
ト ラ ッ ク 審 判 長 高木　厚・岡野　寛

ス タ ー ト 審 判 長 石川　毅

跳 躍 審 判 長 佐久間　和宏

投 て き 審 判 長 佐久間　和宏

招 集 所 審 判 長 門目　誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

山木　伝説(96) 48.27 淺野　大地(04) 49.52 大野　陽斗(03) 49.53 林　武広(03) 49.57 渡利　健人(02) 49.66 河井　陸(02) 49.69 中川　滋貴(95) 49.71 入佐　隼斗(02) 49.95

RUDOLF 東葛飾高 千葉黎明高 富里高 東海大望洋高 市川昴高 RUDOLF 東海大浦安高

三野　貴史(93) 14:31.31 油谷　航亮(02) 14:34.13 篠原　倖太朗(02) 14:36.11 松井　俊介(91) 14:40.62 大野　雅也(02) 14:49.89 工藤　大和(02) 15:00.66 田中　良幸(89) 15:03.95 川添　健人(02) 15:07.35

松戸市陸協 八千代松陰高 富里高 松戸市陸協 八千代松陰高 八千代松陰高 日本製鉄君津 八千代松陰高

作家　真都(01) 14.77(+2.4) 阿部　竜希(03) 14.78(+2.4) 盛岡　優喜(03) 15.24(+2.4) 宮野　健音(98) 15.26(+2.4) 田中　裕太(03) 15.46(+2.4) 津山　将汰(04) 15.51(+2.4) 安藤　良介(02) 15.52(+2.4) 近藤　大輝(03) 15.61(+1.4)

駿河台大 八千代高 八千代松陰高 國學院大 市立船橋高 市立船橋高 木更津高専高 流山南高

宮部　灯哉(02) 7m23(+1.1) 須田　優人(00) 7m22(+3.2) 酒井　雷熙(02) 7m19(+3.5) 中澤　優(03) 7m14(+3.4) 作家　弥希(01) 7m00(+2.4) 田口　宣幸(94) 6m95(+2.3) 山口　幸樹(04) 6m89(+1.6) 末廣　元斗(03) 6m85(+4.3)

八千代高 東海大 公認記録なし 西武台千葉高 公認7m07(+2.0) 銚子商高 公認7m01(+1.1) 駿河台大 公認6m97(+2.0) 土気TFC 公認6m80(+1.9) 東海大浦安高 我孫子高 公認記録なし

土居　闘矢(02) 14m07 斉藤　大樹(03) 12m80 川口　雄太(02) 12m67 佐藤　夢真(03) 12m51 森　匡平(04) 11m95 室井　裕貴(03) 11m92 福田　涼太(03) 11m29 村上　大智(03) 11m28

東海大浦安高 東海大浦安高 匝瑳高 木更津総合高 東京学館船橋高 木更津総合高 銚子商高 日体大柏高

庄司　秀朗(01) 8m80

東京情報大

栗城　諒眞(03) 56m04 竹内　峻真(03) 49m86 土田　蓮(04) 49m44 吉田　陽成(03) 48m96 宮田　陸翔(04) 48m63 矢沢　大智(99) 47m95 小杉　伊吹(03) 47m17 中田　天降(04) 47m09

磯辺高 東海大浦安高 犢橋高 二松学舎柏高 西武台千葉高 國學院大 柏南高 我孫子高

ト ラ ッ ク 審 判 長 高木　厚・岡野　寛

ス タ ー ト 審 判 長 石川　毅

跳 躍 審 判 長 佐久間　和宏

投 て き 審 判 長 佐久間　和宏

招 集 所 審 判 長 門目　誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

松岡　萌絵(03) 56.39 稲﨑　日南(03) 58.19 大澤　綾菜(03) 58.80 高瀬　菜々香(02) 59.61 安達　麻里奈(04) 59.81 徳久　弥笑(04) 1:00.12 伊藤　梨里(05) 1:00.78 吉田　春子(04) 1:00.82

東海大浦安高 東海大浦安高 市立船橋高 松戸馬橋高 八千代高 市立松戸高 八千代高 市立稲毛高

江村　穂乃花(03) 9:55.04 勝又　奈々美(02) 9:55.48 大野　綾愛(02) 9:56.04 鈴木　天華(04) 9:57.82 中澤　萌々花(03) 9:59.49 吉井　優唯(04) 9:59.82 青栁　朋花(03) 10:10.43 岩井　蘭(05) 10:10.70

市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高

雲林院　瑞帆(03) 14.76(+1.0) 鳥海　柚月(03) 14.96(+1.0) 田中　伊万里(03) 15.11(+1.0) 山田　裕未(04) 15.13(+1.9) 橋本　季咲(04) 15.18(+1.9) 鈴木　歩実(03) 15.27(+1.0) 田村　那菜実(04) 15.42(+1.9) 今村　紅愛(03) 15.47(+1.9)

市立船橋高 八千代高 日体大柏高 市立船橋高 市立船橋高 市立船橋高 八千代高 八千代高

行本　梨奈(03) 5m74(+3.6) 杉村　奏笑(99) 5m64(+3.1) 岡部　玲奈(02) 5m61(+3.4) 磯　陽奈妙(03) 5m50(+2.1) 塩谷　咲希(04) 5m46(+2.8) 齊藤　花奈(03) 5m41(+2.9) 上田　紗椰(03) 5m38(+1.6) 佐藤　希美(03) 5m34(+1.5)

幕張総合高 公認5m66(+1.8) 日大 公認記録なし 市立船橋高 公認5m58(+1.6) 幕張総合高 公認5m27(+0.5) 柏南高 公認5m39(+0.9) 八千代松陰高 公認記録なし 八千代高 市立船橋高

山田　彩夏(03) 11m65 小松原　菜南(04) 11m14 牧田　利乙夢(03) 10m98 加瀬　瑞姫(03) 10m21 鈴木　菜月(04) 10m00 當金　美結(05) 9m07 上原　彩香(04) 8m99 柴沼　未来(03) 8m86

幕張総合高 幕張総合高 東京学館船橋高 千葉黎明高 東京学館船橋高 市立銚子高 東海大浦安高 松戸馬橋高

山下　わか菜(03) 44m21 吉岡　美初(02) 43m23 松下　陽香(03) 40m91 金澤　優希(99) 39m91 鳥海　柚月(03) 34m88 小堀　智佳子(03) 32m24 鈴木　菜月(04) 31m71 長谷川　麗(03) 30m78

流山南高 八千代西高 市立船橋高 日体大 八千代高 佐原高 東京学館船橋高 木更津総合高

凡例 

２０２０千葉県陸上競技秋季記録会 【20120312】
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】    【　男　子　】
2020/10/10 ～ 2020/10/11
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※　１日目（10月10日）は台風14号の接近に伴う大雨のため中止となりました。　　　　※　厚底シューズの検定は行いましたが、上位選手に該当する者はいませんでした。
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２０２０千葉県陸上競技秋季記録会 【20120312】
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】　　  【　女　子　】
2020/10/10 ～ 2020/10/11
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