
第１８６回松戸市陸上競技記録会 中学生大会【18120734】

松戸運動公園陸上競技場 【123040】 審判長 矢野 隆照

2018/04/21 ～ 2018/04/21 記録主任 関 村 亮

日付 種目

三末 大詩(3) 11.45(+0.8) 吉木 翼(3) 11.57(+0.8) 黒田 太陽(3) 11.62(+0.8) 村上 隼太郎(3) 11.67(+0.8) 木暮 優斗(3) 11.77(+0.8) 大和田 涼太(3) 11.79(-0.5) 原田 来紀(2) 11.88(+0.8) 卯月 汰樹(3) 11.92(+0.8)

高柳中 柏二中 松戸六中 柏三中 古ヶ崎中 逆井中 高柳中 流山北部中

髙根 凜門(3) 23.73(+0.3) 松嶋 飛希(3) 23.88(+0.3) 恩田 翼早(3) 24.02(+0.3) 大江 純平(3) 24.14(-0.3) 吉浦 竜輝 24.47(-0.3) 木村 凜翔(2) 24.59(+0.3) 矢吹 勘太郎(3) 24.75(-0.3) 浮谷 幸司(2) 24.90(+0.1)

栗ヶ沢中 中原中 松戸六中 牧野原中 光ヶ丘中 野田南部中 野田南部中 常盤平中

畔柳 颯斗(3) 53.89 小坂 俊太朗(3) 54.80 渡邉 涼太(3) 54.85 岩本 雅史(3) 55.72 柿沼 光希(2) 55.96 根本 悠太(3) 56.19 斉藤 希央(3) 56.32 鈴村 一貴(3) 56.38

新松戸南中 柏二中 栗ヶ沢中 河原塚中 松戸二中 高柳中 旭町中 野田南部中

加藤 優弥(3) 2:07.30 大川 叶吾(3) 2:09.12 安藤 修一(3) 2:09.31 小松 優輝(2) 2:13.41 根本 一輝(2) 2:13.76 鈴木 奥介(2) 2:15.26 室谷 智典(3) 2:15.61 石井 大雅(3) 2:15.83

根木内中 松葉中 柏中 松葉中 常盤平中 中原中 柏南部中 常盤平中

染谷 雄大(2) 4:19.04 大沼 陽登(2) 4:23.29 久本 理朔(3) 4:24.96 吉田 勇磨(3) 4:25.00 吉野 碧(3) 4:25.65 寺田 大(3) 4:25.88 槇井 駿介(3) 4:25.99 田中 洸太朗(3) 4:28.76

おおたかの森中 中原中 久寺家中 常盤平中 常盤平中 逆井中 松戸一中 久寺家中

福丸 智仁(3) 9:09.04 加藤 優門(3) 9:12.70 長谷川 秋義(2) 9:12.98 齋藤 英介(3) 9:13.83 大森 由翔(3) 9:14.11 服部 功望(3) 9:14.40 清水 良平(3) 9:18.56 酒田 康生(3) 9:19.38

柏中 白山中 六実中 白山中 白山中 野田南部中 酒井根中 新松戸南中

白井 伶欧(3) 15.81(-0.4) 橋田 翔(3) 15.94(-0.4) 髙橋 秀都(3) 16.21(-0.4) 伊藤 楓偲(3) 16.37(-0.4) 近藤 大輝(3) 16.57(0.0) 藤川 大耀(3) 16.84(-0.4) 角田 和樹(3) 17.00(0.0) 箭内 優輔(3) 17.17(+0.4)

二川中 久寺家中 栗ヶ沢中 鎌ケ谷中 柏中 鎌ケ谷二中 金ヶ作中 鎌ケ谷二中

栗ヶ沢中A 44.76 古ヶ崎中A 45.15 柏二中A 45.47 松戸六中A 45.58 高柳中A 45.58 野田南部中A 45.64 中原中A 46.32 鎌ケ谷四中A 46.60

　髙橋 秀都(3) 　菅原 祐太(3) 　石橋 佑将(3) 　上田 拓夢(3) 　根本 悠太(3) 　矢吹 勘太郎(3) 　千賀 陸人(3) 　今村 誠慈(2)

　渡邉 涼太(3) 　姉帶 晋之(3) 　吉木 翼(3) 　黒田 太陽(3) 　一色 響太(3) 　渋谷 拓海(3) 　松嶋 飛希(3) 　久保 裕哉(3)

　染野 勇也(3) 　永末 光志(3) 　小野田 虎人(3) 　吉川 浩志(3) 　原田 来紀(2) 　木村 凜翔(2) 　上田 光流(3) 　宮本 源志朗(2)

　髙根 凜門(3) 　木暮 優斗(3) 　小野 潤(3) 　恩田 翼早(3) 　三末 大詩(3) 　中野 孝徳(3) 　国中 京介(3) 　近藤 優気(3)

富田 隆之(3) 1m78 福原 匠陽(3) 1m75 姉帶 晋之(3) 1m75 宮下 将多(3) 1m70 田口 翔馬(3) 1m65 相澤 玲音(3) 1m65 伊藤 楓偲(3) 1m65

古ヶ崎中 柏中 古ヶ崎中 鎌ケ谷二中 久寺家中 根木内中 鎌ケ谷中

渡邉 寛人(3) 1m65

六実中

染野 勇也(3) 6m38(+2.7) 中野 孝徳(3) 6m01(-0.9) 福井 崇太(3) 5m81(+0.7) 吉川 浩志(3) 5m75(+0.4) 高井 光(3) 5m73(+0.3) 淺田 義也(3) 5m67(+2.3) 大河 将太郎(2) 5m62(+0.6) 大塚 丈翔(3) 5m61(+0.1)

栗ヶ沢中 野田南部中 野田南部中 松戸六中 和名ヶ谷中 六実中 旭町中 和名ヶ谷中

宇田川 琉星(3) 10m63 吉田 峻(3) 10m49 小助川 温(3) 10m35 藤井 優弥(3) 10m07 櫻井 陽平(3) 9m93 瀧川 迅人(3) 9m92 佐藤 丈斗(3) 9m06 野田 拓利(3) 9m05

鎌ケ谷二中 芝浦工大柏中 白山中 松戸一中 松戸四中 二川中 松戸六中 鎌ケ谷中

グランドコンディション

時刻 天候  気温(℃)  湿度(％)  風 (ｍ/s) 風向 測定場所

9:00 晴 23.5 63 0.5 北東 松戸運動公園陸上競技場

10:00 晴 26.0 42 0.8 東北東 　　　　　　　〃

11:00 晴 24.0 60 1.1 東 　　　　　　　〃

12:00 晴 24.5 56 0.9 北東 　　　　　　　〃

13:00 晴 24.5 67 1.2 東 　　　　　　　〃

14:00 晴 24.0 60 1.1 北東 　　　　　　　〃

15:00 晴 26.0 49 0.9 北東 　　　　　　　〃

16:00 晴 24.5 68 0.9 東 　　　　　　　〃

16:30 晴 24.5 68 1.0 東 　　　　　　　〃
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