
主催 （一財）千葉陸上競技協会

大会コード 18 12 3307
競技場コード121010

種目
U13小4女子800m 9 野田　紗希 (4) 2:58.27 田村 心暖 (4) 2:58.34 大木 陽愛 (4) 2:58.37 小川 苺々 (4) 2:58.62 川口 妃菜 (4) 3:01.80 越後 希天 (4) 3:01.87 佐藤　鈴音 (4) 3:02.77 武内　こまち (4) 3:05.88

1組 君津MSCRC 新木小 新木小 新木小 新木小 新木小 ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ

17 日向　珠加 (4) 3:06.21 前田　結衣 (4) 3:06.69 宮川 紗衣 (4) 3:30.78 吉田　百花 (4) 4:05.14

君津MSCRC 轟AC 新木小 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

U13小5女子800m 増田　岬虹 (5) 2:32.44 木下　小雪 (5) 2:37.93 菅原　仁子 (5) 2:41.78 飯田　琴音 (5) 2:45.41 中村　璃彩 (5) 2:45.42 遠山　心絆 (5) 2:46.64 宮川 結衣 (5) 2:47.88 諸持　来望 (5) 2:49.66

1組 チーム柏 ima Kids RKU ｊｒAC 成田陸上ｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ ima Kids 新木小 ima Kids
9 川井　菜々子 (5) 2:51.96 戸塚　かんな (5) 2:52.53 栁田　花音 (5) 2:54.64 渡邉　華音 (5) 2:56.59 池井　友菜 (5) 2:56.98 田村　和か (5) 3:01.00 前田　純香 (5) 3:25.88 福田　美空 (5) 3:31.84
富津F.Jr.陸上 野田ｼﾞｭﾆｱ 小竹小 轟AC 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 轟AC

U13小5女子800m 清水　唯 (5) 2:38.10 川上　栞 (5) 2:38.91 飯田 美桜南 (5) 2:41.46 高栖　琉愛 (5) 2:43.40 武藤　真彩 (5) 2:44.68 長峰　莉海南 (5) 2:45.35 水野　佑香 (5) 2:47.37 根本　夏鈴 (5) 2:47.86

2組 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 野田ｼﾞｭﾆｱ 新木小 チーム柏 野田ｼﾞｭﾆｱ 国分寺台西小 ima Kids 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ

9 小峯　蘭 (5) 2:49.46 糟谷　知穂 (5) 2:49.74 岩井　莉緒 (5) 2:54.06 畑山　れい (5) 2:55.80 小川　優希羽 (5) 2:55.86 新村　理子 (5) 2:56.89 大塚 有紗 (5) 3:02.66 多田　葵 (5) 3:22.47

ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ 富津F.Jr.陸上 小竹小 SAA ima Kids 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 新木小 成田陸上ｸﾗﾌﾞ

U13小5女子800m 加藤　来実 (5) 2:26.12 石川　舞桜 (5) 2:34.70 手塚　蕾 (5) 2:36.35 村上　美優 (5) 2:36.50 山口　紗奈 (5) 2:38.94 寺田　莉子 (5) 2:39.02 白鳥　日香莉 (5) 2:39.35 松本　沙良 (5) 2:44.48

3組 東葛RC GR ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ ima Kids 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ チーム柏 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 東葛RC

追分　爽心 (5) 2:45.33 高橋　まりな (5) 2:47.53 高橋　優花 (5) 2:53.46 小泉　歌恩 (5) 2:55.35 寺田　茉子 (5) 2:57.13 舘山　姫和 (5) 2:57.17 萩原　美和 (5) 2:57.59 財邉　ひより (5) 3:11.46

野田ｼﾞｭﾆｱ 富津F.Jr.陸上 野田ｼﾞｭﾆｱ 成田陸上ｸﾗﾌﾞ チーム柏 ima Kids 小竹小 野田ｼﾞｭﾆｱ

U13小6女子1000m 椎名　恵 (6) 3:05.75 関根　さくら (6) 3:13.37 高田　実夢 (6) 3:13.85 大森　美咲 (6) 3:14.96 池澤　茜 (6) 3:15.71 横田　宇佐子 (6) 3:18.67 所　愛菜 (6) 3:19.49 三上　真優 (6) 3:19.75

1組 ima Kids GR 野田ｼﾞｭﾆｱ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子四小 チーム柏 チーム柏 ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ 我孫子四小

9 羽生　ゆず (6) 3:20.89 川村 菜々美 (6) 3:21.65 長谷川　鈴音 (6) 3:24.46 戸張　亜実 (6) 3:28.84 新井　幸希 (6) 3:35.00 矢口　千陽乃 (6) 3:36.72 山村 柚乃 (6) 3:38.38 佐々木　美羽 (6) 3:41.67
小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 新木小 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ チーム柏 君津MSCRC 土気ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 習志野ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 君津MSCRC
17 古谷　祐菜 (6) 3:44.34 渡辺　玲依 (6) 3:57.64 吉田　早希 (6) 4:07.10

高野山小 轟AC 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

U13小6女子1000m 杉山　　雫 (6) 3:04.49 大畑　希來 (6) 3:05.82 島井　彩衣 (6) 3:11.65 山田　古都音 (6) 3:18.03 笠野　心結　 (6) 3:23.85 石井　深愛 (6) 3:25.34 小倉　栞奈 (6) 3:29.30 岡田　実季 (6) 3:32.12

2組 東葛RC GR チーム柏 GR 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 東葛RC SAA 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 東葛RC 小竹小

9 栗原　莉央 (6) 3:34.37 深瀬　天香 (6) 3:36.91 中島　心咲 (6) 3:39.80 櫻井 梨里 (6) 3:43.71 千田　彩夏 (6) 3:44.88 瀬川　白雪 (6) 3:48.14 佐伯　浬 (6) 3:59.80 坂本　麗 (6) 4:04.56

成田陸上ｸﾗﾌﾞ 野田ｼﾞｭﾆｱ ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 轟AC 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ

17 原　愛花 (6) 4:12.51
幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

6位 7位 8位

第3回U13/U16 Long-Distance Run
兼第37回都道府県対抗女子駅伝･第24回都道府県対抗男子駅伝中学生選手選考会

予選記録一覧表(女子)

平成３０年１１月２３日（金）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位
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1位 2位 3位 4位 5位

U16中1女子2000m 本澤　美桜 (1) 6:36.23 大塚　夢亜 (1) 6:47.03 永峰　俐瑚 (1) 6:56.31 髙安　侑奈 (1) 6:59.20 鈴木　沙和 (1) 6:59.80 北根　果宙 (1) 7:00.20 須本　春菜 (1) 7:09.48 綿抜　彩乃 (1) 7:17.26

1組 湖北中 湖北中 越智中 佐原中 湖北中 岬中 佐原中 佐原中

9 手塚　万莉 (1) 7:18.36 渡邉　心音 (1) 7:21.55 山田　侑奈 (1) 7:53.52 小野　友莉香 (1) 8:06.12 平井　優 (1) 8:10.27 高濱　歩生 (1) 8:11.95 積田　杏実 (1) 8:12.26 太田　万葉 (1) 8:41.58

久寺家中 法田中 布佐中 おゆみ野南中 土気南中 おゆみ野南中 おゆみ野南中 市川四
17 太田　来美 (1) 9:13.29 寺田　美結 (1) 9:14.89 飯嶋　日菜 (1) 9:22.88

木更津二中 神崎中 神崎中

U16中1女子2000m 横山　優奈 (1) 7:34.43 生方　李歩 (1) 7:35.94 大澤　莉央 (1) 7:36.56 田﨑　愛莉 (1) 7:37.47 須賀　理々咲 (1) 7:41.81 藤原　美羽 (1) 7:43.57 高山　幸穂 (1) 7:43.83 石井　優杏 (1) 7:45.08

2組 小見川中 常盤平中 鎌ケ谷二中 野田南部中 海神中 大網中 松戸二中 習志野七中

9 山田　夏輝 (1) 7:46.42 舩﨑　菜々子 (1) 7:50.18 三浦　榛香 (1) 7:50.31 篠宮　里央 (1) 7:51.28 鹿野　未織 (1) 7:56.06 渡邉　真央 (1) 7:59.95 嶋田　愛 (1) 8:00.78 野口　綺沙姫 (1) 8:01.67

海神中 大網中 野田南部中 木更津二中 海神中 習志野七中 東庄中 妙典中
17 小林　咲希 (1) 8:04.49 亀井　乃愛 (1) 8:05.50 伊藤　璃乃 (1) 8:08.12 島根　凜 (1) 8:11.54 鹿野　莉央 (1) 8:35.14 菅原　史織 (1) 8:39.35 伊藤　夢衣 (1) 9:09.57

習志野七中 習志野一中 大椎中 松戸二中 海神中 習志野七中 大椎中

U16中1女子2000m 角目　心都 (1) 6:53.90 新明　百寿花 (1) 6:54.37 金久保　樹里 (1) 7:00.89 谷村　優花 (1) 7:01.55 成毛　幸穂 (1) 7:02.04 石附　杏樹 (1) 7:04.92 緒方　心花 (1) 7:05.29 飯田　和代 (1) 7:07.15

3組 常盤平中 野田北部中 豊四季中 鎌ケ谷二中 小見川中 野田北部中 柏二中 波岡中
9 多田隈　いちか (1) 7:08.70 森　有希 (1) 7:12.02 堀　芽々華 (1) 7:12.56 川田　あかり (1) 7:12.98 小山　瑞可 (1) 7:17.48 黒木　永遠 (1) 7:18.26 神田　真帆 (1) 7:26.11 長内　美羽 (1) 7:26.41

海神中 鎌ケ谷二中 野田北部中 鎌ケ谷二中 木更津二中 鎌ケ谷二中 野田南部中 松戸六中
17 石垣　舞衣 (1) 7:28.16 佐藤　雪音 (1) 7:30.85 田代　らら (1) 7:33.97 西山　小梅 (1) 7:34.45 甲谷　彩夏 (1) 7:42.29 牛ノ濱　杏美 (1) 7:48.45

鎌ケ谷二中 野田南部中 野田北部中 大椎中 鎌ケ谷二中 木更津二中

U16中2女子2000m 原　有彩 (2) 6:45.75 菅原　凜香 (2) 6:49.88 本城　聖実 (2) 6:55.13 豊田　双葉 (2) 6:58.44 三浦　紗称 (2) 6:59.09 大竹　咲良 (2) 7:16.47 久保　冴咲 (2) 7:21.32 水飼　るな (2) 7:23.22

1組 久寺家中 GR 越智中 久寺家中 久寺家中 神崎中 佐原中 久寺家中 湖北中

9 戸村　美桜 (2) 7:32.91 吉野　綸 (2) 7:43.17 水止　彩乃 (2) 7:45.65 長谷部　楓 (2) 7:47.11 里見　琴 (2) 7:59.19 鈴木　真歩 (2) 8:08.81 加藤　里彩 (2) 8:13.69 高本　理恵 (2) 8:46.67

佐原中 佐原中 佐原中 布佐中 土気南中 神崎中 神崎中 神崎中
17 野口　華子 (2) 9:00.37 勝俣　萌香 (2) 9:14.03

神崎中 神崎中

U16中2女子2000m 川﨑　凜乃 (2) 7:38.85 井澤　結 (2) 7:46.03 ｳｱﾑﾘｱ　蓮奈 (2) 7:48.75 友次　玲奈 (2) 7:49.37 秋山　実咲 (2) 7:51.82 松本　あや (2) 7:57.61 関根　穂香 (2) 7:58.36 尾倉　帆香 (2) 8:03.70

2組 真砂中 真砂中 市川四 妙典中 松戸六中 習志野一中 野田南部中 木更津二中
9 熊谷　真奈美 (2) 8:05.14 松本　歩 (2) 8:25.80 山田　萌加 (2) 8:27.60

習志野一中 妙典中 真砂中

U16中2女子2000m 横田　美詩留 (2) 7:05.87 髙嶋　紗彩 (2) 7:07.06 岡﨑　ひな子 (2) 7:09.66 市原　彩羽 (2) 7:10.19 海老原　乃愛 (2) 7:11.33 大内　彩音 (2) 7:12.32 渡邊　万悠 (2) 7:13.94 沖野　詩月 (2) 7:16.85

3組 常盤平中 小見川中 大津ケ丘中 常盤松中 有吉中 真砂中 常盤平中 松戸六中
9 皆川　かのん (2) 7:17.42 高畑　日菜乃 (2) 7:17.46 柴田　結衣 (2) 7:18.36 落合　ののか (2) 7:21.87 髙橋　未玲 (2) 7:33.54 岡﨑　舞 (2) 7:33.95 清水　咲 (2) 7:35.01 不破　美樹 (2) 7:36.09

法田中 鎌ケ谷中 常盤平中 野田南部中 妙典中 浦安中 有吉中 松戸六中
17 仙波　紗佳 (2) 7:49.01 大城　紗楽 (2) 7:49.62 佐藤　芽久 (2) 7:59.72

法田中 大網中 多古中

U16中2女子2000m 水越　葵唯 (2) 6:51.47 瀧口　美玖 (2) 6:51.65 小瀬　百々花 (2) 6:53.53 藤山　天花 (2) 6:56.40 市原　光悠 (2) 6:56.46 村石　陽南 (2) 6:56.98 大山　莉央 (2) 6:57.48 小野寺　琳々 (2) 6:57.51

4組 松戸六中 海神中 法田中 小見川中 常盤松中 大津ケ丘中 西初石中 木更津二中

9 宮川　萌奈 (2) 6:58.33 藤田　希々姫 (2) 6:59.03 濱登　小陽 (2) 7:01.44 筒井　真優 (2) 7:12.14 島倉　あゆ美 (2) 7:15.76 梶原　真希 (2) 7:16.55 齋藤　彩菜 (2) 7:18.91 齋藤　友佳 (2) 7:19.09

海神中 野田南部中 松戸二中 浦安中 市川四 鎌ケ谷中 多古中 法田中
17 小川　美緒 (2) 7:20.57 佐藤　美樹 (2) 7:28.54 又場　妃世 (2) 7:28.81 西　未理 (2) 7:36.66 宮川　七海 (2) 7:40.85

大網中 大椎中 松戸六中 海神中 大津ケ丘中

中学女子3000m 9 今泉　日向花 (2) 10:14.87 根本　菜々美 (3) 10:16.42 南　莉花 (2) 10:16.67 岩永　桜 (2) 10:21.93 當谷　ありさ (2) 10:22.08 德本　紗希 (3) 10:23.16 石毛　友彩 (2) 10:24.35 菊池　ゆとり (3) 10:26.56

決勝 野田北部中 柏二中 大網中 常盤平中 久寺家中 逆井中 旭二中 西原中
17 植田　日瑶里 (2) 10:30.42 森　樹香 (3) 10:38.56 関　円来 (2) 10:40.47 泉谷　尚希 (2) 10:47.05 川﨑　椋月 (3) 10:52.89 相馬　摩耶 (2) 11:00.18 出口　歩果 (3) 11:00.79 中田　乃愛 (2) 11:07.00

岩名中 行田中 柏二中 井野中 高柳中 湖北中 酒井根中 鎌ケ谷五中
25 栗田　宙佳 (3) 11:27.13

流山東部中

審判長：　隅坂　道昭 記録主任：　黒田　泰三


