
平成２４年１０月１３(土) 決勝記録表(男子)
 

競技会名 ２０１２千葉県陸上競技秋季記録会 12120312
主催　　千葉陸上競技協会 ｺｰﾄﾞ12 場所 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 121010

日付 種目

10/13 100m 小木　萌人 (3) 10.46 佃　直樹 (91) 10.68 五島　拓也 (91) 10.82 穐田　裕平 (2) 10.86 渡辺　一希 (3) 順)10.87 飯田　敬介 (3) 順)10.87 白井　彪摩 (2) 10.93 石垣　匠 (93) 11.01

千葉:東京学館 (+4 0) 千葉:国際武道 (+4 0) 千葉:国際武道 (+4 0) 千葉:東京学館高 (+4 0) 千葉:姉崎高 (+4 0) 千葉:横芝敬愛 (+2 9) 千葉:東海大望洋 (+2 2) 千葉:国際武道大 (+2 9)

５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位

千葉:東京学館 (+4.0) 千葉:国際武道 (+4.0) 千葉:国際武道 (+4.0) 千葉:東京学館高 (+4.0) 千葉:姉崎高 (+4.0) 千葉:横芝敬愛 (+2.9) 千葉:東海大望洋 (+2.2) 千葉:国際武道大 (+2.9)

10/13 400m 酢﨑　充洋 (2) 50.01 米山　浩太 (2) 50.11 渡辺　一希 (3) 50.12 酒井　航太 (1) 51.00 鹿内　翔太 (2) 51.03 山田　光希 (2) 51.25 上野　弘貴 (2) 51.33 末吉　拳也 (2) 51.41

千葉:東京学館高 千葉:市立稲毛高 千葉:姉崎高 千葉:市立船橋高 千葉:船橋啓明高 千葉:船橋高 千葉:千葉経大附高 千葉:大多喜高

10/13 5000m 加世田　雅之 (2) 15:16.73 坂上　佳也 (76) 15:21.89 森田　歩夢 (3) 15:22.70 新藤　良明 (2) 15:25.83 小暮　一弘 (2) 15:26.77 関　耕平 (3) 15:31.52 近藤　人志 (2) 15:38.53 細木　智実 (3) 15:39.01

千葉:国府台高 千葉:千葉陸協 千葉:市立船橋高 千葉:千葉商高 千葉:柏高 千葉:流経大付柏高 千葉:四街道高 千葉:松戸六実高

10/13 110mH 白山　大樹 (93) 14.52 安藤　優介 (92) 14.53 片山　千智 (92) 15.33 樋口　天山 (1) 15.99 兼子　亮充 (87) 16.02 筒井　健史 (1) 16.49 岩瀬　佳介 (1) 16.61 阿部　翔太 (2) 16.64

(1.067m_9.14m) 千葉:国際武道大 (+1.5) 千葉:順天堂大 (+2.1) 千葉:国際武道大 (+2.8) 千葉:市立習志野高 (+2.8) 千葉:成田陸協 (+0.5) 千葉:桜林高 (+3.5) 千葉:銚子商高 (+3.5) 千葉:千葉商高 (+2.1)

10/13 走高跳 根塚　裕己 (3) 1m91 田村　流星 (2) 1m91 鈴木　裕太 (93) 1m91 鳥海　貴之 (1) 1m88 小栁　浩章 (2) 1m85 福島　優 (2) 1m82 小林　慎 (2) 1m82 難波　成玄 (1) 1m82

千葉:市立船橋高 千葉:東京学館船橋高 千葉:国際武道大 千葉:東京学館船橋高 千葉:千葉南高 千葉:東京学館船橋高 千葉:佐原高 千葉:千葉東高

鈴木　裕太 (93) 1m91 難波　成玄 (1) 1m82

千葉:国際武道大 千葉:千葉東高

10/13 棒高跳 田中　充 5m00 田口　大隆 4m90 堀川　晴海 (2) 4m70 篠塚　祥喜 (1) 4m30 渡辺　祐 (93) 4m30 小田　豪生 (93) 4m20 木下　明彦 (89) 4m20 渡邊　秀 (1) 4m00

群馬:群大TF 群馬:群大TF 千葉:柏日体高 千葉:小見川高 千葉:千葉大 千葉:東京情報大 千葉:千葉大 千葉:柏日体高

10/13 走幅跳 田口 宣幸 (3) 7m01 小田 豪生 (93) 6m81 恩田 崇志 (85) 6m72 市川 広武 (2) 6m69 中邨 一希 (1) 6m58 堀内 一秀 (2) 6m58 工藤 康貴 (1) 6m51 石井 栞太 (93) 6m5110/13 走幅跳 田口　宣幸 (3) 7m01 小田　豪生 (93) 6m81 恩田 崇志 (85) 6m72 市川 広武 (2) 6m69 中邨　 希 (1) 6m58 堀内 秀 (2) 6m58 工藤 康貴 (1) 6m51 石井 栞太 (93) 6m51

千葉:市立船橋高 (-0.7) 千葉:東京情報大 *F2(+2.9) 千葉:薬園台AC (+3.2) 千葉:東海大望洋高 (+3.9) 千葉:船橋東高 (+0.5) 千葉:国府台高 *F8(+4.0) 千葉:検見川高 *F1(+3.4) 千葉:法政大 *F2 *F8(+3.0)

10/13 一般砲丸投 橋本　大和 (86) 9m94 谷口　真也 (74) 8m12

(7.260kg) 千葉:薬園台AC 千葉:千葉陸協

10/13 高校砲丸投 戸辺　慎也 (3) 13m01 熊倉　克将 (2) 12m85 渡邉　翼 (2) 12m67 吉田　望海 (1) 11m88 大橋　佑守 (1) 11m25 高根　正明 (1) 10m91 髙橋　愼吾 (2) 10m90 大熊　賢也 (2) 10m26

(6.000kg) 千葉:桜林高 千葉:桜林高 千葉:柏日体高 千葉:東京学館船橋高 千葉:銚子商高 千葉:船橋高 千葉:東京学館船橋高 千葉:木更津総合高

10/13 やり投 芳野　裕二 (93) 55m74 新谷　政作 (92) 50m99 加瀬　隼太 (2) 49m77 清水　翼 (1) 48m65 大南　悠久 (2) 45m72 高田　翔平 (2) 44m79 小川　諒 (2) 44m19 金澤　勲 (90) 44m02

(800g) 千葉:国際武道大 千葉:市川陸協 千葉:銚子商高 千葉:小金高 千葉:志学館高 千葉:鎌ヶ谷西高 千葉:国府台高 千葉:東京情報大

凡例 天候 湿度 風速 トラック審判長 中村　要一

*F1：１回目が公認最高，*F2：２回目が公認最高，*F8：２番目の記録による順位 晴 42.0 1.2

晴 42.0 1.1 フィールド審判長 今井　淳史

晴 38.0 2.3

晴 38 0 1 8 招集所審判長 門目 誠
11:00 23.8 北北東

12:00 24 1 北北東

09:00 22.2 北北東

10:00 23.5 北北東

時現在 気温 風向

晴 38.0 1.8 招集所審判長 門目　　誠

晴 39.0 2.2

晴 39.0 2.2 記録主任 岩脇　充司

晴 38.0 1.5

晴 38.0 1.7
晴 38.0 1.5

23.8 北北東

16:25 23.0 北北東
16:00 23.2 北北東

13:00 24.2 北北東

14:00 24.0 北北東

15:00

12:00 24.1 北北東



平成２４年１０月１３(土) 決勝記録表(女子)
 

競技会名 ２０１２千葉県陸上競技秋季記録会 12120312
主催　　千葉陸上競技協会 ｺｰﾄﾞ12 場所 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 121010

日付 種目

10/13 100m 明石　優理 (3) 12.21 鈴木　麻衣 (91) 12.38 本田　明 (1) 12.54 石川　典佳 (1) 12.63 進藤　若菜 (1) 12.72 天笠　佳奈 (1) 12.77 鈴木　美羽 (1) 12.84 黒川　夏実 (1) 12.87

千葉:東京学館高 (+3 1) 千葉:千葉商大 (+3 1) 千葉:千葉東高 (+3 1) 千葉:松戸六実高 (+2 5) 千葉:東海大望洋高 (+3 4) 千葉:木更津総合高 (+3 1) 千葉:市立船橋高 (+3 1) 千葉:市立船橋高 (+2 3)

５位 ６位 ７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位

千葉:東京学館高 (+3.1) 千葉:千葉商大 (+3.1) 千葉:千葉東高 (+3.1) 千葉:松戸六実高 (+2.5) 千葉:東海大望洋高 (+3.4) 千葉:木更津総合高 (+3.1) 千葉:市立船橋高 (+3.1) 千葉:市立船橋高 (+2.3)

10/13 400m 佐伯　星 (2) 1:00.29 金山　桜子 (1) 1:00.32 福山　春菜 (94) 1:00.51 東住　真衣 (1) 1:00.99 角谷　理紗 (2) 1:01.04 名嶋　彩 (1) 1:01.08 小川　愛歌 (2) 1:01.10 八木　果奈子 (1) 1:01.16

千葉:船橋高 千葉:小金高 千葉:国際武道大 千葉:幕張総合高 千葉:千葉東高 千葉:国府台高 千葉:市立船橋高 千葉:昭和学院高

10/13 3000m 塚本　美穂 (2) 10:00.77 片山　真由美 (2) 10:01.10 藤本　彩夏 (97) 10:04.49 時田　迪奈 (1) 10:16.24 白鳥　さゆり (1) 10:24.99 服部　美咲 (2) 10:27.74 海野　果歩 (1) 10:31.53 室野　志穂 (2) 10:39.42

千葉:東海大望洋高 千葉:東海大望洋高 千葉:轟ＡＣ 千葉:市立松戸高 千葉:佐原高 千葉:国府台高 千葉:船橋東高 千葉:流経大付柏高

10/13 100mH 飯田　舞波 (1) 14.94 鈴木　美羽 (1) 15.50 黒田　有里 (2) 15.97 川島　千佳 (2) 16.00 増田　彩 (1) 16.32 工藤　莉可子 (1) 16.59 髙橋　美沙紀 (2) 16.68 石井　まゆ (2) 16.89

(0.840m_8.50m) 千葉:市立船橋高 (+1.2) 千葉:市立船橋高 (+1.2) 千葉:市立船橋高 (+2.1) 千葉:小金高 (+1.2) 千葉:匝瑳高 (+1.2) 千葉:柏日体高 (+1.2) 千葉:柏高 (+1.2) 千葉:船橋高 (+2.1)

10/13 走高跳 亀山　佳奈 (3) 1m60 早坂　美南 (1) 1m55 藤本　結子 (2) 1m52 川口　奈実 (2) 1m52 淺野　まどか (1) 1m49 中西　真由佳 (2) 1m46 尾前　さくら (2) 1m46 齋藤　梨菜 (2) 1m46

千葉:市立船橋高 千葉:柏高 千葉:市立船橋高 千葉:柏高 千葉:姉崎高 千葉:小金高 千葉:幕張総合高 千葉:柏高

10/13 棒高跳 住石　智子 (89) 3m70 小田嶋　怜美 (93) 3m60 蕪野　亜紀 (2) 3m20 岡田　彩香 (94) 3m10 佐藤　そら (1) 2m70 溝口　絵梨奈 (2) 2m70 佐藤　光 (2) 2m60 茂木　麻優子 (2) 2m60

千葉:新日鐵君津 千葉:清和大 千葉:木更津総合高 千葉:清和大 千葉:柏日体高 千葉:木更津総合高 千葉:柏日体高 千葉:木更津総合高

10/13 走幅跳 若菜　敏子 (93) 5m32 根本　侑季 (1) 5m22 溝口　芽子 (2) 5m14 鈴川　真子 (2) 5m05 小幡　加奈 (2) 5m04 坂田　晴香 (1) 4m98 皆藤　愛里 (1) 4m97 佐藤　ちさと (1) 4m91

千葉:国際武道大 (+1.1) 千葉:市立銚子高 (+1.7) 千葉:市立銚子高 (+2.0) 千葉:小金高 *F1(+2.4) 千葉:佐原高 (+1.8) 千葉:千葉東高 *F1(+2.6) 千葉:市立船橋高 (+1.0) 千葉:検見川高 (+1.9)

10/13 高校砲丸投 栗原 桃加 (2) 10m11 谷川 寛乃 (2) 9m01 持田 深南 (1) 8m47 右近 麗 (1) 8m14 石原 彩美 (2) 8m09 岩瀬 明日香 (1) 7m77 大橋 美嶺 (1) 7m45 逸見 里帆 (1) 7m0010/13 高校砲丸投 栗原　桃加 (2) 10m11 谷川　寛乃 (2) 9m01 持田 深南 (1) 8m47 右近 麗 (1) 8m14 石原　彩美 (2) 8m09 岩瀬 明日香 (1) 7m77 大橋 美嶺 (1) 7m45 逸見 里帆 (1) 7m00

(4.000kg) 千葉:東京学館船橋高 千葉:八千代高 千葉:柏日体高 千葉:東海大望洋高 千葉:野田中央高 千葉:小見川高 千葉:匝瑳高 千葉:幕張総合高

10/13 やり投 中村　友香 (2) 33m40 大塚　久美 (2) 31m14 茂木　麻優子 (2) 29m88 谷村　華澄 (1) 29m10 吉野　沙也夏 (2) 28m20 大橋　美嶺 (1) 27m79 関口　まな (2) 27m45 石原　彩美 (2) 27m10

(600g) 千葉:市立船橋高 千葉:船橋東高 千葉:木更津総合高 千葉:市立松戸高 千葉:柏の葉高 千葉:匝瑳高 千葉:柏の葉高 千葉:野田中央高

天候 湿度 風速

凡例 晴 42.0 1.2 トラック審判長 中村　要一

*F1：１回目が公認最高 晴 42.0 1.110:00 23.5 北北東

時現在 気温 風向

09:00 22.2 北北東

回目が公認最高 晴

晴 38.0 2.3 フィールド審判長 今井　淳史

晴 38.0 1.8

晴 39.0 2.2 招集所審判長 門目　　誠

晴 39.0 2.2

晴 38.0 1.5 記録主任 岩脇　充司

晴 38.0 1.7

晴 38.0 1.516:25 23.0 北北東

15:00 23.8 北北東

16:00 23.2 北北東

13:00 24.2 北北東

14:00 24.0 北北東

12:00 24.1 北北東

北北東

11:00 23.8 北北東


