
             

平成29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

平成２９年８月２６日（土）
青葉の森公園陸上競技場

記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録 記　録

10.97 11.01 11.11 11.15 11.15 11.25 11.30 11.34
(+2.4) (+2.4) (+0.2) (+2.4) (+0.2) (+2.4) (+0.2) (+0.2)
49.57 50.50 51.30 51.54 51.63 51.66 52.01 52.28

松田 盛登 2 4.13.60 岩崎 幹平 2 4.15.00 米山 智之 2 4.17.77 永田　 彩貴 2 4.19.49 五味 龍之輔 2 4.22.09 座間 保成 4.22.11 石井　 智也 2 4.22.40 小金丸 稜平 2 4.23.00

佐藤　 拓登 2 16.59.56 渡辺 晴海 1 17.06.63 坂本 雄大 2 17.06.74 能勢 拓磨 2 17.10.20 樋端 怜矢 2 17.11.21 北川 颯馬 1 17.12.72 竹澤 優人 1 17.14.20 堀 一樹 2 17.24.81

15.09 16.31 16.61 16.70 17.07 17.40 18.40 18.43
(+0.6) (+0.6) (+0.6) (+0.6) (+0.6) (-0.3) (-2.8) (-2.8)

43.51 43.56 43.84 44.36 44.98 44.99 45.00 45.07

座間 保成 9.52.74 田口 圭一 13.14.14

野島 瑛貴 2 1.82 1 鈴木 大和 2 1.82 1 青木 乾人 2 1.82 赤星　 直輝 1 1.79 4 蓑島 優樹 2 1.79 武井 宏延 1 1.76 中村 翔麿 2 1.73 田中 健聖 2 1.60

下村 諒 6.77 大熊 建 3 6.66 伊藤 匠巳 1 6.33 伊藤 クリス 1 6.31 山口 哲太 2 6.24 鈴木 克拓 1 6.20 岡澤 恭平 6.17 島田 喜文 6.16
-0.9 -0.2 -0.5 +1.3 +0.1 +0.0 -1.7 -0.2

笹木 駿佑 2 50.85 小池 陽 49.83 小畑 大樹 45.04 佐久間 大輔 2 44.80 根本 渉 2 44.52 花田 京弥 1 44.20 坂本 武蔵 1 40.78 高山 直哉 2 40.60

笹木 駿佑 2 12.21 山田 一輝 2 10.63 飯村 真慈 2 10.53 伊原 啓太 1 10.02 宮田 隼輔 1 9.84 八木田 怜 1 9.27 井原 史韻 2 8.48 大橋 拓磨 1 8.13

五十部 真之 4.10

86 33 30 29 29 21 19 19

審判長 記録主任

時刻 気温 風速
9:00 36.5℃ 1.3m/s
10:00 37.0℃ 1.2m/s
11:00 38.0℃ 1.0m/s
12:00 35.5℃ 1.9m/s
13:00 32.0℃ 1.8m/s
14:00 32.0℃ 1.9m/s
15:00 31.5℃ 1.5m/s
16:00 31.5℃ 1.8m/s
16:25 31.5℃ 1.0m/s晴れ 南 66%

晴れ 北東 66%
晴れ 南南西 66%

晴れ 南南東 79%
晴れ 東南東 55%

晴れ 南 57%
晴れ 東南東 63%

晴れ 西 55%
晴れ 南西 55%

トラック　　立澤　勇 田中　知行
跳躍　　吉田　辰栄
投擲　　市東　和代

天気 風向 湿度

昭和秀英 磯辺 千葉西男子総合 幕張総合 千葉南 検見川 千葉東 渋谷幕張

土気

オープン共通棒高跳
千葉陸協

砲丸投
幕張総合 渋谷幕張 渋谷幕張 渋谷幕張 昭和秀英 幕張総合 千葉工業

市千葉 市千葉 土気TFC 土気TFC

やり投
幕張総合 土気TFC 千葉陸協 千葉西 幕張総合 稲毛 柏井 磯辺

走幅跳
土気TFC 千葉 幕張総合 市立船橋

井上　 翔太  1

走高跳
千葉北 千城台 幕張総合 千葉南 幕張総合 千葉 千葉経済 千葉東

３０００ｍ　40才以上
JR東日本千葉 JFEスチール

田畑 裕貴  2 安永 雄貴  2 大谷 知輝  2 増本 大吾  2 土屋 泰一郞  2 宗島　 尚之  2 齊藤 悠太  2 舟越 泰介  2
武居 岳  2 大野 弘毅  2

吉井 達哉  2 小糸 竜生  2 永井 祐輝  1 谷口 永遠  2 東 楓太  1 大熊　 勇輝  2 岩橋　虎太朗  1 石井 健介  2
宮地 輝  2 髙谷 健太  2 佐野 龍希  2 石井 和人  2 高田 直人  2

検見川 幕張総合 千葉工業 渋谷幕張 幕張総合

４×１００ｍＲ

 千葉東  幕張総合  柏井  検見川  昭和秀英  千葉南  千葉  土気 
吉田 絃汰  2 須田 夏月  1 大林 正英  1 高間　涼輔  1 宮田 隼輔  1 赤星　直輝  1 田中 温陽  1 石井 恒輝  2

渋谷幕張 幕張総合 磯辺 幕張総合

１１０ｍＨ 植草 雄貴 3 土屋 泰一郞 2 宮野 健音

５０００ｍ
千葉南 千葉西 磯辺 幕張総合

増本 大吾 2 飯野 太陽 2 能勢 大翔 2 遠山 悠大 2 源田 凱 1
磯辺 昭和秀英 國學院大學

１５００ｍ
検見川 幕張総合 若松 千葉南 渋谷幕張 JR東日本千葉 千葉南 市千葉

後藤 瑠綺亜 3
幕張総合 犢橋 千葉東 千葉西 検見川 千葉南 千葉 山王中

４００ｍ 安永 雄貴 2 二宮 龍 2 吉川 崚 1 新井 颯太 2 石井 和人 2 大熊　 勇輝 2 齊藤 悠太 2

１００ｍ 奥山 誉也 2 小松 正博 髙谷 健太 2 吉田 絃汰 2
仙台大クラブ 千葉東 検見川 昭和秀英 桜林 Team_SHOIN
佐々木 尚郁 田畑 裕貴 2 増本 大吾 2 東 楓太 1

幕張総合 千葉東

7 8

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

決勝記録表（１部　高校・一般 男子）

順　　位 1 2 3 4 5 6


