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跳 躍 審 判 長 伊藤　信夫

投 て き 審 判 長 伊藤　信夫
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記 録 主 任 関村　亮

日付 種目

藤川 哲平 10.70(+1.2) 中村 光太郎(3) 10.73(+1.2) 今井 佑里(3) 10.76(+1.2) VILLAFANA DANNIELLE 10.81(+1.2) 鹿内 翔太 10.83(+1.2) 阿部 天馬(2) 10.85(+1.2) 山下 遥也(1) 10.87(+1.2) 永井 嵩人(3) 10.87(+1.2)
RUDOLF 市立船橋高 市立船橋高 SPARK RUDOLF 市立船橋高 市立船橋高 西武台千葉高
藤原 寛人(3) 21.37(0.0) 海老澤 蓮(3) 21.41(+0.1) 前田 夏輝(3) 21.46(+0.1) 三田寺 虎琉(3) 21.57(+0.1) 斎藤 拓巳アンドレイ(1) 21.84(+0.1) 三井 暖(3) 22.03(0.0) 梅田 佳成 22.05(0.0) 本井 裕人(3) 22.32(+0.1)
東海大浦安高 GR 西武台千葉高 GR 松戸六実高 GR 幕張総合高 GR 市立船橋高 市立船橋高 SPARK 市立船橋高
三野 貴史 3:56.85 加藤 拓海(2) 4:00.44 松井 俊介 4:00.92 奥村 健広 4:05.95 齋藤 正剛(3) 4:06.47 秋葉 直人(2) 4:06.75 熱田 聖人(2) 4:08.15 平間 純哉(2) 4:08.45
松戸市陸協 RFA 松戸市陸協 T11 JR東日本千葉 流山南高 RFA 流山南高 流山南高
甲斐 大貴 15:06.50 有村 誠太朗 15:24.35 高見 将宏 15:31.36 竹岡 大(4) 15:33.03 岡部 翔真(3) 15:36.56 余川 周(M1) 15:59.24 齋藤 滉史(3) 16:20.44 井口 善治郎(3) 16:29.02
東京陸協 千葉陸協 千葉陸協 T11 東工大 T11 国武大 東工大 我孫子高 柏南高
作家 真都(1) 14.52(-0.1) 柞山 真翔(1) 14.68(-0.1) 阿部 竜希(2) 15.24(-0.1) 宮野 健音(4) 15.33(-0.1) 佐々木 駿(3) 15.34(-0.5) 田中 裕太(2) 15.37(-0.5) 柴田 彪琉(2) 15.47(-0.1) 近藤 大輝(2) 15.53(-0.1)
駿河台大 国武大 八千代高 國學院大 千葉日大一高 市立船橋高 神奈川大 流山南高
市立船橋高A 40.97 西武台千葉高A 41.35 SPARKA 42.46 八千代高A 42.61 国分高A 43.46 柏中央高A 43.62 柏南高A 43.75 松戸国際高A 43.82
小原 敏史(3) GR 永井 嵩人(3) GR 三門 泰史 玉造 廉(2) 竹内 智輝(1) 中山 剛志(2) 峰 茂翔(1) 齋藤 祥太(2)
阿部 天馬(2) 海老澤 蓮(3) 尾形 勇樹 阿部 竜希(2) 塩谷 悠心(2) 卯月 汰樹(2) 吉浦 竜輝(2) 浅岡 勇(1)
今井 佑里(3) 藤塚 幹太(3) 梅田 佳成 水貝 風斗(2) 助田 碧泉(2) 大橋 貫太(1) 金子 颯汰(2) 佐野 澄(2)
中村 光太郎(3) 長澤 優真(3) VILLAFANA DANNIELLE 進藤 慧士(2) 髙田 喬之(2) 安井 龍(1) 萩原 彰徳(2) 佐野 嘉泰(2)
市立船橋高A 3:16.73 RUDOLFA 3:17.00 八千代高A 3:21.95 東海大浦安高A 3:22.62 西武台千葉高A 3:24.55 柏高A 3:26.11 野田中央高A 3:26.80 船橋古和釜高A 3:27.94
三井 暖(3) GR 庄司 貴紀 GR 石井 悠翔(2) 関田 滉太郎(3) 畔柳 颯斗(2) 小坂 俊太朗(2) 柴山 龍也(3) 高橋 空大(3)
今井 佑里(3) 中川 滋貴 田浦 駿介(3) 入佐 隼斗(3) 飯塚 力太(3) 岸 哉汰(1) 松田 聖(2) 松岡 祐太(3)
中村 光太郎(3) 染谷 翔 宮﨑 尚人(1) 最首 陽斗(3) 小島 佑介(3) 渡邉 快登(2) 金子 大輝(2) 森 茂宗(3)
本井 裕人(3) 山木 伝説 土井 勇輝(2) 平野 佳祐(3) 濱田 航輝(3) 木村 尚希(2) 小倉 祐輝(1) 佐々木 雄大(3)
西山 望明(3) 1m98 大津 晃樹(3) 1m91 清水 将貴(1) 1m88 富田 隆之(2) 1m88 徳岡 颯(1) 1m85 蓑田 浩大(2) 1m80 早乙女 光聖(2) 1m80 石川 悠真(4) 1m80
市立船橋高 市立船橋高 東学大 市立松戸高 國學院大 流山南高 野田中央高 法大Ⅱ部
矢野 敬太(3) 7m12(+2.7) 中吉 紘也(3) 7m12(+3.4) 常泉 光佑(2) 7m11(+1.2) 松村 匠真(2) 7m08(+2.8) 酒井 雷熙(3) 7m06(+1.6) 作家 弥希(1) 6m90(+3.5) 秋本 秀人 6m67(+1.1) 川上 大吾 6m53(+2.5)
流山南高 公認6m94(+1.4) 八千代高 公認6m89(+1.0) 市立船橋高 市立船橋高 公認6m81(+2.0) 西武台千葉高 駿河台大 公認6m78(+0.8) 千葉陸協 みちるAC 公認6m43(+0.6)

林 英昭 8m85
松戸市陸協
瀬下 善教 42m80 大原 優樹 36m43 藤田 海(1) 36m19
千葉陸協 GR 千葉陸協 立教大
猪ノ原  達弥 54m81 礒野 英知(3) 50m64 吉田 陽成(2) 48m28 土田 蓮(2) 47m88 藤本 凛太郎(3) 47m57 大平 聡史 45m99 大楽 雅弘 45m71 櫻井　 陽平(2) 44m46
松戸市陸協 市立柏高 二松学舎柏高 犢橋高 専修大松戸高 松戸市陸協 みちるAC 松戸馬橋高
小助川 温(2) 11m01 大江 翔陽(2) 9m33 川上 竜志(2) 9m23 長谷川 大夢(2) 9m11 新沢 和也(1) 8m92 高橋 旺雅(1) 8m88 馬場 真律(1) 8m43 佐々木 海翔(2) 8m13
流山南高 八千代高 犢橋高 浦安南高 松戸国際高 船橋法典高 柏南高 印旛明誠高
杉本 サーリフ(3) 40m88 松原 由怜(2) 36m46 佐藤 基(2) 33m03 瀧川 迅人(2) 31m82 椎名 啓翔(2) 31m22 田村 隼(2) 30m42 中原 喜春(2) 24m80 永野 昂汰(2) 24m61
東海大浦安高 二松学舎柏高 八千代高 西武台千葉高 船橋法典高 野田中央高 柏中央高 船橋古和釜高
柄澤 修太(2) 11.43(-1.0) 深澤 颯音(2) 11.87(-0.2) 長潟　 航(2) 11.94(-0.2) 澤田 ルカ(2) 11.96(-0.2) 佐藤 巧望(2) 11.98(-1.0) 鈴木 涼太(2) 12.18(-1.0) ハッサン アイマン(1) 12.21(-1.8) 中田 一颯(2) 12.24(-0.7)
みちるAC 新松戸南中 白山中 旭町中 南流山中 松戸六中 松戸五中 高柳中
吉村 瞬(3) 23.59(-0.3) 田辺 一芽(3) 23.88(-0.3) 菊谷 和磨(3) 24.04(-0.3) 小塙 大雅(3) 24.96(+0.1) 原山 理志(2) 25.46(-2.1) 流川 廉大朗(2) 25.75(+0.3) 吉田 拓斗(2) 25.75(+0.1) 清水 琉海(1) 26.09(+0.1)
小金中 常盤松中 みちるAC 小金中 松戸三中 松戸五中 小金南中 柏三中
大平 華蓮(3) 4:15.23 和久井 夏輝(2) 4:23.57 俄羽 波來斗(2) 4:32.63 大原 青空(3) 4:33.89 白井 瑞葵(3) 4:38.03 野口 稜将(1) 4:39.68 波多野 素暉(2) 4:40.26 藤田 宙(3) 4:43.58
野田北部中 常盤平中 野田北部中 田中中 田中中 野田一中 常盤平中 常盤平中 T11
高橋 凜琥(3) 9:32.95 金子 京平(3) 9:40.79 前川 拓斗(3) 9:44.33 渡邉 樹(2) 9:49.25 田宮 依遥(3) 9:51.15 谷口 昇(3) 9:52.34 轟 敦史(2) 9:54.75 小倉 渉吾(3) 10:00.08
松戸五中 T11 野田一中 常盤平中 T11 松葉中 T11 常盤平中 T11 松葉中 松葉中 常盤平中 T11
八木澤 透(2) 16.28(+0.8) 田中 優(3) 16.71(-1.5) 阿部 颯斗(2) 17.18(-1.5) 根岸 永真(1) 18.17(-0.6) 常光 正聖(2) 18.60(-1.5) 山元 一哲(2) 19.07(-0.6) 矢島　 伸一(2) 19.48(+0.8) 田之上 瑠斗(2) 19.50(+0.8)
松戸六中 和名ケ谷中 古ケ崎中 南流山中 松戸六中 常盤平中 白山中 常盤平中
みちるACA 44.92 松戸六中A 47.28 常盤平中A 47.56 白山中A 47.72 南流山中A 48.02 小金中A 48.02 小金南中A 48.28 柏二中A 48.43
湯浅 恭弥(3) 小林 温人(2) 伊与田 聡志(2) 杉山　 叶汰(2) 沼澤 翔(2) 志村 拓人(2) 長尾 奎一郎(2) 関野 滉介(2)
菊谷 和磨(3) 田中 生(2) 山口 颯太(2) 鈴木　 尋翔(2) 四野宮 希歩(2) 繁澤 大和(2) 吉田 新(2) 上野 耀大(2)
三浦 壮駿(3) 常光 正聖(2) 廣川 大和(2) 矢島　 伸一(2) 野端 悠史(2) 増田 敦大(2) 吉田 拓斗(2) 河添 壮我(2)
柄澤 修太(2) 八木澤 透(2) 對馬 玲(2) 長潟　 航(2) 佐藤 巧望(2) 外舘 京太(2) 早川 玲雄(2) 齋藤 孝太(2)
鵜澤 光佑(2) 1m70 富田 啓介(3) 1m70 浅井 優(2) 1m70 湯浅 恭弥(3) 1m70 岡野 純空(3) 1m60 中村 正哉(1) 1m50 久本 和斗(3) 1m45 キアン ロンキリオ(1) 1m40
みちるAC 古ケ崎中 松戸五中 みちるAC 旭町中 白山中 和名ケ谷中 野田一中

臼井 颯(1) 1m40
南流山中

對馬 玲(2) 6m39(-1.8) 安藤 武玄(3) 5m75(+1.6) 三浦 壮駿(3) 5m70(-0.1) 塩野 颯斗(2) 5m58(+3.2) 鈴木　 尋翔(2) 5m58(+1.3) 四野宮 希歩(2) 5m57(+2.3) 戸張 真太朗(3) 5m45(+0.6) 増田 敦大(2) 5m14(+0.2)
常盤平中 中原中 みちるAC 久寺家中 公認5m57(0.0) 白山中 南流山中 公認5m46(-0.7) 旭町中 小金中
雨宮 慶太(3) 10m28 横瀬　 貴央(2) 9m58 菅野 翔太(2) 9m39 田中 勇翔(2) 9m34 河上 来輝(3) 9m04 山本 凌翔(2) 8m80 大藤 勇斗(3) 8m58 横尾 叡(2) 8m48
古ケ崎中 白山中 松戸四中 古ケ崎中 和名ケ谷中 新松戸南中 和名ケ谷中 新松戸南中
村上 颯太朗(6) 12.42 田伏 兜真(6) 13.78 薄 奏音(6) 13.86 渡邊 璃久(6) 14.73 羽鳥 朔空(5) 15.00 田山 蒼空(5) 15.12 佐々木 洸成(4) 15.19
みちるAC GR みちるAC チーム柏 みちるAC みちるAC みちるAC みちるAC
秋田 勇樹(6) 3:07.03 淺村 蒼士(6) 3:07.89 奥山 泰成(6) 3:11.17 工藤 浬(6) 3:15.11 市村 颯太(6) 3:18.25 渡邊 来希(6) 3:22.06 根上 漣(5) 3:22.62 塚本 開飛(6) 3:24.93
チーム柏 東葛ＲＣ チーム柏 高柳ジュニアＲＣ チーム柏 東葛ＲＣ 東葛ＲＣ チーム柏

凡例  GR:大会記録 T11:規定外のシューズ着用  Uncertified(TR5.5)

大会名：令和２年度　松戸市陸上競技選手権大会　兼　第197回松戸市陸上競技記録会　兼　令和2年度松戸市ｽﾎﾟｰﾂ祭陸上競技大会　　　　　　　大会コード： 【20120711】
会　 場：松戸運動公園陸上競技場 　　　競技場コード【123040】
大会期日：2020年8月29・30日（土・日）

                                                                    　　　　　　　　　　　　     決　勝　一　覧　表　【男　子】
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

8月29日
一般男子
100m

8月30日
一般男子
200m

8月30日
一般男子
1500m

8月29日
一般男子
5000m

8月30日
一般男子
110mH(1.067m)

8月29日
一般男子
4X100mR

8月30日
一般男子
4X400mR

8月29日
一般男子
走高跳

8月30日
一般男子
走幅跳

8月29日
一般男子
砲丸投(7.260kg)

8月30日
一般男子
円盤投(2.000kg)

8月29日
一般男子
やり投(800g)

8月29日
高校男子
砲丸投(6.000kg)

8月30日
高校男子
円盤投(1.750kg)

8月29日
中学男子
100m

8月30日
中学男子
200m

8月30日
中学男子
1500m

8月29日
中学男子
3000m

8月30日
中学男子
110mH(0.914m)

8月29日
中学男子
4X100mR

8月30日
中学男子
走高跳

8月29日
小学男子
1000m

8月29日
中学男子
走幅跳

8月30日
中学男子
砲丸投(5.000kg)

8月29日
小学男子100m
風：+0.3


