
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 19 12 0730 (一財)松戸市ｽﾎﾟｰﾂ協会
競技場コード123040 主　管： 松戸市陸上競技協会

日付 種目
對馬 玲 (1) 12.23 柄澤 修太 (1) 12.24 2)鈴木 涼太 (1) 12.24 長潟 航 (1) 12.47 川畑 祥五 (1) 12.52 戸田 耕輝 (1) 12.71 石鍋 巴琉 (1) 12.77 佐藤 蓮 (1) 12.88
常盤平中 (+0.6) みちるＡＣ (+0.6) 松戸六中 (+0.6) 白山中 (+0.6) 鎌ケ谷三中 (+0.6) 松戸一中 (+0.8) 柏南部中 (+0.8) 二川中 (+0.8)

浮谷 幸司 (3) 23.29 福田 悠介 (3) 23.56 松井 優樹 (3) 23.57 大橋 貫太 (3) 23.61 髙野 優汰 (3) 23.74 松木 慎 (3) 23.78 中村 優 (3) 23.80 志村 将貴 (3) 23.84
常盤平中 (+0.8) 小金中 (+0.8) 鎌ケ谷二中 (+0.7) 松葉中 (+1.1) 我孫子中 (+0.8) 松戸一中 (+0.8) 松葉中 (+0.7) 柏二中 (+0.8)

鈴木 奥介 (3) 2:01.36 鹿住 俊太 (3) 2:05.36 石丸 結生 (3) 2:06.31 市東 大樹 (3) 2:06.81 興野 昌洋 (3) 2:06.84 山德 蓮 (3) 2:06.84 柳橋 龍信 (3) 2:07.32 中野 裕貴 (3) 2:07.79
中原中 松戸一中 富勢中 市川六中 湖北中 湖北台中 小金北中 湖北台中

石島 太一 (3) 9:13.98 池澤 悠冬 (3) 9:14.05 阿部 結斗 (2) 9:15.91 鈴木 健太 (3) 9:21.32 宮崎 優 (2) 9:22.19 大弓 陽可 (2) 9:23.08 山口 周十 (2) 9:23.52 荒井 一翔 (2) 9:24.33
我孫子中 大津ヶ丘中 大津ヶ丘中 常盤平中 大津ヶ丘中 白山中 我孫子中 野田一中

松戸一中A 44.01 鎌ケ谷二中A 44.58 野田南部中A 44.59 白山中A 44.74 我孫子中A 44.85 柏二中A 44.93 浦安中A 45.00 松葉中A 45.22
峰 茂翔 (3) 新妻 波汰 (3) 佐藤 唯人 (3) 関 祥冴 (3) 滝田 悠斗 (3) 佐藤 愛生 (3) 東 大智 (3) 中村 優 (3)

加藤 史也 (3) 松井 優樹 (3) 稲﨑 隆士 (3) 徳橋 遼 (3) 久保田 航生 (2) 小谷 永和 (3) 山田 航暉 (3) 黒澤 奈士 (3)

山﨑 陸斗 (3) 伊藤 雅浩 (3) 古宇田 和輝 (2) 川上 翔 (2) 稲谷 将幸 (3) 渡部 優真 (3) 栃木 拓斗 (3) 寺田 智彦 (2)

松木 慎 (3) 安井 龍 (3) 木村 凜翔 (3) 鈴木 龍真 (3) 髙野 優汰 (3) 志村 将貴 (3) 大西 諄 (3) 大橋 貫太 (3)
ﾁｭｸﾈﾚ ｼﾞｮｴﾙ優人 (3) 1m88 堀内 勇希 (3) 1m85 小野寺 樹 (3) 1m65 石田 龍申 (3) 1m65 4)鈴木 鳳竜 (3) 1m65 八木沼 就晶 (2) 1m60 小田澤 祥優 (3) 1m60 礪波 蒼馬 (2) 1m60

小金中 豊四季中 萱田中 松戸一中 松戸四中 白山中 我孫子中 湖北中

大河 将太郎 (3) 6m56 鈴木 利気 (3) 6m15 鈴木 雄也 (2) 5m83 松崎 零 (2) 5m79 杉山 聖望 (3) 5m74 松本 諒 (3) 5m73 大野 天望呈 (3) 5m73 小川 龍馬 (3) 5m73
旭町中 (+0.9) 我孫子中 (-0.5) 鎌ケ谷四中 (-0.9) 小金南中 (+1.0) 野田一中 (+0.3) 市川二中 (+1.9) 小金南中 (-0.7) 八千代台西中 (+0.4)

島田 駿 (3) 2347 田子 直樹 (3) 2288 松橋 正倖 (2) 1464

常盤平中 松戸二中 鎌ケ谷中

110mH(0.914m) 15.26 -0.2 818 16.59 -0.2 668 19.04 -0.2 429

砲丸投(4.000kg) 8m32 385 10m31 504 7m37 329

走高跳 1m66 512 1m63 488 1m33 270

400m 54.19 632 54.28 628 59.34 436

＊１： 荒天の気象予報による競技未実施
＊２： 競技日程変更による１日実施

日付
2019/6/15

荒天の気象予報のため競技中止

審判長　（トラック）古舘　宜夫（ﾌｨｰﾙﾄﾞ・混成）矢野　隆照　記録主任　関村　亮　
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第192回松戸市陸上競技記録会中学生大会 決勝一覧表（男子）
令和元年６月１５日(土）１６日（日）

松戸運動公園陸上競技場
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日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2019/06/16 09:00 晴 27.0 62.0 北東 0.1

10:00 晴 28.3 50.0 北東 0.9

11:00 晴 29.9 42.0 南東 1.0

12:00 晴 30.1 40.0 北北西 1.2

13:00 晴 29.3 44.0 北西 0.8

14:00 晴 29.2 43.0 南西 1.2

15:00 晴 30.3 39.0 南東 0.6

16:00 晴 29.2 40.0 南東 0.5

17:00 晴 28.5 36.0 北東 1.3

17:12 晴 28.8 33.0 北西 0.6


