
男子1500m

県記録(CR)              3:38.9    村上　康則(千葉・富士通)              2008.7.27
県記録(CR)              3:39.09   村上　康則(千葉・富士通)              2009.5.9

タイムレース 25組

1組
順位 ORD 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 1891 本間　大登 (高２) ﾎﾝﾏ ﾏｻﾄ 千葉 市立船橋高 3:57.55
2 16 1064 荒井　七海 (高３) ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 千葉 八千代松陰高 4:00.77
3 5 1905 安井　雄一 (高２) ﾔｽｲ ﾕｳｲﾁ 千葉 市立船橋高 4:02.14
4 20 1096 花澤　賢人 (高２) ﾊﾅｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 千葉 八千代松陰高 4:02.25
5 3 1063 山﨑　和麻 (高３) ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 千葉 八千代松陰高 4:05.88
6 13 1903 保坂　拓海 (高２) ﾎｻｶ ﾀｸﾐ 千葉 市立船橋高 4:07.02
7 4 797 荒井　秀 (高３) ｱﾗｲ ｼｭｳ 千葉 成田高 4:09.04
8 12 1413 餅崎　巧実 (高３) ﾓﾁｻﾞｷ ﾀｸﾐ 千葉 幕張総合高 4:10.54
9 18 1886 天羽　勇人 (高３) ｱﾏﾊﾞ ﾊﾔﾄ 千葉 市立船橋高 4:13.54

10 7 791 向後　功一郎 (高３) ｺｳｺﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 千葉 成田高 4:14.15
11 11 2235 中村　圭吾 (高３) ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 千葉 東海大浦安高 4:14.29
12 6 627 佐川　明宏 (一般) ｻｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 千葉 印旛陸上ｸﾗﾌﾞ 4:15.93
13 10 821 斉藤　拓 (高２) ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 千葉 成田高 4:16.97
14 14 795 三河　大輝 (高３) ﾐｶﾜ ﾀﾞｲｷ 千葉 成田高 4:19.69
15 15 813 腰地　空 (高２) ｺｼｼﾞ ｿﾗ 千葉 成田高 4:31.02
16 19 820 井口　伸彦 (大学) ｲｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋｺ 千葉 日本大生産工 4:31.91

1 1861 前田　恋弥 (高１) ﾏｴﾀﾞﾚﾝﾔ 千葉 市立船橋高 DNS
8 1068 橋本　智永 (高３) ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾅｶﾞ 千葉 八千代松陰高 DNS
9 706 谷本　啓剛 (一般) ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 千葉 千葉陸協 DNS

17 1061 根本　滉平 (高３) ﾈﾓﾄ ｺｳﾍｲ 千葉 八千代松陰高 DNS

2組
順位 ﾅﾝ ﾞ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 メ ト

記録主任：岩脇　充司

4月15日 09:00 タイムレース

審 判 長：中村要一･今井淳史

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

1 14 829 鈴木　裕行 (一般) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 千葉 館山市陸協 4:07.96
2 16 1058 久保　恵登 (高３) ｸﾎﾞ ｹｲﾄ 千葉 八千代松陰高 4:08.24
3 19 1039 旭　洋太 (高１) ｱｻﾋ ﾖｳﾀ 千葉 八千代松陰高 4:09.95
4 12 2926 永野　智大 (高３) ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓﾋﾛ 千葉 柏南高 4:10.02
5 17 1036 内野　渓 (高１) ｳﾁﾉ ｹｲ 千葉 八千代松陰高 4:10.93
6 5 2936 平野　功 (高３) ﾋﾗﾉ ｲｻｵ 千葉 柏南高 4:11.45
7 8 799 宇井　章人 (高３) ｳｲ ｱｷﾋﾄ 千葉 成田高 4:12.85
8 9 2940 小林　篤史 (高２) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 千葉 柏南高 4:13.03
9 10 2252 金森　純丸 (高２) ｶﾅﾓﾘ ｽﾐﾏﾙ 千葉 東海大浦安高 4:13.41

10 18 1065 衛藤　翔 (高３) ｴﾄｳ ｼｮｳ 千葉 八千代松陰高 4:14.97
11 7 2931 出澤　侑也 (高３) ｲﾃﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 千葉 柏南高 4:15.30
12 11 1422 高橋　寛 (高２) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛ 千葉 幕張総合高 4:18.63
13 15 2405 山口　雅寛 (高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 千葉 市立松戸高 4:19.05
14 1 1100 遠藤　太貴 (高２) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ 千葉 八千代松陰高 4:19.44
15 13 2386 浅海　拓哉 (高３) ｱｻｳﾐ ﾀｸﾔ 千葉 市立松戸高 4:21.09
16 2 814 安原　雄大 (高２) ﾔｽﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 成田高 4:21.13
17 6 2383 大桃　翔一 (高３) ｵｵﾓﾓ ｼｮｳｲﾁ 千葉 市立松戸高 4:24.50

3 2948 森田　佳祐 (高２) ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ 千葉 柏南高 DNS
4 1062 黒川　恵輔 (高３) ｸﾛｶﾜ ｹｲｽｹ 千葉 八千代松陰高 DNS

20 3777 西岡　大輝 (高２) ﾆｼｵｶ ﾀｲｷ 千葉 柏南高 DNS
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4月15日 09:00 タイムレース

審 判 長：中村要一･今井淳史

3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 1 3293 松崎　巧 (高２) ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ 千葉 中央学院高 4:10.43
2 8 1429 関口　康平 (高２) ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 千葉 幕張総合高 4:10.81
3 5 515 渡邉　悠弥 (高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉 横芝敬愛高 4:11.56
4 14 414 鬼嶋　寛仁 (高２) ｷｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 千葉 東金商高 4:12.35
5 20 680 矢部　直弘 (大学) ﾔﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 千葉 東邦大 4:13.12
6 19 939 石毛　貴 (高３) ｲｼｹﾞ ﾀｶｼ 千葉 千葉黎明高 4:14.59
7 7 1386 中村　拓哉 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 千葉 磯辺高 4:14.61
8 18 410 高知尾　智 (高２) ﾀｶﾁｵ ｻﾄｼ 千葉 東金商高 4:16.52
9 11 3844 及川　直人 (高３) ｵﾖｶﾜ ﾅｵﾄ 千葉 佐原高 4:18.55

10 13 1727 田上　幸司 (高２) ﾀｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ 千葉 船橋東高 4:19.55
11 16 835 飯田　翼 (高３) ｲｲﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 千葉 富里高 4:21.82
12 6 2248 佐貝　寿春 (高２) ｻｶﾞｲ ﾄｼﾊﾙ 千葉 東海大浦安高 4:22.78
13 2 1658 福田　奨 (高３) ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳ 千葉 県立船橋 4:23.09
14 15 837 岡部　多浩 (高３) ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉 富里高 4:23.33
15 17 1620 二瓶　豪崇 (高２) ﾆﾍｲ ﾋﾃﾞﾀｶ 千葉 渋谷幕張高 4:27.47
16 12 1927 渡邊　大吾 (高２) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 千葉 日大習志野高 4:28.44
17 4 838 高橋　直也 (高３) ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 千葉 富里高 4:34.29

3 802 鈴木　啓介 (高３) ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 千葉 成田高 DNS
9 1902 中山　翔太 (高２) 千葉 市立船橋高 DNS

10 2039 滝口　諒 (高２) ﾀｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 千葉 鎌ヶ谷西高 DNS

4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 10 598 植田　光平 (高３) ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 千葉 銚子商高 4:09.58
2 11 3127 関　耕平 (高３) ｾｷ ｺｳﾍｲ 千葉 流経大付柏高 4:11.59
3 9 784 石田　直之 (一般) ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 千葉 ＡＳ市川 4:12.02
4 4 841 佐藤 亮太 (高３) ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 千葉 富里高 4:12 334 4 841 佐藤　亮太 (高３) ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 千葉 富里高 4:12.33
5 12 372 佐藤　遼太 (高３) ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 千葉 茂原高 4:14.65
6 3 2236 越智　将太 (高３) ｵﾁ ｼｮｳﾀ 千葉 東海大浦安高 4:14.84
7 5 3069 荒木　大広 (高１) ｱﾗｷ ﾀｲｺｳ 千葉 市立柏高 4:16.78
8 6 818 飯田　光希 (高２) ｲｲﾀﾞ ﾐﾂｷ 千葉 成田高 4:17.26
9 15 1038 中野　涼 (高１) ﾅｶﾉ ﾘｮｳ 千葉 八千代松陰高 4:17.73

10 20 2240 松岡　耕平 (高３) ﾏﾂｵｶ ｺｳﾍｲ 千葉 東海大浦安高 4:18.76
11 13 1862 加藤　大地 (高１) 千葉 市立船橋高 4:18.82
12 2 1901 小柳　裕史 (高２) 千葉 市立船橋高 4:19.72
13 7 1401 田端　天駆 (高１) ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶﾌﾐ 千葉 幕張総合高 4:20.68
14 19 1059 石井　宏明 (高３) ｲｼｲ ﾋﾛｱｷ 千葉 八千代松陰高 4:20.70
15 17 707 谷本　裕太 (一般) ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾀ 千葉 千葉陸協 4:24.83
16 14 1040 西澤　健太 (高１) ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 千葉 八千代松陰高 4:26.60
17 1 1091 國澤　優志 (高２) ｸﾆｻﾜ ﾕｳｼ 千葉 八千代松陰高 4:27.29
18 8 1863 佐藤　航 (高１) 千葉 市立船橋高 4:31.61
19 16 1211 武田　翼 (高２) ﾀｹﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 千葉 千葉高 4:38.78

18 1042 場中　陸 (高１) ﾊﾞﾅｶ ﾘｸ 千葉 八千代松陰高 DNS
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審 判 長：中村要一･今井淳史

5組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 7 473 森川　真気 (高３) ﾓﾘｶﾜ ﾏｻｷ 千葉 松尾高 4:13.87
2 17 1400 大森　悠太郎 (高１) ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉 幕張総合高 4:14.50
3 4 1865 矢嶋　謙吾 (高１) 千葉 市立船橋高 4:14.76
4 10 2008 岡本　羽生 (高３) ｵｶﾓﾄ ﾊｲｸ 千葉 鎌ヶ谷高 4:14.77
5 5 2126 尾山　裕紀 (高３) ｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 千葉 市川高 4:15.15
6 14 1864 伊勢　翔吾 (高１) 千葉 市立船橋高 4:15.53
7 19 3080 鈴木　雄基 (高３) ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 千葉 市立柏高 4:15.98
8 20 3088 馬場　雅人 (高２) ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾄ 千葉 市立柏高 4:17.05
9 1 1316 今井　裕一郎 (高３) ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉 千葉東高 4:22.04

10 3 635 嶋田　貴充 (高３) ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾐﾁ 千葉 市立銚子高 4:23.43
11 12 844 種部　滋教 (高１) ﾀﾈﾍﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 千葉 渋谷幕張高 4:24.89
12 9 3290 綿引　和也 (高３) ﾜﾀﾋｷ ｶｽﾞﾔ 千葉 中央学院高 4:27.64
13 6 1043 海老沢　太郎 (高１) ｴﾋﾞｻﾜ ﾀﾛｳ 千葉 八千代松陰高 4:29.33
14 16 3291 鈴木　大規 (高２) ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 千葉 中央学院高 4:31.37
15 13 1662 草原　直樹 (高３) ｸｻﾊﾗ ﾅｵｷ 千葉 県立船橋 4:32.02
16 2 1041 石崎　智大 (高１) ｲｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千葉 八千代松陰高 4:36.73

8 1421 神島　良太 (高２) ｶﾐｼﾏ ﾘｮｳﾀ 千葉 幕張総合高 DNS
11 1206 山下　弘輝 (高２) ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 千葉 千葉高 DNS
15 444 久松　勝也 (高３) ﾋｻﾏﾂ ﾏｻﾔ 千葉 成東高 DNS
18 1097 鈴木　建也 (高２) ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 千葉 八千代松陰高 DNS

6組
順位 ORD 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 1781 吉種　一樹 (高３) ﾖｼﾀﾈ ｶｽﾞｷ 千葉 船橋芝山高 4:14.70
2 7 348 作田　直也 (高３) ｻｸﾀﾞ ﾅｵﾔ 千葉 長生高 4:15.78
3 8 1060 徳田　健吾 (高３) ﾄｸﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 千葉 八千代松陰高 4:16.76
4 15 2247 野澤 一真 (高２) ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 千葉 東海大浦安高 4:19 884 15 2247 野澤　一真 (高２) ﾉｻ ﾜ ｶｽ ﾏ 千葉 東海大浦安高 4:19.88
5 16 3776 佐藤　陽 (高２) ｻﾄｳ ﾖｳ 千葉 柏南高 4:20.30
6 2 698 椿　俊哉 (高２) ﾂﾊﾞｷ ﾄｼﾔ 千葉 佐原高 4:21.45
7 19 2040 園部　勝己 (高２) ｿﾉﾍﾞ ｶﾂｷ 千葉 鎌ヶ谷西高 4:21.85
8 5 292 鴇田　昌也 (高３) ﾄｷﾀ ﾏｻﾔ 千葉 長狭高 4:21.86
9 4 2244 大内　駿 (高２) ｵｵｳﾁ ｼｭﾝ 千葉 東海大浦安高 4:22.04

10 13 540 谷川　国誉 (高３) ﾀﾆｶﾞﾜ ｸﾆﾀｶ 千葉 匝瑳高 4:22.29
11 20 3090 牧野　翔 (高２) ﾏｷﾉ ｼｮｳ 千葉 市立柏高 4:23.16
12 6 3026 亀山　謙悟 (高３) ｶﾒﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 千葉 柏中央高 4:26.38
13 12 247 鈴木　晨耀 (高３) ｽｽﾞｷ ｼﾝﾖｳ 千葉 安房高 4:29.87
14 11 3292 高田　基継 (高２) ﾀｶﾀﾞ ﾓﾄﾂｸﾞ 千葉 中央学院高 4:30.92
15 1 2242 福岡　裕史 (高３) ﾌｸｵｶ ﾕｳｼﾞ 千葉 東海大浦安高 4:31.87
16 9 3778 岡安　楓 (高２) ｵｶﾔｽ ｶｴﾃﾞ 千葉 柏南高 4:32.34
17 17 613 林　晃平 (高１) ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 千葉 市立柏高 4:36.31
18 10 1698 花村　信太郎 (高２) ﾊﾅﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉 薬園台高 4:37.85
19 14 731 高野　凌平 (大学) ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾍｲ 千葉 千葉工大 4:40.68

18 2544 中田　武志 (高２) ﾅｶﾀ ﾀｹｼ 千葉 千葉東高 DNS
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7組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 12 3843 前田　悠生 (高２) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 千葉 千葉敬愛高 4:10.70
2 8 3128 千葉　大将 (高３) ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾏｻ 千葉 流経大付柏高 4:17.92
3 19 1961 舟喜　啓人 (高３) ﾌﾅｷ ﾋﾛﾄ 千葉 千葉日大一高 4:19.34
4 5 705 本田　健太 (大学) ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝﾀ 千葉 東京理科大 4:20.62
5 6 2007 星野　颯也 (高３) ﾎｼﾉ ﾘｭｳﾔ 千葉 鎌ヶ谷高 4:20.63
6 2 1329 八本　直季 (高３) ﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 千葉 千葉東高 4:22.43
7 3 3047 若林　優満 (高２) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 千葉 柏中央高 4:22.87
8 16 1424 大野　達也 (高２) ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 千葉 幕張総合高 4:24.39
9 4 2676 松井　祐樹 (高２) ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 千葉 市川高 4:25.37

10 20 597 川上　克真 (高３) ｶﾜｶﾐ ｶﾂﾏ 千葉 銚子商高 4:25.95
11 15 628 座間　保成 (一般) ｻﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ 千葉 ＪＲ東日本千葉 4:26.42
12 14 386 黒﨑　大地 (高３) ｸﾛｻｷ ﾀﾞｲﾁ 千葉 大網高 4:26.78
13 9 816 飯田　恭平 (高２) ｲｲﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 千葉 成田高 4:26.96
14 13 914 原島　康平 (高１) ﾊﾗｼﾏ ｺｳﾍｲ 千葉 市立柏高 4:27.34
15 11 2077 藤田　真矢 (高３) ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾔ 千葉 国分高 4:27.67
16 10 761 松田　敏治 (高３) ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ 千葉 成田国際高 4:27.96
17 7 3288 瀧田　優 (高３) ﾀｷﾀ ﾕｳ 千葉 中央学院高 4:33.97
18 17 318 武田　翔太 (高３) ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 千葉 大原高 4:41.35
19 18 692 竹内　貴紀 (高２) ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 千葉 佐原高 4:50.80

1 1672 黒岩　京平 (高２) ｸﾛｲﾜ ｷｮｳﾍｲ 千葉 県立船橋 DNS

8組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 19 112 山口　和樹 (高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 千葉 木更津高 4:12.70
2 3 375 石野　貴弘 (高２) ｲｼﾉ ﾀｶﾋﾛ 千葉 茂原高 4:14.15
3 5 2020 大野　泰輝 (高２) ｵｵﾉ ﾀｲｷ 千葉 鎌ヶ谷高 4:14.65
4 11 1013 山田 健介 (高２) ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ 千葉 八千代高 4:16 334 11 1013 山田　健介 (高２) ﾔﾏﾀ  ｹﾝｽｹ 千葉 八千代高 4:16.33
5 7 935 松井　翔太 (高３) ﾏﾂｲ ｼｮｳﾀ 千葉 千葉黎明高 4:19.12
6 18 1685 鈴木　康紘 (高２) ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 千葉 薬園台高 4:26.66
7 13 1320 椎名　敦也 (高３) ｼｲﾅ ｱﾂﾔ 千葉 千葉東高 4:28.84
8 17 421 椎名　康介 (高１) ｼｲﾅ ｺｳｽｹ 千葉 東金商高 4:30.81
9 12 643 島田　直樹 (高２) ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 千葉 市立銚子高 4:32.11

10 20 633 阿尾　基史 (高３) ｱｵ ﾓﾄﾌﾐ 千葉 市立銚子高 4:35.95
11 1 538 椙山　敬太 (高３) ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲﾀ 千葉 匝瑳高 4:36.20
12 16 665 鈴木　真也 (高２) ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 千葉 小見川高 4:37.04
13 6 1252 盛合　秀行 (高３) ﾓﾘｱｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉 千葉南高 4:39.84
14 15 847 鈴木　直人 (高２) ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ 千葉 富里高 4:44.18
15 14 2140 土屋　昇一朗 (高３) ﾂﾁﾔ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 千葉 千葉商大付高 4:47.07
16 2 1579 松田　脩斗 (高３) ﾏﾂﾀﾞ ｼｭｳﾄ 千葉 敬愛学園高 5:06.17

4 2617 髙野　航太 (高２) ﾀｶﾉ ｺｳﾀ 千葉 県立船橋 DNS
8 629 藤平　祐樹 (一般) ﾌｼﾞﾋﾗ ﾕｳｷ 千葉 ＪＲ東日本千葉 DNS
9 1094 清本　恵太 (高２) ｷﾖﾓﾄ ｹｲﾀ 千葉 八千代松陰高 DNS

10 1500 小池　慶征 (高３) ｺｲｹ ﾖｼﾄ 千葉 市立千葉高 DNS
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男子1500m

県記録(CR)              3:38.9    村上　康則(千葉・富士通)              2008.7.27
県記録(CR)              3:39.09   村上　康則(千葉・富士通)              2009.5.9

記録主任：岩脇　充司

4月15日 09:00 タイムレース

審 判 長：中村要一･今井淳史

9組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 10 2246 大門　圭佑 (高２) ｵｵｶﾄﾞ ｹｲｽｹ 千葉 東海大浦安高 4:23.16
2 14 2022 若林　祐希 (高２) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 千葉 鎌ヶ谷高 4:23.31
3 5 600 小野　貴博 (高３) ｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 千葉 銚子商高 4:24.02
4 4 649 糸川　和志 (高２) ｲﾄｶﾜ ｶｽﾞｼ 千葉 市立銚子高 4:24.36
5 16 703 石井　圭一 (一般) ｲｼｲ ｹｲｲﾁ 千葉 ﾆｯﾎﾟﾝﾗﾝﾅｰｽﾞ 4:24.98
6 18 454 嘉瀬　晃平 (高２) ｶｾ ｺｳﾍｲ 千葉 成東高 4:25.35
7 1 882 田中　俊彦 (高２) ﾀﾅｶ ﾄｼﾋｺ 千葉 東京学館高 4:27.64
8 19 1234 新藤　良明 (高１) ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ 千葉 千葉商高 4:28.37
9 15 2087 榎本　翼 (高２) ｴﾉﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 千葉 国分高 4:30.16

10 12 1212 金川　裕司 (高２) ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 千葉 千葉高 4:32.09
11 9 1222 永島　未央 (高２) ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｵｳ 千葉 千葉高 4:35.87
12 2 667 若松　将太 (高２) ﾜｶﾏﾂ ｼｮｳﾀ 千葉 小見川高 4:38.01
13 17 1037 竹尾　弘貴 (高１) ﾀｹｵ ﾋﾛﾀｶ 千葉 八千代松陰高 4:40.84
14 11 1319 佐々木　勇弥 (高３) ｻｻｷ ﾕｳﾔ 千葉 千葉東高 4:43.44
15 3 1437 塚本　優也 (高３) ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 千葉 柏井高 4:43.60
16 8 1580 上口　颯也 (高３) ｶﾐｸﾞﾁ ﾌｳﾔ 千葉 敬愛学園高 4:51.59
17 7 1806 平沢　卓弥 (高３) ﾋﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 千葉 船橋古和釜高 4:53.24

6 1213 近藤　尚 (高２) ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻｼ 千葉 千葉高 DNS
13 1866 山中　裕二 (高１) 千葉 市立船橋高 DNS
20 845 野口　耕平 (高２) ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 千葉 富里高 DNS

10組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 19 1095 笹谷　啓太 (高２) ｻｻﾔ ｹｲﾀ 千葉 八千代松陰高 4:19.99
2 4 1598 堀川　亮 (高３) ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳ 千葉 渋谷幕張高 4:20.43
3 8 1691 原田　恵伍 (高２) ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｺﾞ 千葉 薬園台高 4:24.16
4 7 1274 羽鳥 佑太 (高１) ﾊﾄﾘ ﾕｳﾀ 千葉 若松高 4:29 564 7 1274 羽鳥　佑太 (高１) ﾊﾄﾘ ﾕｳﾀ 千葉 若松高 4:29.56
5 2 1205 小泉　惇平 (高２) ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 千葉 千葉高 4:29.81
6 14 650 鴨作　和斗 (高２) ｶﾓｻｸ ｶｽﾞﾄ 千葉 市立銚子高 4:30.80
7 6 3030 染谷　悠太 (高３) ｿﾒﾔ ﾕｳﾀ 千葉 柏中央高 4:30.88
8 17 3009 根本　浩明 (高２) ﾈﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 千葉 柏の葉高 4:31.67
9 20 641 北舘　悟 (高２) ｷﾀﾀﾞﾃ ｻﾄﾙ 千葉 市立銚子高 4:31.78

10 1 1595 八巻　研太 (高３) ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ 千葉 渋谷幕張高 4:33.28
11 12 3858 寺内　一太 (高２) ﾃﾗｳﾁ ｲﾁﾀ 千葉 市立銚子高 4:34.26
12 18 2277 藤田　寛明 (高３) ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 千葉 東京学館浦安高 4:35.27
13 5 1596 水本　良彦 (高３) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾖｼﾋｺ 千葉 渋谷幕張高 4:36.43
14 13 1673 田久保　浩介 (高２) ﾀｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 千葉 県立船橋 4:38.49
15 16 1402 高橋　蘭丸 (高１) ﾀｶﾊｼ ﾗﾝﾏﾙ 千葉 幕張総合高 4:39.49
16 10 1669 岩田　悠 (高２) ｲﾜﾀ ﾕｳ 千葉 県立船橋 4:42.28
17 9 1218 田中　俊也 (高２) ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ 千葉 千葉高 4:44.69
18 15 2602 安川　裕貴 (高２) ﾔｽｶﾜ ﾋﾛｷ 千葉 県立船橋 4:46.16

3 1066 長谷川　達哉 (高３) ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 千葉 八千代松陰高 DNS
11 1220 田村　遼地 (高２) ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾁ 千葉 千葉高 DNS
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男子1500m

県記録(CR)              3:38.9    村上　康則(千葉・富士通)              2008.7.27
県記録(CR)              3:39.09   村上　康則(千葉・富士通)              2009.5.9

記録主任：岩脇　充司

4月15日 09:00 タイムレース

審 判 長：中村要一･今井淳史

11組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 12 2233 竹林　守 (高２) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾏﾓﾙ 千葉 東海大浦安高 4:21.58
2 17 3795 谷口　弘樹 (高２) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 千葉 流経大付柏高 4:22.07
3 10 425 井上　和弥 (高１) ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 千葉 東金商高 4:23.59
4 6 1784 安部　涼平 (高３) ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 千葉 船橋芝山高 4:24.56
5 16 547 島田　智弘 (高２) ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 千葉 匝瑳高 4:25.34
6 20 2678 久保田　裕馬 (高２) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾏ 千葉 市川高 4:25.57
7 7 3043 中光　颯 (高２) ﾅｶﾐﾂ ﾊﾔﾃ 千葉 柏中央高 4:26.22
8 9 2651 丸岡　暎 (高２) ﾏﾙｵｶ ｱｷﾗ 千葉 船橋芝山高 4:26.23
9 15 3008 藤平　真ノ介 (高２) ﾄｳﾍｲ ｼﾝﾉｽｹ 千葉 柏の葉高 4:26.52

10 19 1950 髙山　翔平 (高３) ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 千葉 千葉日大一高 4:33.29
11 8 2660 畑山　裕太 (高３) ﾊﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ 千葉 検見川高 4:38.08
12 11 581 古川　晃大 (高１) ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 千葉 銚子商高 4:40.06
13 14 1164 小川　朋哉 (高２) ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 千葉 市立習志野高 4:40.56
14 2 477 髙橋　昌也 (高２) ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ 千葉 松尾高 4:42.54
15 13 3031 高嶋　一毅 (高３) ﾀｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 千葉 柏中央高 4:44.59
16 18 939 田邊　勇人 (高１) ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 千葉 市立松戸高 4:44.71
17 3 940 三浦　尚途 (高１) ﾐｳﾗ ﾅｵﾄ 千葉 市立松戸高 4:53.12

1 423 勝本　悠介 (高１) ｶﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 千葉 東金商高 DNS
4 451 伊藤　碧希 (高２) ｲﾄｳ ｱｵｷ 千葉 成東高 DNS
5 839 坂下　央 (高３) ｻｶｼﾀ ｱｷﾗ 千葉 富里高 DNS

12組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 4 1098 福部　倫平 (高２) ﾌｸﾍﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 千葉 八千代松陰高 4:21.39
2 11 2133 清川　航希 (高２) ｷﾖｶﾜ ｺｳｷ 千葉 市川高 4:23.86
3 9 740 加瀬　拓哉 (高２) ｶｾ ﾀｸﾔ 千葉 多古高 4:24.49
4 7 1538 松田 悠平 (高２) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 千葉 市立稲毛高 4:24 614 7 1538 松田　悠平 (高２) ﾏﾂﾀ  ﾕｳﾍｲ 千葉 市立稲毛高 4:24.61
5 8 1722 佐藤　勘太 (高２) ｻﾄｳ ｶﾝﾀ 千葉 船橋東高 4:26.15
6 12 357 加藤　光毅 (高３) ｶﾄｳ ｺｳｷ 千葉 長生高 4:27.50
7 17 2128 山田　将司 (高３) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 千葉 市川高 4:31.03
8 3 461 菅沼　純樹 (高２) ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾞｭﾝｷ 千葉 成東高 4:31.49
9 13 1150 小林　翔音 (高２) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾝ 千葉 実籾高 4:32.06

10 6 821 岸　幸平 (大学) ｷｼ ｺｳﾍｲ 千葉 日本大生産工 4:32.86
11 18 2131 薮崎　雄介 (高２) ﾔﾌﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 千葉 市川高 4:33.35
12 1 1147 秋本　潮生 (高２) ｱｷﾓﾄ ｼｮｳ 千葉 実籾高 4:33.53
13 20 1457 三代川　宏哉 (高３) ﾐﾖｶﾜ ﾋﾛﾔ 千葉 千葉西高 4:33.98
14 5 2925 高沼　和真 (高３) ﾀｶﾇﾏ ｶｽﾞﾏ 千葉 柏南高 4:36.08
15 19 1351 甲斐　弘輝 (高３) ｶｲ ｺｳｷ 千葉 検見川高 4:38.21
16 14 2278 石井　優一 (高３) ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ 千葉 東京学館浦安高 4:40.44
17 2 2124 雑賀　海人 (高３) ｻｲｶﾞ ｶｲﾄ 千葉 市川高 4:40.89
18 10 3354 池田　弘樹 (高２) ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 千葉 市川東高 4:40.93
19 15 3890 伊川　雄一朗 (高２) ｲｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉 八千代高 4:43.66
20 16 1675 水谷　勇太 (高２) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾀ 千葉 県立船橋 4:44.61
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男子1500m

県記録(CR)              3:38.9    村上　康則(千葉・富士通)              2008.7.27
県記録(CR)              3:39.09   村上　康則(千葉・富士通)              2009.5.9

記録主任：岩脇　充司

4月15日 09:00 タイムレース

審 判 長：中村要一･今井淳史

13組
順位 ORD 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 3901 地曳　亮太 (高２) ｼﾞﾋﾞｷ ﾘｮｳﾀ 千葉 君津高 4:27.45
2 20 364 岩瀬　正之 (高２) ｲﾜｾ ﾏｻﾕｷ 千葉 長生高 4:27.64
3 7 1539 板垣　健一郎 (高２) ｲﾀｶﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 千葉 市立稲毛高 4:28.64
4 13 3746 二木　雄大 (高２) ﾆｷ ﾏｻﾋﾛ 千葉 柏中央高 4:29.22
5 1 2986 澤野　康平 (高２) ｻﾜﾉ ｺｳﾍｲ 千葉 柏陵高 4:29.42
6 2 2086 杉本　慶彦 (高２) ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾋｺ 千葉 国分高 4:29.52
7 8 1705 森　寛起 (高１) ﾓﾘ ﾋﾛｷ 千葉 薬園台高 4:29.62
8 10 671 高橋　雄太 (高１) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 千葉 佐原高 4:30.36
9 11 644 髙岡　祥伍 (高２) ﾀｶｵｶ ｼｮｳｺﾞ 千葉 市立銚子高 4:32.26

10 18 707 坂田　大地 (高３) ｻｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 千葉 佐原柏陽高 4:35.18
11 15 2282 中村　彪雅 (高３) ﾅｶﾑﾗ ﾋｮｳｶﾞ 千葉 東京学館浦安高 4:35.39
12 6 3046 宮成　一希 (高２) ﾐﾔﾅﾘ ｶｽﾞｷ 千葉 柏中央高 4:35.65
13 5 1922 土肥　充輝 (高２) ﾄﾋ ﾐﾂｷ 千葉 日大習志野高 4:38.43
14 9 2546 牧　大輔 (高２) ﾏｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 千葉東高 4:38.80
15 12 2137 玉木　雄也 (高２) ﾀﾏｷ ﾕｳﾔ 千葉 市川高 4:42.04
16 16 3382 三島　洋輝 (高２) ﾐｼﾏ ﾋﾛｷ 千葉 市川東高 5:00.09

4 320 中田　一志 (高３) ﾅｶﾀﾞ ｶｽﾞｼ 千葉 大原高 DNS
14 840 小倉　大輝 (高３) ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 千葉 富里高 DNS
17 1445 鈴木　貴大 (高２) ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 千葉 柏井高 DNS
19 1357 関　巧実 (高３) ｾｷ ﾀｸﾐ 千葉 検見川高 DNS

14組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 11 113 宍倉　康浩 (高２) ｼｼｸﾗ ﾔｽﾋﾛ 千葉 木更津高 4:17.11
2 20 2671 西崎　竜ノ介 (高２) ﾆｼｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 千葉 市川高 4:23.23
3 6 1251 須藤　格令 (高３) ｽﾄﾞｳ ｶｸﾚｲ 千葉 千葉南高 4:23.63
4 18 2073 内田 智也 (高３) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 千葉 国分高 4:26 744 18 2073 内田　智也 (高３) ｳﾁﾀ  ﾄﾓﾔ 千葉 国分高 4:26.74
5 1 1240 高橋　徹 (高２) ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 千葉 千葉工高 4:28.01
6 14 3351 碓井　健也 (高１) ｳｽｲ ｹﾝﾔ 千葉 薬園台高 4:29.94
7 4 267 酒井　悠哉 (高２) ｻｶｲ ﾕｳﾔ 千葉 館山総合高 4:34.74
8 12 447 森　瑞穂 (高３) ﾓﾘ ﾐｽﾞﾎ 千葉 成東高 4:35.49
9 19 2549 小松　涼 (高２) ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 千葉 千葉南高 4:36.05

10 9 2238 田口　祥平 (高３) ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 千葉 東海大浦安高 4:39.85
11 17 422 椎名　佑太 (高１) ｼｲﾅ ﾕｳﾀ 千葉 東金商高 4:41.18
12 13 389 鍋島　裕輝 (高２) ﾅﾍﾞｼﾏ ﾕｳｷ 千葉 大網高 4:41.46
13 16 116 水島　拓樹 (高３) ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾛｷ 千葉 木更津高 4:41.61
14 15 1696 石田　竜稀 (高２) ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳｷ 千葉 薬園台高 4:45.12
15 10 1443 安原　啓太 (高２) ﾔｽﾊﾗ ｹｲﾀ 千葉 柏井高 4:50.27
16 5 2249 道本　圭祐 (高２) ﾐﾁﾓﾄ ｹｲｽｹ 千葉 東海大浦安高 4:51.19
17 7 936 小林　駿 (高１) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 千葉 市立松戸高 4:58.96
18 3 858 西明　快 (中３) ﾆｼｱｷ ｶｲ 千葉 若松高 5:01.84

2 2669 大内　匠 (高２) ｵｵｳﾁ ﾀｸﾐ 千葉 検見川高 DNS
8 1729 高橋　将平 (高２) ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 千葉 船橋東高 DNS
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男子1500m

県記録(CR)              3:38.9    村上　康則(千葉・富士通)              2008.7.27
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記録主任：岩脇　充司

4月15日 09:00 タイムレース

審 判 長：中村要一･今井淳史

15組
順位 ORD 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 3129 成嶋　昂之 (高３) ﾅﾙｼﾏ ﾀｶﾕｷ 千葉 流経大付柏高 4:29.34
2 9 1183 髙田　啓太 (高３) ﾀｶﾀ ｹｲﾀ 千葉 東邦大東邦高 4:29.98
3 8 742 斉藤　祐希 (高２) ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 千葉 多古高 4:31.59
4 18 937 筧　潤一 (高１) ｶｹﾋ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉 市立松戸高 4:31.94
5 15 2081 三澤　大希 (高２) ﾐｻﾜ ﾀﾞｲｷ 千葉 国分高 4:32.42
6 5 2043 小林　愁和 (高２) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾜ 千葉 鎌ヶ谷西高 4:35.08
7 16 1935 山添　昌人 (高１) ﾔﾏｿﾞｴ ﾏｻﾄ 千葉 日大習志野高 4:37.21
8 10 1956 尋田　健太郎 (高３) ﾋﾛﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 千葉日大一高 4:37.30
9 17 1841 荒明　優 (高２) ｱﾗｱｹ ﾏｻｼ 千葉 船橋法典高 4:38.67

10 2 2138 七尾　祥彰 (高２) ﾅﾅｵ ﾖｼｱｷ 千葉 千葉商大付高 4:40.52
11 1 1614 神田　圭介 (高２) ｶﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ 千葉 渋谷幕張高 4:44.40
12 13 1415 寺澤　直人 (高３) ﾃﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 千葉 幕張総合高 4:45.63
13 19 2163 行澤　征展 (高３) ﾕｷｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 千葉 昭和学院高 4:49.49
14 7 1172 弓削　諒太 (高１) ﾕｹﾞ ﾘｮｳﾀ 千葉 東邦大東邦高 4:52.65
15 12 1666 鷹觜　聖人 (高３) ﾀｶﾉﾊｼ ﾏｻﾄ 千葉 県立船橋 4:54.42
16 6 728 平山　剛輝 (高３) ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻｷ 千葉 多古高 4:54.72
17 4 934 菊池　翼 (高１) ｷｸﾁ ﾂﾊﾞｻ 千葉 市立松戸高 5:00.15

11 1632 平山　椋 (高３) ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳ 千葉 昭和学院秀英高 DNS
14 1067 村山　拓也 (高３) ﾑﾗﾔﾏ ﾀｸﾔ 千葉 八千代松陰高 DNS
20 1837 川崎　凌 (高２) ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ 千葉 船橋法典高 DNS

16組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 9 1012 山根　農広 (高２) ﾔﾏﾈ ｱﾂﾋﾛ 千葉 八千代高 4:22.90
2 12 1512 園田　倖太 (高２) ｿﾉﾀﾞ ｺｳﾀ 千葉 市立千葉高 4:23.29
3 14 768 桜井　柾宏 (高２) ｻｸﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 千葉 成田国際高 4:34.87
4 17 2985 皆川 勇生 (高２) ﾐﾅｶﾞﾜ ﾕｳｷ 千葉 柏陵高 4:36 854 17 2985 皆川　勇生 (高２) ﾐﾅｶ ﾜ ﾕｳｷ 千葉 柏陵高 4:36.85
5 4 1378 佐藤　昂 (高２) ｻﾄｳ ｺｳ 千葉 千葉北高 4:38.31
6 15 3892 平野　数馬 (高２) ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾏ 千葉 匝瑳高 4:38.85
7 10 2402 鈴木　賢生 (高２) ｽｽﾞｷ ｹﾝｾｲ 千葉 市立松戸高 4:39.99
8 13 2670 橋尾　保秀 (高２) ﾊｼｵ ﾔｽﾋﾃﾞ 千葉 検見川高 4:41.14
9 2 1142 菊澤　向陽 (高２) ｷｸｻﾜ ﾋｻﾊﾙ 千葉 実籾高 4:41.73

10 6 537 多田　憲史 (高３) ﾀﾀﾞ ｹﾝｼ 千葉 匝瑳高 4:43.33
11 11 376 野口　直弘 (高２) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ 千葉 茂原高 4:44.19
12 18 933 後藤　耀一 (高１) ｺﾞﾄｳ ﾖｳｲﾁ 千葉 市立松戸高 4:46.45
13 7 2102 小川　挙史 (高３) ｵｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 千葉 市川東高 4:49.13
14 5 1952 工藤　裕太 (高３) ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 千葉 千葉日大一高 4:51.50
15 3 2298 柴田　優輝 (高３) ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 千葉 小金高 4:51.97
16 16 545 中山　亮太 (高２) ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 千葉 匝瑳高 4:54.60
17 1 2021 川嶋　将司 (高２) ｶﾜｼﾏ ﾏｻｼ 千葉 鎌ヶ谷高 4:58.29

8 535 宮内　佑也 (高３) ﾐﾔｳﾁ ﾕｳﾔ 千葉 匝瑳高 DNS
19 505 鈴木　悠大 (高２) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 木更津高専 DNS
20 670 佐藤　善行 (一般) ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 千葉 ＪＲ東日本千葉 DNS
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審 判 長：中村要一･今井淳史

17組
順位 ORD 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 1516 髙橋　陵 (高２) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 千葉 市立千葉高 4:30.46
2 20 19 鈴木　涼介 (高１) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 千葉 姉崎高 4:31.27
3 7 3761 青山　和誉 (高１) ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 千葉 松戸国際高 4:32.43
4 14 1393 仲條　勇斗 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 千葉 磯辺高 4:36.24
5 8 3339 小田切　啓人 (高１) ｵﾀｷﾞﾘ ｱｷﾄ 千葉 千葉商高 4:39.06
6 18 20 勝田　統也 (高１) ｶﾂﾀ ﾄｳﾔ 千葉 姉崎高 4:39.40
7 15 363 中村　航志朗 (高２) ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 千葉 長生高 4:39.82
8 11 250 冨田　和也 (高３) ﾄﾐﾔ ｶｽﾞﾔ 千葉 安房高 4:40.56
9 1 1966 細野　恒太 (高２) ﾎｿﾉ ｺｳﾀ 千葉 千葉日大一高 4:41.21

10 2 1838 渡辺　剛史 (高２) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 千葉 船橋法典高 4:41.59
11 9 319 今井　徹 (高３) ｲﾏｲ ﾄｵﾙ 千葉 大原高 4:48.42
12 12 1019 齋藤　優輝 (高３) ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 千葉 八千代東高 4:50.81
13 16 26 志岐　優也 (高２) ｼｷ ﾕｳﾔ 千葉 姉崎高 4:51.93
14 5 941 青木　健太 (高１) ｱｵｷ ｹﾝﾀ 千葉 市立松戸高 4:53.77
15 4 1541 谷口　竣哉 (高２) ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 千葉 市立稲毛高 4:55.16
16 19 13 田添　仁登 (高２) ﾀｿﾞｴ ｷﾐﾄ 千葉 京葉高 5:04.37
17 10 1018 麦倉　誠一 (高３) ﾑｷﾞｸﾗ ｾｲｲﾁ 千葉 八千代東高 5:07.16

3 1154 浅野　勇人 (高１) ｱｻﾉ ﾕｳﾄ 千葉 実籾高 DNS
13 1840 小針　俊哉 (高２) ｺﾊﾞﾘ ｼｭﾝﾔ 千葉 船橋法典高 DNS
17 2311 染谷　友哉 (高２) ｿﾒﾔ ﾄﾓﾔ 千葉 小金高 DNS

18組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 19 462 吉井　一駿 (高２) ﾖｼｲ ｶｽﾞﾄｼ 千葉 成東高 4:30.59
2 3 536 伊橋　海 (高３) ｲﾊｼ ｶｲ 千葉 匝瑳高 4:32.22
3 6 1360 大橋　尚也 (高３) ｵｵﾊｼ ﾅｵﾔ 千葉 検見川高 4:33.43
4 20 2635 久樂 徹 (高２) ｸﾀﾗ ﾄｵﾙ 千葉 検見川高 4:33 994 20 2635 久樂　徹 (高２) ｸﾀﾗ ﾄｵﾙ 千葉 検見川高 4:33.99
5 12 446 井合　一哉 (高３) ｲｺﾞｳ ｶｽﾞﾔ 千葉 成東高 4:34.48
6 14 3038 篠塚　篤人 (高２) ｼﾉﾂﾞｶ ｱﾂﾋﾄ 千葉 柏中央高 4:35.73
7 2 3842 山岡　翔 (高２) ﾔﾏｵｶ ｼｮｳ 千葉 千葉敬愛高 4:39.26
8 15 263 結縄　翔太 (高３) ﾕｲﾅﾜ ｼｮｳﾀ 千葉 館山総合高 4:40.74
9 7 1711 泉　洸吉 (高１) ｲｽﾞﾐ ｺｳｷﾁ 千葉 薬園台高 4:40.92

10 13 2316 藤崎　凌平 (高２) ﾌｼﾞｻｷ ﾘｮｳﾍｲ 千葉 小金高 4:42.25
11 16 1686 武田　大佑 (高２) ﾀｹﾀﾞ ﾀｲｽｹ 千葉 薬園台高 4:43.92
12 10 201 金田　直也 (高２) ｶﾈﾀﾞ ﾅｵﾔ 千葉 君津高 4:44.35
13 9 2642 高橋　一生 (高２) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 千葉 船橋芝山高 4:45.87
14 8 539 木内　健太 (高３) ｷｳﾁ ｹﾝﾀ 千葉 匝瑳高 4:53.57
15 4 1157 三上　亘 (高１) ﾐｶﾐ ﾜﾀﾙ 千葉 実籾高 4:54.85
16 11 265 結縄　昂平 (高３) ﾕｲﾅﾜ ｺｳﾍｲ 千葉 館山総合高 4:59.66
17 18 384 斉藤　竜一 (高１) ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 千葉 大網高 5:20.50

1 3886 一場　大樹 (高２) ｲﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 千葉 秀明八千代高 DNS
5 546 渡辺　浩基 (高２) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 千葉 匝瑳高 DNS

17 975 福田　浩平 (高１) ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ 千葉 市川高 DNS
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19組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 13 323 仲佐　侑也 (高２) ﾅｶｻ ﾕｳﾔ 千葉 大原高 4:37.84
2 2 970 鷲尾　剛史 (高１) ﾜｼｵ ﾂﾕｼ 千葉 市川高 4:37.91
3 8 616 桜庭　康則 (一般) ｻｸﾗﾊﾞ ﾔｽﾉﾘ 千葉 千葉陸協 4:39.34
4 17 716 古池　功治 (一般) ｺｲｹ ｺｳｼﾞ 千葉 薬園台ＡＣ 4:42.96
5 14 1186 佐藤　清史 (高２) ｻﾄｳ ｷﾖﾋﾄ 千葉 東邦大東邦高 4:45.03
6 4 1276 鈴木　初 (高１) ｽｽﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 千葉 若松高 4:46.66
7 12 1618 佐藤　裕之 (高２) ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 千葉 渋谷幕張高 4:46.79
8 3 1839 神　恭平 (高２) ｼﾞﾝ ｷｮｳﾍｲ 千葉 船橋法典高 4:47.42
9 18 938 黒川　秀将 (高１) ｸﾛｶﾜ ﾋﾃﾞﾏｻ 千葉 市立松戸高 4:48.44

10 15 2113 佐藤　翔 (高１) ｻﾄｳ ｶｹﾙ 千葉 市川昴高 4:48.49
11 7 1465 清水　貴紀 (高３) ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾉﾘ 千葉 千葉西高 4:49.12
12 6 324 田中　俊旭 (高２) ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ 千葉 大原高 4:51.52
13 11 1170 廣田　哲徳 (高１) ﾋﾛﾀ ｱｷﾉﾘ 千葉 東邦大東邦高 4:53.48
14 5 2164 中山　海樹 (高３) ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂｷ 千葉 昭和学院高 4:58.25
15 19 1514 谷口　大介 (高２) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 市立千葉高 5:09.15

1 3861 上林　祥紀 (高２) ｶﾐﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 千葉 千葉敬愛高 DNS
9 1856 髙橋　誠 (高３) ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 千葉 船橋北高 DNS

10 501 増田　和也 (高２) ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 千葉 木更津高専 DNS
16 1513 小川　心太郎 (高２) ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉 市立千葉高 DNS
20 944 工藤　澪央 (高２) ｸﾄﾞｳ ﾚｵ 千葉 千葉黎明高 DNS

20組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 19 1099 岩澤　智也 (高２) ｲﾜｻﾜ ﾄﾓﾔ 千葉 八千代松陰高 4:28.93
2 13 1472 大角　英己 (高２) ｵｵｽﾐ ﾋﾃﾞｷ 千葉 千葉西高 4:33.21
3 11 3006 岩上　奨 (高３) ｲﾜｶﾐ ｼｮｳ 千葉 柏の葉高 4:37.94
4 16 871 岩澤 亮太 (高３) ｲﾜｻﾜ ﾘｮｳﾀ 千葉 東京学館高 4:38 774 16 871 岩澤　亮太 (高３) ｲﾜｻﾜ ﾘｮｳﾀ 千葉 東京学館高 4:38.77
5 18 2108 河内　亮 (高３) ｺｳﾁ ﾘｮｳ 千葉 市川南高 4:40.28
6 4 3345 山口　翔大 (高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 千葉 検見川高 4:41.33
7 1 3400 長谷川　祐太 (高２) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 千葉 船橋芝山高 4:41.79
8 8 1642 山下　千早 (高２) ﾔﾏｼﾀ ﾁﾊﾔ 千葉 昭和学院秀英高 4:43.19
9 7 966 馬立　大夏 (高１) ｳﾏﾀﾃ ﾀｲｶ 千葉 市立稲毛高 4:43.37

10 15 967 花村　大志 (高１) ﾊﾅﾑﾗ ﾀｲｼ 千葉 市立稲毛高 4:44.52
11 5 3143 新井　知樹 (高３) ｱﾗｲ ｶｽﾞｷ 千葉 二松学舎柏高 4:46.00
12 20 255 関　大哉 (高２) ｾｷ ﾀﾞｲﾔ 千葉 安房高 4:46.18
13 6 1602 多根　龍平 (高３) ﾀﾈ ﾘｭｳﾍｲ 千葉 渋谷幕張高 4:47.57
14 12 743 日下部　優一 (高２) ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 千葉 多古高 4:54.25
15 9 173 林　竜弘 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ 千葉 志学館高 4:55.75
16 14 2197 小柳　直志 (高３) ｺﾔﾅｷﾞ ﾅｵｼ 千葉 浦安南高 5:01.01
17 3 1158 山田　昂平 (高１) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 千葉 実籾高 5:02.06
18 10 1812 黒崎　友成 (高２) ｸﾛｻｷ ﾄﾓﾅﾘ 千葉 船橋古和釜高 5:11.63

2 1959 山崎　裕大 (高３) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 千葉 千葉日大一高 DNS
17 486 樫本　慎司 (高３) ｶｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 千葉 木更津高専 DNS
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男子1500m

県記録(CR)              3:38.9    村上　康則(千葉・富士通)              2008.7.27
県記録(CR)              3:39.09   村上　康則(千葉・富士通)              2009.5.9

記録主任：岩脇　充司

4月15日 09:00 タイムレース

審 判 長：中村要一･今井淳史

21組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 13 1485 大垰　佑介 (高２) ｵｵﾀｵ ﾕｳｽｹ 千葉 犢橋高 4:24.53
2 5 1323 徳留　伸亮 (高３) ﾄｸﾄﾒ ﾉﾌﾞｱｷ 千葉 千葉東高 4:28.20
3 15 3864 室岡　尚哉 (高２) ﾑﾛｵｶ ﾅｵﾔ 千葉 佐倉高 4:42.97
4 3 3784 長沼　駿 (高２) ﾅｶﾞﾇﾏ ｼｭﾝ 千葉 小金高 4:44.90
5 16 924 那智　祥基 (高１) ﾅﾁ ﾖｼｷ 千葉 八街高 4:45.40
6 2 2314 榊　帆希 (高２) ｻｶｷ ﾎﾏﾚ 千葉 小金高 4:48.29
7 10 1143 小林　豪人 (高２) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄ 千葉 実籾高 4:48.35
8 4 3891 松井　優 (高２) ﾏﾂｲ ﾕｳ 千葉 成田国際高 4:48.77
9 1 731 戸村　信 (高３) ﾄﾑﾗ ｼﾝ 千葉 多古高 4:49.24

10 7 1347 日浦　慎也 (高３) ﾋｳﾗ ｼﾝﾔ 千葉 検見川高 4:50.80
11 8 492 田中　翔太 (高３) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 千葉 木更津高専 4:53.27
12 12 358 都築　悠 (高３) ﾂﾂﾞｷ ﾕｳ 千葉 長生高 4:53.93
13 17 2072 小松　政人 (高３) ｺﾏﾂ ﾏｻﾄ 千葉 国分高 4:54.50
14 14 1482 渡邉　慎之介 (高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾉｽｹ 千葉 犢橋高 4:55.33
15 6 2139 照井　辰徳 (高３) ﾃﾙｲ ﾀﾂﾉﾘ 千葉 千葉商大付高 4:56.30
16 20 221 佐藤　拓也 (高３) ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 千葉 君津商高 4:56.46
17 11 3394 檜垣　佑輔 (高２) ﾋｶﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉 東京学館浦安高 5:00.95
18 18 175 大政　宇史 ｵｵﾏｻ ﾀｶﾌﾐ 千葉 志学館高 5:01.69
19 19 1281 栗原　遼 (高２) ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳ 千葉 千城台高 5:05.11

9 998 市山　裕太 (高２) ｲﾁﾔﾏ ﾕｳﾀ 千葉 船橋古和釜高 DNS

22組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 15 507 川口　勇一郎 (高２) ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉 木更津高専 4:41.37
2 10 253 三澤　翔平 (高３) ﾐｻﾜ ｼｮｳﾍｲ 千葉 安房高 4:42.76
3 18 249 吉田　浩崇 (高３) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 千葉 安房高 4:43.01
4 3 3356 村越 光希 (高２) ﾑﾗｺｼ ﾐﾂｷ 千葉 船橋豊富高 4:48 174 3 3356 村越　光希 (高２) ﾑﾗｺｼ ﾐﾂｷ 千葉 船橋豊富高 4:48.17
5 13 1182 吉田　峻規 (高３) ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 千葉 東邦大東邦高 4:49.30
6 14 2083 馬原　世翔 (高２) ﾏﾊﾗ ｾｼｮｳ 千葉 国分高 4:50.03
7 6 1233 内山　寛斗 (高１) ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄ 千葉 千葉商高 4:50.18
8 16 489 大前　友哉 (高３) ｵｵﾏｴ ﾄﾓﾔ 千葉 木更津高専 4:51.61
9 7 699 渡辺　純一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉 千葉銀行 4:53.02

10 19 1955 佐藤　優樹 (高３) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 千葉 千葉日大一高 4:53.57
11 5 211 香西　弘樹 (高２) ｺｳｻﾞｲ ﾋﾛｷ 千葉 上総高 4:54.02
12 1 1395 北浦　亮 ｷﾀｳﾗ ﾘｮｳ 千葉 磯辺高 4:54.75
13 11 1285 浅井　良太 (高１) ｱｻｲ ﾘｮｳﾀ 千葉 千城台高 4:56.84
14 12 1597 山本　寛貴 (高３) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 千葉 渋谷幕張高 4:58.84
15 9 3388 助川　結人 (高２) ｽｹｶﾞﾜ ﾕｲﾄ 千葉 市川南高 4:59.07
16 2 1394 小泉　将拓 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 千葉 磯辺高 4:59.61
17 8 1092 長坂　隼悟 (高２) ﾅｶﾟｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 千葉 八千代松陰高 5:02.98

4 399 仲尾　良嗣 (高２) ﾅｶｵ ﾖｼﾂｸﾞ 千葉 東金高 DNS
17 290 長島　秀弥 (高３) ﾅｶﾞｼﾏ ｼｭｳﾔ 千葉 長狭高 DNS
20 614 吉野　潤 (一般) ﾖｼﾉ ｼﾞｭﾝ 千葉 千葉陸協 DNS
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男子1500m

県記録(CR)              3:38.9    村上　康則(千葉・富士通)              2008.7.27
県記録(CR)              3:39.09   村上　康則(千葉・富士通)              2009.5.9

記録主任：岩脇　充司

4月15日 09:00 タイムレース

審 判 長：中村要一･今井淳史

23組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 20 2059 竹村　洸介 (高２) ﾀｹﾑﾗ ｺｳｽｹ 千葉 国府台高 4:30.29
2 8 2260 高梨　翔太 (高２) ﾀｶﾅｼ ｼｮｳﾀ 千葉 東京学館浦安高 4:42.80
3 5 3871 河瀬　真一郎 (高１) ｶﾜｾ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉 佐倉高 4:44.57
4 12 305 三浦　翔太 (高２) ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ 千葉 長狭高 4:49.72
5 4 3398 成島　直希 (高２) ﾅﾙｼﾏ ﾅｵｷ 千葉 東京学館浦安高 4:50.96
6 14 3914 河野　翔太 (高２) ｺｳﾉ ｼｮｳﾀ 千葉 茂原北陵高 4:53.77
7 16 428 奈良　光隼 (高２) ﾅﾗ ｱｷﾄｼ 千葉 千葉学芸高 4:54.82
8 9 2699 正野　奈緒人 (高２) ﾏｻﾉ ﾅｵﾄ 千葉 千葉北高 4:55.60
9 18 557 木村　駿作 (高３) ｷﾑﾗ ｼｭﾝｻｸ 千葉 東総工高 4:59.31

10 7 2629 持田　将吾 (高２) ﾓﾁﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 千葉 昭和学院秀英高 5:00.53
11 19 2691 石井　幸一 (高２) ｲｼｲ ｺｳｲﾁ 千葉 船橋豊富高 5:01.42
12 11 490 髙橋　功 (高３) ﾀｶﾊｼ ｺｳ 千葉 木更津高専 5:03.51
13 2 2109 石井　将和 (高３) ｲｼｲ ﾏｻｶｽﾞ 千葉 市川南高 5:04.03
14 10 727 安部　耕平 (大学) ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 千葉 千葉工大 5:04.43
15 6 2684 小山田　健太 (高１) ｵﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 千葉 市川昴高 5:05.71
16 1 561 石井　琳太良 (高２) ｲｼｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 千葉 東総工高 5:07.47
17 3 1934 山下　大輝 (高１) ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｷ 千葉 日大習志野高 5:42.33

13 625 青瀧　真人 (一般) ｱｵﾀｷ ﾏｺﾄ 千葉 ＪＲ東日本千葉 DNS
15 1942 坂本　海崇 (高１) ｻｶﾓﾄ ｶｲｼｭｳ 千葉 日大習志野高 DNS
17 3914 河野　翔太 (高２) ｺｳﾉ ｼｮｳﾀ 千葉 茂原北陵高 DNS

24組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 4 2048 石川　竜貴 (高１) ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｷ 千葉 白井高 4:33.28
2 19 1189 菱山　裕也 (高２) ﾋｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 千葉 東邦大東邦高 4:46.59
3 16 3340 古川　理季也 (高１) ﾌﾙｶﾜ ﾘｷﾔ 千葉 千葉商高 4:50.76
4 20 2060 中川 雄大 (高２) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 国府台高 4:52 794 20 2060 中川　雄大 (高２) ﾅｶｶ ﾜ ﾕｳﾀ ｲ 千葉 国府台高 4:52.79
5 1 3859 伊藤　宗一郎 (高２) ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉 千葉敬愛高 4:57.67
6 8 3853 細谷　勇仁 (高２) ﾎｿﾀﾆ ﾕｳﾄ 千葉 東邦大東邦高 4:59.36
7 3 2579 吉田　大樹 (高２) ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 千葉 千葉西高 5:07.04
8 12 3947 久宗　航太 ﾋｻﾑﾈ ｺｳﾀ 千葉 志学館高 5:11.28
9 18 3860 戸井　大樹 (高２) ﾄｲ ﾀﾞｲｷ 千葉 千葉敬愛高 5:14.53

10 9 1116 中原　慧 (高３) ﾅｶﾊﾗ ｹｲ 千葉 秀明八千代高 5:19.97
11 6 1190 山口　夏生 (高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｵ 千葉 東邦大東邦高 5:20.00
12 5 519 林　義樹 (高２) ﾊﾔｼ ﾖｼｷ 千葉 横芝敬愛高 5:22.08
13 10 3855 吉村　大二郎 (高２) ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 千葉 秀明八千代高 5:22.39
14 13 562 奈良　一志 (高２) ﾅﾗ ｶｽﾞｼ 千葉 東総工高 5:24.28
15 14 2114 長尾　裕介 (高１) ﾅｶﾞｵ ﾕｳｽｹ 千葉 市川昴高 5:26.12
16 15 3942 北川　竜太郎 (高１) ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉 市原中央高 5:37.92
17 2 1687 谷口　直志 (高２) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵｼ 千葉 薬園台高 5:59.79
18 17 3398 藤岡　明裕 (高２) ﾌｼﾞｵｶ ｱｷﾋﾛ 千葉 東京学館浦安高 6:16.83

7 2633 渡辺　大介 (高１) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 千葉商高 DNS
11 935 黒田　幹太 (高１) ｸﾛﾀﾞ ｶﾝﾀ 千葉 市立松戸高 DNS
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男子1500m

県記録(CR)              3:38.9    村上　康則(千葉・富士通)              2008.7.27
県記録(CR)              3:39.09   村上　康則(千葉・富士通)              2009.5.9

記録主任：岩脇　充司

4月15日 09:00 タイムレース

審 判 長：中村要一･今井淳史

25組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) カナ名 所属地 所属 記録 コメント

1 2 990 梅谷　健太 (高１) ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ 千葉 東海大望洋高 4:11.62
2 13 64 花島　優 (高２) ﾊﾅｼﾏ ﾕｳ 千葉 東海大望洋高 4:15.38
3 10 1756 小林　昂平 (高３) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 千葉 船橋啓明高 4:17.13
4 6 2058 加世田　雅之 (高２) ｶｾﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 千葉 国府台高 4:21.96
5 11 65 布留川　和 (高２) ﾌﾙｶﾜ ﾔﾜﾗ 千葉 東海大望洋高 4:24.56
6 15 2159 仲條　靖史 (高３) ﾅｶｼﾞｮｳ ﾔｽｼ 千葉 昭和学院高 4:25.82
7 9 2166 本藤　胤深 (高３) ﾓﾄﾌｼﾞ ﾂｸﾞﾐ 千葉 昭和学院高 4:25.83
8 8 67 山嵜　将成 (高２) ﾔﾏｻｷ ｼｮｳｾｲ 千葉 東海大望洋高 4:30.95
9 12 991 生駒　大知 (高１) ｲｺﾏ ﾀﾞｲﾁ 千葉 東海大望洋高 4:32.46

10 1 1751 内田　航 (高３) ｳﾁﾀﾞ ﾜﾀﾙ 千葉 船橋啓明高 4:33.19
11 18 47 飛鋪　京一郎 (高３) ﾋｼｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 千葉 東海大望洋高 4:34.25
12 5 45 川島　愛樹 (高３) ｶﾜｼﾏ ｱｲｷ 千葉 東海大望洋高 4:36.61
13 3 2156 藤澤　健人 (高３) ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾝﾄ 千葉 昭和学院高 4:36.64
14 19 66 滝口　太郎 (高２) ﾀｷｸﾞﾁ ﾀﾛｳ 千葉 東海大望洋高 4:40.35
15 17 2165 山﨑　直也 (高３) ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾔ 千葉 昭和学院高 4:50.55
16 16 1976 鈴木　陸太 (高３) ｽｽﾞｷ ﾘｸﾀ 千葉 東京学館船橋高 4:51.75
17 7 2171 山本　凌大 (高２) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 千葉 昭和学院高 4:54.35
18 4 1982 福島　優 (高２) ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾙ 千葉 東京学館船橋高 4:55.22

14 46 山下　理彦 (高３) ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾋｺ 千葉 東海大望洋高 DNS
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