
1/3平成２９年６月　３日(土) ・４日(日) ・１０日(土) ベスト１５記録表(男子)

競技会名 第３７回　千葉県高校陸上競技記録会 16121301
ｺｰﾄﾞ12 兼第72回国体千葉県大会陸上競技会少年の部第三次選考会 121010

　　　　　(財)千葉県体育協会 場所 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場・第２競技場
日付 種別･種目

6月4日 Ａ100m 西村　遼平 (3) 10.73 林　航大 (3) 10.77 花田　シオン (3) 10.87 野口　拓真 (2) 10.93 水上　隼人 (3) 10.94 小島　匡人 (3) 10.96 村瀬　大輔 (2) 10.96 金谷　将伸 (2) 11.00
幕張総合 (+0.8) 市立船橋 (+1.4) 東海大浦安 (0.0) 市原中央 (+1.6) 日体大柏 (0.0) 東海大浦安 (-0.5) 東海大浦安 (+0.8) 千葉黎明 (+0.7)

１５位

渡邊　大翔 (3) 11.01 平野　壮太 (2) 11.01 杉岡　駿 (2) 11.01 植草　雄貴 (3) 11.04 松本　詩音 (2) 11.04 黒田　雄太 (2) 11.08 加藤　颯太 (3) 11.09 鈴木　涼太 (2) 11.09
八千代松陰 (+1.6) 市立船橋 (-1.6) 八千代 (+1.4) 磯辺 (-1.2) 市立松戸 (+0.4) 東葛飾 (-0.5) 鎌ヶ谷 (+0.6) 流山南 (+0.8)

6月3日 Ａ400m 川上　聡太 (2) 48.93 山﨑　稔侍 (2) 48.98 杉岡　駿 (2) 49.22 島根　海都 (3) 49.42 鵜澤　葉月 (2) 49.47 油谷　恒佑 (3) 49.50 安永　雄貴 (2) 49.66 中村　大樹 (3) 49.70
西武台千葉 市立船橋 八千代 西武台千葉 東海大望洋 東金商 幕張総合 国府台

栗原　聖弥 (3) 49.70 畠山　未来 (3) 49.78 水上　隼人 (3) 49.82 松本　詩音 (2) 49.84 田口　雄貴 (3) 49.95 佐々木　捺渉 (3) 50.03 石鍋　俊介 (3) 50.07 溝邊　耀佑 (2) 50.16
市立船橋 船橋法典 日体大柏 市立松戸 東海大浦安 市立松戸 成田 八千代松陰

6月10日 Ａ5000m 坂田　隼人 (3) 15:12.75 井内　拓慎 (3) 15:15.31 成毛　志優 (3) 15:16.45 楠本　修平 (3) 15:30.35 吉田　光汰 (3) 15:36.27 栗原　光弘 (2) 15:36.50 鈴木　崇也 (3) 15:36.70 早川　晃平 (2) 15:37.20

富里 拓大紅陵 富里 八千代松陰 拓大紅陵 我孫子 大多喜 八千代松陰

大西　一慈 (2) 15:42.17 永山　龍吉 (2) 15:43.86 加瀬　雄大 (2) 15:45.24 杉本　将太 (2) 15:45.61 満園　優作 (2) 15:46.38 山下　晃平 (3) 15:49.58 市村　陸 (3) 15:51.13 増田　雄太 (3) 15:51.39

中央学院 八千代松陰 成田 東海大望洋 八千代 我孫子 八千代松陰 中央学院

6月4日 Ａ400mH 小川　力哉 (3) 55.56 常住　優太 (2) 55.94 井上　涼太 (3) 56.18 西村　知紘 (3) 56.52 諏方　龍之介 (3) 57.15 石川　雅大 (3) 57.55 中村　航也 (2) 57.57 二宮　龍 (2) 57.67
東海大望洋 木更津総合 流山南 成田北 東海大望洋 日体大柏 鎌ヶ谷 犢橋

大和地　章杜 (3) 57.73 髙橋　美喜耶 (3) 58.16 大澤　隼太 (3) 58.17 柴田　悠馬 (2) 58.18 青砥　直哉 (3) 58.25 大澤　亘輝 (2) 58.45 萩原　睦 (2) 58.54 大磯　朋也 (3) 58.76
館山総合 流山南 柏陵 小金 八千代 柏中央 東京学館 東金商

７位

6月4日 Ａ棒高跳 直井　一樹 (3) 4m50 望月　之音 (2) 4m50 (2) 4m40 栗山　颯人 (2) 4m20 岡本　海 (2) 4m10 安田　光希 (2) 4m00 岩井　航大 (2) 3m80 内川　研太郎 (2) 3m80
日体大柏 日体大柏 日体大柏 日体大柏 安房 印旛明誠 佐原 日体大柏

五十嵐　拓磨 (2) 3m80 椎名　亮太 (2) 西山　英明 (2) 早川　竜也 (3) 宮地　俊介 (2) 篠原　祐樹 (3) 川島　悠之介 (3) 越川　滉二 (3)
佐原 小見川 NM 印旛明誠 NM 木更津総合 NM 船橋 NM 木更津総合 NM 小見川 DNS 小見川 DNS

6月3日 Ａ走幅跳 加﨑　樹生 (3) 7m06 海鋒　泰輝 (2) 6m91 須田　優人 (2) 6m89 竹内　壯太 (2) 6m88 伊藤　魁文 (3) 6m64 齋藤　優太 (2) 6m62 筒井　栞壱 (2) 6m61 武田　匠史 (2) 6m60

日体大柏 (+3.0) 西武台千葉 (+1.5) 幕張総合 (+3.2) 薬園台 (+2.7) 小金 (+2.8) 市立船橋 (+0.3) 佐倉南 (+2.3) 富里 (+0.4)

有馬　来聖 (3) 6m59 大友　祐太 (2) 6m56 黒瀬　奎吾 (3) 6m55 河野　将大 (2) 6m53 鬼澤　準仁 (2) 6m53 菊池　功晃 (2) 6m50 菊池　悠斗 (3) 6m49 花香　順斗 (3) 6m47

幕張総合 (+1.3) 木更津 (+2.8) 船橋芝山 (+3.8) 松戸国際 (+2.3) 東京学館 (+3.8) 松戸国際 (+0.9) 我孫子 (+1.8) 多古 (+1.9)

6月10日 Ａﾊﾝﾏｰ投 丸山　裕己 (2) 58m49 米須　玲雄 (3) 56m73 平野　迅人 (2) 49m56 大賀　美輝 (3) 47m01 山下　洋 (3) 45m59 巻嶋　大輝 (2) 45m35 陶山　勝太 (2) 44m22 林　大輝 (2) 41m32

(6.000kg) 木更津総合 木更津総合 鶴舞桜が丘 東京学館 鶴舞桜が丘 東京学館 成東 長生

青栁　真司 (2) 40m52 砂原　翔太 (2) 40m46 渡邉　竜也 (2) 39m22 増田　武蔵 (3) 37m11 梶　来夢 (3) 34m27 田村　宙太 (2) 32m39 坂本　龍一 (3) 31m84 山本　竜大 (2) 29m81

匝瑳 木更津総合 木更津総合 鶴舞桜が丘 犢橋 市原八幡 船橋古和釜 １支部:東金

6月3日 Ａやり投 山口　智弘 (3) 61m55 加藤　颯太 (3) 56m17 沼田　優輝 (3) 52m35 櫻井　諒 (3) 52m09 香取　圭佑 (3) 51m31 山元　貫誠 (3) 51m25 小川　大輝 (3) 50m25 鈴木　真央 (2) 48m91

(800g) 東海大浦安 鎌ヶ谷 市立柏 柏陵 佐原白楊 日体大柏 我孫子 成東

福田　力 (3) 48m60 加川　優樹 (3) 48m56 笹木　駿佑 (2) 48m28 小能　蓮 (2) 46m99 岡本　太郎太 (3) 46m88 佐久間　脩 (3) 46m47 井上　翔太郎 (2) 46m21 川名　開也 (2) 46m12

佐倉 船橋北 幕張総合 松戸馬橋 成田北 千葉明徳 二松学舎柏 安房

主催　　(一財)千葉陸上競技協会 千葉県教育委員会

１位／９位 ２位／１０位 ３位／１１位 ８位７位／１５位４位／１２位 ６位／１４位５位／１３位

凡例　CHR=千葉県高校記録



2/3平成２９年６月　３日(土) ・４日(日) ・１０日(土) ベスト１５記録表(男子)

競技会名 第３７回　千葉県高校陸上競技記録会 16121301
ｺｰﾄﾞ12 兼第72回国体千葉県大会陸上競技会少年の部第三次選考会 121010

　　　　　(財)千葉県体育協会 場所 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場・第２競技場
日付 種別･種目

主催　　(一財)千葉陸上競技協会 千葉県教育委員会

１位／９位 ２位／１０位 ３位／１１位 ８位７位／１５位４位／１２位 ６位／１４位５位／１３位

6月4日 Ｂ100m 秀島　来 (1) 10.76 堀田竣斗 (1) 10.81 今野　大生 (1) 10.99 古川　翔理 (1) 11.12 吉田　有佑 (1) 11.13 島村　英太 (1) 11.16 鈴木　基弘 (1) 11.19 佐渡　規央 (1) 11.20
東海大浦安 (+1.6) 野田中央 (+1.3) 千葉黎明 (+1.6) 市立船橋 (+2.4) 市立船橋 (+0.7) 市立松戸 (+0.4) 西武台千葉 (+0.4) 西武台千葉 (+1.6)

松田　歩 (1) 11.21 五味　直也 (1) 11.23 廣瀬　翔 (1) 11.24 高橋　直史 (1) 11.25 増田　稜介 (1) 11.25 浅海　慎之助 (1) 11.27 吉久　航平 (1) 11.27 熊谷　隆矢 (1) 11.27
西武台千葉 (+1.3) 市立松戸 (+2.4) 八千代 (+1.6) 八千代松陰 (+0.7) 市立柏 (+0.4) 八千代 (+1.3) 西武台千葉 (+1.3) 木更津総合 (+1.0)

6月3日 Ｂ3000m 石井　一希 (1) 8:29.47 松永　伶 (1) 8:37.50 佐藤　一世 (1) 8:41.06 浅海　崇志 (1) 8:45.60 橋本　基紀 (1) 8:46.09 菅原　美紀 (1) 8:48.73 並木　健介 (1) 8:52.89 大堀　秀野 (1) 8:55.99

八千代松陰 専修大松戸 八千代松陰 流経大付柏 専修大松戸 西武台千葉 成田 西武台千葉

服部　和空 (1) 8:57.75 堀越　大地 (1) 8:59.03 白石　大晟 (1) 8:59.29 杉坂　侑紀 (1) 8:59.89 中田　侑希 (1) 9:01.40 安藤　拓哉 (1) 9:02.78 金田　遼祐 (1) 9:04.18 板橋　遼大 (1) 9:05.65

拓大紅陵 西武台千葉 流経大付柏 八千代松陰 成田 拓大紅陵 専修大松戸 流経大付柏

6月3日 Ｂ走幅跳 伊藤　匠巳 (1) 6m46 松本　幸也 (1) 6m31 花屋　龍ノ介 (1) 6m30 野田　有杜 (1) 6m22 皆川　諒 (1) 6m19 大林　正英 (1) 6m18 藤原　幸大 (1) 6m15 渡邉　将輝 (1) 6m14

幕張総合 (+2.7) 市立柏 (+3.3) 日体大柏 (+2.7) 東葛飾 (+1.9) 東京学館船橋 (+3.0) 柏井 (+1.6) 市立松戸 (-1.0) 市立松戸 (+1.7)

狐塚　秀馬 (1) 6m12 田中　陸登 (1) 6m12 清水　将貴 (1) 6m11 川上　大吾 (1) 6m10 森脇　貴徳 (1) 6m08 水野谷　海斗 (1) 6m03 川島　智和 (1) 6m02 角谷　隆馬 (1) 6m01

幕張総合 (+3.3) 佐原 (+2.5) 八千代松陰 (-0.1) 松戸 (+1.6) 東海大浦安 (+0.2) 木更津 (+1.2) 市立松戸 (+3.5) 西武台千葉 (+2.5)

6月3日 Ｂ砲丸投 菊池　拓海 (1) 13m40 三坂　拓夢 (1) 12m43 井上　光陽 (1) 12m20 髙橋　優斗 (1) 11m86 増井　脩人 (1) 11m78 小森　裕翔 (1) 11m59 大平　聡史 (1) 11m56 沖浦　拳多 (1) 11m42

(5.000kg) 木更津総合 東京学館船橋 東京学館船橋 佐原白楊 東京学館船橋 西武台千葉 市立松戸 流山南

染谷　海晟 (1) 11m24 岩間　仁志 (1) 11m03 石橋　登弥 (1) 10m61 藤田　海 (1) 10m54 小澤　陸翔 (1) 10m49 北村　悠大 (1) 10m47 桒原　勇志 (1) 10m33 大久保　湧真 (1) 10m32

安房拓心 成東 流山 八千代 館山総合 市立銚子 我孫子 流山南

凡例　CHR=千葉県高校記録



3/3平成２９年６月　３日(土) ・４日(日) ・１０日(土) ベスト１５記録表(男子)

競技会名 第３７回　千葉県高校陸上競技記録会 16121301
ｺｰﾄﾞ12 兼第72回国体千葉県大会陸上競技会少年の部第三次選考会 121010

　　　　　(財)千葉県体育協会 場所 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場・第２競技場
日付 種別･種目

主催　　(一財)千葉陸上競技協会 千葉県教育委員会

１位／９位 ２位／１０位 ３位／１１位 ８位７位／１５位４位／１２位 ６位／１４位５位／１３位

6月4日 共通800m 鵜澤　葉月 (2) 1:54.06 横山　寛朗 (3) 1:55.03 木村　尊 (3) 1:55.42 今本　一徹 (3) 1:56.17 上原　佑太 (2) 1:56.98 篠原　凌 (3) 1:57.83 村田　烈 (3) 1:57.86 横田　悠斗 (1) 1:58.51
東海大望洋 長生 柏南 幕張総合 木更津 富里 流経大付柏 市立柏

森　竜也 (2) 1:58.53 佐々木　峻介 (3) 1:58.55 荒田　優幸 (3) 1:58.60 三角　将希 (3) 1:58.68 森　真希 (3) 1:58.93 関　将太郎 (2) 1:58.95 清水　亨聖 (2) 1:59.33 柏木　陸也 (1) 1:59.42
柏南 千葉商科大付 千葉東 成田 木更津 大多喜 野田中央 流経大付柏

6月10日 共通110mH 植草　雄貴 (3) 14.53 高橋　斗南 (3) 14.95 渡邉　斗武 (3) 14.95 重政　恒輔 (3) 15.05 柞山　真翔 (1) 15.23 宮内　崇右 (2) 15.30 村竹　ラシッド(1) 15.36 葛原　佑太 (3) 15.51

（0.991m_9.14m) 磯辺 (-1.1) 千葉黎明 (-1.9) 銚子商 (-1.1) 小金 (-1.9) 西武台千葉 (-1.9) 成田 (-1.9) 松戸国際 (-1.9) 松戸国際 (-1.1)

土谷　遥輝 (1) 15.58 柴田　悠馬 (2) 15.69 田中　勇伎 (2) 15.69 増本　大吾 (2) 15.73 佐野　稜 (3) 15.74 遠藤　史哉 (3) 15.80 山川　爽友 (3) 15.82 宮原　裕樹 (3) 15.84

東海大望洋 (-0.9) 小金 (-1.1) 長生 (-0.9) 検見川 (-0.9) 八千代松陰 (-0.9) 千葉敬愛 (-1.1) 渋谷学園幕張 (-1.1) ２支部:実籾 (-1.6)

6月3日 共通5000mW 榊原　大翔 (2) 23:54.05 後藤　雄大 (3) 24:07.85 中村　有汰 (2) 25:30.93 木村　太一 (2) 25:36.97 淺海　昴 (2) 25:41.93 山口　凌平 (2) 26:07.71 半田　楓雅 (2) 28:09.95 藤田　泰熙 (1) 28:30.91
長生 東海大浦安 茂原 我孫子 八千代松陰 千葉西 我孫子 市立柏

勝部　恭平 (1) 29:10.25 木原　勇人 (2) 29:24.75 椋木　駿也 (2) 29:32.25 長倉　宏幸 (2) 29:32.82
千葉 八街 東金商 西武台千葉

6月4日 共通走高跳 竹内　哲大 (2) 1m95 青沼　徳大 (1) 1m92 伊藤　健斗 (2) 1m92 矢沢　大智 (3) 1m89 久家　迅雄 (3) 1m89 釜萢　大輝 (2) 1m89 小嶋　大介 (3) 1m86 松山　翔 (3) 1m86

柏 小金 東海大望洋 国府台 八千代松陰 横芝敬愛 市立柏 検見川

１１位 １４位 １４位

水足　太洋 (2) 1m86 鳥海　勇斗 (1) 1m86 遠藤　環希 (2) 1m83 近藤　洵希 (1) 1m83 鈴木　大空 (2) 1m83 小川　裕也 (2) 1m80 加田　真也 (2) 1m80 及川　息吹 (3) 1m80

安房 東京学館船橋 東邦大東邦 姉崎 日体大柏 銚子商 市立銚子 多古

6月10日 共通三段跳 渡邉　晃生 (3) 13m98 芳川　慶伍 (3) 13m66 鬼澤　準仁 (2) 13m64 大熊　建 (3) 13m56 後藤　俊太 (3) 13m44 菊地　鴻太 (2) 13m40 鳥海　勇斗 (1) 13m38 加﨑　樹生 (3) 13m36

木更津総合 (+5.5) 柏陵 (+3.6) 東京学館 (+4.4) 千葉 (+2.5) 鎌ヶ谷 (+1.5) 検見川 (+0.3) 東京学館船橋 (+2.8) 日体大柏 (+3.5)

福田　明輝 (3) 13m32 三山　諒太 (2) 13m29 白井　優尚 (3) 13m21 杉本　翔 (2) 13m13 清水　聖 (3) 13m11 筒井　栞壱 (2) 13m06 小林　洋大 (3) 13m03 城　雄大 (2) 13m03

八千代 (+1.3) 松戸六実 (+3.6) 松戸六実 (+2.5) 木更津 (+2.7) 西武台千葉 (+3.0) 佐倉南 (+3.2) 木更津 (+1.8) ２支部:八千代松陰 (+3.1)

6月4日 共通円盤投 高科　貴寛 (2) 41m85 高野　翔 (3) 38m90 小森　裕翔 (1) 38m26 大賀　美輝 (3) 37m46 窪田　靖章 (3) 35m22 尾日向　弘樹 (3) 33m70 鬼澤　慧 (3) 33m68 本元　忠勝 (3) 33m63

(1.750kg) 東京学館 幕張総合 西武台千葉 東京学館 東京学館 国府台 東海大浦安 幕張総合

飯塚　諒 (2) 33m41 吉田　龍己 (3) 32m56 大越　佑樹 (3) 31m95 住谷　駿 (3) 31m09 菅原　将人 (2) 30m74 青栁　真司 (2) 30m51 戸張　弘崇 (3) 30m45 三坂　拓夢 (1) 29m99

東京学館船橋 流山南 野田中央 日体大柏 市立松戸 匝瑳 日体大柏 東京学館船橋

天候 湿度 風速

6月3日(土) 晴 28.0 4.0

6月4日(日) 晴 27.0 1.2

6月10日(土) 晴 48.0 3.6

風向

北北東

12:00

12:00

時現在 気温

26.6 南

12:00 26.0

27.3 南西

トラック審判長 中村　要一
トラック審判長 鈴木小枝子
跳 躍 審 判 長 高橋喜志夫
投 て き 審 判 長 伊藤　信夫
招 集 所 審 判 長 門目　　誠
第２競技場審判長 立澤　　勇
記 録 主 任 森田　　仁

凡例　CHR=千葉県高校記録


