
平成２７年１０月１０(土) 決勝記録表(男子)
 

競技会名 ２０１５千葉県陸上競技秋季記録会 15120312
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

種目

100m 見学　佑樹 (91) 10.80 渡邊　太規 (97) 11.02 若菜　優太 (87) 11.06 平島　春信 (97) 11.07 漣　和留 (98) 11.07 山﨑　海 (98) 11.08 櫻本　史温 (98) 11.15 清宮　弘貴 (95) 11.20

松戸市陸協 (0.0) 西武台千葉高 (0.0) Team Accel (-0.2) 東海大望洋高 (0.0) 市立松戸高 TK(0.0) 姉崎高 (0.0) 柏日体高 (-0.9) 了徳寺大 (0.0)

400m 菅谷　宏明 (98) 50.24 齋藤　準 (98) 50.33 小俣　淳介 (98) 50.34 上野　弘貴 (95) 50.44 外里　佳樹 (98) 50.68 伏見　ユウマ (97) 50.71 島根　海都 (99) 50.83 越川　和輝 (98) 50.93

市立松戸高 成東高 西武台千葉高 東京経済大 姉崎高 西武台千葉高 西武台千葉高 実籾高

5000m 小西　伊吹 (97) 15:08.11 小原　佑介 (98) 15:08.27 佐藤　皓星 (98) 15:09.04 高見　将宏 (98) 15:10.53 田中　良幸 (89) 15:10.88 金子　広睦 (97) 15:19.26 日暮　遥樹 (99) 15:21.11 林　裕介 (85) 15:28.14

幕張総合高 鎌ヶ谷西高 幕張総合高 柏高 新日鐵住金君津 東海大望洋高 小金高 新日鐵住金君津

110mH 守田　朗裕 (83) 15.00 土屋　徹 (95) 15.00 瀧口　智大 (98) 15.43 溝口　健斗 (98) 15.52 高橋　斗南 (99) 15.90 植草　雄貴 (99) 15.98 角嶋　大貴 (99) 16.02 加藤　幸雄 (83) 16.10

(1.067m_9.14m) 千葉陸協 (0.0) 国際武道大 TK(0.0) 成東高 (-0.4) 千葉黎明高 (-0.4) 千葉黎明高 (0.0) 磯辺高 (-0.4) 千葉黎明高 (0.0) KTC (0.0)

走高跳 阿部　悠 (95) 1m97 鳥海　貴之 (96) 1m94 小野　遼平 (95) 1m94 石合　雄樹 (96) 1m91 髙橋　竜輝 (00) 1m88 小此木　雅之 (98) 1m88 青沼　徳大 (01) 1m85 飯塚　弘平 (99) 1m82

帝京平成大 流通経済大 国際武道大 帝京平成大 東京学館船橋高 東京学館船橋高 みちるAC 柏日体高

男子走幅跳 加﨑　樹生 (99) 6m93 神戸　鴻朗希 (99) 6m89 中村　祥眞 (98) 6m69 米田　豪輝 (98) 6m63 須合　紘平 (99) 6m59 伊橋　恭平 (97) 6m56 鵜澤　勝彦 (78) 6m47 八木野　耀 (98) 6m45

柏日体高 (+0.6) 柏陵高 (+0.6) 柏日体高 (0.0) 市立松戸高 (0.0) 東京学館高 (+0.3) 柏日体高 (+0.3) みちるAC (+0.4) 薬園台高 (+0.1)

高校砲丸投 山﨑　拓真 (97) 13m86 寺井　翔哉 (98) 13m63 浅井　大河 (99) 13m33 陶山　雄太 (99) 12m02 磯部　耕一 (99) 11m64 霞　海人 (98) 11m57 栗谷　悠介 (98) 11m37 大賀　美輝 (99) 10m96

(6.000kg) 柏日体高 東京学館船橋高 千葉敬愛高 成東高 木更津総合高 東海大望洋高 桜林高 東京学館高

一般砲丸投 坂下　優樹 (97) 9m57 芳賀　渉 (86) 8m98 水野　竜人 (95) 8m19 高以良　英明 (94)

(7.260kg) 成蹊大 東京情報大AC 千葉経済大 千葉経済大 DNS

やり投 早見　優樹 (98) 48m81 行方　魁人 (98) 48m78 河田　龍生 (98) 47m36 小畑　大樹 (87) 46m62 西澤　智貴 (99) 46m32 松沢　雄斗 (99) 46m07 小松﨑　陸 (99) 46m04 樺沢　亮相 (98) 45m74

(800g) 袖ヶ浦高 多古高 松戸国際高 千葉陸協 東海大望洋高 成東高 柏の葉高 東京学館船橋高

凡例 天候 湿度 風速 トラック審判長 中村　要一

TK:着差あり 晴 59.5 1.1

曇 59.2 1.0 フィールド審判長 伊藤　信夫

曇 60.0 1.4

曇 61.3 0.7 第２競技場審判長 鈴木　小枝子

曇 61.8 0.0

曇 62.9 0.1 招集所審判長 門目　　誠

曇 64.7 0.6

曇 66.8 1.3 記録主任 岩脇　充司
曇 67.7 1.0

７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位

時現在 気温 風向

５位 ６位

09:00 22.2 西

10:00 22.2 北北東

11:00 22.3 北北東

12:00 22.0 北東

13:00 21.9 北東

14:00 21.8 北東

15:00 21.7 東北東

16:20 21.5 南東
16:00 21.4 南東



平成２７年１０月１０(土) 決勝記録表(女子)
 

競技会名 ２０１５千葉県陸上競技秋季記録会 15120312
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

種目

100m 永富　美柚 (97) 12.60 矢部　雪美 (98) 12.72 村　友佳 (97) 12.82 安田　志織 (98) 12.86 濱井　美南 (98) 12.88 神崎　萌 (98) 12.90 宇津木　心 (98) 12.92 嶋野　優奈 (98) 12.96

みちるAC (0.0) 東葛飾高 (0.0) 市立松戸高 (0.0) 秀明八千代高 (0.0) 東海大望洋高 (0.0) 茂原高 (0.0) 東海大望洋高 (0.0) 柏日体高 (+0.5)

400m 川島　都妃 (99) 59.34 大沼　月美貴 (98) 1:00.37 渡邉　優女花 (99) 1:00.45 小竹　珠利亜 (98) 1:00.58 伊藤　実奈子 (99) 1:00.86 千葉　詩織 (98) 1:00.99 池田　真優 (98) 1:01.05 中田　茉利 (98) 1:01.07

長生高 千葉南高 大多喜高 千葉高 八千代高 八千代高 国分高 小金高

3000m 小南　菜月 (97) 9:58.27 毛利　澪奈 (98) 10:01.81 由良　咲月 (98) 10:10.10 麻生　真希 (00) 10:22.97 佐々木　愛海 (98) 10:24.37 齋藤　ゆうか (99) 10:24.94 菅野　翠 (99) 10:27.63 三上　希風 (00) 10:29.12

市川高 敬愛学園高 松戸国際高 東海大望洋高 幕張総合高 東海大望洋高 小金高 木更津総合高

100mH 安田　志織 (98) 14.82 嶋野　優奈 (98) 15.19 和田　夏美 (98) 15.33 志賀　千織 (00) 15.75 石井　花霞 (99) 15.87 遠藤　紗希 (99) 16.27 岡安　穂香 (98) 16.36 河野　優香 (99) 16.58

(0.840m_8.50m) 秀明八千代高 (+0.2) 柏日体高 (+0.2) 八千代高 (+0.2) 西武台千葉高 (+0.2) 東海大望洋高 (+0.2) 市立松戸高 (+0.2) 西武台千葉高 (+0.2) 柏日体高 (+0.2)

走高跳 松元　珠凜 (97) 1m61 浅田　楓 (99) 1m55 源田　愛 (99) 1m55 浅尾　優歌 (98) 1m52 小原　優花 (99) 1m49 徳倉　芽依 (98) 1m49 清水　かおる (99) 1m49 内田　遥 (98) 1m46

柏日体高 柏日体高 千葉西高 八千代高 実籾高 千葉商大付高 東京学館高 千葉西高

走幅跳 石井　李佳 (97) 5m31 尾形　奈那美 (99) 5m28 大山　華実 (97) 5m23 四位　愛美 (98) 4m99 塚本　梨乃 (98) 4m90 イケ　葵 (98) 4m89 西村　茉友子 (98) 4m86 豊田　理歩 (99) 4m86

柏日体高 (-0.4) 姉崎高 (0.0) 柏日体高 (-0.5) 柏日体高 (+0.1) 姉崎高 (-0.9) 西武台千葉高 (-0.7) 西武台千葉高 (+0.1) 市立松戸高 (0.0)

高校砲丸投 荒木　優奈 (99) 11m72 石川　伊津美 (98) 10m33 森　葵衣 (98) 10m30 髙山　優衣 (99) 9m95 牧　千里 (99) 9m94 根本　瑞紀 (99) 9m81 石毛　里奈 (99) 9m32 佐藤　仁美 (98) 9m19

(4.000kg) 東京学館船橋高 西武台千葉高 東京学館船橋高 東京学館船橋高 東京学館高 東京学館高 銚子商高 東京学館船橋高

一般砲丸投 安下　帆風 (02) 4m72 安蒜　佳与里 (91)

(4.000kg) 轟ＡＣ JR東日本千葉 DNS

やり投 米澤　裕香里 (92) 38m56 坂本　小夏 (98) 36m36 手賀　優衣 (98) 35m79 町村　茜 (96) 34m45 湯澤　彩未 (98) 34m07 渡邉　風香 (00) 32m38 角南　歩希 (99) 32m01 栗原　真由 (98) 30m49

(600g) 土気TFC 船橋啓明高 多古高 千葉陸協 市立松戸高 柏井高 西武台千葉高 成東高

天候 湿度 風速
凡例 晴 59.5 1.1 トラック審判長 中村　要一

*F2：２回目が公認最高，*F8：２番目の記録による順位 曇 59.2 1.0

曇 60.0 1.4 フィールド審判長 伊藤　信夫

曇 61.3 0.7

曇 61.8 0.0 第２競技場審判長 鈴木　小枝子

曇 62.9 0.1

曇 64.7 0.6 招集所審判長 門目　　誠

曇 66.8 1.3

曇 67.7 1.0 記録主任 岩脇　充司

７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位

時現在 気温 風向

５位 ６位

09:00 22.2 西

10:00 22.2 北北東

11:00 22.3 北北東

12:00 22.0 北東

13:00 21.9 北東

14:00 21.8 北東

16:20 21.5 南東

15:00 21.7 東北東

16:00 21.4 南東


