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日付 種目

草野　誓也(88) 10.69 田中　崇良(92) 11.08 清宮　弘貴(95) 11.37 伊藤　純一(75) 11.46 大須賀　翔(86) 11.57 矢部　颯(91) 11.64 戸塚　聖也(91) 11.64 青木　健二(88) 14.52

Team Accel ﾁｰﾑｱｲﾏ 轟ＡＣ AS市川 千葉陸協 ﾁｰﾑｱｲﾏ ﾁｰﾑｱｲﾏ *TK 成田陸協

伊藤　純一(75) 11.68 飯島　篤史(82) 11.87 長尾　雄介(84) 11.90 佐藤　清人(82) 11.93 五十川　和之(81) 12.15 多本　史彦(84) 12.32 大槻　喜典(79) 12.39 西脇　敏之(75) 12.99

AS市川 千葉大学ｸﾗﾌﾞ 千葉大学ｸﾗﾌﾞ 千葉陸協 土気TFC 千葉陸協 柏市消防局 轟ＡＣ

原　嘉保(71) 12.20 塚本　直之(73) 12.45 池崎　靖夫(73) 12.54 勝柴　秀行(65) 13.20 青柳　規昭(70) 13.63 山田　良一(66) 15.19 田口　圭一(73) 21.17

柏市消防局 轟ＡＣ 千葉陸協 柏市消防局 幸はやぶさ陸上 *TL 千葉大学ｸﾗﾌﾞ JFE千葉

仲澤　英夫(70) 13.63

柏市消防局

草野　誓也(88) 21.65 田中　崇良(92) 22.06 今関　雄太(87) 22.08 石井　達哉(97) 22.48 千賀　陽介(88) 22.77 佐々木　淳人(高３) 22.99 三門　泰史(91) 23.35 野田　翼佐(89) 23.92

Team Accel ﾁｰﾑｱｲﾏ 渋谷幕張高教 Team Accel YAC YAC 千葉陸協 成田陸協

大須賀　翔(86) 50.55 大西　正裕(87) 51.32 海寶　正之(83) 52.70 林　陽介(93) 53.65 梅森　友賢(92) 55.67 田中　進悟(89) 1:09.68 長内　智(90) 1:40.99

千葉陸協 Team Accel ﾁｰﾑｱｲﾏ 日大生産 日大生産 ﾁｰﾑｱｲﾏ ﾁｰﾑｱｲﾏ

中邨　祐貴(90) 1:59.97 浦霧　誠也(86) 2:03.00 中山　翔太(95) 2:04.20 大須賀　剛(83) 2:05.89 小林　弘典(91) 2:07.52 久保　恵登(96) 2:09.03 岡野　僚(82) 2:18.77 北山　和隆(89) 2:24.44

YAC 千葉陸協 轟ＡＣ 千葉陸協 成田陸協 船橋市消防局 ﾁｰﾑｱｲﾏ JFE千葉

白木　利昌(86) 4:08.92 渡辺　修(81) 4:10.00 高橋　幸二(86) 4:15.06 鈴木　康祐(92) 4:19.62 林　直輝(94) 4:21.99 横川　泰裕(87) 4:27.68 浦霧　誠也(86) 4:31.30 泉澤　光瑠(86) 4:32.23

新日鐵住金君津 ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ 千葉陸協 新日鐵住金君津 日大生産 YAC 千葉陸協 柏市消防局

宮原　武也(75) 4:16.82 伊藤　育生(76) 4:20.08 座間　保成(76) 4:22.97 石野　正高(79) 4:26.96 秋保　通(76) 4:30.67 坂田　康弘(69) 4:31.50 湯川　達也(75) 4:39.93 栗田　浩一(69) 4:41.72

CIA 海老川の力 JR東日本千葉 土気TFC 千葉陸協 成田陸協 船橋市消防局 ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ

斉藤　禎一(73) 9:16.01 茶園　宗武(73) 9:20.50 坂田　康弘(69) 9:27.90 田口　博昭(73) 9:33.15 青木　嘉郎(71) 10:08.70 向井　靖明(66) 10:42.87 竹内　将夫(72) 10:50.97 小川　哲哉(68) 11:31.42

ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ 千葉陸協 成田陸協 新日鐵住金君津 千葉陸協 千葉大学ｸﾗﾌﾞ 東京情報大学AC 船橋市消防局

高橋　幸二(86) 15:49.32 伊藤　育生(76) 16:00.48 古川　琢也(83) 16:08.24 林　裕介(85) 16:20.12 鈴木　康祐(92) 16:27.37 染谷　悠一(83) 16:34.50 星　貴城(69) 16:51.31 近藤　人志(95) 16:54.00

千葉陸協 海老川の力 ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ 新日鐵住金君津 新日鐵住金君津 JR東日本千葉 海老川の力 轟ＡＣ

今関　真悟(89) 14.83 今関　雄太(87) 14.95 林田　章紀(87) 15.22 小野　学(87) 15.25 加藤　幸雄(83) 15.27 下道　翔太(87) 15.63 川内　裕太(89) 15.79 島田　喜文(84) 16.40

千葉陸協 渋谷幕張高教 Team Accel Team Accel KTC Team Accel ﾁｰﾑｱｲﾏ 土気TFC

Team Accel 41.92 ﾁｰﾑｱｲﾏ 43.61 YAC 43.87 成田陸協 44.02 土気TFC 45.06 柏市消防局 45.74 轟ＡＣ 46.29 KTC 46.85

藤田　勝也(89) 矢部　颯(91) 恩田　崇志(85) 兼子　亮允(87) 島田　喜文(84) 川原　達也(88) 西脇　敏之(75) 加瀬　大祐(92)

草野　誓也(88) 田中　崇良(92) 千賀　陽介(88) 野田　翼佐(89) 椎名　啓太(88) 原　拓美(87) 塚本　直之(73) 宮内　喬央(96)

大西　正裕(87) 田中　進悟(89) 高橋　佑助(93) 加藤　健人(91) 鈴木　陽一(85) 大槻　喜典(79) 櫻井　琢也(95) 嶋田　哲也(95)

染谷　幸喜(89) 戸塚　聖也(91) 佐々木　淳人(高３) 青木　健二(88) 小池　陽(89) 星野　友昭(92) 清宮　弘貴(95) 松本　直也(94)

Team Accel 3:27.64 千葉大学ｸﾗﾌﾞ 3:33.16 土気TFC 3:33.92 成田陸協 3:34.58 YAC 3:36.42 JR東日本千葉 3:43.30 ﾁｰﾑｱｲﾏ 3:48.60 新日鐵住金君津 3:55.85

林田　章紀(87) 吉原　良大(89) 島田　喜文(84) 大野　祐人(92) 千賀　陽介(88) 萩野　勝也(80) 海寶　正之(83) 寺澤　英明(93)

草野　誓也(88) 金田　翔太(88) 萩原　賢人(92) 小林　弘典(91) 佐々木　淳人(高３) 大和久　貴裕(91) 戸塚　聖也(91) 古賀　康斗(91)

小野　学(87) 長尾　雄介(84) 鈴木　陽一(85) 野田　翼佐(89) 横川　泰裕(87) 渡邉　敬大(84) 矢部　颯(91) 鈴木　康祐(92)

染谷　幸喜(89) 飯島　篤史(82) 小池　陽(89) 青木　健二(88) 中邨　祐貴(90) 藤平　祐樹(90) 岡野　僚(82) 白木　利昌(86)

宮沢　真人(93) 1m90 藤田　勝也(89) 1m80 染谷　幸喜(89) 1m80 伊藤　鑑(86) 1m75 恩田　崇志(85) 1m75

ﾁｰﾑｱｲﾏ Team Accel Team Accel 土気TFC YAC

松本　直也(94) 1m75

KTC

藤田　勝也(89) 7m00(-1.3) 鵜澤　勝彦(78) 6m98(-0.7) 峯島　喬久(85) 6m87(+0.1) 恩田　崇志(85) 6m52(-1.5) 渡邉　敬大(84) 6m31(-2.0) 高橋　佑助(93) 6m27(-0.2) 中平　貴雅(95) 6m27(-1.6) 篠崎　誠(94) 6m16(+0.1)

Team Accel みちるAC 千葉陸協 YAC JR東日本千葉 YAC 新日鐵住金君津 YAC

小西　雄基(91) 14m81(+1.2) 藤田　勝也(89) 14m55(+2.5) 島田　喜文(84) 14m47(+0.8) 高橋　佑助(93) 13m42(+2.3) 恩田　崇志(85) 13m32(+0.5) 篠崎　誠(94) 13m03(0.0) 宮沢　真人(93) 12m42(+2.0)

順天堂OB・OGﾞ Team Accel 公認14m19(-0.9) 土気TFC YAC 公認13m07(+0.3) YAC YAC ﾁｰﾑｱｲﾏ

木村　和弘 9m04 山田　良一(66) 8m97 高橋　実(71) 8m76 佐藤　広史(59) 8m40 塚本　直之(73) 8m09

東金市陸協 千葉大学ｸﾗﾌﾞ 千葉陸協 千葉大学ｸﾗﾌﾞ 轟ＡＣ

染谷　幸喜(89) 11m70 坂部　昌良(88) 11m48 廣瀬　健一(89) 11m21 藤田　憲吾(90) 11m11 飯島　篤史(82) 10m98 橘　亮造(85) 10m84 林田　章紀(87) 10m73 北林　峰明(89) 10m68

Team Accel Team Accel ﾁｰﾑｱｲﾏ ﾁｰﾑｱｲﾏ 千葉大学ｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑｱｲﾏ Team Accel ﾁｰﾑｱｲﾏ

瀬下　善教(82) 44m97 染谷　幸喜(89) 37m96 北林　峰明(89) 37m07 廣瀬　健一(89) 34m91 橘　亮造(85) 34m73 飯島　篤史(82) 34m25 藤田　憲吾(90) 32m32 小池　陽(89) 30m72

千葉陸協 Team Accel ﾁｰﾑｱｲﾏ ﾁｰﾑｱｲﾏ ﾁｰﾑｱｲﾏ 千葉大学ｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑｱｲﾏ 土気TFC

廣瀬　健一(89) 61m31 瀬下　善教(82) 47m32 中澤　直彦(85) 46m91 坂部　昌良(88) 46m32 塚越　充将(91) 44m23 藤田　憲吾(90) 41m45 島田　亮(87) 36m25 石田　亮(95) 34m40

ﾁｰﾑｱｲﾏ 千葉陸協 みちるAC Team Accel 土気TFC ﾁｰﾑｱｲﾏ 土気TFC KTC

猪ノ原　達弥(84) 61m51 新谷　政作(92) 54m70 小池　陽(89) 51m63 北林　峰明(89) 48m81 林田　章紀(87) 47m87 大樂　雅弘(93) 47m79 長谷　亮一(65) 46m26 瀬下　善教(82) 44m08

松戸市陸協 市川市陸協 土気TFC ﾁｰﾑｱｲﾏ Team Accel みちるAC ﾆｯﾎﾟﾝﾗﾝﾅｰｽﾞ 千葉陸協
7月12日

一般男子やり投
(800g)

7月12日
一般男子砲丸投

(7.26kg)

7月12日
一般男子円盤投

(2.00kg)

7月12日
一般男子ハンマー投

(7.260kg)

7月12日 一般男子走幅跳

7月12日 一般男子三段跳

7月12日
４０歳以上男子砲丸投

(6.00kg)

7月12日 一般男子5000m

7月12日
一般男子110mH(1.067m)

風：+0.8

7月12日 一般男子走高跳

7月12日 一般男子4X100mR

7月12日 一般男子4X400mR

7月12日 一般男子1500m

7月12日 ３０歳以上男子1500m

7月12日 ４０歳以上男子3000m

7月12日
一般男子200m

風：-0.4

7月12日 一般男子400m

7月12日 一般男子800m

7位 8位

7月12日
４０歳以上男子100m

風：-2.4

7月12日
一般男子100m

風：-2.0

7月12日
３０歳以上男子100m

風：-2.7

1位 2位 3位 4位 5位 6位

第４６回千葉県クラブ対抗陸上競技大会 
 
期 日 平成２６年７月１２日(土) 
場 所 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 
主 催 千葉陸上競技協会 



ト ラ ッ ク 審 判 長 新村　浩章
跳 躍 審 判 長 伊藤　信夫
投 て き 審 判 長 伊藤　信夫
招 集 所 審 判 長 門目　　誠
記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目 7位 8位1位 2位 3位 4位 5位 6位

第４６回千葉県クラブ対抗陸上競技大会 
 
期 日 平成２６年７月１２日(土) 
場 所 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 
主 催 千葉陸上競技協会 

安田　志織(高１) 12.82 青野　杏子(89) 12.86 大橋　真理香(高３) 13.15 梶原　美紀(99) 13.73 北島　幸子(80) 13.83 市村　華子(中１) 14.33 土井　麻友香(中１) 14.75 上野　紗希(中１) 14.82

みちるAC 千葉大学ｸﾗﾌﾞ YAC 轟ＡＣ みちるAC 轟ＡＣ 轟ＡＣ 轟ＡＣ

大橋　真理香(高３) 27.17 梶原　美紀(99) 28.93 栗田　美奈子(76) 31.03 野村　祐実(93) 32.52 星野　春佳(89) 37.21

YAC 轟ＡＣ ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ 千葉陸協 Can

栗田　美奈子(76) 2:40.53 丸山　真依(中２) 2:46.32

ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ 轟ＡＣ

竹内　沙知(86) 19:19.13 野原　水紀(91) 21:05.69

千葉大学ｸﾗﾌﾞ 海老川の力

轟ＡＣ 55.91 土気TFC 1:04.17 Can 1:04.19

上野　紗希(中１) 竹山　舞(87) 長嶋　朋子(66)

市村　華子(中１) 米澤　裕香里(92) 柏　美沙希(91)

土井　麻友香(中１) 中村　彩乃(89) 星野　春佳(89)

梶原　美紀(99) 太田　優(95) 木瀨　美南子(90)

木瀨　美南子(90) 1m30 米澤　裕香里(92) 1m20 柏　美沙希(91) 1m15

Can 土気TFC Can

青野　杏子(89) 5m08(-0.9) 丸山　真依(中２) 4m07(-0.4) 中村　彩乃(89) 3m98(-0.9) 竹山　舞(87) 3m76(-1.0) 柏　美沙希(91) 3m07(0.0)

千葉大学ｸﾗﾌﾞ 轟ＡＣ 土気TFC 土気TFC Can

重松　綾子(91) 10m59 木瀨　美南子(90) 7m20 長嶋　朋子(66) 6m44 宮後　有美(90) 6m17

市川市陸協 Can Can Can

米澤　裕香里(92) 35m31 重松　綾子(91) 31m52 青野　杏子(89) 31m04 野村　恭子(78) 24m56 中村　彩乃(89) 24m07 木瀨　美南子(90) 19m81 宮後　有美(90) 16m15 長嶋　朋子(66) 15m31

土気TFC 市川市陸協 千葉大学ｸﾗﾌﾞ 新日鐵住金君津 土気TFC Can Can Can

対抗得点 男女総合 Team Accel 119点 ﾁｰﾑｱｲﾏ 98点 土気TFC 80.5点 千葉大学ｸﾗﾌﾞ 73点 轟ＡＣ 71点 YAC 66点 Can 54点 ﾓﾝﾄﾌﾞﾗﾝ 36点

凡例  *TK:着差あり *TL:着差なし

7月12日
一般女子やり投

(600g)

7月12日 一般女子走高跳

7月12日 一般女子走幅跳

7月12日
一般女子砲丸投

(4.00kg)

7月12日 一般女子800m

7月12日 一般女子5000m

7月12日 一般女子4X100mR

7月12日
一般女子100m

風：+1.6

7月12日
一般女子200m

風：-2.3

コンディション情報

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 測定場所

2014/07/12 09:30 晴 30.8 63.0 北北西 2.8 陸上競技場

10:00 晴 31.0 65.0 東北東 1.5 陸上競技場

11:00 晴 31.4 58.0 東南東 1.6 陸上競技場

12:00 晴 32.0 57.0 東南東 1.5 陸上競技場

13:00 晴 32.6 56.0 南南東 2.1 陸上競技場

14:00 晴 32.4 56.0 西北西 1.2 陸上競技場

14:53 晴 32.2 56.0 南西 1.9 陸上競技場


