
主催 （一財）千葉陸上競技協会

大会コード 22 12 3307

競技場コード 121010 主管 （一財）千葉県陸上競技協会

種目
高橋　悠翔 (5) 2:28.90 山浦　千樹 (5) 2:29.94 松下　琉翔 (5) 2:31.48 山下　篤人 (5) 2:31.65 住谷　琉碧 (5) 2:32.07 東　圭太 (5) 2:33.06 山上　大空心 (4) 2:34.66 加瀬　新 (5) 2:35.71

市原AC 土気AC 小見川陸上クラブ ima kids 君津ＭＳＣＲＣ 君津ＭＳＣＲＣ 野田ジュニア陸上クラブ ima kids

村松　邑斗 (6) 3:01.37 染谷　環太 (6) 3:03.30 宇内　遥輝 (6) 3:08.69 大塚　登馬 (6) 3:09.54 菊地　透晴 (6) 3:10.06 斉藤　煌真 (6) 3:10.88 岡野　丈 (6) 3:11.16 加藤　朗峻 (6) 3:14.19
小見川陸上クラブ 野田ジュニア陸上クラブ 轟AC 野田ジュニア陸上クラブ チーム柏 チーム柏 ima kids 小見川陸上クラブ

森田　侑吉 (2) 2:49.39 後藤　大樹 (1) 2:50.70 藤田　悠聖 (1) 2:51.52 小林　遼太郎 (1) 2:52.06 飯塚　篤弥 (1) 2:52.59 坂井　擢斗 (1) 2:53.09 小石沢　大翔 (1) 2:53.62 坂本　大翼 (1) 2:53.66

流山南部 四街道北 佐原 君津ＭＳＣＲＣ 野田南部 君津ＭＳＣＲＣ 西初石 久寺家

古屋　颯太 (2) 6:02.28 加藤　直希 (3) 6:06.91 大島　大空 (3) 6:10.09 渋木　翔太 (2) 6:10.20 志田　海音 (2) 6:12.88 能登　春輝 (2) 6:13.77 萩原　英士 (2) 6:14.22 星　優安 (2) 6:14.56

流山南部 五井 蘇我 村上 下貝塚 松戸五 西原 流山南部

高橋　空也 (3) (同順)9:12.34 髙橋　佳汰 (3) (同順)9:12.34 吉田　翔真 (3) 9:26.12 戸井田　翔 (3) 9:26.70 渡邉　翔悟 (2) 9:28.22 淺村　蒼士 (2) 9:29.25 麻野　輝 (2) 9:29.96 古川  創大 (2) 9:32.07

富岡 旭二 鴨川 鎌ケ谷五 八日市場二 野田南部 八街北 銚子西

上杉　敦史 (3) 8:46.01 フォレット　伊庵 (3) 8:48.61 佐藤　賢仁 (3) 8:50.05 加藤　悠凌 (3) 8:52.65 山脇　一徹 (3) 8:56.28 斎藤　晴樹 (3) 8:57.22 吉村　莉一郎 (3) 8:58.23 中川　朝陽 (3) 8:59.27

常盤松 田中 志津 東庄 鎌ケ谷五 大佐和 古ケ崎 古ケ崎

鈴木　ふたば (5) 2:41.92 宮内　梨花 (5) 2:42.29 飯田　陽菜乃 (5) 2:42.53 中野　由利佳 (5) 2:43.82 石山　結菜 (5) 2:43.91 木下　心春 (4) 2:45.51 根岸　心寧 (4) 2:45.70 木村　蒼香 (5) 2:47.93
小見川陸上クラブ 幸はやぶさ ima kids SAA 市原AC ima kids ima kids ima kids

向後　彩穂 (6) 3:21.06 藤田　千聖 (6) 3:21.22 青木　愛莉 (6) 3:22.22 平田　彩夏 (6) 3:23.75 冨澤　夢琉 (6) 3:26.34 岡田　怜煌 (6) 3:27.05 佐藤　心花 (6) 3:30.10 藤田　愛衣 (6) 3:30.32
小見川陸上クラブ 小見川陸上クラブ ima kids 小見川陸上クラブ ACさんむ 野田ジュニア陸上クラブ ima kids ちはら台TFC

戸村　万葉 (2) 3:07.04 伊藤莉愛 (1) 3:08.75 折戸　千華 (2) 3:10.87 林　咲羽 (1) 3:11.29 安西　樹珠 (2) 3:12.04 齊藤　美空 (1) 3:12.59 小林　心海 (1) 3:13.33 清水　明希乃 (2) 3:13.86

東庄 蔵波 常盤平 東庄 君津 蔵波 東庄 大穴

寺田　莉子 (3) 6:32.73 石川　未遥 (1) 6:33.14 堀内　凛乃 (2) 6:42.49 飯島　菜生 (1) 6:44.65 矢萩　芽衣 (1) 6:48.42 長塚　結南 (1) 6:53.62 佐藤  芽以 (1) 6:53.78 中村　璃彩 (3) 6:58.91

田中 岬 岬 三田 君津ＭＳＣＲＣ 柏 多古 岬

手塚　蕾 (3) 9:57.18 石川　舞桜 (3) 10:00.82 佐々木　玲奈 (2) 10:02.50 渡辺　光桃 (3) 10:04.66 今井　悠月 (3) 10:05.03 菅原　仁子 (3) 10:05.66 吉田　夏美 (3) 10:09.52 伊藤　夏樹 (2) 10:11.19

佐倉東 岬 鎌ケ谷五 常盤平 五井 三田 光ケ丘 富津

(凡例)

気象記録 審判長：　隅坂　道昭 記録主任：　岩脇　充司

23日

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ/ｓ)
09:00 雨 13.1 78.0 2.0 m/s

09:30 雨 13.9 76.0 1.7 m/s

10:00 雨 13.7 78.0 1.8 m/s

11:00 雨 13.6 82.0 2.1 m/s

12:00 雨 13.4 80.0 2.3 m/s

12:49 雨 13.2 80.0 2.6 m/s

13:00 雨 13.3 80.0 2.6 m/s

13:03 雨 13.4 80.0 2.2 m/s

14:00 雨 13.1 80.0 1.9 m/s

15:00 雨 13.2 83.0 2.5 m/s

15:04 雨 13.2 83.0 2.2 m/s
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第7回U12・U13・U16 Long-Distance Run 決勝（Top ８）記録一覧表

令和４年１１月２３日（水）

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
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