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主催 松戸市陸上競技協会
（一財）千葉陸上競技協会

大会コード 22 12 0730 （一財）松戸市体育協会
競技場コード 主管 松戸市陸上競技協会  

日付 種目

白土 航 (1) 12.35 為我井 大翔 (1) 12.36 佐藤 優 (1) 12.53 本田 好夢 (1) 12.84 松川 司 (1) 13.00 伊藤 凛 (1) 13.01 髙橋 央 (1) 13.09 天辰 海慈 (1) 13.14

六実中 (+1.0) 湖北中 (+1.0) 鎌ケ谷中 (+1.0) 柏南部中 (+1.0) 川間中 (+0.1) 野田南部中 (+1.0) 常盤松中 (+0.1) 鎌ケ谷四中 (+0.1)

吉田 悠希 (2) 11.85 木全 吟慈 (2) 11.89 髙橋 謙志郎 (2) 12.09 ｱﾌﾞﾄﾞｩﾙ ワヒド (2) 12.13 朝賀 誠也 (2) 12.18 松井 佑斗 (2) 12.20 小野寺 徠 (2) 12.21 庄司 遥音 (2) 12.22

岩名中 (+0.5) 野田一中 (+0.5) 野田北部中 (+0.5) 木間ケ瀬中 (0.0) 松戸二中 (0.0) 古ヶ崎中 (+0.5) 鎌ケ谷中 (+0.5) 中原中 (+0.5)

大森 奏人 (3) 11.43 中島 大輝 (3) 11.69 田口 優斗 (3) 11.70 ｷｱﾝ ﾛﾝｷﾘｵ (3) 11.73 石崎 大獅 (3) 11.80 辻 蓮司 (3) 11.84 中島 健太 (3) 11.87 東 琉聖 (3) 11.88

常盤松中 (-0.9) 河原塚中 (-0.9) 湖北中 (-0.9) 野田一中 (-0.9) 小金北中 (-0.9) 根木内中 (-0.1) 岩名中 (-0.9) 湖北中 (-0.9)

合田 翔空 (3) 22.87 田口 優斗 (3) 23.72 酒井 慎之介 (3) 23.87 東 琉聖 (3) 23.96 大津 直生 (3) 24.10 辻 蓮司 (3) 24.10 ｷｱﾝ ﾛﾝｷﾘｵ (3) 24.14 松井 佑斗 (2) 24.20

根木内中 (+0.2) 湖北中 (+0.2) 松戸六中 (+0.2) 湖北中 (+2.1) 柏南部中 (+0.2) 根木内中 (+1.4) 野田一中 (+1.4) 古ヶ崎中 (+2.1)

笹原 匠実 (3) 53.52 勝部 匠亮 (3) 54.05 ｱﾌﾞﾄﾞｩﾙ ワヒド (2) 54.18 清水 佑惺 (3) 54.21 吉田 舜 (3) 54.74 藤田 隆成 (3) 54.86 千葉 聖輝 (3) 54.92 原田 匠 (2) 54.94

高柳中 久寺家中 木間ケ瀬中 和名ヶ谷中 湖北中 流山南部中 野田北部中 新松戸南中

川口 ムサ慧 (2) 2:02.28 伊東 直太郎 (2) 2:02.48 ﾌｫﾚｯﾄ 伊庵 (3) 2:04.45 中川 朝陽 (3) 2:04.69 松田 高明 (3) 2:05.25 大須賀 陽人 (3) 2:06.27 中村 琉生 (3) 2:06.44 渡辺 蘭勇 (3) 2:07.41

木間ケ瀬中 高柳中 田中中 古ヶ崎中 松戸四中 流山南部中 野田南部中 根木内中

小石沢 大翔 (1) 4:37.29 葛生 信進 (1) 4:38.48 西島 優希 (1) 4:42.20 後藤 漣 (1) 4:42.63 金子 陽翔 (1) 4:47.58 坂本 大翼 (1) 4:48.03 大野 虹空 (1) 4:48.94 瀨賀 大志 (1) 4:49.25

西初石中 布佐中 酒井根中 川間中 松戸二中 久寺家中 鎌ケ谷四中 鎌ケ谷四中

石井 琉之介 (3) 4:08.65 石塚 雅大 (3) 4:10.50 ﾌｫﾚｯﾄ 伊庵 (3) 4:15.74 川口 ムサ慧 (2) 4:16.24 森山 遼一 (2) 4:17.10 野口 稜将 (3) 4:17.46 荒井 大翔 (3) 4:17.84 小山 翔太郎 (3) 4:18.20

布佐中 松戸四中 田中中 木間ケ瀬中 白山中 野田一中 野田一中 野田南部中

橘 遼 (3) 9:15.36 持田 泰宏 (2) 9:17.51 矢野 良亮 (3) 9:18.66 樋口 竜斗 (3) 9:19.24 山田 蒼太 (3) 9:19.67 野口 稜将 (3) 9:23.88 武藤 皐 (3) 9:25.04 黒澤 昊 (3) 9:28.62

柏四中 古ヶ崎中 久寺家中 西原中 南流山中 野田一中 久寺家中 久寺家中

共通110mH 斎藤 幸昌 (3) 16.00 岡野 陸 (3) 17.06 中山 葵 (2) 17.75 仲川 大善 (3) 17.86 程田 威吹 (3) 18.23 臼井 颯 (3) 18.33 本山 凌久 (3) 18.49 斉藤 修也 (3) 18.49

(0.914m/9.14m) 田中中 (-0.8) 湖北中 (-0.8) 南流山中 (+0.4) 新松戸南中 (-0.8) 流山南部中 (+0.4) 南流山中 (+0.4) 二川中 (-0.8) 小金南中 (+0.4)

岩名中A 44.60 湖北中A 44.75 根木内中A 45.07 我孫子中A 45.98 松戸六中A 46.07 流山南部中A 46.09 流山東部中A 46.14 河原塚中A 46.19

中島 健太 (3) 東 琉聖 (3) 中村 青生 (2) 宇田川 滉太 (2) 今村 嘉人 (3) 新岡 明日翔 (3) 川畑 建大 (3) 佐藤 珀翔 (3)

大坪 勇貴 (3) 長谷部 凌 (3) 片山 涼太 (3) 郡司 晴輝 (3) 酒井 慎之介 (3) 鈴木 雄馬 (3) 長内 琢海 (3) 大野 燈 (3)

吉田 悠希 (2) 田口 優斗 (3) 辻 蓮司 (3) 藤田 将寿 (3) 鈴木 欧介 (3) 程田 威吹 (3) 石塚 光琉 (3) 丸井 一晟 (3)

溝上 優空 (3) 白川 大翔 (3) 合田 翔空 (3) 嶋田 優斗 (3) 海老原 克哉 (3) 立原 珠惟 (3) 本田 健大 (3) 中島 大輝 (3)

今井 凌駕 (3) 1m76 宮尾 愛翔 (3) 1m70 2)井上 颯翔 (2) 1m70 白上 凌大 (3) 1m70 福田 奏空 (3) 1m70 朝岡 光輝 (3) 1m65 戸邉 慶一 (3) 1m60 7)臼井 颯 (3) 1m60

松戸四中 松戸六中 河原塚中 岩名中 流山南部中 松戸六中 野田一中 南流山中

多賀 涼太 (1) 5m58 田中 光陽 (1) 4m87 小倉 虹海 (1) 4m83 山影 英汰 (1) 4m82 立山 桔平 (1) 4m76 宗像 航輝 (1) 4m73 猪瀬 海 (1) 4m67 本間 瑞規 (1) 4m65

高柳中 (+0.9) 木間ケ瀬中 (+0.8) 常盤平中 (+1.4) 岩名中 (-0.1) 根木内中 (+0.4) 南流山中 (+0.6) 柏四中 (+0.8) 岩名中 (+1.0)

岡野 陸 (3) 6m05 檜垣 光佑 (2) 5m95 丸井 一晟 (3) 5m70 丹生 将虎 (3) 5m60 西村 直澄 (3) 5m47 吉田 侑生 (3) 5m46 古川 結登 (3) 5m42 小平 愛斗 (3) 5m39

湖北中 (-0.3) 松戸二中 (+0.8) 河原塚中 (-2.2) 小金南中 (-0.4) おおたかの森中 (+0.1) 常盤平中 (+1.6) 常盤平中 (0.0) 豊四季中 (-1.7)
共通砲丸投 山本 玲緒 (3) 11m23 鏡 優樹 (3) 10m02 菅野 航平 (3) 9m70 髙橋 周平 (3) 8m44 川村 虎汰 (3) 8m37 宮下 泰地 (3) 8m36 村山 朋希 (2) 8m06 日浦 流芽 (3) 7m99
(5.000kg) 河原塚中 新松戸南中 松戸四中 小金南中 手賀中 野田南部中 湖北台中 木間ケ瀬中
共通四種 根岸 永真 (3) 2075 宮村 拓実 (2) 1347 横山 廉 (2) 1329

南流山中 南流山中 南流山中
110mH(0.914m) 15.67 +0.5 770 20.80 +0.5 289 22.74 +0.5 165

砲丸投(4.000kg) 9m68 466 5m61 226 7m10 313
走高跳 1m45 352 1m57 441 1m54 419
400m 57.91 487 1:00.65 391 59.46 432
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第218回松戸市陸上競技記録会　中学生大会 Top８一覧表（男子）

令和4年6月18日（土）19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) 日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2022/06/18 09:00 曇 24.7 77.0 南東 0.1 2022/06/19 09:00 晴 28.5 62.0 東南東 0.7

09:30 曇 25.2 75.0 北 0.2 09:30 晴 28.8 60.0 北北西 0.4

10:00 曇 25.4 76.0 南東 0.0 10:00 晴 29.2 57.0 北北西 0.4

11:00 曇 26.7 69.0 北西 0.4 11:00 晴 29.6 53.0 北北西 1.2

12:00 曇 26.7 67.0 北北東 0.4 12:00 晴 29.4 53.0 南東 1.2

13:00 曇 26.4 69.0 西南西 0.2 13:00 晴 29.4 54.0 東南東 0.9

14:00 曇 26.3 75.0 南西 0.3 14:00 晴 29.6 52.0 南東 1.4

15:00 曇 25.5 78.0 西北西 0.4 15:00 晴 29.2 60.0 北西 1.4

15:40 曇 25.2 80.0 北西 2.1 15:05 晴 28.8 60.0 北北東 0.8

審判長　(トラック)矢野　隆照　（フィールド）櫻井　隆裕　(スタート)小林 武彦　(招集所)原田　和矢　　記録主任　濱田　聡彦


