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日付 種目

中島　尚紀(3) 11.67 林田　潤(3) 11.86 靏見 光(2) 11.97 北澤　徹(3) 12.04 野邊　紘矢(2) 12.21 鳴滝　駿(2) 12.22 堀　寿晃(2) 12.36 渡邊　友樹(2) 12.37

みちるＡＣ 六実中 柏三中 逆井中 栗ヶ沢中 流山南部中 松葉中 根木内中

佐渡　規央(3) 23.05(0.0) 林田　潤(3) 23.52(-0.5) 北澤　徹(3) 23.89(+1.1) 兼村　一瑳(3) 23.89(+0.3) 志村　大貴(2) 24.11(-0.2) 靏見 光(2) 24.65(0.0) 野崎　直弥(3) 24.83(-0.1) 三田寺　虎琉(2) 24.97(+0.5)

柏二中 六実中 逆井中 古ヶ崎中 柏二中 柏三中 柏五中 牧野原中

住谷　龍(3) 53.94 村上　陽太(2) 54.92 吉田　力(2) 56.03 宮田　万璃(2) 57.02 早見　英晃(2) 57.21 笠原　悠樹(2) 57.64 関口　雄太(2) 58.24 宮川　裕太(2) 58.28

逆井中 松戸一中 小金南中 松葉中 根木内中 逆井中 柏五中 市川六中

岩田　伊織(3) 2:03.59 辻　文哉(3) 2:05.71 吉田　力(2) 2:06.34 関口　雄太(2) 2:10.68 芳口　悠大(3) 2:11.32 宮川　裕太(2) 2:13.03 早見　英晃(2) 2:13.26 坂井　智樹(3) 2:13.79

小金中 根木内中 小金南中 柏五中 小金中 市川六中 根木内中 稲毛高附属中

永山　拓史(3) 9:12.25 兼岡　拓也(3) 9:12.98 斎藤　拓海(3) 9:15.12 芳口　悠大(3) 9:15.23 大吉　優亮(3) 9:15.76 八木　奎伍(3) 9:25.11 小林　爽(2) 9:27.22 鎌田　雅稀(3) 9:27.41

六実中 常盤平中 松戸二中 小金中 新松戸南中 手賀中 常盤平中 六実中

清水　将貴(3) 15.67(+1.5) 嶋田　健(2) 17.36(+0.4) 佐藤　　欧介(2) 17.68(0.0) 勝村　直人(2) 18.02(+0.9) 入佐　隼斗(2) 18.20(+0.9) 島村　陸(2) 18.88(0.0) 有住　　太志(2) 19.20(+0.4) 今井　捷太(2) 19.41(+1.5)

常盤平中 古ヶ崎中 常盤平中 古ヶ崎中 常盤平中 根木内中 常盤平中 松戸一中

六実中A 45.00 逆井中B 46.80 みちるＡＣ 46.80 松戸四中 47.40 松葉中 47.97 野田南部中 48.05 専修大学松戸中A 48.19 常盤平中 48.22

堤　大樹(3) 笠原　悠樹(2) 阿部　大成(3) 野村　俊介(2) 眞壁　雄也(2) 鈴木　直(2) 篠原　健真(2) 近藤　匡(2)

林田　潤(3) 北澤　徹(3) 中野　凌(3) 小玉　風太(2) 宮田　万璃(2) 藤塚　幹太(2) 黒部　健太朗(3) 入佐　隼斗(2)

川島　智和(3) 佐藤　悠磨(3) 中島　尚紀(3) 髙橋　佑汰(2) 濱田　龍之介(2) 稲﨑　隆己(2) 松本　武尊(3) 小玉　遥斗(2)

島村　英太(3) 住谷　龍(3) 川上　大吾(3) 星　存人(2) 堀　寿晃(2) 谷田　航輝(2) 荒川　雄貴(3) 清水　将貴(3)

青沼　徳大(3) 1m95 富田　涼太郎(3) 1m75 大津　晃樹(2) 1m65 平山　大生(2) 1m65 鷺谷　大輝(2) 1m60 結田　龍一郎(2) 1m55 塚田　景太(2) 1m50

河原塚中 GR 古ヶ崎中 豊四季中 豊四季中 野田二中 白山中 白山中

西山　望明(2) 1m75

湖北中

川上　大吾(3) 5m98(+0.8) 狐塚　秀馬(3) 5m89(0.0) 酒巻　秀汰(2) 5m75(-0.1) 横山　北岳(2) 5m67(+0.8) 渡辺　駿(2) 5m58(+0.3) 藤原　幸大(3) 5m54(+0.6) 飯塚　悟(2) 5m50(+1.1) 髙橋　佑汰(2) 5m29(+0.6)

みちるＡＣ 古ヶ崎中 西初石中 河原塚中 松戸一中 牧野原中 白山中 松戸四中

増井　脩人(3) 12m13 大平　聡史(3) 10m56 笹　光希(2) 9m09 蓬田　和輝(2) 8m89 河内　万旺(2) 8m74 林田　龍河(3) 8m47 清村　太一(2) 8m28 坂本　海(3) 8m13

古ヶ崎中 牧野原中 松戸一中 古ヶ崎中 古ヶ崎中 専修大学松戸中 柏中 芝浦柏中
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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)

主 催 松戸市陸上競技協会
期 日 平成28年8月27日(土)～8月28日(日)
場 所 松戸運動公園陸上競技場(競技場コード:12 3040)


