
             

令和２年度　千葉市陸上競技選手権大会 主催 千葉市陸上競技協会

令和２年８月22日（土） 20 12 0707
青葉の森公園陸上競技場 123260

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

10.98 11.10 11.25 11.33 11.34 11.41 11.49 11.52
(+1.6) (+1.6) (+0.4) (+0.4) (+0.4) (+0.4) (0.0) (+0.4)
50.21 50.49 51.54 51.83 52.11 52.50 53.03 54.16

奥村 健広 4.11.59 村山 友吾 4.12.34 八本 直季 4.17.86 朝生 祐輔 4.18.00 横山 秋廣 4.20.15 濱口 泰斗 1 4.20.24 鈴木 悠史 2 4.27.25 竹内 碧 1 4.29.01

田口 茂和 17.01.51 佐藤 公星 2 17.03.42 山内 宥翔 2 17.03.99 長谷部 達大 1 17.16.82 大塚 望夢 1 17.29.28 永瀬 陽多 2 17.40.20 江川　 昂希 1 17.59.89 根本 大誠 2 18.08.43

15.23 17.55 17.95 20.51 23.70
(+2.7) (+2.7) (+2.7) (+2.7) (+2.7)

43.33 43.74 44.63 44.82 44.98 45.75 46.41 46.47

堀内 勇希 1 1.85 松本 遥希 1 1.82 大塚　 空弥 1 1.73 木村 智貴 1 1.65

渡邊 耀介 1 6.86 北見 柊介 1 6.53 白濵 智也 1 6.22 島田 駿 1 6.02 永峯 巧海 2 5.99 藤本 晃輔 2 5.91 三宅 恵人 2 5.85 塩田 颯士 2 5.83
+2.3 +0.2 -1.0 +0.6 +1.8 +3.2 +0.3 +0.1

土田 蓮 2 49.54 古澤 賢一郎 44.59 小畑 大樹 42.26 阿部 将英 2 40.42 川田 悠介 2 36.93 佐々木 時生 1 26.23 小松 修太 2 25.93 須藤 祥太 1 23.32

鈴木 陽一 9.05

星野 浩明 1 11.06 丸太 颯良 1 9.11 川上 竜志 2 8.96 箱守 那音 2 8.00 田所 雅貴 2 7.56 豊永 子建 1 6.72

関吉 大亮 17.40.99 土居 猛 18.08.94 椎名 寛也 18.53.78 経田 正幸 19.30.84

斉藤 功司 14.00.86

審判長 記録主任

時刻 気温 風速
9:00 曇り 32.8℃ NNE 0.7m/s 65%
10:00 曇り 37.2℃ NE 1.1m/s 52%
11:00 晴れ 37.4℃ NNE 1.9m/s 49%
12:00 晴れ 38.3℃ NE 1.2m/s 43%
13:00 晴れ 37.9℃ E 0.8m/s 41%
14:00 晴れ 36.4℃ ENE 1.6m/s 51%
15:00 晴れ 34.6℃ SSE 2.5m/s 56%
16:00 晴れ 34.1℃ SE 2.4m/s 56%
16:25 晴れ 33.9℃ SE 1.5m/s 57%

千城台高

関 卓也

幕張総合高

市立稲毛高市立千葉高

Team SHOIN

１００ｍ
市立船橋高土気南中千葉陸協 市立船橋高

白濵 智也  1

冨永 勇吾  2

小池 陽

市立船橋高

春名 一汰  1

小池 陽

 土気TFC  市立船橋高 

市立船橋高 市立船橋高

市立船橋高 土気高

犢橋高

岡澤 恭平

若松高 市立船橋高

矢内 亮太郎  2

千葉南高
 幕張総合高 

伊藤 空 2

今関 日雅  2
髙嶋 颯大  2

千葉陸協

千葉南高

千葉南高

土気TFC
 若松高 

市立船橋高

土気高 千葉南高

土気TFC

三井 暖 3
土気南中

久保 和史
玉丸 暉樹

千葉陸協

田中 裕太 2

JR東日本千葉

走高跳

今村 誠慈  1
田中 裕太  2 會見 一喜  3

砂留 和希  3
井上 海人  1

犢橋高

井上 海人 1

會見 一喜 3

冨永 勇吾 2
所　　属 所　　属

順　　位 1 2

種　　目
　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

所　　属 所　　属

83 4 5 6 7
　　氏　　名 　年

東郷 陽生  1

決勝記録表（男子）

　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年
所　　属 所　　属

　　氏　　名 　年

藤本 晃輔  2

所　　属
　　氏　　名 　年

幕張総合高

玉丸 暉樹

千城台高

土気TFC

若松高
福田 悠介 1

　　氏　　名 　年

 市立千葉高 

幕張総合高

 Team SHOIN  千葉南高 

所　　属

千葉陸協

市立千葉高市立千葉高

小倉 裕也 2

佐倉市陸協

市立船橋高

馬原 浩志郎 2

阿部 将英  2

幕張総合高

市立稲毛高

黒澤 亮太  2
鈴木　温  1

千葉南高

犢橋高

気象はれラン

市立稲毛高

今井 俊佑  1 有川 晃生  2

幕張総合高

木村 海斗 2

新崎 雄也  2
三宅 恵人  2

若松高

松本 日輝 2 岡田 健吾  2 久保田 涼太  2 廣 貴久

犢橋高

古澤 賢一郎

なし

なし

犢橋高

やり投(800g)

なし なし
２部
５０００ｍ
２部
３０００ｍ(40歳以上)

天気 風向 湿度

吉本　一紀

武居 裕也

 千城台高 

北川 雄太 1

日

砲丸投(6.000kg)

走幅跳

斎藤 拓巳アンドレイ 1 鈴木 将真 2
市立稲毛高

４×１００ｍＲ

幕張総合高

市立船橋高

４００ｍ

１５００ｍ

５０００ｍ

１１０ｍＨ
(1.067m,9.14m)

若松高
春名 一汰 1佐々木 尚郁

太田 瑞渉 3
市立船橋高

池崎 靖夫花坂 太郎  1

千葉西高

千葉西高 千城台高

22

吉原　廣

矢内 亮太郎 2
幕張総合高

松本 日輝 2

Team SHOIN 千城台高 市立稲毛高千葉陸協 磯辺高

砲丸投(7.260kg)
土気TFC



             

令和２年度　千葉市陸上競技選手権大会 主催 千葉市陸上競技協会

令和２年８月２２日（土） 20 12 0707
青葉の森公園陸上競技場 123260

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

12.33 12.66 12.86 12.90 13.10 13.51 13.52 13.69
(+0.4) (+0.4) (+0.4) (+0.4) (+0.4) (+0.4) (+0.4) (+0.2)

1.04.98 1.05.81 1.06.30 1.07.73 1.09.85 1.10.57

2.27.98 2.31.02 2.38.99 2.40.07 2.40.13 2.40.96 2.43.52 2.49.91

髙橋 綾音 1 11.26.11 山縣 史奈 2 11.54.51 藤本 紀香 2 11.59.54 鈴木 伶奈 1 12.03.04 木原 菜々恵 2 12.39.61 白井 優里奈 1 13.00.05

17.05 18.18 18.23 18.32 18.36 18.61 19.07
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)

51.72 53.41 53.69 54.39

永原 凜花 1 1.35

池崎 美誉 3 5.00 田中 結子 1 4.92 平賀 美空 2 4.71 山﨑 さくら 1 4.70 福井 温香 1 4.27
+0.3 +0.5 -0.1 +0.9 +1.2

加治 京華 1 22.34 小林 ほのは 1 15.92 山口 麗奈 1 14.29
22

山田 彩夏 2 11.77 小松原 菜南 1 11.12 三村 祐佳子 2 10.33 樋口 葵 2 7.15 足立 麻菜 1 6.04 遠藤 美月 2 5.64

審判長 記録主任𠮷原　 廣 吉本　一紀

砲丸投(4.000kg)
幕張総合高 幕張総合高 幕張総合高 千城台高 千城台高 土気高

やり投(600g)
磯辺高 幕張総合高 市立千葉高

22 走幅跳
花園中 幕張総合高 幕張総合高 幕張総合高 千葉西高

22 走高跳
千葉西高

東郷 さくら  2 山口 麗奈  1 佐藤 さくら  2 猪野 愛華  1
田中 結子  1 黒住 優香  2 内村 唯衣花  3 佐藤 愛珠  1
新村 日和  2 藤村 優希  2 安里 彬穂  2 小坂 柚  2
平賀 美空  2 大津 絢  2 加藤 瑞季  2 浜野 ひかり  1

土気高

４×１００ｍＲ

 幕張総合高  市立千葉高  千葉南高  千城台高 

水口 しずく 1 浜野 ひかり 1 勝股 紗生 1
千葉南高 幕張総合高 千葉南高 市立稲毛高 幕張総合高 千城台高

１００ｍＨ
(838mm,8.00m)

内村 唯衣花 3 杉田 響 2 佐藤 さくら 2 古林 ななみ 2

３０００ｍ
市立稲毛高 市立千葉高 千葉南高 市立稲毛高 千葉南高 千葉南高

千城台高 磯辺高

22

蜂須賀 エミカ 2 鈴木 なつみ 2 渡辺 紗未 1 石尾 優海 2
幕張総合高 若松高 千城台高 磯辺高 磯辺高 土気高

22 ８００ｍ
久保 千尋 2 大滝 晴菜 2 寺師 桜 1 羽村 一花 2

幕張総合高 千葉南高 市立千葉高 千城台高 千葉明徳高
22 ４００ｍ

岩井 観奈 2 東郷 さくら 2 大嶋 海結 1 黒川 彩乃 1 猪野 愛華 1 鈴木 希彩 2
若松高

市立稲毛高 幕張総合高
新村 日和 2 藤村 優希 2 吉田 春子 1 石川 茉理奈 1

市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 小中台中 幕張総合高 市立千葉高
22 １００ｍ

森田 万稀 2 供田 柚香 1 小澤 美咲 1 坂本 真優 3

　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

6 7 8

種　　目
　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

日

決勝記録表（女子）

順　　位 1 2 3 4 5



             

令和２年度　千葉市陸上競技選手権大会 主催 千葉市陸上競技協会

令和2年８月22日（土） 20 12 0707
青葉の森公園陸上競技場 123260

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

12.31 12.54 13.12 13.24 13.37 13.56 13.70 13.75
(+1.1) (+1.3) (+1.1) (+1.1) (+1.1) (-1.2) (0.0) (0.0)
11.90 11.90 12.00 12.08 12.29 12.43 12.46 12.46
(+2.1) (+2.1) (+2.1) (+0.5) (+0.5) (+0.5) (-0.2) (-0.2)

長岡 航 3 4.24.75 重城 尚大 2 4.32.03 姫田 光之介 3 4.37.11 田中 琉之介 3 4.37.57 永峰 陽彩 2 4.43.05 渡邊 太智 2 4.43.98 所谷 海斗 2 4.43.99 榎本 陸 2 4.45.23

18.86 19.02 19.81 19.90 20.19 20.21 22.37 22.99
(+0.8) (+0.8) (+0.8) (+0.8) (+0.8) (+1.5) (+1.5) (+0.8)

47.62 47.94 48.08 48.28 49.06 49.22 49.97 50.08

野瀬 光琉 3 1.60 関根 黎琉 2 1.40 吉野 広大 1 1.30 梶川 太希 1 1.25

平田 樹希 2 2.20 久保　 佑月 2 2.00

角 純乃介 3 5.82 植村 翔 2 5.49 江幡　 祐亮 2 5.49 北岸 航貴 2 5.38 樋口 翔己 2 5.24 髙橋 陽 2 5.13 吉田 海人 2 5.00 細川 稜太 2 4.77
+1.8 +0.7 +2.2 -0.8 0.0 +1.0 0.0 +0.1

菊地 大和 2 10.79 後藤 敢太 3 9.81 川島 大季 2 8.06 坪田 一真 2 8.04 在原 麟太郎 1 7.29 青栁 遥希 1 6.62 三平　 大智 1 5.09 成島 国洋 1 5.02

審判長 記録主任

時刻 気温 風速
9:00 32.8℃ 0.7m/s
10:00 37.2℃ 1.1m/s
11:00 37.4℃ 1.9m/s
12:00 38.3℃ 1.2m/s
13:00 37.9℃ 0.8m/s
14:00 36.4℃ 1.6m/s
15:00 34.6℃ 2.5m/s
16:00 34.1℃ 2.4m/s
16:25 33.9℃ 1.5m/s晴れ 南東 57%

晴れ 南南東 56%
晴れ 南東 56%

晴れ 東 41%
晴れ 東北東 51%

晴れ 北北東 49%
晴れ 北東 43%

くもり 北北東 65%
くもり 北東 52%

吉原　　廣 吉本　一紀

天気 風向 湿度

蘇我中 泉谷中 誉田中 稲毛中
共通砲丸投

(4.000kg) 更科中 幕張本郷中 千城台南中 大椎中

共通走幅跳
稲毛高附中 泉谷中 誉田中 蘇我中 幕張本郷中 幕張西中 新宿中 土気南中

共通棒高跳
稲毛中 花園中

共通走高跳
稲毛中 有吉中 有吉中 有吉中

三品 和希  2 水野 陽羅  2
相葉 修斗  2 伊藤 聡亮  2 馬原 浩志郎  2 徳留 直哉  3 河東 怜  3 吉村 柊志  2 木村 颯真  2 佐久間 悠輔  2
樋口 翔己  2 臼井 啓悟  2 新庄 泰光  2 石井 柾宇  3 皆木 嘉斗  2 加藤 光  2

田原 慶人  2 瀬尾 祐太郎  3 角 純乃介  3 長友 飛鳥  2 佐久間 翔大  2 安田 結哉  2
榊 昴  2 朝雛 蒼馬  1 星名 海晴  3 松永 勇輝  2 田中 慎之介  2 児嶋 剛司  2

 土気南中  昭和秀英中  稲毛高附中  生浜中  小中台中  おゆみ野南中 

共通４×１００ｍＲ

 幕張本郷中  泉谷中 
田邉 颯良  2 植村 翔  2
渋谷 一彰  3 岩田 大悟  2

押切 梓恩 1
土気南中 有吉中 稲毛中 有吉中 稲毛中 誉田中 有吉中 泉谷中

共通１１０ｍＨ
(914mm,9.14m)

榊 昴 2 森藤 遥大 2 川島 颯斗 2 内田 空良 2 山田 凜 2 米川　 歩夢 2 露木 勇太郎 1
蘇我中 蘇我中 松ケ丘中

共通１５００ｍ
打瀬中 大椎中 稲毛高附中 土気南中 土気南中

伊藤 聡亮 2
千城台西中 土気南中 生浜中 蘇我中 千城台西中 泉谷中 花園中 泉谷中

幕張西中 松ケ丘中

２・３年１００ｍ
寺島 晴希 3 田原 慶人 2 松永 勇輝 2 大塩 一輝 3 神田 純平 3 石田 琉晟 2 伊吹　 青悟 2

並木 一啓 1 清水 陽友 1 藤谷 翼 1 中村 恭輔 1
蘇我中 誉田中 昭和秀英中 幕張本郷中 幕張本郷中 蘇我中

22

１年１００ｍ
水谷 陽亮 1 小松　 悠稀 1 朝雛 蒼馬 1 阿部 優杜 1

　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

6 7 8

種　　目
　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

日

決勝記録表（中学男子）

順　　位 1 2 3 4 5



             

令和２年度　千葉市陸上競技選手権大会 主催 千葉市陸上競技協会

令和２年８月22日（土） 20 12 0707
青葉の森公園陸上競技場 123260

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

13.62 14.11 14.33 14.57 14.57 14.84 14.88 14.93
(-0.3) (+2.0) (-0.3) (-0.3) (-0.3) (-0.3) (-0.3) (+2.6)
13.22 13.72 13.79 13.95 14.04 14.06 14.10 14.14
(+0.1) (+0.1) (+1.8) (+0.1) (+0.1) (+1.7) (+1.7) (+1.8)

マサハート 茉菜 1 5.18.83 横山 桃花 1 5.19.90 日髙 杏泉 2 5.26.15 渡辺 栞菜 2 5.40.35 大木 美羽 2 5.47.47 山崎 紗礼 2 5.48.22 七五三野 綺 2 5.49.70 佐瀬 蓮実 2 5.51.09

16.92 17.28 17.88 18.43 19.24 19.54 19.57 19.92
(+2.0) (+2.0) (+2.0) (+2.0) (+2.0) (+0.2) (+0.2) (+2.0)

53.49 54.93 55.49 55.78 55.80 56.26 56.28 56.90

菊川　 芹菜 2 1.25 甲斐 凪紗 1 1.25 渡辺 二葉 1 1.20 3 今井 遥香 2 1.20 3 朝倉 穂佳 1 1.20 京谷 雪乃 1 1.20 古川 愛奈 2 1.15 7 佐々木 綺音 2 1.15

藤澤 美夢 2 2.00 伊藤 かえで 2 1.60 廣渡 和奏 1 1.60 鈴木 莉音 2 1.40

戸倉 知世 2 4.82 佐々木 結凪 1 4.46 長谷川 璃音 3 4.45 鈴木 柚子 2 4.14 前田 千英 1 4.09 髙丸 里穂 2 4.07 植草 花音 2 4.02 坂本　 愛佳 2 3.97
+2.9 +1.7 +0.7 +0.7 +0.9 +0.9 +1.6 +1.5

大島 菜奈 2 8.08 藤代　 琉依 2 7.76 上塚 祐菜 2 7.04 竝木 優子 2 6.72 内田　 真音 2 6.51 石井 来実 2 5.99 松本 陽音 2 5.71 相川 結月 1 5.63

審判長 記録主任吉原　　廣 吉本　　一紀

有吉中 有吉中 有吉中

稲毛中 稲毛中 花園中
共通砲丸投

(2.721kg) 泉谷中 誉田中 生浜中 稲毛中 花園中

共通走幅跳
泉谷中 幕張本郷中 稲毛高附中 小中台中 大椎中

蘇我中 小中台中 土気南中

共通棒高跳
生浜中 稲毛中 幕張西中 泉谷中

共通走高跳
花園中 泉谷中 有吉中 蘇我中 生浜中

杉本 心結  2 日髙 杏泉  2渡邉 蒼羽  2 市原　 美姫  2 山﨑 晏奈  2 大塚 実弥  2 植草 花音  2 松本 小雪  2

渡邉 知優  1 戸倉 知世  2
引地 瑠菜  2 金杉　 虹杏  1 菊池 彩乃  2 鹿野 紗菜  2 西本 理沙  2 鈴木 柚子  2 山口 璃咲  2 丹羽 陽菜乃  2
稲田 千夏  2 藤代　 琉依  2 菊川 芹菜  2 草薙 優里  1 合馬 瞳  1 久光 葵  2

神谷 結奈  2 大河原 夏海  1 向後 夏妃  2 坂本 夢奈  2 濱谷 紗弥香  2 金指 七葉  2
 花園中  生浜中  稲毛中  小中台中  幕張西中  泉谷中 

共通４×１００ｍＲ

 幕張本郷中  誉田中 
多田 充希  2 馬場　 麗奈  2

松延 帆乃 2 三宅 希々葉 2
幕張本郷中 花園中 小中台中 幕張本郷中 泉谷中 誉田中 土気南中 稲毛中

共通１００ｍＨ
(762mm,8.00m)

引地 瑠菜 2 菊池 彩乃 2 松本 小雪 2 渡邉 蒼羽 2 金指 七葉 2 鴻巣 すみれ 2

共通１５００ｍ
松ケ丘中 千城台南中 泉谷中 生浜中 千葉大附中 おゆみ野南中 花園中 泉谷中

蘇我中
坂本 夢奈 2 市原 美姫 2 大島 香澄 2

幕張西中 生浜中 花園中 生浜中 幕張本郷中 小中台中 誉田中
２・３年１００ｍ

杉本 心結 2 大塚 実弥 2 山﨑 晏奈 2 鹿野 紗菜 2 多田 充希 2
有吉中 打瀬中

吉田 結衣 1 神長 夏海 1 古家 由佳 1 大橋 悠奈 1
こてはし台中 誉田中 稲毛中 稲毛中 幕張本郷中 幕張本郷中

22

１年１００ｍ
石橋 ひより 1 金杉 虹杏 1 合馬 瞳 1 石川 璃奈 1

　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年
所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属 所　　属

6 7 8

種　　目
　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

日

決勝記録表（中学女子）

順　　位 1 2 3 4 5


