
主催 （一財）千葉陸上競技協会

大会コード 17 12 3307
競技場コード121010

種目
U13小4男子800m 橋本　和征 (4) 2:43.07 大塚　奏空 (4) 2:44.51 伊藤　碧海 (4) 2:47.23 成田　光輝 (4) 2:47.35 戸井田　翔 (4) 2:52.93 斎藤　晴希 (4) 2:53.78 栃本　響 (4) 2:59.94 加藤　響貴 (4) 3:03.31

1組 轟ｱｽﾚﾁｯｸ・ｺﾐｯﾄ 市原AC 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子第四小 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 轟ｱｽﾚﾁｯｸ・ｺﾐｯﾄ

9 長崎　幸輔 (4) 3:03.51 中野　伊織 (4) 3:12.43
ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

U13小4男子800m 赤坂　躍 (4) 2:42.80 奥田　輝 (4) 2:44.63 米増　徹 (4) 2:48.62 市川　弘陸 (4) 2:49.57 小笠原　寛太 (4) 2:53.18 岩澤　慶史郎 (4) 2:59.74 小川　和真 (4) 3:08.70 及川　楓雅 (4) 3:11.33

2組 我孫子第四小 市原AC ﾁｰﾑ柏 我孫子第四小 高野山小 成田陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑ柏 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

9 小原　亮馬 (4) 3:15.48
ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ

U13小4男子800m 谷田部　來愛 (4) 2:36.08 岡村　遼太郎 (4) 2:41.15 加藤　直希 (4) 2:41.16 日暮　晟也 (4) 2:49.66 山口　凌空 (4) 2:53.98 段林　拓己 (4) 2:59.14 平野　蓮 (4) 3:12.65 長尾　武蔵 (4) 3:13.09

3組 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子第四小 市原AC 我孫子第四小 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 我孫子第四小 成田陸上ｸﾗﾌﾞ ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ

9 吉田　迅 (4) 3:17.85
轟ｱｽﾚﾁｯｸ・ｺﾐｯﾄ

U13小5男子800m 井上　陸斗 (5) 2:28.86 髙嶋　琉聖 (5) 2:29.97 梅村　太一 (5) 2:30.21 布施　尚希 (5) 2:33.44 本田　優希 (5) 2:35.38 鈴木　幸之介 (5) 2:38.31 安井　歩己 (5) 2:44.55 国吉　桜雅 (5) 2:48.32

1組 東葛ＲＣ GR 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ GR 我孫子第四小 =GR 市原AC 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ ima kids 我孫子第四小 市原AC

9 佐藤　結真 (5) 2:48.66 水上　はる (5) 2:55.30 富岡　斐呂 (5) 3:00.25
轟ｱｽﾚﾁｯｸ・ｺﾐｯﾄ 習志野ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 新木小

U13小5男子800m 渡邉　樹 (5) 2:29.30 落合　千渚人 (5) 2:30.63 柳澤　碧泉 (5) 2:30.97 永峰　陽彩 (5) 2:33.01 長谷川　玄 (5) 2:35.81 内田　徳磨 (5) 2:44.27 堀　晴貴 (5) 2:45.96 川上　勇人 (5) 2:51.49

2組 ﾁｰﾑ柏 GR ﾁｰﾑ柏 市原AC 土気ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ 高野山小 市原AC

9 荏原　琉清 (5) 2:52.67 永島　琥珀 (5) 2:55.30 井出　佑 (5) 2:57.62

我孫子第四小 高野山小 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ

U13小5男子800m 松村　達也 (5) 2:29.12 小川　竜輝 (5) 2:33.25 武藤　空多 (5) 2:33.60 小川　奏多 (5) 2:34.22 多田　有佑 (5) 2:36.01 関戸　崚大 (5) 2:44.71 荒井　悠希 (5) 2:45.38 中野　大翔 (5) 2:47.84

3組 土気ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ GR 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 市原AC 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ ima kids 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子第四小 市原AC

9 田中　勝士 (5) 2:57.36 南條　龍斗 (5) 3:16.97 金高　充繕 (5) 3:20.49

船橋陸上ｸﾗﾌﾞ ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ 市原AC

U13小6男子1000m 吉岡　龍一 (6) 2:56.75 千葉　流惺 (6) 3:01.72 川邉　柾 (6) 3:02.06 水谷　亮太 (6) 3:08.64 佐々木　青空 (6) 3:10.03 石田　雄大 (6) 3:14.09 増澤　涼太 (6) 3:18.21 梶居　佑真 (6) 3:23.13

1組 ﾁｰﾑ柏 GR ﾁｰﾑ柏 ﾁｰﾑ柏 新木小 ima kids 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子第四小

9 花村　颯太 (6) 3:23.69 井上　裕宣 (6) 3:24.63 石塚　晃哉 (6) 3:26.08 早川　陽生 (6) 3:34.33 川島　光陽 (6) 3:37.65 甲田　文哉 (6) 3:38.19 野村　冬弥 (6) 3:45.79 中川　真人 (6) 3:48.56
君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 土気ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 市原AC 新木小 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 高野山小 習志野ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 轟ｱｽﾚﾁｯｸ・ｺﾐｯﾄ

U13小6男子1000m 広松　大和 (6) 2:53.60 山口　周十 (6) 3:07.56 高橋　諒 (6) 3:08.32 堺　夏樹 (6) 3:10.47 西廣　悠利 (6) 3:12.02 藤田　葵生 (6) 3:19.66 土田　結良 (6) 3:19.75 手塚　尚 (6) 3:21.03

2組 ﾁｰﾑ柏 GR 高野山小 ﾁｰﾑ柏 東葛ＲＣ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子第四小 ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ ima kids

9 飯田　陽翔 (6) 3:21.55 宮内　末也 (6) 3:22.38 髙田　丈介 (6) 3:24.68 鍋川　尚平 (6) 3:25.74 切替　壮一郎 (6) 3:31.85 前　凜汰朗 (6) 3:35.71 諸持　勇輝 (6) 3:41.52 玉利　凌久 (6) 3:42.09

ima kids 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 高野山小 市原AC ｳｨﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC ima kids 成田陸上ｸﾗﾌﾞ

17 成田　裕喜 (6) 3:43.90 山田　敬仁 (6) 3:55.71 渋谷　拓海 (6) 4:07.75

我孫子第四小 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 我孫子第四小

U13小6男子1000m 須藤 光惺 (6) 3:03.79 白井　瑞葵 (6) 3:09.39 宮川　優希 (6) 3:13.05 伊藤　光琉 (6) 3:17.61 川嶋　優希 (6) 3:19.13 津端　直人 (6) 3:20.27 石橋　潤 (6) 3:23.93 櫻井　和輝 (6) 3:26.20

3組 東葛ＲＣ ﾁｰﾑ柏 市原AC 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 土気ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 市原AC 習志野ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

9 佐藤　凪 (6) 3:28.99 白野　直哉 (6) 3:36.02 青木　心之介 (6) 3:45.82 安井　海翔 (6) 3:50.67 下田一颯 (6) 3:51.09 小川　遼太 (6) 3:51.28

高野山小 市原AC 君津ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ ｴﾑｽﾞｷｬｯﾄト81浦安陸上ｸﾗﾌﾞ 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ
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予選記録一覧表(男子)

平成２９年１１月２３日（木）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第2回U13/U16 Long-Distance Run
兼第36回都道府県対抗女子駅伝･第23回都道府県対抗男子駅伝中学生選手選考会

1位
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千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第2回U13/U16 Long-Distance Run
兼第36回都道府県対抗女子駅伝･第23回都道府県対抗男子駅伝中学生選手選考会

1位

U16中1男子2000m 岩田　一冴 (1) 6:07.85 小平　敦之 (1) 6:14.51 椿　颯太 (1) 6:28.79 伊藤　宝 (1) 6:29.93 傳法谷　元 (1) 6:32.70 小川　義達 (1) 6:39.74 滝田　流星 (1) 6:41.80 岩野　祥大 (1) 6:41.84

1組 小見川 柏二 佐原 葛飾 湖北 海神 四街道 大椎

9 三浦　源就 (1) 7:03.78 戸塚　寿浩 (1) 7:11.63 中柴　歩 (1) 7:17.54 田中　悠輔 (1) 7:20.28 中村　侑生 (1) 7:22.17 三矢本　珠璃 (1) 7:36.21 三幣　友明 (1) 7:38.42

柏二 松戸二 海神 鎌ケ谷二 鎌ケ谷 習志野一 葛飾

U16中1男子2000m 興野　晶洋 (1) 6:28.11 鈴木　啓真 (1) 6:32.31 髙橋　悠汰 (1) 6:34.88 三輪　光琉 (1) 6:37.93 内山　雅教 (1) 6:42.00 中村　優佑 (1) 6:44.70 曽宮　一輝 (1) 6:45.91 髙橋　陸 (1) 6:50.69

2組 湖北 鎌ケ谷二 富津 鎌ケ谷 柏二 周南 葛飾 新松戸南

9 中川　翔斗 (1) 6:57.04 服部　羽竜 (1) 6:57.66 西川　智紘 (1) 7:07.46 水野　知風 (1) 7:09.03 山口　翔矢 (1) 7:11.16 渡邉　拓朗 (1) 7:19.39 竹内　健真 (1) 8:49.74

大椎 常盤松 習志野一 御滝 常盤松 習志野一 佐原

U16中1男子2000m 小松　優輝 (1) 6:13.41 川上　翔太 (1) 6:13.63 鈴木　健太 (1) 6:18.33 山田　健斗 (1) 6:26.61 中岫　嶺騎 (1) 6:43.22 橋本　航 (1) 6:52.22 永井　翔太 (1) 6:56.62 日向　琥珀 (1) 6:57.88

3組 松葉 鎌ケ谷 常盤平 大津ヶ丘 鎌ケ谷 新松戸南 鎌ケ谷五 周西

9 岡根　拓夢 (1) 7:00.55 隈澤　大和 (1) 7:01.31 梶本　和 (1) 7:01.69 小林　聖翔 (1) 7:16.11 三平　優互 (1) 7:16.74 山崎　裕人 (1) 7:24.79 後藤　晃敏 (1) 7:31.35 佐藤　優輝 (1) 7:40.03

南山 葛飾 県千葉 柏二 佐原 葛飾 高根台 大津ヶ丘
17 宮田　大輔 (1) 7:43.19

大椎

U16中1男子2000m 内田　大貴 (1) 6:18.11 池澤　悠冬 (1) 6:19.95 野口　颯汰 (1) 6:23.04 根本　一輝 (1) 6:26.31 秋本　将希 (1) 6:30.97 吉川　一真 (1) 6:53.95 栗山　直樹 (1) 6:55.51 佐藤　陽人 (1) 6:57.91

4組 常盤松 大津ヶ丘 東庄 常盤平 湖北 葛飾 佐原 鎌ケ谷二

9 秋元　悠羽 (1) 7:07.63 上杉　広景 (1) 7:08.37 滝沢　毅 (1) 7:09.64 常世田　陽翔 (1) 7:10.44 掃部　暁里 (1) 7:10.69 齋藤　悠登 (1) 7:17.31 金髙　慶佳 (1) 7:24.54 遠藤　優磨 (1) 7:41.18

四街道 常盤松 四街道 佐原 海神 五井 五井 鎌ケ谷五

U16中2男子3000m 篠原　悠 (2) 9:24.16 藤田　大翔 (2) 9:28.00 水品　賢士郎 (2) 9:35.73 鎗田　光希 (2) 9:36.89 山下　航平 (2) 9:41.94 鈴木　雄大 (2) 9:46.03 土屋　翔大 (2) 9:47.15 瀧川　裕一 (2) 9:55.52

1組 小見川 湖北 湖北 岬 柏二 宮本 松戸二 常盤平

9 鳥羽　奏大 (2) 9:57.84 山下　達也 (2) 10:00.30 髙安　岳志 (2) 10:02.38 服部　冬馬 (2) 10:07.34 河村　晃希 (2) 10:11.04 黒木　聖 (2) 10:16.42 宮城　和真 (2) 10:25.50 上村　優斗 (2) 10:28.98

松戸六 常盤松 妙典 鎌ケ谷 松戸二 大津ヶ丘 木更津二 湖北
17 松枝　諒汰 (2) 10:29.40 黒岩　大幹 (2) 10:35.34 熊谷　拓真 (2) 10:36.89 石井　雄也 (2) 11:08.33 高橋　和哉 (2) 11:36.67

松戸二 松戸二 葛飾 妙典 妙典

U16中2男子3000m 中村　碧海 (2) 9:29.82 入江　大士 (2) 9:39.34 栁内　優人 (2) 9:39.95 吉野　碧 (2) 9:40.62 坂東　璃空 (2) 9:41.40 佐藤　健太 (2) 9:47.71 後藤　僚太 (2) 9:48.69 菅原　誠哉 (2) 9:48.70

2組 岬 西初石 鎌ケ谷五 常盤平 湖北 松葉 松戸二 松戸六

9 松尾　翔太 (2) 9:57.46 関戸　翔大 (2) 10:06.87 黒澤　賢史郎 (2) 10:06.89 小島　凱也 (2) 10:08.67 後藤　宇翔 (2) 10:22.49 江上　陸 (2) 10:25.23 藤井　柊羽 (2) 10:32.06 松本　健吾 (2) 10:49.51

東庄 御滝 新松戸南 湖北 松戸六 小見川 松戸二 大津ヶ丘
17 若三　直太郎 (2) 10:57.29 久保田　凌平 (2) 11:00.64 梅原　翔太 (2) 11:29.17 菅野　雄斗 (2) 11:39.01

葛飾 御滝 鎌ケ谷二 妙典

U16中2男子3000m 鎗田　大輝 (2) 9:45.41 吉田　勇磨 (2) 9:46.86 和泉　直 (2) 9:47.42 藤井　哲平 (2) 9:53.03 東　佑飛 (2) 9:53.63 大友　一希 (2) 9:54.09 小堺　隆弘 (2) 9:59.66 兼子　武琉 (2) 10:02.41

3組 岬 常盤平 松戸六 鎌ケ谷二 葛飾 妙典 四街道 鎌ケ谷二

9 秋元　大 (2) 10:02.75 竹内　崚真 (2) 10:05.66 山野　海翔 (2) 10:17.94 尾身　悠一郎 (2) 10:18.56 見上　健太 (2) 10:28.57 中迫　潤二 (2) 10:31.54 菊地　悠 (2) 10:39.31 廣田　時雅 (2) 10:56.79

湖北 妙典 大津ヶ丘 柏二 鎌ケ谷二 県千葉 小見川 習志野一

橋本　賢育 (2) 11:05.13 田村　一樹 (2) 11:31.54 守屋　虹輝 (2) 11:38.58

葛飾 妙典 新松戸南

U16中3男子3000m 松丸　生樹 (3) 9:12.55 富永　悠生 (3) 9:24.97 早坂　弘宇 (3) 9:26.17 山下　大空 (3) 9:27.00 松丸　真大 (3) 9:41.21 大淵　陽聖 (3) 9:43.09 寺川　陽喜 (3) 9:43.13 石原　翔 (3) 9:48.54

1組 湖北 GR 松戸六 湖北 湖北 松戸六 常盤平 常盤平 湖北

9 篠谷　葵 (3) 9:50.46 北山　舜 (3) 10:27.99

妙典 御滝

中学男子3000m 野島　健太 (3) 8:55.34 鶴　元太 (3) 8:58.82 藤島　幹大 (3) 8:58.99 野島　悠太 (3) 8:59.27 栗田　隆希 (2) 9:03.45 椎木　幹太 (3) 9:05.72 石川　湧月 (3) 9:09.12 佐藤　条二 (3) 9:09.25

決勝 白山 坪井 旭町 白山 逆井 大網 常盤松 新松戸南

9 小林　爽 (3) 9:09.57 山口　智規 (2) 9:10.60 小保方　浩貴 (3) 9:11.20 本木　寛大 (3) 9:13.42 大野　雅也 (3) 9:15.03 相澤　拓摩 (2) 9:16.44 中山　遥稀 (3) 9:18.26 佐藤　俊介 (3) 9:21.35

常盤平 銚子二 銚子 横芝 光ヶ丘 常盤松 小金北 西初石
17 富永　匠海 (3) 9:23.89 廣木　将人 (3) 9:26.75 藤井　陽平 (2) 9:27.27 天野　誠斗 (2) 9:27.96 相澤　駿輝 (3) 9:28.82 緒方　澪那斗 (2) 9:29.68 酒田　康生 (2) 9:30.38 田村　龍一 (3) 9:40.02

松戸六 野田一 畑沢 旭町 我孫子 大網 新松戸南 宮本
25 橋口　歩生 (3) 9:45.18 出山　遼介 (3) 10:02.37

神崎 酒々井

審判長：　隅坂　道昭 記録主任：　黒田　泰三


