
             

平成30年度　千葉市民総合体育大会陸上競技大会 主催 千葉市　千葉市体育協会

平成30年６月１６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

10.72 11.28 11.47 11.53 11.53 11.54 11.57 11.59
(+2.6) (+1.6) (+2.6) (+2.6) (+2.6) (+1.6) (+2.6) (+2.6)
52.53 52.81 55.25 55.41 55.66 56.13 56.30 56.74

大和久 貴裕 15.56.84 秋葉 直人 16.03.56 立野 友幸 16.20.88 石川 太陽 2 16.30.59 新井 祐希 2 16.32.98 横山 秋廣 16.35.69 高橋 彪 16.56.74 須田 祥永 1 17.04.03

座間 保成 9.51.68 谷口 和久 9.55.39

花沢 到 3.20

富田 佳輝 6.57 鈴木 克拓 2 6.46 川副 航 1 6.32 島田 喜文 6.21 飯開 陸 1 6.15 鈴木 玲治 1 6.05 小池 陽 5.71 上原 龍大 2 5.46
+1.1 +2.8 +1.4 +0.5 +0.6 +1.6 +3.3 +1.6

島田 喜文 14.06 菊池 鴻太 3 13.80 石井 誠也 1 12.04
+0.9 +2.4 +1.6

茅野 義輝 1 5.12

田村 宙太 27.00

11.86
(+1.5)

審判長 記録主任

16日
時刻 気温 風速
9:00 20.0℃ 2.3m/s
10:00 19.0℃ 1.1m/s
11:00 19.0℃ 2.9m/s
12:00 20.0℃ 2.0m/s
13:00 20.0℃ 3.2m/s
14:00 20.0℃ 1.4m/s
15:00 20.0℃ 2.8m/s
15:45 20.0℃ 1.2m/s

日

決勝記録表（高校・一般　男子）

順　　位 1 2 3 4 5 6 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

16

１００ｍ
増本 大吾 3 川副 航 1 卜部 健太郎 髙間 涼輔 2 石井 和人 3 富田 佳輝 花沢 到 高橋 司

検見川 検見川 土気TFC 検見川 検見川 土気TFC 東京情報大学 平成国際大
新井 祐希 2 宮地 歩夢 1 窪田 和成

検見川 JR東日本千葉 稲毛高校 市立千葉 検見川 検見川 市立千葉
松田 盛登 3 高橋 優介 花田 京弥 2 小山 智裕 2 栗野 祐樹 1

土気TFC
４００ｍ

千葉市陸協 轟AC 市立千葉

３０００ｍ（４０才以上）
JR東日本千葉 CR.m

５０００ｍ
JR東日本千葉 轟AC 轟AC 市立千葉 検見川

棒高跳
東京情報大学

走幅跳
土気TFC 市立千葉 検見川 土気TFC 京葉工業 京葉工業 土気TFC 市立千葉

三段跳
土気TFC 検見川 検見川

砲丸投(6.0kg)
千葉聾

円盤投
市原八幡高校

１００ｍ(２部)
山杢 海

トラック　吉原　廣 吉本　一紀

フィールド　床枝　悟

天気 風向 湿度

土気TFC

くもり 北東 75%
くもり 北東 73%

雨 北東 62%
雨 北東 78%

くもり 北東 65%
くもり 北東 67%

くもり 北東 68%
くもり 北東 65%


