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主催 松戸市陸上競技協会
後援 （一財）千葉陸上競技協会

大会コード 21 12 0728 （一財）松戸市体育協会
競技場コード123040 主管 松戸市陸上競技協会

日付 種目

100m 戸田 耕輝 (3) 11.52 川畑 祥五 (3) 11.62 澤田 ルカ (3) 11.64 小山 広大 (2) 11.67 中島 大輝 (2) 11.70 長潟 航 (3) 11.71 中村 圭佑 (3) 11.72 合田 翔空 (2) 11.74

松戸一中 (+0.1) 鎌ケ谷三中 (-0.2) 旭町中 (+0.1) 松戸五中 (+1.5) 河原塚中 (+1.5) 白山中 (+1.5) 六実中 (-0.2) 根木内中 (+2.0)

200m 鈴木 俊輔 (3) 24.20 山﨑 遥仁 (3) 24.21 ハッサン アイマン (2) 24.47 清水 琉海 (2) 24.69 長尾 奎一郎 (3) 24.78 原山 理志 (3) 24.97 黒岩 丈豊 (3) 25.04 ショイヤー 諒人 (3) 25.05

鎌ケ谷三中 (-0.7) 光ヶ丘中 (-0.9) 松戸五中 (-0.9) 柏三中 (+1.3) 小金南中 (-0.9) 松戸三中 (-0.9) 松戸二中 (-0.7) 流山東部中 (+1.3)

400m 向井 将人 (3) 55.63 福島 涼太 (3) 56.25 流川 廉大朗 (3) 56.80 青木 虎太郎 (2) 57.47 池田 侑矢 (3) 57.53 藤田 隆成 (2) 57.86 関口 雅人 (3) 58.60 池宗 拓哉 (3) 58.89

根木内中 田中中 松戸五中 八千代松蔭中 和名ヶ谷中 流山南部中 和名ヶ谷中 常盤平中

800m 吉田 新 (3) 2:02.07 吉田 拓斗 (3) 2:08.75 馬場 拓海 (3) 2:09.93 室井 蒼琉 (3) 2:10.65 栗原 吾玲 (3) 2:14.06 伊藤 聡志 (3) 2:14.46 北川 璃恩 (3) 2:14.57 干場 晴輝 (3) 2:19.14

小金南中 小金南中 牧野原中 久寺家中 八木中 八千代松蔭中 豊四季中 芝浦工大柏中

1500m 廣瀬 賢之介 (3) 4:13.74 矢吹 惺真 (3) 4:15.58 梶原 慎司 (3) 4:16.67 山田 蒼太 (2) 4:22.02 中西 知希 (3) 4:22.74 伊藤 悠ノ介 (2) 4:23.30 清谷 駿 (3) 4:23.41 関根 慶 (3) 4:23.72

白山中 金ヶ作中 野田一中 南流山中 久寺家中 酒井根中 小金中 野田一中

3000m 小山 元 (3) 9:19.30 吉橋 一真 (3) 9:25.17 加納 大喜 (3) 9:26.89 敦賀 蓮 (3) 9:31.01 小杉 啓 (3) 9:31.86 河嶋 晃汰 (3) 9:33.72 中川 朝陽 (2) 9:35.63 東 陽文 (3) 9:35.99

白山中 鎌ケ谷五中 鎌ケ谷三中 鎌ケ谷中 鎌ケ谷五中 松戸六中 古ヶ崎中 古ヶ崎中

110mH(0.914m) 八木澤 透 (3) 15.91 阿部 颯斗 (3) 16.38 四野宮 希歩 (3) 16.51 齋藤 幸昌 (2) 16.56 矢島 伸一 (3) 16.61 早川 玲雄 (3) 16.88 森田 暖人 (2) 16.90 青木 眞路 (3) 17.16

松戸六中 (-1.9) 古ヶ崎中 (-1.9) 南流山中 (-1.9) 田中中 (-0.4) 白山中 (-1.9) 小金南中 (-1.9) 小金南中 (-1.9) 田中中 (-0.4)

走高跳 浅井 優 (3) 1m85 鵜澤 光佑 (3) 1m82 鈴木 拓翔 (3) 1m76 德田 智哉 (3) 1m70 中島 征夫 (2) 1m60 中谷 柊星 (3) 1m60 藤田 芯 (3) 1m55 倉持 夢叶 (2) 1m50

松戸五中 みちるAC 田中中 布佐中 松戸二中 八千代松蔭中 我孫子中 我孫子中

走幅跳 鈴木 尋翔 (3) 6m13 安永 拓耶 (3) 5m90 塩野 颯斗 (3) 5m73 小林 祐大 (3) 5m60 押田 大暉 (3) 5m59 時本 理孝 (3) 5m41 菊池 稀人 (3) 5m38 常光 正聖 (3) 5m36

白山中 (+0.7) 新松戸南中 (+1.3) 久寺家中 (0.0) 和名ヶ谷中 (+0.3) 松戸二中 (+0.9) 六実中 (+0.7) 鎌ケ谷五中 (-0.2) 松戸六中 (-0.4)

砲丸投 田中 凜 (3) 10m24 田中 勇翔 (3) 9m86 菅野 翔太 (3) 9m65 クイン ジェイ (3) 9m40 山本 凌翔 (3) 9m25 三橋 拓海 (3) 9m22 横尾 叡 (3) 9m09 山本 玲緒 (2) 8m91

(5.000kg) 和名ヶ谷中 古ヶ崎中 松戸四中 松戸六中 新松戸南中 八千代松蔭中 新松戸南中 河原塚中

※：グランドコンデション
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日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2021/04/24 09:30 晴 19.6 37.0 北北西 2.4

10:00 晴 20.6 35.0 北西 0.7

11:00 晴 20.9 32.0 北北西 1.3

12:00 晴 21.9 30.0 東南東 0.9

13:00 晴 21.6 26.0 北北東 1.3

14:00 晴 22.1 26.0 東南東 1.0

15:00 晴 22.3 28.0 北北西 0.3

15:56 晴 21.9 28.0 東南東 1.5

審判長　古舘　宣夫　記録主任　矢野　隆照　


