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

タイムレース 15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 4 3081 町澤　大雅 (高３) ﾏﾁｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 千葉 市立柏高 14:38.44
2 9 1064 荒井　七海 (高３) ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 千葉 八千代松陰高 14:48.25
3 25 1096 花澤　賢人 (高２) ﾊﾅｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 千葉 八千代松陰高 14:51.00
4 21 706 谷本　啓剛 (一般) ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 千葉 千葉陸協 15:04.07
5 1 1063 山﨑　和麻 (高３) ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 千葉 八千代松陰高 15:05.68
6 15 3076 内田　直斗 (高３) ｳﾁﾀﾞ ﾅｵﾄ 千葉 市立柏高 15:05.96
7 12 1413 餅崎　巧実 (高３) ﾓﾁｻﾞｷ ﾀｸﾐ 千葉 幕張総合高 15:26.02
8 7 1100 遠藤　太貴 (高２) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ 千葉 八千代松陰高 15:29.87
9 3 841 佐藤　亮太 (高３) ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 千葉 富里高 15:30.30

10 20 791 向後　功一郎 (高３) ｺｳｺﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 千葉 成田高 15:32.68
11 8 1058 久保　恵登 (高３) ｸﾎﾞ ｹｲﾄ 千葉 八千代松陰高 15:37.90
12 18 506 内本　真司 (一般) ｳﾁﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 千葉 千葉陸協 15:39.51
13 19 772 小山　真一 (一般) ｺﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 千葉 第一空挺団 15:44.56
14 22 687 上原　浩輝 (大学) ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｷ 千葉 東京情報大 15:51.06
15 5 1065 衛藤　翔 (高３) ｴﾄｳ ｼｮｳ 千葉 八千代松陰高 15:54.50
16 10 775 佐藤　仁 (一般) ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 千葉 第一空挺団 15:58.32
17 14 2383 大桃　翔一 (高３) ｵｵﾓﾓ ｼｮｳｲﾁ 千葉 市立松戸高 16:00.40
18 6 795 三河　大輝 (高３) ﾐｶﾜ ﾀﾞｲｷ 千葉 成田高 16:11.53
19 16 2388 佐藤　懸 (高３) ｻﾄｳ ｹﾝ 千葉 市立松戸高 16:25.47

2 3075 家永　聖矢 (高３) ｲｴﾅｶﾞ ｾｲﾔ 千葉 市立柏高 DNS
11 1062 黒川　恵輔 (高３) ｸﾛｶﾜ ｹｲｽｹ 千葉 八千代松陰高 DNS
13 797 荒井　秀 (高３) ｱﾗｲ ｼｭｳ 千葉 成田高 DNS
17 845 野口　耕平 (高２) ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 千葉 富里高 DNS
23 1061 根本　滉平 (高３) ﾈﾓﾄ ｺｳﾍｲ 千葉 八千代松陰高 DNS
24 618 佐藤　竜也 (一般) ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 千葉 千葉陸協 DNS

2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

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司

4月14日 09:30 タイムレース

1 24 609 伊藤　聖人 (高２) ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 千葉 銚子商高 15:25.08
2 11 818 金森　健太 (大学) ｶﾅﾓﾘ ｹﾝﾀ 千葉 日本大生産工 15:26.66
3 13 2236 越智　将太 (高３) ｵﾁ ｼｮｳﾀ 千葉 東海大浦安高 15:27.29
4 10 1057 小野　祐昌 (高３) ｵﾉ ﾕｳｽｹ 千葉 八千代松陰高 15:27.72
5 21 1060 徳田　健吾 (高３) ﾄｸﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 千葉 八千代松陰高 15:30.71
6 18 2941 日暮　祐樹 (高２) ﾋｸﾞﾗｼ ﾕｳｷ 千葉 柏南高 15:32.81
7 7 818 飯田　光希 (高２) ｲｲﾀﾞ ﾐﾂｷ 千葉 成田高 15:45.25
8 1 3088 馬場　雅人 (高２) ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾄ 千葉 市立柏高 15:48.83
9 12 610 坂上　佳也 (一般) ｻｶｶﾞﾐ ﾖｼﾔ 千葉 千葉陸協 15:49.22

10 23 2926 永野　智大 (高３) ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓﾋﾛ 千葉 柏南高 15:49.91
11 9 776 星　俊文 (一般) ﾎｼ ﾄｼﾌﾐ 千葉 第一空挺団 16:08.20
12 15 765 佐々木　憲幸 (一般) ｻｻｷ ﾉﾘﾕｷ 千葉 第一空挺団 16:09.55
13 22 3290 綿引　和也 (高３) ﾜﾀﾋｷ ｶｽﾞﾔ 千葉 中央学院高 16:15.85
14 3 689 古賀　稔彦 (大学) ｺｶﾞ ﾄｼﾋｺ 千葉 東京情報大 16:20.75
15 17 2942 森谷　亮太 (高２) ﾓﾘﾔ ﾘｮｳﾀ 千葉 柏南高 16:23.80
16 4 2385 辻　飛々希 (高３) ﾂｼﾞ ﾋﾋﾞｷ 千葉 市立松戸高 16:27.66
17 16 838 高橋　直也 (高３) ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 千葉 富里高 16:28.47
18 5 2944 飯野　雄哉 (高２) ｲｲﾉ ﾕｳﾔ 千葉 柏南高 16:29.95
19 20 1091 國澤　優志 (高２) ｸﾆｻﾜ ﾕｳｼ 千葉 八千代松陰高 16:34.49
20 2 3288 瀧田　優 (高３) ﾀｷﾀ ﾕｳ 千葉 中央学院高 16:36.33
21 14 1422 高橋　寛 (高２) ﾀｶﾊｼ ﾋﾛ 千葉 幕張総合高 16:42.76
22 6 766 廣内　章雄 (一般) ﾋﾛﾅｲ ｱｷｵ 千葉 第一空挺団 16:48.76

8 1899 長内　郁歩 (高２) 千葉 市立船橋高 DNS
19 1900 小池　太一 (高２) 千葉 市立船橋高 DNS
25 784 石田　直之 (一般) ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 千葉 ＡＳ市川 DNS
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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 8 2974 大竹　直樹 (高３) ｵｵﾀｹ ﾅｵｷ 千葉 柏陵高 15:49.66
2 20 804 岡田　篤 (大学) ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ 千葉 東京情報大 15:51.91
3 19 3083 古賀　充 (高２) ｺｶﾞ ﾐﾂﾙ 千葉 市立柏高 15:52.60
4 13 774 松窪　義朗 (一般) ﾏﾂｸﾎﾞ ﾖｼｱｷ 千葉 第一空挺団 15:53.82
5 10 686 山中　俊樹 (大学) ﾔﾏﾅｶ ﾄｼｷ 千葉 東京情報大 15:56.49
6 16 2241 北上　睦朗 (高３) ｷﾀｶﾞﾐ ｱｷﾗ 千葉 東海大浦安高 15:57.16
7 11 770 宮野　博行 (一般) ﾐﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ 千葉 第一空挺団 15:57.42
8 21 811 四方　祥雄 (大学) ｼｶﾀ ﾖｼｵ 千葉 東京情報大 15:59.88
9 17 771 佐藤　将磨 (一般) ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 千葉 第一空挺団 16:00.38

10 12 2405 山口　雅寛 (高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 千葉 市立松戸高 16:00.67
11 24 1095 笹谷　啓太 (高２) ｻｻﾔ ｹｲﾀ 千葉 八千代松陰高 16:05.45
12 9 769 渡邊　良二 (一般) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 千葉 第一空挺団 16:08.99
13 2 773 楢崎　淳二 (一般) ﾅﾗｻｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 千葉 第一空挺団 16:12.83
14 15 762 瀬川　祐二 (一般) ｾｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 千葉 第一空挺団 16:15.94
15 22 810 佐藤　颯太 (大学) ｻﾄｳ ｿｳﾀ 千葉 東京情報大 16:18.48
16 7 803 新井　直幸 (大学) ｱﾗｲ ﾅｵﾕｷ 千葉 東京情報大 16:25.39
17 4 2945 畠山　誠生 (高２) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｺﾄ 千葉 柏南高 16:25.89
18 18 809 小林　裕太 (大学) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 千葉 東京情報大 16:36.63
19 1 807 国吉　諒 (大学) ｸﾆﾖｼ ﾘｮｳ 千葉 東京情報大 16:48.69
20 5 835 飯田　翼 (高３) ｲｲﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 千葉 富里高 16:55.31
21 14 2384 藍原　孝太 (高３) ｱｲﾊﾗ ｺｳﾀ 千葉 市立松戸高 17:17.42

3 806 川上　英樹 (大学) ｶﾜｶﾐ ﾋﾃﾞｷ 千葉 東京情報大 DNS
6 2245 伊丹　明宏 (高２) ｲﾀﾐ ｱｷﾋﾛ 千葉 東海大浦安高 DNS

23 778 斉藤　威 (一般) ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ 千葉 第一空挺団 DNS
25 684 小林　祥大 (大学) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀﾞｲ 千葉 東京情報大 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 22 2252 金森　純丸 (高２) ｶﾅﾓﾘ ｽﾐﾏﾙ 千葉 東海大浦安高 15:47.32
2 21 2973 佐藤　秀喜 (高３) ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 千葉 柏陵高 15:47.50
3 12 3095 小原　大地 (高２) ｵﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 千葉 市立柏高 16:01.49
4 1 642 須田　剛行 (高２) ｽﾀﾞ ﾀｹﾕｷ 千葉 市立銚子高 16:03.42
5 9 685 岡崎 光 (大学) ｵｶｻﾞｷ ﾋｶﾙ 千葉 東京情報大 16:06 755 9 685 岡崎　光 (大学) ｵｶｻ ｷ ﾋｶﾙ 千葉 東京情報大 16:06.75
6 16 1658 福田　奨 (高３) ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳ 千葉 県立船橋 16:07.87
7 11 3858 寺内　一太 (高２) ﾃﾗｳﾁ ｲﾁﾀ 千葉 市立銚子高 16:11.04
8 7 292 鴇田　昌也 (高３) ﾄｷﾀ ﾏｻﾔ 千葉 長狭高 16:11.33
9 10 3291 鈴木　大規 (高２) ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 千葉 中央学院高 16:15.05

10 18 650 鴨作　和斗 (高２) ｶﾓｻｸ ｶｽﾞﾄ 千葉 市立銚子高 16:18.43
11 2 704 岩井　正幸 (大学) ｲﾜｲ ﾏｻﾕｷ 千葉 東京理科大 16:18.86
12 15 628 座間　保成 (一般) ｻﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ 千葉 ＪＲ東日本千葉 16:20.76
13 8 3077 小澤　彩人 (高３) ｵｻﾞﾜ ｱﾔﾄ 千葉 市立柏高 16:22.04
14 24 812 千野　公久 (大学) ﾁﾉ ｷﾐﾋｻ 千葉 東京情報大 16:23.94
15 20 813 二階堂　直樹 (大学) ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾅｵｷ 千葉 東京情報大 16:28.78
16 19 705 本田　健太 (大学) ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝﾀ 千葉 東京理科大 16:29.40
17 13 635 嶋田　貴充 (高３) ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾐﾁ 千葉 市立銚子高 16:39.63
18 25 805 小川　渓太 (大学) ｵｶﾞﾜ ｹｲﾀ 千葉 東京情報大 16:42.24
19 5 633 阿尾　基史 (高３) ｱｵ ﾓﾄﾌﾐ 千葉 市立銚子高 16:42.45
20 3 837 岡部　多浩 (高３) ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉 富里高 16:45.24
21 23 3085 関根　大和 (高２) ｾｷﾈ ﾔﾏﾄ 千葉 市立柏高 16:47.36
22 17 808 小島　竜太 (大学) ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾀ 千葉 東京情報大 16:52.33
23 6 820 井口　伸彦 (大学) ｲｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋｺ 千葉 日本大生産工 17:03.34

4 1421 神島　良太 (高２) ｶﾐｼﾏ ﾘｮｳﾀ 千葉 幕張総合高 DNS
14 688 尾形　優也 (大学) ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 千葉 東京情報大 DNS
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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 25 348 作田　直也 (高３) ｻｸﾀﾞ ﾅｵﾔ 千葉 長生高 15:47.40
2 7 777 加藤　拓海 (高１) ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 千葉 成田高 15:48.04
3 19 375 石野　貴弘 (高２) ｲｼﾉ ﾀｶﾋﾛ 千葉 茂原高 15:51.91
4 24 3080 鈴木　雄基 (高３) ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 千葉 市立柏高 15:52.34
5 18 2244 大内　駿 (高２) ｵｵｳﾁ ｼｭﾝ 千葉 東海大浦安高 15:53.44
6 13 2126 尾山　裕紀 (高３) ｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 千葉 市川高 15:54.36
7 6 414 鬼嶋　寛仁 (高２) ｷｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 千葉 東金商高 15:56.11
8 12 1663 藤野　朝日 (高３) ﾌｼﾞﾉ ｱｻﾋ 千葉 県立船橋 15:57.82
9 21 1320 椎名　敦也 (高３) ｼｲﾅ ｱﾂﾔ 千葉 千葉東高 15:59.73

10 15 1093 鬼澤　和彰 (高２) ｵﾆｻﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ 千葉 八千代松陰高 16:03.85
11 9 816 飯田　恭平 (高２) ｲｲﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 千葉 成田高 16:12.93
12 20 2676 松井　祐樹 (高２) ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 千葉 市川高 16:17.82
13 14 3090 牧野　翔 (高２) ﾏｷﾉ ｼｮｳ 千葉 市立柏高 16:18.24
14 1 3093 勢井　慎太郎 (高２) ｾｲ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉 市立柏高 16:20.07
15 10 2951 櫻井　優樹 (高２) ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 千葉 柏南高 16:20.30
16 22 597 川上　克真 (高３) ｶﾜｶﾐ ｶﾂﾏ 千葉 銚子商高 16:21.46
17 23 3069 荒木　大広 (高１) ｱﾗｷ ﾀｲｺｳ 千葉 市立柏高 16:26.28
18 3 614 岩井　貴義 (高２) ｲﾜｲ ﾀｶﾖｼ 千葉 銚子商高 16:35.77
19 16 1424 大野　達也 (高２) ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 千葉 幕張総合高 16:42.75
20 11 1416 小川　慶図 (高３) ｵｶﾞﾜ ｹｲﾄ 千葉 幕張総合高 16:46.02
21 5 2006 白井　凌 (高３) ｼﾗｲ ﾘｮｳ 千葉 鎌ヶ谷高 17:10.95
22 17 2976 藤江　双樹 (高３) ﾌｼﾞｴ ｿｳｼﾞｭ 千葉 柏陵高 17:23.58
23 4 2925 高沼　和真 (高３) ﾀｶﾇﾏ ｶｽﾞﾏ 千葉 柏南高 17:29.18

2 2039 滝口　諒 (高２) ﾀｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 千葉 鎌ヶ谷西高 DNS
8 623 住田　龍也 (一般) ｽﾐﾀﾞ ﾀﾂﾔ 千葉 千葉陸協 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 22 113 宍倉　康浩 (高２) ｼｼｸﾗ ﾔｽﾋﾛ 千葉 木更津高 15:56.80
2 2 3877 金榮　秀平 (高２) ｶﾅｴ ｼｭｳﾍｲ 千葉 佐原高 16:18.55
3 12 3026 亀山　謙悟 (高３) ｶﾒﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 千葉 柏中央高 16:37.50
4 8 2253 篠原　篤央 (高２) ｼﾉﾊﾗ ｱﾂｵ 千葉 東海大浦安高 16:42.79
5 13 3089 星 優希 (高２) ﾎｼ ｳｷ 千葉 市立柏高 16:44 705 13 3089 星　優希 (高２) ﾎｼ ﾕｳｷ 千葉 市立柏高 16:44.70
6 15 959 近藤　人志 (高２) ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 千葉 四街道高 16:48.27
7 14 764 小川　隼人 (一般) ｵｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 千葉 第一空挺団 16:48.67
8 3 2933 手塚　俊輝 (高３) ﾃﾂｶ ﾄｼｷ 千葉 柏南高 16:49.13
9 10 686 有田　健人 (高３) ｱﾘﾀ ﾀｹﾄ 千葉 佐原高 16:50.40

10 9 1251 須藤　格令 (高３) ｽﾄﾞｳ ｶｸﾚｲ 千葉 千葉南高 16:52.68
11 19 768 中野　拓哉 (一般) ﾅｶﾉ ﾀｸﾔ 千葉 第一空挺団 16:55.53
12 17 692 竹内　貴紀 (高２) ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 千葉 佐原高 16:56.98
13 25 767 雪入　弥 (一般) ﾕｷｲﾘ ﾜﾀﾙ 千葉 第一空挺団 16:58.69
14 18 1668 堂ノ下　将希 (高３) ﾄﾞｳﾉｼﾀ ﾏｻｷ 千葉 県立船橋 16:59.09
15 1 3079 野俣　遥介 (高３) ﾉﾏﾀ ﾖｳｽｹ 千葉 市立柏高 17:12.07
16 6 698 椿　俊哉 (高２) ﾂﾊﾞｷ ﾄｼﾔ 千葉 佐原高 17:24.11
17 4 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 17:41.12
18 11 763 神谷　圭祐 (一般) ｶﾐﾔ ｹｲｽｹ 千葉 第一空挺団 17:43.21
19 5 761 志方　鉱平 (一般) ｼｶﾀ ｺｳﾍｲ 千葉 第一空挺団 17:44.36

23 3074 永田　明浩 (高１) ﾅｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 千葉 市立柏高 DNF
7 3078 倉田　祥吾 (高３) ｸﾗﾀ ｼｮｳｺﾞ 千葉 市立柏高 DNS

16 777 秋元　祐介 (一般) ｱｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ 千葉 第一空挺団 DNS
20 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
21 3086 鄭　力斗 (高２) ﾃｲ ﾘｷﾄ 千葉 市立柏高 DNS
24 2949 横谷　僚祐 (高２) ﾖｺﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ 千葉 柏南高 DNS

2012/4/23 11:35凡例  DNS:欠場 DNF:途中棄権 DSQ:失格 TB:オーバータイム



男子5000m

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

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司

4月14日 09:30 タイムレース

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 15 548 中村　龍太朗 (高２) ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉 匝瑳高 16:13.80
2 3 1234 新藤　良明 (高１) ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ 千葉 千葉商高 16:23.43
3 10 728 戸来　達宏 (大学) ﾄﾗｲ ﾀﾂﾋﾛ 千葉 千葉工大 16:23.58
4 25 3043 中光　颯 (高２) ﾅｶﾐﾂ ﾊﾔﾃ 千葉 柏中央高 16:26.30
5 22 3126 風間　大翔 (高３) ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾄ 千葉 流経大付柏高 16:26.52
6 20 2040 園部　勝己 (高２) ｿﾉﾍﾞ ｶﾂｷ 千葉 鎌ヶ谷西高 16:38.08
7 18 395 鶴岡　智之 (高３) ﾂﾙｵｶ ﾄﾓﾕｷ 千葉 東金高 16:49.18
8 17 3070 飯塚　司 (高１) ｲｲﾂﾞｶ ﾂｶｻ 千葉 市立柏高 16:51.09
9 21 2659 長佐　拓海 (高２) ﾁｮｳｻ ﾀｸﾐ 千葉 千葉南高 16:51.21

10 23 3781 生田　航 (高２) ｲｸﾀ ﾜﾀﾙ 千葉 柏南高 16:52.49
11 8 116 水島　拓樹 (高３) ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾛｷ 千葉 木更津高 16:53.29
12 2 3130 山科　健介 (高３) ﾔﾏｼﾅ ｹﾝｽｹ 千葉 流経大付柏高 16:54.30
13 19 2248 佐貝　寿春 (高２) ｻｶﾞｲ ﾄｼﾊﾙ 千葉 東海大浦安高 16:56.47
14 9 247 鈴木　晨耀 (高３) ｽｽﾞｷ ｼﾝﾖｳ 千葉 安房高 16:57.75
15 1 2403 徳弘　翔太 (高２) ﾄｸﾋﾛ ｼｮｳﾀ 千葉 市立松戸高 17:00.72
16 6 477 髙橋　昌也 (高２) ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ 千葉 松尾高 17:00.85
17 24 847 鈴木　直人 (高２) ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ 千葉 富里高 17:04.45
18 14 534 大木　隆雅 (高３) ｵｵｷ ﾀｶﾏｻ 千葉 匝瑳高 17:07.05
19 16 2287 植木　克征 (高２) ｳｴｷ ｶﾂﾕｷ 千葉 松戸高 17:19.04
20 5 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 17:25.59
21 7 914 原島　康平 (高１) ﾊﾗｼﾏ ｺｳﾍｲ 千葉 市立柏高 17:49.49
22 12 613 林　晃平 (高１) ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 千葉 市立柏高 18:01.24

4 1203 宇根崎　秀悟 (高３) ｳﾈｻｷ ｼｭｳｺﾞ 千葉 千葉高 DNS
11 671 山本　駿治 (一般) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ 千葉 ＪＲ東日本千葉 DNS
13 2617 髙野　航太 (高２) ﾀｶﾉ ｺｳﾀ 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 5 1961 舟喜　啓人 (高３) ﾌﾅｷ ﾋﾛﾄ 千葉 千葉日大一高 16:28.69
2 3 2970 森山　翼 (高３) ﾓﾘﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 千葉 柏陵高 16:29.59
3 4 740 加瀬　拓哉 (高２) ｶｾ ﾀｸﾔ 千葉 多古高 16:29.96
4 6 386 黒﨑　大地 (高３) ｸﾛｻｷ ﾀﾞｲﾁ 千葉 大網高 16:33.27
5 21 425 井上 和弥 (高１) ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 千葉 東金商高 16:33 405 21 425 井上　和弥 (高１) ｲﾉｳｴ ｶｽ ﾔ 千葉 東金商高 16:33.40
6 13 895 徳光　善謙 (高２) ﾄｸﾐﾂ ﾖｼｶﾈ 千葉 佐倉高 16:33.98
7 20 600 小野　貴博 (高３) ｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 千葉 銚子商高 16:34.50
8 10 2095 阿部　芳明 (高３) ｱﾍﾞ ﾖｼｱｷ 千葉 市川東高 16:36.36
9 23 1240 高橋　徹 (高２) ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 千葉 千葉工高 16:37.49

10 8 195 猪又　駿平 (高３) ｲﾓﾏﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 千葉 君津高 16:38.42
11 14 1253 渡邉　健太 (高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 千葉 千葉南高 16:50.51
12 18 629 藤平　祐樹 (一般) ﾌｼﾞﾋﾗ ﾕｳｷ 千葉 ＪＲ東日本千葉 16:54.93
13 22 915 松尾　玄 (高１) ﾏﾂｵ ﾊﾙｶ 千葉 市立柏高 16:57.48
14 17 3073 今野　舜 (高１) ｺﾝﾉ ｼｭﾝ 千葉 市立柏高 16:57.61
15 2 3030 染谷　悠太 (高３) ｿﾒﾔ ﾕｳﾀ 千葉 柏中央高 17:03.84
16 12 3782 奥野　風馬 (高２) ｵｸﾉ ﾌｳﾏ 千葉 柏南高 17:09.21
17 24 1212 金川　裕司 (高２) ｶﾅｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 千葉 千葉高 17:10.36
18 15 421 椎名　康介 (高１) ｼｲﾅ ｺｳｽｹ 千葉 東金商高 17:15.50
19 1 641 北舘　悟 (高２) ｷﾀﾀﾞﾃ ｻﾄﾙ 千葉 市立銚子高 17:19.65
20 19 447 森　瑞穂 (高３) ﾓﾘ ﾐｽﾞﾎ 千葉 成東高 17:28.68

7 1067 村山　拓也 (高３) ﾑﾗﾔﾏ ﾀｸﾔ 千葉 八千代松陰高 DNS
9 423 勝本　悠介 (高１) ｶﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 千葉 東金商高 DNS

11 1672 黒岩　京平 (高２) ｸﾛｲﾜ ｷｮｳﾍｲ 千葉 県立船橋 DNS
16 444 久松　勝也 (高３) ﾋｻﾏﾂ ﾏｻﾔ 千葉 成東高 DNS
25 192 中村　希望 (高３) ﾅｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 千葉 君津高 DNS
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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 25 2058 加世田　雅之 (高２) ｶｾﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 千葉 国府台高 15:59.16
2 7 2009 栗島　健吾 (高３) ｸﾘｼﾏ ｹﾝｺﾞ 千葉 鎌ヶ谷高 16:31.57
3 14 703 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 16:32.10
4 13 3794 荒井　良介 (高２) ｱﾗｲ ﾘｮｳｽｹ 千葉 流経大付柏高 16:39.90
5 11 3129 成嶋　昂之 (高３) ﾅﾙｼﾏ ﾀｶﾕｷ 千葉 流経大付柏高 16:42.16
6 3 3072 金子　雄人 (高１) ｶﾈｺ ﾕｳﾄ 千葉 市立柏高 16:43.04
7 12 644 髙岡　祥伍 (高２) ﾀｶｵｶ ｼｮｳｺﾞ 千葉 市立銚子高 16:44.94
8 24 3351 碓井　健也 (高１) ｳｽｲ ｹﾝﾔ 千葉 薬園台高 16:47.70
9 1 397 山本　昌幸 (高３) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 千葉 東金高 16:52.05

10 2 2396 高橋　翔哉 (高２) ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾔ 千葉 市立松戸高 16:55.81
11 8 1150 小林　翔音 (高２) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾝ 千葉 実籾高 16:57.14
12 5 3031 高嶋　一毅 (高３) ﾀｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 千葉 柏中央高 17:01.20
13 4 1329 八本　直季 (高３) ﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 千葉 千葉東高 17:03.93
14 20 2400 井口　遥希 (高２) ｲｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 千葉 市立松戸高 17:15.00
15 16 1689 小澤　佑太 (高２) ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 千葉 薬園台高 17:24.88
16 22 455 板垣　篤志 (高２) ｲﾀｶﾞｷ ｱﾂｼ 千葉 成東高 17:44.00
17 9 2251 田中　智仁 (高２) ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾄ 千葉 東海大浦安高 17:56.18
18 21 1254 田中　仁太郎 (高２) ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾀﾛｳ 千葉 千葉南高 18:02.34
19 15 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 18:10.10
20 17 1669 岩田　悠 (高２) ｲﾜﾀ ﾕｳ 千葉 県立船橋 18:27.48

6 761 松田　敏治 (高３) ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ 千葉 成田国際高 DNS
10 319 今井　徹 (高３) ｲﾏｲ ﾄｵﾙ 千葉 大原高 DNS
18 451 伊藤　碧希 (高２) ｲﾄｳ ｱｵｷ 千葉 成東高 DNS
19 452 宮田　成華 (高２) ﾐﾔﾀ ﾅｽｶ 千葉 成東高 DNS
23 1414 大橋　裕之 (高３) ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 千葉 幕張総合高 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 17 2019 網野　優介 (高２) ｱﾐﾉ ﾕｳｽｹ 千葉 鎌ヶ谷高 16:37.11
2 11 1351 甲斐　弘輝 (高３) ｶｲ ｺｳｷ 千葉 検見川高 16:42.39
3 16 365 安川　巧樹 (高２) ﾔｽｶﾜ ｺｳｷ 千葉 長生高 16:53.94
4 4 1595 八巻　研太 (高３) ﾔﾏｷ ｹﾝﾀ 千葉 渋谷幕張高 16:59.19
5 2 3084 小室 裕也 (高２) ﾑ ｳﾔ 千葉 市立柏高 17:02 695 2 3084 小室　裕也 (高２) ｺﾑﾛ ﾕｳﾔ 千葉 市立柏高 17:02.69
6 3 399 仲尾　良嗣 (高２) ﾅｶｵ ﾖｼﾂｸﾞ 千葉 東金高 17:06.73
7 14 1601 花岡　翔大 (高３) ﾊﾅｵｶ ｼｮｳﾀﾞｲ 千葉 渋谷幕張高 17:10.19
8 18 611 高橋　幹也 (一般) ﾀｶﾊｼ ﾐｷﾔ 千葉 ﾆｯﾎﾟﾝﾗﾝﾅｰｽﾞ 17:14.56
9 21 2401 小松　大斗 (高２) ｺﾏﾂ ﾋﾛﾄ 千葉 市立松戸高 17:14.58

10 6 358 都築　悠 (高３) ﾂﾂﾞｷ ﾕｳ 千葉 長生高 17:19.51
11 22 2043 小林　愁和 (高２) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾜ 千葉 鎌ヶ谷西高 17:29.44
12 5 709 高岡　直稀 (高３) ﾀｶｵｶ ﾅｵｷ 千葉 佐原柏陽高 17:30.29
13 1 3091 増田　有貴 (高２) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 千葉 市立柏高 17:31.21
14 7 1499 桑村　悠一郎 (高３) ｸﾜﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉 市立千葉高 17:48.45
15 24 1673 田久保　浩介 (高２) ﾀｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 千葉 県立船橋 17:55.36
16 10 1675 水谷　勇太 (高２) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾀ 千葉 県立船橋 18:07.16
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 18:14.47
18 9 368 椎名　寛也 (高２) ｼｲﾅ ﾋﾛﾔ 千葉 長生高 19:35.58

12 3046 宮成　一希 (高２) ﾐﾔﾅﾘ ｶｽﾞｷ 千葉 柏中央高 DNS
13 2547 野尻　周佑 (高２) ﾉｼﾞﾘ ｼｭｳｽｹ 千葉 千葉東高 DNS
15 461 菅沼　純樹 (高２) ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾞｭﾝｷ 千葉 成東高 DNS
19 3347 石井　稀大 (高２) ｲｼｲ ｷﾀﾞｲ 千葉 千葉東高 DNS
20 2397 鈴木　陽大 (高２) ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 千葉 市立松戸高 DNS
23 2542 星野　叶太 (高２) ﾎｼﾉ ｶﾅﾀ 千葉 千葉東高 DNS
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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 19 2679 伊達　欣生 (高２) ﾀﾞﾃ ﾖｼｷ 千葉 市川高 16:22.79
2 4 547 島田　智弘 (高２) ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 千葉 匝瑳高 16:42.08
3 20 2131 薮崎　雄介 (高２) ﾔﾌﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 千葉 市川高 16:47.64
4 23 1512 園田　倖太 (高２) ｿﾉﾀﾞ ｺｳﾀ 千葉 市立千葉高 16:48.65
5 18 768 桜井　柾宏 (高２) ｻｸﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 千葉 成田国際高 16:58.23
6 6 306 田村　遼太朗 (高２) ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉 長狭高 16:58.46
7 15 256 鈴木　良典 (高２) ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 千葉 安房高 17:05.79
8 1 1950 髙山　翔平 (高３) ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 千葉 千葉日大一高 17:08.91
9 11 357 加藤　光毅 (高３) ｶﾄｳ ｺｳｷ 千葉 長生高 17:12.62

10 9 1704 久松　定博 (高１) ﾋｻﾏﾂ ｻﾀﾞﾋﾛ 千葉 薬園台高 17:12.96
11 7 701 久保　隆史 (一般) ｸﾎﾞ ﾀｶｼ 千葉 千葉陸協 17:21.27
12 13 2550 吉田　徹 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ 千葉 磯辺高 17:24.97
13 24 1952 工藤　裕太 (高３) ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 千葉 千葉日大一高 17:28.51
14 21 1721 土井　友貴 (高２) ﾄﾞｲ ﾄﾓｷ 千葉 船橋東高 17:29.88
15 3 1956 尋田　健太郎 (高３) ﾋﾛﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 千葉日大一高 17:31.05
16 17 537 多田　憲史 (高３) ﾀﾀﾞ ｹﾝｼ 千葉 匝瑳高 17:38.46
17 8 505 鈴木　悠大 (高２) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 木更津高専 18:14.66
18 10 2105 園田　洋介 (高３) ｿﾉﾀﾞ ﾖｳｽｹ 千葉 市川東高 18:15.81

16 3947 久宗　航太 ﾋｻﾑﾈ ｺｳﾀ 千葉 志学館高 DNF
2 535 宮内　佑也 (高３) ﾐﾔｳﾁ ﾕｳﾔ 千葉 匝瑳高 DNS
5 1837 川崎　凌 (高２) ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ 千葉 船橋法典高 DNS

12 711 鈴木　智博 (一般) ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 千葉 GAZELLE DNS
14 1732 松坂　一樹 (高２) ﾏﾂｻｶ ｶｽﾞｷ 千葉 船橋東高 DNS
22 546 渡辺　浩基 (高２) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 千葉 匝瑳高 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 21 1485 大垰　佑介 (高２) ｵｵﾀｵ ﾕｳｽｹ 千葉 犢橋高 16:43.78
2 24 1090 亀井　遼 (高２) ｶﾒｲ ﾘｮｳ 千葉 八千代松陰高 16:48.42
3 7 299 石井　健椰 (高３) ｲｼｲ ｹﾝﾔ 千葉 長狭高 16:50.66
4 2 1841 荒明　優 (高２) ｱﾗｱｹ ﾏｻｼ 千葉 船橋法典高 16:53.31
5 22 1541 谷口　竣哉 (高２) ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝﾔ 千葉 市立稲毛高 17:02.83
6 20 1457 三代川 宏哉 (高３) ﾐﾖｶﾜ ﾋ ﾔ 千葉 千葉西高 17:03 896 20 1457 三代川　宏哉 (高３) ﾐﾖｶﾜ ﾋﾛﾔ 千葉 千葉西高 17:03.89
7 5 1011 大中　祐太 (高２) ｵｵﾅｶ ﾕｳﾀ 千葉 八千代高 17:07.98
8 19 2137 玉木　雄也 (高２) ﾀﾏｷ ﾕｳﾔ 千葉 市川高 17:13.07
9 9 1164 小川　朋哉 (高２) ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 千葉 市立習志野高 17:18.78

10 8 3068 阿部　健太 (高１) ｱﾍﾞ ｹﾝﾀ 千葉 市立柏高 17:20.85
11 23 1838 渡辺　剛史 (高２) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 千葉 船橋法典高 17:21.41
12 17 323 仲佐　侑也 (高２) ﾅｶｻ ﾕｳﾔ 千葉 大原高 17:43.77
13 13 1711 泉　洸吉 (高１) ｲｽﾞﾐ ｺｳｷﾁ 千葉 薬園台高 17:44.89
14 3 1626 廣瀬　雅史 (高１) ﾋﾛｾ ﾏｻﾌﾐ 千葉 昭和学院秀英高 17:45.19
15 11 26 志岐　優也 (高２) ｼｷ ﾕｳﾔ 千葉 姉崎高 17:50.23
16 6 1806 平沢　卓弥 (高３) ﾋﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 千葉 船橋古和釜高 17:57.17
17 18 3071 落合　大輔 (高１) ｵﾁｱｲ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 市立柏高 18:01.55
18 14 3779 藤部　夏弥 (高２) ﾌｼﾞﾍﾞ ﾅﾂﾔ 千葉 柏南高 18:08.66

1 245 中村　巴大 (高３) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 千葉 安房高 DNF
12 916 宮田　寛人 (高１) ﾐﾔﾀ ﾋﾛﾄ 千葉 市立柏高 DSQ,TB
4 2406 吉岡　拓海 (高２) ﾖｼｵｶ ﾀｸﾐ 千葉 市立松戸高 DNS

10 1511 二場　一光 (高２) ﾌﾀﾊﾞ ｲｯｺｳ 千葉 市立千葉高 DNS
15 1154 浅野　勇人 (高１) ｱｻﾉ ﾕｳﾄ 千葉 実籾高 DNS
16 1101 霜越　大樹 (高２) ｼﾓｺｼ ﾀｲｷ 千葉 八千代松陰高 DNS
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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 10 1516 髙橋　陵 (高２) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 千葉 市立千葉高 16:55.76
2 11 462 吉井　一駿 (高２) ﾖｼｲ ｶｽﾞﾄｼ 千葉 成東高 17:00.12
3 20 389 鍋島　裕輝 (高２) ﾅﾍﾞｼﾏ ﾕｳｷ 千葉 大網高 17:01.18
4 23 2073 内田　智也 (高３) ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 千葉 国分高 17:01.58
5 5 2647 飯島　大樹 (高２) ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 千葉 船橋芝山高 17:03.37
6 16 839 久保井　遼介 (高１) ｸﾎﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 千葉 渋谷幕張高 17:15.38
7 14 2124 雑賀　海人 (高３) ｻｲｶﾞ ｶｲﾄ 千葉 市川高 17:18.50
8 8 250 冨田　和也 (高３) ﾄﾐﾔ ｶｽﾞﾔ 千葉 安房高 17:20.74
9 13 3038 篠塚　篤人 (高２) ｼﾉﾂﾞｶ ｱﾂﾋﾄ 千葉 柏中央高 17:21.54

10 19 376 野口　直弘 (高２) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ 千葉 茂原高 17:32.84
11 22 1020 花澤　昌弘 (高３) ﾊﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 千葉 八千代東高 17:36.40
12 7 1180 山根　慶大 (高３) ﾔﾏﾈ ｹｲﾀ 千葉 東邦大東邦高 17:38.09
13 6 383 小倉　美樹 (高１) ｵｸﾞﾗ ﾐｷ 千葉 大網高 18:02.64
14 24 728 平山　剛輝 (高３) ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻｷ 千葉 多古高 18:07.42
15 15 2635 久樂　徹 (高２) ｸﾀﾗ ﾄｵﾙ 千葉 検見川高 18:10.65
16 12 621 竹内　将夫 (一般) ﾀｹｳﾁ ﾏｻｵ 千葉 東京情報大AC 18:18.70
17 3 2069 大久保　成也 (高３) ｵｵｸﾎﾞ ｾｲﾔ 千葉 国分高 18:23.23
18 17 3394 檜垣　佑輔 (高２) ﾋｶﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉 東京学館浦安高 18:23.74
19 1 2670 橋尾　保秀 (高２) ﾊｼｵ ﾔｽﾋﾃﾞ 千葉 検見川高 18:24.97
20 4 3874 木村　玲良 (高１) ｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 千葉 佐倉高 18:25.01

2 1840 小針　俊哉 (高２) ｺﾊﾞﾘ ｼｭﾝﾔ 千葉 船橋法典高 DNS
9 2655 本多　翔 (高２) ﾎﾝﾀﾞ ｶｹﾙ 千葉 柏井高 DNS

18 840 小倉　大輝 (高３) ｵｸﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 千葉 富里高 DNS
21 717 横川　泰裕 (一般) ﾖｺｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 千葉 薬園台ＡＣ 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 24 842 尾川　達哉 (高１) ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 千葉 渋谷幕張高 17:06.26
2 2 1839 神　恭平 (高２) ｼﾞﾝ ｷｮｳﾍｲ 千葉 船橋法典高 17:23.25
3 13 1174 石田　和貴 (高１) ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 千葉 東邦大東邦高 17:26.72
4 5 1935 山添　昌人 (高１) ﾔﾏｿﾞｴ ﾏｻﾄ 千葉 日大習志野高 17:45.03
5 3 253 三澤　翔平 (高３) ﾐｻﾜ ｼｮｳﾍｲ 千葉 安房高 17:49.93
6 10 446 井合 哉 (高３) ｲ ﾞｳ ｶｽﾞﾔ 千葉 成東高 18:04 806 10 446 井合　一哉 (高３) ｲｺ ｳ ｶｽ ﾔ 千葉 成東高 18:04.80
7 20 1189 菱山　裕也 (高２) ﾋｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 千葉 東邦大東邦高 18:22.91
8 6 2642 高橋　一生 (高２) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 千葉 船橋芝山高 18:25.54
9 4 2626 天童　修平 (高２) ﾃﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾍｲ 千葉 昭和学院秀英高 18:27.62

10 12 2276 大塚　翼 (高３) ｵｵﾂｶ ﾂﾊﾞｻ 千葉 東京学館浦安高 18:29.25
11 22 1602 多根　龍平 (高３) ﾀﾈ ﾘｭｳﾍｲ 千葉 渋谷幕張高 18:32.69
12 17 2280 干場　洋明 (高３) ﾎｼﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 千葉 東京学館浦安高 18:33.63
13 16 781 経田　正幸 (一般) ｷｮｳﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 千葉 千葉陸協 18:38.79
14 14 1281 栗原　遼 (高２) ｸﾘﾊﾗ ﾘｮｳ 千葉 千城台高 18:47.42
15 19 2072 小松　政人 (高３) ｺﾏﾂ ﾏｻﾄ 千葉 国分高 18:55.74
16 8 912 小山　素輝 (高１) ｺﾔﾏ ﾓﾄｷ 千葉 検見川高 19:19.69

9 519 林　義樹 (高２) ﾊﾔｼ ﾖｼｷ 千葉 横芝敬愛高 DSQ,TB
1 995 今関　翔太 (高３) ｲﾏｾﾞｷ ｼｮｳﾀ 千葉 八千代高 DNS
7 2313 山城　海人 (高２) ﾔﾏｼﾛ ｶｲﾄ 千葉 小金高 DNS

11 2541 有馬　知輝 (高２) ｱﾘﾏ ﾄﾓﾃﾙ 千葉 千葉東高 DNS
15 944 工藤　澪央 (高２) ｸﾄﾞｳ ﾚｵ 千葉 千葉黎明高 DNS
18 743 日下部　優一 (高２) ｸｻｶﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 千葉 多古高 DNS
21 879 別府　永彦 (高１) ﾍﾞｯﾌﾟ ﾉﾘﾋｺ 千葉 東邦大東邦高 DNS
23 2689 石澤　駿一 (高１) ｲｼｻﾞﾜ ｼｭﾝｲﾁ 千葉 船橋東高 DNS
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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 5 64 花島　優 (高２) ﾊﾅｼﾏ ﾕｳ 千葉 東海大望洋高 16:10.60
2 18 1750 宮川　連 (高３) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ 千葉 船橋啓明高 16:40.97
3 16 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 16:49.92
4 13 2048 石川　竜貴 (高１) ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｷ 千葉 白井高 17:14.93
5 24 2166 本藤　胤深 (高３) ﾓﾄﾌｼﾞ ﾂｸﾞﾐ 千葉 昭和学院高 17:16.20
6 9 66 滝口　太郎 (高２) ﾀｷｸﾞﾁ ﾀﾛｳ 千葉 東海大望洋高 17:19.93
7 7 1758 穂満　佑樹 (高３) ﾎﾏﾝ ﾕｳｷ 千葉 船橋啓明高 17:25.27
8 1 2579 吉田　大樹 (高２) ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 千葉 千葉西高 18:02.02
9 22 2162 荒木　裕太郎 (高３) ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉 昭和学院高 18:11.18

10 8 1018 麦倉　誠一 (高３) ﾑｷﾞｸﾗ ｾｲｲﾁ 千葉 八千代東高 18:15.69
11 12 2113 佐藤　翔 (高１) ｻﾄｳ ｶｹﾙ 千葉 市川昴高 18:24.09
12 23 3399 佐藤　楓希 (高２) ｻﾄｳ ﾌｳｷ 千葉 東京学館浦安高 18:27.00
13 3 2279 稲福　海里 (高３) ｲﾅﾌｸ ｶｲﾘ 千葉 東京学館浦安高 18:42.97
14 14 2654 保阪　太一 (高２) ﾎｻｶ ﾀｲﾁ 千葉 柏井高 18:48.59
15 2 1177 高見　真和 (高３) ﾀｶﾐ ﾏｻｶｽﾞ 千葉 東邦大東邦高 18:52.38
16 4 1579 松田　脩斗 (高３) ﾏﾂﾀﾞ ｼｭｳﾄ 千葉 敬愛学園高 19:07.46
17 19 3853 細谷　勇仁 (高２) ﾎｿﾀﾆ ﾕｳﾄ 千葉 東邦大東邦高 19:08.14
18 17 67 川崎　友弘 (高１) ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾋﾛ 千葉 市原中央高 19:15.52

10 1552 近藤　亮 (高１) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 千葉 千葉経大附高 DNS
6 627 山田　充 (一般) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ 千葉 千葉陸協 DNS

11 85 渡邉　大夢 (高１) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾑ 千葉 市原中央高 DNS
15 2578 山田　瑞樹 (高２) ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 千葉 柏井高 DNS
20 2656 湊　和樹 (高２) ﾐﾅﾄ ｶｽﾞｷ 千葉 柏井高 DNS
21 2197 小柳　直志 (高３) ｺﾔﾅｷﾞ ﾅｵｼ 千葉 浦安南高 DNS
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