
ト ラ ッ ク 審 判 長 小松崎　光一

跳 躍 審 判 長 高橋　喜志夫

投 て き 審 判 長 高橋　喜志夫

招 集 所 審 判 長 門目　　誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

白石　幸大 10.84 平野　壮太 10.90 村瀬　大輔 10.93 秀島　来 10.99 打越　大祐 11.22 鈴木　涼太 11.27 根本　海成 11.44

西武台千葉高19 市立船橋高11 東海大浦安高30 東海大浦安高1 市立船橋高4 流山南高8 志学館高24

海老原　雄輝 10.54 山根　達也 10.70 小澤　優太 10.75 山崎　海 10.88 柿崎　拓也 10.94 鏑木　大樹 10.98 盛川　裕太 10.99 岩戸　隼哉 11.06

東京理科大12 日本体育大26 順天堂大1 日本大14 国際武道大4 東洋大23 日体大2 千葉大18

吉川　峻 49.47 油谷　恒佑 49.73 川上　聡太 49.88 安永　雄貴 50.04 佐渡　規央 51.42 栁沼　快門 51.76 渡辺　春紀 52.38 清宮　史貴 52.53

千葉東高1 東金商高18 西武台千葉高19 幕張総合高4 西武台千葉高9 市立船橋高32 千葉敬愛高12 東京学館高17

前ノ園　啓太 4:04.37 戸田　勇 4:09.85 旭　洋太 4:12.98 片原　照 4:14.92 庄司　貴紀 4:17.87 鈴木　裕行 4:18.67 壬生倉　拓弥 4:20.59 永島　龍 4:23.42

東洋大2 ＴｅａｍＳＨＯＩＮ9 船橋市4 千葉陸協14 駿河台大12 館山陸協5 中央学院大32 順天堂大17

井上　和弥 14:57.50 梅谷　康太 15:04.29 山田　航 15:04.46 鈴木　崇也 15:21.25 坂田　隼人 15:28.54 花牟礼　隆太　 15:37.80 露木　翔太 15:41.79 遠藤　太貴 15:42.31

東京情報大18 流経大柏高1 順天堂大17 大多喜高25 富里高31 日体大柏高8 国際武道大12 順天堂大4

森戸　信陽 13.91 天岳　直樹 14.45 柞山　真翔 15.18 高橋　斗南 15.40 田中　勇伎 15.77 千葉　日陽 15.99 田口　竜成 16.03 柴田　彪琉 16.10

市立船橋高1 東海大浦安高30 西武台千葉高9 千葉黎明高18 長生高25 東金高11 柏陵高19 西武台千葉高26

千葉市 41.55 浦安市 42.14 柏市 42.59 野田市 42.79 松戸市 42.81 船橋市 43.20 流山市 43.34

浅利　拓 村瀬　大輔 田口　竜成 丹藤　真郷 島村　英太 篠田　勇介 森　啓悟

秀島　来 清宮　弘貴 川上　聡太 鈴木　基弘 大瀧　颯馬 及川　寛生 鏑木　大樹

森戸　信陽 増原　大観 島根　海都 渡辺　渉英 西田　卓充 打越　大祐 大橋　広夢

小澤　優太 加藤　賢 白石　幸大 吉久　航平 鈴木　涼太 柿崎　拓也 松田　歩

高橋　竜輝 1m88 青木　幹人 1m85 宮崎　正太郎 1m80 加田　真也 1m80 小川　裕也 1m80 作家　弥希 1m75 品川　咲耶 1m75 重冨　優名 1m75

東京学館船橋高1 幕張総合高17 東京学館船橋高4 市立銚子高3 銚子商高20 流山南高23 安房拓心高24 浦安高30

池田　直貴 1m91 吉田　光 1m85 石合　雄樹 1m80 藤原　悠雅 1m70

国際武道大14 国際武道大10 帝京平成大17 市川市2

佐藤　智紀 1m70

野田市9

海鋒　泰輝 7m22(+0.7) 神戸　鴻朗希 7m20(+2.2) 宮﨑　諒也 7m07(+1.6) 須田　優人 6m95(+0.7) 大熊　健 6m89(+0.9) 加瀬　祥希 6m50(+0.7) 角谷　隆馬 6m36(+1.4) 小森　裕翔 6m29(+2.5)

西武台千葉高23 柏陵高8 公認7m04(+1.6) 成田高17 幕張総合高14 千葉高1 東京学館高31 西武台千葉高9 西武台千葉高26 公認6m25(+1.2)

中邨　一希 7m27(+2.1) 猿山　力也 7m19(+3.4) 山本　賢良 6m94(+0.4) 秋山　魁杜 6m92(+0.4) 田口　宣幸 6m89(+0.7) 齊藤　聖人 6m79(+0.8) 及川　寛生 6m78(+2.4) 徳間　俊介 6m73(+1.3)

市川市2 公認7m13(+1.9) 流山市23 公認記録なし 松戸陸協8 国際武道大25 土気ＴＦＣ12 明海大30 平成国際大4 公認6m50(+0.2) 日本大17

大賀　美輝 13m45 飯塚　諒 12m35 井上　光陽 12m32 野口　直人 12m14 菊池　拓海 12m02 笹木　駿佑 11m95 山崎　翔 11m53 吉田　龍己 11m19

東京学館高31 東京学館船橋高26 東京学館船橋高4 銚子商高21 木更津総合高6 幕張総合高17 西武台千葉高9 流山南高23

芳野　裕二 53m70 猪ノ原　達弥 49m46 加藤　颯太 48m66 櫻井　一司 45m30 小池　陽 44m97 唐川　泰成 43m86 川名　開也 43m02 畑中　恒也 42m62

ＫＴＣ21 松戸陸協8 鎌ヶ谷高2 国際武道大4 土気ＴＦＣ1 国際武道大23 安房高7 習志野市12

凡例 

第67回千葉県民体育大会 【17120015】
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】

2017/10/29 ～ 2017/10/29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決 勝 一 覧 表 【男 子】

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月29日
少年100m
風：+0.2

10月29日
成年100m
風：+1.3

10月29日 少年400m

10月29日 成年1500m

10月29日 共通5000m

10月29日
少年110mH(1.067m)

風：+1.1

10月29日 共通4×100mR

10月29日 少年走高跳

10月29日 成年走高跳

10月29日 共通やり投(800g)

10月29日 少年走幅跳

10月29日 成年走幅跳

10月29日 少年砲丸投(6.000kg)


