
男子200m

県記録(CR)              20.67     吉野　達郎(千葉・東海大)              2003.6.6

タイムレース 74組

1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 5 2274 小木　萌人 (高３) ｵｷﾞ ﾓｴﾄ 千葉 東京学館浦安高 21.46
2 8 600 戸塚　聖也 (大学) ﾄﾂｶ ｾｲﾔ 千葉 日本大 21.59
3 3 814 嵐川　愛斗 (大学) ｱﾗｼｶﾜ ｱｲﾄ 千葉 中央大 22.04
4 6 22 渡辺　一希 (高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 千葉 姉崎高 22.33
5 4 785 卜部　健太郎 (一般) ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 ＡＳ市川 22.46
6 2 933 小川　祐輔 (高３) ｵｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 千葉 千葉黎明高 22.71
7 7 782 伊藤　純一 (一般) ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉 ＡＳ市川 22.80
8 1 604 岸本　啓示 (大学) ｷｼﾓﾄ ｹｲｼ 千葉 日本大 22.89

2組 風:+0.2

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 2 2206 坂本　和紀 (高３) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 千葉 東海大浦安高 22.10
2 3 1578 板鼻　航平 (高３) ｲﾀﾊﾅ ｺｳﾍｲ 千葉 敬愛学園高 22.17
3 8 798 高橋　直朗 (一般) ﾀｶﾊｼ ﾅｵｱｷ 千葉 成邱クラブ 22.37
4 7 936 柴崎　一馬 (高３) ｼﾊﾞｻｷ ｶｽﾞﾏ 千葉 千葉黎明高 22.55
5 1 725 田中　進悟 (一般) ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ 千葉 チームアイマ 22.66
6 5 1785 秋葉　脩平 (高３) ｱｷﾊﾞ ｼｭｳﾍｲ 千葉 船橋芝山高 22.68
7 6 1881 海老原　匠 (高３) ｴﾋﾞﾊﾗ ｼｮｳ 千葉 市立船橋高 22.70
8 4 1883 山田　朝陽 (高３) ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 千葉 市立船橋高 22.87

3組 風:+2.2

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 2 1529 山田　穂高 (高３) ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾀｶ 千葉 市立稲毛高 21.89
2 5 874 酢崎　充洋 (高２) ｽｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 千葉 東京学館高 21.97
3 6 118 石井　克弥 (高３) ｲｼｲ ｶﾂﾔ 千葉 木更津高 22.39
4 4 783 藤川　哲平 (高１) ﾌｼﾞｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 千葉 成田高 22.42
5 3 346 荒谷　亘彦 (高３) ｱﾗﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋｺ 千葉 長生高 22.46
6 8 1533 鈴木　拓海 (高３) ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 千葉 市立稲毛高 22.56
7 7 791 宮山　翔 (大学) ﾐﾔﾔﾏ ｼｮｳ 千葉 千葉商科大 22.75
8 1 798 石塚　海渡 (高３) ｲｼﾂｶ ｶｲﾄ 千葉 成田高 22.90

4組 風:+1.9

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 1 1878 相山　慶太郎 (高３) ｱｲﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 千葉 市立船橋高 22.07
2 5 801 工藤　直也 (高３) ｸﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 千葉 成田高 22.60
3 3 1894 石田　裕介 (高２) ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 千葉 市立船橋高 22.65
4 6 3021 石田　翔太郎 (高３) ｲｼﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉 柏中央高 22.66
5 2 49 工藤　公輝 (高２) ｸﾄﾞｳ ｺｳｷ 千葉 東海大望洋高 22.79
6 8 780 飯田　惇生 (高１) ｲｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 千葉 成田高 22.97
7 7 1418 長澤　征大 (高２) ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 千葉 幕張総合高 23.24
8 4 1076 加藤　翔平 (高３) ｶﾄｳ ｼｮｳﾍｲ 千葉 八千代松陰高 23.27

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司

4月15日 12:40 タイムレース

2012/4/23 10:28凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり *TL:着差なし



男子200m

県記録(CR)              20.67     吉野　達郎(千葉・東海大)              2003.6.6

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司

4月15日 12:40 タイムレース

5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 7 1664 竹林　尚輝 (高３) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 千葉 県立船橋 22.31
2 4 793 横田　快 (高３) ﾖｺﾀ ｶｲ 千葉 成田高 22.41
3 1 413 石田　瑞希 (高２) ｲｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 千葉 東金商高 22.46
4 8 3342 房田　匠実 (高２) ﾌｻﾀﾞ ﾀｸﾐ 千葉 幕張総合高 22.88
5 5 934 天神林　雄樹 (高３) ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 千葉 千葉黎明高 23.25
6 3 2075 荒木　智貴 (高３) ｱﾗｷ ﾄﾓｷ 千葉 国分高 23.26
7 2 1576 森根　清貴 (高３) ﾓﾘﾈ ｷﾖﾀｶ 千葉 敬愛学園高 23.71

6 2937 多賀谷　優哉 (高２) ﾀｶﾞﾔ ﾕｳﾔ 千葉 柏南高 DNS

6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 5 694 大内　将 千葉 日大文理クラブ 22.58
2 6 2378 石橋　優城 (高３) ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｷ 千葉 市立松戸高 22.79
3 1 1247 菅谷　光紀 (高３) ｽｶﾞﾔ ﾐﾂﾉﾘ 千葉 千葉南高 23.16
4 3 897 遠藤　吉和 (高２) ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ 千葉 佐倉高 23.26
5 8 511 飯田　敬介 (高３) ｲｲﾀﾞ ｹｲｽｹ 千葉 横芝敬愛高 23.43
6 4 1594 假屋　洸希 (高３) ｶﾘﾔ ｺｳｷ 千葉 渋谷幕張高 23.52

2 2222 佐々木　郁弥 (高２) ｻｻｷ ﾌﾐﾔ 千葉 東海大浦安高 DNS
7 2291 渡辺　諒人 (高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾄ 千葉 小金高 DNS

7組 風:+0.1

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 2218 山本　一郎 (高２) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 千葉 東海大浦安高 22.72
2 2 740 椎名　啓太 (一般) ｼｲﾅ ｹｲﾀ 千葉 土気ＴＦＣ 22.76
3 6 873 穐田　裕平 (高２) ｱｷﾀ ﾕｳﾍｲ 千葉 東京学館高 22.79
4 7 2381 鈴木　雄大 (高３) ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 千葉 市立松戸高 23.23
5 1 487 川上　晃弘 (高３) ｶﾜｶﾐ ｱｷﾋﾛ 千葉 木更津高専 23.24
6 5 2980 嶋野　雄介 (高３) ｼﾏﾉ ﾕｳｽｹ 千葉 柏陵高 23.25
7 3 2207 大関　裕也 (高３) ｵｵｾﾞｷ ﾕｳﾔ 千葉 東海大浦安高 23.57

4 3172 志賀　大海 (高２) ｼｶﾞ ﾋﾛﾐ 千葉 柏日体高 DNS

8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 5 44 齋藤　暁生 (高３) ｻｲﾄｳ ｱｷｵ 千葉 東海大望洋高 22.46
2 4 1497 梶原　悠佑 (高３) ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ 千葉 市立千葉高 22.65
3 7 1250 伊藤　一成 (高３) ｲﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 千葉 千葉南高 23.04
4 3 1215 上野　尚久 (高２) ｳｴﾉ ﾀｶﾋｻ 千葉 千葉高 23.11
5 2 1082 中嶋　隼人 (高３) ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 千葉 八千代松陰高 23.36
6 1 917 山田　亮輔 (高３) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 千葉 佐倉南高 23.38
7 8 903 杉山　智紀 (高１) ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓｷ 千葉 佐倉高 23.58
8 6 1295 森　健多 ﾓﾘ ｹﾝﾀ 千葉 桜林高 23.65

9組 風:+1.5

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 4 40 小川　克幸 (高３) ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾕｷ 千葉 東海大望洋高 22.86
2 6 1725 森山　生大 (高２) ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 千葉 船橋東高 23.03
3 5 1185 海老原　雄輝 (高２) ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 千葉 東邦大東邦高 23.16
4 8 513 仲田　凱斗 (高３) ﾅｶﾀ ｶｲﾄ 千葉 横芝敬愛高 23.30
5 7 1879 譜久里　龍 (高３) ﾌｸﾘ ﾘｮｳ 千葉 市立船橋高 23.35
6 2 937 園田　勇斗 (高３) ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ 千葉 千葉黎明高 23.76
7 3 1021 山崎　友寛 (高３) ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 千葉 八千代東高 24.49
8 1 1330 磯野　友希 (高２) ｲｿﾉ ﾕｳｷ 千葉 千葉東高 24.93

2012/4/23 10:28凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり *TL:着差なし
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県記録(CR)              20.67     吉野　達郎(千葉・東海大)              2003.6.6

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司

4月15日 12:40 タイムレース

10組 風:+3.6

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 4 918 佐藤　慎太朗 (高２) ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉 佐倉南高 23.07
2 6 2202 荻野　譲 (高１) ｵｷﾞﾉ ﾕｽﾞﾙ 千葉 東海大浦安高 23.20
3 8 54 木村　克徳 (高２) ｷﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ 千葉 東海大望洋高 23.37
4 1 1204 高地　哲史 (高３) ｺｳﾁ ｻﾄｼ 千葉 千葉高 23.40
5 7 1435 高木　要 (高３) ﾀｶｷﾞ ｶﾅﾒ 千葉 柏井高 23.58
6 5 543 島田　綾介 (高２) ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 千葉 匝瑳高 23.63

2 742 小池　陽 (一般) ｺｲｹ ﾖｳ 千葉 土気ＴＦＣ DNS
3 1731 西山　雄弥 (高２) ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 千葉 船橋東高 DNS

11組 風:+2.2

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 3 3163 二関　翔太郎 (高３) ﾆﾉｾｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉 柏日体高 22.71
2 7 807 清宮　弘貴 (高２) ｾｲﾐﾔ ﾋﾛｷ 千葉 成田高 22.93
3 1 1547 遠藤　勇登 (高２) ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 千葉 市立稲毛高 23.46
4 8 1300 穴澤　幸司 ｱﾅｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 千葉 桜林高 23.57
5 4 1534 前澤　俊 (高３) ﾏｴｻﾜ ｼｭﾝ 千葉 市立稲毛高 23.77
6 6 1208 山田　智也 (高２) ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ 千葉 千葉高 24.16

2 2989 佐藤　智也 (高２) ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 千葉 柏陵高 DNS
5 997 押野　悠大 (高３) ｵｼﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 八千代高 DNS

12組 風:-1.9

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 3 876 伏見　亮 (高２) ﾌｼﾐ ﾘｮｳ 千葉 東京学館高 22.41
2 6 592 福岡　優人 (高３) ﾌｸｵｶ ﾕｳﾄ 千葉 銚子商高 22.90
3 8 52 白井　彪摩 (高２) ｼﾗｲ ﾋｮｳﾏ 千葉 東海大望洋高 23.12
4 4 2932 松沼　裕哉 (高３) ﾏﾂﾇﾏ ﾕｳﾔ 千葉 柏南高 23.36
5 1 450 並木　雄大 (高３) ﾅﾐｷ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 成東高 23.65
6 2 541 大久保　亮汰 (高２) ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ 千葉 匝瑳高 24.08
7 5 1209 井上　瑞基 (高２) ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 千葉 千葉高 24.17
8 7 906 吉田　健悟 (高１) ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 千葉 佐倉高 25.07

13組 風:+2.6

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 7 1478 園田　一紀 (高３) ｿﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 千葉 犢橋高 22.52
2 8 345 荒谷　和彦 (高３) ｱﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ 千葉 長生高 22.77
3 5 709 大能　良太 (一般) ｵｵﾉｳ ﾘｮｳﾀ 千葉 BLANKER 23.02
4 2 1219 金澤　和生 (高２) ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｵ 千葉 千葉高 23.83
5 1 2392 田中　大地 (高２) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 千葉 市立松戸高 23.96
6 4 1216 高原　拓己 (高２) ﾀｶﾊﾗ ﾀｸﾐ 千葉 千葉高 24.68
7 3 2697 小野　豊 (高２) ｵﾉ ﾕﾀｶ 千葉 国分高 24.78

6 458 渡邊　航介 (高２) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ 千葉 成東高 DNS

14組 風:+2.9

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 5 1690 櫻井　洋志 (高２) ｻｸﾗｲ ﾋﾛｼ 千葉 薬園台高 22.42
2 1 887 末次　弘樹 (高１) ｽｴﾂｸﾞ ﾋﾛｷ 千葉 東海大浦安高 22.97
3 6 1692 渕上　宏 (高２) ﾌﾁｶﾞﾐ ﾋﾛｼ 千葉 薬園台高 23.05
4 4 920 鈴木　健太 (高１) ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 千葉 市立船橋高 23.39
5 2 2979 馬場　香任 (高３) ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 千葉 柏陵高 23.52 *TL
5 8 693 齋藤　雄大 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 日大文理クラブ 23.52 *TL
7 3 2257 原　誠治 (高１) ﾊﾗ ｾｲｼﾞ 千葉 東京学館浦安高 23.54
8 7 1022 安田　良平 (高２) ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 千葉 八千代東高 24.68

2012/4/23 10:28凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり *TL:着差なし



男子200m

県記録(CR)              20.67     吉野　達郎(千葉・東海大)              2003.6.6

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司

4月15日 12:40 タイムレース

15組 風:+3.0

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 3 3025 金子　元貴 (高３) ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ 千葉 柏中央高 23.04
2 4 1535 成田　将旭 (高２) ﾅﾘﾀ ﾏｻｱｷ 千葉 市立稲毛高 23.20
3 8 2375 清水　紀行 (高３) ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾕｷ 千葉 市立松戸高 23.28
4 5 1477 国本　真季 (高３) ｸﾆﾓﾄ ﾏｻｷ 千葉 犢橋高 23.58
5 6 886 有場　健太 (高１) ｱﾘﾊﾞ ｹﾝﾀ 千葉 東海大浦安高 23.59
6 2 361 酒井　佑 (高２) ｻｶｲ ﾀｽｸ 千葉 長生高 23.63
7 7 924 福原　竜輝 (高１) ﾌｸﾊﾗ ﾘｭｳｷ 千葉 市立船橋高 24.75

1 196 菅田　凌 (高２) ｽｹﾞﾀ ﾘｮｳ 千葉 君津高 DNS

16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 5 2136 池村　昂祐 (高２) ｲｹﾑﾗ ｺｳｽｹ 千葉 市川高 23.46
2 6 1506 福永　広希 (高２) ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 千葉 市立千葉高 23.64
3 3 354 山本　真輔 (高３) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｽｹ 千葉 長生高 23.71
4 7 2374 五喜田　凌 (高３) ｺﾞｷﾀ ﾘｮｳ 千葉 市立松戸高 24.10
5 4 1537 丹田　央 (高２) ﾀﾝﾀﾞ ｱｷﾗ 千葉 市立稲毛高 24.17
6 8 2382 武田　和真 (高３) ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 千葉 市立松戸高 24.26
7 1 730 桒原　春紀 (高３) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄｷﾉﾘ 千葉 多古高 24.64

2 2380 牛玖　文哉 (高３) ｳｼｸ ﾌﾐﾔ 千葉 市立松戸高 DNS

17組 風:0.0

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 2 2603 水元　洋文 (高２) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 千葉 県立船橋 23.29
2 7 1089 高綱　隆盛 (高３) ﾀｶﾂﾅ ﾘｭｳｾｲ 千葉 八千代松陰高 23.84
3 3 1480 鈴木　航 (高３) ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ 千葉 犢橋高 23.89
4 1 416 粕谷　直人 (高２) ｶｽﾔ ﾅｵﾄ 千葉 東金商高 23.96
5 8 1574 地主　健太郎 (高３) ｼﾞﾇｼ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 敬愛学園高 24.11
6 6 626 鹿野　知久 (大学) ｶﾉ ﾄﾓﾋｻ 千葉 敬愛大 24.97

4 1536 小川　翔太郎 (高２) ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉 市立稲毛高 DNS
5 2426 渡辺　大  千葉 専修大松戸高 DNS

18組 風:+0.5

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 2662 安井　亮 (高２) ﾔｽｲ ﾘｮｳ 千葉 検見川高 22.43
2 5 1079 神戸　裕貴 (高３) ｶﾝﾍﾞ ﾋﾛｷ 千葉 八千代松陰高 22.52
3 4 3353 石毛　拓海 (高２) ｲｼｹﾞ ﾀｸﾐ 千葉 東京学館浦安高 22.85
4 3 1073 増田　寛之 (高３) ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉 八千代松陰高 23.13
5 2 2221 森山　裕貴 (高２) ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 千葉 東海大浦安高 23.51
6 1 1896 山中　秀晋 (高２) ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 市立船橋高 24.09
7 8 533 新行内　聖也 (高３) ｼﾝｷﾞｮｳｳﾁ ﾏｻﾔ 千葉 匝瑳高 24.25

6 415 鈴木　隼斗 (高２) ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 千葉 東金商高 DNS

19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 4 1149 穴原　優也 (高２) ｱﾅﾊﾗ ﾕｳﾔ 千葉 実籾高 23.33
2 5 1724 髙井　彰則 (高２) ﾀｶｲ ｱｷﾉﾘ 千葉 船橋東高 23.56
3 1 1071 秋山　俊太郎 (高３) ｱｷﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 千葉 八千代松陰高 23.63
4 3 544 鈴木　敏一 (高２) ｽｽﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ 千葉 匝瑳高 23.71
5 2 398 大久保　諄 (高３) ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｼ 千葉 東金高 23.83
6 7 193 星子　亮介 (高３) ﾎｼｺ ﾘｮｳｽｹ 千葉 君津高 25.31
7 8 1431 貴俵　亮介 (高１) ｷﾀﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 千葉 柏井高 25.40

6 659 木村　仁是 (高３) ｷﾑﾗ ﾏｻｼ 千葉 小見川高 DNS
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20組 風:+1.8

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 8 767 本庄　一希 (高２) ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ 千葉 成田国際高 22.83
2 2 1303 神谷　佑介 ｶﾐﾔ ﾕｳｽｹ 千葉 桜林高 24.16
3 6 1299 齊藤　永記 ｻｲﾄｳ ｴｲｷ 千葉 桜林高 24.23
4 1 2078 南木　諒 (高３) ﾅﾝﾓｸ ﾘｮｳ 千葉 国分高 24.26 *TL
4 7 2080 井上　颯人 (高２) ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ 千葉 国分高 24.26 *TL
6 5 2930 小島　望 (高３) ｺｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾑ 千葉 柏南高 24.36
7 3 1444 山中　勇樹 (高２) ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｷ 千葉 柏井高 24.46
8 4 969 吉川　尚貴 (高１) ﾖｼｶﾜ ﾅｵｷ 千葉 市川高 24.94

21組 風:+2.4

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 3 946 土屋　徹 (高２) ﾂﾁﾔ ﾄｵﾙ 千葉 千葉黎明高 22.82
2 4 1723 関根　務 (高２) ｾｷﾈ ﾂﾄﾑ 千葉 船橋東高 23.37
3 2 2672 山本　桂太郎 (高２) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ 千葉 市川高 23.47
4 1 1326 福田　滉己 (高３) ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｷ 千葉 千葉東高 23.66
5 7 512 鈴木　貴之 (高３) ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 千葉 横芝敬愛高 23.99
6 6 905 鈴木　康平 (高１) ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 千葉 佐倉高 25.55
7 5 690 阿部　源司 (高２) ｱﾍﾞ ｹﾞﾝｼﾞ 千葉 佐原高 25.76

8 3023 市角　康平 (高３) ｲﾁｶｸ ｺｳﾍｲ 千葉 柏中央高 DNS

22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 3 3389 平田　勇 (高２) ﾋﾗﾀ ﾕｳ 千葉 東京学館浦安高 23.06
2 4 1659 板谷　大叶夢 (高３) ｲﾀﾔ ﾋﾛﾄﾑ 千葉 県立船橋 23.29
3 5 718 木内　翔 (高２) ｷｳﾁ ｼｮｳ 千葉 佐原柏陽高 23.83
4 7 1530 富樫　悠 (高３) ﾄｶﾞｼ ﾕｳ 千葉 市立稲毛高 24.03
5 6 932 ｱｹﾝﾀ山口　ｻｲﾓﾝｴﾏﾆｴﾙ ｱｹﾝﾀﾔﾏｸﾞﾁ ｻｲﾓﾝﾏﾆｴ千葉 市立松戸高 24.11
6 1 119 宮崎　健一 (高３) ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 千葉 木更津高 24.68
7 2 971 齋藤　直哉 (高１) ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 千葉 市川高 25.87

8 3033 中崎　舜 (高３) ﾅｶｻﾞｷ ｼｭﾝ 千葉 柏中央高 DNS

23組 風:+1.5

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 8 866 葉計　勇太 (高３) ﾊﾊﾞｶﾘ ﾕｳﾀ 千葉 東京学館高 22.82
2 1 339 末吉　拳也 (高２) ｽｴﾖｼ ｹﾝﾔ 千葉 大多喜高 23.14
3 5 945 石井　貫太郎 (高２) ｲｼｲ ｶﾝﾀﾛｳ 千葉 千葉黎明高 23.28
4 4 3041 髙野　勇登 (高２) ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ 千葉 柏中央高 23.32
5 2 1257 小川　喬也 (高２) ｵｶﾞﾜ ﾓﾄﾅﾘ 千葉 千葉南高 24.08
6 6 2132 不破　大紀 (高２) ﾌﾜ ﾀﾞｲｷ 千葉 市川高 24.27
7 3 2130 北詰　輝 (高２) ｷﾀﾂﾞﾒ ｱｷﾗ 千葉 市川高 25.39

7 858 松橋　博貴 (高２) ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 千葉 印旛明誠高 DNS

24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 2 843 V.JA　ダニエル.C (高 ﾋﾞﾘﾔﾊﾟﾆﾔ.ｼﾞｮｰｼﾞｴｲ千葉 富里高 23.02
2 4 2425 加藤　恭輔  千葉 専修大松戸高 23.22
3 3 1355 松橋　謙 (高３) ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ 千葉 検見川高 23.40
4 7 1124 東嶋　優一郎 (高３) ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉 津田沼高 23.54
5 5 950 堺　唯央 (高１) ｻｶｲ ﾀﾀﾞｵ 千葉 市立松戸高 23.77
6 8 958 草彅　貴也 (高２) ｸｻﾅｷﾞ ﾀｶﾔ 千葉 四街道高 23.97
7 6 1549 太田　優介 (高２) ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 千葉 市立稲毛高 24.04
8 1 2675 澤野　文哉 (高２) ｻﾜﾉ ﾌﾐﾔ 千葉 市川高 26.04
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25組 風:+2.7

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 5 1321 鈴木　拓海 (高３) ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 千葉 千葉東高 23.31
2 2 51 松崎　鷹森 (高２) ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶﾓﾘ 千葉 東海大望洋高 23.55
3 7 1358 高橋　宏佑 (高３) ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 千葉 検見川高 23.66
4 4 1726 大谷　直己 (高２) ｵｵﾀﾆ ﾅｵﾐ 千葉 船橋東高 23.82
5 6 2393 安岡　雄哉 (高２) ﾔｽｵｶ ﾕｳﾔ 千葉 市立松戸高 24.02
6 8 1141 上岡　拓馬 (高２) ｶﾐｵｶ ﾀｸﾏ 千葉 実籾高 24.05
7 1 894 工藤　裕貴 (高２) ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ 千葉 佐倉高 24.45

3 456 富田　佳輝 (高２) ﾄﾐﾀ ﾖｼｷ 千葉 成東高 DNS

26組 風:+3.3

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 6 953 和山　太成 (高１) ﾜﾔﾏ ﾀｲｾｲ 千葉 市立松戸高 23.62
2 3 3393 大内　豪 (高２) ｵｵｳﾁ ｽｸﾞﾙ 千葉 東京学館浦安高 23.78
3 5 1728 新谷　優一 (高２) ｼﾝﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 千葉 船橋東高 24.15
4 8 1427 真砂　優稀 (高２) ﾏｻｺﾞ ﾕｳｷ 千葉 幕張総合高 24.64
5 4 2540 後藤　智樹 (高２) ｺﾞﾄｳ ﾄﾓｷ 千葉 千葉東高 26.67

1 587 奥園　洋平 (高３) ｵｸｿﾞﾉ ﾖｳﾍｲ 千葉 銚子商高 DNS
2 3161 望月　愼史 (高３) ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝｼﾞ 千葉 柏日体高 DNS
7 532 椎名　颯太 (高３) ｼｲﾅ ｿｳﾀ 千葉 匝瑳高 DNS

27組 風:+2.4

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 3 522 菅谷　旭 (高３) ｽｶﾞﾔ ｱｷﾗ 千葉 匝瑳高 23.46
2 4 765 木内　祥太 (高３) ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ 千葉 成田国際高 23.59
3 1 806 浪川　寛規 (高２) ﾅﾐｶﾜ ﾋﾛｷ 千葉 成田高 23.77
4 2 2281 梅津　康暉 (高３) ｳﾒﾂ ｺｳｷ 千葉 東京学館浦安高 23.78
5 6 2927 石戸谷　凌 (高３) ｲｼﾄﾔ ﾘｮｳ 千葉 柏南高 24.18
6 5 50 日紫喜　大輝 (高２) ﾋｼｷ ﾀﾞｲｷ 千葉 東海大望洋高 24.36
7 8 2101 大里　輝 (高３) ｵｵｻﾄ ﾃﾙ 千葉 市川東高 24.50

7 1575 佐藤　裕太 (高３) ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 千葉 敬愛学園高 DNS

28組 風:+2.8

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 3 1709 戸村　航 (高１) ﾄﾑﾗ ﾜﾀﾙ 千葉 薬園台高 23.38
2 6 2545 竹下　陽介 (高２) ﾀｹｼﾀ ﾖｳｽｹ 千葉 千葉東高 23.46
3 2 1470 池田　光次郎 (高２) ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 千葉 千葉西高 23.68
4 5 884 須釜　雄介 (高１) ｽｶﾞﾏ ﾕｳｽｹ 千葉 東海大浦安高 23.76
5 4 1121 鈴木　和冶 (高３) ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 千葉 津田沼高 23.89
6 8 366 茂垣　貴之 (高２) ﾓｶﾞｷ ﾀｶﾕｷ 千葉 長生高 24.02
7 7 385 本間　文太 (高３) ﾎﾝﾏ ﾌﾞﾝﾀ 千葉 大網高 24.25

1 1315 安藤　庸 (高３) ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｳ 千葉 千葉東高 DNS

29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 3 43 鵜澤　亮太 (高３) ｳｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 千葉 東海大望洋高 23.62
2 8 1484 石井　純太 (高２) ｲｼｲ ｼﾞｭﾝﾀ 千葉 犢橋高 23.71
3 4 3770 吉田　隆晟 (高２) ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 千葉 柏日体高 23.73
4 2 2641 鈴木　啓太 (高２) ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 千葉 船橋芝山高 23.83
5 5 2135 飛永　隆志 (高２) ﾄﾋﾞﾅｶﾞ ﾀｶｼ 千葉 市川高 23.85
6 1 1985 大平　英正 (高２) ｵｵﾋﾗ ﾋﾃﾞﾏｻ 千葉 東京学館船橋高 25.09
7 6 3152 山本　雄大 (高１) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 柏日体高 25.27

7 1258 松丸　智紀 (高２) ﾏﾂﾏﾙ ﾄﾓｷ 千葉 千葉南高 DNS
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30組 風:+0.9

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 1384 國吉　要 ｸﾆﾖｼ ｶﾅﾒ 千葉 磯辺高 23.62
2 4 1167 山口　健太 (高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 千葉 市立習志野高 23.63
3 5 1599 宗　大貴 (高３) ｿｳ ﾋﾛﾀｶ 千葉 渋谷幕張高 23.67
4 3 2981 藤井　洋光 (高３) ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾐﾂ 千葉 柏陵高 23.71
5 2 1151 平見　侑季 (高１) ﾋﾗﾐ ﾕｳｷ 千葉 実籾高 24.46
6 7 1248 金子　凌佑 (高３) ｶﾈｺ ﾘｮｳｽｹ 千葉 千葉南高 24.82

1 315 岡畠　大 (高３) ｵｶﾊﾀ ﾀﾞｲ 千葉 大原高 DNS
8 1325 羽根　匡毅 (高３) ﾊﾈ ﾏｻﾀｶ 千葉 千葉東高 DNS

31組 風:-0.3

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 1008 木藤　翼 (高２) ｷﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 千葉 八千代高 23.80
2 5 1779 守屋　翔平 (高３) ﾓﾘﾔ ｼｮｳﾍｲ 千葉 船橋芝山高 23.90
3 8 952 伊藤　太一 (高１) ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 千葉 市立松戸高 24.36
4 1 947 古谷　樹 (高１) ﾌﾙﾔ ﾀﾂﾙ 千葉 市立松戸高 24.49
5 6 2364 瀬谷　雄太 (高３) ｾﾔ ﾕｳﾀ 千葉 松戸馬橋高 24.57
6 2 2389 各務　仁皓 (高２) ｶｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 千葉 市立松戸高 25.02
7 3 1302 松島　航也 ﾏﾂｼﾏ ｺｳﾔ 千葉 桜林高 25.09

4 1296 雇地　昌義 ﾔﾄｲﾁ ﾏｻﾖｼ 千葉 桜林高 DNS

32組 風:+1.7

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 6 1193 馬渕　勇希 (高２) ﾏﾌﾞﾁ ﾕｳｷ 千葉 東邦大東邦高 23.31
2 2 2993 石野　卓也 (高２) ｲｼﾉ ﾀｸﾔ 千葉 柏陵高 23.79
3 3 2652 中村　亮太 (高２) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 千葉 船橋芝山高 23.84
4 1 1509 渡辺　弘大 (高２) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 千葉 市立千葉高 23.86
5 4 983 野村　尭弘 (高１) ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 千葉 東海大望洋高 23.97
6 7 333 髙橋　涼 (高３) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 千葉 大多喜高 24.13
7 5 1426 林　直幸 (高２) ﾊﾔｼ ﾅｵﾕｷ 千葉 幕張総合高 24.30
8 8 3866 安藤　貴紀 (高２) ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾉﾘ 千葉 市立銚子高 24.87

33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 7 199 飯田　貴之 (高２) ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 千葉 君津高 23.34
2 1 825 前田　崇光 (大学) ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｱｷ 千葉 日本大生産工 23.35
3 6 393 福地　優人 (高３) ﾌｸﾁ ﾕｳﾄ 千葉 東金高 23.91
4 4 1146 石井　俊也 (高２) ｲｼｲ ｼｭﾝﾔ 千葉 実籾高 24.39
5 3 638 古德　一樹 (高３) ｺﾄｸ ｶｽﾞｷ 千葉 市立銚子高 24.84
6 8 2045 木村　大樹 (高２) ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 千葉 鎌ヶ谷西高 24.94
7 5 2085 三谷　琢真 (高２) ﾐﾀﾆ ﾀｸﾏ 千葉 国分高 25.00

2 714 石橋　裕也 (高２) ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳﾔ 千葉 佐原柏陽高 DNS

34組 風:+0.1

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 1 1055 小森　健太 (高２) ｺﾓﾘ ｹﾝﾀ 千葉 八千代松陰高 24.00
2 2 419 鈴木　秀勝 (高１) ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｶﾂ 千葉 東金商高 24.33
3 4 985 井上　滉太 (高３) ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 千葉 千葉敬愛高 24.58
4 3 1078 長野　充志 (高３) ﾅｶﾞﾉ ｱﾂｼ 千葉 八千代松陰高 24.74

5 1086 山田　昴平 (高３) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 千葉 八千代松陰高 DNS
6 2211 嵐川　悠斗 (高３) ｱﾗｼｶﾜ ﾕｳﾄ 千葉 東海大浦安高 DNS
7 1585 島田　裕太 (高２) ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 千葉 敬愛学園高 DNS
8 1024 松戸　翔 (高２) ﾏﾂﾄﾞ ｼｮｳ 千葉 八千代東高 DNS
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県記録(CR)              20.67     吉野　達郎(千葉・東海大)              2003.6.6

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司

4月15日 12:40 タイムレース

35組 風:+3.4

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 5 833 天野　史健 (高３) ｱﾏﾉ ﾌﾐﾀｹ 千葉 富里高 23.05
2 4 3044 日野原　真也 (高２) ﾋﾉﾊﾗ ｼﾝﾔ 千葉 柏中央高 23.54
3 3 2990 大川　力也 (高２) ｵｵｶﾜ ﾘｷﾔ 千葉 柏陵高 23.59
4 8 1080 西嶋　恭 (高３) ﾆｼｼﾞﾏ ｷｮｳ 千葉 八千代松陰高 23.66
5 7 872 柿原　慎太郎 (高３) ｶｷﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉 東京学館高 24.11
6 2 2947 木村　陸人 (高２) ｷﾑﾗ ﾘｸﾄ 千葉 柏南高 24.12
7 6 412 小川　航平 (高２) ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 千葉 東金商高 24.88
8 1 1249 池田　優介 (高３) ｲｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 千葉 千葉南高 25.35

36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 4 1933 重松　健太郎 (高２) ｼｹﾞﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 日大習志野高 23.73
2 5 1179 堀　泰輔 (高３) ﾎﾘ ﾀｲｽｹ 千葉 東邦大東邦高 24.01
3 7 2395 櫻井　一司 (高２) ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｼ 千葉 市立松戸高 24.13
4 3 1606 原島　敏知 (高２) ﾊﾗｼﾏ ﾄｼﾊﾙ 千葉 渋谷幕張高 24.20
5 2 945 栗原　直也 (高１) ｸﾘﾊﾗ ﾅｵﾔ 千葉 市立松戸高 24.42
6 6 973 山本　亮介 (高１) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 千葉 市川高 24.55
7 1 25 山田　哲也 (高２) ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 千葉 姉崎高 24.99

8 2952 山本　祐大 (高２) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 柏南高 DNS

37組 風:+0.5

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 5 961 三須　壮馬 (高２) ﾐｽ ｿｳﾏ 千葉 四街道高 23.20
2 6 573 池田　拓人 (高３) ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾄ 千葉 銚子高 24.02
3 1 3010 高田　亮 (高２) ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳ 千葉 柏の葉高 24.21
4 7 401 磯野　晃太 (高２) ｲｿﾉ ｺｳﾀ 千葉 東金高 24.21 *TK
5 4 2643 石澤　賢太郎 (高２) ｲｼｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 船橋芝山高 24.26
6 8 622 古賀　康斗 (一般) ｺｶﾞ ﾔｽﾄ 千葉 新日鐵君津 24.46
7 2 1600 二居　佳司 (高３) ﾆｲ ｹｲｼﾞ 千葉 渋谷幕張高 24.70
8 3 972 梶　貴志 (高１) ｶｼﾞ ﾀｶﾕｷ 千葉 市川高 24.70 *TK

38組 風:+0.3

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 1783 吉田　浩二 (高３) ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 千葉 船橋芝山高 23.80
2 5 1621 早川　航平 (高２) ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ 千葉 渋谷幕張高 24.09
3 7 1622 川島　拓己 (高２) ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾐ 千葉 渋谷幕張高 24.63
4 6 2649 谷島　駿一 (高２) ﾀﾆｼﾏ ｼｭﾝｲﾁ 千葉 船橋芝山高 24.69
5 4 1191 小泉　雄生 (高２) ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ 千葉 東邦大東邦高 24.71
6 1 574 白土　透 (高３) ｼﾗﾄ ﾄｵﾙ 千葉 銚子高 24.94
7 3 3749 望月　大輔 (高２) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 市立松戸高 25.24
8 8 1398 山森　章弘 ﾔﾏｳﾗ ｱｷﾋﾛ 千葉 磯辺高 25.45

39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 3 1504 森尾　奈央樹 (高３) ﾓﾘｵ ﾅｵｷ 千葉 市立千葉高 23.31
2 7 1780 永泉　勇 (高３) ﾅｶﾞｲｽﾞﾐ ﾕｳ 千葉 船橋芝山高 23.83
3 2 920 秋山　昌洋 (高２) ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 千葉 佐倉南高 24.20
4 8 2254 加瀬　幸宏 (高３) ｶｾ ﾕｷﾋﾛ 千葉 東海大浦安高 24.27
5 4 762 古舘　圭祐 (高３) ﾌﾙﾀﾞﾃ ｹｲｽｹ 千葉 成田国際高 24.48
6 1 862 髙野　浩輝 (高１) ﾀｶﾉ ｺｳｷ 千葉 犢橋高 27.98

5 2390 岩楯　優貴 (高２) ｲﾜﾀﾞﾃ ﾕｳｷ 千葉 市立松戸高 DNS
6 2987 朝野　聖雄 (高２) ｱｻﾉ ﾏｻｵ 千葉 柏陵高 DNS
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県記録(CR)              20.67     吉野　達郎(千葉・東海大)              2003.6.6

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司

4月15日 12:40 タイムレース

40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 4 394 鵜月　朗槙 (高３) ｳﾂﾞｷ ｱｷﾏｻ 千葉 東金高 23.43
2 5 1540 米山　浩太 (高２) ﾖﾈﾔﾏ ｺｳﾀ 千葉 市立稲毛高 23.81
3 3 948 渡邊　龍太郎 (高２) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉 千葉黎明高 23.85
4 8 960 松本　昌士 (高２) ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｼ 千葉 四街道高 24.11
5 7 1129 佐々木　直也 (高２) ｻｻｷ ﾅｵﾔ 千葉 津田沼高 24.34
6 1 1805 村山　健太 (高３) ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝﾀ 千葉 船橋古和釜高 25.27
7 2 859 石毛　秀岳 (高１) ｲｼｹﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 千葉 犢橋高 27.75

6 861 相馬　滉介 (高１) ｿｳﾏ ｺｳｽｹ 千葉 犢橋高 DNS

41組 風:+2.1

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 6 1397 今村　光亮 ｲﾏﾑﾗ ｺｳｽｹ 千葉 磯辺高 23.45
2 4 1107 今井　遼 (高２) ｲﾏｲ ﾘｮｳ 千葉 八千代松陰高 23.60
3 5 706 尾谷　周平 (高３) ｵﾀﾞﾆ ｼｭｳﾍｲ 千葉 佐原柏陽高 23.98
4 2 3067 篠原　翠 (高２) ｼﾉﾊﾗ ｱｷﾗ 千葉 沼南高柳高 24.54
5 8 944 及川　寛生 (高１) ｵｲｶﾜ ﾋﾛｷ 千葉 市立松戸高 24.59
6 1 224 金子　健太 (高２) ｶﾈｺ ｹﾝﾀ 千葉 君津商高 25.03
7 7 946 三島　遼也 (高１) ﾐｼﾏ ﾘｮｳﾔ 千葉 市立松戸高 25.30

3 449 秋山　昌晴 (高３) ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 千葉 成東高 DNS

42組 風:-0.8

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 1187 和田　拓海 (高２) ﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 千葉 東邦大東邦高 23.67
2 6 849 五木田　悠作 (高３) ｺﾞｷﾀ ﾕｳｻｸ 千葉 成田北高 24.04
3 4 246 鈴木　恒平 (高３) ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 千葉 安房高 24.11
4 5 2650 柿本　健太 (高２) ｶｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 千葉 船橋芝山高 24.18
5 3 1163 飯田　勇平 (高２) ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 千葉 市立習志野高 24.40
6 1 857 村田　義之 (高２) ﾑﾗﾀ ﾕｼﾕｷ 千葉 印旛明誠高 24.51
7 2 207 宮﨑　竣 (高3) ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝ 千葉 上総高 25.21

7 2292 諸橋　慶一郎 (高３) ﾓﾛﾊｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 千葉 小金高 DNS

43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 6 956 伊藤　翔一郎 (高２) ｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 千葉 四街道高 23.78
2 4 475 小林　大地 (高３) ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 千葉 松尾高 24.02
3 8 1087 山中　一毅 (高３) ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞｷ 千葉 八千代松陰高 24.56
4 2 1075 山下　徳士 (高３) ﾔﾏｼﾀ ﾄｸﾉﾘ 千葉 八千代松陰高 25.12
5 1 1280 田巻　幸大 (高２) ﾀﾏｷ ｺｳﾀ 千葉 千城台高 25.17
6 3 710 大竹　光 (一般) ｵｵﾀｹ ﾋｶﾙ 千葉 BLANKER 25.34
7 7 420 鈴木　勝也 (高１) ｽｽﾞｷ ｶﾂﾔ 千葉 東金商高 26.01

5 2379 河野　将也 (高３) ｶﾜﾉ ﾏｻﾔ 千葉 市立松戸高 DNS

44組 風:+2.7

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 3 921 澤井　輝 (高１) ｻﾜｲ ｱｷﾗ 千葉 市立船橋高 23.85
2 1 660 橋本　惇平 (高３) ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 千葉 小見川高 24.34
3 2 314 枝川　裕之 (高３) ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉 大原高 24.37
4 6 1159 市川　遥己 (高１) ｲﾁｶﾜ ﾊﾙｷ 千葉 実籾高 24.81
5 4 571 宮内　俊紀 (高３) ﾐﾔｳﾁ ﾄｼｷ 千葉 銚子高 24.82
6 7 560 林　悠聖 (高２) ﾊﾔｼ ﾕｳｾｲ 千葉 東総工高 25.20
7 8 1455 佐藤　優樹 (高３) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 千葉 千葉西高 25.28
8 5 637 鈴木　和磨 (高３) ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 千葉 市立銚子高 25.66
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県記録(CR)              20.67     吉野　達郎(千葉・東海大)              2003.6.6

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司

4月15日 12:40 タイムレース

45組 風:+3.0

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 3 1354 玉置　吉寿 (高３) ﾀﾏｷ ﾖｼﾋｻ 千葉 検見川高 23.43
2 2 1289 宮崎　善匡 (高３) ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾏｻ 千葉 土気高 23.75
3 6 1353 糟谷　秀太 (高３) ｶｽﾔ ｼｭｳﾀ 千葉 検見川高 23.91
4 8 1049 斉藤　佳貴 (高２) ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 千葉 八千代松陰高 24.04
5 7 1184 那須　一真 (高２) ﾅｽ ｶｽﾞﾏ 千葉 東邦大東邦高 24.09
6 4 2309 薄井　一磨 (高３) ｳｽｲ ｶｽﾞﾏ 千葉 小金高 24.12
7 1 940 荒井　義行 (高２) ｱﾗｲ ﾖｼﾕｷ 千葉 千葉黎明高 24.79
8 5 817 岩井　将城 (大学) ｲﾜｲ ﾏｻｷ 千葉 日本大生産工 24.80

46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 3 1617 梅村　享佑 (高２) ｳﾒﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 千葉 渋谷幕張高 23.33
2 8 2170 深谷　風琴 (高２) ﾌｶﾔ ﾌｳｷ 千葉 昭和学院高 23.57
3 7 1255 小栁　浩章 (高２) ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｱｷ 千葉 千葉南高 23.87
4 6 870 大崎　広道 (高３) ｵｵｻｷ ﾋﾛﾐﾁ 千葉 東京学館高 23.97
5 1 666 鍔本　拓也 (高２) ﾂﾊﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 千葉 小見川高 23.97 *TK
6 4 2637 菊池　明紀 (高２) ｷｸﾁ ｱｷﾉﾘ 千葉 船橋芝山高 24.69
7 5 984 齋藤　淳大 (高１) ｻｲﾄｳ ｱﾂﾋﾛ 千葉 東海大望洋高 25.63

2 1385 木村　駿介 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 千葉 磯辺高 DNS

47組 風:+0.2

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 7 2168 岩田　崇裕 (高２) ｲﾜﾀ ﾀｶﾋﾛ 千葉 昭和学院高 23.12
2 2 3349 上野　弘貴 (高２) ｳｴﾉ ｺｳｷ 千葉 千葉経大附高 23.41
3 8 949 荻田　直明 (高１) ｵｷﾞﾀ ﾅｵｱｷ 千葉 市立松戸高 23.69
4 6 979 吉川　健太 (高３) ﾖｼｶﾜ ｹﾝﾀ 千葉 千葉敬愛高 24.19
5 3 977 平野　剛史 (高３) ﾋﾗﾉ ﾂﾖｼ 千葉 千葉敬愛高 24.41
6 4 2312 原　直也 (高２) ﾊﾗ ﾅｵﾔ 千葉 小金高 24.76
7 5 1498 金江　亮拓 (高３) ｶﾅｴ ﾘｮｳﾀ 千葉 市立千葉高 25.48

1 816 赤佐　賢 (大学) ｱｶｻ ｹﾝ 千葉 日本大生産工 DNS

48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 3 353 露﨑　健太 (高３) ﾂﾕｻﾞｷ ｹﾝﾀ 千葉 長生高 23.97
2 5 962 渡部　凌平 (高２) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 千葉 四街道高 24.64
3 1 1035 三浦　将志 (高１) ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 千葉 八千代西高 24.73
4 4 79 岡崎　大基 (高２) ｵｶｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 千葉 市原中央高 24.82
5 8 81 松山　寛明 (高２) ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 千葉 市原中央高 24.86
6 7 3863 伊藤　和也 (高２) ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 千葉 千葉敬愛高 25.44
7 6 1283 白川　裕幹 (高１) ｼﾗｶﾜ ﾕｳｷ 千葉 千城台高 25.65

2 844 増井　和也 (高２) ﾏｽｲ ｶｽﾞﾔ 千葉 富里高 DNS

49組 風:+1.5

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 2272 宮澤　和也 (高３) ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 千葉 東京学館浦安高 23.71
2 7 989 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 23.81
3 3 1004 後藤　文哉 (高２) ｺﾞﾄｳ ﾌﾐﾔ 千葉 八千代高 24.14
4 6 244 青木　岳 (高３) ｱｵｷ ｶﾞｸ 千葉 安房高 24.47
5 4 864 山本　侑樹 (高１) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 千葉 犢橋高 24.88
6 1 558 林　佑也 (高２) ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 千葉 東総工高 24.95

5 3020 石川　蒼馬 (高３) ｲｼｶﾜ ｿｳﾏ 千葉 柏中央高 DNS
8 736 山口　貴史 (高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 千葉 多古高 DNS
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50組 風:+3.5

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 3 316 海寶　裕介 (高３) ｶｲﾎｳ ﾕｳｽｹ 千葉 大原高 23.76
2 6 919 三室　歩夢 (高２) ﾐﾑﾛ ｱﾕﾑ 千葉 佐倉南高 24.01
3 8 1713 工藤　雅人 (高１) ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 千葉 薬園台高 24.54
4 1 1641 松下　泰之 (高２) ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾕｷ 千葉 昭和学院秀英高 24.63
5 4 823 佐藤　喬 (大学) ｻﾄｳ ｷｮｳ 千葉 日本大生産工 24.92
6 2 2548 大山　誠人 (高２) ｵｵﾔﾏ ﾏｺﾄ 千葉 船橋古和釜高 25.80

5 1282 池谷　真吾 (高２) ｲｹﾀﾆ ｼﾝｺﾞ 千葉 千城台高 DNS
7 1610 花木　航 (高２) ﾊﾅｷ ｺｳ 千葉 渋谷幕張高 DNS

51組 風:+2.4

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 1375 岩切　祐太 (高２) ｲﾜｷﾘ ﾕｳﾀ 千葉 千葉北高 23.68
2 4 2663 金内　拓哉 (高２) ｶﾅｳﾁ ﾀｸﾔ 千葉 検見川高 24.10
3 7 1175 清水　裕太 (高３) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 千葉 東邦大東邦高 24.49
4 8 223 齊藤　祐希 (高２) ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 千葉 君津商高 24.54
5 3 1162 金田　拓哉 (高３) ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾔ 千葉 市立習志野高 25.11
6 1 1007 大沼　駿 (高２) ｵｵﾇﾏ ｼｭﾝ 千葉 八千代高 25.35
7 5 951 中村　礁吾 (高１) ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 千葉 市立松戸高 25.66
8 2 943 松丸　拓真 (高１) ﾏﾂﾏﾙ ﾀｸﾏ 千葉 市立松戸高 26.47

52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 1 1764 鹿内　翔太 (高２) ｼｶﾅｲ ｼｮｳﾀ 千葉 船橋啓明高 23.28
2 5 1562 白石　祐樹 (高３) ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ 千葉 千葉経大附高 24.16
3 2 1372 杉本　直也 (高３) ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ 千葉 千葉北高 24.58
4 7 517 田宮　瑠人 (高２) ﾀﾐﾔ ﾘｭｳﾄ 千葉 横芝敬愛高 24.80
5 6 948 中島　尚幸 (高１) ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ 千葉 市立松戸高 24.94
6 3 1486 加藤　眞也 (高２) ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 千葉 犢橋高 26.99

4 943 中田　侑太 (高２) ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉 千葉黎明高 DNS
8 1030 奥寺　健太 (高１) ｵｸﾃﾞﾗ ｹﾝﾀ 千葉 八千代西高 DNS

53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 8 1103 北澤　翔一郎 (高２) ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 千葉 八千代松陰高 23.88
2 4 663 伊藤　真楠 (高２) ｲﾄｳ ﾏｸｽ 千葉 小見川高 24.33
3 2 1616 齋藤　遥希 (高２) ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 千葉 渋谷幕張高 24.76
4 1 1050 岡田　涼 (高２) ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 千葉 八千代松陰高 25.27
5 6 400 渡邉　綾太 (高２) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 千葉 東金高 25.36
6 5 942 小林　秀大 (高１) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀ 千葉 市立松戸高 26.05
7 7 3898 赤澤　健 (高１) ｱｶｻﾞﾜ ﾀｹｼ 千葉 実籾高 26.81

3 986 栗原　健 (高１) ｸﾘﾊﾗ ﾀｹﾙ 千葉 東海大望洋高 DNS

54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 3 941 猪俣　晃介 (高２) ｲﾉﾏﾀ ｺｳｽｹ 千葉 千葉黎明高 24.24
2 4 998 亀井　隆寛 (高３) ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ 千葉 八千代高 24.40
3 2 1560 大場　喬 (高３) ｵｵﾊﾞ ﾀｶｼ 千葉 千葉経大附高 25.14
4 5 1373 馬場　恵介 (高３) ﾊﾞﾊﾞ ｹｲｽｹ 千葉 千葉北高 25.19
5 7 1387 新川　友隆 ｼﾝｶﾜ ﾄﾓﾀｶ 千葉 磯辺高 25.90
6 8 863 髙橋　瑠偉 (高１) ﾀｶﾊｼ ﾙｲ 千葉 犢橋高 28.24

6 1002 日比野　航 (高３) ﾋﾋﾞﾉ ﾜﾀﾙ 千葉 八千代高 DNS

2012/4/23 10:28凡例  DNS:欠場 *TK:着差あり *TL:着差なし



男子200m

県記録(CR)              20.67     吉野　達郎(千葉・東海大)              2003.6.6

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司

4月15日 12:40 タイムレース

55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 2 1084 尾崎　伊織 (高３) ｵｻﾞｷ ｲｵﾘ 千葉 八千代松陰高 24.26
2 8 57 松本　一弘 (高２) ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉 東海大望洋高 24.60
3 4 1085 高橋　健一 (高３) ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 千葉 八千代松陰高 25.06
4 5 1761 村山　暢諒 (高２) ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻｱｷ 千葉 船橋啓明高 25.33
5 7 15 山崎　洋 (高１) ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 千葉 姉崎高 25.77
6 3 739 堀越　将志 (高２) ﾎﾘｺｼ ﾏｻｼ 千葉 多古高 26.68

6 3065 高梨　雄斗 (高２) ﾀｶﾅｼ ﾕｳﾄ 千葉 沼南高柳高 DNS

56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 8 1317 大友　諒二 (高３) ｵｵﾄﾓ ﾘｮｳｼﾞ 千葉 千葉東高 23.94
2 5 460 勝見　凌河 (高２) ｶﾂﾐ ﾘｮｳｶﾞ 千葉 成東高 25.53
3 4 640 竹下　大介 (高３) ﾀｹｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 市立銚子高 25.59
4 6 2076 菅井　悠貴 (高３) ｽｶﾞｲ ﾕｳｷ 千葉 国分高 26.36

2 3157 佐野　麟太郎 (高１) ｻﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ 千葉 柏日体高 DNS
3 830 桑原　駿 (高１) ｸﾜﾊﾗ ｼｭﾝ 千葉 成田国際高 DNS
7 708 吉田　隼人 (高３) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 千葉 佐原柏陽高 DNS

57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 3 335 目羅　宏基 (高３) ﾒﾗ ﾋﾛｷ 千葉 大多喜高 24.86
2 4 2640 宍倉　翼 (高２) ｼｼｸﾗ ﾂﾊﾞｻ 千葉 船橋芝山高 25.04
3 8 3350 佐竹　陸史 (高２) ｻﾀｹ ﾘｸｼ 千葉 検見川高 25.41
4 5 2107 渡邊　裕樹 (高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 千葉 市川東高 26.09
5 2 17 浦田　舜也 (高１) ｳﾗﾀ ｼｭﾝﾔ 千葉 姉崎高 26.54
6 7 1028 南川　祐也 (高２) ﾐﾅﾐｶﾜ ﾕｳﾔ 千葉 八千代西高 27.50
7 6 55 古山　貴徳 (高２) ﾌﾙﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 千葉 東海大望洋高 27.61

58組 風:+0.6
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 2 109 鴇田　穂高 (高１) ﾄｷﾀ ﾎﾀﾞｶ 千葉 木更津高 24.40
2 4 3881 竹内　涼輔 (高２) ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 千葉 富里高 24.49
3 3 1518 平山　聖樹 (高２) ﾋﾗﾔﾏ ﾄｼｷ 千葉 市立千葉高 25.06
4 5 875 中村　賢人 (高２) ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 千葉 東京学館高 25.12
5 7 664 佐藤　和希 (高２) ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 千葉 小見川高 25.14
6 6 1072 木内　良 (高３) ｷｳﾁ ﾘｮｳ 千葉 八千代松陰高 26.06

8 845 安井　拓実 (高１) ﾔｽｲ ﾀｸﾐ 千葉 渋谷幕張高 DNS

59組 風:+2.7
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 7 1469 佐藤　亮太郎 (高２) ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉 千葉西高 24.30
2 4 1462 林　隼輔 (高３) ﾊﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 千葉 千葉西高 24.69
3 8 994 志村　真人 (高３) ｼﾑﾗ ﾏｻﾄ 千葉 八千代高 24.69 *TK
4 5 1708 田中　航希 (高１) ﾀﾅｶ ｺｳｷ 千葉 薬園台高 24.75
5 6 1483 安藤　洋介 (高２) ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ 千葉 犢橋高 24.93
6 3 402 舟屋　翼 (高２) ﾌﾅﾔ ﾂﾊﾞｻ 千葉 東金高 25.26
7 2 16 田村　悠馬 (高１) ﾀﾑﾗ ﾕｳﾏ 千葉 姉崎高 27.93
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60組 風:+0.8
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 4 1563 中島　直人 (高３) ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾄ 千葉 千葉経大附高 24.26
2 8 2664 宮崎　海飛 (高２) ﾐﾔｻﾞｷ ｶｲﾄ 千葉 検見川高 24.30
3 5 1111 明石　純平 (高１) ｱｶｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 千葉 秀明八千代高 24.38
4 6 1967 富岡　瑠唯 (高２) ﾄﾐｵｶ ﾙｲ 千葉 千葉日大一高 24.57
5 3 1639 中村　巧 (高２) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 千葉 昭和学院秀英高 24.89
6 2 404 今関　駿 (高２) ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝ 千葉 東金高 26.43
7 7 1259 今井　和希 (高２) ｲﾏｲ ｶｽﾞｷ 千葉 千葉南高 31.52

61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 2297 齊藤　裕 (高３) ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ 千葉 小金高 24.68
2 3 2648 下山　佳祐 (高２) ｼﾏﾔﾏ ｹｲｽｹ 千葉 船橋芝山高 25.19
3 6 3926 鳥海　将史 ﾄﾘｳﾐ ﾏｻｼ 千葉 志学館高 25.67
4 4 3903 高山　翼 (高２) ﾀｶﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 千葉 松尾高 25.89
5 7 18 佐久間　涼太 (高１) ｻｸﾏ ﾘｮｳﾀ 千葉 姉崎高 28.22
6 8 3918 布施　賢太郎 (高２) ﾌｾ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 茂原樟陽高 30.63

5 716 竹牟禮　将太 (高２) ﾀｹﾑﾚ ｼｮｳﾀ 千葉 佐原柏陽高 DNS

62組 風:+1.7
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 6 1611 石川　広朗 (高２) ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉 渋谷幕張高 24.04
2 7 1192 吉村　知真 (高２) ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 千葉 東邦大東邦高 24.91
3 5 1181 白井　大貴 (高３) ｼﾗｲ ﾋﾛﾀｶ 千葉 東邦大東邦高 25.00
4 2 1005 高橋　宏典 (高２) ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 千葉 八千代高 25.03 *TL
4 3 1006 小松　拓麻 (高２) ｺﾏﾂ ﾀｸﾏ 千葉 八千代高 25.03 *TL
6 4 2317 谷口　洸太 (高２) ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀ 千葉 小金高 25.36
7 8 1954 菰田　悟史 (高３) ｺﾓﾀﾞ ｻﾄｼ 千葉 千葉日大一高 31.21

63組 風:+2.8
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 5 878 高木　優希 (高１) ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ 千葉 東邦大東邦高 24.42
2 7 518 寺井　一義 (高２) ﾃﾗｲ ｶｽﾞﾖｼ 千葉 横芝敬愛高 24.51
3 4 516 川邊　健太郎 (高３) ｶﾜﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 横芝敬愛高 24.57
4 6 763 深瀬　喬俊 (高３) ﾌｶｾ ﾀｶﾄｼ 千葉 成田国際高 24.80
5 8 826 難波　栄治 (大学) ﾅﾝﾊﾞ ｴｲｼﾞ 千葉 日本大生産工 25.33
6 3 1670 北野　楽 (高２) ｷﾀﾉ ｶﾞｸ 千葉 県立船橋 25.33 *TK
7 2 2665 岡山　雄哉 (高２) ｵｶﾔﾏ ﾕｳﾔ 千葉 検見川高 26.38

64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 7 426 中村　敏樹 (高２) ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｷ 千葉 千葉学芸高 24.61
2 2 2319 二村　理智 (高１) ﾆﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 千葉 松戸国際高 25.61
3 5 3060 鈴木　健也 (高３) ｽｽﾞｷ ｹﾝﾔ 千葉 沼南高柳高 25.96
4 8 880 高嶋　聡 (高１) ﾀｶｼﾏ ｻﾄｼ 千葉 東邦大東邦高 26.68

3 860 齊藤　達也 (高１) ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 千葉 犢橋高 DNS
4 1176 長瀬　雄祐 (高３) ﾅｶﾞｾ ﾕｳｽｹ 千葉 東邦大東邦高 DNS
6 3063 阿部　流星 (高２) ｱﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ 千葉 沼南高柳高 DNS
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65組 風:+2.5
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 6 877 山口　誠矢 (高１) ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲﾔ 千葉 東邦大東邦高 24.30
2 7 1231 梶原　達哉 (高１) ｶｼﾞﾜﾗ ﾀﾂﾔ 千葉 千葉商高 24.32
3 8 3045 廣川　心 (高２) ﾋﾛｶﾜ ｺｺﾛ 千葉 柏中央高 24.67
4 5 1284 鎌田　剛 (高１) ｶﾏﾀ ｺﾞｳ 千葉 千城台高 25.73

2 1188 千田　拓也 (高２) ﾁﾀﾞ ﾀｸﾔ 千葉 東邦大東邦高 DNS
3 3739 伊藤　隼駿 (高１) ｲﾄｳ ﾊﾔﾄｼ 千葉 松戸国際高 DNS
4 2084 中村　怜史 (高２) ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｼﾞ 千葉 国分高 DNS

66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 2 721 青木　健二 (一般) ｱｵｷ ｹﾝｼﾞ 千葉 薬園台ＡＣ 23.51
2 5 1168 金野　淳一 (高１) ｷﾝﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉 東邦大東邦高 23.90
3 3 1963 松村　駿 (高３) ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝ 千葉 千葉日大一高 25.01
4 6 1635 外山　幸弥 (高２) ﾄﾔﾏ ﾕｷﾔ 千葉 昭和学院秀英高 25.46
5 7 3168 浅海　拓斗 (高３) ｱｻｳﾐ ﾀｸﾄ 千葉 柏日体高 25.93
6 8 3027 菊池　達哉 (高３) ｷｸﾁ ﾀﾂﾔ 千葉 柏中央高 26.31

4 3883 新屋　宏樹 (高２) ｼﾝﾔ ﾋﾛｷ 千葉 秀明八千代高 DNS

67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 2 208 臼澤　宏太郎 (高２) ｳｽｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 千葉 千葉国際高 24.84
2 3 2628 小山　侑一郎 (高２) ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉 昭和学院秀英高 25.01
3 5 563 林　宙輝 (高２) ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 千葉 東総工高 25.02
4 4 1624 須藤　光児 (高１) ｽﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 千葉 昭和学院秀英高 25.89
5 6 822 琴　桐徹 (大学) ｸﾝ ﾄﾝﾁｭﾙ 千葉 日本大生産工 26.82

7 206 吉村　俊輝 (高3) ﾖｼﾑﾗ ﾄｼｷ 千葉 上総高 DNS
8 2310 岩永　賢治 (高３) ｲﾜﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉 小金高 DNS

68組 風:+2.5
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 2 427 五木田　英貴 (高２) ｺﾞｷﾀ ﾋﾃﾞｷ 千葉 千葉学芸高 24.05
2 3 3869 石毛　大智 (高２) ｲｼｹﾞ ﾀﾞｲﾁ 千葉 東総工高 24.71
3 8 86 峯島　拓也 (高１) ﾐﾈｼﾏ ﾀｸﾔ 千葉 市原中央高 25.15
4 4 2295 渡辺　優基 (高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 千葉 小金高 25.25
5 6 2099 内山　遥太 (高３) ｳﾁﾔﾏ ﾖｳﾀ 千葉 市川東高 25.35
6 5 734 鬼嶋　秀 (大学) ｷｼﾏ ｼｭｳ 千葉 日本大生産工 25.79
7 7 2296 本間　亘 (高３) ﾎﾝﾏ ｺｳ 千葉 小金高 26.00

69組 風:+0.5
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 3 209 粕谷　虎次郎 (高２) ｶｽﾔ ｺｼﾞﾛｳ 千葉 上総高 24.80
2 4 3146 安達　雄一 (高３) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 千葉 二松学舎柏高 25.46
3 7 2621 秋長　叶涼 (高１) ｱｷﾅｶﾞ ｷｮｳｽｹ 千葉 千葉商高 25.59
4 6 483 高橋　邑典 (高３) ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾉﾘ 千葉 木更津高専 25.72
5 8 3846 星野　弘樹 (高２) ﾎｼﾉ ﾋﾛｷ 千葉 銚子高 26.34

2 3064 上館　哲 (高２) ｶﾐﾀﾞﾃ ｻﾄｼ 千葉 沼南高柳高 DNS
5 3930 吉田　龍嗣 (高２) ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 千葉 安房高 DNS
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70組 風:+1.1
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 7 382 金子　智哉 (高２) ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 千葉 茂原北陵高 24.84
2 2 3758 袴田　和哉 (高２) ﾊｶﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 千葉 柏の葉高 25.70
3 5 334 菰田　恵太 (高３) ｺﾓﾀﾞ ｹｲﾀ 千葉 大多喜高 26.21
4 3 380 大野　貴寛 (高２) ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 千葉 茂原北陵高 26.46
5 8 1165 門田　裕暉 (高２) ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｷ 千葉 市立習志野高 26.69
6 4 1923 柳谷　大己 (高２) ﾔﾅｷﾞﾔ ﾀﾞｲｷ 千葉 日大習志野高 26.70
7 6 736 山口　純生 (大学) ﾔﾏｸﾞﾁ ｽﾐｵ 千葉 日本大生産工 26.85

71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 4 3916 矢島　真司 (高２) ﾔｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 千葉 茂原北陵高 24.86
2 8 2686 宮本　開人 (高１) ﾐﾔﾓﾄ ｶｲﾄ 千葉 船橋東高 26.37
3 7 3870 山口　大樹 (高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 千葉 東総工高 26.54
4 3 1931 石川　竜也 (高２) ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 千葉 日大習志野高 26.91
5 5 2198 西口　翔太 (高３) ﾆｼｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 千葉 浦安南高 27.22
6 2 3868 山倉　拓海 (高２) ﾔﾏｸﾗ ﾀｸﾐ 千葉 富里高 27.60
7 6 3884 片倉　嵐 (高２) ｶﾀｸﾗ ｱﾗｼ 千葉 秀明八千代高 29.01

72組 風:+3.4
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 8 1763 島後　義也 (高２) ｼﾏｺﾞ ﾖｼﾔ 千葉 船橋啓明高 24.83
2 3 982 伊藤　楓真 (高１) ｲﾄｳ ﾌｳﾏ 千葉 東海大望洋高 25.09
3 7 737 田中　敦士 (一般) ﾀﾅｶ ｱﾂｼ 千葉 千葉陸協 27.17
4 6 3848 長島　未旺 (高２) ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｵ 千葉 銚子高 27.94
5 4 967 小澤　皓太 (高３) ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ 千葉 四街道北高 30.71

2 1757 岡田　洸樹 (高３) ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 千葉 船橋啓明高 DNS
5 739 鈴木　陽一 (一般) ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ 千葉 土気ＴＦＣ DNS

73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 4 123 伊東　麟大 (高１) ｲﾄｳ ﾘﾝﾀ 千葉 木更津総合高 24.29
2 7 1749 髙橋　征之 (高３) ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 千葉 船橋啓明高 24.96
3 6 1977 坂詰　和哉 (高３) ｻｶﾂﾒ ｶｽﾞﾔ 千葉 東京学館船橋高 25.27
4 5 1928 速水　友哉 (高２) ﾊﾔﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 千葉 日大習志野高 25.29
5 2 981 北田　雅輝 (高１) ｷﾀﾀﾞ ﾏｻｷ 千葉 東海大望洋高 25.30
6 8 128 目黒　貴大 (高１) ﾒｸﾞﾛ ﾀｶﾋﾛ 千葉 木更津総合高 26.54

3 2696 平山　善大 (高２) ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 千葉 船橋啓明高 DNS

74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 4 53 石井　智大 (高２) ｲｼｲ ﾄﾓﾋﾛ 千葉 東海大望洋高 24.03
2 7 2604 山田　光希 (高２) ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 千葉 県立船橋 24.04
3 5 833 今井　翔太 (高２) ｲﾏｲ ｼｮｳﾀ 千葉 昭和学院高 24.71
4 3 2057 秋永　純一 (高３) ｱｷﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉 国府台高 25.14
5 6 832 中　康太郎 (高３) ﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 千葉 昭和学院高 25.37
6 2 988 田原　駿斗 (高１) ﾀﾜﾗ ﾊﾔﾄ 千葉 東海大望洋高 26.32
7 8 2115 土田　知也 (高１) ﾂﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 千葉 市川昴高 26.89
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