
No 1平成２６年６月２８日(土) ・２９日(日) 予選・準決勝・決勝記録表(男子)

陸協名 千葉陸上競技協会 第67回千葉県陸上競技選手権大会 大    会コード：

主　催 千葉陸上競技協会 兼第87回関東陸上競技対校選手権大会兼第69回国体千葉県大会陸上競技会第三次選考会 競技場コード：
　 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付 種目

6/28 100m 三原　浩幸 (93) 10.78 小木　萌人 (94) 10.82 秦　弘樹 (2) 11.08 長嶋　広太 (3) 11.14 笠原　大暉 (2) 11.15 5.木南　優希 (3) 11.15 小澤　孟士 (3) 11.20 松本　凌太 (3) 11.23
予選1組：-0.3m 早大 日本大 成田高 船橋芝山高 船橋高 *TL 市川高 *TL 東京学館高 西武台千葉高

100m 小池　雄作 (93) 10.86 山縣　史博 (3) 10.93 小澤　優太 (2) 11.16 千葉　雄太 (92) 11.16 関谷　涼 (3) 11.17 柿崎　拓也 (95) 11.29
予選2組：+0.1m 順天堂大 西武台千葉高 千葉南高 国士舘大 *TK 市立船橋高 国際武道大

100m 鏑木　大樹 (95) 10.88 石井　翔太 (3) 10.95 片平　将徳 (3) 11.06 白石　侑己 (2) 11.32
予選3組：+1.5m 東洋大 船橋法典高 幕張総合高 市立船橋高

100m 山根　稜平 (92) 10.77 見学　佑樹 (91) 10.92 三輪　将之 (91) 10.92 荻野　慎也 (2) 10.99 岩渕　耕樹 (94) 11.02 髙橋　功治 (3) 11.06 伊東　麟大 (3) 11.25 髙橋　司 (3) 11.35
予選4組：-0.4m 平国大 松戸市陸協 千葉陸協 *TK 市立船橋高 東農大 東海大浦安高 木更津総合高 西武台千葉高

100m 平山　裕太 (3) 10.67 根岸　紀仁 (92) 10.69 田中　崇良 (92) 10.81 斎藤　雄也 (93) 10.89 平島　春信 (2) 11.02 五木田　好祐 (3) 11.27
予選5組：+0.6m 成田高 中央大 ﾁｰﾑｱｲﾏ 平国大 東海大望洋高 松戸高

100m 草野　誓也 (88) 10.83 齋藤　瑛斗 (3) 10.84 渡部　丈一郎 (2) 11.11 大橋　一博 (3) 11.25 矢部　颯 (91) 11.36
予選6組：+1.9m Team Accel 東海大浦安高 千葉黎明高 東京学館浦安高 ﾁｰﾑｱｲﾏ

100m 川上　拓也 (95) 10.84 山根　達矢 (95) 10.93 渡邊　太規 (2) 10.99 小嶋　和磨 (3) 11.14 伊藤　純一 (75) 11.19 森井　亮多 (95) 11.32
予選7組：+0.5m 中央大 日体大 西武台千葉高 千葉黎明高 AS市川 国際武道大

6/28 男子100m 川上　拓也 (95) 10.54 草野　誓也 (88) 10.68 小木　萌人 (94) 10.72 根岸　紀仁 (92) 10.75 山縣　史博 (3) 10.87 斎藤　雄也 (93) 10.93 山根　達矢 (95) 11.22
準決勝1組：+1.0m 中央大 Team Accel 日本大 中央大 西武台千葉高 平国大 日体大

男子100m 三原　浩幸 (93) 10.62 小池　雄作 (93) 10.71 山根　稜平 (92) 10.73 田中　崇良 (92) 10.82 鏑木　大樹 (95) 10.89 齋藤　瑛斗 (3) 10.93 石井　翔太 (3) 10.98 見学　佑樹 (91) 11.01
準決勝2組：+0.9m 早大 順天堂大 平国大 ﾁｰﾑｱｲﾏ 東洋大 東海大浦安高 船橋法典高 松戸市陸協

6/29 200m 藤川　哲平 (3) 22.05 渡辺　一希 (95) 22.23 渡邊　太規 (2) 22.28 荻野　譲 (3) 22.29
予選1組：+0.7m 成田高 駿河台大 西武台千葉高 東海大浦安高

200m 小泉　太一 (93) 22.25 斎藤　雄也 (93) 22.26 増田　淳 (92) 22.45 小澤　孟士 (3) 22.51 髙橋　功治 (3) 22.53 齊藤　奨 (2) 22.82 鹿内　翔太 (96) 41.59
予選2組：+0.1m 千葉大 平国大 城西大 東京学館高 東海大浦安高 西武台千葉高 駿河台大

200m 小澤　優太 (2) 21.82 長嶋　広太 (3) 21.94 加藤　龍尋 (94) 21.96 武石　拓弥 (3) 22.48 森井　亮多 (95) 22.52 石井　克弥 (94) 22.54 恩田　悠椰 (3) 22.74
予選3組：+0.4m 千葉南高 船橋芝山高 城西大 市立柏高 国際武道大 国士舘大 西武台千葉高

200m 染谷　翔 (2) 22.02 髙安　涼太 (3) 22.15 石井　翔太 (3) 22.34 市川　颯馬 (96) 22.83 野中　宏樹 (92) 23.20
予選4組：+3.0m 西武台千葉高 成田高 船橋法典高 平国大 国際武道大

200m 小木　萌人 (94) 22.09 山縣　史博 (3) 22.41 小池　雄作 (93) 22.54 五木田　好祐 (3) 22.60 遠藤　龍飛 (92) 22.67
予選5組：+1.7m 日本大 西武台千葉高 順天堂大 松戸高 日体大

200m 平山　裕太 (3) 21.70 山根　稜平 (92) 22.00 岡勢　悠生 (2) 22.07 堀越　淳史 (3) 22.51 千葉　雄太 (92) 22.55
予選6組：+0.8m 成田高 平国大 千葉黎明高 西武台千葉高 国士舘大

200m 和田　竜樹 (93) 22.03 新谷　圭右 (93) 22.03 野村　尭弘 (3) 22.22 石田　翔太郎 (95) 22.31 矢澤　伸彦 (3) 22.61 小嶋　和磨 (3) 22.90 横田　快 (94) 23.01
予選7組：+1.9m 東農大 筑波大 *TK 東海大望洋高 順天堂大 東海大浦安高 千葉黎明高 (+1.9) 駿河台大 (+1.9)

200m 根岸　紀仁 (92) 21.88 安藤　優介 (92) 22.00 荻野　慎也 (2) 22.17 入山　帝我 (94) 22.45 石井　達哉 (97) 23.21
予選8組：+1.8m 中央大 順天堂大 市立船橋高 国際武道大 Team Accel

6/29 200m 小木　萌人 (94) 21.78 藤川　哲平 (3) 21.90 髙安　涼太 (3) 22.08 岡勢　悠生 (2) 22.15 石井　翔太 (3) 22.41
準決勝1組：+0.8m 日本大 成田高 成田高 千葉黎明高 船橋法典高

200m 和田　竜樹 (93) 21.94 小澤　優太 (2) 22.00 石田　翔太郎 (95) 22.19 安藤　優介 (92) 22.25 加藤　龍尋 (94) 22.28 渡辺　一希 (95) 22.30 野村　尭弘 (3) 22.36 小泉　太一 (93) 22.55
準決勝2組：-0.1m 東農大 千葉南高 順天堂大 順天堂大 城西大 駿河台大 東海大望洋高 千葉大

200m 根岸　紀仁 (92) 21.86 長嶋　広太 (3) 21.97 山根　稜平 (92) 22.14 山縣　史博 (3) 22.23 斎藤　雄也 (93) 22.26 染谷　翔 (2) 22.46 渡邊　太規 (2) 22.52
準決勝3組：+0.1m 中央大 船橋芝山高 平国大 西武台千葉高 平国大 西武台千葉高 西武台千葉高

6/28 400m 酢崎　充洋 (95) 48.92 染谷　翔 (2) 48.97 伏見　亮 (95) 49.15 増田　淳 (92) 49.20 宇野澤　光輝 (2) 49.60 安宅　柳生 (93) 49.62 小椋　平也 (3) 50.73 譜久里　颯 (2) 51.43
予選1組 日本大 西武台千葉高 駿河台大 城西大 銚子商高 明海大 鎌ヶ谷高 市立船橋高
400m 小松　大祥 (93) 49.35 山本　一郎 (95) 49.92 横田　快 (94) 50.23 宇都宮　英斗 (2) 50.83 西桶　雅輝 (2) 51.11

予選2組 国際武道大 東海大 駿河台大 千葉西高 東葛飾高
400m 石田　裕介 (95) 48.69 西田　卓充 (95) 49.24 岡勢　悠生 (2) 49.25 小林　拓未 (1) 50.07 小澤　俊 (3) 51.83

予選3組 早大 東農大 千葉黎明高 西武台千葉高 市立銚子高
400m 澤井　輝 (3) 48.92 板鼻　航平 (94) 49.65 明石　凌輝 (2) 50.43 石井　辰典 (92) 50.52 辰野　充 (94) 51.01 大友　卓 (3) 51.24

予選4組 市立船橋高 順天堂大 市立船橋高 学習院大 東洋大 千葉黎明高
400m 大岐　亮平 (87) 49.91 湊　裕亮 (93) 50.20 酒井　航太 (3) 50.45 相田　智宏 (3) 50.79

予選5組 Team Accel 国士舘大 市立船橋高 検見川高
400m 糸川　航太 (86) 49.26 梅沢　宗史 (93) 49.33 荻野　譲 (3) 49.50 冨田　博貴 (3) 49.87 岡田　涼 (2) 51.17

予選6組 j@c 東農大 東海大浦安高 船橋法典高 八千代松陰高
400m 田原　駿斗 (3) 49.43 橋本　孝興 (92) 49.66 加藤　龍尋 (94) 49.71 田島　直人 (3) 50.97 長　幹連 (3) 51.40

予選7組 東海大望洋高 日本大 城西大 八千代松陰高 幕張総合高
6/28 400m 板鼻　航平 (94) 48.69 大岐　亮平 (87) 48.89 梅沢　宗史 (93) 49.22 酢崎　充洋 (95) 49.69 澤井　輝 (3) 49.95 伏見　亮 (95) 50.07 湊　裕亮 (93) 50.73

準決勝1組 順天堂大 Team Accel 東農大 日本大 市立船橋高 駿河台大 国士舘大
400m 石田　裕介 (95) 48.88 糸川　航太 (86) 49.04 小松　大祥 (93) 49.22 染谷　翔 (2) 49.36 増田　淳 (92) 49.61 5.山本　一郎 (95) 49.61 西田　卓充 (95) 49.84

準決勝2組 早大 j@c 国際武道大 西武台千葉高 城西大 *TL 東海大 *TL 東農大

1位 2位 3位

14120005

121010

8位4位 5位 6位 7位

*TL 着差なし　*TK着差あり　*F8 セカンド記録による順位 審判長：（トラック）中村　要一　、新村　浩章　（フィールド）伊藤　信夫　（混成競技）佐久間　和宏　（招集所）門目　誠   　 　　記録主任：岩脇　充司



No 2平成２６年６月２８日(土) ・２９日(日) 予選・準決勝・決勝記録表(男子)

陸協名 千葉陸上競技協会 第67回千葉県陸上競技選手権大会 大    会コード：

主　催 千葉陸上競技協会 兼第87回関東陸上競技対校選手権大会兼第69回国体千葉県大会陸上競技会第三次選考会 競技場コード：
　 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付 種目 1位 2位 3位

14120005

121010

8位4位 5位 6位 7位

6/29 800m 保坂　拓海 (95) 1:54.72 竹林　守 (96) 1:54.94 武田　竜馬 (93) 1:58.22 鈴木　雅喜 (3) 1:58.99 大森　悠太郎 (3) 1:59.04 西本　健斗 (3) 2:00.64 前之園　啓太 (1) 2:01.12 野澤　一真 (95) 2:01.24
予選1組 明治大 東海大 早大同 銚子商高 幕張総合高 成田北高 専修大松戸高 千葉陸協
800m 梅谷　健太 (3) 1:54.59 宇野澤　光輝 (2) 1:55.10 有馬　康裕 (3) 1:55.94 畑山　将吾 (2) 1:58.02 川口　航汰 (3) 1:58.15 多田　真一郎 (3) 1:58.99 宮﨑　悠樹 (2) 2:02.23

予選2組 東海大望洋高 銚子商高 西武台千葉高 幕張総合高 船橋高 成東高 市立習志野高

800m 糸川　航太 (86) 1:55.43 前田　悠生 (95) 1:55.98 尻屋　友誠 (1) 2:00.02 服部　由暉 (92) 2:00.61 中村　優人 (2) 2:01.00
予選3組 j@c 順天堂大 東海大浦安高 日体大 柏日体高
800m 田島　直人 (3) 1:55.02 大野　祥嵩 (3) 1:55.18 青栁　利久未 (3) 1:56.53 永井　聡 (3) 1:56.84 北山　利信 (2) 1:58.03 下野　幸輝 (93) 1:58.16 稲葉　尚哉 (3) 1:59.51 太田　雄也 (1) 2:02.34

予選4組 八千代松陰高 船橋啓明高 柏南高 国府台高 検見川高 帝京大 昭和学院高 市立船橋高
800m 渡邉　悠弥 (94) 1:54.57 杉山　秀樹 (3) 1:54.83 佐野　雄図 (94) 1:56.02 舘向　俊 (2) 2:02.27 村田　浩忠 (93) 2:02.54 高橋　朋也 (2) 2:04.09 左古　裕喜 (3) 2:09.20

予選5組 日本大 佐原高 早大同 八千代高 帝京大 千葉東高 銚子商高
6/28 1500m 9.高山　将司 (3) 4:04.76 10.鈴木　ニムラ (2) 4:09.88

決勝 千葉黎明高 流山南高
6/29 5000m 9.内本　真司 (84) 15:17.83 10.伊澤　優人 (2) 15:29.65 11.森　駿太 (3) 15:36.34 12.海老沢　太郎 (3) 15:52.34 13.那須野　幸佑 (2) 16:53.23

決勝 千葉教員ｸﾗﾌﾞ 東海大浦安高 我孫子高 八千代松陰高 専修大松戸高

6/28 110mH(1.067m) 白山　大樹 (93) 14.58 渡邉　翔 (94) 15.05 下道　翔太 (87) 15.66 菅原　諒 (3) 15.75 安藤　暢基 (3) 15.88 野口　拓馬 (2) 15.95
予選1組：+1.5m 国際武道大 明海大 Team Accel 千葉経大附高 木更津総合高 船橋法典高
110mH(1.067m) 土屋　徹 (95) 14.89 鈴木　幹太 (93) 15.33 新城　雄基 (3) 15.53 井上　開登 (2) 15.55 長谷部　海 (2) 15.80 宮地　佳樹 (2) 15.87
予選2組：+1.5m 国際武道大 日本大 専修大松戸高 千葉黎明高 市川高 幕張総合高
110mH(1.067m) 中島　尚幸 (3) 15.01 溝口　潤 (95) 15.39 加藤　幸雄 (83) 15.54 染谷　健太 (2) 16.10 石井　春希 (3) 16.51
予選3組：-0.1m 市立松戸高 大東大 KTC 柏の葉高 小見川高
110mH(1.067m) 中川　裕貴 (92) 15.03 片山　千賀 (92) 15.42 山中　竜平 (95) 15.78 三代川　啓 (3) 16.65
予選4組：+0.1m 陸桜会千葉 国際武道大 駿河台大 船橋古和釜高

110mH(1.067m) 安藤　優介 (92) 14.63 樋口　天山 (3) 15.01 座古　雄介 (94) 15.35 瀧崎　大貴 (95) 15.71 鳥谷峯　裕也 (3) 15.86 筒井　健史 (3) 15.96 三代川　誠 (1) 16.10
予選5組：+0.3m 順天堂大 市立習志野高 國學院大 国士舘大 成田高 桜林高 船橋法典高
110mH(1.067m) 竹吉　大記 (94) 14.69 小野　学 (87) 15.38 菊池　祥真 (95) 15.58 白井　隆也 (3) 15.76 宮内　聖也 (3) 16.16 河田　悠一 (3) 16.49
予選6組：-0.1m 早大 Team Accel 成蹊大 西武台千葉高 市立銚子高 千葉東高

6/28 110mH(1.067m) 安藤　優介 (92) 14.32 竹吉　大記 (94) 14.60 中川　裕貴 (92) 14.71 樋口　天山 (3) 14.88 溝口　潤 (95) 15.03 新城　雄基 (3) 15.45 加藤　幸雄 (83) 16.60
準決勝1組：-0.2m 順天堂大 早大 陸桜会千葉 市立習志野高 大東大 専修大松戸高 KTC
110mH(1.067m) 中島　尚幸 (3) 14.80 土屋　徹 (95) 14.87 白山　大樹 (93) 14.95 渡邉　翔 (94) 15.12 鈴木　幹太 (93) 15.30 座古　雄介 (94) 15.50 片山　千賀 (92) 15.75 井上　開登 (2) 16.73

準決勝2組：-1.5m 市立松戸高 国際武道大 国際武道大 明海大 日本大 國學院大 国際武道大 千葉黎明高
6/29 400mH(0.914m) 野口　直人 (94) 54.38 南家　一博 (2) 54.72 安宅　柳生 (93) 55.88 山下　昴 (3) 56.17 平野　爽 (3) 59.99

予選1組 順天堂大 専修大松戸高 明海大 東京学館高 実籾高
400mH(0.914m) 今関　雄太 (87) 53.85 清田　将史 (88) 54.75 佐々木　桂樹 (3) 54.81 田中　進悟 (89) 54.81 川原　啓太朗 (2) 58.03 新井　智哉 (2) 1:00.76

予選2組 渋谷幕張高教 千葉陸協 市立船橋高 ﾁｰﾑｱｲﾏ *TK 千葉敬愛高 成田北高
400mH(0.914m) 石田　裕介 (95) 55.29 新城　雄基 (3) 55.61 高橋　拓也 (92) 56.14 樋口　天山 (3) 56.46 澁谷　郁朗 (2) 57.17 江波戸　雄大 (2) 57.38 富田　耕祐 (2) 58.62

予選3組 早大 専修大松戸高 平国大 市立習志野高 幕張総合高 成田高 茂原高
400mH(0.914m) 笛木　靖宏 (85) 54.66 冨田　博貴 (3) 54.67 金子　元貴 (95) 54.85 望月　祐輔 (92) 55.01 岩本　直樹 (3) 56.83 田上　遼太 (3) 58.60

予選4組 ﾁｰﾑｱｲﾏ 船橋法典高 千葉大 国際武道大 鎌ヶ谷高 幕張総合高
6/29 400mH(0.914m) 笛木　靖宏 (85) 53.97 清田　将史 (88) 54.41 野口　直人 (94) 54.60 金子　元貴 (95) 54.74 安宅　柳生 (93) 55.10 望月　祐輔 (92) 55.42 南家　一博 (2) 55.58 山下　昴 (3) 56.92

準決勝1組 ﾁｰﾑｱｲﾏ 千葉陸協 順天堂大 千葉大 明海大 国際武道大 専修大松戸高 東京学館高
400mH(0.914m) 今関　雄太 (87) 52.30 新城　雄基 (3) 53.05 佐々木　桂樹 (3) 53.12 冨田　博貴 (3) 53.16 石田　裕介 (95) 53.21 高橋　拓也 (92) 54.50 樋口　天山 (3) 54.89

準決勝2組 渋谷幕張高教 専修大松戸高 市立船橋高 船橋法典高 早大 平国大 市立習志野高

6/28 5000mW 9.佐野　巧 (2) 25:08.09 10.中神　和也 (2) 25:12.81 11.吉野　駿希 (2) 25:17.17 12.相場　史寛 (3) 25:17.59 13.今津　有貴 (2) 26:14.46 14.鳥山　優希 (2) 26:34.79 15.金子　卓未 (2) 26:50.87

決勝 八千代松陰高 我孫子高 大網高 柏中央高 銚子商高 東金高 銚子商高

*TL 着差なし　*TK着差あり　*F8 セカンド記録による順位 審判長：（トラック）中村　要一　、新村　浩章　（フィールド）伊藤　信夫　（混成競技）佐久間　和宏　（招集所）門目　誠   　 　　記録主任：岩脇　充司



No 3平成２６年６月２８日(土) ・２９日(日) 予選・準決勝・決勝記録表(男子)

陸協名 千葉陸上競技協会 第67回千葉県陸上競技選手権大会 大    会コード：

主　催 千葉陸上競技協会 兼第87回関東陸上競技対校選手権大会兼第69回国体千葉県大会陸上競技会第三次選考会 競技場コード：
　 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付 種目 1位 2位 3位

14120005

121010

8位4位 5位 6位 7位

6/28 4×100mR ﾁｰﾑｱｲﾏ 41.69 Team Accel 41.85 駿河台大 41.99 西武台千葉高 42.06 市川高 42.72 柏南高 45.15
予選1組 戸塚　聖也 (91) 草野　誓也 (88) 鹿内　翔太 (96) 松本　凌太 (3) 矢部　秀平 (3) 松本　誠也 (2)

田中　崇良 (92) 石井　達哉 (97) 伏見　亮 (95) 山縣　史博 (3) 岩本　陸 (2) 久松　瀬名 (2)

田中　進悟 (89) 大岐　亮平 (87) 横田　快 (94) 恩田　悠椰 (3) 天﨑　賢至 (2) 藤田　洸介 (2)

笛木　靖宏 (85) 染谷　幸喜 (89) 渡辺　一希 (95) 堀越　淳史 (3) 木南　優希 (3) 五十嵐　康平 (2)
4×100mR 市立船橋高 41.82 国際武道大 42.00 船橋法典高 42.39 千葉黎明高 42.46 市立柏高 42.71 八千代松陰高 43.28 姉崎高 43.32
予選2組 関谷　涼 (3) 中村　祐也 (92) 福田　翔希 (3) 庄司　聖 (2) 寺門　稔弘 (3) 小神　裕太 (3) 山﨑　海 (1)

荻野　慎也 (2) 柿崎　拓也 (95) 石井　翔太 (3) 岡勢　悠生 (2) 武石　拓弥 (3) 長岡　俊介 (2) 福留　隆一 (2)

明石　凌輝 (2) 藤本　雄大 (93) 冨田　博貴 (3) 関野　由宇 (1) 伊藤　和也 (1) 小森　健太 (3) 浦田　舜也 (3)

白石　侑己 (2) 入山　帝我 (94) 大多和　大貴 (2) 渡部　丈一郎 (2) 角田　航平 (3) 宇賀　直太 (3) 伊藤　樹 (1)
4×100mR 成田高 41.92 東海大望洋高 42.48 東葛飾高 43.47 我孫子高 44.99 木更津総合高 45.26
予選3組 根岸　勇太 (3) 塩見　宏人 (2) 田部　智之 (2) 永野　光洋 (2) 高崎　玲也 (2)

平山　裕太 (3) 平島　春信 (2) 佐藤　瞭介 (2) 鈴木　麗 (2) 栗原　彩斗 (2)

秦　弘樹 (2) 大竹　亮太朗 (3) 西桶　雅輝 (2) 長﨑　翔 (2) 安藤　暢基 (3)

藤川　哲平 (3) 野村　尭弘 (3) 井村　智哉 (2) 中川　力哉 (2) 伊東　麟大 (3)
4×100mR 市立松戸高 42.37 国士舘大 42.57 東海大浦安高 42.73 幕張総合高 42.79
予選4組 栗原　直也 (3) 千葉　雄太 (92) 大野　純輝 (2) 宮澤　賢弘 (3)

漣　和留 (2) 石井　克弥 (94) 盛川　祐太 (2) 片平　将徳 (3)

古谷　樹 (3) 金光　葵 (92) 戸田　諒 (2) 長　幹連 (3)

中島　尚幸 (3) 天神林　雄樹 (94) 後藤　出帆 (2) 田上　遼太 (3)
6/29 4×400mR ﾁｰﾑｱｲﾏ 3:18.30 東海大浦安高 3:18.56 駿河台大 3:21.21 国際武道大 3:22.39 市立柏高 3:27.51 市立松戸高 3:28.03

予選1組 長内　智 (90) 松本　武流 (3) 岸川　隼人 (96) 藤本　雄大 (93) 菅原　雅史 (3) 堺　唯央 (3)

田中　進悟 (89) 末次　弘樹 (3) 渡辺　一希 (95) 小松　大祥 (93) 武石　拓弥 (3) 漣　和留 (2)

田中　崇良 (92) 齋藤　瑛斗 (3) 鹿内　翔太 (96) 柿崎　拓也 (95) 伊藤　和也 (1) 及川　寛生 (3)

笛木　靖宏 (85) 伊東　優作 (3) 横田　快 (94) 中村　祐也 (92) 角田　航平 (3) 大谷　和暉 (2)
4×400mR 市立船橋高 3:17.75 西武台千葉高 3:18.21 国士舘大 3:18.75 Team Accel 3:18.76 鎌ヶ谷高 3:25.54
予選2組 澤井　輝 (3) 小林　拓未 (1) 石井　克弥 (94) 大西　正裕 (87) 小椋　平也 (3)

鈴木　健太 (3) 伏見　ユウマ (2) 金光　葵 (92) 石井　達哉 (97) 板坂　圭一郎 (2)

譜久里　颯 (2) 渡邊　太規 (2) 渡邊　一樹 藤田　勝也 (89) 長南　零 (2)

明石　凌輝 (2) 染谷　翔 (2) 湊　裕亮 (93) 大岐　亮平 (87) 岩本　直樹 (3)
4×400mR 成田高 3:16.73 東葛飾高 3:21.98 船橋東高 3:24.44 八千代松陰高 3:28.70 専修大松戸高 3:30.21 我孫子高 3:30.42
予選3組 秦　弘樹 (2) 西桶　雅輝 (2) 村中　賢澄 (1) 長岡　俊介 (2) 森谷　洸太 (2) 永野　光洋 (2)

山本　竜大 (2) 稲垣　悟 (3) 木村　直哉 (3) 岡田　涼 (2) 星野　佑介 (2) 中川　力哉 (2)

飯田　惇生 (3) 佐藤　瞭介 (2) 篠塚　優斗 (2) 小森　健太 (3) 安藤　竜真 (3) 鈴木　麗 (2)

前山　陽軌 (3) 井村　智哉 (2) 大屋　泰聖 (3) 宇賀　直太 (3) 南家　一博 (2) 初瀬川　涼 (2)
4×400mR 船橋法典高 3:19.10 東海大望洋高 3:19.50 検見川高 3:22.50 松戸六実高 3:24.41
予選4組 澤村　亮汰 (2) 倉永　一輝 (2) 相田　智宏 (3) 小川　竜輝 (3)

石井　翔太 (3) 田原　駿斗 (3) 志村　拓哉 (2) 菅原　一也 (3)

福田　翔希 (3) 永田　拓也 (2) 熊倉　甚 (3) 中島　良太 (1)

冨田　博貴 (3) 古川　敦也 (3) 松永　康太朗 (2) 湯原　健太郎 (3)
4×400mR 東農大 3:19.45 千葉大 3:19.62 千葉黎明高 3:21.06 渋谷学園幕張高 3:27.48 佐原高 3:33.56
予選5組 岩渕　耕樹 (94) 小泉　太一 (93) 大友　卓 (3) 小杉山　秀晴 (2) 尾形　壱成 (3)

梅沢　宗史 (93) 川﨑　正悟 (91) 小嶋　和磨 (3) 土方　亮治 (1) 笹本　直紀 (3)

西田　卓充 (95) 川島　和真 (94) 渡部　丈一郎 (2) 中村　大 (2) 太田　伊織 (2)

和田　竜樹 (93) 石原　裕介 (95) 岡勢　悠生 (2) 中田　健人 (2) 寺本　章悟 (3)

*TL 着差なし　*TK着差あり　*F8 セカンド記録による順位 審判長：（トラック）中村　要一　、新村　浩章　（フィールド）伊藤　信夫　（混成競技）佐久間　和宏　（招集所）門目　誠   　 　　記録主任：岩脇　充司



No 4平成２６年６月２８日(土) ・２９日(日) 予選・準決勝・決勝記録表(男子)

陸協名 千葉陸上競技協会 第67回千葉県陸上競技選手権大会 大    会コード：

主　催 千葉陸上競技協会 兼第87回関東陸上競技対校選手権大会兼第69回国体千葉県大会陸上競技会第三次選考会 競技場コード：
　 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

日付 種目 1位 2位 3位

14120005

121010

8位4位 5位 6位 7位

6/29 走高跳 9.蓑輪　隆 (94) 1m95 10.宮沢　真人 (93) 1m90 11.石合　雄樹 (3) 1m90 12.安達　聡司 (91) 1m90 13.吉田　光 (2) 1m85 13.阿部　悠 (95) 1m85 15.小林　千慧 (2) 1m85 15.鈴木　裕太 (93) 1m85
国際武道大 ﾁｰﾑｱｲﾏ 成田北高 東邦大 成田高 帝平大 柏日体高 国際武道大
17.難波　成玄 (3) 1m85 17.小田切　佑介 (2) 1m85 17.長塚　充浩 (92) 1m85 17.神子　智孝 (87) 1m85
千葉東高 千葉明徳高 日体大 東京情報大学AC

6/28 棒高跳 9.五十部　真之 (1) 4m40 10.石橋　和也 (1) 4m20 11.成田　和真 (2) 4m20
柏日体高 木更津総合高 小見川高

6/28 走幅跳 9.鵜澤　勝彦 (78) 7m00 10.及川　寛生 (3) 6m94 11.小田　豪生 (93) 6m92 12.田口　宣幸 (94) 6m80 13.山本　賢良 (85) 6m77 14.岸本　勇輝 (2) 6m71 15.高橋　玲 (96) 6m66 16.北田　光輝 (2) 6m54
みちるAC (+2.6) 市立松戸高 (+0.8) 東情大 (+1.5) 土気TFC (+0.8) AS市川 (+0.2) 佐倉南高 (+0.6) 中央大 (-0.3) 桜林高 (+0.6)
17.新谷　圭右 (93) 6m53 18.酒井　航佑 (3) 6m50 19.辻本　元気 (3) 6m48 20.藤堂　巧巳 (3) 6m45 21.恩田　崇志 (85) 6m30 22.中平　貴雅 (95) 6m15 23.柴　大周 (2) 5m99
筑波大 (+0.2) 市立船橋高 (+1.1) 東海大浦安高 (+0.3) 小金高 (+0.1) YAC (-1.8) 新日鐵住金君津 (+2.2) 成田高 (+1.0)

6/29 三段跳 9.高橋　玲 (96) 13m98 10.大矢　航平 (3) 13m96 11.西内　太郎 (94) 13m92 12.大坂　智哉 (1) 13m72 13.伊藤　昴正 (2) 13m55 14.大湖　昭幸 (3) 13m39 15.藤原　悠雅 (3) 13m27
中央大 (+0.2) 東京学館高 (+1.1) 平国大 (+0.1) 成田高 (-0.6) 東京学館高 (0.0) 木更津総合高 (0.0) 昭和学院高 (-0.6)

6/28 砲丸投 9.大島　崇弘 (2) 10m89 10.中野　智輝 (3) 10m88 11.五十嵐　恵一 (84) 10m76 12.貞　豊 (94) 10m60 13.林　英昭 (55) 10m53 14.坂下　優樹 (3) 9m86
(7.260kg) 東京学館高 若松高 千葉陸協 流通経済大 松戸市陸協 国府台高

6/29 円盤投 9.河島　拓也 (3) 34m29 10.島根　元気 (93) 34m20 11.飯倉　宏斗 (3) 33m17 12.宮城　浩太 (3) 33m14 13.塙　幸雄 (71) 32m93 14.熊倉　克将 (96) 32m76 15.岩瀬　拓実 (2) 32m25 16.並木　曙 (3) 32m17
(2.000kg) 東京学館高 流通経済大 西武台千葉高 佐原白楊高 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ 国際武道大 小見川高 桜林高

17.栗原　寿幸 (3) 31m60 18.五十嵐　恵一 (84) 31m44 19.山崎　拓真 (2) 31m02 20.坂下　優樹 (3) 30m98 21.塙　大和 (3) 30m53 22.白石　大画 (2) 29m99 23.中山　雅晴 (93) 27m45 24.林　英昭 (55) 27m15
安房高 千葉陸協 柏日体高 国府台高 東京学館高 東京学館高 立教大 松戸市陸協

6/28 ハンマー投 9.中澤　直彦 (85) 46m32 10.塙　大和 (3) 45m78 11.小野　翼 (2) 45m38 12.大熊　賢也 (96) 44m37 13.塚越　充将 (91) 43m53 14.仲野　真輝 (3) 40m96 15.白石　大画 (2) 40m86 16.林　英昭 (55) 40m82
(7.260kg) みちるAC 東京学館高 木更津総合高 流通経済大 土気TFC 木更津総合高 東京学館高 松戸市陸協

17.大木　静心 (3) 38m22 18.大島　崇弘 (2) 36m94 19.塙　幸雄 (71) 36m25 20.井澤　恭平 (3) 36m01 21.小林　亮介 (2) 34m30 22.野口　雅人 (2) 32m44 23.本吉　大輝 (2) 32m15 24.高橋　実 (71) 29m68
小見川高 東京学館高 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ 木更津総合高 小見川高 銚子商高 木更津総合高 千葉陸協

6/28 やり投 9.唐川　泰成 (3) 56m04 10.北尾　聡和 (3) 54m74 11.栗林　友哉 (2) 51m66 12.寺田　隼人 (94) 50m65 13.新谷　政作 (92) 50m37 14.大樂　雅弘 (93) 50m18 15.掛村　将寛 (3) 48m96 16.井上　敏明 (3) 48m57
(800g) 西武台千葉高 柏井高 千葉敬愛高 千葉陸協 市川市陸協 みちるAC 薬園台高 柏陵高

17.清水　翼 (3) 48m55 18.中田　夏海 (2) 47m99 19.飯田　裕也 (3) 47m93 20.杉澤　大達 (3) 47m45 21.藤田　直樹 (3) 47m40 22.西﨑　賢 (3) 45m94 23.小川　諒 (95) 45m82 24.小沼　啓悟 (3) 44m61
小金高 成東高 匝瑳高 市立稲毛高 小見川高 千葉敬愛高 東洋大 松戸六実高

十種競技 9.二井　俊也 (3) 5217 10.泉　和徳 (95) 5082 11.伊東　昂一郎 (3) 4874 12.山藤　謙 (2) 4830 13.野島　宗呂 (94) 4767 14.名取　翼 (3) 4331
長生高 東海大 国府台高 東海大浦安高 東海大 検見川高

100m 11.60 0.0 732 12.03 0.0 645 11.66 0.0 719 11.79 0.0 693 11.74 0.0 703 11.79 0.0 693
走幅跳 6m10 -0.3 608 5m70 -0.3 523 5m94 +0.6 574 5m96 -0.4 578 6m22 0.0 635 6m16 +1.1 621

6/28 砲丸投(7.260kg) 8m78 413 8m71 408 8m55 399 7m30 325 9m58 460 7m36 328
・ 走高跳 1m70 544 1m65 504 1m60 464 1m65 504 1m60 464 1m65 504
6/29 400m 50.58 788 55.69 571 51.47 748 51.40 751 54.42 622 53.89 644

110mH(1.067m) 16.81 +1.4 644 17.45 +1.4 578 16.84 +0.3 641 16.74 +1.9 652 17.18 +1.9 606 17.20 +1.4 604
円盤投(2.000kg) 20m70 285 25m21 371 23m89 346 22m46 318 27m08 407 13m67 156

棒高跳 NM 0 3m50 482 NM 0 NM 0 NM 0 NM 0
やり投(800g) 42m24 475 43m75 497 32m46 334 29m44 291 46m06 531 25m28 233

1500m 4:32.51 728 5:10.01 503 4:45.03 649 4:34.09 718 5:42.73 339 5:02.08 548
6/28 少年Ｂ100m 吉田　有伯 (3) 10.91 清水　勇輝 (1) 11.00 土方　亮治 (1) 11.14 小俣　淳介 (1) 11.28 櫻本　史温 (1) 11.53 齋藤　涼介 (1) 11.53

ﾀｲﾑﾚｰｽ1組：+1.8m 船橋御滝中 船橋高 渋谷学園幕張高 西武台千葉高 柏日体高 東海大望洋高 *TK
少年Ｂ100m 和西　玲旺 (1) 11.16 菊地　宏汰 (1) 11.22 山口　大輔 (1) 11.45 関野　由宇 (1) 11.47 川口　潤 (1) 11.54

ﾀｲﾑﾚｰｽ2組：+1.5m 市立船橋高 東海大望洋高 西武台千葉高 千葉黎明高 八千代松陰高

*TL 着差なし　*TK着差あり　*F8 セカンド記録による順位 審判長：（トラック）中村　要一　、新村　浩章　（フィールド）伊藤　信夫　（混成競技）佐久間　和宏　（招集所）門目　誠   　 　　記録主任：岩脇　充司


