
ト ラ ッ ク 審 判 長 伊藤　信夫

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

北山 俊太朗(6) 2:50.58 川口 ムサ慧(6) 2:53.98 加瀬 唯翔(6) 2:55.13 出家 恒知(6) 2:56.87 荒井 稜司(6) 2:57.23 山川 朔太朗(6) 3:01.65 秋田 勇樹(6) 3:01.76 馬場 柚(6) 3:03.26

東　京・千住ジュニア 千　葉・野田ジュニア 千　葉・ima 東　京・千住ジュニア 千　葉・高野山小 東　京・千住ジュニア 千　葉・チーム柏 千　葉・野田ジュニア

岩田 悠希 8:32.37 小山 洋生(2) 8:48.75 鈴木 琉胤(2) 8:50.75 斉藤 和輝 8:51.58 安田 有佑(3) 8:53.73 中村 伸太朗(3) 8:54.88 宮崎 優(3) 8:56.11 細川 亮太(2) 8:57.49

千　葉・one's 埼　玉・所沢北高 千　葉・小金北中 東　京・東京陸協 三　重・東京外国語大 千　葉・海神中 千　葉・大津ケ丘中 千　葉・柏南高

三野 貴史 14:23.08 野島 健太(3) 14:26.30 岩嵜 友也(3) 14:26.83 樋田 侑司(3) 14:29.58 折笠 亮太(3) 14:30.17 日高 龍之介(1) 14:32.28 野島 悠太(3) 14:32.45 市来原 潤(4) 14:32.74

千　葉・松戸市陸協 千　葉・流経大柏高 京　都・順天堂大 神奈川・東京経済大 千　葉・中央学院高 宮　崎・國學院大 千　葉・流経大柏高 鹿児島・専修大

今江 勇人(M1) 29:28.10 森下 舜也(4) 29:29.37 田高 永輝(1) 29:34.58 岩田 悠希 29:35.21 相澤 龍明(3) 29:37.07 宮本 大生(2) 29:38.13 水野 優希(4) 29:39.10 市川 繁貴(3) 29:39.51

宮　城・千葉大 栃　木・順天堂大 青　森・國學院大 千　葉・one's 神奈川・國學院大 徳　島・國學院大 愛　知・麗澤大 神奈川・東京経済大
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弦巻 心遥(6) 3:07.27 保坂 知穂(6) 3:07.58 堀内 凜乃(6) 3:09.05 高橋 冴和(6) 3:12.31 中山 心音(6) 3:14.70 上舞 彩心(6) 3:17.07 倉橋 由衣(6) 3:18.84 天羽 海乃(6) 3:21.02

千　葉・東葛RC 千　葉・市原AC 千　葉・市原AC 千　葉・市原AC 千　葉・高野山小 千　葉・野田ジュニア

向井 智香 4:48.61 大畑 希來(2) 4:49.30 廣瀬 眞希(2) 4:49.87 菅原 仁子(1) 4:50.60 人見 優来(3) 4:51.46 天宮 咲恵(1) 4:54.64 赤羽 怜奈(2) 4:55.15 吉田 夏美(1) 4:55.15

東　京・東京メトロ 千　葉・土中 千　葉・佐原中 千　葉・三田中 東　京・湾岸TC 東　京・千住ジュニア 千　葉・南流山中 千　葉・光ケ丘中

葛西 美月(2) 9:54.86 今西 紗世(2) 9:58.01 大沼 亜衣(1) 10:02.47 根本 菜々美(2) 10:02.82 金田 理花(2) 10:05.76 高田 実夢(2) 10:07.26 鵜澤 里桜(2) 10:08.15 加藤 あや(3) 10:10.05

宮　城・城西国際大 千　葉・八木中 山　形・城西国際大 千　葉・流経大柏高 埼　玉・帝京科学大 千　葉・小見川中 千　葉・市原AC 宮　城・城西国際大

平賀 恵子 19:06.93 叶内 美詩(2) 20:39.16

千　葉・ｳｨﾝｸﾞ　A.C 千　葉・千商大付高
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