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１組
カナ名 所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 千葉 6m47 × × 6m47

1 18 60 鈴木　修二郎 (高２) 東海大望洋高 +1.6 +1.6
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾑ 千葉 × × 6m34 6m34

2 23 61 市川　広武 (高２) 東海大望洋高 +1.8 +1.8
ﾀｹﾓﾄ ﾀｲｶﾝ 千葉 6m10 6m05 6m04 6m10

3 26 1972 武本　泰漢 (高３) 東京学館船橋高 +2.5 +0.4 +1.0 +2.5 *F3
ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 千葉 5m67 × 6m10 6m10

4 16 1980 濱田　政孝 (高２) 東京学館船橋高 +1.5 -0.1 -0.1 *F8
ﾓﾘﾔ ﾘｮｳｽｹ 千葉 × × 5m75 5m75

5 27 1676 森谷　亮介 (高２) 県立船橋 +1.9 +1.9
ﾀﾞｲｺﾞ ｱｷﾕｷ 千葉 5m74 × 5m37 5m74

6 1 122 大湖　昭幸 (高１) 木更津総合高 +1.1 -0.1 +1.1
ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 千葉 5m74 － ／ 5m74

7 25 1981 田村　流星 (高２) 東京学館船橋高 +2.0 +2.0 *F8
ﾉｼﾞﾏ ﾄｷﾅｶﾞ 千葉 5m64 5m35 5m65 5m65

8 8 42 野島　宗呂 (高３) 東海大望洋高 +0.7 +2.0 +0.9 +0.9
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾊﾞｻ 千葉 × × 5m65 5m65

9 34 1277 藤原　翼 (高１) 千城台高 +2.5 +2.5 *F8
ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾙ 千葉 5m52 × 5m40 5m52

10 5 1982 福島　優 (高２) 東京学館船橋高 +0.7 +1.6 +0.7
ｻｴｷ ﾀｸﾔ 千葉 5m21 4m93 5m36 5m36

11 31 62 佐伯　拓哉 (高２) 東海大望洋高 +1.8 +1.8 +1.7 +1.7
ﾏﾂｷ ﾘｸｵ 千葉 × × 5m35 5m35

12 12 2061 松木　陸生 (高２) 国府台高 +1.5 +1.5
ﾋﾗﾀ ﾄﾓﾔ 千葉 × 5m33 5m34 5m34

13 3 1957 平田　智也 (高３) 千葉日大一高 +2.0 -0.2 -0.2
ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ 千葉 × 5m30 × 5m30

14 19 3352 小川　諒 (高２) 国府台高 +1.8 +1.8
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｷ 千葉 5m13 5m22 5m26 5m26

15 6 3797 山口　達希 (高２) 柏の葉高 +2.9 +2.6 +3.1 +3.1
ﾂﾉｾ ﾏｺﾄ 千葉 5m21 5m23 5m11 5m23

16 24 1565 津野瀬　誠 (高３) 千葉経大附高 +1.2 +2.0 +1.8 +2.0
ｵﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 千葉 4m98 5m23 5m03 5m23

17 9 1238 小田　晋司 (高３) 千葉工高 +1.0 +1.5 +0.9 +1.5 *F8
ﾑﾗﾀ ﾐｶｾﾞ 千葉 5m19 4m93 × 5m19

18 4 2653 村田　光風 (高１) 千城台高 +3.6 +1.7 +3.6 *F2
ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 千葉 5m04 5m04 4m82 5m04

19 13 2622 市川　貴大 (高１) 千葉商高 +3.6 +2.4 +2.9 +2.4
ﾐｽ ﾀｶﾕｷ 千葉 4m61 × 4m99 4m99

20 10 922 三須　隆之 (高２) 佐倉南高 +0.5 +1.1 +1.1
ﾅｶﾞﾚ ﾄﾓﾋﾃﾞ 千葉 4m65 4m65 4m89 4m89

21 28 908 流　智英 (高２) 佐倉東高 +3.4 +2.4 +3.2 +3.2
ｺﾔｽ ﾀﾞｲｷ 千葉 × × 4m87 4m87

22 22 387 子安　大樹 (高３) 大網高 +0.4 +0.4
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 千葉 × × 4m84 4m84

23 29 1239 若林　拓己 (高３) 千葉工高 +3.2 +3.2
ｻﾄｳ ｶﾂﾖｼ 千葉 4m78 4m82 4m77 4m82

24 32 2623 佐藤　克佳 (高１) 千葉商高 +2.2 +3.6 +1.4 +3.6 *F3
ﾆｶｲﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 千葉 × × 4m82 4m82

25 11 56 二階堂　晃資 (高２) 東海大望洋高 +2.3 +2.3 *F8
ﾊｾﾍﾞ ﾜﾀﾙ 千葉 4m66 4m46 4m31 4m66

26 2 3851 長谷部　航 (高２) 佐倉南高 +1.8 +1.1 -0.2 +1.8
ﾑﾗﾀ ﾖｼﾊﾙ 千葉 × 4m53 4m60 4m60

27 17 225 村田　祥治 (高２) 君津商高 +2.7 +1.8 +1.8
ﾋｶﾞｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉 4m59 × × 4m59

28 20 1640 東　亮太郎 (高２) 昭和学院秀英高 +3.7 +3.7
ﾏﾂﾄﾞ ﾕｳｷ 千葉 × 4m47 4m54 4m54

29 7 1488 松戸　勇樹 (高２) 市立千葉高 0.0 +1.4 +1.4
ﾆｼｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 千葉 × 4m51 × 4m51

30 15 2198 西口　翔太 (高３) 浦安南高 +2.5 +2.5
ﾓﾘﾔ ﾀｸﾐ 千葉 × 4m47 4m35 4m47

31 14 381 森谷　巧 (高２) 茂原北陵高 +1.2 +1.7 +1.2
ｻﾀﾞｶﾈ ﾕｳﾀ 千葉 × × ×

33 2167 貞包　勇太 (高２) 昭和学院高 NM
ｲｼﾜﾀ ﾘｮｳｽｹ 千葉

21 296 石渡　亮祐 (高３) 長狭高 DNS
ﾓﾘﾔ ﾀｸﾐ 千葉

30 381 森谷　巧 (高２) 茂原北陵高 DNS
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２組
カナ名 所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾓﾑﾗ ﾅｵﾔ 千葉 5m73 5m68 5m88 5m88

1 22 1505 下村　直矢 (高３) 市立千葉高 +2.9 +2.6 +2.4 +2.4
ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 千葉 5m86 5m39 5m40 5m86

2 8 130 小川　雄也 (高３) 木更津総合高 +2.9 +1.2 +1.2 +2.9 *F3
ｱﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ 千葉 5m84 5m56 5m01 5m84

3 9 345 荒谷　和彦 (高３) 長生高 +2.0 +1.7 +1.8 +2.0
ﾖｼﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 千葉 × 5m71 5m68 5m71

4 32 3336 吉田　傑 (高２) 千葉経大附高 +1.4 +3.3 +1.4
ｻﾉ ｲｯｾｲ 千葉 5m63 5m62 5m69 5m69

5 6 3037 佐野　壱成 (高２) 柏中央高 +1.9 +1.9 +2.1 +2.1 *F1
ﾕﾔﾏ ｶﾅﾐ 千葉 5m60 × 5m49 5m60

6 27 2605 湯山　要海 (高２) 県立船橋 +3.8 +1.7 +3.8 *F3
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 千葉 5m15 5m60 5m31 5m60

7 13 1130 望月　勇汰 (高２) 津田沼高 +1.8 +0.8 +0.7 +0.8 *F8
ｵｵｲｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 千葉 5m46 5m48 5m23 5m48

8 16 1703 大井川　奨悟 (高１) 薬園台高 +3.3 +1.2 +1.6 +1.2
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ 千葉 5m39 5m43 4m93 5m43

9 34 3943 松本　康次郎 (高１) 市原中央高 +1.6 +3.1 -0.8 +3.1 *F1
ﾔｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 千葉 × 5m43 5m13 5m43

10 14 3916 矢島　真司 (高２) 茂原北陵高 +1.8 +3.0 +1.8 *F8
ﾀｹｳﾁ ｵﾄ 千葉 5m08 5m41 5m31 5m41

11 25 2618 竹内　音 (高２) 県立船橋 +2.0 +1.5 +1.6 +1.5
ｲﾏｲ ｶｽﾞｷ 千葉 × 5m33 5m40 5m40

12 17 1259 今井　和希 (高２) 千葉南高 -0.1 +2.3 +2.3 *F2
ｼﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 千葉 5m39 5m30 5m15 5m39

13 35 1256 志村　裕二 (高２) 千葉南高 +1.6 +2.0 +0.1 +1.6
ｶﾉﾒ ｼｮｳﾀ 千葉 × × 5m38 5m38

14 1 200 鹿目　翔太 (高２) 君津高 +1.6 +1.6
ｼｮｳｼﾞ ﾚｵﾅ 千葉 5m37 5m06 4m81 5m37

15 21 1133 庄子　怜於奈 (高２) 津田沼高 +2.5 +1.2 +2.3 +2.5 *F2
ｺｻﾞｻ ﾋﾛｷ 千葉 5m18 5m13 5m36 5m36

16 15 3150 小笹　大樹 (高１) 柏日体高 +3.6 +0.3 +3.6 +3.6 *F2
ﾓﾘﾀ ﾀｸﾐ 千葉 × 5m35 × 5m35

17 31 80 森田　拓実 (高２) 市原中央高 +2.6 +2.6
ｱﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ 千葉 5m00 5m26 4m93 5m26

18 23 2071 安部　紀之 (高３) 国分高 +5.3 +2.6 +2.6 +2.6
ﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 千葉 × 5m15 5m24 5m24

19 19 1051 根本　裕樹 (高２) 八千代松陰高 +1.7 +1.8 +1.8
ｱｸﾞﾆ ﾅﾙﾄ 千葉 5m21 × 4m62 5m21

20 12 1778 粟国　成斗 (高３) 船橋芝山高 +1.7 +1.7 +1.7
ﾀｶﾓﾘ ｿｳﾀ 千葉 5m14 5m19 × 5m19

21 33 1507 高森　楓太 (高２) 市立千葉高 0.0 +0.6 +0.6
ｱｷﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉 5m17 5m02 4m47 5m17

22 20 2057 秋永　純一 (高３) 国府台高 +2.4 +1.6 +0.9 +2.4 *F2
ｸﾏｻﾞﾜ ﾖｼﾀｶ 千葉 5m08 4m91 4m90 5m08

23 28 266 熊澤　吉鷹 (高２) 館山総合高 +3.1 +1.8 +2.3 +3.1 *F2
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 千葉 × × 4m96 4m96

24 24 3153 渡邊　秀 (高１) 柏日体高 +0.5 +0.5
ｷﾀﾑﾗ ｶﾝﾀ 千葉 × × 4m94 4m94

25 18 2638 北村　寛太 (高２) 船橋芝山高 +1.7 +1.7
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 4m85 × × 4m85

26 11 2952 山本　祐大 (高２) 柏南高 +1.6 +1.6
ｳｽｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 千葉 × × ×

3 208 臼澤　宏太郎 (高２) 千葉国際高 NM
ｷﾔﾑﾗ ﾕｳｷ 千葉 × × ×

4 3738 木屋村　雄樹 (高２) 松戸馬橋高 NM
ｻﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 千葉 × × ×

10 1123 佐藤　新之助 (高３) 津田沼高 NM
ﾀﾐﾔ ﾘｭｳﾄ 千葉 × × ／

26 517 田宮　瑠人 (高２) 横芝敬愛高 NM
ｳﾒﾂ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉 × × ×

30 1369 梅津　宗一郎 (高３) 千葉北高 NM
ｱｲﾀ ﾀｶﾋﾛ 千葉

2 2315 相田　卓宏 (高２) 小金高 DNS
ｵｸ ﾏｻﾄ 千葉

5 3059 奥　真人 (高３) 沼南高柳高 DNS
ｲﾜﾀ ﾀｶﾋﾛ 千葉

7 2168 岩田　崇裕 (高２) 昭和学院高 DNS
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 千葉

29 322 小山田　祐一 (高２) 大原高 DNS
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３組
カナ名 所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ 千葉 × 6m05 6m30 6m30

1 22 949 飯田　祐輝 (高２) 千葉黎明高 +2.7 +2.6 +2.6
ｻﾉ ｶｲ 千葉 × × 5m93 5m93

2 4 769 佐野　開 (高２) 成田国際高 +2.5 +2.5
ﾜｶﾂｷ ﾕｳｷ 千葉 × 5m92 5m77 5m92

3 3 1081 若月　佑樹 (高３) 八千代松陰高 +0.3 +2.2 +0.3
ﾀｹｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 千葉 5m91 5m80 5m75 5m91

4 6 1786 竹下　大地 (高３) 船橋芝山高 +1.8 +1.9 +0.8 +1.8
ｺｲｽﾞﾐ ｺﾞｳ 千葉 5m60 5m75 5m85 5m85

5 31 1665 小泉　剛 (高３) 県立船橋 +3.3 +2.7 +2.2 +2.2
ﾐﾔｸﾎﾞ ﾌﾐｱｷ 千葉 × × 5m81 5m81

6 12 143 宮窪　郁晃 (高２) 木更津総合高 +1.2 +1.2
ﾊﾔｼ ｲｵﾘ 千葉 5m51 5m46 5m77 5m77

7 29 570 林　伊織 (高３) 銚子高 +1.7 +2.3 +2.6 +2.6 *F1
ｱｽﾞﾏ ﾅｵｷ 千葉 × 5m77 × 5m77

8 10 1510 東　直樹 (高２) 市立千葉高 +2.5 +2.5 *F8
ｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ 千葉 × × 5m75 5m75

9 34 1104 泉　勇気 (高２) 八千代松陰高 +0.6 +0.6
ﾅﾗ ﾀｶﾄｼ 千葉 5m14 4m96 5m70 5m70

10 24 459 奈良　幸勇 (高２) 成東高 +0.3 +2.6 +2.4 +2.4 *F1
ｸﾛｵ ﾅｵｷ 千葉 × 5m62 5m66 5m66

11 33 1701 黒尾　尚暉 (高２) 薬園台高 +1.7 +1.8 +1.8
ｶﾜｼﾛ ﾏｻﾄ 千葉 × 5m62 × 5m62

12 30 3792 河城　将斗 (高２) 柏中央高 +1.1 +1.1
ｲﾜｾ ﾚｲ 千葉 × 5m33 5m61 5m61

13 1 1712 岩瀬　伶 (高１) 薬園台高 +1.6 +1.9 +1.9
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝ 千葉 5m49 5m60 5m47 5m60

14 14 404 今関　駿 (高２) 東金高 +1.8 +1.7 +0.6 +1.7
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 千葉 × × 5m60 5m60

15 18 766 渡辺　悠史 (高２) 成田国際高 +0.7 +0.7 *F8
ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾄ 千葉 × × 5m59 5m59

16 32 573 池田　拓人 (高３) 銚子高 +2.9 +2.9
ｵｵｼﾏ ｷﾖﾌﾐ 千葉 × 5m58 × 5m58

17 27 248 大島　清史 (高３) 安房高 +3.0 +3.0
ﾉｻﾞﾜ ﾃﾝｺﾞ 千葉 × 5m55 × 5m55

18 2 3392 野澤　天悟 (高２) 東京学館浦安高 +0.6 +0.6
ｶｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 千葉 5m48 5m47 5m40 5m48

19 23 2041 賀澤　虎平 (高２) 鎌ヶ谷西高 +1.1 +1.0 +0.7 +1.1
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 千葉 × × 5m32 5m32

20 8 3752 山口　裕樹 (高２) 松戸馬橋高 +1.4 +1.4
ﾀﾏﾙ ﾖｼｷ 千葉 5m13 5m01 5m28 5m28

21 28 1808 田丸　徳樹 (高２) 船橋古和釜高 +2.1 +1.9 +0.7 +0.7
ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 千葉 × 5m23 5m24 5m24

22 9 1810 内山　亮輔 (高２) 船橋古和釜高 +1.2 +0.7 +0.7
ｶﾗｶﾏ ｹﾝﾀ 千葉 × × 5m23 5m23

23 19 3907 唐鎌　健太 (高２) 長狭高 +0.1 +0.1
ﾅｶﾉ ｺｳｷ 千葉 5m17 4m99 4m77 5m17

24 5 1938 中野　公貴 (高１) 日大習志野高 +2.5 +2.6 -0.1 +2.5 *F3
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｴｲ 千葉 4m85 4m96 4m57 4m96

25 25 1052 加藤　大瑛 (高２) 八千代松陰高 +1.8 +1.4 +0.8 +1.4
ｶﾅﾏﾙ ﾋﾛｼ 千葉 4m12 4m69 × 4m69

26 11 1108 金丸　裕志 (高２) 八千代松陰高 +1.1 +2.2 +2.2 *F1
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 千葉 × × ×

7 840 長谷川　英俊 (高１) 渋谷幕張高 NM
ｸｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 千葉 × × ×

13 1583 串田　渉 (高２) 敬愛学園高 NM
ｵｶｻﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ 千葉 × × ×

15 741 岡澤　恭平 (一般) 土気ＴＦＣ NM
ｺｳﾉ ﾕｳｽｹ 千葉 × × ×

17 362 河野　雄介 (高２) 長生高 NM
ｵｵｲｼ ﾓｴｷﾞ 千葉 × × ×

21 2668 大石　萌樹 (高２) 検見川高 NM
ｷﾅﾐ ﾕｳｷ 千葉

16 977 木南　優希 (高１) 市川高 DNS
ｽﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 千葉

20 129 砂川　将大 (高３) 木更津総合高 DNS
ｾｷ ﾀｸﾐ 千葉

26 1357 関　巧実 (高３) 検見川高 DNS
ﾎﾘｺｼ ﾘｸ 千葉

35 900 堀越　陸 (高１) 佐倉高 DNS

2012/4/23 11:42凡例  DNS:欠場 NM:記録なし *F2:２回目が公認最高 *F3:３回目が公認最高 *F8:2番目の記録による順位



男子走幅跳 リザルト
審 判 長：佐久間和宏

記録主任：岩脇　充司

県記録(CR)              8m10      下　　仁(千葉・千葉陸協)              1991.6.14 4月15日 09:30 決勝

決勝

４組
カナ名 所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵﾀﾞ ｺﾞｳｷ 千葉 × 6m49 6m49 6m49

1 17 691 小田　豪生 (大学) 東京情報大 +1.0 +1.5 +1.0
ｱﾍﾞ ｹﾞﾝｼﾞ 千葉 × 6m19 5m88 6m19

2 21 690 阿部　源司 (高２) 佐原高 +1.7 +1.1 +1.7
ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾐ 千葉 5m92 6m06 6m16 6m16

3 3 1695 片山　巧 (高２) 薬園台高 +1.5 +1.2 +3.4 +3.4 *F2
ｸﾄﾞｳ ｺｳｷ 千葉 6m12 6m01 6m08 6m12

4 16 909 工藤　康貴 (高１) 検見川高 +3.1 +1.9 +1.2 +3.1 *F3
ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 千葉 6m01 4m47 5m68 6m01

5 28 1152 秋山　竜汰 (高１) 実籾高 +1.6 +2.6 +1.8 +1.6
ﾌｶﾔ ﾘｮｳ 千葉 5m46 5m97 5m72 5m97

6 4 841 深谷　亮 (高１) 渋谷幕張高 +2.5 +3.3 +2.4 +3.3
ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾔ 千葉 5m94 4m62 × 5m94

7 6 1145 川野　竜矢 (高２) 実籾高 +2.7 +2.7 +2.7
ﾏｽﾌﾞﾁ ｼｮｳｷ 千葉 5m40 5m01 5m93 5m93

8 29 869 増渕　翔輝 (高３) 東京学館高 +0.3 +1.9 +2.5 +2.5 *F1
ｵﾉ ﾕｳｷ 千葉 × × 5m93 5m93

9 5 2320 小野　友暉 (高１) 松戸国際高 +2.2 +2.2 *F8
ﾅｶｻﾞｷ ｼｭﾝ 千葉 5m79 5m88 × 5m88

10 9 3033 中崎　舜 (高３) 柏中央高 +1.5 +1.5 +1.5
ｵｸﾞﾗ ｼｮｳﾍｲ 千葉 × 5m82 5m82 5m82

11 12 1352 小倉　奨平 (高３) 検見川高 +1.3 +3.2 +1.3
ﾀｶｷ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 千葉 5m80 5m74 5m61 5m80

12 27 254 高木　稔平 (高２) 安房高 +2.1 +2.9 +3.0 +2.1
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 千葉 5m28 5m76 5m72 5m76

13 19 1163 飯田　勇平 (高２) 市立習志野高 +0.8 +2.2 +0.8 +2.2 *F3
ｶｹｽ ﾏｻﾄ 千葉 4m04 5m65 5m76 5m76

14 32 658 掛巣　将人 (高３) 小見川高 +1.2 +2.6 +2.5 +2.5 *F8
ﾅｶﾞｴ ﾀｸﾉﾘ 千葉 5m45 5m73 5m47 5m73

15 14 1471 長永　拓記 (高２) 千葉西高 +1.4 +2.6 +1.3 +2.6
ｻｻｲ ﾄﾓｱｷ 千葉 × × 5m70 5m70

16 18 120 笹井　智彰 (高３) 木更津高 -2.6 -2.6
ﾔﾏｸﾗ ﾀｸﾔ 千葉 × × 5m69 5m69

17 22 682 山倉　拓也 (高３) 佐原高 +2.2 +2.2
ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 千葉 5m36 5m66 5m57 5m66

18 30 824 佐藤　直人 (大学) 日本大生産工 +1.6 +2.3 +1.4 +2.3 *F3
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｺﾞ 千葉 5m37 5m65 5m22 5m65

19 7 2627 柳澤　友吾 (高２) 昭和学院秀英高 +0.7 +2.0 +2.4 +2.0
ｶｾ ﾕｳｼﾞ 千葉 5m62 5m36 5m48 5m62

20 2 478 加瀬　祐次 (高２) 松尾高 +1.8 +1.0 +2.2 +1.8
ﾀｶｷﾞ ﾅｵﾄ 千葉 5m41 5m58 5m52 5m58

21 15 726 高木　直人 (高３) 多古高 -0.7 +2.9 +1.7 +2.9 *F3
ｽｶﾞｲ ﾀｶﾉﾘ 千葉 5m31 5m31 5m53 5m53

22 34 1106 須貝　孝則 (高２) 八千代松陰高 +2.7 +2.0 +1.1 +1.1
ｵｵｶﾜ ﾃﾂｵ 千葉 5m51 × × 5m51

23 10 606 大川　哲生 (高２) 銚子商高 +2.1 +2.1
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ 千葉 5m13 5m44 5m16 5m44

24 26 1208 山田　智也 (高２) 千葉高 +1.0 +1.3 +2.8 +1.3
ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻｷ 千葉 5m43 × × 5m43

25 11 2680 仲里　柾 (高２) 市川高 +2.2 +2.2
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳ 千葉 × 5m30 5m36 5m36

26 25 1155 岩淵　諒 (高１) 実籾高 +1.0 +2.0 +2.0
ﾀﾅｶ ｼｮｳ 千葉 4m00 × × 4m00

27 23 636 田中　翔 (高３) 市立銚子高 +0.9 +0.9
ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 千葉 × × ×

1 608 嶋田　哲也 (高２) 銚子商高 NM
ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 千葉 × × ×

8 2062 堀内　一秀 (高２) 国府台高 NM
ﾅｶｶﾞﾐ ﾏｻﾄｼ 千葉 × × ×

33 718 中上　昌俊 (一般) 薬園台ＡＣ NM
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲｷ 千葉 × × ×

35 3348 藤井　大輝 (高２) 千葉東高 NM
ｲｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 千葉

13 634 石田　健一郎 (高３) 市立銚子高 DNS
ｸﾗﾅﾘ ｹﾞﾝ 千葉

20 902 倉成　玄 (高１) 佐倉高 DNS
ｶｷｿﾞｴ ｾｲﾔ 千葉

24 1356 柿添　聖也 (高３) 検見川高 DNS
ﾁﾊﾞ ｷｮｳﾍｲ 千葉

31 648 千葉　恭兵 (高２) 市立銚子高 DNS
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５組
カナ名 所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾉﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 千葉 6m27 5m96 6m39 6m39

1 22 760 野村　亮太 (高３) 成田国際高 +1.1 +1.6 +0.7 +0.7
ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉 6m26 6m33 6m08 6m33

2 1 3028 齋藤　裕一郎 (高３) 柏中央高 +0.7 +0.3 +1.1 +0.3
ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 千葉 6m24 6m28 6m09 6m28

3 8 2938 横山　隆一 (高２) 柏南高 +3.0 +1.0 +0.8 +1.0
ﾀｶﾅｼ ﾏｻｷ 千葉 6m04 6m02 6m27 6m27

4 16 2978 髙梨　真希 (高３) 柏陵高 +2.0 -0.7 +0.2 +0.2
ｲﾁｶｸ ｺｳﾍｲ 千葉 × × 6m27 6m27

5 31 3023 市角　康平 (高３) 柏中央高 +0.2 +0.2 *F8
ﾓｷﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 千葉 6m17 × 6m25 6m25

6 12 1830 茂木　秀一郎 (高２) 船橋法典高 -0.3 +1.3 +1.3
ｵｵﾂｶ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 6m23 6m24 5m93 6m24

7 26 1532 大塚　健太郎 (高３) 市立稲毛高 +0.4 +0.3 +3.0 +0.3
ｳｴﾉ ﾋﾛｷ 千葉 6m23 × 6m14 6m23

8 4 996 上野　広貴 (高３) 八千代高 +2.7 +1.2 +2.7 *F3
ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 千葉 × × 6m22 6m22

9 21 3771 松本　健司 (高２) 柏日体高 +0.4 +0.4
ﾋﾀﾞｶ ｻﾄｼ 千葉 6m20 5m62 5m96 6m20

10 10 783 日高　聡志 (一般) ＡＳ市川 +0.5 0.0 -0.2 +0.5
ｱｶｻﾞﾜ ｶｲﾁ 千葉 6m15 5m98 × 6m15

11 24 2004 赤澤　海知 (高３) 鎌ヶ谷高 +2.0 +1.0 +2.0
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 千葉 × × 6m14 6m14

12 27 2392 田中　大地 (高２) 市立松戸高 +0.7 +0.7
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｭｳｲﾁ 千葉 5m91 × 6m10 6m10

13 23 3169 山岸　竜一 (高３) 柏日体高 +0.6 -1.1 -1.1
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 千葉 5m94 5m55 6m03 6m03

14 20 588 山崎　貴大 (高３) 銚子商高 +1.7 +0.9 +0.7 +0.7
ｼﾉﾊﾗ ﾏｻｷ 千葉 × × 5m98 5m98

15 14 440 篠原　正樹 (高３) 成東高 +2.8 +2.8
千葉 5m67 5m91 5m87 5m91

16 11 695 中村　高大 日大文理クラブ -0.3 +1.8 +2.0 +1.8
ｶﾜﾅ ｻﾄｼ 千葉 5m90 × × 5m90

17 2 243 川名　慧 (高３) 安房高 +0.9 +0.9
ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾖｼ 千葉 × 5m90 × 5m90

17 15 1822 山根　和良 (高３) 船橋法典高 -2.2 -2.2
ﾓﾘﾔﾏ ｼｭﾝ 千葉 5m84 5m57 5m83 5m84

19 30 1138 森山　隼 (高２) 実籾高 +1.6 +0.9 +2.4 +1.6
ﾖﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 千葉 5m83 5m65 5m60 5m83

20 32 1032 米田　純 (高１) 八千代西高 +0.3 +1.9 +1.6 +0.3
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 千葉 × × 5m81 5m81

21 28 2127 山本　晃弘 (高３) 市川高 +1.5 +1.5
ﾄｸﾀﾞ ﾀｶﾔ 千葉 4m49 5m17 5m75 5m75

22 5 2134 徳田　崇哉 (高２) 市川高 0.0 +1.0 +3.1 +3.1 *F2
ｱｵﾉ ｹﾝﾄ 千葉 5m69 × × 5m69

23 13 3179 青野　健登 (高２) 柏日体高 +1.3 +1.3
ｶｲ ﾘｮｳﾀ 千葉 5m11 5m50 × 5m50

24 18 2677 甲斐　遼太 (高２) 市川高 +3.1 +2.1 +2.1
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 × × 5m50 5m50

25 7 3152 山本　雄大 (高１) 柏日体高 +1.3 +1.3
ﾖｼｶﾜ ﾅｵｷ 千葉 5m04 4m53 × 5m04

26 17 969 吉川　尚貴 (高１) 市川高 0.0 -0.8 0.0
ﾅﾐｷ ﾀｸﾔ 千葉 × × ×

6 713 並木　琢也 (高２) 佐原柏陽高 NM
ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 千葉 × × ×

9 594 林　達哉 (高３) 銚子商高 NM
ｺｳｺﾞ ｹﾝﾀ 千葉 × × ×

29 591 向後　拳汰 (高３) 銚子商高 NM
ｵｵﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉

3 678 大野　豪之 (高３) 佐原高 DNS
 千葉

19 2436 成澤　悠平 専修大松戸高 DNS
ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾔ 千葉

25 2125 藤井　達也 (高３) 市川高 DNS
ｶﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ 千葉

33 764 勝山　翔太 (高３) 成田国際高 DNS
ｻｶｻｲ ｼｮｳ 千葉

34 2685 逆井　勝 (高１) 船橋東高 DNS
ﾐﾖｼ ﾉｿﾞﾐ 千葉

35 2304 三好　望 (高３) 小金高 DNS
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６組
カナ名 所属地 3回 ﾄｯﾌﾟ8

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) 所属 1回目 2回目 3回目 ﾍﾞｽﾄ 試順 4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾓﾛ ﾔｽﾋﾛ 千葉 7m19 6m97 7m03 7m19

1 32 3159 毛呂　泰紘 (高３) 柏日体高 +2.0 +1.0 -0.6 +2.0
ﾀｶﾏｻ ﾕｳﾔ 千葉 × 6m67 6m98 6m98

2 20 2219 髙政　侑也 (高２) 東海大浦安高 +0.8 +1.6 +1.6
ﾀｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉 6m67 6m82 6m92 6m92

3 5 1882 田口　宣幸 (高３) 市立船橋高 +1.0 +1.3 +0.5 +0.5
ｱﾗﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋｺ 千葉 6m80 6m81 6m80 6m81

4 4 346 荒谷　亘彦 (高３) 長生高 +1.2 +1.4 +2.0 +1.4
ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾖｼ 千葉 × × 6m74 6m74

5 12 786 山本　賢良 (一般) ＡＳ市川 +2.3 +2.3
ｶﾏﾀ ﾀｶｼ 千葉 6m40 6m60 × 6m60

6 2 1077 鎌田　佑貴 (高３) 八千代松陰高 +1.7 +1.8 +1.8
ｶﾄｳ ﾐｸﾄ 千葉 6m33 6m50 6m45 6m50

7 6 790 加藤　宙航 (高３) 成田高 +3.0 +4.2 +1.3 +4.2 *F3
ﾌｶｲ ﾕｳｼﾞ 千葉 × 6m49 6m42 6m49

8 29 938 深井　侑之 (高３) 千葉黎明高 +0.7 +1.6 +0.7
ｻﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ 千葉 6m20 × 6m43 6m43

9 3 1412 澤田　樹 (高３) 幕張総合高 +1.7 +2.9 +2.9 *F1
ﾄﾐﾀ ﾖｼｷ 千葉 × 5m93 6m43 6m43

10 35 456 富田　佳輝 (高２) 成東高 +0.7 +2.3 +2.3 *F2,*F8
ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 千葉 × 6m42 × 6m42

11 19 3022 伊藤　拓磨 (高３) 柏中央高 +1.1 +1.1
ｻｶﾓﾄ ﾀﾂｷ 千葉 6m41 6m34 6m25 6m41

12 24 879 坂元　樹 (高２) 東京学館高 +0.2 +1.2 +1.3 +0.2
ﾂｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 千葉 5m88 6m07 6m37 6m37

13 15 2205 辻本　元気 (高１) 東海大浦安高 +1.0 -1.3 +3.3 +3.3 *F2
ｶｼﾜｷﾞ ｶｹﾙ 千葉 × × 6m37 6m37

14 21 738 柏木　翔 (高２) 多古高 0.0 0.0 *F8
ﾀｹﾀﾞ ｾｲｼｮｳ 千葉 6m35 6m27 6m18 6m35

15 18 680 武田　聖生 (高３) 佐原高 +0.5 +2.1 +1.9 +0.5
ﾋﾗﾂｶ ﾀｶﾕｷ 千葉 6m25 6m17 6m34 6m34

16 27 681 平塚　貴之 (高３) 佐原高 +2.0 -1.2 +3.3 +3.3 *F1
ｼｲﾅ ｼﾞｭﾝ 千葉 6m25 6m28 6m06 6m28

17 8 729 椎名　純 (高３) 多古高 +1.2 +0.6 -0.6 +0.6
ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 千葉 × 6m18 6m25 6m25

18 31 2979 馬場　香任 (高３) 柏陵高 +0.3 +0.5 +0.5
ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾏ 千葉 6m18 6m16 6m24 6m24

19 28 1425 石橋　主馬 (高２) 幕張総合高 +2.4 +1.2 +2.1 +2.1 *F2
ｲｼｶﾞﾐ ﾀｲｶﾞ 千葉 6m12 6m22 6m14 6m22

20 10 590 石上　大河 (高３) 銚子商高 +2.4 +2.5 +1.6 +2.5 *F3
ﾂｷﾓﾄ ｱﾘｷ 千葉 × × 6m09 6m09

21 7 832 月本　有紀 (高３) 富里高 -1.9 -1.9
ﾌﾙｼｮｳ ﾀｸﾏ 千葉 6m04 × 5m93 6m04

22 16 2934 古荘　拓磨 (高３) 柏南高 +1.9 +1.6 +1.9
ｾﾂﾀ ﾀｲｾｲ 千葉 5m96 5m81 × 5m96

23 23 2208 説田　泰成 (高３) 東海大浦安高 +2.2 +1.6 +2.2 *F2
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｷ 千葉 × 5m94 × 5m94

24 14 811 久保田　洸喜 (高２) 成田高 +1.6 +1.6
ｳｶﾜ ﾀｸﾄ 千葉 × × 5m91 5m91

25 34 1531 宇川　拓人 (高３) 市立稲毛高 +1.8 +1.8
ｺｶﾌﾞ ﾀｶﾔ 千葉 × 5m81 ／ 5m81

26 1 1720 小甲　尚弥 (高２) 船橋東高 -0.1 -0.1
ｲｼﾀﾞ ﾕｳ 千葉 5m69 × 5m71 5m71

27 25 2283 石田　悠 (高２) 東京学館浦安高 +3.6 +0.1 +0.1
ﾖｼﾉ ﾀｶﾋﾛ 千葉 5m65 × × 5m65

28 22 1479 吉野　恭弘 (高３) 犢橋高 +0.2 +0.2
ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 千葉 × × ×

9 1202 古谷　航志 (高３) 千葉高 NM
ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 千葉

11 896 藤井　翔大 (高２) 佐倉高 DNS
ｼﾝﾔ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉

13 1411 新谷　優太郎 (高３) 幕張総合高 DNS
ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 千葉

17 775 根岸　勇太 (高１) 成田高 DNS
ﾐﾈｼﾏ ﾀｶﾋｻ 千葉

26 759 峯島　喬久 (一般) 千葉陸協 DNS
ﾖｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 千葉

30 738 吉原　良大 (一般) 千葉大ｸﾗﾌﾞ DNS
ﾅｶﾀ ｶｲﾄ 千葉

33 513 仲田　凱斗 (高３) 横芝敬愛高 DNS
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