
平成２９年度松戸市陸上競技選手権大会 【17120711】 ト ラ ッ ク 審 判 長 伊藤　信夫

　兼松戸市体育祭陸上競技大会 一般・高校男子決勝一覧表 跳 躍 審 判 長 吉原　　廣

　兼第183回松戸市陸上競技記録会 投 て き 審 判 長 吉原　　廣

松戸運動公園陸上競技場 【123040】 招 集 所 審 判 長 緒方　敏幸

2017/08/26 ～ 2017/08/27 記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

土田　栄二(96)(3) 10.74 瀬尾　英明(00)(2) 10.79 高坂　明斗(97)(2) 10.94 齊藤　光来(00)(2) 11.00 黒田　雄太(00)(2) 11.02 平野　壮太(00)(2) 11.03 白石　幸大(00)(3) 11.03 柿崎　拓也(95)(4) 11.09

茨城・流経大 西武台千葉高 東京・流経大 野田中央高 東葛飾高 市立船橋高 西武台千葉高 国武大

瀬尾　英明(00)(2) 21.75(0.0) 白石　幸大(00)(3) 22.18(-0.2) 黒田　雄太(00)(2) 22.20(+0.3) 島根　海都(99)(3) 22.22(0.0) 土屋　俊太(95)(4) 22.40(0.0) 佐渡　規央(01)(1) 22.47(-0.5) 大瀧　颯馬(96)(4) 22.47(-0.8) 山﨑　稔侍(00)(2) 22.48(-0.8)

西武台千葉高 GR 西武台千葉高 東葛飾高 西武台千葉高 静岡・国武大 西武台千葉高 平国大 市立船橋高

栗原　聖弥(99)(3) 48.66 松本　詩音(00)(2) 48.93 山﨑　稔侍(00)(2) 49.03 若菜　優太(87) 49.24 川上　聡太(01)(2) 49.81 杉岡　駿(01)(2) 49.90 佐藤　秀(99)(3) 49.97 佐渡　規央(01)(1) 50.51

市立船橋高 市立松戸高 市立船橋高 Team　Accel 西武台千葉高 八千代高 船橋法典高 西武台千葉高

花牟礼　隆太(00)(2) 1:55.46 大塚　陸渡(01)(1) 1:55.61 神田　滉人(99)(3) 1:56.00 秋葉　直人(88) 1:59.97 山田　大貴(01)(1) 2:01.01 千嶋　俊介(00)(2) 2:02.17 太田　一路(01)(2) 2:02.44 田原　大暉(01)(2) 2:02.68

日体大柏高 日体大柏高 茨城・茨城鹿島高 轟AC 薬園台高 柏南高 専修大松戸高 柏南高

横田　悠斗(01)(1) 4:03.18 田中　貴博(91) 4:03.73 森　竜也(00)(2) 4:06.93 佐々木　颯太(99)(3) 4:08.66 馬場　祐人(00)(2) 4:10.04 小柴　彰斗(2) 4:12.03 齋藤　周平(00)(2) 4:12.16 高橋　淳矢(00)(2) 4:12.46

市立柏高 松戸市陸協 柏南高 専修大松戸高 市立柏高 柏南高 専修大松戸高 船橋法典高

大橋　秀星(90) 14:59.56 蓑和　廣太朗(90) 15:27.73 宍戸　春(99)(3) 15:32.77 高見　将宏(98) 15:34.81 田中　貴博(91) 15:40.53 國井　辰磨(00)(2) 15:41.09 神田　滉人(99)(3) 15:53.99 松尾　　悠矢(99)(3) 16:05.18

東京・東京陸協 松戸市陸協 流山南高 千葉陸協 松戸市陸協 東葛飾高 茨城・茨城鹿島高 流山南高

森戸　信陽(99)(3) 14.59(-0.7) 八坂　聡(96)(3) 15.87(-1.2) 柞山　真翔(01)(1) 15.98(-0.2) 柴田　悠馬(00)(2) 16.23(-0.7) 村竹　ﾗｼｯﾄﾞ(02)(1) 16.27(-1.5) 浪川　快斗(99)(3) 16.31(-0.7) 目崎　慎一郎(84) 16.39(-1.2) 柴田　彪琉(01)(2) 16.39(-1.5)

市立船橋高 宮城・東理大 西武台千葉高 小金高 松戸国際高 西武台千葉高 千葉陸協 西武台千葉高

宮尾　幸太郎(91) 51.52 平井　健一(88) 53.51 門田　裕太(99)(3) 55.37 大澤　亘輝(00)(2) 57.93 大木　勇人(98)(1) 58.33 京坂　拓実(99)(1) 58.84 井上　雄平(99)(1) 59.24 鏡　賢(01)(2) 59.61

東京・Ise A. Lab. Team　Accel 船橋法典高 柏中央高 上智大 立教大 東京・東京海大 松戸馬橋高

吉田　壮志(00)(2) 9:43.76 内田　夏樹(99)(3) 9:44.31 満園　優作(00)(2) 9:45.41 金田　遼祐(01)(1) 9:53.78 伊藤　健(99)(3) 9:56.61 蓑和　廣太朗(90) 10:00.52 戸田　昂(91) 10:04.25 髙見　智志(01)(1) 10:16.32

大多喜高 船橋法典高 八千代高 専修大松戸高 船橋法典高 松戸市陸協 東京・北青山ＲＣ 専修大松戸高

市立船橋高(A) 41.90 西武台千葉高(A) 42.19 野田中央高(A) 42.66 市立松戸高(A) 42.75 八千代高(A) 42.92 市立船橋高(B) 42.98 国武大(A) 43.22 流山南高(A) 43.38

打越　大祐(00)(2) 丹藤　真郷(01)(2) 齊藤　光来(00)(2) 森井　広大(00)(2) 米永　大和(00)(2) 栁沼　快門(00)(2) 柿崎　拓也(95)(4) 平野　絢巳(00)(2)

平野　壮太(00)(2) 瀬尾　英明(00)(2) 堀田　竣斗(01)(1) 島村　英太(01)(1) 杉岡　駿(01)(2) 古川　翔理(01)(1) 土屋　俊太(95)(4) 小林　祐仁(00)(2)

吉田　有佑(01)(1) 佐渡　規央(01)(1) 加藤　巧(01)(1) 五味　直也(01)(1) 浅海　慎之助(01)(1) 三上　優馬(02)(1) 志賀　大海(95)(4) 三坂　祐大(00)(2)

齋藤　優太(00)(2) 鈴木　基弘(01)(1) 森　啓悟(00)(2) 松本　詩音(00)(2) 廣瀬　翔(01)(1) 山﨑　稔侍(00)(2) 内藤　優友(95)(4) 鈴木　涼太(00)(2)

齋藤　優太(00)(2) 6m84(+0.1) 吉原　良大(89) 6m82(+0.1) 飯島　篤史(82) 6m65(+0.1) 竹内　壯太(00)(2) 6m62(+1.0) 及川　寛生(96)(3) 6m58(+0.6) 菊池　功晃(00)(2) 6m56(+0.2) 宗﨑　友弥(00)(2) 6m47(+1.7) 山本  賢良(85) 6m38(+1.3)

市立船橋高 千葉大クラブ 千葉大クラブ 薬園台高 平国大 松戸国際高 市立船橋高 松戸市陸協

鵜澤　祐聖(95)(4) 11m58 笛木　尚(75) 11m40 五十嵐　恵一(84) 10m51 中澤　直彦(85) 10m25 井上　浩太郎(99)(1) 9m17 生形　憲市郎(71) 6m99

帝京大 新潟・湯沢町陸協 千葉陸協 みちるAC 東京・帝京科大 千葉陸協

鵜澤　祐聖(95)(4) 34m31 原　嘉保(71) 30m81 五十嵐　恵一(84) 29m10 生形　憲市郎(71) 18m85

帝京大 柏市消防局 千葉陸協 千葉陸協

隅元　啓晶(99)(3) 12m57 竹内　一登(00) 11m93 田中　恭平(00)(2) 11m84 岡田　和樹(01)(2) 11m37 菅原　将人(00)(2) 11m30 本澤　晃(99)(3) 11m26 山崎　翔(00)(2) 10m92 佐久間　竜也(00)(2) 10m91

西武台千葉高 みちるAC 流山南高 野田中央高 市立松戸高 船橋法典高 西武台千葉高 市立柏高

小森　裕翔(01)(1) 39m96 本澤　晃(99)(3) 38m32 大原　優樹(00)(2) 34m55 吉田　龍己(99)(3) 33m76 田中　恭平(00)(2) 31m50 岩崎　弘昌(01)(2) 31m32 高見　智一(99)(3) 29m73 千葉　史也(00)(2) 28m30

西武台千葉高 船橋法典高 船橋法典高 流山南高 流山南高 船橋法典高 流山南高 野田中央高

竹内 　哲大(00)(2) 2m04 阿部　悠(95)(4) 1m94 鈴木　裕太(98)(1) 1m91 青沼　德大(01)(1) 1m88 山下　和宏(96)(3) 1m88 石合　祐樹(96)(3) 1m85 千明　翔太(00)(2) 1m85

県立柏高 帝平大 東京電大 小金高 神奈川・東京海大 帝平大 松戸国際高

永井　綜太(01)(1) 1m85

市立船橋高

古村　健太(96)(3) 53m21 小能　蓮(01)(2) 53m00 松崎　脩希(98)(1) 52m05 大樂　雅弘(93) 47m86 神津　憂汰(00)(2) 46m06 早田　勇紀(00)(2) 45m95 大平　聡史(01)(1) 42m71 増井　崚人(00)(2) 41m75

茨城・流経大 松戸馬橋高 茨城・了徳寺大 みちるAC 流山南高 東京・星稜AC 市立松戸高 松戸馬橋高

凡例  GR:大会記録

8位

26日
一般男子砲丸投

(7.260kg)

27日
一般・高校男子
110mH(1.067m)

27日
一般・高校男子
400mH(0.914m)

27日
一般・高校
男子走幅跳

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

26日
一般・高校男子100m

風：+0.8

27日 一般・高校男子200m

26日
高校男子砲丸投

(6.000kg)

26日 一般・高校男子400m

27日 一般・高校男子800m

27日 一般・高校男子1500m

26日 一般・高校男子5000m

27日
一般男子円盤投

(2.000kg)

26日
一般・高校男子

やり投(800g)

27日
一般・高校男子

3000mSC

27日
一般・高校男子

4X100mR

26日
一般・高校
男子走高跳

27日
高校男子円盤投

(1.750kg)


