
ト ラ ッ ク 審 判 長 高木　厚・北原慎也

ス タ ー ト 審 判 長 石川　毅

跳 躍 審 判 長 小松崎光一

投 て き 審 判 長 小松崎光一

招 集 所 審 判 長 門目　誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

平尾　裕希(96) 10.59 根岸　紀仁(92) 10.63 小澤   優太(97) 10.64 海老澤　蓮(02)(3) 10.67 和西　玲旺(98)(4) 10.68 守　祐陽(03)(2) 10.85 VILLAFANA DANNIELLE(95) 10.89
東亜道路工業 Accel TC Accel TC 西武台千葉高 駿河台大 市立船橋高 SPARK
小澤   優太(97) 21.39 和西　玲旺(98)(4) 21.42 海老澤　蓮(02)(3) 21.61 前田　夏輝(02)(3) 21.66 根岸　紀仁(92) 21.71 富沢　亮介(01)(2) 21.99 中村　光太郎(02)(3) 22.17 永井　嵩人(02)(3) 22.47
Accel TC 駿河台大 西武台千葉高 松戸六実高 Accel TC 東海大 市立船橋高 西武台千葉高
板鼻　航平(94) 47.02 山木　伝説(96) 47.21 眞々田　洸大(02)(3) 47.86 山﨑　稔侍(00)(2) 48.29 酒匂　康輝(03)(2) 48.77 古澤　慎也(02)(3) 49.36
Accel TC RUDOLF 成田高 順天堂大 成田高 千葉東高
渡利　健人(02)(3) 1:54.94 木村　尊 (99)(3) 1:55.30 田浦　駿介(02)(3) 1:55.98 名波　遼介(02)(3) 1:56.95 佐々木　雄大(03)(3) 2:00.86 土井　勇輝(03)(2) 2:01.03 平賀　凌人(99)(3) 2:02.42 庄司　貴紀(96) 2:08.66
東海大望洋高 立教大 八千代高 東海大望洋高 船橋古和釜高 八千代高 国際武道大 RUDOLF
林　洸也(02)(3) 4:11.96
専修大松戸高
三野　貴史(93) 14:45.31 松井　俊介(91) 14:50.30 竹澤　想大(96) 14:52.86
松戸市陸協 松戸市陸協 T11 松戸市陸協 T11
作家　真都(01)(1) 14.35 天岳　直樹(00)(2) 14.57 柞山　真翔(01)(1) 14.92 阿部　天馬(03)(2) 15.09 奥野　遼平(94) 15.18 安藤　良介(02)(3) 15.18 土屋　遥輝(01)(1) 15.31 宮野　健音(63)(4) 15.32
駿河台大 東海大 国際武道大 市立船橋高 Accel TC 木更津高専高 東海大 國學院大
住谷　龍(01)(1) 53.71 佐々木　駿(02)(3) 53.97 平井　健一(88) 54.47 林　太一(02)(3) 54.77 橋田　翔(03)(2) 56.18 金子　元貴(95) 56.52 大木　勇人(98)(4) 58.08
日本大 千葉日大一高 Accel TC 成田高 東葛飾高 千葉大ｸﾗﾌﾞ 上智大
福井　隆真(00)(3) 22:20.16 那須　智太(04)(2) 23:56.35 木村　太一(00)(大2) 24:13.05 多田　匠(99) 25:46.04 後藤　宇翔(03)(2) 28:47.49
一橋大 我孫子高 平成国際大 ひかりAC 中央学院高
武石　健吾(87) 2m06 池田　直貴(97) 2m03 河野　裕人(98)(4) 2m03 ﾁｭｸﾈﾚ ｼﾞｮｴﾙ優人(04)(1) 2m00 高橋　竜輝(00)(3) 1m95 梅原　優太郎(04)(1) 1m90 西山　望明(02)(3) 1m90
STAC 千葉 千葉陸協 日本大 八千代松陰高 日本大 成田高 市立船橋高

青木　乾人(99)(3) 1m90
東海大

堀川　晴海(95) 5m20 篠塚　浩斗(04)(2) 4m90 中山　仁(00)(3) 4m60 平原　蒼汰(02)(3) 4m60 牧野　友哉(05)(3) 4m40 直井　一樹(00)(3) 4m40 小島　瑛生(02)(3) 4m20
千葉陸協 成田高 清和大 成田高 四街道西中 城西大 印旛明誠高

福地　海斗(03)(2) 4m20
日体大柏高
直井　綾汰(01)(1) 4m20
清和大

鳥海　勇斗(01)(1) 7m48(-0.7) 神戸　鴻朗希(99)(大3) 7m28(+2.1) 植木　優太(03)(2) 7m28(-0.8) 作家　弥希(01)(1) 7m09(-1.2) 伊藤　拓磨(94) 7m09(+0.4) 酒井　雷熙(02)(3) 7m08(-0.8) 中吉　紘也(02)(3) 7m04(-0.4) 今井　俊彰(87) 7m00(+1.6)
日本大 中央大 公認7m06(+0.1) 成田高 駿河台大 国武大AC 西武台千葉高 八千代高 STAC 千葉
今井　俊彰(87) 15m33(+1.7) 大坂　智哉(98)(4) 15m10(+0.7) 根本　誉(02)(3) 14m78(+1.3) 加瀬　祥希(01)(2) 14m41(+0.7) 常泉　光佑(03)(2) 14m40(+0.5) 矢野　敬太(03)(3) 14m15(+0.8) 高岡　淳司(02)(3) 14m07(-0.2) 庄司　圭汰(98)(4) 13m91(+0.9)
STAC 千葉 順天堂大 東京学館船橋高 駿河台大 市立船橋高 流山南高 東海大望洋高 国士舘大
大賀　美輝(99)(3) 13m52 幡野　柊治(02)(3) 13m09 土居　闘矢(02)(3) 12m82 増井　脩人(01)(1) 12m42 柴　文人(86) 12m27 川口　雄太(02)(3) 11m33 斉藤　大樹(03)(2) 10m97 髙橋　優斗(02)(1) 10m80
流通経済大 東京学館船橋高 東海大浦安高 日本大 Accel TC 匝瑳高 東海大浦安高 流通経済大
山瀬　貴雅(91) 43m32 瀬下　善教(82) 41m32 田村　勇太(97) 39m50 井口　颯太(02)(3) 37m56 松本　行矢(96) 37m48 高科　貴寛(00)(2) 37m23 高橋　斉昭(98)(3) 37m19 藤田　海 (01)(1) 36m11
いんば学舎 千葉陸協 千葉陸協 東京学館高 光クラブ 流通経済大 日体大 立教大
山本　令央(98)(4) 58m06 丸山　裕己(00)(2) 53m96 高科　貴寛(00)(2) 51m20 陶山　雄太(99)(4) 51m15 井口　颯太(02)(3) 46m63 川口　雄太(02)(3) 45m96 高野　諒也(94) 44m55 内村　文也(96) 39m98
日本大 日本大 流通経済大 東海大 東京学館高 匝瑳高 夢の続きAC 夢の続きAC
久田　洸生(00)(2) 61m34 栗城　諒眞(03)(2) 59m77 山﨑　晃裕(95) 59m51 齋藤　光紀(98)(大4) 55m44 大下　萩矢(03)(2) 55m42 礒野　英知(02)(3) 52m36 武本　泰漢(94) 52m21 加藤　駿(95) 51m87
国士舘大 磯辺高 千葉陸協 中央大 茂原高 市立柏高 船橋消防局 土気TFC

第73回千葉県陸上競技選手権大会 【20120005】 
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】 
2020/08/22 ～ 2020/08/23

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月22日
 男子100m 

風：-0.2

8月23日
 男子200m 

風：-0.2

8月22日  男子400m

8月23日  男子800m

8月22日  男子1500m

8月23日  男子5000m

8月22日
 男子110mH

(1.067m)　風：-0.1

8月23日
 男子400mH

(0.914m)

8月22日  男子5000mW

8月23日  男子走高跳

8月22日  男子棒高跳

8月22日  男子走幅跳

8月23日  男子三段跳

8月23日
 男子砲丸投

(7.260kg)

8月22日
 男子円盤投

(2.000kg)

8月22日
 男子ハンマー投

(7.260kg)

8月23日
 男子やり投

(800g)

凡例  T11:Uncertified(TR5.5) 規定外のシューズで競技した
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日付 種目

第73回千葉県陸上競技選手権大会 【20120005】 
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】 
2020/08/22 ～ 2020/08/23

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

打越　麻莉加(02)(3) 12.17 黛　来夢(02)(3) 12.23 梶谷　菜帆(02)(3) 12.28 森澤　佳菜(02)(3) 12.36 篠原　美咲(04)(1) 12.52 原田　愛蘭(99)(4) 12.54 越川　美咲(03)(2) 12.62
市立船橋高 成田高 市立船橋高 八千代高 市立船橋高 山梨学院大 成田高
梶谷　菜帆(02)(3) 25.04 越川　美咲(03)(2) 25.53 ｱｹﾝﾀ　ｸﾞﾛﾘｱ(04)(1) 25.71 萱野　夢叶(03)(3) 25.75 林　愛純(03)(3) 25.79 板垣　唯来(05)(1) 25.90 大石　礼音(04)(1) 26.20
市立船橋高 成田高 西武台千葉高 東海大望洋高 東海大望洋高 東海大浦安高 渋谷学園幕張高
川窪　萌夏(02)(3) 56.67 若月　優実(00)(2) 56.90 秦野　南美(98)(4) 58.48 藤代　采花(04)(2) 58.87 篠原　弘馨(03)(3) 59.54 大澤　綾菜(03)(2) 59.84 小坂井　裕美(02)(3) 1:00.08 稲﨑　日南(03)(2) 1:01.02
市立船橋高 青学大 山梨学院大 成田高 東海大望洋高 市立船橋高 八千代高 東海大浦安高
若月　優実(00)(2) 2:14.64 高瀬　菜々香(02)(3) 2:14.75 河田　実由(00)(2) 2:15.78 柏木　詩織(03)(2) 2:16.95 金見　菊花(03)(2) 2:17.18 今井　咲(94) 2:23.52 朏　瑠奈(98)(4) 2:25.28
青学大 松戸馬橋高 立教大 東葛飾高 渋谷学園幕張高 千葉大ｸﾗﾌﾞ 駿河台大
髙橋　葵(04)(2) 4:36.78 塩野　愛梨花(03)(2) 4:37.97
日体大柏高 日体大柏高
岩佐　茉結子(02)(3) 13.86 増田　絢菜(02)(1) 14.53 鈴木　歩実(03)(2) 14.56 安田　志織(98)(4) 14.69 雲林院　瑞帆(03)(2) 14.91 橋本　季咲(04)(1) 15.30 田中　伊万里(03)(2) 15.51 高木　紗樹(02)(3) 15.54
成田高 立教大 市立船橋高 環太大 市立船橋高 市立船橋高 日体大柏高 八千代高
塚本　萌乃(04)(2) 1:00.48 比嘉　和希(98)(4) 1:01.86 早野　凜(03)(3) 1:03.20 森谷　結衣(02)(3) 1:05.48 雲林院　瑞帆(03)(2) 1:06.28 清水　千夏(01)(1) 1:07.66 川浪　あさ美(99)(3) 1:12.34
成田高 山梨学院大 印旛明誠高 市立松戸高 市立船橋高 城西大 国士舘大
小幡　美貴(98)(4) 11:44.33 大西　夏帆(00)(2) 11:55.77 若狭　那々子(05)(1) 12:17.24 金澤　結 (98)(4) 12:18.02 田貝　理紗(98)(4) 12:30.97 東　育美(01) 13:32.18
立教大 聖徳大 流山南高 立教大 早稲田大 成田市陸協
道口　愛(88) 23:47.97 藤田　真美加(03)(2) 23:51.00 加藤　実穂(02)(1) 28:27.44 山内　咲(04)(2) 33:40.12
ひかりAC 成田高 清和大 市立柏高
鶴岡　瞳(87) 1m64 梅原　遥奈(00)(2) 1m64 高橋　花瑠(02)(3) 1m64 池田　遥香(01)(1) 1m61 内海　真緒(03)(2) 1m58 菅原　小晴(03)(2) 1m55 若菜　千夏(03)(2) 1m55 海鋒　路(03)(2) 1m55
STAC 千葉 日本大 成田高 順天堂大 東海大浦安高 成田高 小金高 八千代松陰高
山﨑　柚希(02)(3) 3m62 武井　凜(02)(3) 3m10 平原　日和(05)(3) 2m90 井上　美空(03)(2) 2m90 齊藤　阿子(03)(2) 2m70 下田　実空(04)(1) 2m70
日体大柏高 印旛明誠高 佐原中 安房高 千葉敬愛高 日体大柏高

樋口　遥(03)(2) 2m70 長南　実花(04)(1) 2m70
千葉敬愛高 木更津総合高
加瀬　陽菜(05)(1) 2m70
小見川高

白土　茶実(03)(3) 5m80(-0.5) 岡部　玲奈(02)(3) 5m77(-0.3) 佐々木　千翔(04)(1) 5m75(+3.0) 関口　笑実(01)(1) 5m74(+1.1) 白土　莉紅(04)(1) 5m72(+2.1) 筆野　友里(89) 5m62(+1.7) 清野　涼々花(99)(3) 5m60(-0.9) 磯　陽奈妙(03)(3) 5m49(+2.6)
成田高 市立船橋高 市立船橋高 公認5m50(+0.9) 東海大 成田高 公認5m45(+1.2) STAC 千葉 東京学芸大 幕張総合高 公認5m48(+1.4)

筆野　友里(89) 12m24(-0.6) 岡部　玲奈(02)(3) 12m21(-0.6) 加藤　綾乃(01)(1) 12m01(-0.3) 飯田　詩央(98)(4) 12m01(-0.7) 磯　陽奈妙(03)(3) 11m69(-0.5) 高橋　花瑠(02)(3) 11m63(-0.3) 佐藤　希美(03)(2) 11m58(+0.5) 西坂　瑠花(04)(1) 11m44(-0.8)
STAC 千葉 市立船橋高 順天堂大 東京学芸大 幕張総合高 成田高 市立船橋高 東京学館高
篠塚　美咲(03)(3) 12m03 山田　彩夏(03)(2) 11m72 小松原　菜南(04)(1) 11m15 牧田　利乙夢(03)(3) 10m97 加瀬　瑞姫(03)(2) 10m23 三村　祐佳子(03)(2) 10m19 上原　彩香(04)(1) 10m07 島村　友朱可(04)(2) 9m48
東京学館高 幕張総合高 幕張総合高 東京学館船橋高 千葉黎明高 幕張総合高 東海大浦安高 西武台千葉高
篠塚　美咲(03)(3) 41m10 野瀬　珠々乃(02)(3) 34m43 島村　友朱可(04)(2) 33m34 井上　紅(99)(3) 32m76 宮﨑　梨緒(05)(1) 31m32 桑原　愛(89) 30m63 阿部　沙織理(84) 30m41
東京学館高 流山南高 西武台千葉高 順天堂大 東京学館高 陸桜会千葉 松戸市陸協
塙　明日華(01)(1) 43m21 井手尾　月寧(01)(1) 41m53 伊藤　麻衣(02)(3) 40m09 高科　侑公子(02)(3) 38m51 宮﨑　梨緒(05)(1) 34m89 桑原　愛(89) 30m01
日体大 流通経済大 成東高 小見川高 東京学館高 陸桜会千葉
山下　わか菜(03)(3) 43m44 内田　萌奈(01)(1) 43m19 吉岡　美初(02)(3) 42m66 松下　陽香(03)(2) 41m09 渡邉　智恵美(92) 39m44 桑原　愛(89) 38m25 鈴木　さくら(99)(3) 37m91 金澤　優希(99)(3) 37m72
流山南高 筑波大 八千代西高 市立船橋高 野田市陸協 陸桜会千葉 流通経済大 日体大

8月22日
 女子100m 

風：-0.1

8月23日
 女子200m 

風：0.0

8月22日  女子400m

8月23日  女子800m

8月22日  女子1500m

8月22日
 女子100mH

(0.838m)　風：0.0

8月23日
 女子400mH

(0.762m)

8月22日
 女子3000mSC

(0.762m)

8月22日  女子5000mW

8月22日  女子棒高跳

8月23日  女子走高跳

8月22日  女子走幅跳

8月23日  女子三段跳

8月23日
 女子砲丸投

(4.000kg)

8月22日
 女子円盤投

(1.000kg)

8月22日
 女子ハンマー投

(4.000kg)

8月23日
 女子やり投

(600g)

凡例  T11:Uncertified(TR5.5) 規定外のシューズで競技した


