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日付 種目

大江　純平 (3) 11.42(+0.5) 永井 大道(2) 11.46(+2.1) 村谷 怜音(3) 11.53(-0.7) 前田　真悟 (3) 11.63(-0.4) 木村 拓真(2) 11.65(+0.5) 原田 来紀(2) 11.76(+0.9) 福田 悠介(2) 11.78(+1.2)

牧野原中 専修大松戸中 みちるAC 松戸三中 小金中 高柳中 小金中

松嶋 飛希(3) 11.78(+0.1)

中原中

酒匂 康輝(3) 22.86(-0.1) 畔柳 颯斗(3) 23.19(-0.1) 松嶋 飛希(3) 23.27(-0.1) 村谷 怜音(3) 23.50(-0.1) 木村 拓真(2) 23.66(+0.1) 福田 悠介(2) 23.79(-0.1) 宮﨑 暉(3) 24.02(-0.1) 戸梶 凌(2) 24.04(+0.1)

久寺家中 GR 新松戸南中 中原中 みちるAC 小金中 小金中 埼　玉・立教新座中 埼　玉・立教新座中

酒匂 康輝(3) 49.93 畔柳 颯斗(3) 52.81 小塚 裕斗(3) 53.26 松田　渓太郎 (3) 54.13 石田 暖真(3) 55.13 島田 駿(2) 56.43 柿沼 光希(2) 56.67 岸 哉汰(2) 56.75

久寺家中 GR 新松戸南中 常盤平中 松戸三中 田中中 常盤平中 松戸二中 柏三中

松永 龍騎(3) 2:07.47 和久井 大志(3) 2:08.05 澤田 翔太(3) 2:09.24 小塚 裕斗(3) 2:09.38 所谷 陸斗(2) 2:12.13 吉岡 龍一(1) 2:12.15 大塲 涼介(2) 2:12.70 伊藤 優哉(3) 2:13.15

古ケ崎中 松戸四中 田中中 常盤平中 蘇我中 田中中 和名ケ谷中 松戸四中

鈴木 健太(2) 9:21.62 平間 純哉(3) 9:22.61 村上 友哉(3) 9:23.01 岩田 湧透(3) 9:25.10 酒田 康生(3) 9:28.43 吉田 勇磨(3) 9:40.40 登松 大和(2) 9:42.55 飛永 祐輝(2) 9:42.64

常盤平中 小金北中 小金南中 小金南中 新松戸南中 常盤平中 湖北台中 常盤平中

橋田 翔(3) 15.39(-0.2) 津山 将汰(3) 15.92(-0.2) 姉帶 晋之(3) 16.29(-0.2) 島田 駿(2) 16.58(-0.2) 近藤 大輝(3) 16.91(-0.6) 角田　和樹 (3) 16.96(-0.2) 塚田 大翔(2) 17.00(-0.6) 奥田 俊文(2) 17.18(-0.2)

久寺家中 柏中 古ケ崎中 常盤平中 柏中 金ケ作中 田中中 鎌ケ谷三中

古ケ崎中A 45.81 常盤平中A 46.16 みちるACA 46.37 鎌ケ谷四中A 46.51 松戸一中A 46.76 松戸四中B 47.04 専修大松戸中A 47.05 小金中A 47.07

菅原 祐太(3) 篠田 翼(2) 石井 悠夢(3) 水島 光貴(2) 峰 茂翔(2) 櫻井 陽平(3) 齋藤 奨太(2) 福田 悠介(2)

姉帶 晋之(3) 浮谷 幸司(2) 村谷 怜音(3) 今村 誠慈(2) 加藤 史也(2) 鈴木 鳳龍(2) 金枝 青空(1) 木村 拓真(2)

永末 光志(3) 島田 駿(2) 高井 光(3) 須藤 孔盛(2) 山﨑 陸斗(2) 佐野 嘉泰(3) 工藤 碧海(2) 中野 蒼空(2)

木暮 優斗(3) 浮谷 健司(2) 藤川 大耀(3) 宮本 源志朗(2) 松木 慎(2) 星 英飛(3) 永井 大道(2) 臼井 晴(2)

田口 翔馬(3) 1m80 ﾁｭｸﾈﾚ ｼﾞｮｴﾙ優人(2) 1m73 富田 隆之(3) 1m70 相澤 玲音(3) 1m65 堀内　勇希(2) 1m65 堀切 聡馬(3) 1m60 清水 裕斗(2) 1m55 會田 晴葵(3) 1m50

久寺家中 小金中 古ケ崎中 根木内中 豊四季中 東　京・東綾瀬中 野田二中 松戸六中

染野 勇也(3) 6m59(+1.0) 大河 将太郎(2) 6m32(-0.6) 星 英飛(3) 5m91(0.0) 高井 光(3) 5m90(0.0) 宮川 仁来(2) 5m67(-0.1) 川井田 凛太朗(2) 5m57(+0.1) 小林　晴太 (2) 5m57(+0.5) 松本 諒(2) 5m52(+0.3)

栗ヶ沢中 旭町中 松戸四中 みちるAC 小金南中 田中中 松戸三中 市川二中

櫻井 陽平(3) 10m06 佐藤 裕希(2) 9m90 髙橋 大希(2) 9m71 佐藤 丈斗(3) 9m42 吉川 諒(3) 8m99 佐久間　光琉 (2) 8m57 佐藤 大翔(2) 8m23 渡辺 諒(2) 8m14

松戸四中 我孫子中 古ケ崎中 松戸六中 東　京・東綾瀬中 松戸三中 松戸六中 松戸四中

凡例  GR:大会記録

7位

9月1日 100m

8位

平成３０年度松戸市陸上競技選手権大会 【大会コード：18 12 0711】　　決 勝 一 覧 表 【中学男子】
松戸運動公園陸上競技場 【競技場コード：123040】
2018/09/01 ～ 2018/09/02

1位 2位 3位 4位 5位 6位

9月2日 200m

9月1日 400m

9月2日 800m

9月1日 3000m

9月2日
110mH

(0.914m)

9月2日 4×100mR

9月2日 走高跳

9月1日 走幅跳

9月2日
砲丸投

(5.000kg)


