
平成２９年度松戸市陸上競技選手権大会 【17120711】 ト ラ ッ ク 審 判 長 伊藤　信夫

　兼松戸市体育祭陸上競技大会 中学男子決勝一覧表 跳 躍 審 判 長 吉原　　廣

　兼第183回松戸市陸上競技記録会 投 て き 審 判 長 吉原　　廣

松戸運動公園陸上競技場 【123040】 招 集 所 審 判 長 緒方　敏幸

2017/08/26 ～ 2017/08/27 記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

小玉　風太(01)(3) 11.57 星　存人(02)(3) 11.63 濵田　航輝(02)(3) 11.66 関田　滉太郎(02)(3) 11.83 髙根　凜門(03)(2) 11.86 髙橋　佑汰(02)(3) 11.88 倉科　匠汰(02)(3) 11.97 金山　來生(03)(2) 12.06

松戸四中 松戸四中 光ケ丘中 東海大浦安中 栗ケ沢中 松戸四中 東海大浦安中 松戸一中

濵田　航輝(02)(3) 23.57(-0.7) 畔柳　颯斗(04)(2) 23.80(+0.9) 野邊　紘矢(03)(3) 23.88(+1.1) 吉木　翼(03)(2) 24.00(0.0) 渡邊　友樹(02)(3) 24.48(+1.0) 酒匂　康輝(03)(2) 24.56(+0.9) 村上　隼太郎(04)(2) 24.57(-0.7) 須藤　大紀(02)(3) 24.77(-0.5)

光ケ丘中 新松戸南中 栗ケ沢中 柏二中 根木内中 久寺家中 柏第三中 西武台千葉中

入佐　隼斗(02)(3) 53.64 酒匂　康輝(03)(2) 53.88 東　泰雅(02)(3) 53.91 志村　大貴(02)(3) 53.95 坂本　颯(02)(3) 54.45 日下　順稀(02)(3) 55.88 小塚　裕斗(03)(2) 56.04 加藤　優弥(03)(2) 56.34

常盤平中 久寺家中 光ケ丘中 柏二中 河原塚中 常盤平中 常盤平中 根木内中

大野　雅也(02)(3) 2:01.52 早見　英晃(03)(3) 2:01.57 平野　佳祐(03)(3) 2:03.91 蒲田　陽生(02)(3) 2:05.43 加藤　優弥(03)(2) 2:07.92 田中　洸達(02)(3) 2:08.20 山田　滉斗(02)(3) 2:09.07 益子　秀人(02)(3) 2:09.61

光ケ丘中 根木内中 松戸四中 古ケ崎中 根木内中 松戸四中 光ケ丘中 光ケ丘中

小林　爽(02)(3) 9:10.06 金山　和矢(02)(3) 9:17.55 富永　匠海(03)(3) 9:18.70 武藤　康太(02)(3) 9:20.64 岩尾　雅偉(02)(3) 9:25.13 山田　滉斗(02)(3) 9:34.52 天野　誠斗(04)(2) 9:36.40 平野　佳祐(03)(3) 9:38.38

常盤平中 松戸二中 松戸六中 松戸一中 六実中 光ケ丘中 旭町中 松戸四中

坂本　颯(02)(3) 15.88(-0.4) 志村　大貴(02)(3) 16.19(0.0) 島村　陸(02)(3) 17.12(-0.2) 橋田　翔(03)(2) 17.23(0.0) 横野　武(02)(3) 17.41(0.0) 堀田　康平(03)(2) 17.57(-0.4) 白井　伶欧(03)(2) 17.70(-0.9) 角田　和樹(03)(2) 17.78(0.0)

河原塚中 柏二中 根木内中 久寺家中 栗ケ沢中 稲毛中 二川中 金ヶ作中

栗ケ沢中(A) 45.88 栗ケ沢中(B) 46.58 芝浦工大柏中(A) 47.16 和名ケ谷中(A) 47.40 野田南部中(A) 47.48 柏二中(A) 47.52 専大松戸中(A) 47.94 流山北部中(A) 48.08

斗舛　海翔(02)(3) 渡邉　涼太(03)(2) 鈴木　幹矢(02)(3) 高井　光(03)(2) 矢吹　勘太郎(03)(2) 石橋　佑将(03)(2) 瓜生　　晟隆(03)(2) 齊藤　柊太(03)(2)

吉野　颯人(02)(3) 髙橋　秀都(03)(2) 伊藤　秀悟(02)(3) 鈴木　燎真(03)(2) 渋谷　拓海(03)(2) 吉木　翼(03)(2) 永井　大道(04)(1) 山田　悠貴(03)(2)

横野　武(02)(3) 染野　勇也(03)(2) 平田　智也(03)(3) 片山　太陽(03)(2) 大澤　玲唯(03)(2) 小野田　虎人(03)(2) 新井　涼介(03)(2) 齊藤　圭祐(03)(2)

野邊　紘矢(03)(3) 髙根　凜門(03)(2) 後藤　優希(02)(3) 鳥山　琳正(03)(2) 中野　孝徳(03)(2) 小野　潤(03)(2) 勝又　健誠(04)(2) 卯月　汰樹(03)(2)

津山　将汰(04)(2) 1m70 青山　一路(02)(3) 1m65 田口　翔馬(03)(2) 1m60 中村　敬太朗(03)(2) 1m60 松嶋　飛希(04)(2) 1m55 塚原　天海(03)(2) 1m55 茂木　　奏太(1) 1m50

柏中 栗ケ沢中 久寺家中 鎌ケ谷四中 中原中 布佐中 野田一中

渡邉　寛人(03)(2) 1m50

六実中

加藤　晃生(03)(2) 1m50

野田南部中

吉野　颯人(02)(3) 6m16(-0.4) 矢野　敬太(03)(3) 6m15(-1.4) 渋谷　拓海(03)(2) 6m07(-0.2) 岡田　和馬(02)(3) 5m84(-0.6) 山口　広弥(02)(3) 5m84(-0.4) 勝又　健誠(04)(2) 5m71(-0.6) 酒井　風我(03)(2) 5m60(-0.1) 中川　朝陽(03)(2) 5m52(-1.1)

栗ケ沢中 松戸六中 野田南部中 松戸五中 光ケ丘中 専大松戸中 田中中 小金南中

斗舛　海翔(02)(3) 10m86 吉田　峻(03)(2) 10m29 藤井　優弥(03)(2) 9m22 櫻井　陽平(03)(2) 9m05 瀧川　迅人(03)(2) 8m89 小助川　温(03)(2) 8m87 福原　詠一(03)(2) 8m06 加藤　匠(03)(2) 7m88

栗ケ沢中 芝浦工大柏中 松戸一中 松戸四中 二川中 白山中 高谷中 稲毛中

7位 8位

26日
中学男子100m

風：0.0

1位 2位 3位 4位 5位 6位

27日 中学男子200m

26日 中学男子400m

27日 中学男子800m

26日 中学男子3000m

27日
中学男子

110mH(0.914m_9.14m)

27日 中学男子4X100mR

27日 中学男子走高跳

26日 中学男子走幅跳

27日
一般男子砲丸投

(7.260kg)


