
第223回松戸市陸上競技記録会 決 勝 記 録 一 覧 表（男子） 主 催: 松戸市陸上競技協会

（各種別・種目、総合Ｔｏｐ８） 後 援: （一財）千葉陸上競技協会

令和４年１２月１７日（土） 大会コード 22 12 0753 （一財）松戸市ｽﾎﾟｰﾂ協会

松戸運動公園陸上競技場 競技場コード 123040 主 管: 松戸市陸上競技協会

日付 種目

深田 健斗(05)(2) 8:34.54 小宮 尚栄(03)(1) 8:35.70 広松 大和(05)(2) 8:36.12 東條 太志(05)(2) 8:36.70 牛ノ濱 翔汰(03)(2) 8:37.04 山村 啓仁(01)(3) 8:37.34 ﾌｫﾚｯﾄ 伊庵(07)(3) 8:38.03 阿部 結斗(05)(2) 8:38.99

千　葉・専修大松戸高 長　崎・麗澤大 千　葉・流経大付柏高 千　葉・流経大付柏高 鹿児島・麗澤大 神奈川・専修大 千　葉・田中中 千　葉・専修大松戸高

鎌形 駿也(01)(3) 14:24.30 木村 大地(95) 14:28.78 森川 蒼太(02)(2) 14:31.95 上北 阿槻(02)(2) 14:34.83 長谷川 瑠(03)(2) 14:36.81 小野 修平(00)(4) 14:37.38 柴田 瀬允(00)(4) 14:37.89 鬼頭 壮平(99)(M1) 14:38.39

茨　城・流経大 宮　城・TEAMみちのく 神奈川・流経大 和歌山・流経大 茨　城・流経大 茨　城・日本大学 東　京・東京工業大 東　京・東京大

廣瀬 啓伍(02)(2) 29:38.53 秋吉 拓真(03)(1) 29:48.43 吉田 奏斗(04)(3) 29:48.91 関 優樹(04)(1) 29:49.55 中津 瑛斗(04)(1) 29:51.73 榊原 巧(03)(1) 29:52.30 竹岡 大(97)(M2) 29:53.25 大澤 巧使(01)(3) 29:53.98

福　井・麗澤大 兵　庫・東京大 宮　城・東北高 大　分・麗澤大 愛　知・順大 宮　城・麗澤大 千　葉・東京工業大 静　岡・麗澤大

審判長：伊藤　信夫 スタート審判長：小林　武彦 記録主任：岩脇　充司

第223回松戸市陸上競技記録会 決 勝 記 録 一 覧 表（女子） 主 催: 松戸市陸上競技協会

（各種別・種目、総合Ｔｏｐ８） 後 援: （一財）千葉陸上競技協会

令和４年１２月１７日（土） 大会コード 22 12 0753 （一財）松戸市ｽﾎﾟｰﾂ協会

松戸運動公園陸上競技場 競技場コード 123040 主 管: 松戸市陸上競技協会

日付 種目

矢萩 芽衣(09)(1) 4:49.25 金森 由衣(08)(2) 4:49.56 山口 紗奈(07)(3) 4:50.18 関 円来(05)(3) 4:51.42 岩畑 栞奈(06)(1) 4:54.33 弦巻 心遥(08)(2) 4:58.77 長塚 結南(09)(1) 4:59.21 黒木 永遠(05)(2) 5:05.34

千　葉・君津MSCRC 千　葉・小見川中 茨　城・HAC 千　葉・市立柏高 千　葉・日体大柏高 千　葉・湖北中 千　葉・柏中 千　葉・市立柏高

佐々木 玲奈(09)(2) 9:50.04 大西 夏帆(00)(4) 9:51.95 増田 向日葵(05)(3) 10:01.07 岡田 知夏(06)(1) 10:05.21 渡邉 夏帆(06)(1) 10:05.22 関口 歩花(05)(2) 10:08.12 天羽 海乃(08)(2) 10:16.63 坂野 聖心(05)(2) 10:23.32

千　葉・鎌ケ谷五中 千　葉・聖徳大 千　葉・市立柏高 千　葉・日体大柏高 千　葉・日体大柏高 千　葉・市立柏高 千　葉・岩名中 千　葉・流山南高

町田 直美(02)(2) 17:27.96 荏原 羽珠(05)(3) 18:56.00

東　京:一橋大 千　葉:市立柏高

<グラウンドコンディション> 審判長：伊藤　信夫 スタート審判長：小林　武彦 記録主任：岩脇　充司
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日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2022/12/17 09:00 曇 6.4 70.0 東 0.1

09:30 曇 7.0 64.0 北西 0.4

10:00 曇 7.0 71.0 北西 0.8

11:00 曇 7.0 71.0 北西 0.8

12:00 曇 7.5 71.0 北西 0.7

13:00 曇 7.7 64.0 北西 1.2

14:00 曇 7.4 71.0 北 0.6

15:00 曇 7.2 71.0 西北西 0.1

16:00 曇 7.2 71.0 東 0.3

16:07 曇 7.0 71.0 北西 0.6

17:00 曇 7.2 71.0 東 0.2

17:45 曇 7.0 71.0 北西 0.6


