
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 0730 （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
1年100m 片山 瑛太 (1) 12.51 森 未来哉 (1) 12.86 朝賀 誠也 (1) 12.86 工藤 爽士 (1) 12.89 宇田川 滉太 (1) 12.89 髙橋 謙志郎 (1) 12.89 小松 寛基 (1) 12.94 小澤 将雅 (1) 12.98

鎌ケ谷二中 (+1.8) 流山南部中 (-2.4) 松戸二中 (+1.8) 酒井根中 (+1.0) 我孫子中 (-2.4) 野田北部中 (-2.4) 高柳中 (+1.8) 中原中 (+1.8)
2年100m 大楽 翔 (2) 11.51 ハッサン アイマン (2) 11.66 玉木 勇樹 (2) 11.79 田口 優斗 (2) 11.85 石山 優弥 (2) 11.96 清水 星南 (2) 11.99 河島 光希 (2) 12.09 白川 大翔 (2) 12.12

風早中 (-0.7) 松戸五中 (-0.7) 柏南部中 (+0.2) 湖北中 (-0.7) 古ヶ崎中 (-0.7) 鎌ケ谷五中 (+0.2) 鎌ケ谷五中 (+0.2) 湖北中 (-1.0)
3年100m 對馬 玲 (3) 11.27 髙岡 珀人 (3) 11.48 稲崎 隆斗 (3) 11.48 長潟 航 (3) 11.57 戸田 耕輝 (3) 11.60 千葉 楓真 (3) 11.63 6 川畑 祥五 (3) 11.63 栗原 青空 (3) 11.67

常盤平中 (-1.2) 松戸一中 (+1.8) 野田南部中 (+1.8) 白山中 (-1.2) 松戸一中 (-1.2) 六実中 (-1.2) 鎌ケ谷三中 (-1.2) 風早中 (+1.8)
共通200m 對馬 玲 (3) 22.89 千葉 楓真 (3) 23.40 川畑 祥五 (3) 23.51 月野 天夢 (3) 23.61 鈴木 俊輔 (3) 23.90 山﨑 遥仁 (3) 24.05 滝川 雅貴 (3) 24.06 三津田 悠叶 (3) 24.11

常盤平中 (-0.2) 六実中 (+0.8) 鎌ケ谷三中 (-0.2) 我孫子中 (-0.2) 鎌ケ谷三中 (-0.2) 光ヶ丘中 (-0.2) 新松戸南中 (-0.2) 六実中 (0.0)
共通400m 向井 将人 (3) 52.96 大田 鷹生 (3) 53.84 常光 正聖 (3) 54.02 鈴木 悠斗 (3) 54.20 石井 琢也 (2) 54.26 ショイヤー 諒人 (3) 54.56 流川 廉大朗 (3) 54.90 福島 涼太 (3) 54.95

根木内中 田中中 松戸六中 根木内中 古ヶ崎中 流山東部中 松戸五中 田中中
共通800m 鈴木 悠斗 (3) 2:02.87 吉田 新 (3) 2:04.49 石橋 魁 (3) 2:06.89 海老原 晴輝 (3) 2:07.21 伊藤 悠ノ介 (2) 2:08.27 高塚 陽向 (3) 2:08.80 浅海 太一 (3) 2:08.99 石井 琢也 (2) 2:10.46

根木内中 小金南中 松戸四中 湖北中 酒井根中 西原中 白山中 古ヶ崎中
1年1500m 立花 朝陽 (1) 4:40.62 関根 進太郎 (1) 4:41.32 秋田 勇樹 (1) 4:42.33 奥山 泰成 (1) 4:44.16 岸田 碧斗 (1) 4:44.35 片岡 満 (1) 4:44.91 工藤 浬 (1) 4:44.95 水津 幸大 (1) 4:46.60

鎌ケ谷四中 野田南部中 柏二中 小金南中 逆井中 酒井根中 高柳中 流山南部中
共通1500m 吉田 琉輝亜 (3) 4:16.46 唐澤 大地 (3) 4:18.12 伊藤 悠ノ介 (2) 4:23.32 石橋 魁 (3) 4:23.38 湯浅 一稀 (3) 4:23.69 海老原 晴輝 (3) 4:23.96 伊藤 広樹 (3) 4:24.70 関根 慶 (3) 4:25.40

野田南部中 野田南部中 酒井根中 松戸四中 光ヶ丘中 湖北中 西初石中 野田一中
共通3000m 盛 功太郎 (3) 9:09.01 三次 賢人 (3) 9:09.34 渡邉 樹 (3) 9:09.74 小國 利玖汰 (3) 9:13.68 吉田 琉輝亜 (3) 9:13.76 今野 凌大 (3) 9:13.82 唐澤 大地 (3) 9:16.59 斉藤 圭祐 (3) 9:17.56

久寺家中 白山中 松葉中 鎌ケ谷四中 野田南部中 白山中 野田南部中 久寺家中
共通110mH 八木澤 透 (3) 15.14 矢島 伸一 (3) 15.55 齋藤 幸昌 (2) 15.58 長尾 奎一郎 (3) 16.75 石川 諒介 (3) 16.84 清水 陽人 (3) 16.95 奥田 俊晴 (2) 17.29 上原 拓真 (3) 17.69
(0.914m) 松戸六中 (+1.5) 白山中 (+1.5) 田中中 (+1.5) 小金南中 (+0.1) 土中 (-0.3) 岩名中 (+1.5) 鎌ケ谷三中 (+0.1) 二川中 (+0.2)

共通4X100mR 松戸六中A 44.49 六実中A 44.60 白山中A 44.91 常盤平中A 45.02 野田南部中A 45.88 岩名中A 45.91 根木内中A 46.12 湖北中A 46.15
小林 温人 (3) 時本 理孝 (3) 矢島 伸一 (3) 田之上 瑠斗 (3) 古賀 怜太郎 (3) 中島 加衣 (3) 眞部 昌隆 (3) 田口 優斗 (2)
八木澤 透 (3) 中村 圭佑 (3) 長潟 航 (3) 對馬 玲 (3) 川田 修仁郎 (3) 高須賀 悠人 (3) 諸橋 智則 (3) 長谷部 凌 (2)
鈴木 涼太 (3) 三津田 悠叶 (3) 鈴木 尋翔 (3) 廣川 大和 (3) 髙松 将太 (2) 大坪 勇貴 (2) 向井 将人 (3) 白川 大翔 (2)
田中 生 (3) 千葉 楓真 (3) 内海 皓登 (3) 山口 颯太 (3) 稲崎 隆斗 (3) 清水 陽人 (3) 合田 翔空 (2) 内山 愛透 (3)

共通走高跳 浅井 優 (3) 1m88 鈴木 拓翔 (3) 1m73 中村 正哉 (2) 1m70 德田 智哉 (3) 1m70 白上 凌大 (2) 1m65 臼井 颯 (2) 1m65 坂本 悠樹 (3) 1m60 藤田 芯 (3) 1m55
松戸五中 田中中 白山中 布佐中 岩名中 南流山中 湖北中 我孫子中

1年走幅跳 田伏 兜真 (1) 5m50 相内 大和 (1) 5m13 朝賀 誠也 (1) 5m00 中村 青生 (1) 4m78 曽田 日向 (1) 4m64 庄司 遥音 (1) 4m59 鈴木 信玄 (1) 4m56 福永 大智 (1) 4m49
田中中 (+0.6) 湖北台中 (-0.9) 松戸二中 (+1.1) 根木内中 (+0.5) 鎌ケ谷二中 (+1.5) 中原中 (+1.2) 鎌ケ谷二中 (+1.0) 鎌ケ谷三中 (+1.8)

共通走幅跳 鈴木 尋翔 (3) 6m23 長潟 航 (3) 6m06 時本 理孝 (3) 5m96 安永 拓耶 (3) 5m89 太田 遥翔 (3) 5m88 澤村 壱颯 (3) 5m74 川田 修仁郎 (3) 5m72 菊池 稀人 (3) 5m71
白山中 (+1.4) 白山中 (+0.6) 六実中 (+1.3) 新松戸南中 (+2.5) 鎌ケ谷三中 (+1.1) 田中中 (0.0) 野田南部中 (-1.3) 鎌ケ谷五中 (+1.2)

共通砲丸投 茂原 宏典 (2) 11m04 横瀬 貴央 (3) 10m83 田中 勇翔 (3) 10m69 横尾 叡 (3) 10m47 クイン ジェイ (3) 10m45 山本 凌翔 (3) 9m95 秋山 鼓 (3) 9m83 田中 凜 (3) 9m70
（5.000㎏） 白山中 白山中 古ヶ崎中 新松戸南中 松戸六中 新松戸南中 白山中 和名ヶ谷中
共通男四種 早川 玲雄 (3) 2221 四野宮 希歩 (3) 2119 鈴木 航太 (3) 1903 根岸 永真 (2) 1701 宍戸 遥斗 (3) DNF

小金南中 南流山中 松戸二中 南流山中 松戸二中
110mH(0.914m) 16.05 -0.4 727 15.99 -0.4 734 17.29 -0.4 594 17.11 -0.4 613 17.61 -0.4 562
砲丸投(4.000kg) 7m97 365 8m17 376 8m73 410 8m49 395 DNS

走高跳 1m66 512 1m60 464 1m51 396 1m36 290 DNS
400m 54.55 617 56.38 545 57.48 503 1:00.29 403 DNS
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日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

09:30 曇 26.2 56.0 北北西 0.7 09:30 晴 29.0 58.0 北西 1.2

10:00 曇 27.4 53.0 西北西 1.6 10:00 晴 29.0 58.0 北西 0.7

11:00 晴 28.9 42.0 北北西 2.4 11:00 曇 29.0 58.0 南 0.7

12:00 晴 29.2 42.0 西北西 2.0 12:00 曇 29.0 55.0 東 0.7

13:00 晴 29.0 42.0 西北西 1.9 13:00 曇 28.0 57.0 北東 1.2

14:00 晴 28.9 44.0 西北西 0.9 14:00 曇 28.0 57.0 北 1.0

15:00 晴 28.4 47.0 北北東 1.0 15:00 曇 27.5 59.0 東 0.8

16:00 晴 27.5 54.0 東北東 1.3 15:45 曇 27.0 56.0 南東 2.0

16:29 晴 27.2 55.0 北東 0.4
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審判長　（トラック）古舘　宜夫（フィールド）櫻井　隆裕　記録主任　矢野　隆照　


