
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】 一般高校男子決勝一覧表 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

清水 勇輝(1) 10.86(+1.0) 五味 直也(1) 11.09(+2.2) 清水 悠二朗(94) 11.15(+0.8) 金田 悠利(95) 11.21(+1.0) 島村 英太(1) 11.23(+0.8) 森井 広大(2) 11.30(+1.6) 増田 稜介(1) 11.33(+1.1) 倉本 翼(97) 11.38(+2.2)

筑波大 市立松戸高 中大同 埼玉：中大同 市立松戸高 市立松戸高 市立柏高 みちるAC

関根 祐介(96) 22.29(+2.9) 水戸 　勇人(2) 23.14(+2.9) 大澤 亘輝(2) 23.21(+2.6) 小澤　広規(87) 23.44(+2.9) 三舩 大志(1) 24.35(+0.1) 菅谷 アレン(1) 24.55(+2.6) 武居 裕也(87) 24.93(+0.1) 吉田 　崚祐(2) 24.98(+0.1)

みちるAC 船橋古和釜高 柏中央高 神奈川：Low-Tech 市立柏高 市立柏高 千葉陸協 船橋古和釜高

松本 詩音(2) 49.45 山﨑 伊織(1) 51.94 金子 佑樹(2) 53.10 梅澤 祐樹(2) 53.67 深瀬 碧偉(2) 55.32 瀧 亮成(1) 55.48 細井 俊汰(2) 55.58 足立 稜真(1) 56.95

市立松戸高 市立松戸高 市立松戸高 市立松戸高 市立松戸高 薬園台高 千経大附高 鎌ヶ谷高

川名　裕治(84) 15.61(+0.1) 大澤 夢生(1) 16.66(+0.1) 武石 康湧(2) 17.00(+0.1) 安保 秀宣(1) 18.26(+0.1)

神奈川：Low-Tech 市立松戸高 市立柏高 市立松戸高

市立松戸高A 42.20 中大同A 43.24 みちるAC　A 44.12 市立松戸高C 44.84 柏中央高A 44.99 柏中央高B 45.19 市立松戸高D 45.25 千経大附高A 45.88

島村 英太(1) 清水 悠二朗(94) 指宿 真(2) 川島 智和(1) 三村 亮介(2) 平井 大智(2) 鄭 震奕(1) 中田 悟史(2)

五味 直也(1) 加藤 萩真(95) 関根 祐介(96) 金子 佑樹(2) 大澤 亘輝(2) 德永 陽太郎(2) 尾保手 颯汰(2) 大沼 駿斗(2)

森井 広大(2) 清水 庸義(92) 川上 大吾(1) 山﨑 伊織(1) 草島 達也(2) 池田 翔太(2) 渡邉 将輝(1) 和田 悠太(2)

松本 詩音(2) 金田 悠利(95)：神奈川 倉本 翼(97) 梅澤 祐樹(2) 水戸部 慶吾(2) 阿部 真悟(1) 深瀬 碧偉(2) 渡部 勇樹(2)

幡谷 優喜(1) 1m94 富田 涼太郎(1) 1m75 三重野 凌太(1) 1m65 田中 康太(1) 1m65

薬園台高 市立松戸高 鎌ヶ谷高 市立松戸高

水戸部 慶吾(2) 1m65

柏中央高

飯島　篤史(82) 6m77(+3.1) 小田 豪生(93) 6m77(+2.6) 藤原 幸大(1) 6m52(+1.9) 川上 大吾(1) 6m41(+3.5) 松本 幸也(1) 6m10(+0.4) 鳴嶋 恭太郎(1) 6m03(+1.0) 阿部 泰河(2) 5m93(+2.0) 太田 篤宏(1) 5m03(+1.6)

千葉大クラブ 公認6m68(+1.4) 東情大AC 公認6m57(+2.0) 市立松戸高 みちるAC 公認6m10(+1.2) 市立柏高 鎌ヶ谷高 市立柏高 千経大附高

菅原 将人(2) 11m52 佐久間 竜也(2) 10m72 大平 聡史(1) 10m28 小暮 光輝(1) 6m27

市立松戸高 市立柏高 市立松戸高 千経大附高
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