
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男子800m 加瀬　唯翔 (4) 2:29.07 武藤　壮太 (4) 2:33.87 立田　優寿 (4) 2:41.06 関根　進太郎 (4) 2:42.30 大嶋　千翔 (4) 2:46.96 山村　蒼空 (4) 2:49.25 渡邉 拓人 (4) 2:50.67 岩下  航平 (4) 2:50.95

1組 ima Kids GR 八街北小 印南小 野田ｼﾞｭﾆｱ 土気ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 土気ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 轟AC 轟AC

9 金田　知輝 (4) 2:54.00 宇野　匠朗 (4) 2:55.43 安達　飛成 (4) 2:56.22 渡邉　翔悟 (4) 2:59.15 柳瀬　海斗 (4) 3:04.78 高橋　悠斗 (4) 3:07.63 出利葉　康太 (4) 3:08.09 山田  昌成 (4) 3:11.11
ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ ima Kids 高野山小 土気ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 君津MSCRC 花園小

17 萩島 大翔 (4) 3:16.96 武藤 夏葵 (4) 3:36.93

B.B.CLOVERS B.B.CLOVERS

U13小4男子800m 淺村　蒼士 (4) 2:31.78 高野　蓮 (4) 2:41.26 廣瀬　祐士 (4) 2:44.85 秋本　弥真士 (4) 2:48.31 鬼塚　塁 (4) 2:49.28 小川　大馳 (4) 2:49.92 醍醐　涼介 (4) 2:52.49 刈込　敦輝 (4) 2:54.41

2組 東葛RC GR 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 東葛RC NSCｸﾗﾌﾞ ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC 君津MSCRC 君津MSCRC

9 矢口　恒作 (4) 2:54.81 金指　亮汰 (4) 2:55.14 渡邉　晴斗 (4) 2:56.81 藤原　蒼 (4) 2:56.90 花村　海地 (4) 3:04.28 日置　琥大郎 (4) 3:07.39 安保　和真 (4) 3:11.94 鈴木　悠真 (4) 3:15.69
土気ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC 高野山小 君津MSCRC 君津MSCRC 君津MSCRC 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 轟AC
17 須本　康介 (4) 3:17.62 大前　隼一 (4) 3:19.39
小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 轟AC

U13小5男子800m 谷田部　來愛 (5) 2:24.63 吉場　颯人 (5) 2:34.30 中村　悠輝 (5) 2:35.97 藤平　奄滋 (5) 2:37.09 伊藤　碧海 (5) 2:37.14 森田　陽登 (5) 2:37.81 加藤　悠凌 (5) 2:41.48 野崎　優生 (5) 2:42.83

1組 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ GR チーム柏 チーム柏 ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 君津MSCRC 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 富津F.Jr.陸上

9 栃本　響 (5) 2:43.97 小笠原　寛太 (5) 2:44.64 東 琉聖 (5) 2:44.88 糸山　颯久汰 (5) 2:45.93 嶋田　拓海 (5) 2:47.36 奥貫　悠人 (5) 2:50.21 加藤　響貴 (5) 2:50.63 田島　成 (5) 2:56.31
小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 高野山小 新木小 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 成田陸上ｸﾗﾌﾞ 高野山小 轟AC 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ

17 戸井田　翔 (5) 2:57.39 菊本　陸 (5) 3:01.71 中村　橙衣 (5) 3:02.72 水野　陽介 (5) 3:13.89 山中　智葵 (5) 3:15.30 井上　裕月 (5) 3:26.77

船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 成田陸上ｸﾗﾌﾞ ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC 轟AC

U13小5男子800m 市川　弘陸 (5) 2:28.30 渡辺　耀介 (5) 2:34.59 北岡　良介 (5) 2:35.90 市川　朝陽 (5) 2:36.68 成田　光輝 (5) 2:37.72 松尾　航希 (5) 2:38.63 岩澤　慶史郎 (5) 2:39.84 荒井　大翔 (5) 2:42.42

2組 東葛RC GR 野田ｼﾞｭﾆｱ 野田ｼﾞｭﾆｱ チーム柏 東葛RC 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 成田陸上ｸﾗﾌﾞ 野田ｼﾞｭﾆｱ

9 前田　陽向 (5) 2:43.43 藤本　大和 (5) 2:44.33 清水　洋希 (5) 2:44.38 白井　涼 (5) 2:44.63 森　康誠 (5) 2:48.81 望月　亮太郎 (5) 2:50.50 向後　源太 (5) 2:50.57 吉田 迅 (5) 3:05.59

野田ｼﾞｭﾆｱ チーム柏 高野山小 成田陸上ｸﾗﾌﾞ NSCｸﾗﾌﾞ 高野山小 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 轟AC
17 石毛　敬太 (5) 3:08.49 増山　智樹 (5) 3:09.53 中野　伊織 (5) 3:10.54

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

U13小6男子1000m 梅村　太一 (6) 3:06.76 小杉　啓 (6) 3:07.31 髙嶋　琉聖 (6) 3:07.84 石渡　翔 (6) 3:08.34 小川　竜輝 (6) 3:09.03 宮内　波瑠 (6) 3:14.08 新田 剛大 (6) 3:15.27 石井　日悠 (6) 3:15.46

1組 我孫子四小 SAA 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 君津MSCRC 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 新木小 君津MSCRC

9 小山　元 (6) 3:15.85 安井　歩己 (6) 3:21.08 菅田　莉玖 (6) 3:22.07 加藤　彬芙 (6) 3:23.67 荏原　琉清 (6) 3:23.80 中尾　凱馬 (6) 3:28.11 辰田 健輔 (6) 3:38.48 工藤　大喜 (6) 3:43.49

我孫子四小 我孫子四小 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子四小 君津MSCRC 新木小 ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC

17 村田 拓実 (6) 3:45.66 荒井　悠希 (6) 4:09.05

B.B.CLOVERS 我孫子四小

U13小6男子1000m 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 内田　温規 (6) 3:07.87 三木　真聡 (6) 3:13.73 千代田　真幸 (6) 3:15.42

2組 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 野田ｼﾞｭﾆｱ チーム柏 小竹小

9 黒崎　優明 (6) 3:16.08 鈴木　翔大 (6) 3:16.10 岡﨑　郁尭 (6) 3:18.43 関戸　崚大 (6) 3:20.28 落合　千渚人 (6) 3:21.54 田中　勝士 (6) 3:47.14 岩﨑　航大 (6) 3:52.95 出利葉　一樹 (6) 3:53.95

野田ｼﾞｭﾆｱ 野田ｼﾞｭﾆｱ 東葛RC 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ チーム柏 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 富津F.Jr.陸上 君津MSCRC
17 村島　央都 (6) 3:55.75 井出　佑 (6) 3:57.17
成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ

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(男子)

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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種目 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(男子)

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

U16中1男子2000m 本田　直也 (1) 6:35.65 坂本　光翼 (1) 6:37.58 加藤　敏輝 (1) 6:42.74 岳　穂里 (1) 6:43.45 土田　結良 (1) 6:43.54 小倉　悠馬 (1) 6:53.28 多田　唯人 (1) 6:55.71 阿部　慈心 (1) 6:59.63

1組 久寺家中 久寺家中 おゆみ野南中 新松戸南中 岬中 佐原中 佐原中 おゆみ野南中

9 竹内　創真 (1) 7:00.73 柳川　直毅 (1) 7:05.70 北田　大翔 (1) 7:19.98 宇野　瑛高 (1) 7:30.48 髙橋　遥希 (1) 7:35.75 根本　千尋 (1) 7:40.79 椿　大和 (1) 7:42.09 吉田　壮汰 (1) 7:48.85

布佐中 岬中 大椎中 おゆみ野南中 神崎中 神崎中 神崎中 おゆみ野南中

17 笠川　皇輝 (1) 8:00.41 ｼﾞｮﾝ ｶﾙﾋﾞﾃﾞｨｿﾞﾝ (1) 8:50.28

おゆみ野南中 神崎中

U16中1男子2000m 長瀬　真生 (1) 6:53.24 宮崎　瑚白 (1) 6:55.63 森　駿介 (1) 7:08.01 苅谷　勇斗 (1) 7:09.93 吉田　歩夢 (1) 7:10.03 溝添　隼音 (1) 7:11.92 白井　佑岳 (1) 7:13.19 尾崎　佑丞 (1) 7:14.96

2組 常盤松中 田中中 常盤松中 田中中 小見川中 大網中 習志野七中 鎌ケ谷二中

9 川上　樂也 (1) 7:16.71 川田　麻人 (1) 7:16.89 山川　蒼司 (1) 7:17.03 島袋　一冴 (1) 7:19.73 泉澤　祐誠 (1) 7:20.97 川瀨　悠太 (1) 7:23.84 麻川　翔太朗 (1) 7:29.07 横田　修佑 (1) 7:37.61

東邦中 常盤平中 市川四中 海神中 市川四中 松戸六中 市川四中 市川四中
17 長谷川　洸哉 (1) 7:40.05 久木野　凰太 (1) 7:41.97 清川　健太 (1) 7:48.39 竹田　集 (1) 7:49.68 河村　祐輝 (1) 8:03.92

習志野一中 木更津二中 木更津二中 習志野一中 習志野一中

U16中1男子2000m 三橋　諒人 (1) 6:40.99 前川　拓斗 (1) 6:41.34 田中　健一 (1) 6:44.79 鈴木　陽大 (1) 6:56.78 竹川　陽 (1) 6:58.91 磯　圭彰 (1) 6:59.35 野本　優斗 (1) 7:00.28 堀越　春生 (1) 7:10.53

3組 常盤平中 常盤平中 松戸二中 法田中 海神中 法田中 古ケ崎中 古ケ崎中

9 鹿嶋　俺史 (1) 7:13.08 柴﨑　秀斗 (1) 7:18.46 田中　晴都 (1) 7:18.94 近藤　恵大 (1) 7:25.21 中畑　柊哉 (1) 7:26.64 渡辺　優希 (1) 7:27.17 鐙　太朗 (1) 7:31.73 森田　陽貴 (1) 7:37.53

木更津二中 海神中 木更津二中 習志野一中 松戸二中 多古中 法田中 西初石中

U16中1男子2000m 相関　慶人 (1) 6:33.93 鈴木　翔太 (1) 6:36.58 鷹野　斗施 (1) 6:37.38 橋本　和真 (1) 6:37.42 進藤　奏汰 (1) 6:42.29 永沼　桜麻 (1) 6:42.71 佐曽利　航太 (1) 6:43.92 島根　瑛汰 (1) 6:44.17

4組 湖北台中 湖北台中 増穂中 西初石中 東邦中 海神中 松戸六中 法田中

9 木内　空 (1) 6:44.87 澤地　基紀 (1) 6:47.98 白井　瑞葵 (1) 6:48.62 仲川　拓駈 (1) 6:50.13 森　友輔 (1) 6:53.30 本多　諒平 (1) 6:54.75 島根　琉汰 (1) 6:54.80 音羽　暁斗 (1) 6:57.00

小見川中 法田中 田中中 鎌ケ谷二中 花園中 木更津二中 法田中 鎌ケ谷二中
17 井上　裕宣 (1) 6:57.07 大原　青空 (1) 6:58.09 有田　隆祥 (1) 6:58.43 江原　朱浬 (1) 7:02.82 高田　隼斗 (1) 7:07.58 瀧澤　准弥 (1) 7:14.69

誉田中 田中中 多古中 妙典中 海神中 浦安中

U16中1男子2000m 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

5組 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

9 ｵｺｲﾝ　太郎 (1) 6:28.71 磯端　大翔 (1) 6:29.12 米田　叡付 (1) 6:30.23 谷口　博睦 (1) 6:30.92 椎名　悠斗 (1) 6:32.86 杉浦　徹也 (1) 6:36.00 髙栖　琉綺 (1) 6:38.09 柏木　星七 (1) 6:43.36

高根台中 東邦中 東邦中 ちはら台南中 貝塚中 松戸六中 田中中 常盤松中
17 千葉　流惺 (1) 6:44.90 植西　海大 (1) 6:46.10 武田　朋之 (1) 6:52.89 山形　恵蔵 (1) 6:53.15 本田　晴翔 (1) 6:56.38

酒井根中 妙典中 西初石中 西初石中 海神中

U16中2男子3000m 三矢本　珠璃 (2) 10:22.19 山田　涼 (2) 10:38.27 河野　光希 (2) 10:45.15 笠井　響 (2) 10:53.52 細越　竜之介 (2) 10:55.60 假水　颯哉 (2) 10:55.85 田崎　凛久 (2) 10:56.28 岡嶋　克海 (2) 11:01.62

1組 習志野一中 市川四中 市川四中 西初石中 布佐中 大網中 妙典中 法田中

9 米木　颯 (2) 11:05.12 金丸　恒太 (2) 11:07.58 小川　大旗 (2) 11:08.20 中川　翔斗 (2) 11:08.88 渡邉　拓朗 (2) 11:10.29 井出　論 (2) 11:19.41 湯浅　嘉人 (2) 11:21.68 宮田　大輔 (2) 11:43.52

大網中 市川四中 浦安中 大椎中 習志野一中 久寺家中 古ケ崎中 大椎中

17 薄　聖八 (2) 11:52.04 野口　裕太 (2) 12:12.72 大辻　由楽 (2) 12:27.09 武井　優太 (2) 12:29.79

松ケ丘中 大網中 松ケ丘中 高根台中

U16中2男子3000m 鈴木　優也 (2) 9:59.40 角川　雄哉 (2) 10:08.56 中村　文也 (2) 10:12.81 佐藤　陽人 (2) 10:12.91 谷本　健 (2) 10:13.93 大泉　翔音 (2) 10:15.20 日向　琥珀 (2) 10:15.90 西川　智紘 (2) 10:16.08

2組 大津ケ丘中 大網中 習志野一中 鎌ケ谷二中 松戸二中 布佐中 周西中 習志野一中

9 根本　一輝 (2) 10:16.25 栗山　直樹 (2) 10:17.64 阿部　福太 (2) 10:18.13 出野　信太朗 (2) 10:18.31 戸塚　寿浩 (2) 10:20.56 三平　優互 (2) 10:21.96 大崎　翔悟 (2) 10:23.21 安蒜　竜士 (2) 10:29.69

常盤平中 佐原中 法田中 常盤平中 松戸二中 佐原中 妙典中 大網中
17 城﨑　健太 (2) 10:38.86 山口　翔矢 (2) 10:42.20 小笠原　遼 (2) 10:52.58 峰岸　昂希 (2) 10:54.44 田中　悠輔 (2) 11:07.89 大西　礼雅 (2) 11:29.24

古ケ崎中 常盤松中 古ケ崎中 松ケ丘中 鎌ケ谷二中 法田中

U16中2男子3000m 飛永　祐輝 (2) 9:36.71 山口　龍之介 (2) 9:42.84 川上　氷楓 (2) 9:52.14 椿　颯太 (2) 9:52.73 村上　晏璃 (2) 9:54.22 山倉　良太 (2) 9:54.46 宮内　大壽 (2) 9:54.57 岩野　祥大 (2) 9:57.40

3組 常盤平中 打瀬中 増穂中 佐原中 常盤平中 多古中 田中中 大椎中

9 鈴木　俊介 (2) 10:01.43 吉田　晴樹 (2) 10:01.97 中村　優佑 (2) 10:04.84 髙橋　悠汰 (2) 10:10.47 森　悠太 (2) 10:18.27 森本　大雅 (2) 10:25.30 中村　侑生 (2) 10:38.10 浅野　唯人 (2) 10:39.26

東庄中 松戸六中 周南中 富津中 小中台中 土気南中 鎌ケ谷中 多古中
17 朝比奈　大貴 (2) 10:40.54 髙橋　陸 (2) 10:51.40 堀口　拓馬 (2) 10:58.86 東　慶一郎 (2) 11:19.30 石橋　勇人 (2) 11:36.16 髙内　太雅 (2) 12:05.00

花園中 新松戸南中 久寺家中 神崎中 神崎中 神崎中



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 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(男子)

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

U16中2男子3000m 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

4組 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

9 山田　健斗 (2) 9:33.35 麻生　洸晴 (2) 9:36.82 大嶋　優斗 (2) 9:38.01 飯田　滉人 (2) 9:39.05 傳法谷　元 (2) 9:45.41 加藤　大幹 (2) 9:53.98 大塚　一輝 (2) 9:57.22 渡邊　啓太 (2) 9:57.56

大津ケ丘中 貝塚中 越智中 野田南部中 湖北中 大網中 久寺家中 久寺家中

17 安武　克 (2) 10:06.85 三輪　光琉 (2) 10:08.23 鈴木　啓真 (2) 10:09.36

久寺家中 鎌ケ谷中 鎌ケ谷二中

中学男子3000m 工藤　慎作 (2) 8:55.46 岩田　一冴 (2) 9:01.45 酒田　康生 (3) 9:03.13 大島　史也 (3) 9:07.00 相澤　拓摩 (3) 9:08.96 綾　一輝 (2) 9:08.97 野口　颯汰 (2) 9:08.97 中村　碧海 (3) 9:09.43

決勝 三田中 小見川中 新松戸南中 久寺家中 常盤松中 浦安中 東庄中 岬中

村上　友哉 (3) 9:11.24 藤田　大翔 (3) 9:13.86 中嶋　駿 (3) 9:22.59 東　佑飛 (3) 9:28.23 篠原　悠 (3) 9:38.49 藤井　陽平 (3) 9:41.02 天野　誠斗 (3) 9:44.48 清水　良平 (3) 9:55.12

小金南中 湖北中 西の原中 葛飾中 小見川中 畑沢中 旭町中 酒井根中

審判長：　隅坂　道昭 記録主任：　黒田　泰三


