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日付 種目

100m 瀬尾　英明(1) 11.09 高坂　明斗(1) 11.28 小野原　優(1) 11.29 海鋒　泰輝(1) 11.30 野中　裕太(4) 11.33 林　航大(2) 11.36 白石　幸大(2) 11.38 神戸　鴻朗希(2) 11.51

風：-1.1 西武台千葉高 茨城・流経大 東京・日本大 西武台千葉高 愛知・国武大 市立船橋高 西武台千葉高 柏陵高

瀬尾　英明(1) 21.91(0.0) 根岸　紀仁 21.93(0.0) 白石　幸大(2) 22.09(+1.1) 和西　玲旺(3) 22.24(0.0) 藤崎　雄太 22.27(-0.4) 清宮　弘貴(3) 22.34(+0.4) 小俣　淳介(3) 22.52(+1.2) 小野原　優(1) 22.64(0.0)

西武台千葉高 GR TeamAccel GR 西武台千葉高 GR 市立船橋高 埼玉・不動岡クラブ 了徳寺大 西武台千葉高 東京・日本大

松本　武流(2) 49.58 島根　海都(2) 49.72 本田　純基(3) 50.63 重政　恒輔(2) 50.80 東　凌我(3) 50.91 川上　聡太(1) 50.96 栗原　聖弥(2) 51.01 平野　達也(2) 51.16

国武大 西武台千葉高 茨城・流経大 小金高 市立船橋高 西武台千葉高 市立船橋高 市立船橋高

松島　大士(1) 1:57.49 本田　純基(3) 1:58.15 木村　尊(2) 1:58.46 大嶋　航平(2) 2:00.24 田中　佑(2) 2:01.08 角谷　慎悟(1) 2:01.33 山田　和輝(4) 2:01.33 渋江　海斗(3) 2:01.41

埼玉・東京海洋大 茨城・流経大 柏南高 東京・東京海洋大 芝浦工大柏高 東葛飾高 東京・東京海洋大 松戸六実高

野口　雄大(3) 3:49.49 田中　貴博 3:59.75 前之園　啓太(3) 4:03.21 近野　純一朗(2) 4:05.57 小川　和也(3) 4:06.41 立野　雅幸(3) 4:07.42 作美　祐介(2) 4:09.08 森本　蓮(2) 4:09.12

市立柏高 GR 松戸陸協 専修大松戸高 専修大松戸高 市立松戸高 専修大松戸高 成城大 市立松戸高

野口　雄大(3) 14:44.71 石綿　宏人(3) 15:07.98 小林　陸大(3) 15:17.27 小川　和也(3) 15:25.02 作美　祐介(2) 15:28.50 山下　友陽(2) 15:30.67 三門　聖也(3) 15:33.48 宮園　泰成(1) 15:46.20

市立柏高 市立松戸高 市立柏高 市立松戸高 成城大 市立柏高 市立柏高 市立柏高

森戸　信陽(2) 15.06(0.0) 守田　朗裕 15.14(-0.5) 樋口　勝心(3) 15.61(+0.1) 三代川　誠(3) 15.63(-0.1) 鈴木　英司(2) 15.97(-0.1) 樋川　遼太朗 16.02(0.0) 秋山　健太郎(2) 16.45(+0.1) 柴田　彪琉(1) 17.13(-0.5)

市立船橋高 千葉陸協 船橋古和釜高 船橋法典高 西武台千葉高 茨城・筑波大同 柏陵高 西武台千葉高

宮尾　幸太郎 51.43 平井　健一 54.17 井上　涼太(2) 55.45 門田　裕太(2) 55.95 島根　海都(2) 57.20 佐々木　奈渉(2) 57.61 加藤　優尚(3) 57.79 小林　智希 58.57

東京・Ise A. Lab. TeamAccel 流山南高 船橋法典高 西武台千葉高 市立松戸高 市立船橋高 茨城・筑波大同

櫻井　駿(2) 10:02.58 永井　大智(1) 10:04.74 鈴木　洋太郎(2) 10:09.68 石鍋　拓海(2) 10:15.51 石原　龍太(2) 10:15.72 小松　怜央(1) 10:17.41 塩尻　大河(1) 10:20.39 三輪　岳輝(2) 10:22.22

柏南高 市立稲毛高 東京・星陵ＡＣ 日大習志野高 専修大松戸高 市立柏高 市立柏高 東京・星陵ＡＣ

西武台千葉高A 41.85 市立船橋高A 42.44 国武大　B 43.10 西武台千葉高B 43.48 流山南高 43.60 市立船橋高B 43.64 市立松戸高A 43.69 柏陵高A 43.83

島根　海都(2) 田中　　陸登(2) 北田　光輝(1) 鈴木　隆威(1) 鞠子　真輝(2) 平野　達也(2) 森井　広大(1) 村上　知彦(2)

白石　幸大(2) 平野　壮太(1) 柿崎　拓也(3) 油川　和輝(1) 小林　裕仁(1) 齋藤　優太(1) 佐々木　奈渉(2) 斎藤　海都(2)

佐藤　愛大(2) 林　航大(2) 柴田　賢弥(1) 寺尾　吉平(2) 岩堀　友(2) 山﨑　稔侍(1) 宮尾　颯太(2) 芳川　慶伍(2)

瀬尾　英明(1) 森戸　信陽(2) 志賀　大海(3) 海鋒　泰輝(1) 鈴木　涼太(1) 宗﨑　友弥(1) 松本　詩音(1) 神戸　鴻朗希(2)

小野　遼平(3) 2m00 竹内 　哲大(1) 1m95 高橋　昂太 1m90 阿部　悠(3) 1m90 久保田　晃(2) 1m85 岩間　湧生(2) 1m85 武内　渉(2) 1m80 小嶋　大介(2) 1m75

国武大 柏高 茨城・筑波大同 帝京平成大 東京・東京海洋大 薬園台高 薬園台高 市立柏高

成田　昴平(3) 7m00(-0.3) 田口　宣幸 6m98(0.0) 石川　拓海(3) 6m96(+0.8) 神戸　鴻朗希(2) 6m92(+0.1) 吉原　良大 6m87(-0.2) 山本　賢良 6m83(+0.4) 下村　諒 6m77(+0.4) 一戸　　和成(3) 6m70(-0.2)

青森・国武大 土気TFC 柏陵高 柏陵高 千葉大クラブ 松戸陸協 浦安陸協 市立船橋高

松渕　建太郎(3) 12m24 岡田 　一真(2) 12m18 田中　恭平(1) 11m62 渡邉　雅生(2) 11m61 竹内　一登(1) 11m28 本澤　晃(2) 11m17 大熊　新(2) 11m14 高見　智一(2) 10m58

船橋法典高 柏高 流山南高 西武台千葉高 みちるＡＣ 船橋法典高 松戸六実高 流山南高

猪口　岳昭(3) 11m93 笛木　尚 11m68 飯島　篤史 10m28 堀井　裕介 9m82

市立船橋高 新潟・湯沢町陸協 千葉大クラブ 東京・東京陸協

松渕　建太郎(3) 40m77 本澤　晃(2) 39m80 高橋　斉昭(3) 39m10 大場　礼雄(3) 38m43 猪口　岳昭(3) 33m30 小川　和也(3) 32m49 望月　雄太(3) 30m60 吉田　龍己(2) 30m15

船橋法典高 船橋法典高 船橋法典高 船橋古和釜高 市立船橋高 松戸六実高 船橋法典高 流山南高

瀬下　善教 42m50 石井　光一(1) 39m38 北林　峰明 36m25 原　嘉保 31m79 倉田　佳明 30m64

千葉陸協 GR 茨城・流経大 チームアイマ 柏市消防局 東京・渋谷陸協

猪ﾉ原　達弥 57m63 畦地　将史(2) 57m19 杉山　駿介(2) 57m12 古村　健太(2) 50m38 新谷　政作 49m01 岡本　太郎太(2) 46m84 望月　雄太(3) 46m56 大樂　雅弘 44m91

松戸陸協 東葛飾高 専修大松戸高 流経大 千葉陸協 成田北高 船橋法典高 みちるＡＣ
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平成２８年度松戸市陸上競技選手権大会
兼 第１７８松戸市陸上競技記録会(競技会コード:16 12 0711)
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