
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

種目
U12小4・小5 800m 石山　結菜 (5) 2:43.91 大門　花 (5) 2:54.47 荒川　紗瑛 (4) 2:56.41 大久保　瑛菜 (4) 3:06.77 平野　睦 (4) 3:08.72 髙木　葉奈子 (4) 3:11.06 齋藤　あかり (4) 3:18.08 増田　結織 (4) 3:21.27

1組 市原AC 高柳ジュニアRC 野田ジュニア陸上クラブ ちはら台TFC 小見川陸上クラブ 吾妻ミラクル ちはら台TFC ちはら台TFC

U12小4・小5 800m 鈴木　ふたば (5) 2:41.92 木村　蒼香 (5) 2:47.93 多田　結衣 (5) 3:09.96 源栄　咲月 (4) 3:13.22 石塲　千紗 (4) 3:15.39 諸見川　琉海 (5) 3:15.92 山本　茜夏 (4) 3:17.61 山本　葵 (4) 3:32.33

2組 小見川陸上クラブ ima kids 小見川陸上クラブ 吾妻ミラクル ちはら台TFC ちはら台TFC 船橋陸上クラブ 吾妻ミラクル

U12小4・小5 800m 中野　由利佳 (5) 2:43.82 佐藤　利紗 (5) 2:50.23 美野　華楓 (5) 2:58.35 成澤　栞 (5) 3:00.25 岡野　桜穂 (4) 3:01.13 藤田　奈瑠 (4) 3:02.27 岩﨑 菜々羽 (4) 3:03.94 酒井　麻祐子 (4) 3:04.40

3組 SAA 船橋陸上クラブ 船橋陸上クラブ 轟AC 吾妻ミラクル 市原AC 君津ＭＳＣＲＣ 吾妻ミラクル

村山　璃子 (5) 3:04.73

酒々井AC

U12小4・小5 800m 木下　心春 (4) 2:45.51 長野　真弓子 (5) 2:49.24 中島　優嘉 (5) 2:53.90 加藤　優奈 (5) 2:54.57 桑田　ひより (4) 3:04.32 押田　真和 (4) 3:08.53 寺下　唯央 (5) 3:09.12 石橋　陽向 (5) 3:11.56

4組 ima kids  SRC 富津Ｆ．Ｊｒ陸上 市原AC 野田ジュニア陸上クラブ ACさんむ ちはら台TFC 吾妻ミラクル

遠山　姫菜子 (4) 3:12.87 眞々田　珠莉 (5) 3:25.66

ちはら台TFC 酒々井AC

U12小4・小5 800m 飯田　陽菜乃 (5) 2:42.53 長谷川　心結 (4) 2:50.37 吉岡　愛結 (4) 2:53.61 今井　結菜 (4) 3:00.37 山田　志乃 (4) 3:03.86 藤本　ひなた (5) 3:04.64 谷口　真悠 (5) 3:05.66 貞賀　日鞠 (4) 3:06.25

5組 ima kids 小見川陸上クラブ ちはら台TFC ima kids ケーアンドエス ima kids 吾妻ミラクル 新木小

小口　優奈 (5) 3:17.36 西野　絢音 (4) 3:23.07 安田　薫 (4) 3:24.88 高手山　遥 (4) 3:40.68

ちはら台TFC ちはら台TFC 海神JAC 轟AC

U12小4・小5 800m 井口　幸歩 (5) 2:48.48 所　まひろ (5) 2:50.13 白井　くらら (5) 2:53.56 細谷　芽生 (4) 2:54.21 澤井　　紬 (5) 2:58.85 鈴木　真弥 (5) 3:02.53 秋吉　ひまり (4) 3:03.37 佐藤　結愛 (4) 3:09.06

6組 高柳ジュニアRC フジエクラブ ima kids ima kids 酒々井AC ちはら台TFC 船橋陸上クラブ 船橋陸上クラブ

U12小4・小5 800m 宮内　梨花 (5) 2:42.29 根岸　心寧 (4) 2:45.70 小野寺　玲衣 (4) 2:50.92 秋葉　結月 (4) 2:52.33 関　悠空 (4) 2:56.87 横田　結希乃 (5) 3:05.58 森本　芙海 (5) 3:06.59 中　咲々彩 (5) 3:07.34

7組 幸はやぶさ ima kids ima kids  SRC ima kids 海神JAC 吾妻ミラクル ちはら台TFC

宮川　綾乃 (5) 3:19.20 佐内　夢茉 (4) 3:45.06

ちはら台TFC 野田ジュニア陸上クラブ

U13小6女子1000m 青木　愛莉 (6) 3:22.22 平田　彩夏 (6) 3:23.75 冨澤　夢琉 (6) 3:26.34 佐藤　心花 (6) 3:30.10 藤田　愛衣 (6) 3:30.32 逆井　心菜 (6) 3:31.05 栗山　莉奈 (6) 3:34.04 馬場　瑛 (6) 3:35.06

1組 ima kids 小見川陸上クラブ ACさんむ ima kids ちはら台TFC 野田ジュニア陸上クラブ ima kids 野田ジュニア陸上クラブ

倉部　明愛 (6) 3:36.38 今井　杏楓 (6) 3:37.20 石井　咲月 (6) 3:39.09 小路　枇惺 (6) 3:39.33 山本　柚菜 (6) 3:40.48 依田　空 (6) 3:42.87 牧口　菜穂璃 (6) 3:44.04 福井　瑠菜 (6) 3:44.06
野田ジュニア陸上クラブ ちはら台TFC 君津ＭＳＣＲＣ 吾妻ミラクル 吾妻ミラクル ima kids  SRC 新木小

田上　柑南 (6) 3:47.78 髙橋　真由 (6) 3:53.04 小島　花奈 (6) 3:58.82 山田　紗椰 (6) 4:00.11 北橋　奏 (6) 4:02.45 前田　紗香 (6) 4:02.73

船橋陸上クラブ 吾妻ミラクル 市原AC 幕張西AC 船橋陸上クラブ 幸はやぶさ

U13小61000m 向後　彩穂 (6) 3:21.06 藤田　千聖 (6) 3:21.22 岡田　怜煌 (6) 3:27.05 蛭田　しおり (6) 3:30.82 猪野尾　真優 (6) 3:32.74 鈴木　希彩 (6) 3:33.01 諏訪　仁美 (6) 3:34.98 三浦　凛央 (6) 3:36.50

2組 小見川陸上クラブ 小見川陸上クラブ 野田ジュニア陸上クラブ SAA 幸はやぶさ 吾妻ミラクル 小見川陸上クラブ 幕張西AC

川添　真菜 (6) 3:36.52 魚地　若菜 (6) 3:42.20 岩竹　菜乃葉 (6) 3:43.55 中川　桃奈 (6) 3:43.96 伊辺　來未 (6) 3:44.84 菊見　絆乃 (6) 3:45.02 西村　翼沙 (6) 3:48.26 遠藤　紗羽 (6) 3:53.91
小見川陸上クラブ フジエクラブ 轟AC ACさんむ ちはら台TFC ちはら台TFC 小見川陸上クラブ 吾妻ミラクル

宮川　織衣 (6) 3:54.23 貞賀　柚月 (6) 3:59.07 黒津　実来 (6) 4:00.39 市原　かれん (6) 4:07.06 ルセロ　アカリ (6) 4:13.99 杉尾　朱莉 (6) 4:20.07

新木小 新木小 幸はやぶさ 吾妻ミラクル 高柳ジュニアRC 船橋陸上クラブ

U16中学共通1000m 髙橋　冴和 (2) 3:17.43 篠塚 倖歩 (2) 3:33.16 宮崎　幸 (1) 3:40.58 大岡　蒔 (1) 3:44.91 伊藤　愛生 (2) 3:45.22 高橋　佑季 (1) 3:47.08 鈴木　美羽 (2) 3:47.58 渡辺　恋羽 (2) 3:50.96

1組 佐原 佐原 東邦大東邦 泉谷 泉谷 蘇我 下貝塚 泉谷

吉澤　玲来 (2) 3:54.56 前田　美尋 (2) 3:56.58 佐藤　真優 (2) 4:02.54 土屋　愛夢 (2) 4:03.34 柴﨑　千聖 (1) 4:04.24 佐藤　花音 (2) 4:05.99 石德　愛瑚 (1) 4:08.58 伴　悠羽 (1) 4:12.03

幕張西 泉谷 泉谷 八日市場二 習志野四 習志野四 習志野四 習志野四

石崎　結香 (2) 4:14.46 吉田　月美 (2) 4:18.39 萩原　希 (1) 4:45.17 小高　胡桃 (2) 4:52.60 中村　咲穂 (2) 4:52.69

光ケ丘 幕張西 泉谷 習志野四 習志野四

U16中学共通1000m 西脇  なつみ (1) 3:38.27 伊藤  実南 (1) 3:39.68 植村　美空 (1) 3:40.15 小澤　琴羽 (1) 3:41.02 酒井　美舞 (2) 3:46.39 酒井　美歌 (1) 3:48.21 深野　瑞姫 (2) 3:48.27 富永　初 (1) 3:49.96

2組 松戸六 松戸六 常盤平 松戸五 下貝塚 下貝塚 光ケ丘 御滝

鶴谷　千央 (2) 3:51.84 三毛　凪沙 (2) 3:54.04 髙木　珠菜 (1) 3:56.52 吉崎　まどか (1) 3:57.41 堀川　咲良 (1) 3:58.77 黒澤　佳南 (1) 3:59.77 鈴木　星愛 (1) 4:02.31 村井　亜希乃 (1) 4:02.49

勝浦 習志野四 宮本 東邦大東邦 松戸五 松戸一 勝浦 湖北

齋藤　詩桜 (1) 4:10.86 吉村　柚伽 (2) 4:16.47

宮本 習志野四

8位6位 7位4位2位 3位
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U16中学共通1000m 新井　琴音 (1) 3:25.50 江原　愛南 (2) 3:25.97 田中　美月 (2) 3:26.63 松尾　夢彩 (1) 3:27.65 大槻　彩葉 (1) 3:28.14 吉野　りこ (2) 3:28.17 嶋　柚子 (2) 3:28.86 下内　涼 (2) 3:31.06

3組 大和田 習志野四 五井 東庄 宮本 日の出 流山南部 流山南部

磯野　心香 (1) 3:32.17 今井　菜々 (1) 3:33.72 吉村　花菜 (1) 3:34.00 武島　愛璃 (1) 3:34.50 来栖　愛奏 (2) 3:35.10 坂下　友花 (1) 3:36.50 松本　葉月 (2) 3:36.88 原　未遥 (2) 3:37.60

勝浦 流山南部 流山南部 松戸五 旭二 常盤平 銚子一 習志野四

髙橋　咲和 (2) 3:41.24 松井　友香 (2) 3:41.42 藤川　侑香 (1) 3:42.50 太田　湊 (1) 3:43.72 林　莉央 (1) 3:44.30 平澤　陽花 (1) 3:46.04 南雲　映美莉 (1) 3:47.62

流山南部 野田南部 南流山 東邦大東邦 習志野四 野田南部 松戸一

U16中学共通1000m 木村　美月 (2) 3:19.88 市川　心菜 (1) 3:23.57 八木　星美 (2) 3:25.20 足達　芽依 (1) 3:25.93 小林　撫南 (2) 3:26.73 松本　理子 (2) 3:29.16 加藤　紗葵 (2) 3:29.37 鈴木 柚香 (1) 3:29.67

4組 常盤平 木更津二 岬 昭和 銚子一 蘇我 久寺家 成田高付

岩佐  咲良 (2) 3:30.02 山口　珠世 (2) 3:31.37 赤尾　有希恵 (2) 3:31.71 荷方　朝海 (1) 3:34.65 京　彩葉 (2) 3:35.31 徳永　千京 (2) 3:36.23 大野　睦実 (2) 3:38.78 赤島　美結 (1) 3:41.57

松戸六 八日市場二 志津 宮本 日の出 志津 大和田 船橋旭

髙橋　真代 (2) 3:43.76 栗橋　沙和 (1) 3:46.71

公津の杜 君津

U16中学共通1000m 戸村　万葉 (2) 3:07.04 折戸　千華 (2) 3:10.87 林　咲羽 (1) 3:11.29 齊藤　美空 (1) 3:12.59 小林　心海 (1) 3:13.33 鮫島　杏花 (1) 3:14.26 菅谷　優来 (1) 3:14.52 椎橋　千怜 (1) 3:15.20

5組 東庄 常盤平 東庄 蔵波 東庄 松戸五 旭二 中原

中山　佳那子 (2) 3:15.30 稲毛　葵保 (1) 3:15.65 松村　咲希 (2) 3:15.66 篠原　雛希 (2) 3:15.74 石井  心結 (1) 3:17.62 西川　綾乃 (1) 3:18.26 大木  妃華 (2) 3:18.27 藤田　葵衣 (1) 3:19.02

南流山 五井 大網 志津 松戸六 旭二 松戸六 西原

大宮司　結亜 (1) 3:20.50 土田　埜乃 (2) 3:21.57 山口　萌歌 (1) 3:22.93 門田　美音 (1) 3:23.27 鈴木 彩愛 (1) 3:24.04 西村　美咲 (2) 3:25.71 上川　杏菜 (2) 3:33.22

常盤平 岬 公津の杜 河原塚 ちはら台南 旭二 久寺家

U16中学共通1000m 伊藤　莉愛 (1) 3:08.75 安西　樹珠 (2) 3:12.04 清水　明希乃 (2) 3:13.86 足達　結依 (1) 3:15.03 山本　桃華 (1) 3:16.60 原　夏琳 (2) 3:16.76 上野　優海 (1) 3:18.60 鎌形　すみれ (1) 3:19.32

6組 蔵波 君津 大穴 昭和 君津ＭＳＣＲＣ 久寺家 富津 原山

吉田　和奈 (2) 3:20.04 木下　裕海 (1) 3:22.11 飯田  優里菜 (1) 3:23.87 阿部　百花 (2) 3:33.31 田島　絢花 (2) 3:35.85 加藤　双葉 (2) 3:38.62 髙橋　くるみ (1) 3:39.74 平山　真凜 (1) 3:40.38

久寺家 光ケ丘 多古 富津Ｆ．Ｊｒ陸上 稲毛高附 村上 君津ＭＳＣＲＣ 高洲

塩川　莉奈 (1) 3:50.72 青木　絆菜 (2) 3:55.58 太田　栞 (1) 4:00.70 山口　明日実 (1) 4:01.30

高洲 高洲 稲毛高附 太田

U16中学共通2000m 米田　彩香 (3) 7:12.23 宮﨑 　花音 (2) 7:14.38 古澤　莉恋 (2) 7:15.99 山田　紗楽 (1) 7:19.09 山田　笑子 (1) 7:19.16 関　愛花 (3) 7:19.21 三瓶　夢真 (2) 7:22.05 須賀　紬 (1) 7:24.17

1組 常盤平 宮本 大和田 大和田 大和田 湖北台 松戸一 岩名

荻山　由花 (1) 7:34.89 斉藤　樹里 (2) 7:35.65 大塚　玲那 (1) 7:37.79 中込　璃子 (2) 7:39.82 塚本　遥香 (2) 7:41.99 東　琴子 (2) 7:50.30 田中 美羽 (3) 8:06.08

宮本 野田南部 湖北 葛飾 海神 周西南 成田高付

U16中学共通2000m 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

2組 田中 岬 岬 三田 君津ＭＳＣＲＣ 柏 多古 岬

弦巻　心遥 (2) 7:00.37 宮内　遥陽 (3) 7:02.09 杉原　未來 (2) 7:02.70 染谷　つばき (2) 7:06.00 伊藤　凛音 (2) 7:11.87 長峰　莉海南 (3) 7:25.07 川嶋 　ひより (2) 7:26.33 渡邉　夏帆 (2) 7:47.51

湖北 東庄 六実 柏三 湖北台 国分寺台西 宮本 葛飾

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

1組 天羽　海乃 (2) 10:13.25 茂木　美涼 (3) 10:16.23 金森　由衣 (2) 10:18.43 坂本　翼 (3) 10:27.39 伊藤　めぐみ (2) 10:36.90 増田　岬虹 (3) 10:41.63 宮野原　叶芽 (3) 10:42.54 上舞 彩心 (2) 10:43.38

岩名 五井 小見川 久寺家 岬 大津ケ丘 七次台 ちはら台南

藤重　桃子 (3) 10:49.87 加藤　真緒 (2) 10:51.18 新明　樹里花 (3) 10:56.29 中村　奈々子 (2) 11:12.29 森川　百華 (3) 11:23.95

西原 下貝塚 野田北部 西原 白山

U16中学3000m
（選考の部）


