
平成１9年6月10日(日) 決勝記録表

陸協名 千葉陸上競技協会 第39回千葉県クラブ対抗陸上競技大会 07120003
主催 千葉陸上競技協会 121010

　 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
日付 種目
6/10 男子100m 横尾 　龍一 10.63 伊藤　　純一 10.93 ト部 健太郎 11.01 柴田 　哲享 11.37 井上　　真一 11.42 今出 　慶佑 11.44 吉田 　博久 11.62 松本 　　亨 11.77

風:+1.0 房南ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ AS市川 AS市川 ima 茂原陸協 ＴＡＣ ＴＡＣ AS市川
6/10 男子200m 伊藤　　純一 22.49 渡邊　　彰啓 22.80 高橋　　健治 23.31 佐々木　　祥 23.52 大須賀　　翔 24.41 井上　　真一 24.75 福井　　孝允 26.08

風:+0.5 AS市川 AS市川 千葉陸協 松戸RC 千葉陸協 茂原陸協 千葉陸協
6/10 男子400m 渡邊　　彰啓 49.63 海寶　　正之 50.37 加藤　　幸雄 51.21 福田　　　渉 52.11 渡邉　　孝一 53.22 菅原　　竜二 54.76 大澤　　弘幸 55.15 大須賀　　翔 58.24

AS市川 ima 旭市陸協 AS市川 ima AS市川 千葉大クラブ 千葉陸協
6/10 男子800m 簗田　　昭夫 1.58.00 伴　　　卓磨 1.58.21 菅原　　竜二 1.59.04 大須賀　　剛 1.59.06 海寶　　正之 2.05.69 時田　　佑平 2.06.28 石田　　剛士 2.12.36

AS市川 モントブラン AS市川 千葉陸協 ima 木更津高専ＡＣ モントブラン
6/10 男子1500m 中里　　綾介 4.06.72 渡辺　　厚梓 4.08.78 横坂　　智彦 4.12.79 長嶋　　翔太 4.12.86 小柴　　　優 4.17.95 重永　　勇輝 4.23.21 轟　　　弘光 4.23.90 清水　　　圭 4.24.27

モントブラン モントブラン モントブラン ima 早大同好会 千葉陸協 新日鐵君津 君津ｱｽﾘｰﾄｸ
6/10 男子5000m 鈴木　　裕行 14.58.65 渡辺　　厚梓 15.08.64 長嶋　　翔太 15.13.71 伴　　　卓磨 15.39.90 栗田　　浩一 15.43.16 重本　　　潤 15.43.58 古川　　琢也 15.52.77 大塚　　健二 15.54.94

館山市陸協 モントブラン ima モントブラン モントブラン 流山CJ モントブラン モントブラン
6/10 男子110mH 柴田　　哲享 15.24 渡邊　　彰啓 15.25 後藤　　彰英 15.83 石田　　直也 16.46 柴本　　鋼平 16.56 八重田　和宏 19.33

風:+0.2 ima AS市川 茗友クラブ 千葉陸協 東京情報大学AC 千葉大クラブ
6/10 男子4X100mR AS市川 43.00 ima 43.13 JFE千葉 47.42 東京情報大AC 48.08 君津ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 49.56 千葉大ｸﾗﾌﾞ 49.78

  伊藤　　純一   石毛　　和則   藤岡　　大明   ﾏｯｷﾝｹﾈｽ ｼﾞｴｰﾑｽ   白井　　俊司   大澤　　弘幸

  佐藤　　健児   寺田　　克也   塚本　　直之   野澤　　和雅   清水　　　圭   八重田　和宏

  ト部　健太郎   柴田　　哲享   田口　　圭一   柴本　　鋼平   茅野　　辰実   松田　　敏郎

  松本　　　亨   海寶　　正之   根子　　　健   神子　　智孝   浅野　　幸憲   小菅　　伸幸

6/10 男子4X400mR ima 3.22.67 AS市川 3.26.52 千葉大ｸﾗﾌﾞ 3.39.33 モントブラン 3.44.11 君津ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 4.03.59
  柴田　　哲享   福田　　　渉   八重田　和宏   渡辺　　厚梓   清水　　　圭

  寺田　　克也   菅原　　竜二   大澤　　弘幸   伴　　　卓磨   白井　　俊司

  渡邉　　孝一   渡邊　　彰啓   河田　　　正   中里　　綾介   平野　　泰徳

  海寶　　正之   簗田　　昭夫   和田　　成紀   横坂　　智彦   浅野　　幸憲

6/10 男子走高跳 柴本　　鋼平 1m95 神子　　智孝 1m90 石田　　博信 1m65
東京情報大学AC 東京情報大学AC 千葉陸協

6/10 男子走幅跳 佐々木　　祥 6m60 後藤　　彰英 6m55 柴本　　鋼平 6m52 今出　　慶佑 6m41 日高　　聡志 6m37 村上　　靖和 6m30 松本　　　亨 6m07 藤岡　　大明 5m99
松戸RC  +0.1 茗友クラブ  +1.2 東京情報大学AC  -0.3 ＴＡＣ  -0.9 AS市川  0.0 AS市川  +0.1 AS市川  -1.5 JFE千葉  -1.2

6/10 男子三段跳 日高　　聡志 13m85 柴本　　鋼平 12m70 神子　　智孝 11m32 成毛　　康朗 11m21 藤岡　　大明 11m20
AS市川  +0.7 東京情報大学AC  +0.5 東京情報大学AC  +1.6 千葉陸協  +0.6 JFE千葉  +0.1

6/10 男子砲丸投 大田垣　　宏 10m01 近藤　　良二 9m29 石毛　　和則 9m03 木村　　心悟 8m96 小菅　　伸幸 7m65
(7.2kg) 袖ヶ浦陸協 千葉大クラブ ima 君津ｱｽﾘｰﾄｸ 千葉大クラブ

6/10 男子円盤投 中澤　　直彦 32m46 民内　　利昭 27m37 野澤　　和雅 24m93 木村　　心悟 23m91 ﾏｯｷﾝｹﾈｽ ｼﾞｴｰﾑｽ 18m61 石井　　政弘 17m26 白井　　俊司 15m61
(2.0kg) 松戸RC 千葉大クラブ 東京情報大学AC 君津ｱｽﾘｰﾄｸ 東京情報大学AC 東京情報大学AC 君津ｱｽﾘｰﾄｸ

6/10 男子ハンマー投 中澤　　直彦 48m51 島田　　　亮 43m86 遠藤　　一成 42m73 西脇　　博之 31m60 和泉　裕智郎 25m63 ﾏｯｷﾝｹﾈｽ ｼﾞｴｰﾑｽ 15m79
松戸RC 千葉陸協 茂原陸協 表具内装信州 JFE千葉 東京情報大学AC

6/10 男子やり投 後藤　　彰英 48m05 渡邊　　彰啓 47m65 柴本　　鋼平 46m84 近藤　　晴彦 44m92 村上　　靖和 42m19 石毛　　和則 36m28 及川　　　亮 34m21 神子　　智孝 33m16
茗友クラブ AS市川 東京情報大学AC 総北陸友会 AS市川 ima 千葉大クラブ 東京情報大学AC

6/10 ３０才以上100m 伊藤　　純一 11.07 佐藤　　健児 11.35 塚本　　直之 12.27 村上　　靖和 12.36 黒田　　　茂 12.69 田口　　圭一 13.51
風:+2.0 AS市川 AS市川 JFE千葉 AS市川 千葉陸協 JFE千葉

6/10 ４０才以上100m 河田　　　正 11.95 和田　　成紀 12.05 三井　　　毅 14.62 遠藤　　昌志 14.67 新原　　速夫 14.72 吉田　　恭一 14.99 豊田　　勝巳 17.01
風:+1.1 千葉大クラブ 千葉大クラブ 千葉大クラブ モントブラン 新日鐵君津 新日鐵君津 松戸市陸協

6/10 鈴木　　裕行 4.05.43 村田　　　雄 4.09.47 熊澤　　浩正 4.14.11 坂上　　佳也 4.14.63 斉藤　　禎一 4.15.38 桜庭　　康則 4.16.11 栗田　　浩一 4.21.67 小高　　貴之 4.22.00
館山市陸協 千葉大クラブ モントブラン 東京電力千葉 モントブラン 千葉陸協 モントブラン 船橋市陸協

6/10 遠藤　　昌志 9.42.54 渡辺　　勝利 9.59.78 板井　　一広 10.15.36 今井　　浩司 10.23.89 福山　　道延 10.28.24 山田　　良一 10.30.01 後藤　　和美 10.50.65 堀川　　弘幸 11.10.95

モントブラン 上総クラブ 松戸市陸協 新日鐵君津 新日鐵君津 千葉大クラブ 新日鐵君津 新日鐵君津
6/10 民内　　利昭 10m41 川瀬　　雅雄 10m02 山田　　良一 8m82 佐藤　　広史 8m59 小宮山伴与志 8m23 三井　　　毅 8m15 石井　　政弘 7m92 佐藤　　則夫 6m86

千葉大クラブ 袖ヶ浦陸協 千葉大クラブ 千葉大クラブ 千葉大クラブ 千葉大クラブ 東京情報大学AC モントブラン

種目
6/10 女子100m 吉田　　　温 13.82 小松崎　　彩 14.41 加藤　　香織 14.94 吉田　　明子 15.20 奥村　　直美 15.66 山本　百合香 15.96 平野　菜穂子 16.13 小林　　璃奈 17.56

風:+1.1 千葉大クラブ 君津ｱｽﾘｰﾄｸ 成田市陸協 千葉大クラブ モントブラン 千葉大クラブ 君津ｱｽﾘｰﾄｸ 君津ｱｽﾘｰﾄｸ
6/10 女子200m 栗田　美奈子 30.85 吉田　　明子 33.52 奥村　　直美 35.37 山本　百合香 35.46

風:+1.1 モントブラン 千葉大クラブ モントブラン 千葉大クラブ
6/10 女子800m 菅　　由美子 2.26.03 栗田　美奈子 2.32.69 小山　奈津子 2.33.65 安田　　美雪 2.36.12 光本　ゆかり 2.43.48 奥村　　直美 3.13.27

館山市陸協 モントブラン 習志野市役所 新日鐵君津 新日鐵君津 モントブラン
6/10 女子5000m 安田　　美雪 18.24.15 小山　奈津子 18.45.96 栗田　美奈子 19.53.82 光本　ゆかり 20.49.38

新日鐵君津 習志野市役所 モントブラン 新日鐵君津
6/10 女子4X100mR 千葉大ｸﾗﾌﾞ 62.21

  吉田　　明子

  山本　百合香

  渡邊　のぞみ

  吉田　　　温

6/10 女子走高跳 加藤　　香織 1m35
成田市陸協

6/10 女子走幅跳 吉田　　　温 5m02 白幡　佐紀子 4m70 小松崎　　彩 3m70 平野　菜穂子 3m19 小林　　璃奈 2m67
千葉大クラブ  -1.1 松戸RC  +0.1 君津ｱｽﾘｰﾄｸ  -0.3 君津ｱｽﾘｰﾄｸ  -0.2 君津ｱｽﾘｰﾄｸ  -1.5

6/10 女子砲丸投 志村　　美歩 10m56 桑代　かほり 10m42 加藤　　香織 9m00 小松崎　　彩 6m81 平野　菜穂子 5m84 小林　　璃奈 4m17
(4.0kg) 松戸市陸協 成田市陸協 成田市陸協 君津ｱｽﾘｰﾄｸ 君津ｱｽﾘｰﾄｸ 君津ｱｽﾘｰﾄｸ

6/10 女子やり投 柴田　　浩后 45m27 加藤　　香織 34m11
松戸RC 成田市陸協

時現在 気温 風速

12:00 21.3 0.3 トラック審判長 中田　勝偉

フィールド審判長 吉原　廣
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