
ト ラ ッ ク 審 判 長 立澤　勇
跳 躍 審 判 長 立澤　勇
投 て き 審 判 長 立澤　勇
記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

板鼻　航平(94) 10.97 小池　雄作(93) 11.03 清水　悠二朗(94) 11.05 ﾋﾞﾘﾔﾊﾟﾆﾔ ﾀﾞﾆｴﾙ (95) 11.08 小嶋　和磨(96) 11.29 佐々木　淳人(96) 11.29 本木　安倫(91) 11.34 関根　祐介(96) 11.50

TeamAccel TeamAccel TeamAgaiN SPARK TeamAccel YAC 千葉陸協 みちるAC

池崎　靖夫(73) 12.22 廣　貴久(74) 12.41 大島武人(74) 12.49 原　嘉保(71) 12.60 上田　圭一郎(77) 12.71 戸村　勝弘(74) 12.87 西脇　敏之(75) 13.09 沖永　剛義(66) 13.21

千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾁｰﾑ ｼｮｳｲﾝ ﾁｰﾑ ｼｮｳｲﾝ 柏市消防局 千葉陸協 東金市陸協 轟ＡＣ 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ

竹林　守(96) 48.90 若菜　優太(87) 49.10 中村　直(91) 49.77 平井　健一(88) 50.31 大川　智輝(01) 51.33 大岐　亮平(87) 51.96 落合　晃大(91) 53.12 増田　淳(92) 54.40

SWANS　S.C TeamAccel STAC TeamAccel F SPEED TeamAccel ﾘｰﾀﾞｰｽ 千葉陸協

笛木　靖宏(85) 2:03.29 片原　照(92) 2:03.55 三野　貴史(93) 2:04.30 板鼻　航平(94) 2:08.10 浦霧　誠也(86) 2:08.58 丸山　竜也(94) 2:12.66 若菜　優太(87) 2:15.87

TeamAccel TeamAgaiN 松戸市陸協 TeamAccel 千葉陸協 松戸市陸協 TeamAccel

蓑和　廣太朗(90) 4:03.77 吉川　修平(91) 4:08.28 秋葉　直人(88) 4:11.00 旭　洋太(96) 4:11.00 秦野　稔己(96) 4:15.22 立野　雅幸(98) 4:16.01 高橋　幸二(86) 4:17.15 大和久　貴裕(91) 4:19.03

松戸市陸協 松戸市陸協 轟ＡＣ 轟ＡＣ 中学大AC 轟ＡＣ オキHD JR東日本千葉

座間　保成(76) 9:37.07 宮原　武也(75) 9:39.83 齊藤　禎一(73) 9:49.24 石田　剛士(75) 9:50.35 田口　博昭(73) 9:59.96 谷口　和久(75) 10:03.11 塚田　武士(55) 10:09.50 椎名　喜光(68) 10:09.60

JR東日本千葉 CIA ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ 新日鐵住金君津 CR.m 千葉陸協 AC toke

丸山　竜也(94) 14:53.61 田中　良幸(89) 15:25.93 松井　俊介(91) 15:40.63 小村　慶太朗(92) 16:10.08 高橋　幸二(86) 16:12.44 中橋　冬陽(91) 16:45.82 古川　琢也(83) 16:46.51 板橋　大輔(85) 16:56.28

松戸市陸協 新日鐵住金君津 松戸市陸協 千葉大ｸﾗﾌﾞ オキHD 袖ヶ浦陸協 ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ 新日鐵住金君津

座古　雄介(94) 15.43(-1.2) 柏倉　飛鳥(94) 15.48(-0.7) 富田　佳輝(95) 15.83(-1.2) 葛原　佑太(99) 16.35(-0.7) 鈴木　陽一(85) 16.54(-0.7) 小田　豪生(92) 16.78(-0.7) 先崎　航(94) 16.78(-1.2) 今関　雄太(87) 17.46(-0.7)

轟ＡＣ TeamAccel 土気TFC 千葉陸協 土気TFC TeamAgaiN STAC TeamAccel

STAC 43.07 TeamAccel 43.35 土気TFC 44.07 YAC 44.95 みちるAC 44.98 F SPEED 45.06 柏市消防局 45.69 千葉大ｸﾗﾌﾞ 45.95

佐藤　賢(92) 小嶋　和磨(96) 岡澤　恭平(88) 佐々木　淳人(96) 指宿　真(00) 箕輪　惇一(86) 髙野　優輝(98) 清水　裕太(95)

中村　直(91) 小池　雄作(93) 久保　和史(89) 稲垣　太郎(00) 関根　祐介(96) 浦山　慶太(01) 西崎　魁人(95) 原田　恵伍(94)

松本　泰洋(92) 石井　達哉(87) 卜部　健太郎(83) 根岸　令(00) 倉本　翼(97) 大川　智輝(01) 井上　涼太(99) 吉原　良大(89)

玄行　力(57) 武田　修平(94) 小池　陽(89) 菊間　雄太郎(87) 渡邊　慶久(77) 永橋　武(83) 原　拓美(87) 荒木　貴裕(89)

TeamAccel 3:23.64 STAC 3:25.47 千葉大ｸﾗﾌﾞ 3:31.62 土気TFC 3:32.35 TeamAgaiN 3:34.76 柏市消防局 3:35.62 JR東日本千葉 3:42.08 YAC 3:46.05

平井　健一(88) 佐藤　賢(92) 吉原　良大(89) 森　悠(97) 清水　悠二朗(94) 井上　涼太(99) 林　陽介(93) 佐々木　淳人(96)

小池　雄作(93) 中村　直(91) 原田　恵伍(94) 田口　宣幸(94) 金田　悠利(95) 松下　弘大(92) 髙橋　優介(91) 稲垣　太郎(00)

根岸　紀仁(92) 青柳　健吉(94) 清水　裕太(95) 富田　佳輝(95) 小田　豪生(92) 西崎　魁人(95) 志村　裕二(96) 菊間　雄太郎(87)

小嶋　和磨(96) 荒木　智貴(94) 飯島　篤史(82) 小池　陽(89) 片原　照(92) 高橋　侑助(88) 北郷　将希(97) 柵木　徳之(74)

内田　大雅(98) 2m00 佐野　正人(85) 1m95 先崎　航(94) 1m90 久家　迅雄(99) 1m80 小林　慎(96) 1m80 福田　陽平(98) 1m75 柏倉　飛鳥(94) 1m70 島田　喜文(84) 1m70

TeamAgaiN STAC STAC 千葉陸協 TeamAccel 中学大AC TeamAccel 土気TFC

田口　宣幸(94) 7m28(+2.0) 今井　俊彰(87) 7m20(+2.4) 下村　諒(91) 7m13(+3.8) 峯島　喬久(85) 7m05(+1.8) 山本　賢良(85) 7m01(+1.8) 伊藤　晏輝(99) 6m96(+2.5) 富田　佳輝(95) 6m95(+1.7) 中川　篤志(86) 6m84(+3.1)

土気TFC STAC 公認7m16(+1.7) 土気TFC 公認6m97(+2.0) 千葉陸協 松戸市陸協 千葉陸協 公認記録なし 土気TFC STAC 公認6m81(-0.9)

今井　俊彰(87) 15m07(+2.4) 中川　篤志(86) 14m61(+4.8) 島田　喜文(84) 14m41(+2.9) 田口　宣幸(94) 13m54(+1.5) 内川　圭佑(95) 13m26(+1.1) 下村　諒(91) 13m11(+2.7) 吉原　良大(89) 12m96(+2.1) 小林　慎(96) 12m91(+3.4)

STAC 公認14m93(+0.1) STAC 公認13m29(+1.2) 土気TFC 公認記録なし 土気TFC TeamAccel 土気TFC 公認12m91(+1.2) 千葉大ｸﾗﾌﾞ 公認12m91(+1.8) TeamAccel 公認12m75(+1.4)

富岡　真広(72) 12m84 鋪野　一美(66) 9m73 木村　和弘(70) 8m91 呉　重國(57) 8m41 山田　良一(66) 8m22 野澤　和雅(72) 7m68 大澤　弘幸 7m66 植田　正範(76) 7m40

STAC 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ 東金市陸協 STAC 千葉大ｸﾗﾌﾞ 東京情報大AC 千葉大ｸﾗﾌﾞ 君津FAC

柴　文人(86) 12m89 富田　佳輝(95) 12m14 渡部　陽太(90) 10m88 飯島　篤史(82) 10m80 小池　陽(89) 10m63 横山　真吾(85) 10m37 齋藤　太一(87) 10m37 宮内　修平(93) 9m94

TeamAccel 土気TFC STAC 千葉大ｸﾗﾌﾞ 土気TFC CIA STAC KTC

猪ノ原　達弥(84) 56m64 芳野　裕二(93) 56m01 齋藤　太一(87) 52m16 飯島　篤史(82) 51m19 木村　亮太(86) 49m02 志村　裕二(96) 48m37 小池　陽(89) 44m13 大樂　雅弘(93) 43m80

松戸市陸協 KTC STAC 千葉大ｸﾗﾌﾞ STAC JR東日本千葉 土気TFC みちるAC

第５０回千葉県クラブ対抗陸上競技大会
【18120003】
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】
2018/07/08 ～ 2018/07/08

決 勝 一 覧 表 【男子】

7月8日 　砲丸投(7.260kg)

7月8日 　走高跳

7月8日 　走幅跳

7月8日 　4×100mR

7月8日 　やり投

7月8日 　三段跳

7月8日
40才以上砲丸投

(6.000kg)

7月8日 　1500m

7月8日 40才以上3000m

7月8日 　4×400mR

7月8日 　5000m

7月8日 　110mH(1.067m)

4位 5位

7月8日 　400m

7月8日 　800m

6位 7位 8位

7月8日
　100m
風：-1.7

7月8日
40才以上100m

風：-1.7

1位 2位 3位



ト ラ ッ ク 審 判 長 立澤　勇
跳 躍 審 判 長 立澤　勇
投 て き 審 判 長 立澤　勇
記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

今井　咲(94) 13.41(-1.8) 藤崎　友歌(01) 13.68(-1.8) 木下　七虹 13.99(-2.9) 豊田　奈美(91) 14.78(-1.8) 北島　幸子(80) 14.85(-2.9) 重岡　佳那江(88) 14.96(-2.9) 柴田　遥華(99) 15.02(-1.8) 鈴木　翔子(88) 15.27(-2.9)

千葉大ｸﾗﾌﾞ みちるAC みちるAC YAC みちるAC 総北陸友会 JR東日本千葉 TeamAccel

今井　咲(94) 28.08 藤崎　友歌(01) 28.68 栗田　美奈子(76) 32.07 柴田　遥華(99) 32.43 豊田　奈美(91) 32.94 山本　百合香(73) 34.15

千葉大ｸﾗﾌﾞ みちるAC ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ JR東日本千葉 YAC 千葉大ｸﾗﾌﾞ

山中　千穂(98) 2:21.25 今井　咲(94) 2:26.35 栗田　美奈子(76) 2:50.37 坂本　杏奈(90) 3:23.16

みちるAC 千葉大ｸﾗﾌﾞ ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ STAC

髙木　利枝(71) 19:50.70 河津　郁子(74) 21:02.31 伊藤　千恵(90) 21:21.59

RUNWEB 千葉陸協 千葉陸協

みちるAC 53.59

木下　七虹

藤崎　友歌(01)

石山　穂華(03)

山中　千穂(98)

重岡　佳那江(88) 1m45 鈴木　翔子(88) 1m35 米澤　裕香里(92) 1m15

総北陸友会 TeamAccel 土気TFC

鈴木　翔子(88) 4m70(+1.3) 石山　穂華(03) 4m35(+1.5) 富塚　育実(93) 4m32(+1.4)

TeamAccel みちるAC 土気TFC

安蒜　佳与里(91) 9m08 新村　久美子(76) 8m34 米澤　裕香里(92) 6m90 吉田　明子(69) 5m62 山本　百合香(73) 5m23

JR東日本千葉 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ 土気TFC 千葉大ｸﾗﾌﾞ 千葉大ｸﾗﾌﾞ

米澤　裕香里(92) 33m11 中村　彩乃(89) 26m95

土気TFC 土気TFC

第５０回千葉県クラブ対抗陸上競技大会
【18120003】
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】
2018/07/08 ～ 2018/07/08

決 勝 一 覧 表 【女子】

1位 2位 3位 4位 8位

7月8日 　100m

7月8日
　200m
風：-3.2

5位 6位 7位

7月8日 　4×100mR

7月8日 　走高跳

7月8日 　800m

7月8日 　5000m

7月8日 　やり投(600g)

7月8日 　走幅跳

7月8日 　砲丸投(4.000kg)


