
             

平成29年度　千葉市民陸上競技記録会 主催 千葉市陸上競技協会

平成２９年５月３日（水）
青葉の森公園陸上競技場 17120701

122030

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

11.51 11.59 12.01 12.16 13.47

54.29

座間 保成 4.29.87 佐藤 善行 4.49.24 田口 圭一 5.40.33

横山　秋廣 16.53.51

13.04

平成29年度　千葉市民陸上競技記録会 主催 0　　　　千葉市陸上競技協会

平成２９年５月３日（水）
青葉の森公園陸上競技場 17120701

122030

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

14.18 14.19 14.81 14.84 15.49 16.00 16.03 16.25
(-1.9) (-1.9) (-1.9) (-1.9) (-1.9) (-0.9) (-1.9) (-2.3)
15.33 15.69 15.71 15.87 16.00 16.24 16.29 16.37
(-0.7) (-0.7) (-0.9) (-0.7) (-0.7) (-0.9) (-0.7) (-0.9)

3 大嶋 千翔 3 3.46.67 山村 蒼空 3 3.59.84 金田 知輝 3 4.00.89 田中 稜真 3 4.04.94 鈴木 康司 3 4.05.17 髙橋 翔太郎 3 4.07.12 井上　 千颯 3 4.11.11 高橋 悠斗 3 4.12.94
日

松浦 可穏 3 3.56.29 松浦 梨穏 3 3.56.81 麻生 成美 2 4.00.80 松村 咲希 3 4.11.51 寺田　 理紗 2 4.15.59 矢島 沙唯 2 4.25.25 小串 鼓花 3 4.26.34 北田 なな子 2 4.37.27

小栗 大和 6 3.12.33 松村 達也 5 3.16.24 川嶋 優希 6 3.19.81 鷹野 斗施 6 3.27.35 永峰 陽彩 5 3.27.95 橋本　 和征 4 3.36.75 北田 大翔 6 3.41.71 津田 栄芯 6 3.42.28

永峰 俐瑚 6 3.24.66 大川 心愛 6 3.29.51 西山 小梅 6 3.38.46 橋本　 知諭 6 3.39.96 中川　 千勢 4 3.49.07 大住 煌華 4 3.51.13 渡辺 栞菜 5 3.54.68 沢口 音子 4 4.03.98

平成29年度　千葉市民陸上競技記録会 主催 0千葉市陸上競技協会

平成２９年５月３日（水）
青葉の森公園陸上競技場 17120701

122030

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

12.97
3

轟ＡＣ            (-2.9)
女子１００ｍ

安下　帆風

土気ＡＣ         (-0.2)
男子１００ｍ 中村　努

　　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（二部）

順　　位 1 2 3 4 5

土気AC土気AC 土気AC 土気AC 轟AC 土気AC 幸はやぶさ

轟AC

幸はやぶさ

幸はやぶさ ウイニングファースト ウイニングファースト 轟AC ウイニングファースト

幸はやぶさ

土気AC 土気AC

幸はやぶさ ウイニングファースト

土気AC 土気AC

高学年女子１０００ｍ
土気AC 土気AC 土気AC 轟AC 轟AC

轟AC

土気AC
低学年女子１０００ｍ

低学年男子１０００ｍ

高学年男子１０００ｍ
土気AC 土気AC 土気AC 土気AC 土気AC

ウイニングファースト 土気AC 土気AC 幸はやぶさ

土気AC

土気AC
増田 瑚奈津 5 鴻巣　 すみれ 5 上村 花波 6

轟AC
高学年女子１００ｍ

北 望 6 宮地 利璃香 6 佐々木 涼帆 6 久保 友理 6 金杉 虹杏 4
幸はやぶさ 土気AC ウイニングファースト ウイニングファースト

上内　 遼 4 中川　 真人 6 米木 僚 5
轟AC 轟AC

土気AC

高学年男子１００ｍ 増澤 涼太 6 前田 波響 6 伊藤 晴 6 亘　 隆斗 6 前 凜汰朗 6

　　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（小学生）

順　　位 1 2 3 4 5

土気TFC       (-0.2) JFEスチール       (-0.2)

JR東日本千葉

JR東日本千葉 JR東日本千葉 JFEスチール

学芸大陸同
男子５０００ｍ

Team SHOIN   (-0.2) 土気TFC       (-0.2) 土気TFC      (-0.2)
男子１００ｍ

小松　正博 小池　陽 岡澤　恭平

日

男子１５００ｍ

男子４００ｍ

決勝記録表（高校・一般）

順　　位 1 2

種　　目 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年
所　　属

田口　圭一鈴木　陽一

83 4 5 6 7
　　氏　　名 　年 　　氏　　名 　年

所　　属 所　　属 所　　属
　　氏　　名 　年

所　　属 所　　属 所　　属
　　氏　　名 　年

所　　属

3日

土気AC

髙橋 優介 


