
男子110mH(1.067m)

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

タイムレース 13組

1組 風:+1.2

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 6 749 五島　拓也 (大学) ｺﾞｼﾏ ﾀｸﾔ 千葉 国際武道大 15.33
2 1 751 片山　千智 (大学) ｶﾀﾔﾏ ﾁﾋﾛ 千葉 国際武道大 15.56
3 2 2212 市原　匡将 (高３) ｲﾁﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 千葉 東海大浦安高 15.78
4 8 448 吉野　健太郎 (高３) ﾖｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 成東高 15.89
5 7 456 富田　佳輝 (高２) ﾄﾐﾀ ﾖｼｷ 千葉 成東高 16.67

3 1884 竹吉　大記 (高３) ﾀｹﾖｼ ﾀﾞｲｷ 千葉 市立船橋高 DNS
4 698 田野中　輔 ﾀﾉﾅｶ ﾀｽｸ 千葉 富士通 DNS
5 750 白山　大樹 (大学) ｼﾗﾔﾏ ﾋﾛｷ 千葉 国際武道大 DNS

2組 風:+0.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 2 946 土屋　徹 (高２) ﾂﾁﾔ ﾄｵﾙ 千葉 千葉黎明高 15.65
2 4 702 加藤　幸雄 (一般) ｶﾄｳ ﾕｷｵ 千葉 旭市陸協 15.87
3 6 2215 尾﨑　康太 (高２) ｵｻﾞｷ ｺｳﾀ 千葉 東海大浦安高 16.03
4 7 947 恒吉　慧亮 (高２) ﾂﾈﾖｼ ｹｲｽｹ 千葉 千葉黎明高 16.04
5 1 1882 田口　宣幸 (高３) ﾀｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉 市立船橋高 16.11
6 5 812 溝口　潤 (高２) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 千葉 成田高 16.66
7 3 531 越川　崇宏 (高３) ｺｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 千葉 匝瑳高 16.77
8 8 919 佐々木　桂樹 (高１) ｻｻｷ ｹｲｼﾞｭ 千葉 市立船橋高 19.40

3組 風:+1.3

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 7 774 伊藤　勇貴 (高２) ｲﾄｳ ﾕｳｷ 千葉 成田北高 16.47
2 4 346 荒谷　亘彦 (高３) ｱﾗﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋｺ 千葉 長生高 16.49
3 2 1076 加藤　翔平 (高３) ｶﾄｳ ｼｮｳﾍｲ 千葉 八千代松陰高 17.08
4 6 2220 吉澤　陸 (高２) ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｸ 千葉 東海大浦安高 17.18
5 1 695 伊藤　智也 (高２) ｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 千葉 佐原高 17.39
6 5 730 桒原　春紀 (高３) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄｷﾉﾘ 千葉 多古高 18.03

3 743 鈴木　陽一 (一般) ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ 千葉 土気ＴＦＣ DNS
8 2291 渡辺　諒人 (高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾄ 千葉 小金高 DNS

4組 風:+1.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 6 1333 菅原　直人 (高２) ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾄ 千葉 京葉工高 17.09
2 1 1466 結城　伸吾 (高２) ﾕｳｷ ｼﾝｺﾞ 千葉 千葉西高 17.31
3 8 639 森　侑亮 (高３) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 千葉 市立銚子高 17.44

5 2977 林　麟太郎 (高３) ﾊﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 千葉 柏陵高 DSQ,TG
2 679 塚本　慶之 (高３) ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 千葉 佐原高 DNS
3 781 鳥谷峯　裕也 (高１) ﾄﾔﾐﾈ ﾕｳﾔ 千葉 成田高 DNS
4 2125 藤井　達也 (高３) ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾔ 千葉 市川高 DNS
7 678 大野　豪之 (高３) ｵｵﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉 佐原高 DNS

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司

4月14日 10:30 タイムレース
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5組 風:+3.1

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 8 2100 江口　幹央 (高３) ｴｸﾞﾁ ﾐｷｵ 千葉 市川東高 17.35
2 3 142 溝口　宏 (高２) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 千葉 木更津総合高 17.39
3 6 1235 阿部　翔太 (高１) ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 千葉 千葉商高 17.41
4 4 1384 國吉　要 ｸﾆﾖｼ ｶﾅﾒ 千葉 磯辺高 17.66
5 5 1370 鈴木　達也 (高３) ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 千葉 千葉北高 17.69

1 2158 根本　大輝 (高３) ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 千葉 昭和学院高 DNS
2 844 増井　和也 (高２) ﾏｽｲ ｶｽﾞﾔ 千葉 富里高 DNS
7 589 岩瀬　康平 (高３) ｲﾜｾ ｺｳﾍｲ 千葉 銚子商高 DNS

6組 風:+2.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 8 982 座古　雄介 (高３) ｻﾞｺ ﾕｳｽｹ 千葉 千葉敬愛高 16.96
2 3 2297 齊藤　裕 (高３) ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ 千葉 小金高 17.65
3 2 1697 伊藤　滉哉 (高２) ｲﾄｳ ｺｳﾔ 千葉 薬園台高 17.81
4 5 345 荒谷　和彦 (高３) ｱﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ 千葉 長生高 18.07
5 6 1605 藤松　雅幸 (高３) ﾌｼﾞﾏﾂ ﾏｻﾕｷ 千葉 渋谷幕張高 18.14
6 1 898 原田　英和 (高２) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 千葉 佐倉高 18.24
7 4 986 櫻井　琢也 (高２) ｻｸﾗｲ ﾀｸﾔ 千葉 千葉敬愛高 19.80
8 7 1498 金江　亮拓 (高３) ｶﾅｴ ﾘｮｳﾀ 千葉 市立千葉高 22.39

7組 風:+4.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 8 1562 白石　祐樹 (高３) ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ 千葉 千葉経大附高 18.05
2 6 578 岩瀬　佳介 (高１) ｲﾜｾ ｹｲｽｹ 千葉 銚子商高 18.11
3 2 359 茂手木　慶 (高３) ﾓﾃｷﾞ ｹｲ 千葉 長生高 18.19
4 3 901 上田　倖希 (高１) ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 千葉 佐倉高 18.79
5 4 3893 飯笹　学 (高２) ｲｲｻﾞｻ ﾏﾅﾌﾞ 千葉 小見川高 19.01
6 7 1507 高森　楓太 (高２) ﾀｶﾓﾘ ｿｳﾀ 千葉 市立千葉高 19.68

1 443 北原　知義 (高３) ｷﾀﾊﾗ ﾄﾓﾖｼ 千葉 成東高 DNS
5 1069 古屋　幸浩 (高３) ﾌﾙﾔ ﾕｷﾋﾛ 千葉 八千代松陰高 DNS

8組 風:+1.6

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 8 1156 樋口　力王 (高１) ﾋｸﾞﾁ ﾘｷｵｳ 千葉 実籾高 17.15
2 4 559 佐藤　治 (高２) ｻﾄｳ ｵｻﾑ 千葉 東総工高 17.73
3 6 2644 加瀬　敦也 (高２) ｶｾ ｱﾂﾔ 千葉 船橋芝山高 17.80
4 3 714 佐藤　弘貴 (高３) ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 千葉 多古高 19.11

2 206 吉村　俊輝 (高3) ﾖｼﾑﾗ ﾄｼｷ 千葉 上総高 DNS
5 493 中村　亮太 (高３) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 千葉 木更津高専 DNS
7 3865 安藤　翔也 (高２) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾔ 千葉 市立銚子高 DNS

9組 風:+1.0

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 7 2938 横山　隆一 (高２) ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 千葉 柏南高 18.28
2 3 1702 衣川　諒 (高１) ｷﾇｶﾞﾜ ﾘｮｳ 千葉 薬園台高 19.05
3 6 1661 横山　広真 (高３) ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ 千葉 県立船橋 20.09
4 4 3385 星野　晴哉 (高２) ﾎｼﾉ ﾊﾙﾔ 千葉 市川東高 20.70
5 5 838 田中　絃太 (高１) ﾀﾅｶ ｹﾞﾝﾀ 千葉 渋谷幕張高 20.73

2 880 田鎖　慎也 (高２) ﾀｸﾞｻﾘ ｼﾝﾔ 千葉 東京学館高 DNF
8 693 福元　聖矢 (高２) ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 千葉 佐原高 DNS
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10組 風:+0.4

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 2 949 飯田　祐輝 (高２) ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ 千葉 千葉黎明高 17.83
2 3 957 今敷　修大 (高２) ｲﾏｼｷ ﾔｽﾋﾛ 千葉 四街道高 18.95
3 5 1105 植村　彰太 (高２) ｳｴﾑﾗ ｼｮｳﾀ 千葉 八千代松陰高 19.51
4 8 653 石井　春希 (高１) ｲｼｲ ﾊﾙｷ 千葉 小見川高 19.76
5 4 23 志村　仁紀 (高３) ｼﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 千葉 姉崎高 19.85
6 6 1665 小泉　剛 (高３) ｺｲｽﾞﾐ ｺﾞｳ 千葉 県立船橋 20.86

7 1509 渡辺　弘大 (高２) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 千葉 市立千葉高 DNS

11組 風:+2.3

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 2 1140 丸橋　主有 (高２) ﾏﾙﾊｼ ｼｭｳ 千葉 実籾高 18.64
2 6 3783 山下　雄平 (高２) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾍｲ 千葉 小金高 19.15
3 4 1458 外山　隆太 (高３) ｿﾄﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 千葉 千葉西高 19.91
4 5 1782 鈴木　翼 (高３) ｽｽﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 千葉 船橋芝山高 19.94
5 7 1515 横田　俊 (高２) ﾖｺﾀ ｼｭﾝ 千葉 市立千葉高 21.38
6 3 266 熊澤　吉鷹 (高２) ｸﾏｻﾞﾜ ﾖｼﾀｶ 千葉 館山総合高 21.86

8 209 粕谷　虎次郎 (高２) ｶｽﾔ ｺｼﾞﾛｳ 千葉 上総高 DNS

12組 風:+3.8

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 8 42 野島　宗呂 (高３) ﾉｼﾞﾏ ﾄｷﾅｶﾞ 千葉 東海大望洋高 17.60
2 2 125 安藤　暢基 (高１) ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｷ 千葉 木更津総合高 19.96
3 3 1508 有本　泰徳 (高２) ｱﾘﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 千葉 市立千葉高 21.39
4 4 2991 石上　達也 (高２) ｲｼｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ 千葉 柏陵高 21.60
5 7 1810 内山　亮輔 (高２) ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 千葉 船橋古和釜高 21.92
6 5 3765 清水　翔 (高２) ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 千葉 柏南高 22.13

6 906 石橋　航希 (高１) ｲｼﾊﾞｼ ｺｳｷ 千葉 佐倉南高 DNS

13組 風:+4.7

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 3 1972 武本　泰漢 (高３) ﾀｹﾓﾄ ﾀｲｶﾝ 千葉 東京学館船橋高 16.59
2 7 41 岡本　慎太郎 (高３) ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉 東海大望洋高 16.92
3 4 1982 福島　優 (高２) ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾙ 千葉 東京学館船橋高 18.14
4 8 1981 田村　流星 (高２) ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 千葉 東京学館船橋高 20.64

6 1979 阿部　悠 (高２) ｱﾍﾞ ﾕｳ 千葉 東京学館船橋高 DSQ,T10
2 977 木南　優希 (高１) ｷﾅﾐ ﾕｳｷ 千葉 市川高 DNS
5 989 大竹　亮太朗 (高１) ｵｵﾀｹ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉 東海大望洋高 DNS
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