
№1

2015国際千葉駅伝中学生記録会 決勝記録一覧表（男女） 主催 千葉陸上競技協会

大会コード 15 12 3306
競技場コード 121010

種目

選考会の部
女子3000m 風間 歩佳 (2) 9:44.49 谷藤 千夏 (3) 9:45.17 笹野 真愛 (3) 9:45.58 保科 琴音 (3) 9:47.54 藤村 華純 (3) 9:53.78 青山 由佳 (2) 9:55.73 齊藤 亜優 (2) 9:56.57 木口 美樹 (3) 9:57.75

船橋旭 海神 海神 山田 湖北 鎌ケ谷四 白山 松戸四
9 加瀬 花 (3) 9:57.91 土井 菜摘 (2) 10:05.28 奈良橋 真菜 (3) 10:06.37 石川 英沙 (3) 10:06.38 芹川 史枝奈 (2) 10:11.11 二階堂 優衣 (2) 10:13.06 湯川 野乃 (3) 10:14.48 渡辺 光美 (3) 10:15.60

銚子六 昭和 習志野一 松戸一 遠山 小見川 鎌ケ谷二 松戸六
17 河田 実由 (3) 10:18.45 染谷 絢香 (2) 10:18.46 小杉 真生 (2) 10:21.39 江森 南月 (2) 10:22.56 出口 楓希 (3) 10:25.52 小林 陽花 (2) 10:30.33 橋口 凜花 (2) 10:37.18 小野 智世 (3) 10:39.30

豊四季 田中 鎌ケ谷五 我孫子 昭和 葛飾 海神 常盤平
25 伊藤 美璃 (3) 10:41.25 池田 瑞葵 (3) 10:48.59 松﨑 由衣 (3) 10:49.77

鎌ケ谷 野田北部 七次台
男子3000m 安田　博登 (3) 8:49.46 安田　優登 (3) 8:50.33 西田　琉唯 (3) 8:50.76 佐藤　一世 (2) 8:53.71 村上　真生 (3) 8:53.89 早川　晃平 (3) 8:54.99 石井　一希 (2) 8:55.15 鈴木　啓磨 (3) 8:56.08

常盤平 常盤平 湖北 小金 常盤平 流山南部 富里 東金東
9 永山　龍吉 (3) 8:57.11 佐藤　真優 (2) 8:58.94 浅海　崇志 (2) 9:00.34 中島　稜貴 (3) 9:00.48 加瀬　雄大 (3) 9:00.90 長谷川　翔一 (3) 9:04.42 白鳥　優人 (3) 9:05.01 五十嵐　優汰 (3) 9:10.74
鎌ケ谷五 我孫子 鎌ケ谷四 鎌ケ谷五 銚子五 小金 佐原 柏

17 橋本　基紀 (2) 9:12.21 南　里樹 (3) 9:13.06 國井　辰磨 (3) 9:16.18 川上　竜也 (3) 9:18.89 川上　勇士 (3) 9:21.22 森　竜也 (3) 9:21.56 松本　薫 (3) 9:22.21 米田　翔哉 (3) 9:22.25
常盤松 柏二 柏五 鎌ケ谷 鎌ケ谷 栗ケ沢 二宮 有吉

25 成島　航己 (3) 9:22.41 櫛野　公資 (3) 9:25.17 池澤　将汰 (3) 9:38.80 鵜澤　葉月 (3) 9:57.20 佐々木　虎太郎 (3) 9:57.27
栗ケ沢 桜台 光ヶ丘 増穂 旭町

記録会の部
１年女子1500m 長井　愛奈 (1) 4:50.20 岡田　七海 (1) 4:50.55 新野　遥 (1) 4:56.46 橋本　妃奈 (1) 5:01.24 中澤　萌々花 (1) 5:03.57 石塚　朋美 (1) 5:06.34 吉田　愛実 (1) 5:10.18 岩崎　和奏 (1) 5:10.71

柏二 野田南部 野田南部 高柳 湊 平川 鎌ケ谷五 木更津二
9 久保田　茉奈 (1) 5:11.72 森　彩奈 (1) 5:15.82 佐藤　花梨 (1) 5:18.96 坂本　花南乃 (1) 5:23.55 林　碧葉 (1) 5:27.99 香焼　真由菜 (1) 5:32.22

七次台 鎌ケ谷五 鎌ケ谷五 鎌ケ谷五 船橋芝山 七次台
女子2､3年3000m 浅見　紗良 (2) 10:28.86 木下　実青 (2) 10:31.25 小川　千央 (2) 10:34.14 伊藤　彩 (2) 10:45.83 吉川　香奈 (2) 10:46.37 中嶋　涼音 (2) 10:48.34 田村　若葉 (2) 10:54.39 浅野　翔穂 (2) 10:56.61

鎌ケ谷二 葛飾 高洲 七次台 柏二 小見川 鴨川 八街北
9 田貝　明香里 (2) 10:56.66 野宮　寧々 (2) 11:06.75 髙橋　怜実 (2) 11:08.64 中島　美咲 (2) 11:09.25 内海　舞衣子 (2) 11:09.86 新井　ゆず (2) 11:15.23 松井　なつき (2) 11:17.81 杉山　渚彩 (2) 11:18.73

柏二 銚子 船橋旭 野田南部 県千葉 鎌ケ谷二 船橋芝山 小見川
17 服部　与望来 (2) 11:36.81 吉田　つぐみ (2) 11:47.21 赤坂　愛穂 (2) 11:55.41

葛飾 前原 前原
１年男子1500m 藤島　幹大 (1) 4:28.02 佐々木　爽多 (1) 4:31.37 川名　翔太 (1) 4:31.77 鈴木　康也 (1) 4:32.31 岡野　史弥 (1) 4:32.95 鈴木　健心 (1) 4:36.54 林　洸也 (1) 4:36.82 大賀　雄太 (1) 4:38.18

旭町 八街 船橋 岩根 佐原三 柏二 柏二 船橋
9 石川　湧月 (1) 4:38.64 栗山　樹希 (1) 4:39.12 岡田　爽希 (1) 4:39.46 坂上　祐哉 (1) 4:46.43 西谷　将弥 (1) 4:54.65 堂前　涼 (1) 4:56.32

常盤松 佐原 田中 船橋 法田 柏二
男子2､3年3000m 松永　伶 (2) 9:13.89 富田　峻平 (3) 9:17.13 永井　大智 (3) 9:17.31 杉坂　侑紀 (2) 9:25.72 立野　倭 (2) 9:25.87 西川　大亮 (3) 9:28.49 片野　優一 (2) 9:28.66 武内　陽大朗 (2) 9:29.44

前原 栗ケ沢 稲毛高附 船橋 堀江 常盤松 野田南部 佐原
9 阿部　雅史 (2) 9:29.67 西堀　太樹 (2) 9:33.29 安井　悠真 (2) 9:33.78 鏡　勇人 (2) 9:35.54 岡本　優星 (2) 9:36.52 菅谷　梨輝 (3) 9:40.93 佐々木　康貴 (2) 9:45.32 池澤　尚起 (2) 9:51.56

田中 田中 法田 船橋芝山 山武南 小見川 田中 船橋旭
17 椎名 耀二 (2) 9:51.98 永井　健斗 (2) 9:53.46 山下　陸斗 (2) 9:56.13 丸山　大翔 (2) 10:06.00 津田　克樹 (2) 10:23.92 金子　魅玖人 (2) 10:40.76

市川八 鎌ケ谷五 常盤松 船橋旭 野田南部 法田

平成２７年１１月２３日（月）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
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