
ト ラ ッ ク 審 判 長 矢野　隆照

ス タ ー ト 審 判 長 小林　武彦

招 集 所 審 判 長 原田　和矢

記 録 主 任 関村　亮

日付 種目

森井 広大(00) 11.01(0.0) 佐藤 鈴音(04)(3) 11.07(0.0) 林田 潤(01)(2) 11.12(0.0) 工藤 雷文(04)(2) 11.14(0.0) 五味 直也(01) 11.18(0.0) 大橋 貫太(04)(2) 11.22(-0.3) 坂本 聖也(04)(2) 11.22(0.0) 木村 拓真(04)(2) 11.22(-0.3)

千　葉・ゴリラーズ 千　葉・松戸六実高 茨　城・流経大 千　葉・流山南高 千　葉・ゴリラーズ 千　葉・柏中央高 千　葉・松戸六実高 千　葉・小金高

近藤 大輝(03)(3) 15.48(-1.0) 吉村 統哉(04)(2) 15.67(-1.0) 金子 元貴(95) 16.21(-1.0) 田中 優(05)(1) 16.52(-1.0) 佐藤 大和(04)(2) 16.54(-1.0) 稲生 遥希(06)(1) 16.57(-1.0) 前田 悠希(05)(1) 16.83(-1.0) 坂本 望來(05)(1) 20.28(-1.0)

千　葉・流山南高 千　葉・柏中央高 千　葉・千葉大クラブ 千　葉・市立松戸高 千　葉・柏陵高 千　葉・二松学舎柏高 千　葉・柏南高 千　葉・市立松戸高

ゴリラーズ・A 42.32 柏南高A 42.60 流山南高A 43.00 AgaiN・A 43.24 船橋法典高A 43.49 柏中央高A 43.51 市立松戸高A 43.88 船橋法典高B 43.91

島村 英太(01) 加藤 輝哉(04)(2) 富田 啓介(05)(1) 大島 誠(93) 神戸 大雅(05)(2) 松元 洋輝(04)(2) 吉益 和輝(05)(1) 石野 永遠(05)(1)

五味 直也(01) 峰 茂翔(04)(2) 工藤 雷文(04)(2) 花香 庸義(92) 阿部 悠利(04)(2) 高橋 俊佑(05)(1) 上條 寛太(06)(1) 日開 弘喜(05)(1)

藤原 幸大(01) 山﨑 陸斗(04)(2) 西銘 洋斗(05)(1) 廣瀬 堅三(02)(2) 中山 幸紀(05)(1) 佐藤 蒼透(04)(2) 田子 直樹(04)(2) 真野 勇人(04)(2)

森井 広大(00) 斎藤 優登(05)(1) 金杉 ?夢(04)(2) 金田 悠人(95) 鈴木 詠(04)(2) 大橋 貫太(04)(2) 阿部 福太(04)(2) 守沢 和真(04)(2)

柏中央高A 3:27.88 柏南高A 3:28.51 市立松戸高A 3:30.07 船橋法典高A 3:31.41 松戸六実高A 3:31.44 専修大松戸高A 3:32.46 船橋法典高B 3:32.52 国府台高A 3:33.73

佐藤 蒼透(04)(2) 橋本 拓磨(04)(2) 田子 直樹(04)(2) 岡野谷 太一(04)(2) 坂本 聖也(04)(2) 長石 昌悟(04)(2) 日開 弘喜(05)(1) 金澤 真心(04)(2)

松本 航輝(04)(2) 山﨑 陸斗(04)(2) 武末 櫂斗(05)(1) 真野 勇人(04)(2) 風間 翔太(04)(2) 松木 慎(04)(2) 鈴木 詠(04)(2) 石井 智哉(04)(2)

吉村 統哉(04)(2) 斎藤 優登(05)(1) 吉益 和輝(05)(1) 中山 幸紀(05)(1) 須藤 孔盛(04)(2) 佐藤 太良(04)(2) 神戸 大雅(05)(2) 河野 寛斗(05)(1)

松元 洋輝(04)(2) 加藤 輝哉(04)(2) 阿部 福太(04)(2) 阿部 悠利(04)(2) 清水 想太(04)(2) 小林 晴太(04)(2) 鈴木 樂(04)(2) 吉田 渓希(04)(2)

永山 知実(04)(2) 12.73(-1.0) 髙橋 久美(04)(2) 13.00(-1.0) 渡邉 奈月(04)(2) 13.15(-1.0) 楠本 若葉(05)(1) 13.21(-1.9) 加藤 瑠渚(04)(2) 13.24(-1.1) 有銘 瑞稀(04)(2) 13.29(-1.0) 山崎 そら(05)(1) 13.32(-1.9) 出雲 杏優(04)(2) 13.32(-1.0)

千　葉・市立松戸高 千　葉・船橋法典高 千　葉・船橋法典高 千　葉・流経大付柏高 千　葉・流山南高 千　葉・市立松戸高 千　葉・市立松戸高 千　葉・流山南高

川島 望(04)(2) 15.00(+0.2) 宮本 花歩(05)(2) 15.93(+0.2) 萬代 のどか(05)(1) 17.11(+1.1) 佐藤 陽嘉(03)(3) 17.11(+0.2) 岡田 もなみ(05)(1) 17.20(+0.2) 相原 未来歌(04)(2) 17.25(+1.1) 石坂 琴音(05)(1) 17.89(+1.1) 菅澤 夢生(05)(1) 18.04(+1.1)

千　葉・柏中央高 千　葉・みちるAC 千　葉・薬園台高 千　葉・鎌ヶ谷西高 千　葉・小金高 千　葉・市立松戸高 千　葉・柏陵高 千　葉・市立松戸高

市立松戸高A 49.79 船橋法典高A 50.31 市立松戸高B 51.17 流山南高A 51.22 流経大付柏高A 52.34 千葉商科大付高A 53.12 流山南高B 53.45 鎌ヶ谷西高A 54.30

櫛山 小雪(05)(1) 渡邉 奈月(04)(2) 武田 麻里(05)(1) 吉岡 由香(05)(1) 内冨 希菜(05)(1) 成田 彩音(06)(1) 髙梨 凜佳(04)(2) 佐藤 陽嘉(03)(3)

田中 晴葵(04)(2) 髙橋 久美(04)(2) 山崎 そら(05)(1) 出雲 杏優(04)(2) 加藤 里菜(05)(2) 池田 里緒(04)(2) 原口 幸生(04)(2) 関島 花衣(05)(2)

有銘 瑞稀(04)(2) 梅原 由伊(05)(1) 相原 未来歌(04)(2) 加藤 瑠渚(04)(2) 楠本 若葉(05)(1) 赤間 柚紀(05)(1) 高橋 結楓(05)(1) 武井 未桜(04)(2)

永山 知実(04)(2) 野口 綺沙姫(06)(1) 田中 華(05)(2) 櫻井 愛(05)(1) 松田 萌夏(05)(1) 西森 あゆみ(05)(1) 山口 輝良(04)(2) 加藤 瑠那(05)(2)

市立松戸高B 4:07.88 市立松戸高A 4:10.29 船橋法典高A 4:13.77 流山南高A 4:17.83 松戸六実高A 4:22.22 柏南高A 4:22.33 流山南高B 4:26.38 野田中央高A 4:30.03

山崎 そら(05)(1) 櫛山 小雪(05)(1) 梅原 由伊(05)(1) 出雲 杏優(04)(2) 佐藤 夏海(04)(2) 勝又 有彩(05)(2) 櫻井 愛(05)(1) 服部 ゆうか(05)(1)

田中 晴葵(04)(2) 田中 華(05)(2) 髙橋 久美(04)(2) 加藤 瑠渚(04)(2) 枝光 那奈(04)(2) 神田 奏乃(04)(2) 高橋 結楓(05)(1) 本間 美羽(05)(1)

山口 咲月(05)(1) 相原 未来歌(04)(2) 渡邉 奈月(04)(2) 山口 輝良(04)(2) 井上 紗希(05)(2) 和田 南帆子(04)(2) 原口 幸生(04)(2) 佐藤 愛理(05)(1)

永山 知実(04)(2) 有銘 瑞稀(04)(2) 野口 綺沙姫(06)(1) 髙梨 凜佳(04)(2) 江渡 礼実(03)(3) 八重樫 葵(04)(2) 吉岡 由香(05)(1) 鮎川 葵(05)(1)

11月21日 一般女子4X100mR

11月21日
一般女子

100mH(0.838m/8.50m)

11月21日 一般女子4X400mR

11月21日 一般男子4X400mR

11月21日 一般女子100m

7位 8位

11月21日 一般男子100m

11月21日
一般男子

110mH(1.067m/9.14m)

11月21日 一般男子4X100mR

1位 2位 3位

第210回松戸市陸上競技記録会 【21120751】 　　　一般の部　Top８
松戸運動公園陸上競技場 【123040】

2021/11/21 ～ 2021/11/21

4位 5位 6位



ト ラ ッ ク 審 判 長 矢野　隆照

ス タ ー ト 審 判 長 小林　武彦

招 集 所 審 判 長 原田　和矢

記 録 主 任 関村　亮

日付 種目

對馬 玲(06)(3) 11.10(-0.2) 柄澤 修太(06)(3) 11.23(-0.2) 村上 颯太朗(08)(1) 11.50(-0.2) 小山 広大(07)(2) 11.55(-0.2) 石山 優弥(07)(2) 11.67(+0.4) 十文字 勇人(08)(2) 11.76(+0.4) 大森 奏人(07)(2) 11.82(-0.2) 森田 暖人(07)(2) 11.91(+0.3)

千　葉・常盤平中 千　葉・みちるAC 千　葉・みちるAC 千　葉・松戸五中 千　葉・古ヶ崎中 千　葉・鎌ケ谷四中 千　葉・常盤松中 千　葉・小金南中

齋藤 幸昌(07)(2) 16.13(+0.1) 鵜澤 光佑(06)(3) 16.26(+0.1) 星 月斗(08)(2) 17.25(+0.1) 首藤 洸樹(07)(2) 19.56(-0.9) 仲川 大善(07)(2) 19.63(+0.1) 井上 瑛太(07)(2) 19.65(-0.9) 青柳 柊(07)(2) 19.73(-0.9) 佐藤 航平(07)(2) 20.70(+0.1)

千　葉・田中中 千　葉・みちるAC 千　葉・松戸四中 千　葉・我孫子中 千　葉・新松戸南中 千　葉・松戸六中 千　葉・松戸六中 千　葉・我孫子中

みちるAC・B 46.28 松戸五中A 47.47 柏二中A 48.05 新松戸南中A 48.08 我孫子中A 48.23 大津ヶ丘中A 48.48 常盤平中A 48.93 松戸二中A 49.12

田伏 兜真(08)(1) 早川 大翔(08)(2) 近藤 柊太朗(07)(2) 横田 夢生(08)(1) 郡司 晴輝(07)(2) 角田 優星(07)(2) 吉田 侑生(07)(2) 波毛 一真(07)(2)

中島 大輝(07)(2) 菅原 舜(07)(2) 川本 綾太郎(07)(2) 佐久間 和登(07)(2) 嶋田 優斗(07)(2) 佐藤 汰一(07)(2) 坂本 想真(07)(2) 朝賀 誠也(08)(1)

鵜澤 光佑(06)(3) 野田 翔太(07)(2) 大野 陽夏(07)(2) 小栗 悠祐(07)(2) 藤田 将寿(07)(2) 荒川 結稀(08)(2) 浦尾 和也(07)(2) 檜垣 光佑(08)(1)

吉田 新(06)(3) 小山 広大(07)(2) 小山 哲平(07)(2) 鉄羅 悠音(07)(2) 五十嵐 海琉(09)(1) 三浦 英太(07)(2) 青木 悠(08)(1) 高野 瑞絆(08)(2)

田中中A 3:50.19 松戸六中A 3:58.26 松戸六中B 4:06.36 新松戸南中A 4:07.07 松戸六中C 4:33.39

齋藤 幸昌(07)(2) 宮尾 愛翔(08)(2) 今村 嘉人(07)(2) 市川 大惺(08)(1) 宮澤 海斗(07)(2)

青木 眞路(06)(3) 海老原 克哉(07)(2) 鈴木 欧介(07)(2) 真崎 僚大(07)(2) 島田 陽太(08)(1)

佐藤 大虎(07)(2) 酒井 慎之介(07)(2) 青柳 柊(07)(2) 中野 結太(07)(2) 藤原 良建(08)(1)

菅原 健介(07)(2) 赤城 翔斗(07)(2) 朝岡 光輝(08)(2) 上杉 季梨也(07)(2) 平野 大海アンソニー(08)(1)

宇山 理央(06)(3) 12.63(+1.2) 亀山 美南(06)(3) 12.76(+1.2) 磯部 明音(07)(2) 13.04(+1.2) 櫻田 彩実(07)(2) 13.09(+1.2) 石坂 仁奈(07)(2) 13.29(+0.6) 照井 結桜(08)(2) 13.33(+1.0) 美代 妃美莉(06)(3) 13.40(+1.0) 梅戸 咲(06)(3) 13.42(+1.2)

千　葉・みちるAC 千　葉・高柳中 千　葉・松戸二中 千　葉・小金北中 千　葉・大津ヶ丘中 千　葉・松戸二中 千　葉・みちるAC 千　葉・中原中

金子 美月(06)(3) 15.61(-0.5) 藤木 菜月(06)(3) 15.81(-0.5) 小林 蓮佳(07)(2) 16.72(-0.5) 大豆生田 結(07)(2) 17.00(-0.5) 石塚 真麟(08)(1) 17.38(-0.5) 渡邉 紗季(09)(1) 17.59(-1.2) 田村 梨衣那(07)(2) 18.17(-0.5) 坪井 美月(07)(2) 18.84(-0.5)

千　葉・みちるAC 千　葉・田中中 千　葉・みちるAC 千　葉・新松戸南中 千　葉・田中中 千　葉・鎌ケ谷四中 千　葉・新松戸南中 千　葉・田中中

みちるAC・A 50.10 松戸二中A 51.77 小金南中A 54.30 新松戸南中A 54.70 鎌ケ谷四中A 54.78 光ヶ丘中A 54.94 柏二中A 54.97

冨田 雫(08)(2) 真田 花南(08)(2) 花島 凜音(08)(1) 石坂 莉亜(08)(1) 渡邉 紗季(09)(1) 浦 悠花(08)(2) 石井 愛莉(08)(1)

宇山 理央(06)(3) 磯部 明音(07)(2) 青木 莉杏(07)(2) 那須 美月(07)(2) 朝武 実咲(08)(1) 古川 ひなた(08)(2) 河添 愛桜(08)(1)

金子 美月(06)(3) 浦上 ちひろ(07)(2) 関本 浬(08)(1) 田村 梨衣那(07)(2) 関本 晴加(08)(1) 大野 莉愛(07)(2) 鎌田 紗(07)(2)

美代 妃美莉(06)(3) 照井 結桜(08)(2) 伊藤 智咲(08)(1) 大豆生田 結(07)(2) 岡田 理奈(08)(2) 中山 莉歩(07)(2) 髙橋 梨花(08)(1)

栗ヶ沢中A 54.97

松本 夕楓(07)(2)

冨樂 璃子(08)(2)

岩森 千佳(07)(2)

斗舛 香奈海(08)(2)

田中中A 4:28.99 松戸六中A 4:34.48 新松戸南中A 5:14.25

藤木 菜月(06)(3) 内藤 幸愛來(07)(2) 遠藤 ねね(09)(1)

寺田 莉子(07)(2) 櫻井 爽乃(07)(2) 鈴木 梨沙子(07)(2)

鈴木 彩葉(07)(2) 小野寺 珠季(07)(2) 菅原 あゆみ(09)(1)

石塚 真麟(08)(1) 林 彩絢(08)(1) 鈴木 暖花(08)(1)

凡例 

11月21日 中学女子4X400mR

11月21日 中学女子4X100mR

11月21日 中学女子100m

11月21日
中学女子

100mH(0.762m/8.00m)

11月21日 中学男子4X100mR

11月21日 中学男子4X400mR

7位 8位

11月21日
中学男子

110mH(0.914m/9.14m)

11月21日 中学男子100m

第210回松戸市陸上競技記録会 【21120751】 　　　　中学の部　Top８
松戸運動公園陸上競技場 【123040】

2021/11/21 ～ 2021/11/21

1位 2位 3位 4位 5位 6位


