
No 1
主催 松戸市陸上競技協会
後援 （一財）松戸市スポーツ協会

（一財）千葉陸上競技協会
競技会コード22 12 0751 主管 松戸市陸上競技協会
競技場コード  

日付 種目

五味 直也 10.84 柄澤 修太 (1) 10.89 富田 涼太郎 (3) 10.93 作家 弥希 (3) 11.01 坂本 聖也 (3) 11.06 叶 隼人 11.14 守沢 和真 (3) 11.15 真野 勇人 (3) 11.16

ゴリラーズ (+0.2) 光英ｳﾞｪﾘﾀｽ高 (+0.2) 東農大 (+0.2) 駿河台大 (+1.7) 松戸六実高 (+1.9) SAC (+0.2) 船橋法典高 (+0.8) 船橋法典高 (+0.2)

稲生 遥希 (2) 15.88 矢島 伸一 (1) 17.65 清水 陽人 (1) 17.90 小池 凌太 (2) 18.05 滝山 虹輝 (1) 19.29

二松学舎柏高 (+0.1) 松戸六実高 (+0.1) 流山南高 (+0.8) 我孫子高 (+0.8) 流山南高 (+0.8)

専修大松戸高A 42.94 市立松戸高A 43.25 松戸六実高A 43.84 船橋法典高A 43.90 我孫子高A 44.62 松戸六実高B 45.18 薬園台高A 45.21 船橋法典高B 45.28

田辺 柊哉 (2) 吉益 和輝 (2) 三浦 壮駿 (2) 中山 幸紀 (2) 白石 翔大 (1) 杉山 叶汰 (1) 伊藤 聡亮 (1) 真野 勇人 (3)

佐藤 巧望 (1) 上條 寛太 (2) 相原 結和 (2) 石野 永遠 (2) 月野 天夢 (1) 満 優太 (1) 小笠原 俊 (2) 三上 陽太 (1)

大田 鷹生 (1) 佐々木 輝 (2) 湯浅 恭弥 (2) 日開 弘喜 (2) 鈴木 尋翔 (1) 矢島 伸一 (1) 市村 凛人 (1) 山本 悠樹 (1)

山倉 勇樹 (2) 武末 櫂斗 (2) 横山 響 (2) 丸山 拓海 (1) 八木 虎太郎 (1) 山田 倖輝 (2) 古舘 悠太 (1) 萩原 翔希 (2)

市立松戸高A 3:26.44 船橋法典高A 3:28.14 松戸六実高B 3:34.72 薬園台高A 3:35.44 流山南高A 3:38.45 野田中央高B 3:38.71 船橋法典高D 3:39.79 流山南高C 3:41.11

吉益 和輝 (2) 日開 弘喜 (2) 杉山 叶汰 (1) 小笠原 俊 (2) 西銘 洋斗 (2) 岩瀬 竜太 (2) 勝山 翔太 (3) 加納 悠平 (3)

佐々木 輝 (2) 中山 幸紀 (2) 三浦 真樹 (2) 古舘 悠太 (1) 長原 裕貴 (2) 中島 柊 (2) 丸山 拓海 (1) 工藤 雷文 (3)

武末 櫂斗 (2) 真野 勇人 (3) 岩本 光希 (1) 市村 凛人 (1) 岡田 夏輝 (2) 橋本 英虎 (1) 高野 廉 (1) 堀 颯斗 (3)

上條 寛太 (2) 岡野谷 太一 (3) 坂本 聖也 (3) 小竹 智大 (1) 安永 拓耶 (1) 髙松 大輝 (3) 宮﨑 優希 (2) 波平 倫弥 (3)

小山 広大 (3) 11.19 ハッサン アイマン (3) 11.29 十文字 勇人 (3) 11.43 村上 颯太朗 (2) 11.45 大森 奏人 (3) 11.48 青山 竣哉 (3) 11.53 松井 佑斗 (2) 11.71 菅原 舜 (3) 11.90

松戸五中 (+0.8) 松戸五中 (+1.5) みちるAC (+1.5) みちるAC (+1.5) 常盤松中 (+1.5) みちるAC (+1.5) 古ヶ崎中 (+1.5) 松戸五中 (+1.5)

斎藤 幸昌 (3) 14.42 森田 暖人 (3) 14.48 田伏 兜真 (2) 16.10 上田 絢翔 (2) 16.14 古平 比呂人 (2) 17.09 井戸沼 侑里 (2) 17.70 長谷川 祥彦 (2) 18.22 竹下 誠馬 (1) 18.72

田中中 (0.0) 小金南中 (0.0) 田中中 (0.0) 高谷中 (0.0) 南流山中 (0.0) 柏三中 (0.0) 坪井中 (+1.9) 坪井中 (+1.9)

松戸五中B 44.26 みちるACA 45.65 古ヶ崎中A 47.64 田中中A 47.68 南流山中A 48.03 松戸一中A 48.12 六実中A 48.21 栗ヶ沢中A 48.38

新垣 龍也 (3) 十文字 勇人 (3) 安藤 寛人 (2) 斎藤 幸昌 (3) 中山 葵 (2) 冨満 健慎 (2) 松本 滉平 (2) 飯泉 生和 (2)

ハッサン アイマン (3) 村上 颯太朗 (2) 松井 佑斗 (2) 田伏 兜真 (2) 宮村 拓実 (2) 渡邊 創太 (2) 岡部 光輝 (2) 遠藤 大斗 (2)

菅原 舜 (3) 青山 竣哉 (3) 山川 悠希 (2) 高妻 泰志 (2) 古平 比呂人 (2) 平川 憲伸 (2) 矢作 優真 (2) 髙橋 拓実 (2)

小山 広大 (3) 羽鳥 朔空 (1) 佐々木 廉 (2) 増田 勇仁 (2) 増田 陽介 (2) 中島 大吾 (2) 白土 航 (1) 丸山 康佑 (2)

田中中A 3:54.24 栗ヶ沢中A 4:06.86 小金北中A 4:07.89 栗ヶ沢中B 4:20.42

田伏 兜真 (2) 遠藤 大斗 (2) 谷 祐大 (2) 髙橋 拓実 (2)

高妻 泰志 (2) 飯泉 生和 (2) 杉山 虎斗 (2) 大作 海人 (2)

増田 勇仁 (2) 嘉藤 來翔 (2) 谷 祐光 (1) 丸山 康佑 (2)

斎藤 幸昌 (3) 杉山 歩夢 (2) 内山 煌駿 (1) 木内 聖真 (2)

グラウンドコンディション

123040

20 中学男子4X100mR

20 一般男子100m

20

20 一般男子4X400mR

20 中学男子4X400mR

20 中学男子100m

第２２２回松戸市陸上競技記録会 Top８一覧表（男子）
令和4年11月20日（日）
松戸運動公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 8位5位 6位 7位

20
中学男子110mH
(0.914m/9.14m)

一般男子110mH
(1.067m/9.14m)

20 一般男子4X100mR

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2022/11/20 09:00 曇 11.0 75.0 北西 1.0

09:30 雨 11.5 81.0 北西 0.4

10:00 曇 11.9 87.0 西北西 1.2

11:00 曇 12.3 76.0 西北西 1.1

12:00 曇 13.2 77.0 北西 1.2

13:00 曇 14.1 67.0 西北西 1.1

14:00 曇 13.7 77.0 西北西 0.9

15:00 曇 13.6 71.0 南西 0.9

15:21 雨 13.5 71.0 北北東 0.2

審判長　(トラック)林　英昭　(スタート)小林 武彦　(招集所)山本　賢良　　記録主任　岩脇　充司
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山﨑 そら (2) 12.54 高橋 久美 (3) 12.68 山口 咲月 (2) 13.19 鈴木 麗 (1) 13.27 山口 毬子 (1) 13.39 岩﨑 彩未 (2) 13.40 大里 知菜 (1) 13.51 吉岡 由香 (2) 13.51

市立松戸高 (+1.8) 船橋法典高 (+1.8) 市立松戸高 (+0.4) 船橋法典高 (+1.8) 我孫子高 (+1.0) 松戸六実高 (+2.5) 流山南高 (+2.5) 流山南高 (+2.5)

手塚 なみ (1) 16.40 塩田 真希 (1) 17.08 中川 レナ (2) 17.23 菅澤 夢生 (2) 17.38 萬代 のどか (2) 17.51 石井 さくら (1) 19.59

流山南高 (+0.6) 二松学舎柏高 (+0.6) 我孫子高 (+0.6) 市立松戸高 (+0.5) 薬園台高 (+0.6) 二松学舎柏高 (+0.5)

市立松戸高A 49.68 51.34 市立松戸高B 52.47 流山南高A 52.53 薬園台高A 53.47 二松学舎柏高A 54.08

武田 麻理 (2) 高橋 久美 (3) 菅澤 夢生 (2) 手塚 なみ (1) 萬代 のどか (2) 曽宮 真優 (1)

山口 咲月 (2) 野口 綺沙姫 (2) 櫛山 小雪 (2) 櫻井 愛 (2) 冬室 沙織 (1) 赤尾 陽菜 (1)

川原 夕和 (1) 梅原 由伊 (2) 近藤 花音 (1) 大里 知菜 (1) 松永 香凜 (1) 手島 恋雪 (1)

山﨑 そら (2) 鈴木 麗 (1) 須藤 乃愛 (1) 吉岡 由香 (2) 髙井 彩矢 (2) 塩田 真希 (1)

流経大付柏高A 4:19.43 4:21.02 薬園台高A 4:23.20 流山南高A 4:25.11 野田中央高B 4:26.49 松戸六実高A 4:28.76 二松学舎柏高A 4:38.69 薬園台高B 4:47.83

松田 萌夏 (2) 服部 ゆうか (2) 冬室 沙織 (1) 櫻井 愛 (2) 岡田 心愛 (1) 岩﨑 彩未 (2) 赤尾 陽菜 (1) 萬代 のどか (2)

藤榮 遥 (2) 植田 虹乃花 (2) 多田隈 いちか (2) 手塚 なみ (1) 佐藤 愛理 (2) 岩本 美里 (1) 塩田 真希 (1) 古旗 優衣 (2)

吉野 舞桜 (1) 久木井 由奈 (1) 松永 香凜 (1) 吉岡 由香 (2) 飯塚 寧々 (1) 佐藤 黎凰 (1) 山崎 祐花 (1) 那須 莉名 (2)

楠本 若葉 (2) 関口 怜良 (1) 菅野 そよ香 (1) 高橋 結楓 (2) 鮎川 葵 (2) 金子 波瑠 (1) 小菅 千夏 (1) 髙井 彩矢 (2)

ハッサン アマール (1) 12.91 樋口 碧空 (2) 12.94 加藤 優生 (1) 13.50 涌井 結菜 (2) 13.52 加藤 羽菜 (2) 13.53 関本 晴加 (2) 13.55 林 彩絢 (2) 13.66 上田 麗奈 (2) 13.70

松戸五中 (+1.4) 常盤松中 (+1.4) 松戸三中 (+1.4) 柏三中 (+1.4) 南流山中 (+1.4) みちるAC (+1.4) 松戸六中 (+1.4) 湖北台中 (+1.4)

柴田 音海 (2) 15.78 渡邉 紗季 (2) 16.23 原 佑奈 (2) 16.29 石塚 真麟 (2) 16.70 網野 紅羽 (2) 16.99 佐々木 亜実香 (1) 17.07 小林 蓮佳 (3) 17.10 小笹 夏櫻 (2) 17.72

逆井中 (+1.3) みちるAC (+1.2) 南流山中 (+1.3) 田中中 (+1.3) 逆井中 (+1.3) 鎌ケ谷三中 (+1.2) みちるAC (+1.3) 坪井中 (+1.2)

みちるACA 53.84 54.02 松戸五中A 54.57 南流山中A 54.73 松戸一中A 55.16 酒井根中A 55.27 逆井中A 55.32 湖北台中A 55.40

松浦 花朋 (1) 石塚 真麟 (2) 杉山 凛 (1) 比嘉 杏樹 (1) 久保 杏奈 (2) 齋藤 想 (2) 安藤 凜 (1) 齋藤 萌南 (2)

柄澤 絢英 (1) 石井 佑実 (2) ハッサン アマール (1) 原 佑奈 (2) 廣瀬 美咲 (2) 西村 娃莉 (2) 柴田 音海 (2) 上田 麗奈 (2)

関本 晴加 (2) 木村 愛 (2) 平河内 奈那 (1) 井實 凜 (1) 本吉 由空 (2) 桑原 愛奈 (2) 網野 紅羽 (2) 柴崎 瑠夏 (2)

渡邉 紗季 (2) 堺 蒼來 (2) 東條 咲和 (1) 加藤 羽菜 (2) 村山 虹恵 (2) 皆川 茶乃 (2) 依田 恵理 (2) 田村 葉音 (2)

田中中A 4:31.39 4:43.64

木村 愛 (2) 網野 紅羽 (2)

石塚 真麟 (2) 後藤 結彩 (1)

青木 虹姫 (3) 浦 千咲 (1)

寺田 莉子 (3) 成川 来美 (1)

8位

Top8 一覧表（女子）

6位5位3位 4位

令和4年11月20日（日）
松戸運動公園陸上競技場 123040

第２２２回松戸市陸上競技記録会

7位1位 2位

20 一般女子100m

20
一般女子100mH
(0.838m/8.50m)

20 中学女子4X400mR

20 中学女子100m

中学女子4X100mR

中学女子100mH
(0.762m/8.00m)

20

20

20 一般女子4X100mR

船橋法典高A

20 一般女子4X400mR

野田中央高A

逆井中A

田中中A

審判長　(トラック)林　英昭　(スタート)小林 武彦　(招集所)山本　賢良　　記録主任　岩脇　充司


