
決勝一覧
ト ラ ッ ク 審 判 長 今 井 淳 史
フィールド審判長 鈴木　小枝子
招 集 所 審 判 長 門 目 誠
記 録 主 任 岩 脇 充 司

種目
小野　翼 (88) 11.02 田中　進悟 (89) 11.05 青木　健二 (88) 11.20 川内　裕太 (89) 11.26 野田　翼佐 (89) 11.36 飯高　裕暉 (92) 11.52 大西　正裕 (87) 12.99

ﾁｰﾑｱｲﾏ ﾁｰﾑｱｲﾏ 薬園台AC ﾁｰﾑｱｲﾏ 成田市陸協 千葉陸協 ﾁｰﾑｱｸｾﾙ

斎藤　聡伸 (82) 12.11 上田　圭一郎 (77) 12.13 塚本　直之 (73) 12.19 田中　雄太 (81) 12.38 藤本　幸夫 (75) 12.48 関本　憲吾 (80) 12.57 五十川　和之 (81) 13.17

千葉大ｸﾗﾌﾞ 千葉陸協 轟AC 千葉大ｸﾗﾌﾞ 千葉陸協 みちるAC 土気TFC

原　嘉保 (71) 12.12 工藤　公明 (66) 12.21 池崎　靖夫 (73) 12.26 河田　正 (62) 12.64 福島　浩恒 (68) 12.68 佐々木　勝利 (71) 12.83

柏市消防局 千葉陸協 千葉陸協 千葉大ｸﾗﾌﾞ みちるAC 幸はやぶさ

鶴田　賢 (90) 22.22 田中　進悟 (89) 22.31 長尾　雄介 (84) 22.44 野田　翼佐 (89) 23.09 中村　祐太 (86) 23.48 寺澤　英明 (93) 23.56 里舘　敬博 (88) 23.58 大西　正裕 (87) 24.75

ﾁｰﾑｱｸｾﾙ ﾁｰﾑｱｲﾏ 千葉大ｸﾗﾌﾞ 成田市陸協 AS市川 新日鐵住金君津 ﾁｰﾑｱｸｾﾙ ﾁｰﾑｱｸｾﾙ

大西　正裕 (87) 52.84 佐藤　智哉 (88) 53.04 末永　司 (99)(中2) 53.43 黒木　天士郎 (85) 54.72 鵜月　朗槙 (94) 55.62 萩原　賢人 (92) 56.21 土屋　勇太 (92) 57.07

ﾁｰﾑｱｸｾﾙ AS市川 ｸﾚﾝｻTC 千葉大ｸﾗﾌﾞ 東金市陸協 土気TFC 千葉経済大

中邨　祐貴 (90) 2:06.65 青瀧　真人 (81) 2:09.02 岡野　僚 (82) 2:10.41 佐藤　善行 (80) 2:21.76 井口　一成 (74) 2:24.03 大井　維望 (86) 2:25.80 矢村　将希 (97)(高1) 2:47.02

薬園台AC JR東日本 ﾁｰﾑｱｲﾏ JR東日本 千葉大ｸﾗﾌﾞ 柏市消防局 ｸﾚﾝｻTC

高橋　幸二 (86) 4:13.10 山本　祥平 (86) 4:13.94 齋藤　佑太 (86) 4:17.67 林　裕介 (85) 4:18.87 森田　歩夢 (94) 4:25.21 前川　周 (90) 4:25.42 藤平　祐樹 (90) 4:25.98 轟　弘光 (86) 4:31.88

千葉陸協 千葉大ｸﾗﾌﾞ JR東日本 新日鐵住金君津 轟AC 栄町陸協 JR東日本 新日鐵住金君津

渡辺　修 (81) 4:12.95 伴　卓磨 (81) 4:16.36 斉藤　禎一 (73) 4:16.64 宮原　武也 (75) 4:17.59 座間　保成 (76) 4:19.07 田﨑　敬祐 (75) 4:22.91 石野　正高 (79) 4:23.52 高畑　吉元 (71) 4:26.39

ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ CIA JR東日本 CIA 土気TFC ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ

高畑　吉元 (71) 9:29.88 田口　博昭 (73) 9:30.61 松本　浩 (73) 9:30.69 坂田　康弘 (69) 9:51.27 青木　嘉郎 (71) 10:09.15 佐々木　貴弘 (69) 10:19.13 佐藤　晃一 (72) 11:00.14 山本　吉信 (60) 11:09.81

ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ 新日鐵住金君津 船橋市陸協 成田市陸協 千葉陸協 千葉陸協 千葉大ｸﾗﾌﾞ ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ

渡邊　真明 (89) 15:44.03 高橋　幸二 (86) 15:54.82 林　裕介 (85) 15:58.55 古川　琢也 (73) 16:19.91 朝生　祐輔 (85) 16:29.76 轟　弘光 (86) 16:56.41 重本　潤 (80) 16:59.74 河崎　和也 (75) 17:01.12

柏市消防局 千葉陸協 新日鐵住金君津 ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ ﾁｰﾑｱｲﾏ 新日鐵住金君津 ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ 千葉陸協

川内　裕太 (89) 14.11 染谷　幸喜 (88) 14.82 下道　翔太 (87) 15.03 窪田　和成 (90) 16.12 鈴木　陽一 (85) 16.35 岡澤　恭平 (88) 20.61

ﾁｰﾑｱｲﾏ ﾁｰﾑｱｸｾﾙ ﾁｰﾑｱｸｾﾙ 土気TFC 土気TFC 土気TFC

ﾁｰﾑｱｸｾﾙ 42.93 千葉大ｸﾗﾌﾞ 44.05 土気TFC 45.22 薬園台AC 45.66 千葉経済大 45.98 柏市消防局 46.23 成田市陸協 47.57

林田　章紀 (87) 木野　真器 (90) 鈴木　陽一 (85) 中上　昌俊 (86) 土屋　勇太 (92) 川原　達也 (88) 野田　翼佐 (89)

鶴田　賢 (90) 吉原　良大 (89) 島田　喜文 (84) 千賀　陽介 (88) 清水　龍樹 (92) 原　嘉保 (71) 大野　祐人 (92)

大西　正裕 (87) 長尾　雄介 (84) 岡澤　恭平 (88) 山元　一矢 (92) 林　麟太郎 (94) 原　拓美 (87) 中岡　勇之 (94)

井口　広之 (92) 飯島　篤史 (82) 小池　陽 (89) 青木　健二 (88) 小林　洋輝 (92) 吉田　直 (85) 石井　辰弥 (91)

千葉大ｸﾗﾌﾞ 3:27.05 薬園台AC 3:37.19 土気TFC 3:40.20 ﾁｰﾑｱｸｾﾙ 3:43.47 JR東日本 3:47.80 成田市陸協 3:55.65

吉原　良大 (89) 山元　一矢 (92) 島田　喜文 (84) 里舘　敬博 (88) 萩野　勝也 (80) 大野　祐人 (92)

長尾　雄介 (84) 中邨　祐貴 (90) 鈴木　陽一 (85) 染谷　幸喜 (88) 藤平　祐樹 (90) 野田　翼佐 (89)

斎藤　聡伸 (82) 千賀　陽介 (88) 萩原　賢人 (92) 林田　章紀 (87) 齋藤　佑太 (86) 石井　辰弥 (91)

飯島　篤史 (82) 青木　健二 (88) 小池　陽 (89) 知念　雄 (90) 青瀧　真人 (81) 坂田　康弘 (69)

宮沢　真人 (93) 1m98 岩瀬　康平 (95) 1m85 藤田　勝也 (89) 1m80 恩田　崇志 (85) 1m80 中岡　勇之 (94) 1m75 窪田　和成 (90) 1m70

ﾁｰﾑｱｲﾏ KTC ﾁｰﾑｱｸｾﾙ 薬園台AC 成田市陸協 土気TFC

藤田　勝也 (89) 7m06 鵜澤　勝彦 (78) 7m03 吉原　良大 (89) 6m94 恩田　崇志 (85) 6m76 島田　喜文 (84) 6m67 飯島　篤史 (82) 6m59 下道　翔太 (87) 6m31 鶴田　賢 (90) 6m05

ﾁｰﾑｱｸｾﾙ (+0.1) みちるAC (0.0) 千葉大ｸﾗﾌﾞ (0.0) 薬園台AC (-0.2) 土気TFC (0.0) 千葉大ｸﾗﾌﾞ (0.0) ﾁｰﾑｱｸｾﾙ (+0.4) ﾁｰﾑｱｸｾﾙ (+0.2)

藤田　勝也 (89) 15m26 島田　喜文 (84) 14m02 恩田　崇志 (85) 13m04 窪田　和成 (90) 11m78 宮沢　真人 (93) 11m72 工藤　公明 (66) 11m24

ﾁｰﾑｱｸｾﾙ (-0.1) 土気TFC (-0.5) 薬園台AC (-0.7) 土気TFC (-0.2) ﾁｰﾑｱｲﾏ (-0.9) 千葉陸協 (-0.3)

井上　将憲 (72) 11m97 近藤　良二 (72) 10m29 青柳　規昭 (70) 9m52 高橋　実 (71) 9m06 木村　和弘 (70) 8m64 山田　良一 (66) 8m58 佐藤　広史 (59) 8m10

ｸﾚﾝｻTC 千葉大ｸﾗﾌﾞ 幸はやぶさ 千葉陸協 東金市陸協 千葉大ｸﾗﾌﾞ 千葉大ｸﾗﾌﾞ

知念　雄 (90) 13m73 染谷　幸喜 (88) 11m93 林田　章紀 (87) 11m18 斎藤　聡伸 (82) 11m08 石井　辰弥 (91) 10m99 飯島　篤史 (82) 10m98 小池　陽 (89) 10m87 古池　伸哉 (89) 10m49

ﾁｰﾑｱｸｾﾙ ﾁｰﾑｱｸｾﾙ ﾁｰﾑｱｸｾﾙ 千葉大ｸﾗﾌﾞ 成田市陸協 千葉大ｸﾗﾌﾞ 土気TFC 薬園台AC

知念　雄 (90) 43m14 瀬下　善教 (82) 42m34 染谷　幸喜 (88) 36m28 飯島　篤史 (82) 34m74 塙　幸雄 (71) 34m23 林田　章紀 (87) 31m54 廣瀬　健一 (89) 31m53 青木　健二 (88) 31m12

ﾁｰﾑｱｸｾﾙ 千葉陸協 ﾁｰﾑｱｸｾﾙ 千葉大ｸﾗﾌﾞ 千葉陸協 ﾁｰﾑｱｸｾﾙ ﾁｰﾑｱｲﾏ 薬園台AC

廣瀬　健一 (89) 58m61 知念　雄 (90) 54m85 中澤　直彦 (85) 46m14 瀬下　善教 (82) 42m33 林　英昭 (55) 38m37 島田　亮 (87) 36m52 高橋　実 (71) 30m28 斎藤　聡伸 (82) 25m36

ﾁｰﾑｱｲﾏ ﾁｰﾑｱｸｾﾙ みちるAC 千葉陸協 松戸陸協 土気TFC 千葉陸協 千葉大ｸﾗﾌﾞ

熊谷　直樹 (87) 59m76 新谷　政作 (92) 54m24 小池　陽 (89) 53m02 林田　章紀 (87) 49m42 大樂　雅弘 (93) 48m09 鶴田　賢 (90) 43m65 石井　辰弥 (91) 43m05 小畑　大樹 (87) 42m96

ﾁｰﾑｱｸｾﾙ 千葉陸協 土気TFC ﾁｰﾑｱｸｾﾙ みちるAC ﾁｰﾑｱｸｾﾙ 成田市陸協 千葉陸協

一般男子円盤投
(2.00kg)

一般男子ハンマー投
(7.260kg)

一般男子やり投
(800g)

一般男子三段跳

４０歳以上男子砲丸
投(6.00kg)

一般男子砲丸投
(7.26kg)

一般男子4X100mR

一般男子走幅跳

一般男子4X400mR

一般男子走高跳

４０歳以上男子
3000m

一般男子5000m

一般男子110mH
(1.067m)　風：+1.5

一般男子800m

一般男子1500m

３０歳以上男子
1500m

４０歳以上男子100m
風：+0.3

一般男子200m
風：+0.4

一般男子400m

３０歳以上男子100m
風：+0.1

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

一般男子100m
風：+0.1
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種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
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玉城　美鈴 (91) 12.62 青野　杏子 (89) 12.98 安田　志織 (98)(中3) 13.18 河野　優香 (99)(中3) 13.38 木下　七虹 (99)(中2) 13.67 佐々木　愛里 (91) 13.76 山中　千鶴 (94) 14.17 石田　ゆうな (00)(中1) 15.18

ｸﾚﾝｻTC 千葉大ｸﾗﾌﾞ みちるAC みちるAC みちるAC 成田市陸協 みちるAC 轟AC

青野　杏子 (89) 26.98 小溝　茜里 (99)(中2) 27.48 梶原　美紀 (99)(中2) 29.39 山中　千鶴 (94) 29.43 栗田　美奈子 (76) 31.76 宇井　菜那 (77) 34.62

千葉大ｸﾗﾌﾞ みちるAC 轟AC みちるAC ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ ひかりAC

四海　乃彩 (98)(中3) 2:24.19 伊東　明日香 (99)(中2) 2:24.64 河瀬　桃香 (93) 2:24.88 小林　史絵 (89) 2:38.32 丸山　真依 (00)(中1) 2:42.34 桜井　未来 (93) 2:46.63 工藤　花純 (93) 2:48.30 栗田　美奈子 (76) 3:08.85

轟AC 轟AC 千葉陸協 成田市陸協 轟AC 成田市陸協 成田市陸協 ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ

竹内　沙知 (86) 19:29.56 木村　沙希 (89) 29:47.16

千葉大ｸﾗﾌﾞ 土気TFC

みちるAC 52.00 轟AC 57.27 成田市陸協 58.97 土気TFC 1:01.62

木下　七虹 (99)(中2) 丸山　真依 (00)(中1) 小林　史絵 (89) 仲田　梨絵 (91)

安田　志織 (98)(中3) 石田　ゆうな (00)(中1) 佐々木　愛里 (91) 中村　彩乃 (89)

河野　優香 (99)(中3) 鴻巣　萌 (00)(中1) 角田　茉優 (91) 木村　沙希 (89)

小溝　茜里 (99)(中2) 梶原　美紀 (99)(中2) 桜井　未来 (93) 米澤　裕香里 (92)

鈴木　里穂 (91) 1m40

ﾘｰﾀﾞｰｽｸﾗﾌﾞ

青野　杏子 (89) 5m13 中村　彩乃 (89) 4m23 田仲　瑞樹 (97) 4m11 竹山　舞 (87) 3m74 仲田　梨絵 (91) 3m70

千葉大ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 土気TFC (+0.2) ｸﾚﾝｻTC (+0.9) 土気TFC (0.0) 土気TFC (+0.7)

鈴木　里穂 (91) 8m03 米澤　裕香里 (92) 6m84 青木　彩香 (85) 5m54

ﾘｰﾀﾞｰｽｸﾗﾌﾞ 土気TFC 薬園台AC

米澤　裕香里 (92) 35m37 中村　彩乃 (89) 25m68 木村　沙希 (89) 16m62

土気TFC 土気TFC 土気TFC

男女総合
対校得点

ﾁｰﾑｱｸｾﾙ 133点 千葉大ｸﾗﾌﾞ 123点 土気TFC 117点 ﾁｰﾑｱｲﾏ 63点 みちるAC 63点 薬円台AC 50点 成田市陸協 48点 轟AC 47点

一般女子やり投
(600g)

一般女子走幅跳

一般女子砲丸投
(4.00kg)

一般女子5000m

一般女子4X100mR

一般女子走高跳

一般女子100m
風：+1.1

一般女子200m
風：+0.3

一般女子800m


