳﾀ
4 235 平本　　大典 (93) 安房高 4 320 染谷　　康太 (89) 日本大

着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 市立柏高・千葉 着順 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名・所属 船橋高・千葉

5 7 ｺﾒﾝﾄ 6 4 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:27.61 記録 3:35.27

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

ｶｷｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ
1 3103 柿澤　　諒平 (94) 市立柏高 1 1664 竹林　　尚輝 (94) 船橋高

ﾁﾝｾﾞｲ ﾘｸ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
2 3100 鎮西　　莉工 (94) 市立柏高 2 1657 小林　　優希 (94) 船橋高

ﾀｹﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝ ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ
3 3102 竹塚　　　惇 (94) 市立柏高 3 1661 横山　　広真 (94) 船橋高

ﾃﾗｳﾁ ｺｳﾍｲ ｱﾍﾞ ﾄﾓﾌﾐ
4 3101 寺内　　皐平 (94) 市立柏高 4 1667 阿部　　倫史 (94) 船橋高
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男子4X400mR
審 判 長：今井　淳史
記録主任：岩脇　充司

日本記録(NR)            3:00.76   苅部俊二-伊東浩司-小坂田淳-大森盛一(日本)1996.8.3
県記録(CR)              3:06.11   千葉　佳裕・小林　稔・笹野　浩志・巴木　隆二(千葉・富士通)2003.10.12
大会記録(GR)            3:12.44   林　康平・深尾　真澄・吉田　剛士・小森　一生(千葉・東海大)第59回 6月26日 09:30 予選
前年度選手権者(PC)      3:15.53   柴田　亜蘭・富松　直人・栖原　真澄・木塚　渚(千葉・国士舘大)2010.6.27 6月26日 15:40 決勝

決勝 

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 市立船橋高・千葉

1 7 ｺﾒﾝﾄ 2 5 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:14.48 記録 3:15.34

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

ｺｿﾈ ｹｲﾀ ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ
1 2782 小曽根　健太 (93) 西武台千葉高 1 1878 相山　慶太郎 (94) 市立船橋高

ﾀﾂﾉ ﾐﾂﾙ ﾅｼﾓﾄ ﾏｻｷ
2 2792 辰野　　　充 (94) 西武台千葉高 2 1861 梨本　　真輝 (93) 市立船橋高

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｶｽﾞ ﾂﾅｶﾜ ﾊﾔﾄ
3 2785 竹内　　友一 (93) 西武台千葉高 3 1862 綱川　　隼人 (93) 市立船橋高

ｺｲｹ ﾕｳｻｸ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
4 2781 小池　　雄作 (93) 西武台千葉高 4 1870 山本　　純平 (93) 市立船橋高

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 東海大・千葉

3 3 ｺﾒﾝﾄ 4 6 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:15.62 記録 3:18.73

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

ｳﾒﾀﾞ ﾏｻｷ ﾀﾅｶ ﾘｭｳｲﾁ
1 232 梅田　　正輝 (90) 国士舘大 1 341 田中　　龍一 (89) 東海大

ｼﾊﾞﾀ ｱﾗﾝ ﾉﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ
2 229 柴田　　亜蘭 (90) 国士舘大 2 340 野田　　翼佐 (89) 東海大

ｹﾝｶﾞｸ ﾕｳｷ ｵｵｲ ﾀｽｸﾐ
3 233 見学　　佑樹 (91) 国士舘大 3 343 大井　　奨仁 (92) 東海大

ｷﾂﾞｶ ﾅｷﾞｻ ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ
4 227 木塚　　　渚 (90) 国士舘大 4 342 松本　　直也 (90) 東海大

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 日大文理クラブ・千葉

5 4 ｺﾒﾝﾄ 6 1 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:19.36 記録 3:19.81

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

ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ
1 2331 田村　　友輝 (93) 松戸六実高 1 70 齋藤　　雄大 (91) 日大文理クラブ

ﾖﾓｷﾞｻﾞﾜ ｼｭﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ
2 2339 蓬澤　　　俊 (93) 松戸六実高 2 69 中村　　　仁 (90) 日大文理クラブ

ﾀｼﾞﾏ ﾘｭｳﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ
3 2328 田嶋　　瑠也 (94) 松戸六実高 3 66 小林　　春輝 (90) 日大文理クラブ

ｳﾒｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ
4 2329 梅澤　　宗史 (93) 松戸六実高 4 68 山下　　友貴 (90) 日大文理クラブ

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 八千代松陰高・千葉

7 8 ｺﾒﾝﾄ 8 2 ｺﾒﾝﾄ
記録 3:20.37 記録 3:20.81

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

ﾌﾁｶﾞﾐ ﾋﾛｼ ｸﾛｽ ｾｲｼﾞｭ
1 1692 渕上　　　宏 (94) 薬園台高 1 1056 黒須　　聖樹 (93) 八千代松陰高

ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ
2 1679 高橋　　慶貴 (93) 薬園台高 2 1055 渡邊　　一樹 (93) 八千代松陰高

ﾖｺﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ
3 1681 横田　雄一郎 (94) 薬園台高 3 1073 増田　　寛之 (95) 八千代松陰高

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ ｶﾄｳ ｼｮｳﾍｲ
4 1678 中村　　大介 (93) 薬園台高 4 1076 加藤　　翔平 (94) 八千代松陰高
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