
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
加瀬　唯翔 (4) 2:29.07 淺村　蒼士 (4) 2:31.78 武藤　壮太 (4) 2:33.87 立田　優寿 (4) 2:41.06 高野　蓮 (4) 2:41.26 関根　進太郎 (4) 2:42.30 廣瀬　祐士 (4) 2:44.85 大嶋　千翔 (4) 2:46.96
ima Kids GR 東葛RC GR 八街北小 印南小 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 野田ｼﾞｭﾆｱ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 土気ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

谷田部　來愛 (5) 2:24.63 市川　弘陸 (5) 2:28.30 吉場　颯人 (5) 2:34.30 渡辺　耀介 (5) 2:34.59 北岡　良介 (5) 2:35.90 中村　悠輝 (5) 2:35.97 市川　朝陽 (5) 2:36.68 藤平　奄滋 (5) 2:37.09
小見川陸上ｸﾗﾌﾞ GR 東葛RC GR チーム柏 野田ｼﾞｭﾆｱ 野田ｼﾞｭﾆｱ チーム柏 チーム柏 ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ
渡邉　樹 (6) 3:03.23 井上　陸斗 (6) 3:04.50 松村　達也 (6) 3:04.67 永峰　陽彩 (6) 3:04.95 重城　尚大 (6) 3:05.19 梅村　太一 (6) 3:06.76 小杉　啓 (6) 3:07.31 髙嶋　琉聖 (6) 3:07.84
チーム柏 チーム柏 土気ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 土気ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 土気ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 我孫子四小 SAA 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ

片岡　結愛 (4) 2:41.18 弦巻 心遥 (4) 2:45.00 椎名　美月 (4) 2:47.56 土田　乃埜 2:53.88 篠原　みゆ (4) 2:55.01 安西　樹珠 (4) 2:55.48 所　心菜 (4) 2:57.04 櫻井　希羽 (4) 2:57.55
東葛RC 新木小 ima Kids ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ ima Kids 富津F.Jr.陸上 ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ

加藤　来実 (5) 2:26.12 増田　岬虹 (5) 2:32.44 石川　舞桜 (5) 2:34.70 手塚　蕾 (5) 2:36.35 村上　美優 (5) 2:36.50 木下　小雪 (5) 2:37.93 清水　唯 (5) 2:38.10 川上　栞 (5) 2:38.91
東葛RC GR チーム柏 ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ ima Kids 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ ima Kids 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 野田ｼﾞｭﾆｱ

杉山　雫 (6) 3:04.49 椎名　恵 (6) 3:05.75 大畑　希來 (6) 3:05.82 島井　彩衣 (6) 3:11.65 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
東葛RC GR ima Kids GR チーム柏 GR 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 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

中村　伸太朗 (1) 6:01.68 吉岡　龍一 (1) 6:04.11 宮崎　優 (1) 6:05.77 阿部　結斗 (1) 6:06.84 広松　大和 (1) 6:07.61 平山　櫂吏 (1) 6:16.90 小寺　泰暉 (1) 6:20.81 西廣　悠利 (1) 6:23.25
海神中 GR 田中中 GR 大津ケ丘中 大津ケ丘中 豊四季中 八日市場二中 柏四中 小見川中

中岫　嶺騎 (2) 9:12.25 鈴木　健太 (2) 9:13.25 大沼　陽登 (2) 9:14.17 小松　優輝 (2) 9:15.04 池澤　悠冬 (2) 9:17.05 落石　悠太 (2) 9:27.36 登松　大和 (2) 9:28.49 田中　愛睦 (2) 9:29.09
鎌ケ谷中 GR 常盤平中 中原中 松葉中 大津ケ丘中 土気南中 湖北台中 増穂中

竹見　亮人 (3) 9:03.18 吉田　勇磨 (3) 9:43.40 吉野　碧 (3) 9:44.99 真野　翔太 (3) 9:46.48 濱谷　昂大 (3) 9:51.11 澤田　永汰 (3) 10:13.62 栁内　優人 (3) 10:27.58 黒澤　賢史郎 (3) 10:40.02

中原中 GR 常盤平中 常盤平中 布佐中 常盤平中 鎌ケ谷五中 鎌ケ谷五中 新松戸南中
本澤　美桜 (1) 6:36.23 大塚　夢亜 (1) 6:47.03 角目　心都 (1) 6:53.90 新明　百寿花 (1) 6:54.37 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

湖北中 湖北中 常盤平中 野田北部中 越智中 佐原中 湖北中 岬中
原　有彩 (2) 6:45.75 菅原　凜香 (2) 6:49.88 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 本城　聖実 (2) 6:55.13 藤山　天花 (2) 6:56.40 市原　光悠 (2) 6:56.46
久寺家中 GR 越智中 松戸六中 海神中 法田中 久寺家中 小見川中 常盤松中

斉藤　璃音 (3) 6:48.93 福田　泉美 (3) 6:57.20 三枝　もも菜 (3) 6:59.22 石橋　咲紀 (3) 7:15.00 吉田　千景 (3) 7:15.09 行木　梨都子 (3) 7:25.63 浅野　萌 (3) 7:26.17 野田　朱音 (3) 7:40.59
久寺家中 海神中 小見川中 常盤平中 久寺家中 鎌ケ谷五中 久寺家中 周南中

栗田　隆希 (3) 8:46.06 二井　琉輝 (2) 8:48.46 齋藤　英介 (3) 8:48.92 山下　利玖 (3) 8:49.31 山口　智規 (3) 8:52.17 小平　敦之 (2) 8:52.41 緒方　澪那斗 (3) 8:52.99 川上　翔太 (2) 8:54.88
逆井中 我孫子中 白山中 布佐中 銚子二中 柏二中 大網中 鎌ケ谷中

南　日向 (3) 9:48.84 和田　水希 (2) 9:54.97 鈴木　優菜 (2) 9:56.63 境　真衣 (3) 10:00.05 横澤　奈夏 (2) 10:00.43 髙橋　葵 (3) 10:01.03 谷川　凛 (2) 10:07.47 豊田　茉央 (2) 10:11.09

葛飾中 白山中 西の原中 野田南部中 逆井中 久寺家中 習志野一中 鎌ケ谷二中
(凡例) GR:大会記録

CJHR:県中学新記録 審判長：　隅坂　道昭 記録主任：　黒田　泰三

気象記録
23日

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風速(ｍ/ｓ)
9:00 晴 14.0℃ 46% 1.5 m/s
10:00 晴 15.0℃ 53% 1.4 m/s
11:00 晴 15.0℃ 44% 2.6 m/s
12:00 晴 15.0℃ 39% 3.4 m/s
13:00 晴 15.0℃ 34% 2.0 m/s
13:42 晴 15.0℃ 34% 2.4 m/s

U13小6男子1000m

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

決勝（Top ８）記録一覧表

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
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