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日付 種目

根岸 紀仁 10.87 海老澤 蓮(2) 10.90 真田 知幸(M2) 10.92 堀田 竣斗(3) 10.96 漣 和留(4) 10.99 三田寺 虎琉(2) 11.00 平野 壮太(1) 11.09 小野原 優(4) 11.52

Team Accel 西武台千葉高 東工大 野田中央高 東京農大 幕張総合高 立教大 日大

三田寺 虎琉(2) 21.62(-0.6) 海老澤 蓮(2) 21.69(-0.6) 田中 優作(4) 21.85(-0.6) 前田 夏輝(2) 22.01(-0.6) 永井 嵩人(2) 22.30(-0.9) 髙橋 直人(2) 22.31(-0.9) 佐藤 識仁(3) 22.55(-0.6) 平田 壱希(3) 22.59(+0.6)

幕張総合高 GR 西武台千葉高 GR 流経大 松戸六実高 西武台千葉高 小金高 八千代高 東京学館浦安高

若菜 優太 49.41 吉木 翼(1) 49.43 佐渡 規央(3) 49.78 木村 尊(2) 50.59 能村 浩平(2) 50.67 野村 佳祐(3) 50.88 河野 光希(2) 50.91 小林 楓太(2) 51.30

Team Accel 東葛飾高 西武台千葉高 立教大 柏陵高 筑波大同 小金高 専修大松戸高

金子 魅玖人(3) 1:52.99 佐々木 雄大(2) 1:54.92 木村 尊(2) 1:55.23 高橋 朋也(5) 1:59.02 柴山 龍也(2) 1:59.10 八本 直季 1:59.22 田浦 駿介(2) 2:00.44 大竹 拓光(2) 2:00.72

鎌ケ谷高 船橋古和釜高 立教大 筑波大同 野田中央高 土気TFC 八千代高 柏南高

堀越 大地(3) 4:02.01 菅原 美紀(3) 4:02.93 池澤 暁 4:03.17 益子 秀人(2) 4:04.45 菊地 渚佑(3) 4:04.75 渡邉 啓太(2) 4:04.95 松本 虎太郎(3) 4:05.17 山村 章人(3) 4:05.80

西武台千葉高 西武台千葉高 松戸市陸協 柏南高 西武台千葉高 西武台千葉高 西武台千葉高 流山南高

竹澤 想大 14:56.26 三野 貴史 15:11.93 井口 善治郎(2) 15:19.80 齋藤 正剛(2) 15:30.60 保坂 有矢斗(2) 15:34.24 大賀 雄太(2) 15:37.00 金山 和矢(2) 15:39.74 山村 章人(3) 15:44.23

千葉陸協 松戸市陸協 柏南高 流山南高 柏南高 鎌ケ谷高 市立柏高 流山南高

作家 真都(3) 14.59(0.0) 柞山 真翔(3) 14.88(0.0) 木村 洸仁(2) 15.42(+0.2) 柴田 彪琉(1) 15.69(0.0) 佐藤 欧介(2) 15.77(0.0) 勝村 直人(2) 15.83(+0.2) 菊池 陽々紀(2) 16.02(+0.2) 三浦 啓太(3) 16.06(+0.2)

流山南高 西武台千葉高 松戸国際高 神奈川大 柏の葉高 小金高 筑波大同 流山南高

平井 健一 53.02 金子 元貴 54.69 大木 勇人(3) 55.54 戸塚 睦稀(1) 57.45 伊藤 智比古(8) 57.85 増田 俊也(2) 58.60 明石 樹生(1) 1:00.09 星 存人(2) 1:00.38

Team Accel 千葉大クラブ 上智大 平成国際大 筑波大同 小金高 西武台千葉高 松戸馬橋高

蓑和 廣太朗 9:41.39 大和田 拓夢(2) 9:45.94 齋藤 正剛(2) 9:51.78 東 虎之介(2) 9:58.39 土屋 友輝(2) 10:04.92 石原 翔(2) 10:06.79 飯田 明成(1) 10:08.35 平間 純哉(1) 10:13.04

松戸市陸協 柏南高 流山南高 専修大松戸高 専修大松戸高 柏南高 柏南高 流山南高

9月1日 4X100mR ※1

岡安 正樹(2) 1m99 青沼 徳大(3) 1m96 富田 隆之(1) 1m90 井口 翔太(2) 1m85 阿部  悠 1m85 姉帶 晋之(1) 1m80 隅川 卓巳(1) 1m80

みちるAC 小金高 市立松戸高 立教大 千葉陸協 流山南高 東葛飾高

蓑田 浩大(1) 1m80 河合 亮 1m80

流山南高 法大Ⅱ部

作家 弥希(3) 7m13(-1.6) 下村 諒 7m09(+1.4) 米田 豪輝(3) 7m05(0.0) 伊藤 匠巳(3) 7m04(+1.2) 中吉 紘也(2) 6m99(+2.1) 伊藤 魁文(2) 6m79(+1.3) 山本 賢良 6m77(0.0) 田口 宜幸 6m74(+1.5)

流山南高 土気TFC 国武大 幕張総合高 八千代高 公認6m87(+1.6) 東学大 松戸市陸協 土気TFC

柴 文人 12m39 倉持 憲成(2) 11m23 笛木 尚 10m60 林 英昭 9m99

Team Accel 立教大 湯沢町陸協 松戸市陸協

吉田 龍己 31m91 倉田 佳明 25m97 隅元 啓晶 25m18 石川 淳史 21m85

千葉陸協 渋谷区陸協 野田市陸協 一橋AC

猪ノ原 達弥 57m61 掛村 将寛 50m19 山内 悠士朗(2) 50m00 磯野 英知(2) 49m57 小島 郁也 49m05 大樂 雅弘 48m22 吉田 陽成(1) 48m10 大平 聡史(3) 46m71

松戸市陸協 薬園台AC 柏中央高 市立柏高 法大Ⅱ部 みちるAC 二松学舎柏高 市立松戸高

國分 蓮(2) 11m55 鷺谷 大輝(2) 11m05 渡邉 悠人(2) 11m04 星野 哲平(2) 10m72 西本 航琉(2) 10m40 桒原 基輝(1) 10m40 小助川 温(1) 10m26 牧 哲也(2) 9m79

西武台千葉高 柏中央高 野田中央高 鎌ケ谷高 東葛飾高 松戸国際高 流山南高 柏南高

小森 裕翔(3) 44m05 吉野 綾馬(2) 35m80 大平 聡史(3) 33m73 石橋 登弥(3) 32m39 吉田 峻(1) 30m66 佐藤 基(1) 30m03 星野 哲平(2) 29m82 山本 臨太郎(2) 29m20

西武台千葉高 GR 市立松戸高 市立松戸高 流山高 芝浦工大柏高 八千代高 鎌ケ谷高 松戸国際高

ＧＲ：大会新記録
※１　薄暮によるレース
中止

グランドコンディション

8月31日 高校砲丸投(6.000kg)

9月1日 高校円盤投(1.750kg)

8月31日 一般砲丸投(7.260kg)

9月1日 一般円盤投(2.000kg)

8月31日 やり投(800g)

8月31日 走高跳

9月1日 走幅跳

9月1日 110mH(1.067m)

9月1日 400mH(0.914m)

9月1日 3000mSC(0.914m)

9月1日 800m

9月1日 1500m

8月31日 5000m

8位

8月31日 100m　（風：-2.0）

9月1日 200m

8月31日 400m

２０１９年度松戸市陸上競技選手権大会 【19120711】
野田市総合公園陸上競技場 【123220】
2019/08/31 ～ 2019/09/01
                                                                                                                決勝一覧表（一般男子・高校男子)

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2019/08/31 09:00 曇 27.5 84.0 南 0.4

10:00 曇 29.5 78.0 西 0.4

11:00 曇 29.5 74.0 南 0.1

12:00 晴 31.1 68.0 南南西 0.8

13:00 晴 31.1 64.0 南東 1.3

14:00 晴 31.0 66.0 北東 0.6

15:00 曇 31.5 66.0 東南東 1.3

16:00 晴 30.4 64.0 南東 1.4

17:00 晴 29.4 71.0 東南東 1.4

18:00 晴 28.5 74.0 東 1.3

18:29 晴 28.0 74.0 南東 0.2

2019/09/01 09:00 曇 29.8 64.0 北東 0.1

10:00 曇 30.0 62.0 東 0.1

11:00 曇 30.1 62.0 西 0.2

12:00 曇 30.8 56.0 南南東 0.1

13:00 曇 31.2 48.0 北東 0.5

14:00 晴 30.5 50.0 北東 1.0

15:00 晴 30.5 50.0 北北東 0.9

16:00 晴 29.8 52.0 東南東 1.5

17:00 晴 29.0 55.0 東南東 1.2

17:35 晴 29.2 52.0 東南東 1.5


