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日付 種目

川上 翔(1) 12.41(+0.6) (1)松本 斗輝(1) 12.41(+0.2) 神尾 裕世(1) 12.46(+0.6) 古宇田 和輝(1) 12.57(+0.6) 松崎 零(1) 12.60(+0.6) 佐々木 大地(1) 12.61(+0.2) 大久保 勇平(1) 12.64(+0.6) 竹内 陽海(1) 12.67(+0.3)

白山中 川間中 高津中 野田南部中 小金南中 市川第二中 松戸六中 野田南部中

塚田 大翔(2) 11.85(-0.6) 原田 来紀(2) 12.07(-0.2) 寄特 龍治(2) 12.11(+1.4) (3)渡邉 翔太(2) 12.11(+1.4) 木村 拓真(2) 12.12(-0.2) 加藤 史也(2) 12.15(-0.2) 大橋 貫太(2) 12.19(-0.6) 北奥 黎児(2) 12.20(-0.2)

田中中 高柳中 萱田中 南流山中 小金中 松戸一中 松葉中 川間中

三末 大詩(3) 11.49(-1.5) 白石 雄大(3) 11.55(-1.5) 松嶋 飛希(3) 11.67(-1.5) 吉木 翼(3) 11.68(-1.5) 鈴木 燎真(3) 11.72(-0.8) 黒田 太陽(3) 11.73(-0.8) 玉井 航太(3) 11.76(-0.8) 鈴木 拓海(3) 11.79(-1.5)

高柳中 高津中 中原中 柏二中 和名ヶ谷中 松戸六中 高谷中 田中中

松嶋 飛希(3) 22.92(+0.5) 白石 雄大(3) 23.43(-0.4) 田村 一樹(3) 23.50(+0.5) 鈴木 拓海(3) 23.58(+0.5) 西 修太朗(3) 23.61(+0.5) 吉浦 竜輝(3) 23.73(+0.5) 五十嵐 光雅(3) 23.77(+0.5) 玉井 航太(3) 23.86(-0.5)

中原中 高津中 妙典中 田中中 西原中 光ヶ丘中 酒井根中 高谷中

白石 雄大(3) 51.51 髙村 俊喜(3) 53.43 石田 暖真(3) 53.44 加藤 優弥(3) 54.14 小塚 裕斗(3) 54.22 竹内 麟太郎(3) 54.24 根本 悠太(3) 54.47 岩本 雅史(3) 54.54

高津中 酒井根中 田中中 根木内中 常盤平中 中原中 高柳中 河原塚中

入江 大士(3) 1:59.53 松田 聖(3) 1:59.60 村中 大河(3) 2:00.54 平林 啓樹(3) 2:00.63 小林 徹(3) 2:02.44 大沼 陽登(2) 2:03.01 藤田 大翔(3) 2:03.81 澤田 翔太(3) 2:05.61

西初石中 野田北部中 法田中 高津中 浦安中 中原中 湖北中 田中中

荒井 一翔(1) 4:24.65 広松 大和(1) 4:29.55 吉岡 龍一(1) 4:32.55 川邉 柾(1) 4:41.68 大澄 謙真(1) 4:42.49 大平 華蓮(1) 4:43.62 朝比奈 昇(1) 4:43.84 柏木 星七(1) 4:43.94

野田一中 豊四季中 田中中 西原中 光ヶ丘中 野田北部中 南流山中 常盤松中

加藤 優門(3) 4:11.88 入江 大士(3) 4:13.49 染谷 雄大(2) 4:14.51 寺田 大(3) 4:16.18 内田 大貴(2) 4:16.50 沖浦 隼多(3) 4:16.98 小平 敦之(2) 4:16.99 相澤 拓摩(3) 4:17.21

白山中 西初石中 おおたかの森中 逆井中 常盤松中 流山東部中 柏二中 常盤松中

栗田 隆希(3) 8:47.10 山本 樹(3) 8:48.34 鍛 晶太(3) 9:03.44 小平 敦之(2) 9:03.46 染谷 雄大(2) 9:07.62 沖浦 隼多(3) 9:09.75 二宮 翔太朗(3) 9:10.25 清水 良平(3) 9:11.93

逆井中 白山中 柏二中 柏二中 おおたかの森中 流山東部中 市川第二中 酒井根中

池嶋 翔(3) 15.58(-0.5) 益子 和樹(3) 16.27(-0.5) 片山 太陽(3) 17.05(-0.4) 塚田 大翔(2) 17.06(0.0) 近藤 大輝(3) 17.12(-0.4) 箭内 優輔(3) 17.26(-0.4) 郡司 来輝(3) 17.27(-0.5) 大脇 拓也(3) 17.35(-0.5)

酒井根中 豊四季中 和名ヶ谷中 田中中 柏中 鎌ケ谷二中 我孫子中 我孫子中

栗ヶ沢中A 43.91 酒井根A 44.86 田中A 44.90 野田南部A 45.07 古ケ崎A 45.17 高柳A 45.18 松戸六A 45.39 我孫子A 45.77

髙橋 秀都(3) 横濱 光流(3) 酒井 風我(3) 鈴村 一貴(3) 菅原 祐太(3) 根本 悠太(3) 馬場 一彰(3) 岩間 匠海(3)

渡邊 涼太(3) 池嶋 翔(3) 塚田 大翔(2) 渋谷 拓海(3) 姉帶 晋之(3) 三末 大詩(3) 黒田 太陽(3) 藤本 乙寿(3)

染野 勇也(3) 五十嵐 光雅(3) 石田 暖真(3) 矢吹 勘太郎(3) 永末 光志(3) 原田 来紀(2) 吉川 浩志(3) 郡司 来輝(3)

高根 凜門(3) 髙村 俊喜(3) 鈴木 拓海(3) 中野 孝徳(3) 木暮 優斗(3) 一色 響太(3) 大塔 悠平(3) 沖 康平(3)

髙木 啓伍(3) 1m75 ﾁｭｸﾈﾚｼﾞｮｴﾙ 優人(2) 1m70 相澤 玲音(3) 1m70 (3) 大倉 惇(3) 1m70 小林 碧人(3) 1m65 (5) 山元 陸(3) 1m65 (5) 早乙女 光聖(3) 1m65 福井 新登(2) 1m65

我孫子中 小金中 根木内中 高谷中 柏南部中 鎌ケ谷二中 我孫子中 豊四季中

山口 耕史(1) 5m31(-0.1) 安藤 武玄(1) 4m95(-0.5) 磯野 浩輝(1) 4m91(0.0) 杉山  和希(1) 4m90(-0.7) 亀山 春翔(1) 4m88(-1.9) 吉益 和輝(1) 4m81(+0.5) 河上 勇太(1) 4m70(+0.3) 村田 光翼(1) 4m68(-0.4)

市川第二中 中原中 高津中 野田一中 野田南部中 根木内中 市川中 小金南中

橋本 ｱｲｳﾞｧﾝﾛ(3) 6m31(+0.2) 反町 優太(3) 6m10(+0.1) 渡邊 耀介(2) 5m98(-1.2) ((3) 岩間 匠海(3) 5m98(-0.5) 中山 剛志(3) 5m91(+0.7) 高井 光(3) 5m85(-1.1) 吉川 浩志(3) 5m81(-0.5) 大沼 亮太(3) 5m81(+0.1)

常盤平中 村上中 前原中 我孫子中 野田北部中 和名ヶ谷中 松戸六中 妙典中

小助川 温(3) 10m34 宇田川 琉星(3) 10m28 成嶋 祐輔(3) 9m86 野田 拓利(3) 9m49 佐藤 丈斗(3) 9m48 福原 詠一(3) 9m01 寺田 龍生(3) 8m96 若菜 大知(2) 8m89

白山中 鎌ケ谷二中 豊四季中 鎌ケ谷中 松戸六中 高谷中 二川中 酒井根中

田子 直樹(2) 1616点

松戸二中6月16日
～17日

共通四種
18.81(+0.8)-7m72

1m42-57.93

6月16日 1年走幅跳

6月17日 共通走幅跳

6月16日 共通砲丸投(5.000kg)

6月16日 共通110mH

6月17日 共通4X100mR

6月17日 共通走高跳

6月16日 1年1500m

6月16日 共通1500m

6月17日 共通3000m

6月17日 共通200m

6月16日 共通400m

6月17日 共通800m

8位

6月17日 1年100m

6月16日 2年100m

6月16日 3年100m

第１８７回松戸市陸上競技記録会中学生大会 【18120730】
松戸運動公園陸上競技場 【123040】
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決勝一覧表（男子）


