
第１８４回松戸市陸上競技記録会 【17120734】

松戸運動公園陸上競技場 【123040】 中学男子決勝一覧表 審 判 長 古 舘 宜 夫

2017/11/11 ～ 2017/11/11 記録主任 岩 脇 充 司

日付 種目

黒田 太陽(2) 11.75(+1.0) 松嶋 飛希(2) 11.79(+2.8) 吉木 翼(2) 11.80(+0.7) 黒澤 亮太(2) 11.84(+1.3) 三末 大詩(2) 11.86(+1.5) 木暮 優斗(2) 11.92(+2.1) 平田 智也(3) 11.94(+2.8) 村上 隼太郎(2) 11.95(+0.9)

松戸六中 中原中 柏二中 市川四中 高柳中 古ケ崎中 芝浦工大柏中 柏三中

海老澤 蓮(3) 22.90(+1.5) 西 修太朗(2) 23.75(+0.1) 浦川 周士(2) 24.16(+1.1) 村谷 怜音(2) 24.27(+0.9) 速水 健成(2) 24.37(+1.6) 小野 潤(2) 24.39(+0.4) 村上 隼太郎(2) 24.57(+0.1) 恩田 翼早(2) 24.62(+1.0)

西原中 西原中 市川六中 鎌ケ谷二中 高根台中 柏二中 柏三中 松戸六中

千賀 陸人(2) 56.61 根本 悠太(2) 56.80 茂呂 翼(2) 57.10 小坂 俊太朗(2) 57.55 水谷 直哉(2) 57.92 斉藤 希央(2) 58.22 鈴木 悠史(2) 58.85 阿部 京(2) 58.96

中原中 高柳中 西原中 柏二中 高柳中 旭町中 市川六中 鎌ケ谷二中

藤川 大耀(2) 16.53(+1.3) 伊藤 楓偲(2) 16.63(+1.8) 角田 和樹(2) 17.16(+3.5) 近藤 大輝(2) 17.45(+1.3) 大脇 拓也(2) 17.47(+2.3) 石橋 侑也(2) 17.91(+1.8) 箭内 優輔(2) 18.02(+3.5) 片山 太陽(2) 18.13(+1.3)

鎌ケ谷二中 鎌ケ谷中 金ヶ作中 柏中 我孫子中 中原中 鎌ケ谷二中 和名ケ谷中

芝浦工大柏中A 46.21 和名ケ谷中A 47.04 高柳中A 47.07 鎌ケ谷二中A 47.26 鎌ケ谷四中A 47.59 松戸四中A 48.13 鎌ケ谷中A 48.33 高根台中A 48.34

鈴木 幹矢(3) 高井 光(2) 原田 来紀(1) 藤川 大耀(2) 今村 誠慈(1) 櫻井 陽平(2) 伊藤 楓偲(2) 古立 大地(2)

伊藤 秀悟(3) 鈴木 燎真(2) 三末 大詩(2) 村谷 怜音(2) 久保 裕哉(2) 佐野 嘉泰(2) 米田 善臣(2) 速水 健成(2)

平田 智也(3) 片山 太陽(2) 増塩 遥(2) 宇田川 琉星(2) 宮本 源志朗(1) 百瀬 日陽(2) 小倉 亘平(2) 宮本 京(2)

後藤 優希(3) 小松 佳輔(2) 一色 響太(2) 阿部 京(2) 近藤 優気(2) 星 英飛(2) 三田 陽輝(1) 岩本 大樹(2)

富田 隆之(2) 1m75 戸嶋 惇太(1) 1m70 高木 啓伍(2) 1m65 宮下 将多(2) 1m65 早乙女 光聖(2) 1m60 大倉 惇(2) 1m60 蓑田 浩大(2) 1m55 山元 陸(2) 1m55

古ケ崎中 南山中 我孫子中 鎌ケ谷二中 我孫子中 高谷中 西原中 鎌ケ谷二中

江上 大知(3) 6m47(+1.5) 藤本 乙寿(2) 5m84(+0.4) 大河 将太郎(1) 5m80(+0.9) 星 英飛(2) 5m71(+1.4) 入澤 岳郁(3) 5m50(+0.6) 神野 哲弥(2) 5m41(+0.8) 高井 光(2) 5m29(+1.2) 岩間 匠海(2) 5m27(+1.7)

東京：SPOPEAC 我孫子中 旭町中 松戸四中 市川四中 市川六中 和名ケ谷中 我孫子中

吉田 峻(2) 10m06 宇田川 琉星(2) 9m66 小助川 温(2) 9m63 櫻井 陽平(2) 9m06 関 悠也(2) 9m05 藤井 優弥(2) 8m89 橋本 晃(2) 8m39 佐藤 裕希(1) 8m26

芝浦工大柏中 鎌ケ谷二中 白山中 松戸四中 市川四中 松戸一中 古ケ崎中 我孫子中
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