
ト ラ ッ ク 審 判 長 古舘　宣夫

ト ラ ッ ク 審 判 長 伊藤　信夫

ス タ ー ト 審 判 長 矢野　隆照

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

片山 優史(97)(3) 8:39.96 小平 敦之(04)(3) 8:40.31 岩田 一冴(04)(3) 8:40.69 中島 康平(98)(4) 8:41.99 一重 祐樹(98)(3) 8:43.02 工藤 慎作(04)(3) 8:52.81 中村 伸太朗(05)(2) 8:53.85 堀田 聖尊(99)(2) 8:56.36

三　重・明治大学同好会 千　葉・柏二中 千　葉・小見川中 青　森・茨城大 福　島・明治大学同好会 千　葉・三田中 千　葉・海神中 三　重・明治大学同好会

石川 航平(99)(2) 14:23.26 藤本 竜(00)(1) 14:24.01 三野 貴史 (93) 14:26.93 野島 健太(02)(2) 14:27.95 出口 航輝(99)(2) 14:28.95 小阪 竜也(97)(4) 14:29.26 古川 礼穏(99)(2) 14:29.76 成島 航己(00)(1) 14:32.14

千　葉・國學院大 北海道・國學院大 千　葉・松戸市陸協 千　葉・流経大付柏高 兵　庫・順天堂大 鳥　取・順天堂大 埼　玉・國學院大 千　葉・専修大

近藤 亮太(99)(2) 29:13.93 竹上 世那(99)(2) 29:16.05 野村 優作(01)(1) 29:27.43 藤本 能有(99)(2) 29:27.94 伊豫田 達弥(00)(1) 29:28.55 鈴木 尚輝(99)(2) 29:29.05 長山 勇貴(00)(1) 29:34.08 徳備 大輔(98)(3) 29:34.30

長　崎・順天堂大 香　川・流経大 和歌山・順天堂大 東　京・東京理科大 広　島・順天堂大 静　岡・順天堂大 茨　城・順天堂大 大　阪・國學院大

ト ラ ッ ク 審 判 長 古舘　宣夫

ト ラ ッ ク 審 判 長 伊藤　信夫

ス タ ー ト 審 判 長 矢野　隆照

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

柏木 詩織(03)(1) 4:48.58 大畑 希來(06)(1) 4:48.94 須本 春菜(06)(2) 4:49.32 小杉 凛(06)(1) 4:50.28 鵜澤 里桜(06)(1) 4:51.73 飯田 和代(06)(2) 4:51.86 人見 優来(06)(2) 4:52.72 米田 歩生(06)(2) 4:53.50

千　葉・東葛飾高 千　葉・チーム柏 千　葉・佐原中 千　葉・南流山中 千　葉・市原AC 千　葉・市原AC 千　葉・小金南中 千　葉・酒井根中

加藤 花梨(03)(2) 9:59.26 今泉 日向花(3) 10:14.89 高田 実夢(06)(1) 10:15.18 石上 栞理(04)(3) 10:18.35 鶴岡 美来(06)(1) 10:19.21 中野 萌花(04)(1) 10:19.95 岡田 知夏(06)(1) 10:21.06 中村 実優(03)(1) 10:22.27

茨　城・取手聖徳女子高 千　葉・野田北部中 千　葉・小見川中 東　京・東綾瀬中 千　葉・岬中 千　葉・八千代高 千　葉・六実中 茨　城・土浦日大中等

安部 日和(99)(2) 17:06.43 加藤 あや(99)(2) 17:21.14 矢部 綾乃(97)(4) 17:22.86 福村 来夢(00)(1) 17:48.06 平沢 優果(97)(4) 17:52.26 葛西 美月(00)(1) 17:57.49 久保田 茉奈(03)(2) 18:16.11 瀬谷　百香(02)(2) 18:29.84

山　形:城西国際大 宮　城:城西国際大 青　森:城西国際大 青　森:城西国際大 神奈川:城西国際大 宮　城:城西国際大 千　葉:東葛飾高 千　葉:我孫子高

ト ラ ッ ク 審 判 長 古舘　宣夫

ト ラ ッ ク 審 判 長 伊藤　信夫

ス タ ー ト 審 判 長 矢野　隆照

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

谷田部 來愛(07)(6) 2:56.19 山田 蒼太(07)(6) 2:59.86 石毛 翔麻(07)(6) 3:00.70 中井 琉介(07)(6) 3:01.27 市川 朝陽(07)(6) 3:01.51 西崎 慶(07)(6) 3:03.45 高野 蓮(08)(5) 3:05.50 羽石 大輝(08)(6) 3:05.78

千　葉・小見川陸上クラブ 千　葉・チーム柏 千　葉・小見川陸上クラブ 千　葉・東葛RC 千　葉・チーム柏 千　葉・チーム柏 千　葉・小見川陸上クラブ 千　葉・小見川陸上クラブ

加藤 来実(07)(6) 3:06.88 石川 舞桜(08)(6) 3:11.32 保坂 知穂(09)(5) 3:11.72 今井 悠月(07)(6) 3:13.02 寺田 莉子(07)(6) 3:14.87 弦巻 心遥(08)(5) 3:15.01 酒井 望叶(08)(6) 3:16.16 関根 輝星(07)(6) 3:17.19

千　葉・東葛RC 千　葉・フジエクラブ 千　葉・市原AC 千　葉・市原AC 千　葉・チーム柏 千　葉・東葛RC 千　葉・小見川陸上クラブ 千　葉・チーム柏

8位

12月21日
共通男子

3000m

12月22日
共通男子
10000m

12月22日
共通男子

5000m

第１９４回松戸市陸上競技記録会 【19120309】

千葉県立柏の葉公園総合競技場 【122060】

2019/12/21 ～ 2019/12/22                                          決勝一覧表（共通男子）

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

8位

第１９４回松戸市陸上競技記録会 【19120309】

千葉県立柏の葉公園総合競技場 【122060】

2019/12/21 ～ 2019/12/22                                          決勝一覧表（共通女子）

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

12月21日
共通女子

1500m

12月21日
共通女子

3000m

12月22日
共通女子

5000m

第１９４回松戸市陸上競技記録会 【19120309】

千葉県立柏の葉公園総合競技場 【122060】

2019/12/21 ～ 2019/12/22                                          決勝一覧表（小学男子・女子）

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

12月21日
小学女子

1000m

8位

12月21日
小学男子

1000m


