第１９０回松戸市陸上競技記録会

日付 種別種目

1位

2位

12月 小学男子 井上 陸斗(06)(6)
22日 1000m
千 葉・チーム柏

3:00.70 布施 尚希(6)

12月 共通男子 蓑和 廣太朗 (90)
22日 3000m
千 葉・松戸市陸協

8:40.29 大塚 陸渡(01)(2)

千 葉・市原AC

千 葉・日体大柏高

14:34.22 甲木 康博(1)
12月 共通男子 瑞慶覧 伸哉(94)
23日 5000m
静 岡・滝ケ原自衛隊
東 京・城西高
12月 共通男子 丸山 竜也 (94)
23日 10000m
千 葉・松戸市陸協

29:15.72 高嶌 凌也(98)(2)
千 葉・國學院大

12月 小学女子 加藤 来実(07)(5)
22日 1000m
茨 城・東葛RC

3:02.04 今西 紗世(06)(6)

12月 共通女子 今泉 日向花(2)
22日 1500m
千 葉・野田北部中

4:47.85 増田 愛果(05)(2)

12月 共通女子 南 日向(04)(3)
22日 3000m
千 葉・葛飾中

9:42.74 八代 菜々美(01)(2)

千 葉・東葛RC

千 葉・白山中

千 葉・船橋法典高
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3位
3:02.44 松村 達也(06)(6)
千 葉・土気ＡＣ

8:46.81 栗田 隆希(03)(3)
千 葉・逆井中

14:35.25 佐竹 一弘(88)
静 岡・滝ケ原自衛隊

29:42.25 松永 伶(01)(2)
千 葉・専修大松戸高

3:02.08 大

希來(06)(6)

千 葉・チーム柏

4:48.20 本澤 美桜(05)(1)
千 葉・湖北中

10:00.11 境 真衣(03)(3)
千 葉・野田南部中

4位
3:02.53 栁澤 碧泉(6)
千 葉・市原AC

千 葉・みちるAC

8:47.34 小林 颯太(01)(2)

8:48.45 岩田 一冴(04)(2)

千 葉・八千代高

千 葉・小見川中

14:36.03 三野 貴史 (93)
千 葉・松戸市陸協

主 管: 松戸市陸上競技協会

5位
3:03.33 河嶋 晃汰(6)

14:36.79 宮原 徹(82)
静 岡・滝ケ原自衛隊

（一財）松戸市体育協会

6位
3:03.59 谷田部 來愛(07)(5)

7位
3:03.82 渡邉 樹(07)(6)

千 葉・小見川陸上ｸﾗﾌﾞ

8:49.25 大森 由翔(03)(3)
千 葉・白山中

14:37.54 近並 郷(92)
愛 知・愛知陸協

8:55.20 染谷 雄大(04)(2)

14:37.62 今江 勇人(98)(3)

29:47.53 栁田 大輔(98)(2)

東 京・國學院大

千 葉・國學院大

東 京・國學院大

埼 玉・國學院大

千 葉・東葛RC

4:49.67 大和久 梨帆(05)(1)
千 葉・酒井根中

10:01.27 森 結唯(01)(2)
千 葉・流山南高

千 葉・市原AC

4:51.22 角目 心都(05)(1)
千 葉・常盤平中

10:05.05 安藤 悠乃(04)(2)
茨 城・波崎二中

3:06.33 渡邉 夏帆(6)
千 葉・市原AC

4:51.59 石毛 友彩(05)(2)
千 葉・旭二中

10:05.24 横澤 奈夏(04)(2)
千 葉・逆井中

8:55.87 佐田 凜太郎(01)(2)

3:06.60 高田 実夢(06)(6)

29:50.17 中原 陸斗(97)(3)

29:51.58

千 葉・流通経済大

3:09.44 鈴木 なお(6)

3:10.84

千 葉・市原AC

4:52.27 人見 優来(06)(1)

千 葉・湖北中

10:07.27 當谷 ありさ(04)(2)

14:40.99

千 葉・流通経済大

千 葉・小見川陸上ｸﾗﾌﾞ

4:51.96 大塚 夢亜(06)(1)

8:56.12

千 葉・八千代高

14:38.74 浅海 雄太(99)(2)

宮 城・千葉大

29:45.39 藤村 遼河(98)(2)

3:04.78

千 葉・市原AC

千 葉・おおたかの森中

29:44.27 田中 義己(97)(3)

3:04.75 鶴岡 美来(6)

3:04.51 武藤 空多(6)

千 葉・チーム柏

29:42.59 小杉 恒太(97)(3)

3:02.23 杉山 雫(07)(6)

8位

4:56.64

千 葉・小金南中

10:07.43 荏原 羽珠(05)(2)

千 葉・久寺家中

10:07.44

千 葉・白山中

21:07.44
12月 共通女子 阿部 美香(01)(2)
23日 5000m
千 葉・聖徳大附女高
審判長：伊藤 信夫、篠塚 弘明

スタート審判長：矢野 隆照

記録主任：関村 亮

