
主催 印旛ポールヴォウルトアカデミー

大会コード
競技場コード124110

種目

阿部　奏音 (6) 13.62 篠塚　倖志朗 (6) 13.71 中村　優音 (6) 13.92 相澤　倫太郎 (6) 14.13 山下　篤人 (5) 14.39 田中　泰成 (6) 14.41 土井　悠暉 (6) 14.64 須藤　成彬 (6) 14.67
いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr ima kids ima kids いんばJr いんばJr

土井　悠暉 (6) 3:14.31 渡邊　敬太 (6) 3:22.79 高野　恭梧 (6) 3:23.64 関　颯空 (6) 3:33.03 石田　敬新 (4) 3:35.67 鈴木　陽大 (4) 3:36.23 本橋　遥仁 (6) 3:37.26 大野　寛介 (5) 3:42.32
いんばJr いんばJr いんばJr ima kids ima kids いんばJr いんばJr ima kids

中村　優音 (6) 4m52 阿部　奏音 (6) 4m40 田中　泰成 (6) 4m33 篠塚　倖志朗 (6) 4m24 山下　篤人 (5) 4m16 相澤　倫太郎 (6) 4m09 神山　恵大 (5) 3m99 戸村　健大 (6) 3m85
いんばJr いんばJr ima kids いんばJr ima kids いんばJr いんばJr いんばJr
篠原  輝 (3) 11.25 神崎  由空 (3) 11.36 大久保  芯馬 (3) 11.37 赤松  大遙 (3) 11.62 藤波  空翼 (3) 11.70 砂原  唯音 (3) 11.72 下岡  凌久 (2) 11.80 赤堀  泰樹 (3) 11.91
成田西 木刈 木刈 木刈 木刈 印西 木刈 西の原

佐々木  虎太郎 (2) 4:18.39 江本  純 (3) 4:28.83 川砂  恵梧 (3) 4:29.44 近藤  丈太郎 (3) 4:29.61 上野  翔太郎 (3) 4:35.36 森  康誠 (3) 4:35.82 関  雫空 (2) 4:37.07 海老原  昊 (3) 4:37.15
七次台 西の原 志津 西の原 西の原 吾妻 滝野 印西
木刈Ａ 44.31 木刈Ｂ 45.82 印西 46.75 大山口 47.27 四街道旭 48.15 公津の杜 48.27 酒々井Ｂ 48.79 吾妻Ａ 49.11

赤松  大遙 (3) 柴田  理澄 (2) 湯浅  大翔 (2) 宮嶋  拓夢 (3) 山﨑  千輝 (2) 三好  樹陽 (2) 武井  虎之介 (2) 山田  翔太 (3)
大久保  芯馬 (3) 桐山  望 (3) 小手  柊和 (2) 中田  啓人 (3) 戸村  息吹 (3) 鵜澤  公佑 (2) 足立  奏 (2) 青木　  琉希弥 (3)
木村  綾太 (3) 藤波  空翼 (3) 安藤  飛空 (3) 斎藤  康平 (3) 内野  颯真 (2) 馬場  厚志 (2) 宍倉  翔生 (2) 鈴木  悠斗 (3)
神崎  由空 (3) 下岡  凌久 (2) 砂原  唯音 (3) 笹野  成生 (2) 小林  嵩大 (2) 枝澤  怜音 (3) 今野  心翔 (2) 長嶺  拓摩 (3)
川﨑  空 (3) 3m10 安藤  飛空 (3) 2m90 角  拓夢 (3) 2m90 岡田  尚己 (2) 2m70 平野  雪斗 (2) 2m70 大竹  巧馬 (3) 2m70 岡本  章吾 (3) 2m70 岩﨑  海大 (3) 2m60
西の原 印西 西の原 船穂 西の原 西の原 西の原 印西

青木　琉希弥 (3) 6m08 瀧野  晴光 (3) 6m04 村田  遼介 (2) 5m87 戸村  息吹 (3) 5m82 大場  琥汰朗 (3) 5m79 八倉  皇 (3) 5m71 鈴木  優輔 (2) 5m68 渡部  竜太朗 (3) 5m67
吾妻 中台 白井 四街道旭 西の原 桜台 木刈 白井

中村　颯来 (3) 10m89 大曽根  右京 (3) 10m36 尾原  陽 (3) 10m10 山﨑  正斗 (2) 8m40 服部  拓磨 (3) 8m15 水馬  陸翔 (3) 8m05 永長  篤季 (3) 6m52 遠藤  遥翔 (2) 5m33
船橋芝山 中台 西の原 西の原 成田西 志津 公津の杜 四街道旭

秦　悠華 (6) 13.57 香取 花奈 (5) 14.05 樋口　千紘 (6) 14.29 佐藤　妃莉 (6) 14.33 小高　花菜 (6) 14.41 岩﨑　笑香 (4) 14.61 江花　瑞穂 (5) 14.71 篠田　和奏 (6) 14.77
いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr

根岸　心寧 (4) 2:45.84 木村　蒼香 (5) 2:47.01 木下　心春 (4) 2:52.95 関　悠空 (4) 2:54.61 岡野　心結 (5) 3:22.36
ima kids ima kids ima kids ima kids いんばJr
谷本　緒 (6) 2m30 入交　綺羅 (5) 1m80 2 坪倉　唯 (6) 1m80

IPVA IPVA IPVA
秦　悠華 (6) 4m38 佐藤　妃莉 (6) 4m23 小高　花菜 (6) 3m86 小林　未來 (5) 3m84 加藤　彩花 (5) 3m57 込山　梨奈 (6) 3m53 片倉　心優 (6) 3m52 渡邊　優花 (5) 3m50
いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr ima kids いんばJr いんばJr いんばJr

内藤  美紗 (2) 12.56 奈良  和奏 (3) 12.64 黒羽  希 (3) 12.95 大曽根  有紗 (2) 13.01 林  莉緒 (3) 13.23 武田  珊瑚 (2) 13.31 松本  佳乃 (3) 13.40 瀧田  七生 (2) 13.43
桜台 吾妻 西の原 成田西 成田西 白井 大山口 桜台

宮野原  叶芽 (3) 2:17.14 木下  小雪 (3) 2:19.82 駒田  初花 (3) 2:24.83 本城谷　希愛 (2) 2:26.13 岡田  彩 (3) 2:31.53 児嶋　ひなた (2) 2:32.63 髙橋  真代 (2) 2:34.07 川村  真優 (2) 2:35.17
七次台 西の原 西の原 西の原 木刈 西の原 公津の杜 桜台
桜台 51.39 成田西 52.18 西の原 52.39 吾妻Ａ 53.05 大山口 53.25 酒々井Ａ 53.40 木刈Ａ 54.01 公津の杜 54.42

浦上  由妃 (3) 猪野  彩奈 (3) 黒羽  希 (3) 大竹  莉叶 (2) 竹村  萌恵 (2) 小舟戸  美香 (2) 池本  まひる (3) 髙見  結衣 (2)
内藤  美紗 (2) 清水  萌衣 (3) 椎橋  美月 (3) 奈良  和奏 (3) 松本  佳乃 (3) 笠原  海愛 (2) 肥野  佑香 (3) 達川  七海 (2)
上野  裕菜 (2) 林  莉緒 (3) 日比生  希実 (3) 遠藤  莉乃 (2) 宮島  愛奈 (2) 大宮  慧和 (2) 高橋  俐沙 (3) 永田  柑奈 (2)
瀧田  七生 (2) 大曽根  有紗 (2) 西畑  美音 (3) 稲生  絢心 (3) 平井  柚希 (3) 青木  瀬菜 (2) 額賀  奈菜美 (3) 鷲見  薫音 (3)
松下　仁美 (3) 2m60 渡辺　心菜 (2) 2m50 上野  裕菜 (2) 2m30 鷲本  桔香 (3) 2m20 恩田  美海 (2) 2m10 5 武藤  知紗都 (3) 2m10

IPVA 西の原 桜台 西の原 船穂 印西
日比生  希実 (3) 5m06 小名木  奏楽 (2) 4m90 清水  萌衣 (3) 4m78 高橋  俐沙 (3) 4m74 木下  くるみ (3) 4m67 椎橋  美月 (3) 4m60 神山　英恵 (1) 4m59 黒澤　夏音 (1) 4m46

西の原 印旛 成田西 木刈 桜台 西の原 いんばJr いんばJr
今井　咲良 (3) 9m76 西畑  美音 (3) 9m43 谷本  紗 (3) 8m91 中澤  映乃 (2) 7m69 澤地  蒼 (3) 7m54 田中  心葉 (3) 7m34 金田  すず (3) 6m99 鵜野  栞音 (3) 6m96
いんばJr 西の原 西の原 印西 吾妻 西の原 志津 白井

四種競技（男子）：　110mH:高さ0.914m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ9.14m　砲丸投：4.000kg
四種競技（女子）：　100mH:高さ0.762m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ8.00m　砲丸投：2.721kg 審判長　吉原　　廣 記録主任　　黒田　泰三
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印西市松山下運動公園陸上競技場
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No 2

主催 印旛ポールヴォウルトアカデミー

大会コード 0
競技場コード 124110

種目
小学100m 阿部　奏音 (6) 13.62 篠塚　倖志朗 (6) 13.71 中村　優音 (6) 13.92 相澤　倫太郎 (6) 14.13 山下　篤人 (5) 14.39 田中　泰成 (6) 14.41 渡邊　敬太 (6) 14.69

1組 いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr ima kids ima kids いんばJr
小学100m 土井　悠暉 (6) 14.64 須藤　成彬 (6) 14.67 神山　恵大 (5) 15.17 加藤　駿 (5) 15.24 相澤　正之介 (4) 15.42 山口　琉輝 (6) 15.74 本橋　遥仁 (6) 15.79 竹内　雅陽 (5) 15.82

2組 いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr ima kids いんばJr いんばJr
小学100m 山口　鈴斗 (4) 16.06 中島　宗春 (5) 16.16 高松　亮太 (4) 16.52 鈴木　陽大 (4) 16.81 石川　悠斗 (4) 16.86 鈴木　大陽 (4) 16.99 田中　瑛智 (4) 17.19 村上　倖生 (5) 17.47

3組 ima kids いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr
小学100m 戸村　健大 (6) 15.46 青木　龍大 (4) 16.37 石田　敬新 (4) 16.94 佐藤　凪 (4) 17.05 鬼塚　颯太朗 (5) 17.10 河内　壮太 (5) 17.27 青木　佑真 (4) 17.49 込山　隼史 (4) 18.33

4組 いんばJr 内野小 ima kids いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr
小学1000m 9 山口　鈴斗 (4) 3:45.82 山口　琉輝 (6) 3:47.45 長門　勇仁 (4) 3:49.87 黒岩　賢佑 (5) 4:01.75 森本　海斗 (4) 4:01.95 浦山　凛 (4) 4:04.46

ima kids ima kids いんばJr いんばJr いんばJr 内野小
小学走幅跳 9 高野　恭梧 (6) 3m75 中島　宗春 (5) 3m53 加藤　駿 (5) 3m53 相澤　正之介 (4) 3m51 須藤　成彬 (6) 3m47 竹内　雅陽 (5) 3m43 田中　瑛智 (4) 3m14 高松　亮太 (4) 3m14

いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr
17 石川　悠斗 (4) 2m98 村上　倖生 (5) 2m95 森本　海斗 (4) 2m94 河内　壮太 (5) 2m41

いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr
中学共通100m 篠原  輝 (3) 11.25 神崎  由空 (3) 11.36 大久保  芯馬 (3) 11.37 藤波  空翼 (3) 11.70 砂原  唯音 (3) 11.72 赤堀  泰樹 (3) 11.91 木村  綾太 (3) 11.91 中田  啓人 (3) 12.25

1組 成田西 木刈 木刈 木刈 印西 西の原 木刈 大山口
中学共通100m 瀧野  晴光 (3) 11.91 鵜澤  公佑 (2) 12.06 小手  柊和 (2) 12.09 枝澤  怜音 (3) 12.19 大場  琥汰朗 (3) 12.20 斎藤  康平 (3) 12.39

2組 中台 公津の杜 印西 公津の杜 西の原 大山口
中学共通100m 赤松  大遙 (3) 11.62 下岡  凌久 (2) 11.80 柴田  理澄 (2) 11.95 仲  有馬 (3) 12.19 中村  颯馬 (3) 12.26 鈴木  優輔 (2) 12.32

3組 木刈 木刈 木刈 西の原 南山 木刈
中学共通100m 戸村  息吹 (3) 11.94 長嶺  拓摩 (3) 12.22 桐山  望 (3) 12.46 大曽根  右京 (3) 12.58 三好  樹陽 (2) 12.87

4組 四街道旭 吾妻 木刈 中台 公津の杜
中学共通100m 阿久根  猛 (3) 12.10 小林  嵩大 (2) 12.44 木間  惺雅 (2) 12.52 足立  奏 (2) 12.53 宍倉  翔生 (2) 12.60 中島  由翔 (3) 12.95

5組 志津 四街道旭 木刈 酒々井 酒々井 志津
中学共通100m 湯浅  大翔 (2) 12.39 宮嶋  拓夢 (3) 12.47 坂田  真啓 (3) 12.54 山田  翔太 (3) 12.80 越川  太惺 (2) 12.82 辻井　祐稀 (1) 13.36

6組 印西 大山口 志津 吾妻 志津 西の原
中学共通100m 小諸  温太 (2) 12.16 横尾  奏輔 (2) 12.39 角  拓夢 (3) 12.63 海江田  義克 (3) 12.75 飯塚  希人 (2) 12.97 前田  樹輝 (3) 13.35

7組 西の原 七次台 西の原 印旛 成田西 滝野
中学共通100m 田中  丈偉 (2) 12.35 斉藤  里空 (2) 12.52 里舘  海政 (3) 12.68 武井  虎之介 (2) 12.71 佐藤  大空 (3) 12.90 初貝  龍之介 (3) 12.95 風間  柊吾 (3) 13.14 鈴木  悠斗 (3) 13.42

8組 西の原 志津 志津 酒々井 志津 吾妻 吾妻 吾妻
中学共通100m 田中  亮多 (2) 12.25 山本  康太 (3) 12.69 塚田  恵生 (2) 12.70 小林  良佑 (3) 12.76 尾原  陽 (3) 12.78 今野  心翔 (2) 12.80 川名部  駿 (2) 12.93 馬場  厚志 (2) 12.97

9組 木刈 西の原 西の原 西の原 西の原 酒々井 成田西 公津の杜
中学共通100m 大戸  隆壮 (3) 12.93 中島  佑心 (2) 12.93 堤  奏翔 (2) 13.00 沖田　朔久 (1) 13.21 田中  蒼弥 (2) 13.38

10組 本埜 小林 中台 いんばJr 吾妻
中学共通100m 大竹  巧馬 (3) 12.73 笹野  成生 (2) 13.01 中山  幸祐 (3) 13.19 山田  優吾 (2) 13.26 飯野  太河 (3) 13.62 新井  蒼大 (2) 13.67 德田  響樹 (2) 13.70

11組 西の原 大山口 志津 木刈 四街道旭 志津 印旛
中学共通100m 岡崎  壮良 (2) 12.59 渡邉  琉維 (2) 12.86 内野  颯真 (2) 13.11 江島  一誓 (2) 13.16 岩田  契一郎 (3) 13.31 佐藤  　裕稀 (3) 13.43

12組 原山 南山 四街道旭 酒々井 原山 原山
中学共通100m 秋田  芽吹 (2) 12.77 高柿  睦 (2) 13.13 川瀨  要 (3) 13.34 多田  敦紀 (2) 13.64 中嶋  龍太郎 (3) 13.77 五十嵐  秀志 (2) 14.01 川村　諒平 (1) 14.13 鈴木　拓篤 (1) 14.16

13組 原山 原山 成田西 吾妻 印西 吾妻 いんばJr 桜台
中学共通100m 井林　祐海 (1) 12.73 平野  雪斗 (2) 13.11 ｽﾞﾊﾞｲﾄﾞｩﾛｿﾞﾀﾞ  ﾊﾋﾞﾌﾞﾛ (3) 13.47 山﨑  千輝 (2) 13.53 東  隆聖 (2) 13.63 前田　宥楽 (1) 13.74 川﨑  空 (3) 13.80 栫井  篤人 (2) 14.18

14組 木刈 西の原 原山 四街道旭 成田西 酒々井 西の原 成田西
中学共通100m 山田  遥斗 (2) 13.45 岡本  章吾 (3) 13.49 麻生  一樹 (2) 13.54 山田  陸 (3) 13.77 飯塚  祐紀 (2) 14.08 伊藤　蒼途 (1) 14.57 佐藤　慶人 (1) 15.04

15組 大山口 西の原 四街道旭 原山 志津 酒々井 酒々井
中学共通100m 根本  來輝 (2) 13.59 浅川  滉斗 (2) 13.79 宮野　晴輝 (1) 14.33 田村  竜也 (2) 14.39 仲村  俊哉 (2) 14.50 一関  翔太 (3) 14.85 塙　皐生 (1) 16.52

16組 印旛 印旛 吾妻 大山口 西の原 吾妻 吾妻
中学共通100m 原田　怜 (1) 13.95 瀧井　陽翔 (1) 14.58 柴田　蒼空 (1) 15.27 木内　翔 (1) 15.27 渡邊　翔太 (1) 15.49 山口　真弘 (1) 15.95 額賀　大輝 (1) 16.14

17組 木刈 木刈 大山口 木刈 木刈 木刈 木刈
中学共通100m 中山　颯琉 (1) 13.98 永瀬　悠朔 (1) 14.39 田久保　堅 (1) 14.66 小林　知広 (1) 15.25 髙橋　日嘉 (1) 15.35 梶谷　海斗 (1) 16.22 松林　聖成 (1) 16.23 湊谷　陽斗 (1) 16.88

18組 大山口 木刈 大山口 大山口 大山口 木刈 木刈 大山口
中学共通100m 香取  龍我 (2) 13.36 山﨑  正斗 (2) 15.42 今野　壱信 (1) 16.47 喜屋武　琉斗 (1) 16.83

19組 印旛 西の原 桜台 木刈
中学共通100m 髙田　純希 (1) 15.07 濵野　竜成 (1) 15.09 野田  直希 (3) 15.75 遠藤  遥翔 (2) 16.12 金井　幹太 (1) 17.41 勝山  泰斗 (2) 19.19

20組 四街道旭 四街道旭 西の原 四街道旭 桜台 四街道旭

5位 6位 7位 8位

2022　印西アスレチックス 予選記録一覧表（男子）

令和４年５月８日（日）
印西市松山下運動公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位

審判長　吉原　　廣　　　記録主任　黒田　泰三
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種目 5位 6位 7位 8位

2022　印西アスレチックス 予選記録一覧表（男子）

令和４年５月８日（日）
印西市松山下運動公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位
中学共通1500m 佐々木  虎太郎 (2) 4:18.39 江本  純 (3) 4:28.83 川砂  恵梧 (3) 4:29.44 近藤  丈太郎 (3) 4:29.61 上野  翔太郎 (3) 4:35.36 関  雫空 (2) 4:37.07 町田  龍一郎 (3) 4:41.85 西  琥太郎 (3) 4:44.49

1組 七次台 西の原 志津 西の原 西の原 滝野 志津 志津
9 築城  颯汰 (2) 4:52.83 羽田野  柊斗 (2) 4:56.43 梶川  幸佐 (2) 4:57.40 和泉  優紀 (3) 5:10.78 小林  優斗 (2) 5:30.56 大槻  奏斗 (3) 5:36.98

西の原 志津 原山 志津 志津 志津
中学共通1500m 森  康誠 (3) 4:35.82 海老原  昊 (3) 4:37.15 中村  慶吾 (2) 4:42.57 石橋  優弥 (3) 4:45.51 大内  斗真 (3) 4:45.69 豊田　  遼 (3) 4:51.34 三浦  瑠悟 (2) 4:52.05 鈴木  慶太 (3) 4:52.15

2組 吾妻 印西 酒々井 中台 大山口 印旛 木刈 印旛
9 吉野  凰馬 (3) 4:55.52 井上  岳 (2) 4:55.68 中満  然音 (2) 4:55.98 米山  大貴 (2) 4:56.34 大竹  勇輝 (2) 4:57.85 金指  勇斗 (3) 4:59.44 小早稲  駿介 (2) 5:01.54 田川  世羅 (3) 5:09.85

印旛 西の原 大山口 西の原 公津の杜 印西 酒々井 吾妻
中学共通1500m 両角  羽也人 (3) 4:56.24 佐藤  優希 (3) 4:59.40 藤井  元春 (3) 4:59.45 池田  隼都 (2) 5:01.12 田口  侑和 (3) 5:02.46 梶川  来星 (3) 5:06.42 三尾野  陽喜 (2) 5:09.26 山谷  悠貴 (2) 5:10.28

3組 原山 木刈 四街道旭 木刈 四街道旭 桜台 酒々井 木刈
9 石川  那由多 (2) 5:11.09 木村  友政 (2) 5:13.53 清宮  汰一 (2) 5:13.70 古川  塁輝亜 (2) 5:16.99 宮野　晴輝 (1) 5:32.04

木刈 小林 成田西 七次台 吾妻
中学共通1500m 大久保  欣桜 (2) 4:58.38 市原  瑠偉 (2) 5:00.36 小林  凌 (3) 5:01.65 森下　裕也 (1) 5:08.24 寺岡　慧 (1) 5:13.09 櫛野  真生 (2) 5:16.61 山﨑  大輝 (2) 5:16.84 片岡  大和 (2) 5:20.12

4組 吾妻 公津の杜 桜台 いんばJr いんばJr 桜台 四街道旭 成田西
9 平田　光輝 (1) 5:20.31 赤岡　岳 (1) 5:23.20 池上  采人 (2) 5:24.18 稲村  大和 (3) 5:24.45 加賀  智也 (2) 5:36.76 鈴木　龍翔 (1) 5:48.97 宮﨑  颯良 (3) 5:52.96

桜台 いんばJr 西の原 印西 大山口 大山口 中台
中学共通1500m 前田　宥楽 (1) 5:03.57 近藤　勝 (1) 5:07.53 小栗  隼 (2) 5:14.17 山田　蒼助 (1) 5:15.94 中川  広基 (2) 5:16.45 神嶋  遥人 (2) 5:20.66 髙橋  勇吏 (2) 5:25.31 石田　大惺 (1) 5:25.70

5組 酒々井 四街道旭 西の原 酒々井 吾妻 西の原 吾妻 木刈
9 坂本  耀太 (2) 5:30.23 石橋　蒼空 (1) 5:33.15 櫻井  響 (2) 5:41.44 仲西  英駿 (2) 5:47.59 芦田　忍 (1) 5:59.94 近藤  遥希 (3) 6:27.43 大川　紘矢 (1) 6:33.11 田中　桔平 (1) 6:42.56
公津の杜 木刈 公津の杜 四街道旭 木刈 大山口 木刈 四街道旭

中学共通4X100mR 木刈Ａ 44.31 印西 46.75 公津の杜 48.27 酒々井Ｂ 48.79 吾妻Ａ 49.11 志津A 50.53
1組 赤松  大遙 (3) 湯浅  大翔 (2) 三好  樹陽 (2) 武井  虎之介 (2) 山田  翔太 (3) 阿久根  猛 (3)

大久保  芯馬 (3) 小手  柊和 (2) 鵜澤  公佑 (2) 足立  奏 (2) 青木　  琉希弥 (3) 中島  由翔 (3)
木村  綾太 (3) 安藤  飛空 (3) 馬場  厚志 (2) 宍倉  翔生 (2) 鈴木  悠斗 (3) 坂田  真啓 (3)
神崎  由空 (3) 砂原  唯音 (3) 枝澤  怜音 (3) 今野  心翔 (2) 長嶺  拓摩 (3) 大塚  譲 (3)

中学共通4X100mR 木刈Ｂ 45.82 大山口 47.27 四街道旭 48.15 成田西 49.84
2組 柴田  理澄 (2) 宮嶋  拓夢 (3) 山﨑  千輝 (2) 栫井  篤人 (2)

桐山  望 (3) 中田  啓人 (3) 戸村  息吹 (3) 川名部  駿 (2)
藤波  空翼 (3) 斎藤  康平 (3) 内野  颯真 (2) 服部  拓磨 (3)
下岡  凌久 (2) 笹野  成生 (2) 小林  嵩大 (2) 篠原  輝 (3)

中学共通4X100mR 原山 50.31 印旛Ａ 51.00 志津Ｂ 51.33 印旛Ｂ 52.99 吾妻Ｂ 53.31
3組 岡崎  壮良 (2) 海江田  義克 (3) 小久保  寛人 (2) 德田  響樹 (2) 横川  弘 (2)

両角  羽也人 (3) 石井  咲也 (3) 斉藤  里空 (2) 香取  龍我 (2) 田中  蒼弥 (2)
佐藤  　裕稀 (3) 河内  亜音 (3) 新井  蒼大 (2) 浅川  滉斗 (2) 多田  敦紀 (2)
岩田  契一郎 (3) 吉野  凰馬 (3) 越川  太惺 (2) 根本  來輝 (2) 五十嵐  秀志 (2)

中学共通棒高跳 9 高橋　昊真 (1) 2m60 横尾  奏輔 (2) 2m50 山口  真矢 (2) 2m40 戸村  大輝 (2) 2m30 竹内　輝 (1) 2m30 須藤  弘紀 (3) 2m20 熊谷  剛輝 (2) 2m10 野田  直希 (3) 2m00
IPVA 七次台 船穂 船穂 西の原 印西 印西 西の原

17 石橋  祐紀 (2) 1m80
印西

中学共通走幅跳 9 寶生  晃輔 (2) 5m57 山本  康太 (3) 5m16 海老原  暖一 (3) 5m14 斎藤  康平 (3) 5m08 石井  咲也 (3) 5m07 足立  奏 (2) 5m02 塚田  恵生 (2) 4m97 小林  嵩大 (2) 4m95
西の原 西の原 木刈 大山口 印旛 酒々井 西の原 四街道旭

17 大塚  譲 (3) 4m94 月岡  龍聖 (3) 4m93 秋田  芽吹 (2) 4m87 小諸  温太 (2) 4m86 内野  颯真 (2) 4m85 日改  健心 (2) 4m80 加藤  黎音 (3) 4m78 千葉井  咲哉 (2) 4m76
志津 印西 原山 西の原 四街道旭 小林 木刈 原山

25 新井  蒼大 (2) 4m67 川村　諒平 (1) 4m65 冨山  楓馬 (3) 4m64 笹田  朋宏 (3) 4m50 大森  優太 (3) 4m49 山田  陸 (3) 4m42 三好  樹陽 (2) 4m40 田村  竜也 (2) 4m38
志津 いんばJr 本埜 滝野 原山 原山 公津の杜 大山口

33 土居  春仁 (3) 4m37 河内  亜音 (3) 4m35 佐藤  　裕稀 (3) 4m28 石橋  颯太 (3) 4m22 脇田  真周 (2) 4m17 飯野  太河 (3) 4m16 仲村  俊哉 (2) 4m11 山﨑  千輝 (2) 4m00
木刈 印旛 原山 印西 志津 四街道旭 西の原 四街道旭

41 髙橋  旭 (2) 4m00 佐藤　健 (1) 3m93 小川  颯 (2) 3m87 小久保  寛人 (2) 3m83 髙田　純希 (1) 3m74 横川  弘 (2) 3m69 宮澤  歩睦 (2) 3m64 伊藤　麻尋 (1) 3m33
原山 酒々井 印西 志津 四街道旭 吾妻 印西 吾妻

49 永長  篤季 (3) 2m85
公津の杜

中学共通砲丸投 9 濵野　竜成 (1) 4m83 勝山  泰斗 (2) 3m71
四街道旭 四街道旭

審判長　吉原　　廣　　　記録主任　黒田　泰三
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種目
小学100m 秦　悠華 (6) 13.57 香取 花奈 (5) 14.05 樋口　千紘 (6) 14.29 佐藤　妃莉 (6) 14.33 小高　花菜 (6) 14.41 小林　未來 (5) 14.88 千羽　蒼澄美 (6) 14.93 片倉　心優 (6) 15.05

1組 いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr
小学100m 岩﨑　笑香 (4) 14.61 江花　瑞穂 (5) 14.71 篠田　和奏 (6) 14.77 豊田 優衣 (6) 15.06 渡邊　優花 (5) 15.43 辻井　杏莉 (4) 15.49 木村　蒼香 (5) 15.53

2組 いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr ima kids ima kids
小学100m 日比生　紗来 (6) 15.09 吉川　絢菜 (5) 15.77 根岸　心寧 (4) 15.80 込山　梨奈 (6) 15.97 岡野　心結 (5) 16.01 尾﨑　楓 (4) 16.02 石井　二葉 (5) 16.42

3組 ima kids いんばJr ima kids いんばJr いんばJr ima kids いんばJr
小学100m 伊藤　穂衣 (4) 16.38 坂東　渚紗 (5) 16.46 内海　眞紘 (4) 16.89 加藤　芽衣 (4) 17.55 高野　由梅 (4) 17.86 森下　結月 (4) 18.89 大江　陽夏 (4) 19.90

4組 いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr
小学走幅跳 9 尾﨑　楓 (4) 3m47 日比生　紗来 (6) 3m36 香取 花奈 (5) 3m26 入交　綺羅 (5) 3m22 坂東　渚紗 (5) 3m16 篠田　和奏 (6) 3m05 石井　二葉 (5) 2m99 加藤　芽衣 (4) 2m94

ima kids ima kids いんばJr IPVA いんばJr いんばJr いんばJr いんばJr
17 内海　眞紘 (4) 2m92 伊藤　穂衣 (4) 2m84 森下　結月 (4) 2m59 辻井　杏莉 (4) 2m51 大江　陽夏 (4) 2m41

いんばJr いんばJr いんばJr ima kids いんばJr
中学共通100m 内藤  美紗 (2) 12.56 奈良  和奏 (3) 12.64 大曽根  有紗 (2) 13.01 武田  珊瑚 (2) 13.31 松本  佳乃 (3) 13.40 平井  柚希 (3) 13.53

1組 桜台 吾妻 成田西 白井 大山口 大山口
中学共通100m 黒羽  希 (3) 12.95 瀧田  七生 (2) 13.43 額賀  奈菜美 (3) 13.44 椎橋  美月 (3) 13.48 枝澤  百音 (2) 14.36

2組 西の原 桜台 木刈 西の原 公津の杜
中学共通100m 林  莉緒 (3) 13.23 小舟戸  美香 (2) 13.53 小林　夕芽 (1) 13.59 淺野  麻衣 (3) 13.68 池田  凜奏 (2) 13.79 斉藤  優空 (2) 13.81

3組 成田西 酒々井 いんばJr 中台 木刈 成田西
中学共通100m 西畑  美音 (3) 13.56 達川  七海 (2) 13.77 大宮  慧和 (2) 13.84 竹歳  紗弥 (3) 14.24 稲生  絢心 (3) 14.38 佐藤  世菜 (2) 14.43 川本  桜 (3) 14.77 山倉  朱音 (3) 15.00

4組 西の原 公津の杜 酒々井 印西 吾妻 成田西 中台 成田西
中学共通100m 鵜野  栞音 (3) 13.86 鈴木  美緒俐 (3) 13.98 日比生  希実 (3) 14.00 田中  心葉 (3) 14.10 竹村  萌恵 (2) 14.13 戸倉  千夏 (3) 14.25 黒澤　夏音 (1) 14.38 神山　英恵 (1) 14.51

5組 白井 志津 西の原 西の原 大山口 印旛 いんばJr いんばJr
中学共通100m 浦上  由妃 (3) 13.79 小野寺  杏 (3) 13.82 青木  瀬菜 (2) 14.04 猪野  彩奈 (3) 14.17 肥野  佑香 (3) 14.18 宮島  愛奈 (2) 14.35 石井　怜那 (2) 14.48

6組 桜台 南山 酒々井 成田西 木刈 大山口 いんばJr
中学共通100m 吉原  実桜 (2) 14.05 小野  実咲 (2) 14.16 遠藤  莉乃 (2) 14.20 金田  すず (3) 14.24 小林  結衣 (2) 14.58 長谷川  唯 (2) 14.97

7組 志津 志津 吾妻 志津 志津 成田西
中学共通100m 小名木  奏楽 (2) 13.88 武田  柚暖 (2) 14.15 八角  綾音 (3) 14.18 大竹  莉叶 (2) 14.21 池本  まひる (3) 14.27 土田  あかり (2) 14.53 椎名  紅愛 (3) 14.61 永田  柑奈 (2) 14.69

8組 印旛 七次台 四街道旭 吾妻 木刈 印旛 印西 公津の杜
中学共通100m 笠原  海愛 (2) 13.97 及川  なずな (2) 14.28 市川  優菜 (3) 14.28 鷲本  桔香 (3) 14.43 池田  京加 (3) 15.09 横田  結子 (3) 15.40

9組 酒々井 木刈 志津 西の原 木刈 西の原
中学共通100m 小鷲  美羽 (3) 14.28 五十嵐  帆香 (2) 14.52 大野  桃子 (2) 14.63 石塚  遥希 (3) 14.66 畑中  友莉 (3) 14.73 照屋  美那 (3) 14.85

10組 志津 四街道旭 中台 船穂 南山 吾妻
中学共通100m 橋口　結希 (1) 14.20 髙見  結衣 (2) 14.36 芳賀  りおん (3) 14.46 田中　さくら (1) 14.69 山下  愛実 (2) 14.74 青木　稟乃 (2) 14.75 金坂　美枝 (1) 15.11

11組 大山口 公津の杜 原山 吾妻 酒々井 印西 大山口
中学共通100m 西村　桃花 (1) 14.69 平良  心咲 (2) 14.93 山田　舞桜 (1) 15.03 甲斐  彩葉 (3) 15.37 小原  あまね (2) 15.67 舘　彩葉 (1) 16.16 佐藤  暖美 (2) 16.29

12組 吾妻 吾妻 酒々井 公津の杜 中台 酒々井 小林
中学共通100m 稲石  実香 (2) 14.74 浅田  りの (3) 14.96 鈴木　由羽 (1) 15.13 新井  和花 (3) 15.47 米子  菜花 (2) 15.48 澤地  蒼 (3) 16.04

13組 四街道旭 原山 酒々井 志津 吾妻 吾妻
中学共通100m 髙橋　なつき (1) 14.81 篠田  愛華 (2) 14.85 古川　心花 (1) 14.88 星　陽毬 (2) 15.00 子安  優芽 (2) 15.13 鳥羽  奏 (3) 15.72 山口　真由 (1) 16.01 村越  唯菜 (1) 17.05

14組 木刈 木刈 木刈 西の原 公津の杜 志津 木刈 木刈
中学共通100m 藤野　優衣 (1) 14.52 石井　碧 (1) 14.63 大國  比桜里 (3) 14.85 秋井　美南 (1) 15.35 中林　愛來 (1) 15.43 海老原　亜珠 (1) 15.59 板倉  優衣 (2) 16.31

15組 木刈 木刈 南山 木刈 木刈 木刈 志津
中学共通100m 加藤　光真 (1) 14.20 高橋　愛衣 (1) 15.18

16組 西の原 西の原

5位 6位 7位 8位

2022　印西アスレチックス 予選記録一覧表（女子）

令和４年５月８日（日）
印西市松山下運動公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位

審判長　吉原　　廣　　　記録主任　黒田　泰三



No 5

主催 印旛ポールヴォウルトアカデミー

大会コード 0
競技場コード 124110

種目 5位 6位 7位 8位

2022　印西アスレチックス 予選記録一覧表（女子）

令和４年５月８日（日）
印西市松山下運動公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位
中学共通800m 宮野原  叶芽 (3) 2:17.14 木下  小雪 (3) 2:19.82 駒田  初花 (3) 2:24.83 児嶋　ひなた (2) 2:32.63 髙橋  真代 (2) 2:34.07 川村  真優 (2) 2:35.17 藤田  芽衣 (2) 2:36.08 渡邉  珠菜 (3) 2:37.25

1組 七次台 西の原 西の原 西の原 公津の杜 桜台 酒々井 西の原
9 渥美  更彩 (3) 2:41.60
四街道旭

中学共通800m 本城谷　希愛 (2) 2:26.13 岡田  彩 (3) 2:31.53 石橋  蒼依 (3) 2:38.41 山本  莉緒 (3) 2:38.76 阿部  芽香 (2) 2:39.41 菅野  すみれ (3) 2:40.66 田久保  珠希 (2) 2:41.28 井内  葵 (2) 2:41.87
2組 西の原 木刈 木刈 木刈 桜台 木刈 船穂 大山口

9 五十住  咲歩 (3) 2:42.63 池原  結芽羽 (2) 2:43.14 武井  向日葵 (3) 2:49.39
成田西 桜台 木刈

中学共通800m 湊  愛実 (2) 2:40.93 曽我部  莉奈 (3) 2:42.60 赤尾  有希恵 (2) 2:42.63 徳永  千京 (2) 2:42.65 佐藤  未織 (2) 2:45.98 村上  絢菜 (2) 2:46.37 岡崎  華明 (3) 2:46.90 稲石  実香 (2) 2:47.17
3組 木刈 木刈 志津 志津 木刈 木刈 志津 四街道旭

9 田久保  明莉 (2) 2:47.60 櫻井  結友 (3) 2:50.51 河合  玲奈 (2) 2:51.55 小川　彩花 (1) 2:52.13
公津の杜 船穂 中台 吾妻

中学共通800m 袴田  珠里 (2) 2:50.17 駒﨑  柚菜 (3) 2:51.52 山倉　実優 (1) 2:53.94 原子  梨音 (3) 2:56.52 鈴木  小雪 (3) 2:57.01 須藤　千咲 (1) 2:58.59 飯田  明夢 (2) 2:59.63 戸田　ちおり (1) 3:00.80
4組 印旛 木刈 酒々井 志津 吾妻 酒々井 酒々井 酒々井

中学共通800m 吉開　万里子 (2) 2:38.99 上山　諒花 (1) 2:44.42 川瀬　未羽 (1) 2:49.32 眞壁  心菜 (2) 2:50.51 岡田  優 (1) 2:52.31 島田　桃夏 (1) 2:53.59 阿部  栞 (3) 3:02.27 齋藤  愛央 (3) 3:03.11
5組 西の原 西の原 木刈 印旛 木刈 木刈 原山 原山

9 岩澤  美琴 (2) 3:09.60
酒々井

中学共通4X100mR 桜台 51.39 成田西 52.18 西の原 52.39 吾妻Ａ 53.05 酒々井Ａ 53.40
1組 浦上  由妃 (3) 猪野  彩奈 (3) 黒羽  希 (3) 大竹  莉叶 (2) 小舟戸  美香 (2)

内藤  美紗 (2) 清水  萌衣 (3) 椎橋  美月 (3) 奈良  和奏 (3) 笠原  海愛 (2)
上野  裕菜 (2) 林  莉緒 (3) 日比生  希実 (3) 遠藤  莉乃 (2) 大宮  慧和 (2)
瀧田  七生 (2) 大曽根  有紗 (2) 西畑  美音 (3) 稲生  絢心 (3) 青木  瀬菜 (2)

中学共通4X100mR 大山口 53.25 公津の杜 54.42 志津 54.72 中台 54.99 印旛 56.18
2組 竹村  萌恵 (2) 髙見  結衣 (2) 吉原  実桜 (2) 村上  知春 (3) 戸倉  千夏 (3)

松本  佳乃 (3) 達川  七海 (2) 鈴木  美緒俐 (3) 田野  央夢 (3) 小名木  奏楽 (2)
宮島  愛奈 (2) 永田  柑奈 (2) 小野  実咲 (2) 淺野  麻衣 (3) 眞壁  心菜 (2)
平井  柚希 (3) 鷲見  薫音 (3) 金田  すず (3) 川本  桜 (3) 土田  あかり (2)

中学共通4X100mR 木刈Ａ 54.01 南山 55.94 木刈Ｂ 56.61 吾妻Ｂ 58.45 原山 59.46
3組 池本  まひる (3) 畑中  友莉 (3) 及川  なずな (2) 平良  心咲 (2) 浅田  りの (3)

肥野  佑香 (3) 小野寺  杏 (3) 池田  凜奏 (2) 米子  菜花 (2) 芳賀  りおん (3)
高橋  俐沙 (3) 白野  奏来 (2) 篠田  愛華 (2) 澤地  蒼 (3) 齋藤  愛央 (3)
額賀  奈菜美 (3) 早川  心遥 (3) 湊  愛実 (2) 照屋  美那 (3) 阿部  栞 (3)

中学共通走幅跳 9 小林　夕芽 (1) 4m41 八角  綾音 (3) 4m36 永田  柑奈 (2) 4m31 星　陽毬 (2) 4m29 達川  七海 (2) 4m26 北島  花梨 (2) 4m22 石井　怜那 (2) 4m22 鷲見  薫音 (3) 4m20
いんばJr 四街道旭 公津の杜 西の原 公津の杜 酒々井 いんばJr 公津の杜

17 小野寺  杏 (3) 4m19 谷本  紗 (3) 4m15 竹村  萌恵 (2) 4m09 鈴木  美緒俐 (3) 4m08 村越  唯理 (3) 4m08 池田  凜奏 (2) 4m04 木内  咲良 (2) 3m94 森  和姫 (2) 3m91
南山 西の原 大山口 志津 木刈 木刈 公津の杜 木刈

25 冨塚  美玖 (2) 3m75 宮島  愛奈 (2) 3m71 金田  美羽 (3) 3m71 笹田  朋宏 (3) 4m50 大森  優太 (3) 4m49 山田  陸 (3) 4m42 三好  樹陽 (2) 4m40 田村  竜也 (2) 4m38
志津 大山口 本埜 滝野 原山 原山 公津の杜 大山口

33 土居  春仁 (3) 4m37 河内  亜音 (3) 4m35 佐藤  　裕稀 (3) 4m28 石橋  颯太 (3) 4m22 脇田  真周 (2) 4m17 飯野  太河 (3) 4m16 仲村  俊哉 (2) 4m11 山﨑  千輝 (2) 4m00
木刈 印旛 原山 印西 志津 四街道旭 西の原 四街道旭

41 髙橋  旭 (2) 4m00 佐藤　健 (1) 3m93 小川  颯 (2) 3m87 小久保  寛人 (2) 3m83 髙田　純希 (1) 3m74 横川  弘 (2) 3m69 宮澤  歩睦 (2) 3m64 伊藤　麻尋 (1) 3m33
原山 酒々井 印西 志津 四街道旭 吾妻 印西 吾妻

49 永長  篤季 (3) 2m85
公津の杜

中学共通砲丸投 9 髙見  結衣 (2) 6m52 石毛  葵 (2) 6m21 牧野  那美 (2) 6m15 武田  珊瑚 (2) 5m55
公津の杜 公津の杜 成田西 白井

審判長　吉原　　廣　　　記録主任　黒田　泰三



中学共通男子100m
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

1組 (風:0.0) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｼﾉﾊﾗ  ﾋｶﾙ ﾀｷﾉ  ﾊﾙｷ

1 6 8004 篠原  輝(3) 成田西 11.25 1 5 8023 瀧野  晴光(3) 中台 11.91
ｶﾝｻﾞｷ  ﾕｳｱ ｳｻﾞﾜ  ｺｳｽｹ

2 3 8185 神崎  由空(3) 木刈 11.36 2 8 8067 鵜澤  公佑(2) 公津の杜 12.06
ｵｵｸﾎﾞ  ｼﾝﾏ ｵﾃ  ｼｭｳﾄ

3 5 8188 大久保  芯馬(3) 木刈 11.37 3 3 8165 小手  柊和(2) 印西 12.09
ﾌｼﾞﾅﾐ  ﾂﾊﾞｻ ｴﾀﾞｻﾜ  ﾚﾈ

4 8 8181 藤波  空翼(3) 木刈 11.70 4 7 8064 枝澤  怜音(3) 公津の杜 12.19
ｽﾅﾊﾗ  ﾕｲﾄ ｵｵﾊﾞ  ｺﾀﾛｳ

5 4 8153 砂原  唯音(3) 印西 11.72 5 6 8224 大場  琥汰朗(3) 西の原 12.20
ｱｶﾎﾘ  ﾀｲｷ ｻｲﾄｳ  ｺｳﾍｲ

6 7 8220 赤堀  泰樹(3) 西の原 11.91 6 2 8287 斎藤  康平(3) 大山口 12.39
ｷﾑﾗ  ﾘｮｳﾀ ﾋﾗｲ  ﾊﾙ

7 2 8179 木村  綾太(3) 木刈 11.91 1 7937 平井  晴(3) 酒々井 DNS
ﾊﾅﾀﾞ  ｱｷﾄ ﾔｸﾗ  ﾐｺﾄ

8 1 8284 中田  啓人(3) 大山口 12.25 4 8327 八倉  皇(3) 桜台 DNS

3組 (風:0.0) 4組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｶﾏﾂ  ﾀｲﾖｳ ﾄﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ

1 6 8187 赤松  大遙(3) 木刈 11.62 1 6 8377 戸村  息吹(3) 四街道旭 11.94
ｼﾓｵｶ  ﾘｸ ﾅｶﾞﾐﾈ  ﾀｸﾏ

2 7 8191 下岡  凌久(2) 木刈 11.80 2 5 8034 長嶺  拓摩(3) 吾妻 12.22
ｼﾊﾞﾀ  ﾘｽﾞﾑ ｷﾘﾔﾏ  ﾉｿﾞﾑ

3 1 8198 柴田  理澄(2) 木刈 11.95 3 1 8184 桐山  望(3) 木刈 12.46
ﾅｶ  ﾕｳﾏ ｵｵｿﾈ  ｳｷｮｳ

4 8 8231 仲  有馬(3) 西の原 12.19 4 7 8019 大曽根  右京(3) 中台 12.58
ﾅｶﾑﾗ  ｿｳﾏ ﾐﾖｼ  ﾅｵ

5 2 8300 中村  颯馬(3) 南山 12.26 5 3 8068 三好  樹陽(2) 公津の杜 12.87
ｽｽﾞｷ  ﾕｳｽｹ ｶｾ  ﾘﾝﾀﾛｳ

6 4 8195 鈴木  優輔(2) 木刈 12.32 2 7938 加瀬  倫太郎(3) 酒々井 DNS
ﾐﾈﾀ  ﾅｵｱｷ ﾑﾛﾀ  ｱｻﾄ

3 7936 峯田  直明(3) 酒々井 DNS 4 8292 室田  亜沙斗(2) 大山口 DNS
ｶﾏﾀ  ﾊﾂﾞｷ ｸｽｵｶ  ｿｳﾀ

5 8313 鎌田  葉月(3) 七次台 DNS 8 7934 楠岡  颯太(3) 酒々井 DNS

5組 (風:0.0) 6組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｸﾈ  ﾀｹﾙ ﾕｱｻ  ﾋﾛﾄ

1 4 7845 阿久根  猛(3) 志津 12.10 1 1 8163 湯浅  大翔(2) 印西 12.39
ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳﾀﾞｲ ﾐﾔｼﾞﾏ  ﾀｸﾑ

2 7 8383 小林  嵩大(2) 四街道旭 12.44 2 5 8286 宮嶋  拓夢(3) 大山口 12.47
ｷﾏ  ｾｲｶﾞ ｻｶﾀ  ﾏﾋﾛ

3 6 8200 木間  惺雅(2) 木刈 12.52 3 6 7855 坂田  真啓(3) 志津 12.54
ｱﾀﾞﾁ  ｶﾅﾀ ﾔﾏﾀﾞ  ｼｮｳﾀ

4 5 7941 足立  奏(2) 酒々井 12.53 4 3 8036 山田  翔太(3) 吾妻 12.80
ｼｼｸﾗ  ｶｲ ｺｼｶﾜ  ﾀｲｾｲ

5 8 7945 宍倉  翔生(2) 酒々井 12.60 5 8 7860 越川  太惺(2) 志津 12.82
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｳﾄ ﾂｼﾞｲ ﾕｳｷ

6 3 7853 中島  由翔(3) 志津 12.95 6 2 862 辻井　祐稀(1) 西の原 13.36
ｵｶﾞﾜ  ﾖｼﾉ ｵｵﾉ  ﾀｸﾔ

1 7932 小川  義乃(3) 酒々井 DNS 4 8312 大野  拓哉(3) 七次台 DNS
ﾆｲﾊﾗ  ｶﾞｸﾄ ｽﾄﾞｳ  ｿｳﾀ

2 7931 新原  岳登(3) 酒々井 DNS 7 7935 須藤  蒼太(3) 酒々井 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通男子100m
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

7組 (風:0.0) 8組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｺﾓﾛ  ﾊﾙﾀ ﾀﾅｶ  ｼﾞｮｳｲ

1 5 8241 小諸  温太(2) 西の原 12.16 1 5 8244 田中  丈偉(2) 西の原 12.35
ﾖｺｵ  ｿｳｽｹ ｻｲﾄｳ  ﾘｸ

2 8 8320 横尾  奏輔(2) 七次台 12.39 2 6 7867 斉藤  里空(2) 志津 12.52
ｶﾄﾞ  ﾀｸﾑ ｻﾄﾀﾞﾃ  ｶｲｾｲ

3 3 8227 角  拓夢(3) 西の原 12.63 3 8 7852 里舘  海政(3) 志津 12.68
ｶｲｴﾀﾞ  ﾖｼｶﾂ ﾀｹｲ  ﾄﾗﾉｽｹ

4 7 8254 海江田  義克(3) 印旛 12.75 4 3 7946 武井  虎之介(2) 酒々井 12.71
ｲｲﾂﾞｶ  ﾏﾚﾄ ｻﾄｳ  ｿﾗ

5 6 8007 飯塚  希人(2) 成田西 12.97 5 2 7846 佐藤  大空(3) 志津 12.90
ﾏｴﾀﾞ  ｲﾂｷ ﾊﾂｶﾞｲ  ﾘｭｳﾉｽｹ

6 1 8266 前田  樹輝(3) 滝野 13.35 6 1 8040 初貝  龍之介(3) 吾妻 12.95
ｵｵﾏﾁ  ﾄﾓﾋﾄ ｶｻﾞﾏ  ｼｭｳｺﾞ

2 8323 大間知  與人(3) 桜台 DNS 7 7 8033 風間  柊吾(3) 吾妻 13.14
ｽﾀﾞ  ﾃﾙｷ ｽｽﾞｷ  ﾕｳﾄ

4 8319 須田  輝己(2) 七次台 DNS 8 4 8039 鈴木  悠斗(3) 吾妻 13.42

9組 (風:0.0) 10組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾀﾅｶ  ﾘｮｳﾀ ﾀﾞｲﾄﾞ  ﾀｶﾏｻ

1 7 8190 田中  亮多(2) 木刈 12.25 1 4 8264 大戸  隆壮(3) 本埜 12.93
ﾔﾏﾓﾄ  ｺｳﾀ ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｳｼﾞﾝ

2 4 8233 山本  康太(3) 西の原 12.69 2 3 8204 中島  佑心(2) 小林 12.93
ﾂｶﾀﾞ  ｹｲ ﾂﾂﾐ  ｶﾅﾄ

3 3 8246 塚田  恵生(2) 西の原 12.70 3 5 8028 堤  奏翔(2) 中台 13.00
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ

4 6 8229 小林  良佑(3) 西の原 12.76 4 2 290 沖田　朔久(1) いんばJr 13.21
ｵﾊﾞﾗ  ﾖｳ ﾀﾅｶ  ｿｳﾔ

5 5 8226 尾原  陽(3) 西の原 12.78 5 1 8044 田中  蒼弥(2) 吾妻 13.38
ｺﾝﾉ  ﾐﾄ ﾋﾛﾂ  ｹﾝﾄ

6 2 7944 今野  心翔(2) 酒々井 12.80 6 8311 広津  賢人(3) 七次台 DNS
ｶﾜﾅﾍﾞ  ｼｭﾝ ｵｼﾓﾄ  ｿｳﾄｸ

7 1 8005 川名部  駿(2) 成田西 12.93 7 8027 押元  奏徳(2) 中台 DNS
ﾊﾞﾊﾞ  ｱﾂｼ ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾔ

8 8 8066 馬場  厚志(2) 公津の杜 12.97 8 8310 山本  秀乎(3) 七次台 DNS

11組 (風:0.0) 12組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｵｵﾀｹ  ﾀｸﾏ ｵｶｻﾞｷ  ｿﾗ

1 2 8223 大竹  巧馬(3) 西の原 12.73 1 6 8219 岡崎  壮良(2) 原山 12.59
ｻｻﾉ  ﾅﾙｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾙｲ

2 5 8294 笹野  成生(2) 大山口 13.01 2 7 8303 渡邉  琉維(2) 南山 12.86
ﾅｶﾔﾏ  ｺｳｽｹ ｳﾁﾉ  ｿｳﾏ

3 6 7844 中山  幸祐(3) 志津 13.19 3 5 8380 内野  颯真(2) 四街道旭 13.11
ﾔﾏﾀﾞ  ﾕｳｺﾞ ｴｼﾞﾏ  ｲｯｾｲ

4 4 8197 山田  優吾(2) 木刈 13.26 4 2 7942 江島  一誓(2) 酒々井 13.16
ｲｲﾉ  ﾀｲｶﾞ ｲﾜﾀ  ｹｲｲﾁﾛｳ

5 8 8375 飯野  太河(3) 四街道旭 13.62 5 8 8208 岩田  契一郎(3) 原山 13.31
ｱﾗｲ  ｿｳﾀ ｻﾄｳ  ﾋﾛｷ

6 7 7865 新井  蒼大(2) 志津 13.67 6 1 8211 佐藤  　裕稀(3) 原山 13.43
ﾄｸﾀﾞ  ﾋﾋﾞｷ ﾏﾂｵ  ｴｲｼﾞ

7 1 8262 德田  響樹(2) 印旛 13.70 3 8306 松尾  英治(2) 南山 DNS
ﾔﾏﾅｶ  ｼｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｿｳﾀﾞｲ

3 8318 山中  昇(2) 七次台 DNS 4 8234 渡邊  蒼大(3) 西の原 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通男子100m
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

13組 (風:0.0) 14組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｱｷﾀ  ﾒﾌﾞｷ

1 1 8214 秋田  芽吹(2) 原山 12.77 1 4 621 井林　祐海(1) 木刈 12.73
ﾀｶｶﾞｷ  ﾏｺﾄ ﾋﾗﾉ  ﾕｷﾄ

2 2 8215 高柿  睦(2) 原山 13.13 2 3 8248 平野  雪斗(2) 西の原 13.11
ｶﾜｾ  ｶﾅﾒ ｽﾞﾊﾞｲﾄﾞｩﾛｿﾞﾀﾞ  ﾊﾋﾞﾌﾞﾛ

3 8 8002 川瀨  要(3) 成田西 13.34 3 1 8213 ｽﾞﾊﾞｲﾄﾞｩﾛｿﾞﾀﾞ  ﾊﾋﾞﾌﾞﾛ(3) 原山 13.47
ﾀﾀﾞ  ｱﾂｷ ﾔﾏｻﾞｷ  ｶｽﾞｷ

4 7 8046 多田  敦紀(2) 吾妻 13.64 4 6 8387 山﨑  千輝(2) 四街道旭 13.53
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾘｭｳﾀﾛｳ ｱﾂﾞﾏ  ﾘｭｳｾｲ

5 3 8152 中嶋  龍太郎(3) 印西 13.77 5 7 8012 東  隆聖(2) 成田西 13.63
ｲｶﾞﾗｼ  ｼｭｳｼﾞ

6 6 8043 五十嵐  秀志(2) 吾妻 14.01 6 2 3 前田　宥楽(1) 酒々井 13.74
ｶﾜｻｷ  ｿﾗ

7 5 291 川村　諒平(1) いんばJr 14.13 7 5 8228 川﨑  空(3) 西の原 13.80
ｶｺｲ  ｱﾂﾋﾄ

8 4 703 鈴木　拓篤(1) 桜台 14.16 8 8 8011 栫井  篤人(2) 成田西 14.18

15組 (風:0.0) 16組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾔﾏﾀﾞ  ﾊﾙﾄ ﾈﾓﾄ  ﾗｲｷ

1 7 8297 山田  遥斗(2) 大山口 13.45 1 6 8263 根本  來輝(2) 印旛 13.59
ｵｶﾓﾄ  ｼｮｳｺﾞ ｱｻｶﾜ  ﾋﾛﾄ

2 1 8225 岡本  章吾(3) 西の原 13.49 2 4 8260 浅川  滉斗(2) 印旛 13.79
ｱｿｳ  ｲﾂｷ

3 2 8379 麻生  一樹(2) 四街道旭 13.54 3 2 302 宮野　晴輝(1) 吾妻 14.33
ﾔﾏﾀﾞ  ﾘｸ ﾀﾑﾗ  ﾀﾂﾔ

4 6 8210 山田  陸(3) 原山 13.77 4 3 8291 田村  竜也(2) 大山口 14.39
ｲｲﾂﾞｶ  ﾕｳｷ ﾅｶﾑﾗ  ｼｭﾝﾔ

5 4 7861 飯塚  祐紀(2) 志津 14.08 5 7 8247 仲村  俊哉(2) 西の原 14.50
ｲﾁﾉｾｷ  ｼｮｳﾀ

6 5 5 伊藤　蒼途(1) 酒々井 14.57 6 8 8035 一関  翔太(3) 吾妻 14.85

7 8 1 佐藤　慶人(1) 酒々井 15.04 7 1 301 塙　皐生(1) 吾妻 16.52

3 821 佐藤　海人(1) 七次台 DNS 5 822 安藤　旭(1) 七次台 DNS

17組 (風:0.0) 18組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 630 原田　怜(1) 木刈 13.95 1 7 585 中山　颯琉(1) 大山口 13.98

2 2 631 瀧井　陽翔(1) 木刈 14.58 2 4 629 永瀬　悠朔(1) 木刈 14.39

3 6 583 柴田　蒼空(1) 大山口 15.27 3 5 586 田久保　堅(1) 大山口 14.66

4 3 625 木内　翔(1) 木刈 15.27 4 2 581 小林　知広(1) 大山口 15.25

5 8 627 渡邊　翔太(1) 木刈 15.49 5 8 584 髙橋　日嘉(1) 大山口 15.35

6 4 628 山口　真弘(1) 木刈 15.95 6 6 624 梶谷　海斗(1) 木刈 16.22

7 5 626 額賀　大輝(1) 木刈 16.14 7 3 622 松林　聖成(1) 木刈 16.23

8 1 588 湊谷　陽斗(1) 大山口 16.88

凡例  DNS:欠場



中学共通男子100m
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　20組

19組 (風:0.0) 20組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄﾘ  ﾘｭｳｶﾞ

1 4 8261 香取  龍我(2) 印旛 13.36 1 3 42 髙田　純希(1) 四街道旭 15.07
ﾔﾏｻｷ  ｼｮｳﾄ

2 8 8250 山﨑  正斗(2) 西の原 15.42 2 4 41 濵野　竜成(1) 四街道旭 15.09
ﾉﾀﾞ  ﾅｵｷ

3 7 702 今野　壱信(1) 桜台 16.47 3 8 8232 野田  直希(3) 西の原 15.75
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾊﾙﾄ

4 6 623 喜屋武　琉斗(1) 木刈 16.83 4 5 8381 遠藤  遥翔(2) 四街道旭 16.12

2 705 福井　広多(1) 桜台 DNS 5 2 704 金井　幹太(1) 桜台 17.41
ｶﾂﾔﾏ  ﾔｽﾄ

3 823 横濱　瑠稀矢(1) 七次台 DNS 6 6 8382 勝山  泰斗(2) 四街道旭 19.19
ﾐﾔﾜｷ  ｺｳﾀ

5 582 鈴木　龍翔(1) 大山口 DNS 7 8296 宮脇  幸太(2) 大山口 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾉﾊﾗ  ﾋｶﾙ

1 8004 篠原  輝(3) 成田西 11.25 0.0
ｶﾝｻﾞｷ  ﾕｳｱ

2 8185 神崎  由空(3) 木刈 11.36 0.0
ｵｵｸﾎﾞ  ｼﾝﾏ

3 8188 大久保  芯馬(3) 木刈 11.37 0.0
ｱｶﾏﾂ  ﾀｲﾖｳ

4 8187 赤松  大遙(3) 木刈 11.62 0.0
ﾌｼﾞﾅﾐ  ﾂﾊﾞｻ

5 8181 藤波  空翼(3) 木刈 11.70 0.0
ｽﾅﾊﾗ  ﾕｲﾄ

6 8153 砂原  唯音(3) 印西 11.72 0.0
ｼﾓｵｶ  ﾘｸ

7 8191 下岡  凌久(2) 木刈 11.80 0.0
ｱｶﾎﾘ  ﾀｲｷ

8 8220 赤堀  泰樹(3) 西の原 11.91 0.0

凡例  DNS:欠場



中学共通男子1500m
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ  ｺﾀﾛｳ ﾓﾘ  ｺｳｾｲ

1 9 8317 佐々木  虎太郎(2) 七次台 4:18.39 1 7 8038 森  康誠(3) 吾妻 4:35.82
ｴﾓﾄ  ｼﾞｭﾝ ｴﾋﾞﾊﾗ  ｿﾗ

2 17 8222 江本  純(3) 西の原 4:28.83 2 6 8154 海老原  昊(3) 印西 4:37.15
ｶﾜｽﾅ  ｹｲｺﾞ ﾅｶﾑﾗ  ｹｲｺﾞ

3 2 7858 川砂  恵梧(3) 志津 4:29.44 3 9 7948 中村  慶吾(2) 酒々井 4:42.57
ｺﾝﾄﾞｳ  ｼﾞｮｳﾀﾛｳ ｲｼﾊﾞｼ  ﾕｳﾔ

4 8 8230 近藤  丈太郎(3) 西の原 4:29.61 4 1 8020 石橋  優弥(3) 中台 4:45.51
ｳｴﾉ  ｼｮｳﾀﾛｳ ｵｵｳﾁ  ﾄｳﾏ

5 4 8221 上野  翔太郎(3) 西の原 4:35.36 5 4 8289 大内  斗真(3) 大山口 4:45.69
ｾｷ  ｼｽﾞｸ ﾄﾖﾀﾞ  ﾘｮｳ

6 13 8276 関  雫空(2) 滝野 4:37.07 6 14 8259 豊田　  遼(3) 印旛 4:51.34
ﾏﾁﾀﾞ  ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ﾐｳﾗ  ﾘｭｳｺﾞ

7 3 7848 町田  龍一郎(3) 志津 4:41.85 7 15 8194 三浦  瑠悟(2) 木刈 4:52.05
ﾆｼ  ｺﾀﾛｳ ｽｽﾞｷ  ｹｲﾀ

8 10 7859 西  琥太郎(3) 志津 4:44.49 8 8 8258 鈴木  慶太(3) 印旛 4:52.15
ﾂｲｷ  ｿｳﾀ ﾖｼﾉ  ｵｳﾏ

9 11 8245 築城  颯汰(2) 西の原 4:52.83 9 13 8255 吉野  凰馬(3) 印旛 4:55.52
ﾊﾀﾞﾉ  ｼｭｳﾄ ｲﾉｳｴ  ｶﾞｸ

10 15 7868 羽田野  柊斗(2) 志津 4:56.43 10 16 8236 井上  岳(2) 西の原 4:55.68
ｶｼﾞｶﾜ  ｺｳｽｹ ﾅｶﾐﾂ  ｾﾞﾝ

11 16 8217 梶川  幸佐(2) 原山 4:57.40 11 5 8295 中満  然音(2) 大山口 4:55.98
ｲｽﾞﾐ  ﾕｳｷ ﾖﾈﾔﾏ  ﾀﾞｲｷ

12 6 7850 和泉  優紀(3) 志津 5:10.78 12 17 8251 米山  大貴(2) 西の原 4:56.34
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾄ ｵｵﾀｹ  ﾕｳｷ

13 1 7862 小林  優斗(2) 志津 5:30.56 13 12 8069 大竹  勇輝(2) 公津の杜 4:57.85
ｵｵﾂｷ  ｶﾅﾄ ｶﾅｻﾞｼ  ﾕｳﾄ

14 14 7847 大槻  奏斗(3) 志津 5:36.98 14 11 8156 金指  勇斗(3) 印西 4:59.44
ｷﾑ  ｾﾕﾝ ｺﾊｾ  ｼｭﾝｽｹ

5 8151 金  世潤(3) 印西 DNS 15 2 7943 小早稲  駿介(2) 酒々井 5:01.54
ｴｿﾞｴ  ｱｷﾋﾛ ﾀｶﾞﾜ  ｾﾗ

7 7863 江副  彰浩(2) 志津 DNS 16 10 8037 田川  世羅(3) 吾妻 5:09.85
ﾐｶﾜ  ﾋﾛﾑ ﾆｼﾑﾗ  ﾘﾋﾄ

12 8170 三河  広夢(3) 船穂 DNS 3 8182 西村  理人(3) 木刈 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通男子1500m
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

3組 4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾓﾛｽﾞﾐ  ﾊﾔﾄ ｵｵｸﾎﾞ  ｷｵ

1 5 8212 両角  羽也人(3) 原山 4:56.24 1 7 8042 大久保  欣桜(2) 吾妻 4:58.38
ｻﾄｳ  ﾕｳｷ ｲﾁﾊﾗ  ﾙｲ

2 12 8189 佐藤  優希(3) 木刈 4:59.40 2 16 8071 市原  瑠偉(2) 公津の杜 5:00.36
ﾌｼﾞｲ  ﾓﾄﾊﾙ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳ

3 11 8378 藤井  元春(3) 四街道旭 4:59.45 3 9 8325 小林  凌(3) 桜台 5:01.65
ｲｹﾀﾞ  ﾊﾔﾄ

4 16 8199 池田  隼都(2) 木刈 5:01.12 4 10 294 森下　裕也(1) いんばJr 5:08.24
ﾀｸﾞﾁ  ﾕﾁｶ

5 9 8376 田口  侑和(3) 四街道旭 5:02.46 5 8 293 寺岡　慧(1) いんばJr 5:13.09
ｶｼﾞｶﾜ  ﾗｲｾｲ ｸｼﾉ  ﾏｵ

6 13 8324 梶川  来星(3) 桜台 5:06.42 6 1 8328 櫛野  真生(2) 桜台 5:16.61
ﾐｵﾉ  ﾊﾙｷ ﾔﾏｻﾞｷ  ﾀﾞｲｷ

7 2 7949 三尾野  陽喜(2) 酒々井 5:09.26 7 4 8388 山﨑  大輝(2) 四街道旭 5:16.84
ﾔﾏﾔ  ﾕｳｷ ｶﾀｵｶ  ﾔﾏﾄ

8 4 8193 山谷  悠貴(2) 木刈 5:10.28 8 11 8014 片岡  大和(2) 成田西 5:20.12
ｲｼｶﾜ  ﾅﾕﾀ

9 3 8196 石川  那由多(2) 木刈 5:11.09 9 13 701 平田　光輝(1) 桜台 5:20.31
ｷﾑﾗ  ﾕｳｾｲ

10 7 8205 木村  友政(2) 小林 5:13.53 10 2 292 赤岡　岳(1) いんばJr 5:23.20
ｾｲﾐﾔ  ﾀｲﾁ ｲｹｶﾞﾐ  ｱﾔﾄ

11 8 8008 清宮  汰一(2) 成田西 5:13.70 11 3 8235 池上  采人(2) 西の原 5:24.18
ｺｶﾞﾜ  ﾙｷｱ ｲﾅﾑﾗ  ﾔﾏﾄ

12 14 8316 古川  塁輝亜(2) 七次台 5:16.99 12 6 8149 稲村  大和(3) 印西 5:24.45
ｶｶﾞ  ﾄﾓﾔ

13 1 302 宮野　晴輝(1) 吾妻 5:32.04 13 5 8293 加賀  智也(2) 大山口 5:36.76
ﾖｺｻﾞﾜ  ﾘｮｳﾀ

6 8006 横澤  良太(2) 成田西 DNS 14 12 582 鈴木　龍翔(1) 大山口 5:48.97
ｼﾐｽﾞ  ｼｮｳｿﾞｳ ﾐﾔｻﾞｷ  ｿﾗ

10 8267 清水  祥藏(3) 滝野 DNS 15 15 8025 宮﨑  颯良(3) 中台 5:52.96
ﾏｽﾉ  ｺｳﾀ ﾋﾛｾ  ｺｳ

15 8271 増野  弘汰(3) 滝野 DNS 14 8299 瀨  航(3) 南山 DNS

5組 タイムレース上位8位
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｻｷ  ｺﾀﾛｳ

1 8 3 前田　宥楽(1) 酒々井 5:03.57 1 8317 佐々木  虎太郎(2) 七次台 4:18.39
ｴﾓﾄ  ｼﾞｭﾝ

2 3 43 近藤　勝(1) 四街道旭 5:07.53 2 8222 江本  純(3) 西の原 4:28.83
ｵｸﾞﾘ  ﾊﾔﾄ ｶﾜｽﾅ  ｹｲｺﾞ

3 16 8237 小栗  隼(2) 西の原 5:14.17 3 7858 川砂  恵梧(3) 志津 4:29.44
ｺﾝﾄﾞｳ  ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

4 5 4 山田　蒼助(1) 酒々井 5:15.94 4 8230 近藤  丈太郎(3) 西の原 4:29.61
ﾅｶｶﾞﾜ  ｺｳｷ ｳｴﾉ  ｼｮｳﾀﾛｳ

5 15 8045 中川  広基(2) 吾妻 5:16.45 5 8221 上野  翔太郎(3) 西の原 4:35.36
ｺｳｼﾏ  ﾊﾙﾄ ﾓﾘ  ｺｳｾｲ

6 10 8240 神嶋  遥人(2) 西の原 5:20.66 6 8038 森  康誠(3) 吾妻 4:35.82
ﾀｶﾊｼ  ﾕｳﾘ ｾｷ  ｼｽﾞｸ

7 9 8047 髙橋  勇吏(2) 吾妻 5:25.31 7 8276 関  雫空(2) 滝野 4:37.07
ｴﾋﾞﾊﾗ  ｿﾗ

8 13 634 石田　大惺(1) 木刈 5:25.70 8 8154 海老原  昊(3) 印西 4:37.15
ｻｶﾓﾄ  ﾖｳﾀ

9 1 8070 坂本  耀太(2) 公津の杜 5:30.23

10 14 635 石橋　蒼空(1) 木刈 5:33.15
ｻｸﾗｲ  ﾋﾋﾞｷ

11 4 8072 櫻井  響(2) 公津の杜 5:41.44
ﾅｶﾆｼ  ｴｲｼｭﾝ

12 6 8384 仲西  英駿(2) 四街道旭 5:47.59

13 2 633 芦田　忍(1) 木刈 5:59.94
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾊﾙｷ

14 7 8282 近藤  遥希(3) 大山口 6:27.43

15 11 632 大川　紘矢(1) 木刈 6:33.11

16 12 44 田中　桔平(1) 四街道旭 6:42.56

凡例  DNS:欠場



中学共通男子4X100mR
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 木刈Ａ 8187 赤松  大遙(3) ｱｶﾏﾂ  ﾀｲﾖｳ 44.31 1 5 木刈Ｂ 8198 柴田  理澄(2) ｼﾊﾞﾀ  ﾘｽﾞﾑ 45.82
8188 大久保  芯馬(3) ｵｵｸﾎﾞ  ｼﾝﾏ 8184 桐山  望(3) ｷﾘﾔﾏ  ﾉｿﾞﾑ
8179 木村  綾太(3) ｷﾑﾗ  ﾘｮｳﾀ 8181 藤波  空翼(3) ﾌｼﾞﾅﾐ  ﾂﾊﾞｻ
8185 神崎  由空(3) ｶﾝｻﾞｷ  ﾕｳｱ 8191 下岡  凌久(2) ｼﾓｵｶ  ﾘｸ

2 8 印西 8163 湯浅  大翔(2) ﾕｱｻ  ﾋﾛﾄ 46.75 2 6 大山口 8286 宮嶋  拓夢(3) ﾐﾔｼﾞﾏ  ﾀｸﾑ 47.27
8165 小手  柊和(2) ｵﾃ  ｼｭｳﾄ 8284 中田  啓人(3) ﾊﾅﾀﾞ  ｱｷﾄ
8158 安藤  飛空(3) ｱﾝﾄﾞｳ  ﾄｱ 8287 斎藤  康平(3) ｻｲﾄｳ  ｺｳﾍｲ
8153 砂原  唯音(3) ｽﾅﾊﾗ  ﾕｲﾄ 8294 笹野  成生(2) ｻｻﾉ  ﾅﾙｷ

3 6 公津の杜 8068 三好  樹陽(2) ﾐﾖｼ  ﾅｵ 48.27 3 8 四街道旭 8387 山﨑  千輝(2) ﾔﾏｻﾞｷ  ｶｽﾞｷ 48.15
8067 鵜澤  公佑(2) ｳｻﾞﾜ  ｺｳｽｹ 8377 戸村  息吹(3) ﾄﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ
8066 馬場  厚志(2) ﾊﾞﾊﾞ  ｱﾂｼ 8380 内野  颯真(2) ｳﾁﾉ  ｿｳﾏ
8064 枝澤  怜音(3) ｴﾀﾞｻﾜ  ﾚﾈ 8383 小林  嵩大(2) ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳﾀﾞｲ

4 1 酒々井Ｂ 7946 武井  虎之介(2) ﾀｹｲ  ﾄﾗﾉｽｹ 48.79 4 3 成田西 8011 栫井  篤人(2) ｶｺｲ  ｱﾂﾋﾄ 49.84
7941 足立  奏(2) ｱﾀﾞﾁ  ｶﾅﾀ 8005 川名部  駿(2) ｶﾜﾅﾍﾞ  ｼｭﾝ
7945 宍倉  翔生(2) ｼｼｸﾗ  ｶｲ 8003 服部  拓磨(3) ﾊｯﾄﾘ  ﾀｸﾏ
7944 今野  心翔(2) ｺﾝﾉ  ﾐﾄ 8004 篠原  輝(3) ｼﾉﾊﾗ  ﾋｶﾙ

5 2 吾妻Ａ 8036 山田  翔太(3) ﾔﾏﾀﾞ  ｼｮｳﾀ 49.11 2 七次台Ａ DNS
8032 青木　  琉希弥(3) ｱｵｷ  ﾙｷﾔ
8039 鈴木  悠斗(3) ｽｽﾞｷ  ﾕｳﾄ
8034 長嶺  拓摩(3) ﾅｶﾞﾐﾈ  ﾀｸﾏ

6 7 志津A 7845 阿久根  猛(3) ｱｸﾈ  ﾀｹﾙ 50.53 4 桜台 DNS
7853 中島  由翔(3) ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｳﾄ
7855 坂田  真啓(3) ｻｶﾀ  ﾏﾋﾛ
7857 大塚  譲(3) ｵｵﾂｶ  ｼﾞｮｳ

3 西の原 8224 大場  琥汰朗(3) ｵｵﾊﾞ  ｺﾀﾛｳ DQ,FS 7 中台 8019 大曽根  右京(3) ｵｵｿﾈ  ｳｷｮｳ DNS
8220 赤堀  泰樹(3) ｱｶﾎﾘ  ﾀｲｷ 8023 瀧野  晴光(3) ﾀｷﾉ  ﾊﾙｷ
8241 小諸  温太(2) ｺﾓﾛ  ﾊﾙﾀ 8027 押元  奏徳(2) ｵｼﾓﾄ  ｿｳﾄｸ
8231 仲  有馬(3) ﾅｶ  ﾕｳﾏ 8028 堤  奏翔(2) ﾂﾂﾐ  ｶﾅﾄ

4 酒々井Ａ DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 原山 8219 岡崎  壮良(2) ｵｶｻﾞｷ  ｿﾗ 50.31
8212 両角  羽也人(3) ﾓﾛｽﾞﾐ  ﾊﾔﾄ
8211 佐藤  　裕稀(3) ｻﾄｳ  ﾋﾛｷ
8208 岩田  契一郎(3) ｲﾜﾀ  ｹｲｲﾁﾛｳ

2 7 印旛Ａ 8254 海江田  義克(3) ｶｲｴﾀﾞ  ﾖｼｶﾂ 51.00
8252 石井  咲也(3) ｲｼｲ  ｻｸﾔ
8256 河内  亜音(3) ｶﾜｳﾁ  ｱｵﾄ
8255 吉野  凰馬(3) ﾖｼﾉ  ｵｳﾏ

3 8 志津Ｂ 7869 小久保  寛人(2) ｺｸﾎﾞ  ﾋﾛﾄ 51.33
7867 斉藤  里空(2) ｻｲﾄｳ  ﾘｸ
7865 新井  蒼大(2) ｱﾗｲ  ｿｳﾀ
7860 越川  太惺(2) ｺｼｶﾜ  ﾀｲｾｲ

4 2 印旛Ｂ 8262 德田  響樹(2) ﾄｸﾀﾞ  ﾋﾋﾞｷ 52.99
8261 香取  龍我(2) ｶﾄﾘ  ﾘｭｳｶﾞ
8260 浅川  滉斗(2) ｱｻｶﾜ  ﾋﾛﾄ
8263 根本  來輝(2) ﾈﾓﾄ  ﾗｲｷ

5 6 吾妻Ｂ 8041 横川  弘(2) ﾖｺｶﾜ  ﾋﾛﾑ 53.31
8044 田中  蒼弥(2) ﾀﾅｶ  ｿｳﾔ
8046 多田  敦紀(2) ﾀﾀﾞ  ｱﾂｷ
8043 五十嵐  秀志(2) ｲｶﾞﾗｼ  ｼｭｳｼﾞ

3 船穂 DNS

5 七次台Ｂ DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正ｽﾀｰﾄ



中学共通男子4X100mR
審 判 長：
記録主任：

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 木刈Ａ 8187 赤松  大遙(3) ｱｶﾏﾂ  ﾀｲﾖｳ 44.31
8188 大久保  芯馬(3) ｵｵｸﾎﾞ  ｼﾝﾏ
8179 木村  綾太(3) ｷﾑﾗ  ﾘｮｳﾀ
8185 神崎  由空(3) ｶﾝｻﾞｷ  ﾕｳｱ

2 木刈Ｂ 8198 柴田  理澄(2) ｼﾊﾞﾀ  ﾘｽﾞﾑ 45.82
8184 桐山  望(3) ｷﾘﾔﾏ  ﾉｿﾞﾑ
8181 藤波  空翼(3) ﾌｼﾞﾅﾐ  ﾂﾊﾞｻ
8191 下岡  凌久(2) ｼﾓｵｶ  ﾘｸ

3 印西 8163 湯浅  大翔(2) ﾕｱｻ  ﾋﾛﾄ 46.75
8165 小手  柊和(2) ｵﾃ  ｼｭｳﾄ
8158 安藤  飛空(3) ｱﾝﾄﾞｳ  ﾄｱ
8153 砂原  唯音(3) ｽﾅﾊﾗ  ﾕｲﾄ

4 大山口 8286 宮嶋  拓夢(3) ﾐﾔｼﾞﾏ  ﾀｸﾑ 47.27
8284 中田  啓人(3) ﾊﾅﾀﾞ  ｱｷﾄ
8287 斎藤  康平(3) ｻｲﾄｳ  ｺｳﾍｲ
8294 笹野  成生(2) ｻｻﾉ  ﾅﾙｷ

5 四街道旭 8387 山﨑  千輝(2) ﾔﾏｻﾞｷ  ｶｽﾞｷ 48.15
8377 戸村  息吹(3) ﾄﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ
8380 内野  颯真(2) ｳﾁﾉ  ｿｳﾏ
8383 小林  嵩大(2) ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳﾀﾞｲ

6 公津の杜 8068 三好  樹陽(2) ﾐﾖｼ  ﾅｵ 48.27
8067 鵜澤  公佑(2) ｳｻﾞﾜ  ｺｳｽｹ
8066 馬場  厚志(2) ﾊﾞﾊﾞ  ｱﾂｼ
8064 枝澤  怜音(3) ｴﾀﾞｻﾜ  ﾚﾈ

7 酒々井Ｂ 7946 武井  虎之介(2) ﾀｹｲ  ﾄﾗﾉｽｹ 48.79
7941 足立  奏(2) ｱﾀﾞﾁ  ｶﾅﾀ
7945 宍倉  翔生(2) ｼｼｸﾗ  ｶｲ
7944 今野  心翔(2) ｺﾝﾉ  ﾐﾄ

8 吾妻Ａ 8036 山田  翔太(3) ﾔﾏﾀﾞ  ｼｮｳﾀ 49.11
8032 青木　  琉希弥(3) ｱｵｷ  ﾙｷﾔ
8039 鈴木  悠斗(3) ｽｽﾞｷ  ﾕｳﾄ
8034 長嶺  拓摩(3) ﾅｶﾞﾐﾈ  ﾀｸﾏ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(R162-7)不正ｽﾀｰﾄ



中学共通男子棒高跳
審 判 長：
記録主任：

決　勝　

ｶﾜｻｷ  ｿﾗ － － － － － － － －

1 19 8228 川﨑  空(3) 西の原 － ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × × × 3m10
ｱﾝﾄﾞｳ  ﾄｱ － － － － － － － －

2 18 8158 安藤  飛空(3) 印西 ○ ○ × ○ ○ ○ × × × 2m90
ｶﾄﾞ  ﾀｸﾑ － － － － － － － －

3 15 8227 角  拓夢(3) 西の原 － × × ○ ○ × ○ × ○ × × × 2m90
ｵｶﾀﾞ  ﾅｵｷ － － － ○ ○ ○ ○ ○

4 14 8175 岡田  尚己(2) 船穂 ○ ○ ○ × × × 2m70
ﾋﾗﾉ  ﾕｷﾄ － － － － － － ○ ○

5 8 8248 平野  雪斗(2) 西の原 ○ × × ○ ○ × × × 2m70
ｵｵﾀｹ  ﾀｸﾏ － － － － － － － －

6 12 8223 大竹  巧馬(3) 西の原 ○ × ○ × × ○ × × × 2m70
ｵｶﾓﾄ  ｼｮｳｺﾞ － － － － － － － －

7 11 8225 岡本  章吾(3) 西の原 × × ○ × × ○ × × ○ × × × 2m70
ｲﾜｻｷ  ｳﾐﾋﾛ － － － － － － － －

8 17 8150 岩﨑  海大(3) 印西 ○ ○ × × × 2m60
－ － － － － － ○ ○

9 16 108 高橋　昊真(1) IPVA ○ × ○ × × × 2m60
ﾖｺｵ  ｿｳｽｹ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 6 8320 横尾  奏輔(2) 七次台 ○ × × × 2m50
ﾔﾏｸﾞﾁ  ｼﾝﾔ － － － ○ × × ○ ○ × ○ × × ○

11 5 8176 山口  真矢(2) 船穂 × × × 2m40
ﾄﾑﾗ  ﾀﾞｲｷ － － － ○ ○ ○ ○ × × ×

12 10 8172 戸村  大輝(2) 船穂 2m30
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾙ － ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × ×

13 1 861 竹内　輝(1) 西の原 2m30
ｽﾄﾞｳ  ﾋﾛｷ － － － － － ○ × × ×

14 9 8157 須藤  弘紀(3) 印西 2m20
ｸﾏｶﾞｲ  ｺﾞｳｷ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × × ×

15 2 8166 熊谷  剛輝(2) 印西 2m10
ﾉﾀﾞ  ﾅｵｷ － ○ ○ × ○ × × ×

16 4 8232 野田  直希(3) 西の原 2m00
ｲｼﾊﾞｼ  ﾕｳｷ ○ × ○ × × ×

17 3 8160 石橋  祐紀(2) 印西 1m80
ｲﾓﾄ  ﾅｵｷ

7 7856 井本  直希(3) 志津 DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｿｳﾀﾞｲ

13 8234 渡邊  蒼大(3) 西の原 DNS
ｲﾘﾏｼﾞﾘ  ﾘｭｳﾀ

20 8167 入交  隆太(3) 船穂 DNS

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60

2m50

1m80

2m60

1m90

2m70

2m00

2m80

2m40

3m20
記録 ｺﾒﾝﾄ

2m10

2m90

2m20

3m00

2m30

3m10

凡例  DNS:欠場



中学共通男子走幅跳
審 判 長：
記録主任：

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｵｷ  ﾙｷﾔ 6m05 5m92 × 6m05 8 5m99 × 6m08 6m08
1 29 8032 青木　  琉希弥(3) 吾妻 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾀｷﾉ  ﾊﾙｷ 5m76 5m95 5m70 5m95 7 × 6m04 5m89 6m04
2 57 8023 瀧野  晴光(3) 中台 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾑﾗﾀ  ﾘｮｳｽｹ 5m87 5m76 5m68 5m87 6 5m74 5m75 5m68 5m87
3 56 8281 村田  遼介(2) 白井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾄﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ × 4m83 5m72 5m72 4 5m75 5m82 × 5m82
4 54 8377 戸村  息吹(3) 四街道旭 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｵｵﾊﾞ  ｺﾀﾛｳ × 5m79 × 5m79 5 5m51 5m64 3m51 5m79
5 27 8224 大場  琥汰朗(3) 西の原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾔｸﾗ  ﾐｺﾄ 5m59 5m71 5m59 5m71 3 5m65 5m71 5m50 5m71
6 28 8327 八倉  皇(3) 桜台 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｽｽﾞｷ  ﾕｳｽｹ × 5m50 5m66 5m66 2 × 5m68 × 5m68
7 26 8195 鈴木  優輔(2) 木刈 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾘｭｳﾀﾛｳ 5m33 × 5m64 5m64 1 4m11 5m51 5m67 5m67
8 24 8280 渡部  竜太朗(3) 白井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾎｳｼｮｳ  ｺｳｽｹ 5m57 5m54 × 5m57 5m57
9 55 8249 寶生  晃輔(2) 西の原 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾔﾏﾓﾄ  ｺｳﾀ 5m16 4m91 5m16 5m16 5m16
10 52 8233 山本  康太(3) 西の原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｴﾋﾞﾊﾗ  ﾙｲ × 4m89 5m14 5m14 5m14
11 21 8186 海老原  暖一(3) 木刈 0.0 0.0 0.0 0.0

ｻｲﾄｳ  ｺｳﾍｲ 4m88 5m08 4m91 5m08 5m08
12 39 8287 斎藤  康平(3) 大山口 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｲｼｲ  ｻｸﾔ 5m07 4m57 4m89 5m07 5m07
13 48 8252 石井  咲也(3) 印旛 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｱﾀﾞﾁ  ｶﾅﾀ 5m02 × 4m97 5m02 5m02
14 22 7941 足立  奏(2) 酒々井 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾂｶﾀﾞ  ｹｲ × 4m97 4m73 4m97 4m97
15 25 8246 塚田  恵生(2) 西の原 0.0 0.0 0.0 0.0

ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳﾀﾞｲ 4m95 4m86 4m94 4m95 4m95
16 47 8383 小林  嵩大(2) 四街道旭 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｵｵﾂｶ  ｼﾞｮｳ 4m46 4m76 4m94 4m94 4m94
17 23 7857 大塚  譲(3) 志津 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾂｷｵｶ  ﾘｭｳｾｲ 4m57 4m93 4m87 4m93 4m93
18 15 8159 月岡  龍聖(3) 印西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｱｷﾀ  ﾒﾌﾞｷ × 4m87 4m82 4m87 4m87
19 45 8214 秋田  芽吹(2) 原山 0.0 0.0 0.0 0.0

ｺﾓﾛ  ﾊﾙﾀ 4m29 4m82 4m86 4m86 4m86
20 50 8241 小諸  温太(2) 西の原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｳﾁﾉ  ｿｳﾏ 4m35 × 4m85 4m85 4m85
21 12 8380 内野  颯真(2) 四街道旭 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾋｶﾞｲ  ｹﾝｼﾝ 4m54 × 4m80 4m80 4m80
22 7 8207 日改  健心(2) 小林 0.0 0.0 0.0 0.0

ｶﾄｳ  ﾚﾉﾝ × 4m78 4m52 4m78 4m78
23 41 8183 加藤  黎音(3) 木刈 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾁﾊﾞｲ  ｻｸﾔ 4m53 4m76 4m32 4m76 4m76
24 34 8218 千葉井  咲哉(2) 原山 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｱﾗｲ  ｿｳﾀ × × 4m67 4m67 4m67
25 19 7865 新井  蒼大(2) 志津 0.0 0.0 0.0

× × 4m65 4m65 4m65
26 20 291 川村　諒平(1) いんばJr 0.0 0.0 0.0

ﾄﾐﾔﾏ  ﾌｳﾏ 4m27 4m41 4m64 4m64 4m64
27 38 8265 冨山  楓馬(3) 本埜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｻｻﾀﾞ  ﾄﾓﾋﾛ 4m13 4m50 × 4m50 4m50
28 14 8268 笹田  朋宏(3) 滝野 0.0 0.0 0.0 0.0

ｵｵﾓﾘ  ﾕｳﾀ × × 4m49 4m49 4m49
29 10 8209 大森  優太(3) 原山 0.0 0.0 0.0

ﾔﾏﾀﾞ  ﾘｸ × × 4m42 4m42 4m42
30 6 8210 山田  陸(3) 原山 0.0 0.0 0.0

ﾐﾖｼ  ﾅｵ 4m31 4m28 4m40 4m40 4m40
31 46 8068 三好  樹陽(2) 公津の杜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾀﾑﾗ  ﾀﾂﾔ 4m28 4m38 4m22 4m38 4m38
32 8 8291 田村  竜也(2) 大山口 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾄﾞｲ  ﾊﾙﾋﾄ 4m24 × 4m37 4m37 4m37
33 1 8180 土居  春仁(3) 木刈 0.0 0.0 0.0 0.0

ｶﾜｳﾁ  ｱｵﾄ 4m21 4m35 4m25 4m35 4m35
34 13 8256 河内  亜音(3) 印旛 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学共通男子走幅跳
審 判 長：
記録主任：

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻﾄｳ  ﾋﾛｷ 3m88 4m28 × 4m28 4m28
35 35 8211 佐藤  　裕稀(3) 原山 0.0 0.0 0.0 0.0

ｲｼﾊﾞｼ  ｿｳﾀ 4m18 4m12 4m22 4m22 4m22
36 40 8155 石橋  颯太(3) 印西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾜｷﾀ  ﾏｼｭｳ 3m81 3m98 4m17 4m17 4m17
37 37 7864 脇田  真周(2) 志津 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｲｲﾉ  ﾀｲｶﾞ 4m10 4m05 4m16 4m16 4m16
38 17 8375 飯野  太河(3) 四街道旭 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾅｶﾑﾗ  ｼｭﾝﾔ × × 4m11 4m11 4m11
39 11 8247 仲村  俊哉(2) 西の原 0.0 0.0 0.0

ﾔﾏｻﾞｷ  ｶｽﾞｷ 4m00 3m79 3m99 4m00 4m00
40 18 8387 山﨑  千輝(2) 四街道旭 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾀｶﾊｼ  ｱｻﾋ 4m00 3m98 × 4m00 4m00
41 5 8216 髙橋  旭(2) 原山 0.0 0.0 0.0 0.0

3m81 3m46 3m93 3m93 3m93
42 9 2 佐藤　健(1) 酒々井 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｵｶﾞﾜ  ﾊﾔﾃ 3m87 3m53 3m84 3m87 3m87
43 31 8161 小川  颯(2) 印西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｺｸﾎﾞ  ﾋﾛﾄ × × 3m83 3m83 3m83
44 16 7869 小久保  寛人(2) 志津 0.0 0.0 0.0

× 3m35 3m74 3m74 3m74
45 3 42 髙田　純希(1) 四街道旭 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾖｺｶﾜ  ﾋﾛﾑ 3m65 3m67 3m69 3m69 3m69
46 44 8041 横川  弘(2) 吾妻 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾕﾑ 3m60 × 3m64 3m64 3m64
47 4 8162 宮澤  歩睦(2) 印西 0.0 0.0 0.0 0.0

3m33 × 3m10 3m33 3m33
48 33 306 伊藤　麻尋(1) 吾妻 0.0 0.0 0.0 0.0

ｴｲﾅｶﾞ  ｱﾂｷ 2m81 2m85 2m54 2m85 2m85
49 36 8065 永長  篤季(3) 公津の杜 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｶﾂﾔﾏ  ﾔｽﾄ r
2 8382 勝山  泰斗(2) 四街道旭 NM

ﾑﾗｶﾐ  ﾅｵﾄ × × ×
42 8201 村上  尚飛(2) 木刈 NM

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ × × ×
51 8229 小林  良佑(3) 西の原 NM

ﾐﾔﾜｷ  ｺｳﾀ

30 8296 宮脇  幸太(2) 大山口 DNS
ｻｻｶﾜ  ｺｳﾀ

32 8192 笹川  航大(2) 木刈 DNS
ﾏﾂｵ  ﾅｵﾔ

43 8275 松尾  尚耶(3) 滝野 DNS
ｽｽﾞｷ  ｶﾅﾄ

49 7940 鈴木  奏翔(3) 酒々井 DNS
ﾐﾈﾀ  ﾅｵｱｷ

53 7936 峯田  直明(3) 酒々井 DNS

58 8360 星　陽毬(2) 西の原 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし



中学共通男子砲丸投(5.000kg)
審 判 長：
記録主任：

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ

1 11 1332 中村　颯来(3) 船橋芝山 10m42 9m86 9m56 10m42 9m39 9m85 10m89 10m89
ｵｵｿﾈ  ｳｷｮｳ

2 9 8019 大曽根  右京(3) 中台 9m84 9m56 9m98 9m98 9m84 9m47 10m36 10m36
ｵﾊﾞﾗ  ﾖｳ

3 12 8226 尾原  陽(3) 西の原 10m02 10m10 10m09 10m10 10m05 9m90 9m70 10m10
ﾔﾏｻｷ  ｼｮｳﾄ

4 5 8250 山﨑  正斗(2) 西の原 × 7m89 8m00 8m00 7m25 8m40 7m85 8m40
ﾊｯﾄﾘ  ﾀｸﾏ

5 7 8003 服部  拓磨(3) 成田西 8m15 7m71 × 8m15 7m71 7m45 8m04 8m15
ﾐｽﾞﾏ  ﾘｸﾄ

6 6 7849 水馬  陸翔(3) 志津 7m63 × × 7m63 7m71 7m69 8m05 8m05
ｴｲﾅｶﾞ  ｱﾂｷ

7 3 8065 永長  篤季(3) 公津の杜 5m63 6m07 6m08 6m08 5m99 6m10 6m52 6m52
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾊﾙﾄ

8 2 8381 遠藤  遥翔(2) 四街道旭 5m33 4m88 4m72 5m33 5m18 4m28 4m88 5m33

9 1 41 濵野　竜成(1) 四街道旭 4m55 4m10 4m83 4m83 4m83
ｶﾂﾔﾏ  ﾔｽﾄ

10 13 8382 勝山  泰斗(2) 四街道旭 2m94 3m71 3m56 3m71 3m71
ﾓﾘﾔﾏ  ｿｳﾀ

4 8270 森山  蒼太(3) 滝野 DNS
ﾄﾘｳﾐ  ﾙｶ

8 8314 鳥海  琉翔(2) 七次台 DNS
ﾐﾔｳﾁ  ﾕｳｾｲ

10 7933 宮内  雄星(3) 酒々井 DNS

凡例  DNS:欠場



小学男子100m
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:0.0) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 202 阿部　奏音(6) いんばJr 13.62 1 5 206 土井　悠暉(6) いんばJr 14.64

2 3 203 篠塚　倖志朗(6) いんばJr 13.71 2 4 204 須藤　成彬(6) いんばJr 14.67

3 6 208 中村　優音(6) いんばJr 13.92 3 6 214 神山　恵大(5) いんばJr 15.17

4 4 201 相澤　倫太郎(6) いんばJr 14.13 4 3 213 加藤　駿(5) いんばJr 15.24

5 8 7508 山下　篤人(5) ima kids 14.39 5 7 220 相澤　正之介(4) いんばJr 15.42

6 2 7504 田中　泰成(6) ima kids 14.41 6 1 7507 山口　琉輝(6) ima kids 15.74

7 7 210 渡邊　敬太(6) いんばJr 14.69 7 2 209 本橋　遥仁(6) いんばJr 15.79

1 211 伊藤　朱生(5) いんばJr DNS 8 8 217 竹内　雅陽(5) いんばJr 15.82

3組 (風:0.0) 4組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 7511 山口　鈴斗(4) ima kids 16.06 1 1 207 戸村　健大(6) いんばJr 15.46

2 3 218 中島　宗春(5) いんばJr 16.16 2 2 7503 青木　龍大(4) 内野小 16.37

3 8 226 高松　亮太(4) いんばJr 16.52 3 3 7510 石田　敬新(4) ima kids 16.94

4 6 225 鈴木　陽大(4) いんばJr 16.81 4 7 223 佐藤　凪(4) いんばJr 17.05

5 5 254 石川　悠斗(4) いんばJr 16.86 5 5 212 鬼塚　颯太朗(5) いんばJr 17.10

6 7 224 鈴木　大陽(4) いんばJr 16.99 6 6 215 河内　壮太(5) いんばJr 17.27

7 1 227 田中　瑛智(4) いんばJr 17.19 7 4 221 青木　佑真(4) いんばJr 17.49

8 2 219 村上　倖生(5) いんばJr 17.47 8 8 222 込山　隼史(4) いんばJr 18.33

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

1 202 阿部　奏音(6) いんばJr 13.62 0.0

2 203 篠塚　倖志朗(6) いんばJr 13.71 0.0

3 208 中村　優音(6) いんばJr 13.92 0.0

4 201 相澤　倫太郎(6) いんばJr 14.13 0.0

5 7508 山下　篤人(5) ima kids 14.39 0.0

6 7504 田中　泰成(6) ima kids 14.41 0.0

7 206 土井　悠暉(6) いんばJr 14.64 0.0

8 204 須藤　成彬(6) いんばJr 14.67 0.0

凡例  DNS:欠場



小学男子1000m
審 判 長：
記録主任：

決　勝　

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 6 206 土井　悠暉(6) いんばJr 3:14.31

2 2 210 渡邊　敬太(6) いんばJr 3:22.79

3 7 205 高野　恭梧(6) いんばJr 3:23.64

4 5 7506 関　颯空(6) ima kids 3:33.03

5 1 7510 石田　敬新(4) ima kids 3:35.67

6 13 225 鈴木　陽大(4) いんばJr 3:36.23

7 8 209 本橋　遥仁(6) いんばJr 3:37.26

8 12 7509 大野　寛介(5) ima kids 3:42.32

9 9 7511 山口　鈴斗(4) ima kids 3:45.82

10 11 7507 山口　琉輝(6) ima kids 3:47.45

11 4 228 長門　勇仁(4) いんばJr 3:49.87

12 3 216 黒岩　賢佑(5) いんばJr 4:01.75

13 14 229 森本　海斗(4) いんばJr 4:01.95

14 10 7502 浦山　凛(4) 内野小 4:04.46

15 211 伊藤　朱生(5) いんばJr DNS

凡例  DNS:欠場



小学男子走幅跳
審 判 長：
記録主任：

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

× × 4m52 4m52
1 19 208 中村　優音(6) いんばJr 0.0 0.0

4m06 4m40 4m40 4m40
2 8 202 阿部　奏音(6) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

4m24 4m33 4m25 4m33
3 10 7504 田中　泰成(6) ima kids 0.0 0.0 0.0 0.0

× 4m24 × 4m24
4 15 203 篠塚　倖志朗(6) いんばJr 0.0 0.0

3m87 4m03 4m16 4m16
5 9 7508 山下　篤人(5) ima kids 0.0 0.0 0.0 0.0

3m42 × 4m09 4m09
6 18 201 相澤　倫太郎(6) いんばJr 0.0 0.0 0.0

3m68 × 3m99 3m99
7 4 214 神山　恵大(5) いんばJr 0.0 0.0 0.0

3m81 3m85 3m78 3m85
8 20 207 戸村　健大(6) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

3m75 × 3m71 3m75
9 14 205 高野　恭梧(6) いんばJr 0.0 0.0 0.0

3m33 3m53 3m52 3m53
10 6 218 中島　宗春(5) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

× 3m27 3m53 3m53
11 7 213 加藤　駿(5) いんばJr 0.0 0.0 0.0

3m42 3m38 3m51 3m51
12 3 220 相澤　正之介(4) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

3m45 3m47 × 3m47
13 17 204 須藤　成彬(6) いんばJr 0.0 0.0 0.0

3m41 3m43 3m25 3m43
14 13 217 竹内　雅陽(5) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

3m14 3m04 3m12 3m14
15 5 227 田中　瑛智(4) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

3m09 3m14 2m87 3m14
16 2 226 高松　亮太(4) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

2m90 2m93 2m98 2m98
17 12 254 石川　悠斗(4) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

2m95 2m38 2m83 2m95
18 1 219 村上　倖生(5) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

2m89 2m94 × 2m94
19 16 229 森本　海斗(4) いんばJr 0.0 0.0 0.0

× 2m39 2m41 2m41
20 11 215 河内　壮太(5) いんばJr 0.0 0.0 0.0



中学共通女子100m
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

1組 (風:0.0) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾅｲﾄｳ  ﾐｲｼｬ ｸﾛﾊ  ﾉｿﾞﾐ

1 4 8410 内藤  美紗(2) 桜台 12.56 1 6 8349 黒羽  希(3) 西の原 12.95
ﾅﾗ  ﾜｶﾅ ﾀｷﾀ  ﾅﾅﾐ

2 6 8196 奈良  和奏(3) 吾妻 12.64 2 1 8411 瀧田  七生(2) 桜台 13.43
ｵｵｿﾈ  ｱﾘｻ ﾇｶｶﾞ  ﾅﾅﾐ

3 8 8175 大曽根  有紗(2) 成田西 13.01 3 4 8319 額賀  奈菜美(3) 木刈 13.44
ﾀｹﾀﾞ  ﾏﾘﾝ ｼｲﾊｼ  ﾐﾂﾞｷ

4 2 8376 武田  珊瑚(2) 白井 13.31 4 8 8351 椎橋  美月(3) 西の原 13.48
ﾏﾂﾓﾄ  ﾖｼﾉ ｴﾀﾞｻﾜ  ﾓﾈ

5 7 8380 松本  佳乃(3) 大山口 13.40 5 3 8226 枝澤  百音(2) 公津の杜 14.36
ﾋﾗｲ  ﾕｽﾞｷ ｽｽﾞｷ  ﾓﾓﾊ

6 1 8379 平井  柚希(3) 大山口 13.53 2 8396 鈴木  杏羽(3) 七次台 DNS
ﾓﾘ  ﾕｽﾞｷ ﾀﾉ  ﾋﾛﾑ

3 8119 森  柚稀(3) 酒々井 DNS 5 8187 田野  央夢(3) 中台 DNS
ﾀｶﾊｼ  ｱｲﾈ ﾀﾅｶ  ﾘｵ

5 8183 髙橋  愛音(3) 中台 DNS 7 8113 田中  理桜(3) 酒々井 DNS

3組 (風:0.0) 4組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾊﾔｼ  ﾘｵ ﾆｼﾊﾀ  ﾐｵ

1 6 8172 林  莉緒(3) 成田西 13.23 1 7 8354 西畑  美音(3) 西の原 13.56
ｺﾌﾅﾄ  ﾐｶ ﾀﾁｶﾜ  ﾅﾅﾐ

2 1 8131 小舟戸  美香(2) 酒々井 13.53 2 4 8217 達川  七海(2) 公津の杜 13.77
ｵｵﾐﾔ  ｻﾄﾅ

3 3 297 小林　夕芽(1) いんばJr 13.59 3 6 8128 大宮  慧和(2) 酒々井 13.84
ｱｻﾉ  ﾏｲ ﾀｹﾄｼ  ｻﾔ

4 4 8182 淺野  麻衣(3) 中台 13.68 4 3 8303 竹歳  紗弥(3) 印西 14.24
ｲｹﾀﾞ  ﾘﾝｶ ｲﾉｵ  ｱﾔﾐ

5 2 8334 池田  凜奏(2) 木刈 13.79 5 8 8192 稲生  絢心(3) 吾妻 14.38
ｻｲﾄｳ  ﾕｱ ｻﾄｳ  ｾﾅ

6 8 8179 斉藤  優空(2) 成田西 13.81 6 1 8178 佐藤  世菜(2) 成田西 14.43
ｶﾒｻﾞﾜ  ｿﾗ ｶﾜﾓﾄ  ｻｸﾗ

5 8402 亀澤  奏良(2) 七次台 DNS 7 5 8185 川本  桜(3) 中台 14.77
ﾅｲﾄｳ  ｺｺﾅ ﾔﾏｸﾗ  ｱｶﾈ

7 8398 内藤  心奈(3) 七次台 DNS 8 2 8173 山倉  朱音(3) 成田西 15.00

5組 (風:0.0) 6組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｳﾉ  ｼｵﾝ ｳﾗｶﾞﾐ  ﾕｷ

1 5 8375 鵜野  栞音(3) 白井 13.86 1 4 8408 浦上  由妃(3) 桜台 13.79
ｽｽﾞｷ  ﾐｵﾘ ｵﾉﾃﾞﾗ  ｱﾝ

2 1 8060 鈴木  美緒俐(3) 志津 13.98 2 8 8388 小野寺  杏(3) 南山 13.82
ﾋﾋﾞｵ  ﾉｿﾞﾐ ｱｵｷ  ｾﾅ

3 3 8355 日比生  希実(3) 西の原 14.00 3 6 8125 青木  瀬菜(2) 酒々井 14.04
ﾀﾅｶ  ｺﾉﾊ ｲﾉ  ｱﾔﾅ

4 4 8352 田中  心葉(3) 西の原 14.10 4 7 8174 猪野  彩奈(3) 成田西 14.17
ﾀｹﾑﾗ  ﾓｴ ﾋﾉ  ﾕｳｶ

5 6 8386 竹村  萌恵(2) 大山口 14.13 5 3 8320 肥野  佑香(3) 木刈 14.18
ﾄｸﾞﾗ  ﾁｶ ﾐﾔｼﾞﾏ  ｱｲﾅ

6 2 8365 戸倉  千夏(3) 印旛 14.25 6 1 8383 宮島  愛奈(2) 大山口 14.35

7 7 296 黒澤　夏音(1) いんばJr 14.38 7 2 4528 石井　怜那(2) いんばJr 14.48
ﾊﾔｶﾜ  ｺﾊﾙ

8 8 295 神山　英恵(1) いんばJr 14.51 5 8390 早川  心遥(3) 南山 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通女子100m
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

7組 (風:0.0) 8組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ﾖｼﾜﾗ  ﾐｵ ｵﾅｷﾞ  ｿﾗ

1 8 8068 吉原  実桜(2) 志津 14.05 1 4 8366 小名木  奏楽(2) 印旛 13.88
ｵﾉ  ﾐｻｷ ﾀｹﾀﾞ  ﾕﾉﾝ

2 1 8071 小野  実咲(2) 志津 14.16 2 1 8404 武田  柚暖(2) 七次台 14.15
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾘﾉ ﾔｽﾐ  ｱﾔﾈ

3 2 8202 遠藤  莉乃(2) 吾妻 14.20 3 2 8443 八角  綾音(3) 四街道旭 14.18
ｶﾈﾀﾞ  ｽｽﾞ ｵｵﾀｹ  ﾘﾉ

4 7 8065 金田  すず(3) 志津 14.24 4 5 8199 大竹  莉叶(2) 吾妻 14.21
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｲ ｲｹﾓﾄ  ﾏﾋﾙ

5 6 8077 小林  結衣(2) 志津 14.58 5 8 8326 池本  まひる(3) 木刈 14.27
ﾊｾｶﾞﾜ  ﾕｲ ﾂﾁﾀﾞ  ｱｶﾘ

6 5 8176 長谷川  唯(2) 成田西 14.97 6 6 8368 土田  あかり(2) 印旛 14.53
ｱｻﾇﾏ  ﾊﾅﾊ ｼｲﾅ  ｸﾚｱ

3 8124 浅沼  華渚羽(3) 酒々井 DNS 7 7 8302 椎名  紅愛(3) 印西 14.61
ﾌｸｵｶ  ﾘﾝﾈ ﾅｶﾞﾀ  ｶﾝﾅ

4 8372 福岡  凛音(3) 滝野 DNS 8 3 8228 永田  柑奈(2) 公津の杜 14.69

9組 (風:0.0) 10組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶｻﾊﾗ  ﾐﾅﾐ ｺﾜｼ  ﾐｳ

1 3 8129 笠原  海愛(2) 酒々井 13.97 1 2 8066 小鷲  美羽(3) 志津 14.28
ｵｲｶﾜ  ﾅｽﾞﾅ ｲｶﾗｼ  ﾎﾉｶ

2 4 8333 及川  なずな(2) 木刈 14.28 2 3 8444 五十嵐  帆香(2) 四街道旭 14.52
ｲﾁｶﾜ  ﾕｳﾅ ｵｵﾉ  ﾓﾓｺ

3 2 8063 市川  優菜(3) 志津 14.28 3 1 8189 大野  桃子(2) 中台 14.63
ﾜｼﾓﾄ  ｷｯｶ ｲｼﾂﾞｶ  ﾊﾙｷ

4 8 8357 鷲本  桔香(3) 西の原 14.43 4 4 8306 石塚  遥希(3) 船穂 14.66
ｲｹﾀﾞ  ｷｮｳｶ ﾊﾀﾅｶ  ﾕﾘ

5 7 8317 池田  京加(3) 木刈 15.09 5 6 8391 畑中  友莉(3) 南山 14.73
ﾖｺﾀ  ﾕｲｺ ﾃﾙﾔ  ﾐﾅ

6 6 8356 横田  結子(3) 西の原 15.40 6 8 8195 照屋  美那(3) 吾妻 14.85
ｸﾄﾞｳ  ﾘﾘｱ ﾋﾗﾉ  ﾘｵ

1 8067 工藤  凛々亜(3) 志津 DNS 5 8377 平野  吏桜(3) 大山口 DNS
ｼﾏｻﾞｷ  ﾓﾓｶ ｳﾀﾞｶﾞﾜ  ｱﾔﾅ

5 8132 島﨑  桃佳(2) 酒々井 DNS 7 8401 宇田川  彩夏(3) 七次台 DNS

11組 (風:0.0) 12組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 588 橋口　結希(1) 大山口 14.20 1 1 303 西村　桃花(1) 吾妻 14.69
ﾀｶﾐ  ﾕｲ ﾀｲﾗ  ﾐｳ

2 5 8227 髙見  結衣(2) 公津の杜 14.36 2 7 8200 平良  心咲(2) 吾妻 14.93
ﾊｶﾞ  ﾘｵﾝ

3 3 8342 芳賀  りおん(3) 原山 14.46 3 3 10 山田　舞桜(1) 酒々井 15.03
ｶｲ  ｲﾛﾊ

4 2 304 田中　さくら(1) 吾妻 14.69 4 4 8214 甲斐  彩葉(3) 公津の杜 15.37
ﾔﾏｼﾀ  ﾏﾅﾐ ｺﾊﾗ  ｱﾏﾈ

5 4 8135 山下  愛実(2) 酒々井 14.74 5 5 8190 小原  あまね(2) 中台 15.67

6 6 8473 青木　稟乃(2) 印西 14.75 6 2 7 舘　彩葉(1) 酒々井 16.16
ｻﾄｳ  ｱﾂﾐ

7 8 590 金坂　美枝(1) 大山口 15.11 7 6 8339 佐藤  暖美(2) 小林 16.29
ｷｳﾁ  ﾐｸ

1 589 山中　舞桜(1) 大山口 DNS 8 8056 木内  美玖(3) 志津 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通女子100m
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　16組

13組 (風:0.0) 14組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｲﾅｲｼ  ﾐｶ

1 8 8445 稲石  実香(2) 四街道旭 14.74 1 6 636 髙橋　なつき(1) 木刈 14.81
ｱｻﾀﾞ  ﾘﾉ ｼﾉﾀﾞ  ﾏﾅｶ

2 7 8343 浅田  りの(3) 原山 14.96 2 4 8332 篠田  愛華(2) 木刈 14.85

3 6 11 鈴木　由羽(1) 酒々井 15.13 3 8 637 古川　心花(1) 木刈 14.88
ｱﾗｲ  ﾉﾄﾞｶ

4 2 8064 新井  和花(3) 志津 15.47 4 1 8360 星　陽毬(2) 西の原 15.00
ﾖﾅｺﾞ  ﾅﾉﾊ ｺﾔｽ  ﾕﾒ

5 3 8201 米子  菜花(2) 吾妻 15.48 5 3 8225 子安  優芽(2) 公津の杜 15.13
ｻﾜﾁ  ｱｵｲ ﾄﾊﾞ  ｶﾅﾃﾞ

6 4 8197 澤地  蒼(3) 吾妻 16.04 6 5 8061 鳥羽  奏(3) 志津 15.72
ｱﾗｲ  ﾕﾅ

1 8219 新井  結愛(2) 公津の杜 DNS 7 7 639 山口　真由(1) 木刈 16.01
ｲｲﾀﾞ  ｱｲﾘ

5 8121 飯田  愛梨(3) 酒々井 DNS 8 2 643 村越  唯菜(1) 木刈 17.05

15組 (風:0.0) 16組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ
ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ

1 5 640 藤野　優衣(1) 木刈 14.52 1 2 864 加藤　光真(1) 西の原 14.20
ﾀｶﾊｼ ﾒｲ

2 8 641 石井　碧(1) 木刈 14.63 2 7 865 高橋　愛衣(1) 西の原 15.18
ｵｵｸﾆ  ﾋｵﾘ ｻﾄｳ  ｼﾞｭｱﾝ

3 7 8392 大國  比桜里(3) 南山 14.85 3 8115 佐藤  朱杏(3) 酒々井 DNS
ｱｼﾞ  ﾏﾘﾅ

4 3 642 秋井　美南(1) 木刈 15.35 4 8058 阿路  真莉菜(3) 志津 DNS

5 6 644 中林　愛來(1) 木刈 15.43 5 825 佐々木　美桜(1) 七次台 DNS

6 4 638 海老原　亜珠(1) 木刈 15.59 6 824 山本　莉子(1) 七次台 DNS
ｲﾀｸﾗ  ﾕｲ ｲｹﾉ  ﾕﾒ

7 2 8074 板倉  優衣(2) 志津 16.31 8 8114 池生  柚萌(3) 酒々井 DNS

1 8363 渡辺　心菜(2) 西の原 DNS

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｲﾄｳ  ﾐｲｼｬ

1 8410 内藤  美紗(2) 桜台 12.56 0.0
ﾅﾗ  ﾜｶﾅ

2 8196 奈良  和奏(3) 吾妻 12.64 0.0
ｸﾛﾊ  ﾉｿﾞﾐ

3 8349 黒羽  希(3) 西の原 12.95 0.0
ｵｵｿﾈ  ｱﾘｻ

4 8175 大曽根  有紗(2) 成田西 13.01 0.0
ﾊﾔｼ  ﾘｵ

5 8172 林  莉緒(3) 成田西 13.23 0.0
ﾀｹﾀﾞ  ﾏﾘﾝ

6 8376 武田  珊瑚(2) 白井 13.31 0.0
ﾏﾂﾓﾄ  ﾖｼﾉ

7 8380 松本  佳乃(3) 大山口 13.40 0.0
ﾀｷﾀ  ﾅﾅﾐ

8 8411 瀧田  七生(2) 桜台 13.43 0.0

凡例  DNS:欠場



中学共通女子800m
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾉﾊﾗ  ｶﾅﾒ

1 5 8400 宮野原  叶芽(3) 七次台 2:17.14 1 13 8361 本城谷　希愛(2) 西の原 2:26.13
ｷﾉｼﾀ  ｺﾕｷ ｵｶﾀﾞ  ｱﾔ

2 3 8348 木下  小雪(3) 西の原 2:19.82 2 1 8325 岡田  彩(3) 木刈 2:31.53
ｺﾏﾀﾞ  ｲﾁｶ ｲｼﾊﾞｼ  ｱｵｲ

3 6 8350 駒田  初花(3) 西の原 2:24.83 3 7 8316 石橋  蒼依(3) 木刈 2:38.41
ｺｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ ﾔﾏﾓﾄ  ﾘｵ

4 11 8359 児嶋　ひなた(2) 西の原 2:32.63 4 9 8318 山本  莉緒(3) 木刈 2:38.76
ﾀｶﾊｼ  ﾏﾖ ｱﾍﾞ  ﾒｲｶ

5 10 8220 髙橋  真代(2) 公津の杜 2:34.07 5 12 8412 阿部  芽香(2) 桜台 2:39.41
ｶﾜﾑﾗ  ﾏﾋﾛ ｽｶﾞﾉ  ｽﾐﾚ

6 7 8415 川村  真優(2) 桜台 2:35.17 6 3 8321 菅野  すみれ(3) 木刈 2:40.66
ﾌｼﾞﾀ  ﾒｲ ﾀｸﾎﾞ  ﾀﾏｷ

7 2 8134 藤田  芽衣(2) 酒々井 2:36.08 7 6 8313 田久保  珠希(2) 船穂 2:41.28
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼｭﾅ ｲｳﾁ  ｱｵｲ

8 1 8358 渡邉  珠菜(3) 西の原 2:37.25 8 8 8384 井内  葵(2) 大山口 2:41.87
ｱﾂﾐ  ｻﾗｻ ｲｿｽﾞﾐ  ｻﾎ

9 8 8442 渥美  更彩(3) 四街道旭 2:41.60 9 5 8170 五十住  咲歩(3) 成田西 2:42.63
ﾊﾗ  ﾅﾅﾐ ｲｹﾊﾗ  ﾕﾒﾊ

4 8397 原  七海(3) 七次台 DNS 10 4 8414 池原  結芽羽(2) 桜台 2:43.14
ｼﾉﾊﾗ  ﾋﾅﾉ ﾀｹｲ  ﾋﾏﾘ

9 8072 篠原  雛希(2) 志津 DNS 11 11 8327 武井  向日葵(3) 木刈 2:49.39
ｶﾏｶﾞﾀ  ｱﾔﾒ

2 8340 鎌形  あやめ(3) 原山 DNS
ﾐﾔﾊﾗ  ﾕｳ

10 8120 宮原  悠(3) 酒々井 DNS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾅﾄ  ﾏﾅﾐ ﾊｶﾏﾀ  ｼﾞｭﾘ

1 13 8330 湊  愛実(2) 木刈 2:40.93 1 9 8369 袴田  珠里(2) 印旛 2:50.17
ｿｶﾞﾍﾞ  ﾘﾅ ｺﾏｻｷ  ﾕﾅ

2 9 8324 曽我部  莉奈(3) 木刈 2:42.60 2 1 8315 駒﨑  柚菜(3) 木刈 2:51.52
ｱｶｵ  ﾕｷｴ

3 11 8075 赤尾  有希恵(2) 志津 2:42.63 3 11 9 山倉　実優(1) 酒々井 2:53.94
ﾄｸﾅｶﾞ  ﾁﾋﾛ ﾊﾗｺ  ﾘﾈ

4 5 8069 徳永  千京(2) 志津 2:42.65 4 7 8057 原子  梨音(3) 志津 2:56.52
ｻﾄｳ  ﾐｵﾘ ｽｽﾞｷ  ｺﾕｷ

5 12 8328 佐藤  未織(2) 木刈 2:45.98 5 8 8194 鈴木  小雪(3) 吾妻 2:57.01
ﾑﾗｶﾐ  ｽｽﾞﾅ

6 8 8331 村上  絢菜(2) 木刈 2:46.37 6 4 6 須藤　千咲(1) 酒々井 2:58.59
ｵｶｻﾞｷ  ｶﾐﾝ ｲｲﾀﾞ  ｱﾑ

7 3 8062 岡崎  華明(3) 志津 2:46.90 7 12 8126 飯田  明夢(2) 酒々井 2:59.63
ｲﾅｲｼ  ﾐｶ

8 1 8445 稲石  実香(2) 四街道旭 2:47.17 8 3 8 戸田　ちおり(1) 酒々井 3:00.80
ﾀｸﾎﾞ  ｱｶﾘ ﾔﾏﾀﾞ  ｱﾕｶ

9 4 8222 田久保  明莉(2) 公津の杜 2:47.60 2 8216 山田  歩禾(3) 公津の杜 DNS
ｻｸﾗｲ  ﾕｳ ｱｵｷ  ﾕｳﾅ

10 10 8308 櫻井  結友(3) 船穂 2:50.51 5 8378 青木  優奈(3) 大山口 DNS
ｶﾜｲ  ﾚｲﾅ ｵｶﾞﾜ  ﾘｺ

11 7 8188 河合  玲奈(2) 中台 2:51.55 6 8209 小川  梨心(3) 公津の杜 DNS
ﾅｶﾓﾘ  ﾐｻ

12 2 305 小川　彩花(1) 吾妻 2:52.13 10 8381 中森  美沙(3) 大山口 DNS
ﾅｶﾞﾔ  ﾐﾅｾ

6 8177 長屋  水瀬(2) 成田西 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通女子800m
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

5組 タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔﾉﾊﾗ  ｶﾅﾒ

1 3 8362 吉開　万里子(2) 西の原 2:38.99 1 8400 宮野原  叶芽(3) 七次台 2:17.14
ｳｴﾔﾏ ﾘｮｳｶ ｷﾉｼﾀ  ｺﾕｷ

2 2 863 上山　諒花(1) 西の原 2:44.42 2 8348 木下  小雪(3) 西の原 2:19.82
ｺﾏﾀﾞ  ｲﾁｶ

3 11 647 川瀬　未羽(1) 木刈 2:49.32 3 8350 駒田  初花(3) 西の原 2:24.83
ﾏｶﾍﾞ  ｺｺﾅ

4 1 8370 眞壁  心菜(2) 印旛 2:50.51 4 8361 本城谷　希愛(2) 西の原 2:26.13
ｵｶﾀﾞ  ｱﾔ

5 10 645 岡田  優(1) 木刈 2:52.31 5 8325 岡田  彩(3) 木刈 2:31.53
ｺｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ

6 9 646 島田　桃夏(1) 木刈 2:53.59 6 8359 児嶋　ひなた(2) 西の原 2:32.63
ｱﾍﾞ  ｼｵﾘ ﾀｶﾊｼ  ﾏﾖ

7 4 8341 阿部  栞(3) 原山 3:02.27 7 8220 髙橋  真代(2) 公津の杜 2:34.07
ｻｲﾄｳ  ｱｵ ｶﾜﾑﾗ  ﾏﾋﾛ

8 5 8344 齋藤  愛央(3) 原山 3:03.11 8 8415 川村  真優(2) 桜台 2:35.17
ｲﾜｻﾜ  ﾐｺﾄ

9 7 8127 岩澤  美琴(2) 酒々井 3:09.60
ﾜﾀﾞ  ｱﾔﾒ

6 8117 和田  菖蒲(3) 酒々井 DNS
ｱﾗｶﾜ  ｱｶﾈ

8 8345 荒川  あかね(3) 原山 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通女子4X100mR
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 桜台 8408 浦上  由妃(3) ｳﾗｶﾞﾐ  ﾕｷ 51.39 1 3 大山口 8386 竹村  萌恵(2) ﾀｹﾑﾗ  ﾓｴ 53.25
8410 内藤  美紗(2) ﾅｲﾄｳ  ﾐｲｼｬ 8380 松本  佳乃(3) ﾏﾂﾓﾄ  ﾖｼﾉ
8413 上野  裕菜(2) ｳｴﾉ  ﾕｳﾅ 8383 宮島  愛奈(2) ﾐﾔｼﾞﾏ  ｱｲﾅ
8411 瀧田  七生(2) ﾀｷﾀ  ﾅﾅﾐ 8379 平井  柚希(3) ﾋﾗｲ  ﾕｽﾞｷ

2 2 成田西 8174 猪野  彩奈(3) ｲﾉ  ｱﾔﾅ 52.18 2 7 公津の杜 8227 髙見  結衣(2) ﾀｶﾐ  ﾕｲ 54.42
8171 清水  萌衣(3) ｼﾐｽﾞ  ﾒｲ 8217 達川  七海(2) ﾀﾁｶﾜ  ﾅﾅﾐ
8172 林  莉緒(3) ﾊﾔｼ  ﾘｵ 8228 永田  柑奈(2) ﾅｶﾞﾀ  ｶﾝﾅ
8175 大曽根  有紗(2) ｵｵｿﾈ  ｱﾘｻ 8211 鷲見  薫音(3) ﾜｼﾐ  ｶﾉﾝ

3 4 西の原 8349 黒羽  希(3) ｸﾛﾊ  ﾉｿﾞﾐ 52.39 3 4 志津 8068 吉原  実桜(2) ﾖｼﾜﾗ  ﾐｵ 54.72
8351 椎橋  美月(3) ｼｲﾊｼ  ﾐﾂﾞｷ 8060 鈴木  美緒俐(3) ｽｽﾞｷ  ﾐｵﾘ
8355 日比生  希実(3) ﾋﾋﾞｵ  ﾉｿﾞﾐ 8071 小野  実咲(2) ｵﾉ  ﾐｻｷ
8354 西畑  美音(3) ﾆｼﾊﾀ  ﾐｵ 8065 金田  すず(3) ｶﾈﾀﾞ  ｽｽﾞ

4 7 吾妻Ａ 8199 大竹  莉叶(2) ｵｵﾀｹ  ﾘﾉ 53.05 4 5 中台 8186 村上  知春(3) ﾑﾗｶﾐ  ﾁﾊﾙ 54.99
8196 奈良  和奏(3) ﾅﾗ  ﾜｶﾅ 8187 田野  央夢(3) ﾀﾉ  ﾋﾛﾑ
8202 遠藤  莉乃(2) ｴﾝﾄﾞｳ  ﾘﾉ 8182 淺野  麻衣(3) ｱｻﾉ  ﾏｲ
8192 稲生  絢心(3) ｲﾉｵ  ｱﾔﾐ 8185 川本  桜(3) ｶﾜﾓﾄ  ｻｸﾗ

5 3 酒々井Ａ 8131 小舟戸  美香(2) ｺﾌﾅﾄ  ﾐｶ 53.40 5 2 印旛 8365 戸倉  千夏(3) ﾄｸﾞﾗ  ﾁｶ 56.18
8129 笠原  海愛(2) ｶｻﾊﾗ  ﾐﾅﾐ 8366 小名木  奏楽(2) ｵﾅｷﾞ  ｿﾗ
8128 大宮  慧和(2) ｵｵﾐﾔ  ｻﾄﾅ 8370 眞壁  心菜(2) ﾏｶﾍﾞ  ｺｺﾅ
8125 青木  瀬菜(2) ｱｵｷ  ｾﾅ 8368 土田  あかり(2) ﾂﾁﾀﾞ  ｱｶﾘ

6 七次台Ａ DNS 6 酒々井Ｂ DNS

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 木刈Ａ 8326 池本  まひる(3) ｲｹﾓﾄ  ﾏﾋﾙ 54.01
8320 肥野  佑香(3) ﾋﾉ  ﾕｳｶ
8322 高橋  俐沙(3) ﾀｶﾊｼ  ﾘｻ
8319 額賀  奈菜美(3) ﾇｶｶﾞ  ﾅﾅﾐ

2 5 南山 8391 畑中  友莉(3) ﾊﾀﾅｶ  ﾕﾘ 55.94
8388 小野寺  杏(3) ｵﾉﾃﾞﾗ  ｱﾝ
8394 白野  奏来(2) ｼﾛﾉ  ｿﾗ
8390 早川  心遥(3) ﾊﾔｶﾜ  ｺﾊﾙ

3 7 木刈Ｂ 8333 及川  なずな(2) ｵｲｶﾜ  ﾅｽﾞﾅ 56.61
8334 池田  凜奏(2) ｲｹﾀﾞ  ﾘﾝｶ
8332 篠田  愛華(2) ｼﾉﾀﾞ  ﾏﾅｶ
8330 湊  愛実(2) ﾐﾅﾄ  ﾏﾅﾐ

4 4 吾妻Ｂ 8200 平良  心咲(2) ﾀｲﾗ  ﾐｳ 58.45
8201 米子  菜花(2) ﾖﾅｺﾞ  ﾅﾉﾊ
8197 澤地  蒼(3) ｻﾜﾁ  ｱｵｲ
8195 照屋  美那(3) ﾃﾙﾔ  ﾐﾅ

5 6 原山 8343 浅田  りの(3) ｱｻﾀﾞ  ﾘﾉ 59.46
8342 芳賀  りおん(3) ﾊｶﾞ  ﾘｵﾝ
8344 齋藤  愛央(3) ｻｲﾄｳ  ｱｵ
8341 阿部  栞(3) ｱﾍﾞ  ｼｵﾘ

3 七次台Ｂ DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通女子4X100mR
審 判 長：
記録主任：

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 桜台 8408 浦上  由妃(3) ｳﾗｶﾞﾐ  ﾕｷ 51.39
8410 内藤  美紗(2) ﾅｲﾄｳ  ﾐｲｼｬ
8413 上野  裕菜(2) ｳｴﾉ  ﾕｳﾅ
8411 瀧田  七生(2) ﾀｷﾀ  ﾅﾅﾐ

2 成田西 8174 猪野  彩奈(3) ｲﾉ  ｱﾔﾅ 52.18
8171 清水  萌衣(3) ｼﾐｽﾞ  ﾒｲ
8172 林  莉緒(3) ﾊﾔｼ  ﾘｵ
8175 大曽根  有紗(2) ｵｵｿﾈ  ｱﾘｻ

3 西の原 8349 黒羽  希(3) ｸﾛﾊ  ﾉｿﾞﾐ 52.39
8351 椎橋  美月(3) ｼｲﾊｼ  ﾐﾂﾞｷ
8355 日比生  希実(3) ﾋﾋﾞｵ  ﾉｿﾞﾐ
8354 西畑  美音(3) ﾆｼﾊﾀ  ﾐｵ

4 吾妻Ａ 8199 大竹  莉叶(2) ｵｵﾀｹ  ﾘﾉ 53.05
8196 奈良  和奏(3) ﾅﾗ  ﾜｶﾅ
8202 遠藤  莉乃(2) ｴﾝﾄﾞｳ  ﾘﾉ
8192 稲生  絢心(3) ｲﾉｵ  ｱﾔﾐ

5 大山口 8386 竹村  萌恵(2) ﾀｹﾑﾗ  ﾓｴ 53.25
8380 松本  佳乃(3) ﾏﾂﾓﾄ  ﾖｼﾉ
8383 宮島  愛奈(2) ﾐﾔｼﾞﾏ  ｱｲﾅ
8379 平井  柚希(3) ﾋﾗｲ  ﾕｽﾞｷ

6 酒々井Ａ 8131 小舟戸  美香(2) ｺﾌﾅﾄ  ﾐｶ 53.40
8129 笠原  海愛(2) ｶｻﾊﾗ  ﾐﾅﾐ
8128 大宮  慧和(2) ｵｵﾐﾔ  ｻﾄﾅ
8125 青木  瀬菜(2) ｱｵｷ  ｾﾅ

7 木刈Ａ 8326 池本  まひる(3) ｲｹﾓﾄ  ﾏﾋﾙ 54.01
8320 肥野  佑香(3) ﾋﾉ  ﾕｳｶ
8322 高橋  俐沙(3) ﾀｶﾊｼ  ﾘｻ
8319 額賀  奈菜美(3) ﾇｶｶﾞ  ﾅﾅﾐ

8 公津の杜 8227 髙見  結衣(2) ﾀｶﾐ  ﾕｲ 54.42
8217 達川  七海(2) ﾀﾁｶﾜ  ﾅﾅﾐ
8228 永田  柑奈(2) ﾅｶﾞﾀ  ｶﾝﾅ
8211 鷲見  薫音(3) ﾜｼﾐ  ｶﾉﾝ

凡例  DNS:欠場



中学共通女子棒高跳
審 判 長：
記録主任：

決　勝　

－ － － － － × ○ ○ ○

1 5 120 松下　仁美(3) IPVA ○ × ○ × × × 2m60
－ － ○ ○ ○ × ○ ○ ○

2 7 8363 渡辺　心菜(2) 西の原 × × ○ × × × 2m50
ｳｴﾉ  ﾕｳﾅ － － － ○ ○ × × ○ × ○ × × ×

3 4 8413 上野  裕菜(2) 桜台 2m30
ﾜｼﾓﾄ  ｷｯｶ － － ○ ○ － × × ○ × × ×

4 2 8357 鷲本  桔香(3) 西の原 2m20
ｵﾝﾀﾞ  ﾏﾘﾝ － － ○ ○ ○ × × ×

5 1 8310 恩田  美海(2) 船穂 2m10
ﾑﾄｳ  ﾁｻﾄ － － － ○ ○ × × ×

5 3 8301 武藤  知紗都(3) 印西 2m10

6 121 蔭山　知春(3) IPVA DNS

2m20 2m30 2m40
記録 ｺﾒﾝﾄ

1m80

2m60

1m90

2m70

2m00 2m10
順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

1m60

2m50

凡例  DNS:欠場



中学共通女子走幅跳
審 判 長：
記録主任：

決　勝

1組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｼﾐｽﾞ  ﾒｲ 4m78 4m59 4m63 4m63 4m47 4m71 4m78
1 21 8171 清水  萌衣(3) 成田西 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｼｲﾊｼ  ﾐﾂﾞｷ 4m14 4m60 4m36 4m44 × 4m45 4m60
2 19 8351 椎橋  美月(3) 西の原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4m31 4m41 4m35 4m35 4m46 4m34 4m46
3 17 296 黒澤　夏音(1) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4m22 4m41 4m19 4m41
4 20 297 小林　夕芽(1) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

4m14 4m29 4m11 4m29
5 24 8360 星　陽毬(2) 西の原 0.0 0.0 0.0 0.0

4m11 4m22 3m97 4m22
6 16 4528 石井　怜那(2) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾜｼﾐ  ｶﾉﾝ 3m63 × 4m20 4m20
7 8 8211 鷲見  薫音(3) 公津の杜 0.0 0.0 0.0

ｵﾉﾃﾞﾗ  ｱﾝ × 4m19 4m02 4m19
8 9 8388 小野寺  杏(3) 南山 0.0 0.0 0.0

ﾀﾆﾓﾄ  ｻﾔ 4m15 4m01 × 4m15
9 18 8353 谷本  紗(3) 西の原 0.0 0.0 0.0

ｲｹﾀﾞ  ﾘﾝｶ 4m01 3m92 4m04 4m04
10 14 8334 池田  凜奏(2) 木刈 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾐﾔｼﾞﾏ  ｱｲﾅ 3m64 3m55 3m71 3m71
11 5 8383 宮島  愛奈(2) 大山口 0.0 0.0 0.0 0.0

ｶﾈﾀ  ﾐｳ × 3m71 × 3m71
12 4 8210 金田  美羽(3) 公津の杜 0.0 0.0

ﾀｶﾊｼ  ﾓﾓﾅ × 3m40 3m68 3m68
13 6 8229 高橋  杏和(2) 公津の杜 0.0 0.0 0.0

ﾄｸﾑﾗ  ﾘﾅ 3m37 3m59 3m45 3m59
14 7 8180 徳村  里菜(2) 成田西 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾄﾐﾅｶﾞ  ﾘﾝ 2m94 2m92 3m18 3m18
15 3 8476 冨永  凜(2) 志津 0.0 0.0 0.0 0.0

1 826 伊藤　仁菜(1) 七次台 DNS
ﾐｳﾗ  ﾄｱ

2 8403 三浦  叶愛(2) 七次台 DNS
ｲｼﾊﾞｼ  ﾕｽﾞｷ

10 8215 石橋  柚妃(3) 公津の杜 DNS
ﾀｶﾑﾗ  ﾎﾉｶ

11 8122 高村  穂乃花(3) 酒々井 DNS
ｲﾜﾓﾄ  ﾘｵﾅ

12 8323 岩本  璃央花(3) 木刈 DNS
ｶﾒｻﾞﾜ  ｿﾗ

13 8402 亀澤  奏良(2) 七次台 DNS
ｵｶﾞﾜ  ｼｵﾘ

15 8184 小川  栞璃(3) 中台 DNS
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾕｲｶ

22 8347 遠藤  唯華(3) 西の原 DNS
ﾑﾗｶﾐ  ﾁﾊﾙ

23 8186 村上  知春(3) 中台 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通女子走幅跳
審 判 長：
記録主任：

決　勝

2組

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾋﾋﾞｵ  ﾉｿﾞﾐ 4m97 5m06 5m01 4m85 5m01 × 5m06
1 23 8355 日比生  希実(3) 西の原 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｵﾅｷﾞ  ｿﾗ 4m82 4m74 4m90 4m72 4m76 4m85 4m90
2 22 8366 小名木  奏楽(2) 印旛 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾀｶﾊｼ  ﾘｻ 4m52 4m46 4m44 × 4m35 4m74 4m74
3 19 8322 高橋  俐沙(3) 木刈 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ｷﾉｼﾀ  ｸﾙﾐ 4m31 4m33 4m41 × 4m32 4m67 4m67
4 18 8409 木下  くるみ(3) 桜台 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4m59 4m59 4m39 × 4m38 × 4m59
5 20 295 神山　英恵(1) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾔｽﾐ  ｱﾔﾈ 3m82 4m36 3m57 4m36
6 14 8443 八角  綾音(3) 四街道旭 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾅｶﾞﾀ  ｶﾝﾅ 4m18 4m31 4m18 4m31
7 9 8228 永田  柑奈(2) 公津の杜 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾀﾁｶﾜ  ﾅﾅﾐ 3m42 4m26 4m01 4m26
8 10 8217 達川  七海(2) 公津の杜 0.0 0.0 0.0 0.0

ｷﾀｼﾞﾏ  ﾊﾅ 4m17 × 4m22 4m22
9 11 8130 北島  花梨(2) 酒々井 0.0 0.0 0.0

ﾀｹﾑﾗ  ﾓｴ 3m47 3m63 4m09 4m09
10 8 8386 竹村  萌恵(2) 大山口 0.0 0.0 0.0 0.0

ｽｽﾞｷ  ﾐｵﾘ 3m98 4m08 3m86 4m08
11 16 8060 鈴木  美緒俐(3) 志津 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾑﾗｺｼ  ﾕﾘ 3m78 4m08 3m97 4m08
12 12 8314 村越  唯理(3) 木刈 0.0 0.0 0.0 0.0

ｷｳﾁ  ｻｸﾗ 3m94 3m93 3m81 3m94
13 4 8223 木内  咲良(2) 公津の杜 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾓﾘ  ｶｽﾞｷ × 3m88 3m91 3m91
14 7 8329 森  和姫(2) 木刈 0.0 0.0 0.0

ﾄﾐﾂﾞｶ  ﾐｸ 3m44 3m75 3m67 3m75
15 5 8073 冨塚  美玖(2) 志津 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾂﾁﾀﾞ  ｱｶﾘ 3m44 3m55 3m64 3m64
16 2 8368 土田  あかり(2) 印旛 0.0 0.0 0.0 0.0

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾙｶ 2m67 × 3m62 3m62
17 3 8371 山口  瑠花(3) 本埜 0.0 0.0 0.0

ﾎｼﾉ  ﾕｽﾞ × 3m41 3m53 3m53
18 6 8337 星野  柚子(2) 小林 0.0 0.0 0.0

ｼﾏﾀﾞ  ﾕｳﾅ

1 8076 嶌田  結菜(2) 志津 DNS
ｱｻﾇﾏ  ﾊﾅﾊ

13 8124 浅沼  華渚羽(3) 酒々井 DNS
ｼﾏｻﾞｷ  ﾓﾓｶ

15 8132 島﨑  桃佳(2) 酒々井 DNS
ﾏｴｶﾜ  ﾉｱ

17 8399 前川  乃愛(3) 七次台 DNS
ﾐﾔﾓﾄ  ﾏﾎ

21 8230 宮本  真帆(3) 公津の杜 DNS

凡例  DNS:欠場



中学共通女子砲丸投(2.721kg)
審 判 長：
記録主任：

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 13 4512 今井　咲良(3) いんばJr 9m50 9m62 9m33 9m62 8 9m56 9m76 8m87 9m76
ﾆｼﾊﾀ  ﾐｵ

2 14 8354 西畑  美音(3) 西の原 9m13 9m43 8m85 9m43 7 8m21 8m68 8m15 9m43
ﾀﾆﾓﾄ  ｻﾔ

3 11 8353 谷本  紗(3) 西の原 8m72 8m36 8m74 8m74 6 8m77 8m73 8m91 8m91
ﾅｶｻﾞﾜ  ﾊﾉ

4 6 8304 中澤  映乃(2) 印西 7m41 7m31 7m65 7m65 5 6m15 6m74 7m69 7m69
ｻﾜﾁ  ｱｵｲ

5 12 8197 澤地  蒼(3) 吾妻 6m57 × 7m54 7m54 4 7m15 6m83 6m96 7m54
ﾀﾅｶ  ｺﾉﾊ

6 2 8352 田中  心葉(3) 西の原 7m34 7m24 7m31 7m34 3 7m06 7m26 7m04 7m34
ｶﾈﾀﾞ  ｽｽﾞ

7 8 8065 金田  すず(3) 志津 6m21 6m99 6m21 6m99 2 6m00 6m77 6m52 6m99
ｳﾉ  ｼｵﾝ

8 7 8375 鵜野  栞音(3) 白井 6m13 6m91 6m96 6m96 1 6m22 6m88 6m71 6m96
ﾀｶﾐ  ﾕｲ

9 5 8227 髙見  結衣(2) 公津の杜 5m79 6m52 5m60 6m52 6m52
ｲｼｹﾞ  ｱｵｲ

10 3 8224 石毛  葵(2) 公津の杜 6m07 5m55 6m21 6m21 6m21
ﾏｷﾉ  ﾅﾐ

11 1 8181 牧野  那美(2) 成田西 5m77 5m80 6m15 6m15 6m15
ﾀｹﾀﾞ  ﾏﾘﾝ

12 4 8376 武田  珊瑚(2) 白井 4m84 5m55 5m01 5m55 5m55
ﾅｶﾔﾏ  ﾐﾕ

9 8116 中山  美優(3) 酒々井 DNS
ﾅｶﾑﾗ  ｱﾏﾈ

10 8118 中村  天祢(3) 酒々井 DNS

凡例  DNS:欠場



小学女子100m
審 判 長：
記録主任：

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:0.0) 2組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 237 秦　悠華(6) いんばJr 13.57 1 7 248 岩﨑　笑香(4) いんばJr 14.61

2 3 242 香取 花奈(5) いんばJr 14.05 2 5 240 江花　瑞穂(5) いんばJr 14.71

3 8 238 樋口　千紘(6) いんばJr 14.29 3 3 234 篠田　和奏(6) いんばJr 14.77

4 6 233 佐藤　妃莉(6) いんばJr 14.33 4 2 236 豊田 優衣(6) いんばJr 15.06

5 2 230 小高　花菜(6) いんばJr 14.41 5 8 246 渡邊　優花(5) いんばJr 15.43

6 4 243 小林　未來(5) いんばJr 14.88 6 4 7515 辻井　杏莉(4) ima kids 15.49

7 7 235 千羽　蒼澄美(6) いんばJr 14.93 7 6 7513 木村　蒼香(5) ima kids 15.53

8 1 231 片倉　心優(6) いんばJr 15.05

3組 (風:0.0) 4組 (風:0.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 7512 日比生　紗来(6) ima kids 15.09 1 3 247 伊藤　穂衣(4) いんばJr 16.38

2 5 245 吉川　絢菜(5) いんばJr 15.77 2 5 244 坂東　渚紗(5) いんばJr 16.46

3 6 7518 根岸　心寧(4) ima kids 15.80 3 6 249 内海　眞紘(4) いんばJr 16.89

4 4 232 込山　梨奈(6) いんばJr 15.97 4 4 251 加藤　芽衣(4) いんばJr 17.55

5 7 241 岡野　心結(5) いんばJr 16.01 5 8 252 高野　由梅(4) いんばJr 17.86

6 2 7517 尾﨑　楓(4) ima kids 16.02 6 2 253 森下　結月(4) いんばJr 18.89

7 8 239 石井　二葉(5) いんばJr 16.42 7 7 250 大江　陽夏(4) いんばJr 19.90

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

1 237 秦　悠華(6) いんばJr 13.57 0.0

2 242 香取 花奈(5) いんばJr 14.05 0.0

3 238 樋口　千紘(6) いんばJr 14.29 0.0

4 233 佐藤　妃莉(6) いんばJr 14.33 0.0

5 230 小高　花菜(6) いんばJr 14.41 0.0

6 248 岩﨑　笑香(4) いんばJr 14.61 0.0

7 240 江花　瑞穂(5) いんばJr 14.71 0.0

8 234 篠田　和奏(6) いんばJr 14.77 0.0



小学女子800m
審 判 長：
記録主任：

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 7518 根岸　心寧(4) ima kids 2:45.84

2 1 7513 木村　蒼香(5) ima kids 2:47.01

3 2 7519 木下　心春(4) ima kids 2:52.95

4 4 7516 関　悠空(4) ima kids 2:54.61

5 5 241 岡野　心結(5) いんばJr 3:22.36



小学女子棒高跳
審 判 長：
記録主任：

決　勝　

－ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ×

1 3 107 谷本　緒(6) IPVA 2m30
× ○ ○ × × ×

2 1 104 入交　綺羅(5) IPVA 1m80
× ○ ○ × × ×

2 2 106 坪倉　唯(6) IPVA 1m80

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m60 2m40

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m80 1m90 2m00 2m10 2m20 2m30



小学女子走幅跳
審 判 長：
記録主任：

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回 
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8 
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

4m30 4m38 4m30 4m38
1 22 237 秦　悠華(6) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

4m23 × 3m77 4m23
2 10 233 佐藤　妃莉(6) いんばJr 0.0 0.0 0.0

× 3m86 × 3m86
3 21 230 小高　花菜(6) いんばJr 0.0 0.0

× 3m76 3m84 3m84
4 18 243 小林　未來(5) いんばJr 0.0 0.0 0.0

× × 3m57 3m57
5 9 7514 加藤　彩花(5) ima kids 0.0 0.0

3m25 3m53 3m27 3m53
6 3 232 込山　梨奈(6) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

3m32 3m36 3m52 3m52
7 11 231 片倉　心優(6) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

3m31 3m50 3m37 3m50
8 6 246 渡邊　優花(5) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

× 3m47 × 3m47
9 8 7517 尾﨑　楓(4) ima kids 0.0 0.0

3m10 3m11 3m36 3m36
10 20 7512 日比生　紗来(6) ima kids 0.0 0.0 0.0 0.0

2m84 2m98 3m26 3m26
11 15 242 香取 花奈(5) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

3m22 2m97 2m76 3m22
12 5 104 入交　綺羅(5) IPVA 0.0 0.0 0.0 0.0

2m87 3m16 2m95 3m16
13 7 244 坂東　渚紗(5) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

× 3m05 3m02 3m05
14 4 234 篠田　和奏(6) いんばJr 0.0 0.0 0.0

2m92 2m99 2m96 2m99
15 2 239 石井　二葉(5) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

2m94 2m91 2m87 2m94
16 13 251 加藤　芽衣(4) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

2m71 2m92 × 2m92
17 14 249 内海　眞紘(4) いんばJr 0.0 0.0 0.0

2m58 2m62 2m84 2m84
18 17 247 伊藤　穂衣(4) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

× 2m51 2m59 2m59
19 12 253 森下　結月(4) いんばJr 0.0 0.0 0.0

× × 2m51 2m51
20 19 7515 辻井　杏莉(4) ima kids 0.0 0.0

2m37 2m41 2m35 2m41
21 1 250 大江　陽夏(4) いんばJr 0.0 0.0 0.0 0.0

× × ×
16 245 吉川　絢菜(5) いんばJr NM

凡例  NM:記録なし


