
平成22年7月11日(日)

陸協名 千葉陸上競技協会

主催 千葉陸上競技協会 コード　12 第42回千葉県クラブ対抗陸上競技大会 10120003

　 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 121010
種目

男子100m 横尾　龍一 10.86 卜部　健太郎 10.97 伊藤　純一 11.03 守田　朗裕 11.16 小野　翼 11.27 森　政朗 11.36 大能　良太 11.66 椎名　啓太 15.00

ＡＳ市川 (-2.9) ＡＳ市川 (-2.9) ＡＳ市川 (-2.9) 千葉陸協 (-2.9) チーム　アイマ (-2.9) チーム　アイマ (-2.9) BLANKER (-2.9) 土気TFC (-2.9)

男子200m 寺田　克也 22.28 大能　良太 23.21 佐藤　智哉 23.32 佐藤　健児 24.33 飯島　篤史 27.85

チーム　アイマ (-2.3) BLANKER (-2.3) 千葉陸協 (-2.3) ＡＳ市川 (-2.3) 千葉大クラブ (-2.3)

男子400m 海寳　正之 51.30 佐藤　智哉 52.30 内山　幸斗 54.74 八田　雄介 55.43 酒井　郁真 1:02.67

チーム　アイマ 千葉陸協 土気TFC BLANKER 千葉大クラブ

男子800m 簗田　昭夫 1:55.15 渡辺　修 1:58.09 豊桑　逸 2:00.31 内山　幸斗 2:03.29 横坂　智彦 2:04.01 篠原　駿 2:05.51 青瀧　真人 2:05.92 伴　卓磨 2:18.40

ＡＳ市川 モントブラン GAZELLE 土気TFC モントブラン GAZELLE ＪＲ東日本千葉 モントブラン

男子1500m 小寺　隆文 4:05.44 長嶋　翔太 4:09.05 朝生　祐輔 4:12.17 斉藤　佑太 4:12.69 渡辺　修 4:16.32 中澤　徹哉 4:19.08 伴　卓磨 4:20.29 多田　理 4:20.69

GAZELLE チーム　アイマ チーム　アイマ ＪＲ東日本千葉 モントブラン GAZELLE モントブラン モントブラン

男子5000m 赤木　淳一 15:06.3 長嶋　翔太 15:07.9 吉田　潤 15:17.2 小寺　隆文 15:42.8 伊藤　育生 15:46.7 古川　琢也 15:57.4 染谷　悠一 16:18.0 木村　徳光 16:24.3

第２競技場(手動計時) 成田市陸協 チーム　アイマ モントブラン GAZELLE 船橋市陸協 モントブラン ＪＲ東日本千葉 GAZELLE

男子110mH(1.067m) 加藤　幸雄 15.89 兼子　亮允 15.97 柴田　哲享 16.36 島田　喜文 16.46 飯島　篤史 17.40 土屋　友作 土気TFC 17.66

旭市陸協 (-3.1) 成田市陸協 (-3.1) チーム　アイマ (-3.1) 土気TFC (-3.1) 千葉大クラブ (-3.1) 柴本　鋼平 東京情報大AC (-3.1)

４０歳以上男子100m 佐藤　健児 11.73 和田　成紀 12.65 田端　忠志 13.22 豊田　章弘 13.34 佐藤　広史 13.85 前田　活朗 14.23

ＡＳ市川 (-0.2) 千葉大クラブ (-0.2) 成田市陸協 (-0.2) 東京情報大AC (-0.2) 千葉大クラブ (-0.2) 千葉陸協 (-0.2)

３０歳以上男子100m 伊藤　純一 11.25 日高　聡志 11.81 小川　涼平 12.08 新宅　隆行 12.18 塚本　直之 12.27 江澤　功泰 12.32 冨田　雅志 12.43 末吉　浩樹 12.61

ＡＳ市川 (-0.5) ＡＳ市川 (-0.5) 千葉陸協 (-0.5) BLANKER (-0.5) JFE千葉 (-0.5) 土気TFC (-0.5) BLANKER (-0.5) 国際武道大学AC (-0.5)

３０歳以上男子1500m 吉田　潤 4:13.54 齊藤　禎一 4:17.77 座間　保成 4:17.92 伊藤　育生 4:19.98 槇野　浩司 4:25.79 田崎　敬祐 4:25.85 坂田　康弘 4:27.80 江澤　功泰 4:29.04

モントブラン モントブラン ＪＲ東日本千葉 船橋市陸協 流山CJ 千葉陸協 成田市陸協 土気TFC

４０歳以上男子3000m 栗田　浩一 9:32.0 坂田　康弘 9:33.9 山口　正春 9:49.1 駒村　勉 9:54.3 佐藤　綾人 10:01.8 山本　吉信 10:11.8 鈴木　信行 10:15.3 福山　道延 10:28.1

第２競技場(手動計時) モントブラン 成田市陸協 モントブラン 千葉陸協 神宮外苑MTC モントブラン モントブラン 新日鐵君津

男子4X100mR BLANKER 44.35 土気TFC 45.16 鎌ヶ谷みちるAC 45.21 千葉大クラブ 46.31 東京情報大AC 46.50
細川　貴敬 島田　喜文 佐藤　大希 岩田　朋大 重城　俊也
大能　良太 椎名　啓太 猪ノ原　達弥 飯島　篤史 柴本　鋼平
小山 孝明 勝山 洵一 佐々木 祥 八重田 和宏 神子 雅行

6位 7位 8位

決勝記録表(男子)

5位1位 2位 3位 4位

小山　孝明 勝山　洵一 佐々木 祥 八重田 和宏 神子 雅行
大竹　光 小池　陽 鵜澤　勝彦 松田　敏郎 神子　智孝

男子4X400mR チーム　アイマ 3:16.10 ＡＳ市川 3:21.60 土気TFC 3:35.49 BLANKER 3:40.16 千葉大クラブ 3:45.23 東京情報大AC 3:47.10 モントブラン 3:47.25
森　政朗 中村　祐太 内山　幸斗 藤堂　浩作 飯島　篤史 外岡　大輝 渡辺　修
寺田　克也 卜部　健太郎 島田　喜文 八田　雄介 岩田　朋大 柴本　鋼平 横坂　智彦
海寳　正之 簗田　昭夫 小池　陽 冨田　雅志 八重田　和宏 神子　雅行 伴　卓磨
秋本　真吾 榎本　徹也 江澤　功泰 小山　孝明 酒井　郁真 神子　智孝 千坂　充宏

男子走高跳 柴本　鋼平 1m90 相沢　真一 1m85 佐々木　佑弥 1m85 神子　智孝 東京情報大AC 1m85 大竹　光 1m80 高木　駿輔 1m80 島田　喜文 1m75

東京情報大AC BLANKER BLANKER 小川　僚太 東京情報大AC BLANKER チーム　アイマ 土気TFC

男子走幅跳 渡邊　敬大 6m81 飯島　篤史 6m74 日高　聡志 6m45 島田　喜文 6m25 佐々木　佑弥 6m21 土屋　友作 6m10 柴本　鋼平 6m05 佐々木　祥 5m96

ＪＲ東日本千葉 (-0.5) 千葉大クラブ (+0.1) ＡＳ市川 (-1.1) 土気TFC (-0.4) BLANKER (-1.6) 土気TFC (+0.1) 東京情報大AC (-0.3) 鎌ヶ谷みちるAC (-0.8)

男子三段跳 榎本　徹也 14m79 島田　喜文 14m68 日高　聡志 14m35 土屋　友作 13m95 飯島　篤史 13m77 小池　陽 12m15 川山　昭平 12m11 神子　雅行

ＡＳ市川 (+2.7) 土気TFC (+3.2) ＡＳ市川 *F5(+2.6) 土気TFC *F1(+3.1) 千葉大クラブ (+1.1) 土気TFC *F1(+3.8) 東京情報大AC (+3.6)

男子砲丸投(7.26kg) 押元　圭一 11m48 飯島　篤史 11m06 原　嘉保 10m32 小池　陽 9m78 松田　賢治 9m77 神子　雅行 9m36 遠藤　恒生 9m07 近藤　良二 9m04

東京情報大AC 千葉大クラブ 柏市消防局 土気TFC BLANKER 東京情報大AC 千葉大クラブ 千葉大クラブ

男子円盤投(2.0kg) 瀬下　善教 42m22 飯島　篤史 34m66 原　嘉保 29m06 小池　陽 28m92 島田　喜文 28m33 押元　圭一 28m15 土屋　友作 26m95 河井　明仁 24m79

千葉陸協 千葉大クラブ 柏市消防局 土気TFC 土気TFC 東京情報大AC 土気TFC 土気TFC
男子ハンマー投(7.26kg) 島田　亮 41m03 遠藤　恒生 28m23 木村　和弘 24m56 飯島　篤史 19m39 原　嘉保 18m89 押元　圭一 16m65 ﾏｯｷﾝｹﾈｽｼﾞｪｰﾑｽ 14m26 石井　政弘 14m14

土気TFC 千葉大クラブ 東金陸協 千葉大クラブ 柏市消防局 東京情報大AC 東京情報大AC 東京情報大AC
４０歳以上男子砲丸投(6.0kg) 佐藤　広史 8m05 豊田　章弘 7m94 石井　政弘 7m46 豊田　勝己 6m62

千葉大クラブ 東京情報大AC 東京情報大AC 松戸市陸協

男子やり投(800g) 猪ノ原　達弥 60m33 押元　圭一 60m13 小池　陽 55m08 飯島　篤史 51m04 毎田　光輝 50m80 松田　賢治 47m72 小山　孝明 47m04 望月　大輝 46m99

鎌ヶ谷みちるAC 東京情報大AC 土気TFC 千葉大クラブ 松戸市陸協 BLANKER BLANKER 東京情報大AC

審判長 新 村　浩 章
第２競技場審判長 吉 原　　 廣
招集所審判長 門 目　　　誠
記録主任 岩 脇　充 司

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2010/07/11 09:00 曇 27.5 70.0 東北東 0.2

10:00 曇 29.5 68.0 南南東 2.1

11:00 晴 30.0 56.0 南南西 1.9

12:00 曇 29.5 58.0 南南西 2.0

13:00 曇 29.0 64.0 南西 2.0

14:00 曇 28.5 67.0 南南西 2.2

15:00 曇 28.0 70.0 南南西 2.4

16:00 曇 28.5 70.0 西南西 2.2

16:50 曇 28.0 70.0 西南西 2.3



平成22年7月11日(日)

陸協名 千葉陸上競技協会

主催 千葉陸上競技協会 コード　12 第42回千葉県クラブ対抗陸上競技大会 10120003
　 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 121010

種目

女子100m 鈴木　まみ 14.13 近藤　なるみ 14.66 鈴木　大和 14.84 牧野　栞奈 15.38 川上　侑菜 15.39 佐野　かほる 15.81 吉田　明子 16.20 門馬　友子 16.63

BLANKER (-1.1) BLANKER (-1.1) 東京情報大AC (-1.1) 東京情報大AC (-1.1) 東京情報大AC (-1.1) 東京情報大AC (-1.1) 千葉大クラブ (-1.1) 千葉大クラブ (-1.1)

女子200m 鈴木　まみ 29.01 松尾　祐子 29.52 栗田　美奈子 30.44 後藤　悠子 30.58 鈴木　大和 32.83 牧野　栞奈 32.87 佐野　かほる 34.70

BLANKER (-0.7) チーム　アイマ (-0.7) モントブラン (-0.7) BLANKER (-0.7) 東京情報大AC (-0.7) 東京情報大AC (-0.7) 東京情報大AC (-0.7)

女子800m 栗田　美奈子 2:32.32 安田　美雪 2:36.94 宇井　菜那 2:41.82 竹内　沙知 2:44.61

モントブラン 新日鐵君津 ひかりＡＣ 千葉大クラブ

女子5000m 安田　美雪 18:05.9 嶋村　真紀子 18:41.8 坂本　奈美 20:01.3 竹内　沙知 20:08.3 鈴木 九美子 20:14.0 多田　奈穂 21:45.4 柿沼　千紗 22:04.7 古坂　恵子 22:07.9

第２競技場(手動計時) 新日鐵君津 新日鐵君津 GAZELLE 千葉大クラブ モントブラン モントブラン モントブラン 新日鐵君津

女子4X100mR BLANKER 54.13 東京情報大AC 58.71 土気TFC 1:00.68 千葉大クラブ 1:02.41 成田市陸協 1:03.40

鈴木　まみ 鈴木　大和 竹山　舞 吉田　明子 桑代　かほり

大高　端希 市原　花南絵 岩崎　麻優 竹内　沙知 谷川　香織

近藤　なるみ 佐野　かほる 竹沢　明日香 野末　明日香 倉橋　衣里

西　 基世美 川上　侑菜 武田　あゆみ 門馬　友子 加藤　香織

女子走高跳 藤澤　潔香 1m70 西　 基世美 1m60 鈴木　大和 1m25 佐野　かほる 1m25 﨑田　みなみ 1m20 川上　侑菜 1m20

鎌ヶ谷みちるAC BLANKER 東京情報大AC 東京情報大AC BLANKER 東京情報大AC

女子走幅跳 大高　端希 5m21 西　 基世美 5m16 藤澤　潔香 4m59 鈴木　大和 4m53 後藤　悠子 4m45 岩崎　麻優 4m21 川上　侑菜 4m13 宮井　葵林 3m40

BLANKER (-1.0) BLANKER (-1.3) 鎌ヶ谷みちるAC (-0.6) 東京情報大AC (-0.6) BLANKER (-1.0) 土気TFC (-0.2) 東京情報大AC (-1.7) 東京情報大AC (-0.9)

女子砲丸投(4.0kg) 阿部　沙織理 11m50 桑代　かほり 10m11 野末　明日香 8m87 石橋　かおり 8m32 﨑田　みなみ 7m71 鈴木　大和 7m54 宮井　葵林 6m94 川上　侑菜 6m74

松戸市陸協 成田市陸協 千葉大クラブ ひかりＡＣ BLANKER 東京情報大AC 東京情報大AC 東京情報大AC

女子やり投(600g) 野末　明日香 32m93 加藤　香織 27m44 岩崎　麻優 23m46 鈴木　大和 19m61 川上　侑菜 14m47 佐野　かほる 14m47 﨑田　みなみ 12m52 竹内　沙知 2m46

千葉大クラブ 成田市陸協 土気TFC 東京情報大AC 東京情報大AC 東京情報大AC BLANKER 千葉大クラブ

8位

決勝記録表(女子)

5位1位 2位 3位 4位 6位 7位

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2010/07/11 09:00 曇 27.5 70.0 東北東 0.2

審判長 新 村　浩 章
第２競技場審判長 吉 原　　 廣
招集所審判長 門 目　　　誠
記録主任 岩 脇　充 司

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2010/07/11 09:00 曇 27.5 70.0 東北東 0.2

10:00 曇 29.5 68.0 南南東 2.1

11:00 晴 30.0 56.0 南南西 1.9

12:00 曇 29.5 58.0 南南西 2.0

13:00 曇 29.0 64.0 南西 2.0

14:00 曇 28.5 67.0 南南西 2.2

15:00 曇 28.0 70.0 南南西 2.4

16:00 曇 28.5 70.0 西南西 2.2

16:50 曇 28.0 70.0 西南西 2.3


