
No  1
平成２５年１０月１２日(土) 予選・準決勝・決勝記録表(男子)
 

２０１３千葉県陸上競技秋季記録会 13120312

　千葉陸上競技協会 ｺｰﾄﾞ12 121010
於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付
　１組 鏑木　大樹 (95)(3) 11.21 角田　航平 (96)(2) 11.38 小澤　孟士 (97)(2) 11.38 伏見　亮 (95)(3) 11.52 志賀　大海 (95)(3) 11.66 伊藤　純一 (75) 飯田　敬介 (94)(1) 三浦　慧梧 (97)(2)

10/12 １００ｍ 風:  -2.3 *TK DNF DNS DNS
　２組 関谷　涼 (96)(2) 11.44 伊東　麟大 (96)(2) 11.47 渡部　丈一郎 (97)(1) 11.62 鹿内　翔太 (96)(3) 11.66 五木田　好佑 (96)(2) 11.74 酢﨑　充洋 (95)(3) 小澤　優太 (97)(1) 穴澤　幸司 (95)(3)

風:  -1.8 DNS DNS DNS
　３組 田子　大輔 (93) 11.33 荻野　慎也 (97)(1) 11.65 岡勢　悠生 (97)(1) 11.71 田中　健太郎 (96)(2) 11.84 杉山　裕行 (96)(2) 11.87 長尾　貴将 (96)(2) 11.90 高宮　和哉 (92)(2) 12.03 武田　航季 (96)(2)

風:  -3.1 DNS
　４組 笠原　大暉 (97)(1) 11.25 宮山　翔 (90) 11.40 安井　健太郎 (96)(2) 11.52 桑原　駿 (96)(2) 11.61 小澤　俊 (96)(2) 11.68 木村　克徳 (95)(3) 11.87 八代　力 (96)(2) 青木　健二 (88)

風:  -1.3 DNS DNS
　５組 平島　春信 (97)(1) 11.53 小嶋　和磨 (96)(2) 11.66 安達　將博 (96)(2) 11.76 清水　悠二朗 (93) 11.78 松永　康太朗 (97)(1) 11.83 星　航 (96)(2) 11.84 小澤　尚輝 (97)(2) 12.18 菅野　秀一 (96)(3) 12.22

風:  -3.9

　６組 髙橋　直也 (97)(1) 11.93 白石　侑己 (97)(1) 11.97 中原　洋 (90)(4) 12.02 菊池　涼介 (97)(1) 12.04 大竹　亮太朗 (96)(2) 12.07 中臺　紳太郎 (96)(2) 12.10 笠松　勇志 (97)(1) 12.24 笹村　優 (96)(2) 12.25
風:  -4.4

　７組 伊藤　太一 (97)(2) 11.67 福留　隆一 (97)(1) 11.86 譜久里　颯 (98)(1) 11.88 向後　直樹 (96)(2) 12.01 弘瀬　敦 (96)(2) 12.21 甲斐　心皓 (97)(1) 12.25 岡部　洸太 (97)(1) 中村　裕太 (96)(2)

風:  -3.7 DNS DNS
1) 2) 3) 4) 5) 6) 6) 8)

　８組 栗原　直也 (96)(2) 11.74 明石　凌輝 (97)(1) 11.87 武藤　匠 (96)(2) 11.91 坂口　龍輝 (96)(2) 12.04 日紫喜　大輝 (95)(3) 12.17 宮内　聖也 (96)(2) 12.19 小笠原　雄介 (93) 12.19 筒井　健史 (96)(2) 12.24
風:  -2.7 *TL *TL

　９組 野村　尭弘 (96)(2) 11.78 本吉　広武 (96)(2) 11.86 浦田　舜也 (96)(2) 11.96 吉澤　宏紀 (96)(2) 12.03 鈴木　陽大 (96)(2) 12.05 安藤　琢人 (97)(1) 12.06 小川　誠也 (97)(1) 12.22 古谷　樹 (96)(2)

風:  -3.2 DNS
１０組 和山　太成 (96)(2) 11.53 古川　敦也 (96)(2) 11.82 菅原　一也 (96)(2) 11.83 宮本　健太 (97)(1) 11.83 村上　慧 (96)(2) 11.85 星　雄太 (96)(2) 12.06 斉藤　和輝 (96)(2) 12.21 山本　竜矢 (88) 12.30

風:  -1.1 *TK
１１組 北田　雅輝 (96)(2) 11.52 武石　拓弥 (96)(2) 11.69 漣　豊理 (98)(1) 11.81 福原　竜輝 (96)(2) 11.84 北田　光輝 (97)(1) 11.91 藤崎　真也 (97)(1) 12.09 渡辺　将太 (96)(2) 12.15 秋元　颯平 (96)(2) 12.43

風:  -1.2

１２組 鴇田　穂高 (96)(2) 11.53 德田　丞 (97)(1) 11.91 伊藤　楓真 (96)(2) 12.01 本吉　駿也 (96)(2) 12.06 土橋　隼人 (96)(2) 12.14 小倉　岳哉 (96)(2) 12.25 山口　真哉 (97)(1) 12.33 河崎　清美 (96)(2) 12.35
風:  -2.1

１３組 漣　和留 (98)(1) 12.11 清水　庸義 (92) 12.12 目黒　貴大 (96)(2) 12.22 青木　直也 (96)(2) 12.27 石田　翔 (97)(1) 12.33 池田　篤哉 (98)(1) 12.49 山田　太樹 (96)(2) 13.15 安田　光栄 (97)(1)

風:  -5.7 DNS
１４組 湯原　健太郎 (96)(2) 12.02 松井　喬 (96)(2) 12.09 栗原　健 (97)(2) 12.19 岩田　直也 (96)(2) 12.29 増本　壮一郎 (97)(1) 12.46 越川　響 (97)(1) 12.52 米倉　透矢 (97)(1) 12.90 小林　真弥 (96)(2)

風:  -4.5 DNS
１５組 関根　翔 (96)(2) 11.78 上原　弘嵩 (97)(1) 12.07 村川　育 (97)(1) 12.16 永田　拓也 (97)(1) 12.21 三島　遼也 (96)(2) 12.24 小茂田　有太 (96)(2) 12.29 園部　貴史 (96)(2) 12.99 寺門　稔弘 (96)(2)

風:  -1.7 DNS
１６組 長井　聖那 (96)(2) 11.58 塩見　宏人 (97)(1) 11.62 栗原　美哉 (96)(2) 11.89 鈴木　圭祐 (96)(2) 11.99 岡村　聖士 (97)(1) 12.00 吉田　隆晟 (95)(3) 12.12 杉田　恭介 (97)(1) 12.14 木村　大樹 (95)(3) 12.25

風:  -1.3

１７組 鎌形　尚輝 (97)(1) 11.81 川崎　涼馬 (96)(2) 12.03 菊池　駿平 (97)(2) 12.12 渡部　慶彦 (96)(2) 12.13 中山　清廉 (96)(2) 12.22 長野　滉平 (96)(2) 12.22 坂巻　克哉 (97)(1) 12.39 日高　大生 (96)(2)

風:  -3.3 *TK DNS
１８組 長　朗連 (97)(2) 11.73 小笹　大樹 (96)(2) 11.98 石田　航太 (97)(1) 11.99 若狭　智也 (97)(1) 12.00 齊藤　恭史 (96)(2) 12.04 小川　竜輝 (97)(2) 12.09 嶋田　勇大 (98)(1) 12.14 船津　輝行 (97)(2) 12.45

風:  -2.6

１９組 倉永　一輝 (98)(1) 11.99 中西　龍一 (97)(1) 12.02 堺　唯央 (96)(2) 12.04 五十嵐　康平 (98)(1) 12.04 宍倉　広海 (97)(1) 12.15 中島　良太 (97)(1) 12.20 栗原　榛希 (98)(1) 12.23 大澤　滉太 (97)(1) 12.27
風:  -1.0 *TK

２０組 御園　勇弥 (97)(1) 12.13 大屋　泰聖 (96)(2) 12.19 安齊　駿 (97)(1) 12.22 染谷　健太 (97)(1) 12.28 石橋　航希 (96)(2) 12.42 高市　恵汰 (96)(2) 12.47 保志　尚宏 (91)(3) 12.56 大竹　颯也 (97)(1) 12.74
風:  -3.7

２１組 伯ヶ部　晃輔 (97)(1) 11.73 河田　悠一 (96)(2) 11.91 木村　大紀 (96)(2) 12.06 平山　豪己 (96)(2) 12.08 植草　大将 (96)(2) 12.11 青柿　亮太 (96)(2) 12.12 照屋　海人 (97)(1) 12.27 岸本　勇輝 (98)(1)

風:  -0.8 DNS
２２組 小林　宏晃 (97)(1) 12.24 小河　希 (97)(1) 12.24 小田　和明 (96)(2) 12.33 岡崎　晃太 (96)(2) 12.47 庄司　聖 (97)(1) 12.55 舘向　俊 (98)(1) 12.60 平井　俊太 (96)(2) 12.85 石井　将敬 (97)(1) 13.19

風:  -2.9 *TL *TL
２３組 木村　直哉 (96)(2) 11.80 佐野　拓海 (97)(1) 11.87 山崎　洋 (96)(2) 11.99 伊能　那享 (96)(2) 12.02 黒田　大地 (97)(1) 12.06 綾部　椋太 (96)(2) 12.14 小嶋　光 (96)(2) 12.21 大熊　一輝 (97)(1) 12.45

風:  -2.7

２４組 古矢　祥一朗 (97)(2) 11.83 田中　伶 (97)(1) 11.95 伊藤　和也 (96)(2) 12.01 堀江　辰也 (96)(2) 12.15 藤戸　克己 (96)(2) 12.17 清水　悠平 (97)(1) 12.24 ﾜﾝｽﾘｽｸ ﾊﾟﾉﾜ (96)(2) 12.35 堀川　晴海 (95)(3)

風:  -1.6 DNS
２５組 青山　拓未 (97)(2) 12.41 根本　虹汰 (97)(1) 12.56 千葉　圭太 (97)(2) 12.79 川崎　拓馬 (96)(2) 中邨　一希 (96)(2) 吉田　隆 (97)(1) 高田　諒也 (97)(1) 和賀井　燦円 (96)(2)

風:  -1.5 DNS DNS DNS DNS DNS
２６組 坂下　賢斗 (97)(1) 12.26 高野　将之 (97)(1) 12.37 黑木　大輔 (97)(1) 12.48 中台　将哉 (97)(1) 12.57 竹縄　勝 (96)(2) 12.57 川崎　大輝 (97)(1) 12.69 伊藤　隼 (96)(2) 12.71 河上　静真 (96)(2)

風:  -4.3 *TK DNS
２７組 宇都宮　英斗 (97)(1) 12.02 釘本　道正 (97)(1) 12.10 磯目　優人 (97)(1) 12.24 冨田　湧哉 (97)(1) 12.42 千葉　昂星 (96)(2) 12.50 近藤　翔 (97)(1) 12.62 伊藤　洋平 (97)(1) 12.69 内山　潤一 (97)(1) 12.70

風:  -1.2

２８組 藤田　洸介 (97)(1) 12.00 坂本　隆太 (96)(2) 12.01 市来　陸 (97)(1) 12.18 和田　直也 (96)(2) 12.20 秋葉　脩平 () 12.22 冨田　勝太 (98)(1) 12.42 髙橋　伸豪 (96)(2) 12.49 永石　純也 (97)(1) 12.61
風:  -2.3

２９組 熊倉　甚 (96)(2) 12.42 古川　翔太 (98)(1) 12.45 平野　拓斗 (96)(2) 12.49 豊方　利昌 (96)(2) 12.54 木村　拓弥 (97)(1) 12.73 宮澤　侑伍 (97)(1) 12.90 村　勇志 (97)(2) 12.91 行木　勝哉 (96)(2) 12.96
風:  -3.6

船橋啓明高 市立銚子高松戸国際高 佐倉高 千葉西高 千葉東高 千葉黎明高 八千代高

千葉経済大附高 大原高

検見川高 館山総合高 松戸六実高 佐倉高 市川昴高 柏日体高 千葉東高 磯辺高

柏南高 東金高 柏陵高 千葉明徳高 千葉工大 野田中央高

千葉西高 千葉南高

千葉西高 千葉南高 市立松戸高 柏の葉高 柏陵高 千葉商高 八千代西高 千葉経済大附高

千葉黎明高 木更津総合高 松戸六実高 八千代西高 野田中央高 千葉商大附高

柏の葉高 柏日体高

佐倉高 東京学館高 敬愛学園高 志学館高 船橋東高 野田中央高 八千代高 芝浦工大柏高

柏高 四街道高 市立柏高 八街高 木更津高専 市立稲毛高

船橋高 佐倉南高

船橋東高 千葉商高 姉崎高 佐原白楊高 市立稲毛高 柏陵高 松戸六実高 千葉南高

東海大望洋高 千葉東高 柏南高 磯辺高 大原高 船橋啓明高

千葉黎明高 柏陵高

東海大望洋高 船橋東高 芝浦工大柏高 柏の葉高 佐倉南高 千葉東高 千葉工大 桜林高

東海大望洋高 柏の葉高 市立松戸高 柏南高 千葉経済大附高 松戸六実高

桜林高 船橋高

千葉西高 柏日体高 検見川高 市立稲毛高 四街道高 松戸六実高 桜林高 八千代高

小見川高 市立稲毛高 千葉南高 千葉東高 松戸高 松戸国際高

千葉高 市立柏高

千葉南高 東海大望洋高 四街道高 千葉東高 市立松戸高 柏日体高 成田国際高 鎌ヶ谷西高

君津高 専修大松戸高 安房高 東海大望洋高 市立松戸高 大原高

千葉高 安房高

松戸六実高 君津高 東海大望洋高 佐倉高 船橋啓明高 千葉黎明高 千葉高 柏日体高

市立松戸高 中央大 木更津総合高 千葉黎明高 佐倉南高 津田沼高

大原高 津田沼高

木更津高 松戸六実高 東海大望洋高 千葉敬愛高 磯辺高 敬愛学園高 大原高 津田沼高

東海大望洋高 市立柏高 市立松戸高 市立船橋高 桜林高 東京学館高

津田沼高 市立松戸高

市立松戸高 東海大望洋高 松戸六実高 専修大松戸高 千葉東高 船橋高 千葉高 順大OB･OGｸﾗﾌﾞ

東海大望洋高 木更津高 姉崎高 八千代高 安房高 大原高

鎌ヶ谷西高 柏南高

市立松戸高 市立船橋高 柏南高 津田沼高 東海大望洋高 市立銚子高 明大同好会 桜林高

市立松戸高 姉崎高 市立船橋高 東京学館高 野田中央高 千葉高

千葉高 柏日体高

大原高 市立船橋高 東京大 芝浦工大柏高 東海大望洋高 千葉西高 柏日体高 桜林高

東海大望洋高 千葉黎明高 芝浦工大柏高 中央学院大 検見川高 市立船橋高

千葉商科大 東京学館高

船橋高 千葉陸協 千葉南高 成田国際高 市立銚子高 東海大望洋高 東京学館高 薬園台AC

市原陸協 市立船橋高 千葉黎明高 木更津高 柏南高 千葉高

国際武道大 柏高

市立船橋高 木更津総合高 千葉黎明高 船橋啓明高 松戸高 東京学館高 千葉南高 桜林高

専修大松戸高 市立柏高 東京学館高 東京学館高 柏日体高 AS市川

種目

主　催

５

大    会コード：

競技場コード：

６ ７ ８１ ２ ３ ４

凡例
*TK :着差あり，*TL：着差なし，*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



No  2
平成２５年１０月１２日(土) 予選・準決勝・決勝記録表(男子)
 

２０１３千葉県陸上競技秋季記録会 13120312

　千葉陸上競技協会 ｺｰﾄﾞ12 121010
於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付 種目

主　催

５

大    会コード：

競技場コード：

６ ７ ８１ ２ ３ ４

３０組 菅原　雅史 (96)(2) 12.14 早野　貴道 (96)(2) 12.39 中村　礁吾 (96)(2) 12.52 鈴木　翔吾 (96)(2) 12.59 武田　真吾 (96)(2) 12.60 野澤　貴洋 (97)(1) 13.02 須藤　大貴 (97)(1) 13.12 小川　翔也 (96)(2)

10/12 １００ｍ 風:  -2.4 DNS
３１組 池田　直貴 (97)(1) 11.85 箱崎　隆也 (97)(1) 12.03 宮本　祐輔 (97)(2) 12.16 海老　歩 (96)(2) 12.48 新開　椋太 (97)(1) 12.80 鶴岡　隆広 (96)(2) 朝倉　慧 (97)(2) 高橋　昂久 (91)(4)

風:  -1.0 DNS DNS DNS
３２組 築地　大輝 (97)(1) 12.16 髙橋　泰裕 (97)(1) 12.28 泉田　悠 (97)(1) 12.28 三浦　和樹 (97)(1) 12.38 加藤　竜太朗 (97)(1) 12.42 東　亮 (97)(1) 12.70 吉川　祐樹 (98)(1) 13.03 鈴木　陽一 (85)

風:  -2.9 *TK DNS
３３組 渡邉　翔太郎 (97)(1) 12.10 ﾑﾊﾐﾄﾞ　ｱﾎﾏﾄﾞ (97)(1) 12.19 三宅　優斗 (98)(1) 12.20 小林　大亮 (96)(2) 12.27 佐々木　駿 (97)(1) 12.37 佐藤　俊平 (97)(2) 12.51 鈴木　雄大 (98)(1) 12.53 藤井　才暉 (97)(1)

風:  -1.4 DNS
３４組 古本　久志 (96)(2) 11.95 瀬谷　光洋 (96)(2) 12.21 坂下　耕作 (97)(1) 12.21 山本　裕樹 (97)(1) 12.24 山本　光祐 (97)(1) 12.52 高橋　瑞希 (97)(1) 12.56 加藤　拓真 (96)(2) 12.76 伏見　颯斗 (98)(3) 12.82

風:  -0.9 *TK
３５組 上村　亮太 (97)(1) 12.46 塚田　航平 (98)(1) 12.55 渋谷　翼 (96)(2) 12.56 押田　卓也 (97)(1) 12.59 上田　圭一郎 (77) 12.60 工藤　公明 (66) 12.68 毛呂　匠吾 (97)(1) 12.87 大學　幸輝 (97)(2) 13.15

風:  -1.8

３６組 田中　悠太郎 (97)(1) 12.12 石坂　龍平 (97)(1) 12.26 成田　拓朗 (97)(2) 12.36 渡邉　颯 (98)(1) 12.54 中根　寛志 (97)(1) 12.91 木内　尋斗 (97)(1) 13.19 田村　孝太 (97)(2) 浅野　拓斗 (97)(1)

風:  -1.8 DNS DNS
３７組 工藤　竣平 (97)(2) 12.08 西﨑　賢 (96)(2) 12.10 藤波　篤 (96)(2) 12.12 齊藤　楽 (97)(1) 12.25 髙橋　知樹 (97)(1) 12.54 内田　颯人 (97)(2) 12.58 渡邊　秀 (97)(2) 鴇﨑　信 (98)(1)

風:  -0.1 DNS DNS
３８組 南田　隆宏 (96)(2) 11.99 ﾀﾊﾗ ｶｲﾌﾞﾙﾉ (97)(1) 12.03 石野　寿樹 (97)(1) 12.15 榎本　隆之介 (96)(2) 12.18 髙橋　智輝 (96)(2) 12.44 竹田　遼司 (96)(2) 12.48 村山　虹輝 (97)(1) 12.73 内田　晃弘 (97)(2)

風:  -1.2 DNS
３９組 鳥越　健 (98)(1) 12.45 佐々木　肇 (96)(2) 12.45 宮尾　友啓 (96)(2) 12.58 西郷　晃 (96)(2) 12.63 阿久津　久斗 (97)(1) 12.67 佐藤　佳弘 (97)(1) 12.82 佐久間　涼太 (96)(2) 12.93 武藤　大地 (97)(1) 13.05

風:  -1.1 *TL *TL
４０組 鈴木　幹太朗 (97)(1) 12.02 柵木　達也 (97)(1) 12.21 安藤　亮太 (97)(1) 12.23 吉田　快 (97)(1) 12.27 阿部　岬希 (97)(1) 12.35 岡谷　拓海 (97)(1) 12.42 山中　裕樹 (96)(2) 12.47 吉原　有哉 (96)(2) 12.55

風:  -0.5

４１組 久松　瀬名 (97)(1) 12.76 小寺　貴大 (97)(1) 13.01 岡庭　和輝 (98)(1) 13.08 福岡　和輝 (96)(2) 13.19 石橋　広登 (97)(1) 13.46 杉本　翔太 (98)(1) 13.71 煤賀　玲臣 (97)(1) 大内　和起 (97)(1)

風:  -6.4 DNS DNS
４２組 琴寄　貫太 (97)(2) 12.74 高坂　恭平 (96)(2) 12.80 中山　雄大 (98)(1) 12.81 安東　秀憲 (96)(2) 12.88 嶋﨑　翔 (98)(1) 12.90 山﨑　智也 (97)(1) 12.93 鴨志田　尚樹 (96)(2) 13.27 吉原　大貴 (98)(1)

風:  -2.7 鎌ヶ谷西高 市原中央高 柏日体高 柏陵高 佐原白楊高 東総工高 東京学館高 千葉明徳高 DNS
４３組 寺岡　賢人 (96)(3) 12.30 川西　健太 (96)(2) 12.48 太田　怜於 (95)(3) 12.58 矢内　智也 (97)(1) 12.68 熊澤　吉鷹 (95)(3) 12.68 米澤　翔太 (97)(1) 12.72 藤本　幸夫 (75) 12.89 石上　直輝 (97)(1)

風:  -1.5 千葉明徳高 佐倉高 柏日体高 君津高 館山総合高 *TK 千葉西高 千葉陸協 柏陵高 DNS
４４組 磯野　航一 (97)(1) 12.55 栗林　友哉 (97)(1) 12.64 小関　龍人 (97)(1) 12.73 小川　俊 (97)(1) 12.98 宇井　友祐 (97)(1) 13.00 笠見　航也 (97)(1) 13.02 橘　秀真 (96)(2) 13.70 鈴木　雄哉 (97)(1)

風:  -1.9 長生高 千葉敬愛高 千葉学芸高 佐倉高 東京学館高 野田中央高 千葉西高 市立松戸高 DNS
４５組 窪田　海斗 (97)(1) 12.21 角谷　拓海 (97)(1) 12.47 市原　光佑 (97)(1) 12.52 油橋　孝二 (98)(1) 12.57 佐藤　佳祐 (97)(1) 12.91 渡邊　拡章 (97)(1) 12.94 前田　幸平 (97)(1) 12.97 新井　拓磨 (97)(1)

風:  -1.0 市立稲毛高 野田中央高 千葉西高 長生高 千葉南高 芝浦工大柏高 佐倉高 柏日体高 DNS
４６組 根橋　拓也 (97)(1) 12.48 太田　聖 (97)(2) 12.62 山名　晃貴 (97)(1) 12.66 牧垣　洸樹 (97)(1) 12.73 古田　楓馬 (97)(1) 12.95 宮川　遼也 (97)(1) 13.13 鏡　智博 (94)(2) 佐々木　渉 (97)(1)

風:  -2.7 柏日体高 市原中央高 船橋東高 昭和学院高 成田国際高 東金高 千葉工大 DNS 市立柏高 DNS
４７組 中村　快 (97)(1) 12.63 松本　日向太 (97)(1) 12.67 宮内　航希 (97)(1) 12.81 小林　潤平 (97)(1) 12.82 佐久間　優樹 (97)(1) 12.88 田島　颯人 (97)(1) 12.97 岡　拓哉 (97)(2) 12.97 柏木　司 (97)(1) 12.97

風:  -1.7 芝浦工大柏高 姉崎高 鎌ヶ谷西高 千葉商大附高 志学館高 千葉経済大附高 船橋東高 *TK,*TL 市立柏高 *TL
４８組 押尾　敦弥 (97)(1) 12.35 小倉　光正 (97)(2) 12.46 金子　宗司 (96)(2) 12.98 布施　忠晃 (85) 13.05 田中　敦士 (78) 13.31 篠塚　優斗 (97)(1) 仲田　寛人 (97)(2) 八代　海 (97)(2)

風:  -2.2 佐倉南高 市原中央高 柏日体高 薬園台AC 千葉陸協 船橋東高 DNS 千葉商高 DNS 志学館高 DNS
４９組 金子　拓海 (97)(1) 12.64 西塚　直樹 (97)(1) 12.79 片柳　智哉 (97)(1) 12.79 永田　瑚詩 (97)(1) 12.96 鈴木　祐 (97)(1) 13.13 野部　智希 (97)(1) 13.17 國分　和樹 (97)(1) 13.63 大津　空良 (97)(1)

風:  -2.1 千葉西高 佐倉南高 長生高 *TK 千葉東高 松戸国際高 柏陵高 八千代西高 泉高 DNS
５０組 松本　誠也 (97)(1) 12.49 齋藤　蒼惟 (97)(1) 12.64 尾崎　将伍 (97)(1) 12.77 冨田　将平 (97)(1) 12.86 桑原　滉 (96)(2) 12.96 田口　大貴 (97)(1) 13.06 黒川　託廊 (97)(1) 小林　憲人 (97)(1)

風:  -1.2 柏南高 千城台高 木更津総合高 長生高 佐倉高 船橋高 千葉東高 DNS 八千代高 DNS
５１組 高橋　尚也 (97)(1) 12.64 荒井　一暢 (97)(1) 12.92 髙橋　和也 (97)(1) 12.93 佐藤　恒希 (97)(1) 13.09 安達　勇太 (97)(1) 13.11 西本　昂樹 (97)(1) 13.25 高橋　健太 (97)(1) 13.28

風:  -1.8 姉崎高 千葉東高 柏陵高 佐倉南高 柏の葉高 船橋高 四街道北高
５２組 浅野　雅也 (97)(1) 12.79 荒井　啓裕 (97)(1) 13.06 植草　達弥 (97)(1) 13.07 丸　裕基 (98)(1) 13.14 山田　匡柄 (97)(1) 13.36 内田　晃史 (97)(2) 13.62 田中　圭一郎 (96)(2)

風:  -3.0 姉崎高 柏の葉高 千城台高 東京学館船橋高 佐倉南高 昭和学院高 千葉西高 DNS
５３組 野中　宏樹 (92)(3) 11.72 鮎澤　一輝 (97)(1) 13.22 難波　翔一 (97)(1) 13.65 加藤　大貴 (96)(2) 13.82 永井　大智 (00)(中1 15.73 中西　夏良 (97)(1) 杉木　大樹 (97)(1)

風:  -3.8 国際武道大 千葉経済大附高 千葉東高 泉高 市立稲毛高附中 市立稲毛高 DNS 昭和学院高 DNS
５４組 片山　千智 (92)(3) 11.96 乾　虎太郎 (98)(中3 12.67 濱田　拓海 (97)(1) 13.18 若山　優也 (97)(1) 13.44 河野　達也 (97)(1) 13.48 岡本　裕作 (97)(1) 14.38 中島　一 (97)(1)

風:  -2.9 国際武道大 市立稲毛高附中 千城台高 昭和学院高 千葉西高 柏南高 泉高 DNS
５５組 古川　翔一 (98)(中3 12.59 平　駿輝 (96)(2) 12.85 毛塚　敬通 (97)(1) 14.35 中臺　瞭太 (97)(1) 14.39 布施　透真 (97)(1) 山口　拓也 (94)(1) 出沼　慶蔵 (97)(1)

風:  -1.6 市立稲毛高附中 昭和学院高 我孫子東高 千城台高 泉高 DNS 国際武道大 DNS 清水高 DNS
５６組 須田　直倫 (96)(2) 12.50 藤村　彰宏 (98)(1) 13.38 浅野　隆成 (97)(1) 13.41 真田　尚樹 (97)(1) 13.47 小林　修一 (97)(1) 13.67 坪井　渉馬 (98)(1) 14.33 土屋　健太 (00)(中1 17.60

風:  -3.1 市立稲毛高 柏の葉高 四街道高 千葉商大附高 千葉経済大附高 昭和学院高 市立稲毛高附中
　１組 米崎　輝 (93)(2) 49.62 鈴木　太郎 (93) 49.84 菊池　涼介 (97)(1) 50.74 福留　隆一 (97)(1) 51.37 川村　雅俊 (97)(1) 52.22 本吉　広武 (96)(2) 52.32 飯沼　政士郎 (96)(2) 57.68 野村　岳人 (96)(2)

10/12 ４００ｍ DNS
　２組 田原　駿斗 (96)(2) 49.85 小澤　俊 (96)(2) 50.43 武田　航季 (96)(2) 51.47 川崎　涼馬 (96)(2) 51.71 桑原　佑弥 (92) 52.47 山野　真拓 (96)(2) 52.57 杉山　裕行 (96)(2) 54.35 川崎　拓馬 (96)(2)

DNS
　３組 古川　敦也 (96)(2) 50.51 鹿内　翔太 (96)(3) 50.72 藤木　脩平 (92) 51.37 譜久里　颯 (98)(1) 51.48 木村　直哉 (96)(2) 51.78 鴇崎　悠来 (96)(2) 52.04 松井　喬 (96)(2) 52.47 加藤　健太 (96)(2) 53.84

君津高 千葉南高東海大望洋高 船橋啓明高 明大同好会 市立船橋高 船橋東高 東京学館高

昭和学院高 市立稲毛高

東海大望洋高 市立銚子高 東京学館高 市立稲毛高 明大同好会 専修大松戸高 柏南高 志学館高

立教大 明大同好会 芝浦工大柏高 姉崎高 東京学館高 木更津高

千葉西高 東金高

柏南高 船橋東高 東金高 千城台高 佐原白楊高 敬愛学園高 市立柏高 千葉経済大附高

検見川高 千葉黎明高 敬愛学園高 松戸国際高 市立松戸高 千葉東高

市原八幡高 佐倉高

船橋高 柏南高 市原中央高 東金高 市立松戸高 柏の葉高 姉崎高 八千代高

東京学館高 横芝敬愛高 君津高 柏高 千葉南高 船橋高

千城台高 八千代西高

千葉南高 千葉敬愛高 千城台高 市川昴高 船橋高 松戸六実高 柏日体高 佐原白楊高

船橋東高 柏日体高 松戸国際高 千葉敬愛高 松戸六実高 小見川高

東総工高 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

木更津総合高 安房高 松戸六実高 芝浦工大柏高 千葉陸協 千葉陸協 柏日体高 市立柏高

昭和学院高 佐倉高 千葉明徳高 千葉学芸高 市立稲毛高 成田国際高

磯辺高 土気TFC

大多喜高 市立柏高 千葉東高 東金高 磯辺高 佐倉高 桜林高 船橋高

市立稲毛高 柏高 柏日体高 八街高 柏陵高 佐原白楊高

磯辺高 柏高

市原八幡高 木更津総合高 佐原白楊高 市立稲毛高 千葉明徳高 磯辺高 佐倉高 東京情報大

市立柏高 佐倉高 市立松戸高 松戸六実高 柏南高 桜林高

凡例
*TK :着差あり，*TL：着差なし，*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
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２０１３千葉県陸上競技秋季記録会 13120312

　千葉陸上競技協会 ｺｰﾄﾞ12 121010
於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付 種目

主　催

５

大    会コード：

競技場コード：

６ ７ ８１ ２ ３ ４

　４組 大野　祥嵩 (96)(2) 51.17 倉永　一輝 (98)(1) 51.29 坂本　隆太 (96)(2) 51.61 菅原　一也 (96)(2) 51.87 後藤　匠 (96)(2) 52.45 吉田　隆晟 (95)(3) 53.02 小笠原　雄介 (93) 53.02 仁ノ平　壮 (97)(1) 55.19
10/12 ４００ｍ *TK

　５組 庄司　貴紀 (96)(2) 50.44 明石　凌輝 (97)(1) 51.43 永田　拓也 (97)(1) 52.05 武石　拓弥 (96)(2) 52.07 高橋　朋也 (96)(2) 52.16 浦田　舜也 (96)(2) 53.45 下畦　真暉 (96)(2) 55.29 岩田　脩耶 (96)(2) 57.76

　６組 山下　昴 (97)(2) 51.10 大橋　凱 (97)(1) 51.14 安藤　健太郎 (96)(2) 51.90 湯原　健太郎 (96)(2) 52.49 内藤　和也 (98)(1) 53.93 弘瀬　敦 (96)(2) 53.97 増田　裕友 (93)(2) 55.30 山口　主浩 (96)(2)

DNS
　７組 安藤　佳希 (97)(2) 51.06 笠松　勇志 (97)(1) 52.58 長谷川　翔 (96)(2) 52.83 宇都宮　英斗 (97)(1) 53.06 杉田　恭介 (97)(1) 53.44 安達　將博 (96)(2) 55.46 中邨　一希 (96)(2) 梅谷　健太 (96)(2)

DNS DNS
　８組 御園　勇弥 (97)(1) 52.45 伊藤　和也 (96)(2) 53.27 安田　光栄 (97)(1) 53.60 藤田　俊亮 (96)(2) 53.73 及川　博斗 (96)(2) 54.18 鎌田　駿 (96)(2) 55.27 栃澤　寛太 (97)(1) 55.45 笠原　大暉 (97)(1)

DNS
　９組 松澤　尚也 (96)(2) 53.30 宮本　祐輔 (97)(2) 53.49 小河　希 (97)(1) 53.75 早川　雄峰 (97)(1) 53.96 河田　悠一 (96)(2) 55.05 安齊　駿 (97)(1) 56.82 大湖　昭幸 (96)(2) 野村　奨平 (96)(2)

DNS DNS
１０組 藤原　悠雅 (96)(2) 53.73 竹内　駿 (97)(1) 54.16 土橋　隼人 (96)(2) 54.55 小川　竜輝 (97)(2) 54.61 岡村　聖士 (97)(1) 54.90 齋藤　淳大 (96)(2) 55.43 照屋　海人 (97)(1) 56.42 宮田　至隆 (97)(2)

DNS
１１組 築地　大輝 (97)(1) 52.64 藤田　洸介 (97)(1) 53.19 中島　良太 (97)(1) 54.19 ﾑﾊﾐﾄﾞ　ｱﾎﾏﾄﾞ (97)(1) 54.74 瀬谷　光洋 (96)(2) 54.75 篠塚　優斗 (97)(1) 56.07 伊東　麟大 (96)(2) 59.90 吉田　隆 (97)(1)

DNS
１２組 栗原　彩斗 (97)(1) 52.76 磯野　航一 (97)(1) 53.52 太田　和希 (96)(2) 53.77 長　朗連 (97)(2) 54.45 稲葉　尚哉 (96)(2) 55.02 竹山　遼 (97)(1) 55.80 平野　拓斗 (96)(2) 56.61 酒井　悠哉 (95)(3)

DNS
１３組 栃尾　央人 (97)(1) 52.65 小田　和明 (96)(2) 53.23 高沼　恭佑 (96)(2) 53.92 加藤　将人 (97)(1) 54.02 東　佑哉 (98)(1) 55.29 藤原　大地 (97)(1) 56.53 目黒　貴大 (96)(2) 荻田　直明 (96)(2)

DNS DNS
１４組 坂口　龍輝 (96)(2) 53.74 大友　卓 (96)(2) 54.17 古川　翔太 (98)(1) 54.64 吉野　泰弘 (97)(1) 54.84 大屋　泰聖 (96)(2) 55.90 中山　清廉 (96)(2) 55.97 宮澤　侑伍 (97)(1) 56.73 松田　夏以 (96)(2) 57.62

１５組 向後　優斗 (96)(2) 54.95 和賀井　燦円 (96)(2) 55.27 山本　玲司 (97)(2) 55.48 千葉　昂星 (96)(2) 55.74 伊藤　大貴 (96)(2) 56.79 古村　健太 (96)(2) 58.21 川原　啓太朗 (97)(1) 海寶　拓 (96)(2)

DNS DNS
１６組 高野　大樹 (96)(2) 53.14 中臺　紳太郎 (96)(2) 53.43 上原　良介 (96)(2) 54.24 清水　悠平 (97)(1) 54.53 木村　大紀 (96)(2) 54.67 高橋　智也 (96)(2) 56.55 太田　怜於 (95)(3) 57.50 新城　雄基 (97)(2)

DNS
１７組 植草　大将 (96)(2) 53.93 渡部　慶彦 (96)(2) 54.07 水間　健太 (97)(1) 55.18 齊藤　裕一郎 (97)(1) 55.90 中村　将也 (97)(1) 56.10 市来　陸 (97)(1) 56.79 寺岡　賢人 (96)(3) 57.90 佐々木　駿 (97)(1)

DNS
１８組 椎熊　隆生 (96)(2) 54.67 星野　佑介 (97)(1) 55.16 佐藤　亮輔 (97)(1) 55.73 関根　啓悟 (96)(2) 56.76 行木　勝哉 (96)(2) 56.92 持永　航平 (96)(2) 57.17 菅谷　裕太 (98)(1) 57.53 石上　直輝 (97)(1)

DNS
１９組 志村　拓哉 (97)(1) 53.95 和田　直也 (96)(2) 55.03 橋爪　良守 (97)(1) 55.92 星野　涼平 (97)(1) 56.17 上村　亮太 (97)(1) 56.73 須藤　大貴 (97)(1) 57.53 伯ヶ部　晃輔 (97)(1) 西村　潤太 (97)(2)

DNS DNS
２０組 綾部　椋太 (96)(2) 54.82 小川　誠也 (97)(1) 55.00 小林　大亮 (96)(2) 55.58 田中　友也 (97)(1) 56.32 鈴木　祐 (97)(1) 56.90 寺田　雄一朗 (98)(1) 57.35 鶴岡　隆広 (96)(2) 58.32 山田　尚弥 (96)(2) 1:00.05

２１組 山本　裕樹 (97)(1) 55.52 渡邉　雄大 (97)(1) 56.08 有山　仁 (97)(2) 56.35 田中　悠太郎 (97)(1) 57.89 勝田　統也 (96)(2) 59.04 薄葉　新 (97)(1) 仲田　寛人 (97)(2) 北嶋　友樹 (96)(2)

DNS DNS DNS
２２組 黒田　大地 (97)(1) 55.36 池田　篤哉 (98)(1) 55.73 稲垣　岳 (98)(1) 55.82 小寺　貴大 (97)(1) 57.18 高梨　史穏 (97)(2) 57.43 鳥越　健 (98)(1) 58.44 播本　海 (99)(2) 1:00.60 新開　椋太 (97)(1) 1:04.05

２３組 比連崎　涼太 (97)(1) 55.53 油橋　孝二 (98)(1) 56.22 森廣　敦 (93)(2) 56.61 森谷　洸太 (97)(1) 57.50 小関　龍人 (97)(1) 58.20 福岡　和輝 (96)(2) 1:00.88 平　和樹 (97)(1) 1:01.26 鈴木　雄哉 (97)(1)

DNS
２４組 若狭　智也 (97)(1) 54.01 竹縄　勝 (96)(2) 55.87 坂本　翔 (97)(1) 56.14 黒津　広樹 (97)(1) 57.22 小高　尚貴 (97)(2) 57.29 山名　晃貴 (97)(1) 58.36 伊藤　隼 (96)(2) 59.35 坂下　耕作 (97)(1) 1:03.07

２５組 波平　健太郎 (96)(2) 54.99 市原　光佑 (97)(1) 56.00 金子　宗司 (96)(2) 56.75 鬼澤　隼 (97)(1) 56.99 川崎　大輝 (97)(1) 58.13 町田　直人 (97)(2) 58.14 久万　将弘 (97)(1) 58.27 田島　大地 (96)(2) 1:00.74

２６組 村田　康輔 (98)(1) 55.89 遠藤　雅斗 (97)(1) 55.92 足達　純也 (97)(2) 56.15 加藤　竜太朗 (97)(1) 56.48 山中　裕樹 (96)(2) 57.01 髙橋　紳悟 (96)(2) 57.14 渋谷　翼 (96)(2) 58.19 斎藤　拓哉 (97)(2) 58.67
長生高 千葉敬愛高 千葉経済大附高 柏陵高 千葉西高 船橋啓明高 松戸六実高 津田沼高

２７組 鈴木　涼介 (96)(2) 55.72 古川　貴也 (97)(1) 56.54 琴寄　貫太 (97)(2) 56.59 星野　翔太 (97)(1) 57.76 渡邉　颯 (98)(1) 57.90 岡　拓哉 (97)(2) 58.36 小川　洸介 (97)(1) 黒川　託廊 (97)(1)

姉崎高 千葉商高 鎌ヶ谷西高 大多喜高 千葉敬愛高 船橋東高 東金高 DNS 千葉東高 DNS
２８組 渡邉　奎太 (97)(1) 56.00 鈴木　翔吾 (96)(2) 56.79 野部　智希 (97)(1) 57.23 湯浅　大暉 (97)(1) 57.43 橋本　豊明 (96)(2) 58.04 小原　洸 (98)(1) 59.36 鈴木　悠 (98)(1) 岡部　瑞樹 (98)(1)

大多喜高 松戸六実高 柏陵高 鎌ヶ谷西高 千城台高 佐倉南高 館山総合高 DNS 千葉商高 DNS
２９組 宮尾　友啓 (96)(2) 55.89 松本　誠也 (97)(1) 56.98 奥田　隼 (97)(1) 58.43 河野　達也 (97)(1) 58.78 高橋　直也 (97)(1) 59.31 押田　卓也 (97)(1) 59.43 立石　遼太 (96)(2) 59.56

市原中央高 柏南高 市立稲毛高 千葉西高 佐倉南高 芝浦工大柏高 横芝敬愛高
３０組 穴澤　陸 (97)(1) 57.48 高坂　恭平 (96)(2) 57.51 中島　悠輔 (97)(1) 58.51 星田　裕樹 (97)(2) 58.94 中根　寛志 (97)(1) 59.63 荒井　啓裕 (97)(1) 59.75 影山　和哉 (97)(1) 1:02.99

横芝敬愛高 市原中央高 専修大松戸高 千葉学芸高 松戸六実高 柏の葉高 千葉経済大附高
３１組 扇　勇人 (96)(2) 55.45 荒井　一暢 (97)(1) 58.76 佐久間　涼太 (96)(2) 59.35 若山　優也 (97)(1) 59.83 太田　聖 (97)(2) 1:00.19 中村　直人 (97)(1) 1:01.09 吉田　快 (97)(1)

東京学館船橋高 千葉東高 姉崎高 昭和学院高 市原中央高 千葉経済大附高 松戸国際高 DNS
３２組 長谷部　和也 (97)(1) 54.57 井原　祥太 (99)(中2 58.05 川西　健太 (96)(2) 58.31 染井　彰吾 (97)(1) 58.44 増田　翼 (97)(1) 1:01.92 佐々木　大樹 (98)(1) 1:11.31 齋藤　蒼惟 (97)(1)

昭和学院高 市立稲毛高附中 佐倉高 東京学館船橋高 市原八幡高 八千代西高 千城台高 DNS
３３組 八代　力 (96)(2) 50.15 #VALUE! 52.19 木村　克徳 (95)(3) 53.43 藤本　幸夫 (75) 59.48 永嶋　諒 (98)(1) 1:00.12 金澤　駿佑 (97)(1) 1:01.14 杉木　大樹 (97)(1)

東京学館高 幸はやぶさ 東海大望洋高 千葉陸協 千城台高 千葉東高 昭和学院高 DNS

松戸高 桜林高松戸六実高 千葉西高 柏日体高 専修大松戸高 千葉商大附高 船橋啓明高

船橋東高 市立松戸高

市立稲毛高 野田中央高 松戸六実高 佐原白楊高 専修大松戸高 船橋東高 千葉西高 千葉明徳高

姉崎高 長生高 千葉商科大 専修大松戸高 千葉学芸高 千城台高

千葉商高 芝浦工大柏高

市立稲毛高 津田沼高 松戸六実高 船橋東高 船橋啓明高 船橋高 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉明徳高

千葉学芸高 長生高 船橋啓明高 船橋東高 姉崎高 成田国際高

東海大望洋高 八千代高

柏陵高 津田沼高 東金高 千葉黎明高 松戸国際高 船橋高 磯辺高 検見川高

検見川高 千葉明徳高 松戸国際高 君津高 木更津総合高 磯辺高

千葉明徳高 磯辺高

木更津高 専修大松戸高 千葉敬愛高 君津高 磯辺高 検見川高 市立稲毛高 柏陵高

大原高 千葉東高 柏日体高 柏の葉高 館山総合高 柏陵高

千葉敬愛高 横芝敬愛高

柏高 千葉西高 津田沼高 市立稲毛高 柏南高 敬愛学園高 柏日体高 専修大松戸高

千葉黎明高 芝浦工大柏高 千葉東高 柏陵高 柏の葉高 松戸六実高

木更津総合高 市立松戸高

津田沼高 千葉黎明高 館山総合高 市川昴高 船橋東高 松戸高 柏日体高 木更津高専

姉崎高 千葉西高 昭和学院高 市立稲毛高 松戸高 敬愛学園高

木更津総合高 野田中央高

木更津総合高 長生高 船橋啓明高 千葉西高 昭和学院高 八千代高 松戸六実高 館山総合高

市立稲毛高 柏南高 松戸六実高 市立柏高 佐倉高 船橋東高

木更津総合高 木更津高専

昭和学院高 千葉黎明高 磯辺高 松戸六実高 市立松戸高 東海大望洋高 船橋高 敬愛学園高

船橋啓明高 佐原白楊高 佐倉高 八千代高 千葉東高 芝浦工大柏高

船橋東高 東海大望洋高

東海大望洋高 市立柏高 安房高 専修大松戸高 君津高 八千代高 千葉東高 船橋高

東京学館高 柏日体高 千葉東高 千葉西高 成田国際高 芝浦工大柏高

千葉高 市立銚子高

東京学館高 千葉東高 木更津高 松戸六実高 安房高 野田中央高 国学院大 木更津高専

東京学館高 市立船橋高 東海大望洋高 市立柏高 千葉東高 姉崎高

船橋啓明高 東海大望洋高 東金高 松戸六実高 木更津高 柏日体高 明大同好会 昭和学院高

凡例
*TK :着差あり，*TL：着差なし，*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
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２０１３千葉県陸上競技秋季記録会 13120312

　千葉陸上競技協会 ｺｰﾄﾞ12 121010
於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付 種目

主　催

５

大    会コード：

競技場コード：

６ ７ ８１ ２ ３ ４

　１組 内本　真司 (84) 15:25.59 足立　直哉 (96)(2) 15:31.48 小西　伊吹 (97)(1) 15:36.20 森谷　亮太 (95)(3) 15:44.64 鈴木　賢生 (95)(3) 15:45.64 青木　健太 (96)(2) 15:49.59 佐々木　駿 (96)(3) 15:57.04 日暮　祐樹 (95)(3) 15:57.76
10/12 ５０００ｍ

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

井上　一成 (96)(2) 15:59.31 生駒　大知 (96)(2) 16:00.52 松丸　尚史 (95)(3) 16:04.82 畠山　誠生 (95)(3) 16:06.52 大森　悠太郎 (96)(2) 16:18.12 村田　久尭 (96)(2) 16:22.11 関口　満 () 16:24.81 田端　天駆 (96)(2) 16:28.18

17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

手塚　龍之助 (96)(3) 16:30.11 西岡　大輝 (96)(3) 16:33.12 高橋　寛 (95)(3) 16:36.14 齋藤　匠吾 (96)(2) 16:49.18 川嵜　章敬 (96)(2) 16:50.75 中野　佑亮 (97)(2) 16:56.33 中川　大輔 (96)(2) 16:56.62 仙田　翼 (95)(3) 16:57.06

25) ) ) ) ) ) ) )

荒木　孝文 (81) 17:24.81 高橋　幸二 (71) 壬生倉　拓弥 (97)(2) 森田　佳祐 (95)(3) 黒川　恵介 (94)(1) 坂上　佳也 (76) 山口　雅寛 (95)(3)

ｳｨﾝｸﾞAC 千葉陸協 DNF 鎌ヶ谷西高 DNS 柏南高 DNS 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ DNS 千葉陸協 DNS 市立松戸高 DNS
　２組 醍醐　勇輝 (96)(2) 16:06.49 白井　輝 (97)(1) 16:09.24 大坂　遼馬 (96)(2) 16:09.54 住田　龍也 (68) 16:16.12 荒川　達也 (97)(2) 16:19.01 後藤　秀平 (97)(1) 16:19.28 横島　大河 (98)(1) 16:22.74 高山　将司 (97)(2) 16:28.89

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

岩切　幹汰 (96)(2) 16:29.30 後藤　耀一 (96)(2) 16:29.86 金子　広睦 (97)(1) 16:31.55 田邊　勇人 (96)(2) 16:40.18 大橋　将人 (96)(2) 16:42.02 小林　駿 (96)(2) 16:43.09 座間　保成 (76) 16:43.67 與川　正治 (97)(1) 16:47.56

17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

宮岡　遼太 (97)(1) 16:50.24 菊池　翼 (96)(2) 16:51.87 髙橋　蘭丸 (96)(2) 16:59.08 江頭　直人 (97)(1) 17:02.08 福原　秀哲 (97)(1) 17:05.47 高橋　翔哉 (96)(3) 17:05.73 浅野　慎也 (96)(3) 17:05.93 大竹　竜也 (97)(2) 17:09.87

25) 26) 27) 28) ) ) ) )

仙田　昴 (97)(1) 17:11.20 鷺山　桂太朗 (96)(2) 17:23.92 東　紀幸 (97)(1) 18:06.98 田向　孝至 (96)(2) 19:04.98 守屋　太貴 (96)(3)

DNS
　３組 千葉　祐介 (97)(2) 16:17.48 畑山　将吾 (97)(1) 16:20.95 青栁　利久未 (96)(2) 16:23.44 中西　佑揮 (96)(2) 16:24.10 荒井　隆志 (97)(1) 16:25.47 近藤　亮 (96)(2) 16:35.56 長谷部　一輝 (97)(2) 16:36.50 大橋　拓実 (98)(1) 16:38.51

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

鈴木　真吾 (96)(2) 16:38.79 久保田　悠馬 (96)(2) 16:39.70 玉澤　良太 (97)(2) 16:42.21 中野　匠 (96)(2) 16:44.48 高田　悟 (97)(1) 16:48.26 石井　直樹 (96)(2) 16:54.04 白坂　駿成 (96)(2) 16:57.50 岩瀬　壮太 (96)(2) 16:58.17

17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

島岡　知輝 (97)(1) 17:00.64 嘉瀬　祐馬 (98)(1) 17:05.22 日暮　彩太 (96)(2) 17:09.45 小笠原　健 (97)(1) 17:11.64 鈴木　麗市 (97)(1) 17:15.17 柴山　拓也 (97)(2) 17:16.64 井口　遥希 (95)(3) 17:20.30 小川　浩平 (96)(2) 17:32.00

25) 26) ) ) ) ) ) )

小原　佑介 (98)(1) 17:42.79 平山　俊介 (96)(2) 17:45.56 富ヶ原　駿 (97)(2) 恩田　裕也 (96)(2) 加瀬　裕也 (96)(2)

鎌ヶ谷西高 匝瑳高 検見川高 DNF 千葉商大附高 DNS 匝瑳高 DNS
　４組 田口　博昭 (73) 16:23.04 北山　利信 (97)(1) 16:25.72 西澤　和颯 (96)(2) 16:29.41 野澤　佑太 (96)(2) 16:30.31 小山　純希 (96)(2) 16:36.07 石井　圭一 (81) 16:39.75 山口　晋哉 (97)(1) 16:48.63 中島　福尚 (98)(1) 16:54.03

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

石川　宏顕 (97)(1) 16:54.53 田久保　公瞭 (97)(1) 17:01.79 安田　圭佑 (97)(1) 17:07.78 河崎　和也 (75) 17:09.65 福田　優斗 (96)(2) 17:10.08 茂木　健紘 (96)(2) 17:16.70 黒沢　翔 (97)(2) 17:20.31 上田　佑 (96)(2) 17:21.77

17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

市原　弘康 (96)(2) 17:22.84 浅香　達光 (97)(1) 17:24.41 山田　崚平 (97)(2) 17:30.80 森田　樹 (97)(1) 17:32.71 新郷　巧真 (97)(1) 17:35.88 皆川　勇生 (95)(3) 17:40.51 布留川　和 (95)(3) 17:59.90 実川　遼 (97)(1) 18:09.90

25) ) ) ) ) ) ) )

安部　稜太朗 (97)(1) 18:39.61 中島　滉大 (97)(2) 徳弘　翔太 (96)(3) 小宮　利久 (98)(1) 遠藤　光輝 (97)(1)

DNS DNS DNS DNS
　５組 塩浦　紀樹 (97)(1) 16:36.33 西宮　莉来 (97)(1) 16:46.05 岡田　陸聖 (98)(1) 16:54.67 斉藤　陽平 (97)(1) 16:55.47 宮武　敦士 (97)(1) 16:57.83 白水　貴大 (97)(1) 16:59.09 永見　駿介 (96)(2) 17:02.31 三上　智也 (96)(2) 17:04.29

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

渡邉　伊織 (96)(2) 17:09.63 茶園　宗武 (73) 17:14.65 奥山　智弘 (97)(1) 17:15.29 栗原　大樹 (96)(2) 17:17.27 小川　光樹 (96)(2) 17:19.36 渋谷　佳史 (97)(1) 17:33.58 大賀　慎之輔 (97)(2) 17:40.72 小島　達也 (96)(2) 17:42.33

17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

高岡　直広 (97)(2) 17:50.04 小川　耀平 (97)(2) 17:52.30 山田　有輝也 (96)(2) 17:56.86 徳田　良明 (97)(1) 17:57.76 伊藤　駿 (97)(1) 18:01.93 木内　隆弘 (96)(2) 18:06.77 内田　宙之 (97)(1) 18:16.86 久我　真規 (98)(1) 18:27.54

25) ) ) ) ) ) ) )

坂本　顕正 (97)(1) 18:51.65 谷田部　陸 (96)(2) 鈴木　陽大 (95)(3) 濱﨑　康平 (96)(2) 薗田　晃平 (98)(1)

柏陵高 薬園台高 DNF 市立松戸高 DNS 志学館高 DNS 千葉商大附高 DNS

成田国際高 木更津高専

柏高 松戸高 安房高 薬園台高 薬園台高 薬園台高 薬園台高 大原高

千葉東高 千葉陸協 幕張総合高 敬愛学園高 磯辺高 千葉商大附高

柏高 東海大望洋高 千葉敬愛高 君津高 柏高 東海大望洋高 薬園台高 薬園台高

薬園台高 柏陵高 市立松戸高 八千代西高 柏陵高

磯辺高 薬園台高

君津高 柏陵高 柏陵高 薬園台高 柏陵高 柏陵高 東海大望洋高 千葉黎明高

千葉西高 磯辺高 安房高 千葉陸協 柏南高 木更津高

市立松戸高 木更津高専

新日鐵住金君津 検見川高 千葉西高 千葉商高 松戸国際高 ﾆｯﾎﾟﾝﾗﾝﾅｰｽﾞ 安房高 千葉東高

柏陵高 千葉商大附高 柏陵高 千葉黎明高 千葉黎明高 匝瑳高

東海大望洋高 千葉黎明高

横芝敬愛高 匝瑳高 千葉経済大附高 千葉東高 千葉商大附高 千葉黎明高 千葉東高 柏高

匝瑳高 幕張総合高 柏南高 千葉商高 千葉黎明高 千葉経済大附高

柏陵高 鎌ヶ谷西高

柏陵高 匝瑳高 鎌ヶ谷西高 匝瑳高 市立松戸高

東海大望洋高 市立松戸高 幕張総合高 幕張総合高 幕張総合高 市立松戸高

柏南高 千葉黎明高

柏南高 市立松戸高 東海大望洋高 市立松戸高 木更津高 市立松戸高 JR東日本千葉 千葉黎明高

佐倉高 千葉黎明高 佐倉高 千葉陸協 柏南高 市立松戸高

千葉陸協 幕張総合高

柏南高 柏南高 幕張総合高 柏南高 東海大望洋高 市立松戸高 柏南高 柏陵高

柏陵高 東海大望洋高 柏南高 柏南高 幕張総合高 幕張総合高

千葉教員ｸﾗﾌﾞ 東海大望洋高 幕張総合高 柏南高 市立松戸高 市立松戸高 柏南高 柏南高

凡例
*TK :着差あり，*TL：着差なし，*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



No  5
平成２５年１０月１２日(土) 予選・準決勝・決勝記録表(男子)
 

２０１３千葉県陸上競技秋季記録会 13120312

　千葉陸上競技協会 ｺｰﾄﾞ12 121010
於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付 種目

主　催

５

大    会コード：

競技場コード：

６ ７ ８１ ２ ３ ４

　６組 桑江　良周 (96)(2) 16:59.93 岡田　恵介 (97)(1) 17:04.21 江原　拓斗 (96)(2) 17:11.20 大木　竣平 (97)(1) 17:12.24 三輪　弘明 (96)(2) 17:13.26 小野　堅也 (97)(2) 17:14.91 北上　覇知 (96)(2) 17:18.34 熊谷　裕太 (97)(2) 17:19.76
10/12 ５０００ｍ

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

篠塚　大雅 (96)(2) 17:22.41 田中　航貴 (96)(2) 17:23.16 羽染　佑希 (96)(2) 17:23.52 山本　侑樹 (97)(1) 17:24.65 松野　峻也 (97)(2) 17:28.03 野末　智哉 (98)(1) 17:30.25 備中　文泰 (96)(2) 17:33.13 高木　聖弥 (96)(2) 17:37.47

17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

小沼　礼人 (98)(1) 17:46.26 富山　修平 (97)(1) 17:52.89 酒井　悠哉 (95)(3) 17:59.57 遠藤　聖人 (97)(1) 18:02.49 永峯　海人 (97)(1) 18:02.55 戸田　雄介 (96)(2) 18:02.87 斉藤　直人 (96)(2) 18:07.34 高木　歩 (97)(2) 18:10.67

25) 26) 27) 28) ) ) ) )

小林　愁和 (95)(3) 18:29.59 市原　悠理 (98)(1) 18:31.90 伊原　芳則 (96)(2) 18:46.88 滝口　太郎 (95)(3) 18:52.43 水谷　玲 (97)(1)

鎌ヶ谷西高 幕張総合高 柏南高 東海大望洋高 市立松戸高 DNS
　７組 渡部　拓大 (96)(2) 17:12.65 井上　冬也 (97)(1) 17:22.57 小林　博人 (96)(2) 17:24.80 遠藤　由皓 (97)(1) 17:25.99 髙師　一将 (98)(1) 17:26.87 磯野　友介 (96)(2) 17:30.65 篠田　馨 (96)(2) 17:43.89 新山　優雅 (97)(1) 17:49.83

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

太田　雅文 (97)(1) 17:54.09 石橋　尚樹 (97)(1) 17:54.95 白石　湧雅 (97)(1) 17:55.41 小山　素輝 (96)(2) 18:03.43 勝木　康太 (97)(1) 18:07.85 石渡　雅大 (97)(1) 18:10.91 森　元輝 (96)(2) 18:13.27 梅澤　慈人 (98)(1) 18:14.48

17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

玉木　京介 (98)(1) 18:20.50 石川　純 (97)(1) 18:22.91 伊藤　圭祐 (97)(1) 18:27.89 中村　浩之 (97)(1) 18:28.07 久樂　徹 (95)(3) 18:40.20 秋葉　俊輝 (96)(2) 18:42.02 高橋　政将 (97)(1) 18:51.34 清水　柊 (96)(2) 20:07.27
柏の葉高 検見川高 佐倉高 東海大望洋高 検見川高 千葉西高 大原高 千葉東高
25) ) ) ) ) ) ) )

吉岡　剛志 (97)(1) 20:08.34 廣岡　陸 (97)(1) 中村　亮 (97)(1) 斉藤　哲郎 (97)(1) 芝　拓海 (97)(1)

沼南高 沼南高 DNS 野田中央高 DNS 東金高 DNS 敬愛学園高 DNS
　８組 中村　優河 (95) 17:19.65 岩瀬　泰行 (97)(1) 17:51.17 石渡　信介 (96)(2) 17:52.33 青山　晃士 (97)(2) 17:54.61 松本　侑也 (96)(2) 17:55.99 今井　隼斗 (97)(1) 17:56.48 佐藤　陸 (97)(1) 17:58.31 安井　博紀 (97)(1) 18:06.25

千葉陸協 大多喜高 東金高 磯辺高 磯辺高 柏高 鎌ヶ谷西高 検見川高
9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

地﨑　匡哉 (97)(1) 18:07.62 鳥山　優希 (97)(1) 18:09.64 前橋　雄翔 (96)(2) 18:12.51 松本　一気 (97)(1) 18:15.68 手島　佳祐 (98)(1) 18:20.32 脇　駿平 (97)(1) 18:21.76 尾花　翔太 (98)(1) 18:22.48 小泉　凌我 (97)(2) 18:31.05
佐倉高 東金高 昭和学院高 東海大望洋高 小見川高 長生高 鎌ヶ谷西高 磯辺高
17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

早坂　遼太 (96)(2) 18:32.85 馬場　雄大 (96)(2) 18:36.10 石田　充 (96)(2) 18:37.30 齋藤　稜太 (98)(1) 18:37.81 水野　有人 (97)(1) 18:45.94 高坂　啓酬 (98)(1) 18:47.47 原　直希 (96)(2) 18:49.01 鶴岡　昂佑 (98)(1) 18:52.64
鎌ヶ谷西高 磯辺高 千葉西高 鎌ヶ谷西高 検見川高 柏南高 千葉黎明高 大多喜高
25) ) ) ) ) ) ) )

白川　和樹 (97)(1) 18:58.18 中西　一正 (97)(2) 仲森　秀人 (97)(1) 中山　聖也 (97)(1) 森　康平 (97)(1)

柏高 検見川高 DNF 千葉黎明高 DNF 東海大望洋高 DNS 検見川高 DNS
　９組 安江　寛人 (97)(1) 17:19.68 千葉　祐希 (97)(1) 17:56.69 岩月　龍平 (98)(1) 17:59.76 溝口　惇 (95)(2) 18:45.77 田村　匡成 (97)(1) 18:47.39 三浦　浩樹 (98)(1) 18:47.72 矢村　将希 (97)(1) 18:54.42 堀口　拓海 (96)(2) 19:01.03

千葉東高 松戸六実高 柏高 柏井高 柏の葉高 千葉商高 千葉黎明高 野田中央高
9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

関根　陸 (97)(1) 19:06.38 鈴木　悠 (98)(1) 19:06.90 榊原　明 (97)(1) 19:07.43 永沼　泰成 (98)(1) 19:19.95 見目　倫康 (96)(2) 19:32.90 佐野　優太 (97)(2) 19:36.21 相馬　亮太 (96)(2) 19:47.84 阪本　竹秋 (97)(1) 19:48.77
小見川高 館山総合高 柏高 千葉経済大附高 鎌ヶ谷西高 市立稲毛高 津田沼高 大多喜高
17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

宇佐美　僚 (97)(1) 19:55.33 小笠原　和葵 (97)(1) 20:07.31 井口　海峰 (96)(2) 20:08.58 河邊　健人 (96)(2) 20:28.66 大森　智央 (97)(1) 20:33.10 柳場　礼 (97)(1) 20:34.78 君塚　秀生 (96)(2) 20:48.04 新城　成洸 (96)(2) 21:02.57
大多喜高 野田中央高 大原高 千葉東高 大多喜高 柏高 大原高 東金高
25) 26) 27) ) ) ) ) )

田中　弘行 (62) 21:04.51 吉原　卓己 (97)(2) 21:28.23 峰岸　健太 (97)(2) 22:00.94 安田　航 (97)(1) 上岡　正和 (97)(1)

千葉陸協 千葉黎明高 千葉黎明高 館山総合高 DNS 柏南高 DNS
１０組 白木　利昌 (86) 17:01.25 森　拓磨 (97)(1) 18:17.93 安川　隼 (97)(1) 18:20.42 金子　智哉 (97)(1) 18:22.06 澤橋　龍之介 (97)(1) 18:29.91 兼松　孝太郎 (97)(1) 18:35.21 内田　真登 (97)(1) 18:52.24 菅谷　幸 (96)(2) 18:54.86

新日鐵住金君津 市立稲毛高 千葉東高 市川昴高 市立稲毛高 千葉西高 昭和学院高 木更津総合高
9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

岩瀬　慶之 (97)(1) 19:04.15 岡崎　隆真 (96)(2) 19:14.95 井手口　直樹 (98)(1) 19:17.68 板倉　康太 (97)(2) 19:17.97 餌取　鴻志 (97)(2) 19:23.47 松田　悟 (97)(1) 19:25.16 伊藤　康平 (98)(1) 19:25.44 村山　裕斗 (98)(1) 19:38.03
千葉東高 千城台高 千葉敬愛高 千葉学芸高 津田沼高 清水高 市立稲毛高 清水高
17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) )

嵜本　將馬 (97)(1) 19:41.38 原田　佳輝 (97)(1) 19:46.44 江波戸　元紀 (97)(1) 19:47.93 野上　浩希 (97)(1) 19:57.62 関川　祥吾 (97)(1) 20:35.26 髙岡　悠也 (97)(1) 20:42.18 髙野　翔太郎 (97)(1) 21:35.54 石川　悠太 (97)(1)

四街道北高 千葉東高 清水高 千葉学芸高 柏井高 小見川高 柏高 千城台高 DNF

佐倉高 千葉西高千葉西高 柏南高 検見川高 検見川高 佐倉高 東海大望洋高

大原高 敬愛学園高

敬愛学園高 東海大望洋高 松戸六実高 柏南高 大多喜高 大多喜高 千葉西高 津田沼高

匝瑳高 長生高 館山総合高 匝瑳高 千葉黎明高 幕張総合高

千葉西高 柏高

四街道北高 千葉黎明高 鎌ヶ谷西高 松戸六実高 佐倉高 鎌ヶ谷西高 東海大望洋高 木更津高

佐倉高 千葉東高 検見川高 匝瑳高 検見川高 柏高

凡例
*TK :着差あり，*TL：着差なし，*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



No  6
平成２５年１０月１２日(土) 予選・準決勝・決勝記録表(男子)
 

２０１３千葉県陸上競技秋季記録会 13120312

　千葉陸上競技協会 ｺｰﾄﾞ12 121010
於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付 種目

主　催

５

大    会コード：

競技場コード：

６ ７ ８１ ２ ３ ４

　１組 恒吉　慧亮 (95)(3) 15.60 中島　尚幸 (97)(2) 15.67 新城　雄基 (97)(2) 16.22 片山　千智 (92)(3) 16.30 染谷　健太 (97)(1) 16.74 大竹　亮太朗 (96)(2) 17.03 宮内　聖也 (96)(2) 17.22 吉原　大貴 (98)(1)

10/12 １１０ｍＨ 風:  -4.3 DNS
　２組 箱田　裕之 () 16.13 座古　雄介 (94)(1) 16.46 井上　開登 (97)(1) 16.89 大藪　将士 (94)(4) 17.13 橋本　大和 (86) 17.30 稲田　昂平 (97)(2) 17.42 安藤　暢基 (96)(2) 18.10 櫻井　良雅 (96)(2) 18.73

1.067m_9.14m 風:  -5.6

　３組 栃尾　央人 (97)(1) 17.73 冨田　湧哉 (97)(1) 18.02 大宝　奏一 (97)(1) 18.82 鈴木　陽一 (85) 18.96 鈴木　圭祐 (96)(2) 19.14 松田　夏以 (96)(2) 20.31 石井　春希 (97)(2) 23.56 小田　豪生 (93)(3)

風:  -4.3 DNS
　４組 武田　真吾 (96)(2) 17.87 菅原　雅史 (96)(2) 18.13 古村　健太 (96)(2) 18.40 三島　遼也 (96)(2) 18.42 日紫喜　大輝 (95)(3) 18.88 小野木　哉賀 (97)(1) 19.35 野村　奨平 (96)(2)

風:  -3.1 DNS
　５組 久松　瀬名 (97)(1) 17.45 小林　宏晃 (97)(1) 18.13 嶋野　大成 (97)(1) 18.25 大瀬　友博 (97)(1) 18.54 矢代　翔也 (96)(2) 18.65 水間　健太 (97)(1) 18.86 内田　颯人 (97)(2) 18.88

風:  -2.0

　６組 羽鳥　舜祐 (97)(1) 17.79 早川　純一 (97)(1) 17.89 比連崎　涼太 (97)(1) 18.10 平　和樹 (97)(1) 18.11 山田　裕也 (96)(2) 18.66 齋藤　淳大 (96)(2) 20.34 磯部　拓海 (96)(2)

風:  -1.4 桜林高 横芝敬愛高 姉崎高 船橋東高 君津高 東海大望洋高 館山総合高 DNS
　７組 宍倉　慶憲 (98)(1) 18.32 渡邉　雄大 (97)(1) 18.35 中村　将也 (97)(1) 18.44 渡邊　拡章 (97)(1) 19.84 下川　誠彦 (97)(1) 20.70 田中　圭一郎 (96)(2) 豊方　利昌 (96)(2)

風:  -2.2 千葉敬愛高 長生高 館山総合高 芝浦工大柏高 桜林高 千葉西高 DNS 佐倉高 DNS
　８組 鈴木　達也 (94)(1) 17.36 熊澤　吉鷹 (95)(3) 18.97 窪田　海斗 (97)(1) 20.11 小泉　文哉 (97)(1) 21.76 神谷　怜 (96)(2) 濱田　拓海 (97)(1) 関口　晃平 (96)(2)

風:  -1.2 国際武道大 館山総合高 市立稲毛高 木更津高 昭和学院高 DNS 千城台高 DNS 千葉商高 DNS
　１組 角埜　達也 (92)(3) 1m94 山口　拓也 (94)(1) 1m94 鳥海　貴之 (96)(2) 1m94 阿部　悠 (95)(3) 1m91 池田　直貴 (97)(1) 1m88 森本　健太 (95)(3) 1m88 箕輪　隆 (94)(1) 1m85 鈴木　裕太 (93)(2) 1m85

10/12 走高跳 国際武道大 国際武道大 東京学館船橋高 東京学館船橋高 市原八幡高 柏南高 国際武道大 国際武道大
8) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

桑原　大樹 (98)(1) 1m85 大湖　昭幸 (96)(2) 1m82 澤井　拓哉 (96)(2) 1m82 小林　千慧 (98)(1) 1m79 嶋野　大成 (97)(1) 1m79 今野　大樹 (97)(1) 1m79 長野　将大 (97)(2) 1m79 藤原　悠雅 (96)(2) 1m76

16) 18) 18) 20) 21) 22) ) )

水門　嵩暁 (96)(2) 1m76 菊池　駿平 (97)(2) 1m76 佐々木　聖悟 (96)(2) 1m76 古川　陸弥 (96)(2) 1m76 高橋　哉太 (96)(2) 1m76 野田　怜 (97)(2) 1m70 難波　成玄 (96)(2) 寺門　稔弘 (96)(2)

DNS DNS
　２組 松浦　岳 (97)(1) 1m73 関口　晃平 (96)(2) 1m73 矢部　裕太 (96)(2) 1m70 大井　克祐 (97)(1) 1m70 野口　恭平 (97)(1) 1m70 柴崎　邑規 (97)(1) 1m70 平山　豪己 (96)(2) 1m65 小田切　佑介 (97)(1) 1m65

長生高 千葉商高 君津高 姉崎高 東金高 木更津総合高 磯辺高 千葉明徳高
9) 10) 11) 12) 12) 14) 15) )

磯村　一也 (97)(1) 1m60 米倉　透矢 (97)(1) 1m60 藤嵜　海人 (97)(1) 1m60 芦田　樹 (97)(1) 1m55 八代　海 (97)(2) 1m55 扇　勇人 (96)(2) 1m55 江口　郁也 (98)(1) 1m55 今西　優太 (99)(中3

市立柏高 千葉高 君津高 検見川高 志学館高 東京学館船橋高 市立柏高 市立稲毛高附中 NM
9) ) ) ) ) ) ) )

10/12 棒高跳 　１組 栗原　彩斗 (97)(1) 3m60 志真　友佑 (97)(1) 味方　飛翔 水野　海渡 (98)(1) 小安　純照 (62) 小田　豪生 (93)(3) 高橋　昂久 (91)(4)

NM NM NM NM DNS DNS
　１組 大内　和起 (97)(1) 5m80 高森　創太 (97)(2) 5m57 古川　将太郎 (96)(2) 5m51 星野　大樹 (97)(1) 5m50 浅野　雅也 (97)(1) 5m41 笠見　航也 (97)(1) 5m39 髙橋　伸豪 (96)(2) 5m35 今村　謙吾 (96)(2) 5m31

10/12 走幅跳 (+1.9) (+1.1) *F2(+4.1) (+3.0) *F3(+2.5) (+2.4) *F1(+3.5) *F1(+4.5)
9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

金子　拓海 (97)(1) 5m30 大井　克祐 (97)(1) 5m30 髙橋　和也 (97)(1) 5m29 塙　裕士 (97)(1) 5m16 安部　有輝 (97)(1) 5m15 栗原　健 (97)(2) 5m06 海保　蓮 (97)(1) 4m99 近藤　翔 (97)(1) 4m98
*F1(+3.3) *F8(+3.9) (+2.5) (+2.5) (+5.5) *F2(+4.4) (+2.4) (+0.9)

17) 18) 19) 20) 21) 22) ) )

角谷　拓海 (97)(1) 4m96 内山　潤一 (97)(1) 4m81 安達　勇太 (97)(1) 4m74 尾崎　将伍 (97)(1) 4m48 宮内　航希 (97)(1) 4m31 内田　晃史 (97)(2) 4m00 志真　友佑 (97)(1) 西本　昂樹 (97)(1)

(+1.6) *F3(+3.0) (+2.5) (+4.5) (+3.9) *F2(+2.2)

　２組 松本　日向太 (97)(1) 6m10 小柳　遼太 (96)(2) 6m05 工藤　公明 (66) 5m97 山崎　洋 (96)(2) 5m87 箱崎　隆也 (97)(1) 5m85 貫井　弥 (96)(2) 5m83 田中　伶 (97)(1) 5m75 神戸　鴻朗希 (99) 5m74
(+3.1) (+3.3) (+1.5) (+4.6) *F3(+4.2) (+2.6) *F1(+3.4) (+3.9)

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

上田　圭一郎 (77) 5m72 鈴木　翔大 (97)(2) 5m70 冨田　勝太 (98)(1) 5m69 伊藤　充希 (97)(1) 5m65 野口　恭平 (97)(1) 5m65 和田　剛 (97)(1) 5m65 五十嵐　康平 (98)(1) 5m64 小嶋　光 (96)(2) 5m63
(+2.2) (+3.2) (+3.3) *F1(+2.4) *F3,*F8(+3.4) *F8(+3.7) *F2(+2.5) (+3.4)

17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

中村　快 (97)(1) 5m59 漆舘　佳樹 (97)(1) 5m55 安東　秀憲 (96)(2) 5m53 西郷　晃 (96)(2) 5m49 阿部　岬希 (97)(1) 5m49 鈴木　和樹 (96)(2) 5m38 大塚　博仁 (96)(2) 5m34 山本　光祐 (97)(1) 5m24
(+2.2) (+1.9) (+2.0) (+2.7) *F8(+1.4) (+4.3) (+0.9) *F2(+2.7)

25) 26) 27) 28) 29) ) ) )

嶋﨑　翔 (98)(1) 5m24 小林　憲人 (97)(1) 5m21 石橋　広登 (97)(1) 5m13 内田　晃弘 (97)(2) 4m94 新津　嵩史 (98)(1) 4m70
佐原白楊高 *F8(+3.1) 八千代高 *F1(+2.3) 佐原白楊高 (+2.4) 佐倉高 (+2.1) 柏の葉高 (+2.5)

柏南高 松戸六実高

芝浦工大柏高 長生高 柏陵高 東金高 市立松戸高 津田沼高 千葉南高 市立稲毛高

千葉陸協 柏の葉高 野田中央高 千葉商高 東金高 佐原白楊高

木更津総合高 船橋高

姉崎高 千葉経済大附高 千葉陸協 姉崎高 木更津総合高 千葉黎明高 四街道高 みちるAC

野田中央高 千葉経済大附高 柏の葉高 木更津総合高 鎌ヶ谷西高 昭和学院高

千葉経済大附高 千葉経済大附高

千葉西高 姉崎高 柏陵高 東総工高 柏の葉高 東海大望洋高 千葉西高 千葉商高

千葉経済大附高 松戸国際高 千城台高 長生高 姉崎高 野田中央高

東京情報大木更津総合高 木更津総合高 清和大 津田沼高 陸桜会木更津 東京情報大

木更津総合高 昭和学院高

千葉黎明高 千葉南高 柏日体高 千葉東高 小見川高 木更津総合高 千葉東高 市立柏高

柏日体高 木更津総合高 船橋高 柏日体高 市立船橋高 市立柏高

木更津高専

柏南高 松戸国際高 市立船橋高 木更津総合高 大原高 柏日体高 松戸六実高

柏南高 市立柏高 松戸六実高 市立松戸高 東海大望洋高 千葉高

木更津総合高 専修大松戸高

姉崎高 柏の葉高 船橋啓明高 土気TFC 千葉東高 木更津高専 小見川高 東京情報大

国際武道大 国学院大 千葉黎明高 木更津高専 薬園台AC 柏の葉高

千葉黎明高 市立松戸高 専修大松戸高 国際武道大 柏の葉高 東海大望洋高 市立銚子高 千葉明徳高

凡例
*TK :着差あり，*TL：着差なし，*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
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２０１３千葉県陸上競技秋季記録会 13120312

　千葉陸上競技協会 ｺｰﾄﾞ12 121010
於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付 種目

主　催

５

大    会コード：

競技場コード：

６ ７ ８１ ２ ３ ４

　３組 小笹　大樹 (96)(2) 6m49 藤崎　伊織 (97)(1) 6m46 長野　滉平 (96)(2) 6m32 山本　竜矢 (88) 6m31 中村　礁吾 (96)(2) 6m31 大矢　航平 (96)(2) 6m30 小川　翔也 (96)(2) 6m30 大澤　滉太 (97)(1) 6m23
10/12 走幅跳 (+0.6) *F1(+3.9) (+2.2) (+4.6) *F8(+1.6) (+3.3) *F8(+5.7) (+2.1)

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

木村　康平 (97)(1) 6m21 矢部　裕太 (96)(2) 6m21 東　佑哉 (98)(1) 6m20 藤崎　真也 (97)(1) 6m15 伊藤　昴正 (97)(1) 6m12 日野　悠生 (97)(1) 6m11 黑木　大輔 (97)(1) 6m06 石毛　敦也 (96)(2) 5m98
*F1(+3.4) *F8(+2.4) *F2(+3.7) (+1.9) *F2(+4.5) (+2.2) (+3.0) *F3(+3.4)

17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

藤井　才暉 (97)(1) 5m95 坂本　真紘 (99) 5m82 長谷部　和也 (97)(1) 5m79 小林　龍斉 (97)(1) 5m74 小川　京介 (97)(1) 5m66 髙橋　知樹 (97)(1) 5m57 山田　海 (97)(2) 5m32 椿　大輔 (96)(2) 5m30
(+2.6) *F1(+3.5) (+2.0) (+0.8) (+2.8) (+2.6) (+1.7) (+4.8)

25) ) ) ) ) ) ) )

竹山　遼 (97)(1) 5m18 坂本　光志朗 (97)(1) 佐野　拓海 (97)(1) 小川　宏海 (97)(2) 難波　成玄 (96)(2)

八千代高 (+4.2) 専修大松戸高 千葉商高 東金高 千葉東高
　４組 恩田　崇志 (85) 7m01 及川　寛生 (96)(2) 6m96 髙橋　玲 (96)(3) 6m88 長井　聖那 (96)(2) 6m80 川口　圭介 (91)(4) 6m80 角田　航平 (96)(2) 6m67 増本　壮一郎 (97)(1) 6m62 石坂　龍平 (97)(1) 6m58

(+1.3) (+4.2) (+2.8) (+2.6) *F8(+2.5) (+2.0) (+4.1) *F1(+4.7)
9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

西谷　侑大 (96)(2) 6m55 濱田　政孝 (95)(3) 6m52 酒井　航佑 (96)(2) 6m46 三宅　優斗 (98)(1) 6m40 吉野　雅弘 (93) 6m39 山口　主浩 (96)(2) 6m33 榎本　隆之介 (96)(2) 6m28 伊橋　恭平 (97)(1) 6m25
(+4.8) (+3.6) *F1(+2.5) (+3.8) (+1.4) (+3.0) *F2(+4.0) (+3.7)

17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

高橋　冬也 (98)(1) 6m25 泉田　悠 (97)(1) 6m24 岡崎　晃太 (96)(2) 6m22 甲斐　心皓 (97)(1) 6m16 星　雄太 (96)(2) 6m09 山口　怜也 (97)(1) 6m09 大坂　光佑 (95)(3) 6m05 井上　匠 (96)(2) 5m77
*F8(+2.4) (+2.5) (+0.9) (+2.4) *F1(+4.5) *F2,*F8(+3.0) *F3(+2.8) (+2.7)

玉野　芳樹 (96)(2) 13m33 伊藤　優市 (96)(2) 13m11 熊倉　克将 (96)(3) 13m01 吉田　望海 (96)(2) 12m94 田村　勇太 (97)(1) 12m29 小山　幸樹 (97)(1) 11m81 山崎　拓真 (97)(1) 11m56 大島　崇弘 (98)(1) 11m33
千葉黎明高 君津高 桜林高 東京学館船橋高 市立船橋高 東京学館船橋高 柏日体高 東京学館高
9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

　１組 廣田　健人 (97)(2) 10m60 笠井　涼輔 (96)(2) 10m40 松本　一弘 (95)(3) 10m35 鈴木　将太 (96)(2) 10m32 山内　隼仁 (97)(1) 10m18 内井　祐作 (98)(1) 10m05 松丸　拓真 (96)(2) 9m85 宮城　浩太 (97)(2) 9m83
10/12 高校砲丸投

6.00kg 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

山下　洸 (96)(2) 9m80 並木　曙 (96)(2) 9m64 髙宮　拓海 (97)(1) 9m59 森川　幸輝 (97)(1) 9m52 岡田　拓也 (97)(1) 8m97 小関　幹太 (98)(1) 8m93 松村　幸輝 (96)(2) 8m89 井上　敏明 (96)(2) 8m89
*F8

25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32)

平野　貴大 (98)(1) 8m76 粕谷　遼 (97)(1) 8m76 小泉　光太郎 (97)(1) 8m71 今井　亨 (96)(2) 8m40 吉原　有哉 (96)(2) 8m37 中山　譲 (97)(1) 8m35 小林　秀大 (96)(2) 8m25 吉野　達哉 (97)(1) 8m01
君津高 市川昴高 *F8 木更津総合高 東海大望洋高 東金高 市立柏高 市立松戸高 大多喜高
33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40)

岡本　京介 (96)(2) 7m99 佐藤　涼太 (96)(1) 7m90 真田　尚樹 (97)(1) 7m59 前田　幸平 (97)(1) 7m49 千葉　太貴 (97)(1) 7m46 高田　諒也 (97)(1) 7m17 東　亮 (97)(1) 7m16 平　駿輝 (96)(2) 6m91
検見川高 柏南高 千葉商大附高 佐倉高 柏陵高 八千代高 佐原白楊高 昭和学院高
41) 42) ) ) ) ) ) )

村山　虹輝 (97)(1) 6m75 増田　翼 (97)(1) 6m50 戸辺　誠也 (96)(2) 柴田　直樹 (97)(1) 川北　篤志 (96)(2) 兼子　光太郎 (96)(2) 土田　健登 (96)(2) 黒澤　晃 (96)(2)

市原八幡高 市原八幡高 東京学館船橋高 DNS 柏陵高 DNS 沼南高 DNS 八千代西高 DNS 千葉西高 DNS 市立稲毛高 DNS
　１組 清田　祐司 (98)(1) 43m69 黒田　勝太 (97)(1) 41m07 長谷川　博規 (97)(2) 40m61 大関　貴志 (97)(1) 39m20 内井　祐作 (98)(1) 37m70 杉浦　優哉 (96)(2) 36m00 森　光世 (97)(1) 35m68 高橋　尚也 (97)(1) 35m65

10/12 やり投 東海大望洋高 市立稲毛高 佐原白楊高 柏井高 市立柏高 松戸六実高 船橋啓明高 姉崎高
9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

熱田　仁志 (97)(1) 34m19 蕪木　琢巳 (97)(1) 33m60 柴崎　邑規 (97)(1) 33m30 鈴木　将太 (96)(2) 32m72 尾﨑　大哉 (98)(1) 32m72 宮城　浩太 (97)(2) 32m61 渡邉　昌登 (97)(1) 32m30 矢川　雅人 (97)(1) 32m04
*F8

17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

岡本　裕作 (97)(1) 31m76 黒澤　晃 (96)(2) 30m22 星田　裕樹 (97)(2) 30m12 佐藤　靖朗 (98)(1) 29m71 甲賀　大輝 (97)(2) 29m47 星野　大樹 (97)(1) 29m26 平野　英明 (97)(1) 29m21 清水　駿介 (97)(1) 29m18

25) 26) 27) 28) 29) 30) ) )

新山　慶和 (97)(1) 28m17 山口　怜也 (97)(1) 27m34 平山　広輝 (97)(1) 23m41 安田　航 (97)(1) 22m37 大瀬　友博 (97)(1) 19m75 石川　豊 (97)(1) 17m64 大川　賢人 (96)(2) 出沼　慶蔵 (97)(1)

NM DNS
　２組 藤田　直樹 (96)(2) 49m31 栗林　友哉 (97)(1) 49m17 田村　勇太 (97)(1) 47m09 小出　拓海 (96)(2) 47m04 杉澤　大達 (96)(2) 46m72 小沼　啓悟 (97)(2) 45m47 千葉　太貴 (97)(1) 45m36 柴田　直樹 (97)(1) 44m87

小見川高 千葉敬愛高 市立船橋高 市立稲毛高 市立稲毛高 松戸六実高 柏陵高 柏陵高
9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

井上　敏明 (96)(2) 43m29 古矢　祥一朗 (97)(2) 43m23 佐々木　肇 (96)(2) 43m18 小畑　大樹 (87) 42m82 鈴木　悠介 (96)(2) 41m61 仲丸　武 (97)(1) 41m40 會田　康浩 (96)(2) 40m72 木村　大樹 (95)(3) 40m54
柏陵高 柏高 柏南高 千葉陸協 木更津総合高 安房高 千葉西高 鎌ヶ谷西高
17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)

山内　雄斗 (97)(1) 40m50 宮田　直樹 (96)(2) 39m23 髙橋　智輝 (96)(2) 38m63 森川　幸輝 (97)(1) 38m48 小泉　光太郎 (97)(1) 38m19 服部　快星 (98)(1) 38m06 西﨑　賢 (96)(2) 37m98 渡部　昂 (96)(2) 37m51
千葉南高 市立柏高 千葉南高 東海大望洋高 木更津総合高 君津高 千葉敬愛高 松戸六実高
25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32)

田村　悠馬 (96)(2) 37m49 杉井　勇介 (97)(1) 37m03 濱砂　有史 (96)(2) 36m61 今井　亨 (96)(2) 36m12 小倉　光正 (97)(2) 36m07 保坂　諒 (97)(1) 33m75 梶谷　健一 (97)(1) 32m06 岡田　拓也 (97)(1) 24m03
姉崎高 磯辺高 市立柏高 東海大望洋高 市原中央高 松戸六実高 市立柏高 野田中央高

柏井高 清水高松戸六実高 木更津総合高 柏井高 館山総合高 木更津総合高 八千代西高

東海大望洋高 千葉商高

柏南高 市立稲毛高 千葉学芸高 野田中央高 君津高 長生高 木更津総合高 専修大松戸高

千葉黎明高 市立松戸高 木更津総合高 館山総合高 大原高 佐原白楊高

市立松戸高 佐原白楊高

木更津高 桜林高 千葉商高 東海大望洋高 野田中央高 大多喜高 千葉黎明高 柏陵高

専修大松戸高 野田中央高 東海大望洋高 館山総合高 松戸国際高 市立柏高

柏高 柏日体高

千葉南高 柏日体高 千葉東高 千葉高 船橋高 木更津総合高 東京学館高 桜林高

東京学館高 東京学館船橋高 市立船橋高 千葉東高 明大同好会 木更津高専

木更津総合高 佐原白楊高

薬園台AC 市立松戸高 市立柏高 千葉南高 国学院大 市立柏高 船橋啓明高 柏日体高

船橋高 みちるAC 昭和学院高 敬愛学園高 木更津総合高 船橋高

柏高 柏陵高

木更津高 君津高 松戸高 東京学館高 東京学館高 千葉南高 松戸六実高 東総工高

柏日体高 柏日体高 松戸国際高 順大OB･OGｸﾗﾌﾞ 市立松戸高 東京学館高

凡例
*TK :着差あり，*TL：着差なし，*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


