
男子800m

県記録(CR)              1:46.22   近野　義人(千葉・ダイエー)            1994.6.29

タイムレース 35組

1組
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 7 813 腰地　空 (高２) ｺｼｼﾞ ｿﾗ 千葉 成田高 1:59.10
2 5 3843 前田　悠生 (高２) ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 千葉 千葉敬愛高 1:59.41
3 2 2931 出澤　侑也 (高３) ｲﾃﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 千葉 柏南高 2:00.18
4 1 1428 武川　直也 (高２) ﾀｹｶﾜ ﾅｵﾔ 千葉 幕張総合高 2:01.01
5 3 1660 坪井　成浩 (高３) ﾂﾎﾞｲ ﾅﾙﾋﾛ 千葉 県立船橋 2:03.80
6 6 45 川島　愛樹 (高３) ｶﾜｼﾏ ｱｲｷ 千葉 東海大望洋高 2:09.43
7 4 2171 山本　凌大 (高２) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 千葉 昭和学院高 2:20.50

8 1861 前田　恋弥 (高１) ﾏｴﾀﾞﾚﾝﾔ 千葉 市立船橋高 DNS

2組
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 1891 本間　大登 (高２) ﾎﾝﾏ ﾏｻﾄ 千葉 市立船橋高 1:56.37
2 5 808 平野　友章 (高２) ﾋﾗﾉ ﾄﾓｱｷ 千葉 成田高 2:01.60
3 2 1420 郭　太人 (高２) ｶｸ ﾀｲﾄ 千葉 幕張総合高 2:04.78
4 3 707 谷本　裕太 (一般) ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳﾀ 千葉 千葉陸協 2:06.77
5 7 2170 深谷　風琴 (高２) ﾌｶﾔ ﾌｳｷ 千葉 昭和学院高 2:08.82
6 4 2079 松村　康陽 (高３) ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾖｳ 千葉 国分高 2:09.73
7 6 68 棟方　洸貴 (高２) ﾑﾅｶﾀ ｺｳｷ 千葉 東海大望洋高 2:10.65

1 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

3組
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 1903 保坂　拓海 (高２) ﾎｻｶ ﾀｸﾐ 千葉 市立船橋高 2:00.72
高知 智 (高 ) 千葉 東金商高

審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司
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2 2 410 高知尾　智 (高２) ﾀｶﾁｵ ｻﾄｼ 千葉 東金商高 2:03.44
3 1 190 江野澤　駿 (高３) ｴﾉｻﾜ ｼｭﾝ 千葉 君津高 2:07.43
4 8 1727 田上　幸司 (高２) ﾀｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ 千葉 船橋東高 2:08.27
5 6 2235 中村　圭吾 (高３) ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 千葉 東海大浦安高 2:08.79
6 5 991 生駒　大知 (高１) ｲｺﾏ ﾀﾞｲﾁ 千葉 東海大望洋高 2:16.08

3 2948 森田　佳祐 (高２) ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ 千葉 柏南高 DNS
4 776 渡部　泰地 (高１) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 千葉 成田高 DNS

4組
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 3 990 梅谷　健太 (高１) ｳﾒﾀﾆ ｹﾝﾀ 千葉 東海大望洋高 2:00.97
2 5 1178 田口　翔一朗 (高３) ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 千葉 東邦大東邦高 2:01.95
3 1 1886 天羽　勇人 (高３) ｱﾏﾊﾞ ﾊﾔﾄ 千葉 市立船橋高 2:02.46
4 2 939 石毛　貴 (高３) ｲｼｹﾞ ﾀｶｼ 千葉 千葉黎明高 2:03.00
5 4 3025 金子　元貴 (高３) ｶﾈｺ ｹﾞﾝｷ 千葉 柏中央高 2:06.54
6 7 2070 磯部　俊哉 (高３) ｲｿﾍﾞ ﾄｼﾔ 千葉 国分高 2:07.32
7 6 1693 真壁　拓也 (高２) ﾏｶﾍﾞ ﾀｸﾔ 千葉 薬園台高 2:10.04

8 2302 星　圭祐 (高２) ﾎｼ ｹｲｽｹ 千葉 小金高 DNS

5組
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 1096 花澤　賢人 (高２) ﾊﾅｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 千葉 八千代松陰高 2:04.04
2 6 1691 原田　恵伍 (高２) ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｺﾞ 千葉 薬園台高 2:04.70
3 3 814 安原　雄大 (高２) ﾔｽﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 成田高 2:05.30
4 5 372 佐藤　遼太 (高３) ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 千葉 茂原高 2:05.31
5 4 2940 小林　篤史 (高２) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 千葉 柏南高 2:07.61
6 8 1500 小池　慶征 (高３) ｺｲｹ ﾖｼﾄ 千葉 市立千葉高 2:09.80
7 1 1671 京本　祐磨 (高２) ｷｮｳﾓﾄ ﾕｳﾏ 千葉 県立船橋 2:11.15
8 2 1001 島野　一貴 (高３) ｼﾏﾉ ｶｽﾞｷ 千葉 八千代高 2:28.04
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6組
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 5 515 渡邉　悠弥 (高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉 横芝敬愛高 2:01.72
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 2:03.49
3 8 935 松井　翔太 (高３) ﾏﾂｲ ｼｮｳﾀ 千葉 千葉黎明高 2:06.28
4 6 2247 野澤　一真 (高２) ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 千葉 東海大浦安高 2:06.42
5 7 1698 花村　信太郎 (高２) ﾊﾅﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉 薬園台高 2:06.82
6 1 1620 二瓶　豪崇 (高２) ﾆﾍｲ ﾋﾃﾞﾀｶ 千葉 渋谷幕張高 2:07.39
7 2 352 芦澤　祐亮 (高３) ｱｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 千葉 長生高 2:09.90

3 1097 鈴木　建也 (高２) ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 千葉 八千代松陰高 DNS

7組
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 3 473 森川　真気 (高３) ﾓﾘｶﾜ ﾏｻｷ 千葉 松尾高 2:05.08
2 5 1386 中村　拓哉 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 千葉 磯辺高 2:06.49
3 4 3776 佐藤　陽 (高２) ｻﾄｳ ﾖｳ 千葉 柏南高 2:06.58
4 2 1013 山田　健介 (高２) ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ 千葉 八千代高 2:07.27
5 1 955 高原　大 (高３) ﾀｶﾊﾗ ﾏｻﾙ 千葉 四街道高 2:11.48
6 6 580 佐古　裕喜 (高１) ｻｺ ﾕｳｷ 千葉 銚子商高 2:11.78
7 8 1662 草原　直樹 (高３) ｸｻﾊﾗ ﾅｵｷ 千葉 県立船橋 2:12.59
8 7 1517 池田　拓斗 (高２) ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾄ 千葉 市立千葉高 2:14.85

8組
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 2074 山下　猛 (高３) ﾔﾏｼﾀ ﾀｹﾙ 千葉 国分高 2:09.48
2 8 1323 徳留　伸亮 (高３) ﾄｸﾄﾒ ﾉﾌﾞｱｷ 千葉 千葉東高 2:10.33
3 4 2972 荒川　拓海 (高３) ｱﾗｶﾜ ﾀｸﾐ 千葉 柏陵高 2:11.36
4 2 1468 安田　翼 (高２) ﾔｽﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 千葉 千葉西高 2:11.77
5 6 604 山﨑　勇輝 (高２) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 千葉 銚子商高 2:12.03
6 1 538 椙山 敬太 (高３) ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲﾀ 千葉 匝瑳高 2:18 846 1 538 椙山　敬太 (高３) ｽｷ ﾔﾏ ｹｲﾀ 千葉 匝瑳高 2:18.84
7 5 2602 安川　裕貴 (高２) ﾔｽｶﾜ ﾋﾛｷ 千葉 県立船橋 2:19.46

3 444 久松　勝也 (高３) ﾋｻﾏﾂ ﾏｻﾔ 千葉 成東高 DNS

9組
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 2 135 野村　剛史 (高３) ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾞ 千葉 木更津総合高 2:05.62
2 4 579 鈴木　雅喜 (高１) ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 千葉 銚子商高 2:07.29
3 5 1781 吉種　一樹 (高３) ﾖｼﾀﾈ ｶｽﾞｷ 千葉 船橋芝山高 2:07.70
4 7 3778 岡安　楓 (高２) ｵｶﾔｽ ｶｴﾃﾞ 千葉 柏南高 2:09.27
5 3 2983 浅野　慎也 (高２) ｱｻﾉ ｼﾝﾔ 千葉 柏陵高 2:11.50
6 1 1502 西岡　舜 (高３) ﾆｼｵｶ ｼｭﾝ 千葉 市立千葉高 2:20.14
7 8 731 高野　凌平 (大学) ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾍｲ 千葉 千葉工大 2:22.25

6 625 青瀧　真人 (一般) ｱｵﾀｷ ﾏｺﾄ 千葉 ＪＲ東日本千葉 DNS

10組
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 1 112 山口　和樹 (高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 千葉 木更津高 2:03.79
2 8 2936 平野　功 (高３) ﾋﾗﾉ ｲｻｵ 千葉 柏南高 2:05.48
3 2 454 嘉瀬　晃平 (高２) ｶｾ ｺｳﾍｲ 千葉 成東高 2:08.96
4 4 1598 堀川　亮 (高３) ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳ 千葉 渋谷幕張高 2:09.79
5 3 643 島田　直樹 (高２) ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 千葉 市立銚子高 2:13.53
6 7 2250 鈴木　文太 (高２) ｽｽﾞｷ ﾌﾞﾝﾀ 千葉 東海大浦安高 2:30.53

5 1417 後藤　深幸 (高３) ｺﾞﾄｳ ﾐﾕｷ 千葉 幕張総合高 DNS
6 2277 藤田　寛明 (高３) ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 千葉 東京学館浦安高 DNS
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11組
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 3 401 磯野　晃太 (高２) ｲｿﾉ ｺｳﾀ 千葉 東金高 2:06.45
2 1 2233 竹林　守 (高２) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾏﾓﾙ 千葉 東海大浦安高 2:07.13
3 8 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 2:07.75
4 2 2678 久保田　裕馬 (高２) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾏ 千葉 市川高 2:08.17
5 7 2087 榎本　翼 (高２) ｴﾉﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 千葉 国分高 2:12.04
6 5 461 菅沼　純樹 (高２) ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾞｭﾝｷ 千葉 成東高 2:13.20
7 6 1252 盛合　秀行 (高３) ﾓﾘｱｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉 千葉南高 2:16.23
8 4 858 西明　快 (中３) ﾆｼｱｷ ｶｲ 千葉 若松高 2:24.32

12組
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 1538 松田　悠平 (高２) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 千葉 市立稲毛高 2:08.95
2 6 1685 鈴木　康紘 (高２) ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 千葉 薬園台高 2:09.59
3 7 364 岩瀬　正之 (高２) ｲﾜｾ ﾏｻﾕｷ 千葉 長生高 2:11.24
4 1 1128 山崎　健太郎 (高３) ﾔﾏｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 津田沼高 2:11.57
5 2 2128 山田　将司 (高３) ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 千葉 市川高 2:15.56
6 5 2104 酒井　國雄 (高３) ｻｶｲ ｸﾆｵ 千葉 市川東高 2:20.91
7 8 1580 上口　颯也 (高３) ｶﾐｸﾞﾁ ﾌｳﾔ 千葉 敬愛学園高 2:24.70

4 1213 近藤　尚 (高２) ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻｼ 千葉 千葉高 DNS

13組
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 3 569 梶　秀樹 (高３) ｶｼﾞ ﾋﾃﾞｷ 千葉 銚子高 2:07.39
2 6 318 武田　翔太 (高３) ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 千葉 大原高 2:07.41
3 8 2133 清川　航希 (高２) ｷﾖｶﾜ ｺｳｷ 千葉 市川高 2:08.04
4 7 246 鈴木　恒平 (高３) ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 千葉 安房高 2:10.28
5 2 388 鶴岡　和樹 (高２) ﾂﾙｵｶ ｶｽﾞｷ 千葉 大網高 2:13.47
6 1 1437 塚本 優也 (高３) ﾂｶﾓﾄ ｳﾔ 千葉 柏井高 2:15 756 1 1437 塚本　優也 (高３) ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 千葉 柏井高 2:15.75
7 4 2289 松浦　佑哉 (高２) ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾔ 千葉 松戸高 2:20.04

5 1094 清本　恵太 (高２) ｷﾖﾓﾄ ｹｲﾀ 千葉 八千代松陰高 DNS

14組
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 2651 丸岡　暎 (高２) ﾏﾙｵｶ ｱｷﾗ 千葉 船橋芝山高 2:08.23
2 4 3047 若林　優満 (高２) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 千葉 柏中央高 2:09.24
3 7 2159 仲條　靖史 (高３) ﾅｶｼﾞｮｳ ﾔｽｼ 千葉 昭和学院高 2:09.47
4 3 2687 白石　純 (高１) ｼﾗｲｼ ｼﾞｭﾝ 千葉 船橋東高 2:10.59
5 1 1319 佐々木　勇弥 (高３) ｻｻｷ ﾕｳﾔ 千葉 千葉東高 2:12.80
6 6 649 糸川　和志 (高２) ｲﾄｶﾜ ｶｽﾞｼ 千葉 市立銚子高 2:13.47
7 5 1436 中村　亮太 (高３) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 千葉 柏井高 2:14.35
8 8 2130 北詰　輝 (高２) ｷﾀﾂﾞﾒ ｱｷﾗ 千葉 市川高 2:23.90

15組
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 7 761 松田　敏治 (高３) ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ 千葉 成田国際高 2:10.08
2 1 883 伊藤　孝之 (高２) ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 千葉 東京学館高 2:11.21
3 4 940 荒井　義行 (高２) ｱﾗｲ ﾖｼﾕｷ 千葉 千葉黎明高 2:13.37
4 8 2671 西崎　竜ノ介 (高２) ﾆｼｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 千葉 市川高 2:14.79
5 5 1722 佐藤　勘太 (高２) ｻﾄｳ ｶﾝﾀ 千葉 船橋東高 2:14.91
6 2 2097 井田　健太郎 (高３) ｲﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 市川東高 2:23.33

3 255 関　大哉 (高２) ｾｷ ﾀﾞｲﾔ 千葉 安房高 DNS
6 1266 斉藤　諒馬 (高２) ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 千葉 若松高 DNS
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男子800m
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審 判 長：中村要一･今井淳史
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4月14日 13:20 タイムレース

16組
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 6 479 金光　俊典 (高２) ｶﾈﾐﾂ ｼｭﾝｽｹ 千葉 松尾高 2:10.28
2 5 3008 藤平　真ノ介 (高２) ﾄｳﾍｲ ｼﾝﾉｽｹ 千葉 柏の葉高 2:11.38
3 7 422 椎名　佑太 (高１) ｼｲﾅ ﾕｳﾀ 千葉 東金商高 2:16.84
4 2 1348 田村　祐樹 (高３) ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ 千葉 検見川高 2:18.51
5 1 1268 窪田　康広 (高２) ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 千葉 若松高 2:21.83
6 8 2249 道本　圭祐 (高２) ﾐﾁﾓﾄ ｹｲｽｹ 千葉 東海大浦安高 2:22.75

3 1729 高橋　将平 (高２) ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾍｲ 千葉 船橋東高 DNS
4 1101 霜越　大樹 (高２) ｼﾓｺｼ ﾀｲｷ 千葉 八千代松陰高 DNS

17組
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 1393 仲條　勇斗 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 千葉 磯辺高 2:08.32
2 6 1098 福部　倫平 (高２) ﾌｸﾍﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 千葉 八千代松陰高 2:08.76
3 5 267 酒井　悠哉 (高２) ｻｶｲ ﾕｳﾔ 千葉 館山総合高 2:11.71
4 1 1222 永島　未央 (高２) ﾅｶﾞｼﾏ ﾐｵｳ 千葉 千葉高 2:11.97
5 4 3292 高田　基継 (高２) ﾀｶﾀﾞ ﾓﾄﾂｸﾞ 千葉 中央学院高 2:14.07
6 3 2243 二ノ宮　怜那人 (高２)ﾆﾉﾐﾔ ﾚﾅﾄ 千葉 東海大浦安高 2:15.51
7 2 974 鈴木　瑛介 (高１) ｽｽﾞｷ ｴｲｽｹ 千葉 市川高 2:27.55

7 320 中田　一志 (高３) ﾅｶﾀﾞ ｶｽﾞｼ 千葉 大原高 DNS

18組
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 2669 大内　匠 (高２) ｵｵｳﾁ ﾀｸﾐ 千葉 検見川高 2:11.85
2 8 1012 山根　農広 (高２) ﾔﾏﾈ ｱﾂﾋﾛ 千葉 八千代高 2:14.08
3 4 970 鷲尾　剛史 (高１) ﾜｼｵ ﾂﾕｼ 千葉 市川高 2:17.53
4 5 2138 七尾　祥彰 (高２) ﾅﾅｵ ﾖｼｱｷ 千葉 千葉商大付高 2:18.14
5 7 2102 小川　挙史 (高３) ｵｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 千葉 市川東高 2:25.91
6 6 731 戸村 信 (高３) ﾄﾑﾗ ｼﾝ 千葉 多古高 2:26 596 6 731 戸村　信 (高３) ﾄﾑﾗ ｼﾝ 千葉 多古高 2:26.59
7 3 539 木内　健太 (高３) ｷｳﾁ ｹﾝﾀ 千葉 匝瑳高 2:27.13

2 1442 本間　達也 (高２) ﾎﾝﾏ ﾀﾂﾔ 千葉 柏井高 DNS

19組
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 1360 大橋　尚也 (高３) ｵｵﾊｼ ﾅｵﾔ 千葉 検見川高 2:10.89
2 8 707 坂田　大地 (高３) ｻｶﾀ ﾀﾞｲﾁ 千葉 佐原柏陽高 2:15.88
3 1 1922 土肥　充輝 (高２) ﾄﾋ ﾐﾂｷ 千葉 日大習志野高 2:16.45
4 2 1301 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 千葉 桜林高 2:22.37
5 7 665 鈴木　真也 (高２) ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 千葉 小見川高 2:22.49
6 3 1465 清水　貴紀 (高３) ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾉﾘ 千葉 千葉西高 2:23.21
7 4 975 福田　浩平 (高１) ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ 千葉 市川高 2:26.16
8 6 545 中山　亮太 (高２) ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 千葉 匝瑳高 2:42.00

20組
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 1705 森　寛起 (高１) ﾓﾘ ﾋﾛｷ 千葉 薬園台高 2:11.28
2 6 2660 畑山　裕太 (高３) ﾊﾀﾔﾏ ﾕｳﾀ 千葉 検見川高 2:14.29
3 3 702 加藤　幸雄 (一般) ｶﾄｳ ﾕｷｵ 千葉 旭市陸協 2:14.64
4 7 667 若松　将太 (高２) ﾜｶﾏﾂ ｼｮｳﾀ 千葉 小見川高 2:17.19
5 1 1142 菊澤　向陽 (高２) ｷｸｻﾜ ﾋｻﾊﾙ 千葉 実籾高 2:17.66
6 8 3890 伊川　雄一朗 (高２) ｲｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉 八千代高 2:17.69
7 2 403 藤田　尚寿 (高２) ﾌｼﾞﾀ ﾅｵｼﾞｭ 千葉 東金高 2:19.66

4 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
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21組
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 1472 大角　英己 (高２) ｵｵｽﾐ ﾋﾃﾞｷ 千葉 千葉西高 2:14.89
2 3 3842 山岡　翔 (高２) ﾔﾏｵｶ ｼｮｳ 千葉 千葉敬愛高 2:16.76
3 6 360 鵜沢　弘貴 (高２) ｳｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 千葉 長生高 2:17.26
4 5 2165 山﨑　直也 (高３) ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾔ 千葉 昭和学院高 2:18.78
5 4 1618 佐藤　裕之 (高２) ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 千葉 渋谷幕張高 2:19.29
6 1 2013 鈴木　敦也 (高２) ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ 千葉 鎌ヶ谷高 2:20.25
7 2 1415 寺澤　直人 (高３) ﾃﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 千葉 幕張総合高 2:22.71
8 8 976 北　大輝 (高１) ｷﾀ ﾋﾛﾃﾙ 千葉 市川高 2:34.72

22組
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 1632 平山　椋 (高３) ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳ 千葉 昭和学院秀英高 2:13.68
2 7 2299 佐々木　星紀 (高２) ｻｻｷ ﾄｼｷ 千葉 小金高 2:14.64
3 8 821 岸　幸平 (大学) ｷｼ ｺｳﾍｲ 千葉 日本大生産工 2:15.99
4 3 1147 秋本　潮生 (高２) ｱｷﾓﾄ ｼｮｳ 千葉 実籾高 2:16.26
5 5 685 成毛　遥希 (高３) ﾅﾙｹ ﾊﾙｷ 千葉 佐原高 2:21.14
6 6 1347 日浦　慎也 (高３) ﾋｳﾗ ｼﾝﾔ 千葉 検見川高 2:22.86
7 1 1273 石野　祥皓 (高１) ｲｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 千葉 若松高 2:28.73
8 4 389 鍋島　裕輝 (高２) ﾅﾍﾞｼﾏ ﾕｳｷ 千葉 大網高 2:35.29

23組
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 1561 鬼原　義宏 (高３) ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 千葉 千葉経大附高 2:12.92
2 1 3006 岩上　奨 (高３) ｲﾜｶﾐ ｼｮｳ 千葉 柏の葉高 2:15.19
3 7 1170 廣田　哲徳 (高１) ﾋﾛﾀ ｱｷﾉﾘ 千葉 東邦大東邦高 2:17.40
4 3 1666 鷹觜　聖人 (高３) ﾀｶﾉﾊｼ ﾏｻﾄ 千葉 県立船橋 2:17.66
5 5 1143 小林　豪人 (高２) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄ 千葉 実籾高 2:18.93
6 4 3400 長谷川 祐太 (高２) ｾｶﾞﾜ ｳﾀ 千葉 船橋芝山高 2:19 436 4 3400 長谷川　祐太 (高２) ﾊｾｶ ﾜ ﾕｳﾀ 千葉 船橋芝山高 2:19.43
7 8 20 勝田　統也 (高１) ｶﾂﾀ ﾄｳﾔ 千葉 姉崎高 2:20.08
8 6 1949 西山　諒祐 (高３) ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 千葉 千葉日大一高 2:22.22

24組
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 1167 山口　健太 (高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 千葉 市立習志野高 2:13.77
2 6 2546 牧　大輔 (高２) ﾏｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 千葉東高 2:13.82
3 2 1159 市川　遥己 (高１) ｲﾁｶﾜ ﾊﾙｷ 千葉 実籾高 2:21.28
4 4 3891 松井　優 (高２) ﾏﾂｲ ﾕｳ 千葉 成田国際高 2:22.81
5 7 19 鈴木　涼介 (高１) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 千葉 姉崎高 2:23.31
6 8 1482 渡邉　慎之介 (高３) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾉｽｹ 千葉 犢橋高 2:25.03
7 5 516 川邊　健太郎 (高３) ｶﾜﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 横芝敬愛高 2:28.47
8 1 2139 照井　辰徳 (高３) ﾃﾙｲ ﾀﾂﾉﾘ 千葉 千葉商大付高 2:33.70

25組
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 1183 髙田　啓太 (高３) ﾀｶﾀ ｹｲﾀ 千葉 東邦大東邦高 2:13.10
2 8 337 君塚　隆弘 (高２) ｷﾐﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾛ 千葉 大多喜高 2:14.32
3 5 172 金井　雄太 ｶﾅｲ ﾕｳﾀ 千葉 志学館高 2:15.95
4 4 278 伊藤　将 (高２) ｲﾄｳ ｽｽﾑ 千葉 安房拓心高 2:16.59
5 1 2636 嶋田　圭吾 (高２) ｼﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 千葉 幕張総合高 2:17.55
6 2 507 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 2:18.17
7 7 735 工藤　成弘 (大学) ｸﾄﾞｳ ｼｹﾞﾋﾛ 千葉 日本大生産工 2:18.78
8 3 3345 山口　翔大 (高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 千葉 検見川高 2:23.89
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26組
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 3761 青山　和誉 (高１) ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 千葉 松戸国際高 2:17.49
2 8 3339 小田切　啓人 (高１) ｵﾀｷﾞﾘ ｱｷﾄ 千葉 千葉商高 2:20.13
3 4 568 飯田　大貴 (高３) ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 千葉 銚子高 2:21.00
4 7 843 日詰　正和 (高１) ﾋﾂﾞﾒ ﾏｻｶｽﾞ 千葉 渋谷幕張高 2:21.18
5 2 3148 加藤　孝啓 (高２) ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 千葉 二松学舎柏高 2:22.09
6 5 696 香取　勇義 (高２) ｶﾄﾘ ﾕｳｷ 千葉 佐原高 2:22.80
7 1 1324 豊田　俊輔 (高３) ﾄﾖﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 千葉 千葉東高 2:23.47
8 6 1186 佐藤　清史 (高２) ｻﾄｳ ｷﾖﾋﾄ 千葉 東邦大東邦高 2:23.75

27組
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 1232 伊藤　凌希 (高１) ｲﾄｳ ﾘｮｳｷ 千葉 千葉商高 2:14.73
2 5 3746 二木　雄大 (高２) ﾆｷ ﾏｻﾋﾛ 千葉 柏中央高 2:14.89
3 8 1010 横山　海音 (高２) ﾖｺﾔﾏ ﾐｵﾝ 千葉 八千代高 2:20.01
4 6 2108 河内　亮 (高３) ｺｳﾁ ﾘｮｳ 千葉 市川南高 2:21.17
5 1 1157 三上　亘 (高１) ﾐｶﾐ ﾜﾀﾙ 千葉 実籾高 2:23.22
6 3 1625 豊田　直氣 (高１) ﾄﾖﾀﾞ ﾅｵｷ 千葉 昭和学院秀英高 2:25.80
7 4 1318 川口　毅 (高３) ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｹｼ 千葉 千葉東高 2:27.27
8 7 491 舘岡　良太 (高３) ﾀﾃｵｶ ﾘｮｳﾀ 千葉 木更津高専 2:31.42

28組
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 2227 茂木　涼太郎 (高２) ﾓｷﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉 東海大浦安高 2:15.79
2 7 3912 石川　元晴 (高２) ｲｼｶﾜ ﾓﾄﾊﾙ 千葉 安房拓心高 2:16.96
3 3 301 高橋　克暉 (高３) ﾀｶﾊｼ ｶﾂｷ 千葉 長狭高 2:20.81
4 6 572 岩瀬　崇 (高３) ｲﾜｾ ﾀｶｼ 千葉 銚子高 2:22.14
5 4 1158 山田　昂平 (高１) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 千葉 実籾高 2:22.79
6 5 1851 泉水 雄路 (高３) ｾﾝｽｲ ｳｼﾞ 千葉 船橋豊富高 2:23 806 5 1851 泉水　雄路 (高３) ｾﾝｽｲ ﾕｳｼ 千葉 船橋豊富高 2:23.80
7 1 1394 小泉　将拓 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 千葉 磯辺高 2:24.98
8 2 3860 戸井　大樹 (高２) ﾄｲ ﾀﾞｲｷ 千葉 千葉敬愛高 2:25.85

29組
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 6 536 伊橋　海 (高３) ｲﾊｼ ｶｲ 千葉 匝瑳高 2:15.12
2 8 826 難波　栄治 (大学) ﾅﾝﾊﾞ ｴｲｼﾞ 千葉 日本大生産工 2:20.07
3 3 1285 浅井　良太 (高１) ｱｻｲ ﾘｮｳﾀ 千葉 千城台高 2:21.93
4 1 1514 谷口　大介 (高２) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 市立千葉高 2:22.25
5 5 492 田中　翔太 (高３) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 千葉 木更津高専 2:29.15
6 2 3145 柏崎　匠 (高３) ｶｼﾜｻﾞｷ ｼｮｳ 千葉 二松学舎柏高 2:31.07
7 7 1165 門田　裕暉 (高２) ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｷ 千葉 市立習志野高 2:34.61

4 1395 北浦　亮 ｷﾀｳﾗ ﾘｮｳ 千葉 磯辺高 DNS

30組
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 1277 藤原　翼 (高１) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾊﾞｻ 千葉 千城台高 2:19.36
2 1 1182 吉田　峻規 (高３) ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 千葉 東邦大東邦高 2:22.60
3 5 911 山田　祥寛 (高３) ﾔﾏﾀﾞ ｻﾁﾋﾛ 千葉 佐倉西高 2:25.76
4 6 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 2:28.79
5 2 2109 石井　将和 (高３) ｲｼｲ ﾏｻｶｽﾞ 千葉 市川南高 2:30.41
6 3 1607 松谷　太郎 (高２) ﾏﾂﾀﾆ ﾀﾛｳ 千葉 渋谷幕張高 2:31.01
7 4 2633 渡辺　大介 (高１) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 千葉商高 2:49.80

7 1937 福良　亮祐 (高１) ﾌｸﾗ ﾘｮｳｽｹ 千葉 日大習志野高 DNS
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審 判 長：中村要一･今井淳史
記録主任：岩脇　充司
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31組
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 1172 弓削　諒太 (高１) ﾕｹﾞ ﾘｮｳﾀ 千葉 東邦大東邦高 2:20.21
2 6 1849 日向　岳登 (高３) ﾋﾑｶｲ ｶﾞｸﾄ 千葉 船橋豊富高 2:24.10
3 5 428 奈良　光隼 (高２) ﾅﾗ ｱｷﾄｼ 千葉 千葉学芸高 2:25.02
4 3 1233 内山　寛斗 (高１) ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄ 千葉 千葉商高 2:26.84
5 2 3859 伊藤　宗一郎 (高２) ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉 千葉敬愛高 2:27.53
6 7 3914 河野　翔太 (高２) ｺｳﾉ ｼｮｳﾀ 千葉 茂原北陵高 2:28.65
7 1 1812 黒崎　友成 (高２) ｸﾛｻｷ ﾄﾓﾅﾘ 千葉 船橋古和釜高 2:33.52
8 8 3388 助川　結人 (高２) ｽｹｶﾞﾜ ﾕｲﾄ 千葉 市川南高 2:34.05

32組
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 3 115 関　大稀 (高３) ｾｷ ﾀﾞｲｷ 千葉 木更津高 2:23.17
2 8 3340 古川　理季也 (高１) ﾌﾙｶﾜ ﾘｷﾔ 千葉 千葉商高 2:24.32
3 1 3948 平良　延大 (高１) ﾀｲﾗ ﾉﾋﾞﾋﾛ 千葉 千葉学芸高 2:24.55
4 4 302 長谷川　匡秀 (高２) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 千葉 長狭高 2:29.73
5 6 561 石井　琳太良 (高２) ｲｼｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 千葉 東総工高 2:29.83
6 7 998 市山　裕太 (高２) ｲﾁﾔﾏ ﾕｳﾀ 千葉 船橋古和釜高 2:41.15
7 5 1190 山口　夏生 (高２) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｵ 千葉 東邦大東邦高 2:47.98

2 3914 河野　翔太 (高２) ｺｳﾉ ｼｮｳﾀ 千葉 茂原北陵高 DNS

33組
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 1019 齋藤　優輝 (高３) ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 千葉 八千代東高 2:08.62
2 6 1760 寺内　佑 (高２) ﾃﾗｳﾁ ﾕｳ 千葉 船橋啓明高 2:09.05
3 3 2059 竹村　洸介 (高２) ﾀｹﾑﾗ ｺｳｽｹ 千葉 国府台高 2:14.47
4 2 54 木村　克徳 (高２) ｷﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ 千葉 東海大望洋高 2:20.31
5 8 2163 行澤　征展 (高３) ﾕｷｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 千葉 昭和学院高 2:20.60
6 7 1976 鈴木 陸太 (高３) ｽｽﾞｷ ﾘｸﾀ 千葉 東京学館船橋高 2:30 066 7 1976 鈴木　陸太 (高３) ｽｽ ｷ ﾘｸﾀ 千葉 東京学館船橋高 2:30.06
7 4 1114 松井　雄紀 (高３) ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 千葉 秀明八千代高 2:56.54

34組
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 3 617 糸川　航太 (一般) ｲﾄｶﾜ ｺｳﾀ 千葉 ｼﾞｬﾊﾟﾝｱｽﾘｰﾄｹｱ 1:55.12
2 4 1063 山﨑　和麻 (高３) ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 千葉 八千代松陰高 2:03.83
3 5 65 布留川　和 (高２) ﾌﾙｶﾜ ﾔﾜﾗ 千葉 東海大望洋高 2:15.81
4 8 2060 中川　雄大 (高２) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 国府台高 2:20.13
5 6 1762 小山松　愛輝 (高２) ｵﾔﾏﾂ ｱｲｷ 千葉 船橋啓明高 2:39.19

2 3777 西岡　大輝 (高２) ﾆｼｵｶ ﾀｲｷ 千葉 柏南高 DNS
7 2164 中山　海樹 (高３) ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂｷ 千葉 昭和学院高 DNS

35組
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 6 792 内田　博一朗 (大学) ｳﾁﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 千葉 千葉商科大 2:03.46
2 2 1756 小林　昂平 (高３) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 千葉 船橋啓明高 2:11.88
3 8 987 足立　直哉 (高１) ｱﾀﾞﾁ ﾅｵﾔ 千葉 東海大望洋高 2:12.72
4 7 2156 藤澤　健人 (高３) ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾝﾄ 千葉 昭和学院高 2:14.45
5 3 2050 古谷　圭 (高１) ﾌﾙﾔ ｹｲ 千葉 白井高 2:18.04

4 1064 荒井　七海 (高３) ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 千葉 八千代松陰高 DNS
5 821 斉藤　拓 (高２) ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 千葉 成田高 DNS
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