
第1回全国中学生クロスカントリー選手権大会
千葉クロスカントリー大会　X-RUN　CHIBA　２０１６

主催：日本陸上競技連盟　　主管：一般財団法人千葉陸上競技協会
期日：2016年2月14日（日）
会場：千葉市緑区土気町「昭和の森」 　審 判 長：安藤　祥夫

2 ・ X-RUN キッズ1.5km 男子 記録主任：岩脇　充司

順位 No. 氏名 ｶﾅ 地区 所属 タイム 備考
1 3039 鎗田 大輝 ﾔﾘﾀ ﾀﾞｲｷ 千葉 5:02
2 3040 鎗田 光希 ﾔﾘﾀ ﾐﾂｷ 千葉 5:03
3 3028 渡辺 健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 東京 5:07
4 3021 小林 剛士 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 茨城 5:10
5 3031 小林 大晴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ 東京 5:11
6 3017 杉原 将太 ｽｷﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 東京 5:12

7 3025 高木 陽 ﾀｶｷﾞ ﾋﾅﾀ 東京 5:15

8 3038 堀田 龍生 ﾎｯﾀ ﾘｭｳｾｲ 千葉 5:15

9 3045 新井 虎次郎 ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 群馬 5:16

10 3053 岩田 一冴 ｲﾜﾀ ｲｯｻ 茨城 5:16

11 3052 野崎 佑太 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾀ 千葉 5:17

12 3001 土赤 本気 ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 長野 5:20

13 3035 池澤 悠冬 ｲｹｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 千葉 5:20

14 3030 落石 悠太 ｵﾁｲｼ ﾕｳﾀ 千葉 5:25

15 3009 中村 碧海 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 千葉 5:25

16 3042 丸子 晴樹 ﾏﾙｺ ﾊﾙｷ 山形 5:26

17 3046 落合 匠 ｵﾁｱｲ ﾀｸﾐ 新潟 5:30

18 3008 錦戸 昴雅 ﾆｼｷﾄﾞ ﾏｵﾔ 岩手 5:30

19 3004 向島 央 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾏﾅｶ 静岡 5:30

20 3010 野瀬 陽大 ﾉｾ ﾖｳﾀ 東京 5:31

21 3018 井谷 壮太 ｲﾀﾆ ｿｳﾀ 東京 5:31

22 3016 高村 紀成 ﾀｶﾑﾗ ｱｷﾅﾘ 千葉 5:32

23 3014 武田 悠斗 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 山形 5:35

24 3023 高橋 徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 千葉 5:37

25 3048 中川 空 ﾅｶｶﾞﾜ ｿﾗ 東京 5:41

26 3007 木村 凛太朗 ｷﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 東京 5:48

27 3036 荘司 拳大 ｼｮｳｼﾞ ｹﾝﾀ 東京 5:48

28 3029 鮎川 晴大 ｱﾕｶﾜ ｾｲﾀ 千葉 5:48

29 3037 皆川 響 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 新潟 5:50

30 3002 梶本 和 ｶｼﾞﾓﾄ ﾔﾏﾄ 千葉 5:52

31 3024 山田 空 ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ 東京 5:55

32 3022 新井 瑞己 ｱﾗｲ ﾐｽﾞｷ 東京 5:58

33 3012 井上 寛太 ｲﾉｳｴ ｶﾝﾀ 山形 5:59

34 3044 稲生 一星 ｲﾅｵ ｲｯｾｲ 千葉 6:04

35 3011 鈴木 悠斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 山形 6:04

36 3005 小西 喬介 ｺﾆｼ ｷｮｳｽｹ 東京 6:15

37 3034 八子 一帆 ﾔｺ ｶｽﾞﾎ 千葉 6:26

38 3006 岩原 浩誠 ｲﾜﾊﾗ ｺｳｾｲ 東京 6:38

39 3033 金高 慶佳 ｶﾈﾀｶ ﾁｶﾖｼ 千葉 6:44

40 3051 大友 理玖 ｵｵﾄﾓ ﾘｸ 山形 6:52

41 3050 鈴木 陸仁 ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ 千葉 7:01

42 3032 細川 朋由 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓﾖｼ 千葉 7:04

43 3041 志澤 綾斗 ｼｻﾞﾜ ｱﾔﾄ 千葉 7:08

兼　世界大学クロスカントリー選手権代表選考競技会



第1回全国中学生クロスカントリー選手権大会
千葉クロスカントリー大会　X-RUN　CHIBA　２０１６

主催：日本陸上競技連盟　　主管：一般財団法人千葉陸上競技協会
期日：2016年2月14日（日）
会場：千葉市緑区土気町「昭和の森」 　審 判 長：安藤　祥夫

3 ・ X-RUN キッズ1.5km 女子 記録主任：岩脇　充司

順位 No. 氏名 ｶﾅ 地区 所属 タイム 備考
1 3103 中嶋 千紗都 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｻﾄ 群馬 5:07
2 3139 九津見 美花 ｸﾂﾐ ﾐｶ 東京 5:20
3 3112 岡田 華音 ｵｶﾀﾞ ｶﾉﾝ 東京 5:20
4 3115 樋口 凜 ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝ 東京 5:29
5 3121 長坂 柊花 ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ 岩手 5:31
6 3127 高橋 華瑠亜 ﾀｶﾊｼ ｶﾙｱ 山形 5:35

7 3107 武藤 由依 ﾑﾄｳ ﾕｲ 千葉 5:38

8 3116 鈴木 なつみ ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾐ 千葉 5:41

9 3122 牧内 愛華 ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 長野 5:41

10 3110 市村 珠季 ｲﾁﾑﾗ ﾀﾏｷ 埼玉 5:43

11 3113 保坂 梨亜 ﾎｻｶ ﾘｱ 東京 5:44

12 3105 井上 琴音 ｲﾉｳｴ ｺﾄﾈ 東京 5:44

13 3104 磯野 友希 ｲｿﾉ ﾕｷ 東京 5:45

14 3136 鶴岡 優妃 ﾂﾙｵｶ ﾕｳｷ 千葉 5:45

15 3119 所 春菜 ﾄｺﾛ ﾊﾙﾅ 千葉 5:46

16 3135 北爪 理乃 ｷﾀﾂﾞﾒ ﾘﾉ 千葉 5:47

17 3143 斉藤 芽衣 ｻｲﾄｳ ﾒｲ 長野 5:47

18 3102 島田 美南海 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾅﾐ 千葉 5:49

19 3106 大嶋 海結 ｵｵｼﾏ ﾐﾕ 千葉 5:50

20 3118 菅原 凜香 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘﾝｶ 千葉 5:51

21 3147 高橋 彩那 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾅ 山形 5:51

22 3111 渡部 莉奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾅ 山形 5:54

23 3117 仲田 こころ ﾅｶﾀﾞ ｺｺﾛ 千葉 5:55

24 3146 守角 綺羅 ﾓﾘｽﾞﾐ ｷﾗ 千葉 6:00

25 3124 春原 日菜子 ｽﾊﾗ ﾋﾅｺ 東京 6:00

26 3128 佐々木 陽菜 ｻｻｷ ﾊﾅ 千葉 6:01

27 3131 佐藤 美樹 ｻﾄｳ ﾐｷ 千葉 6:02

28 3132 下村 真由 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 長野 6:04

29 3101 田中 麻美 ﾀﾅｶ ﾏﾐ 東京 6:06

30 3138 吉井 あい ﾖｼｲ ｱｲ 千葉 6:13

31 3123 木原 菜々恵 ｷﾊﾗ ﾅﾅｴ 千葉 6:18

32 3114 木村 みゆう ｷﾑﾗ ﾐﾕｳ 東京 6:18

33 3133 川地 百合乃 ｶﾜﾁ ﾕﾘﾉ 千葉 6:19

34 3144 諸山 知奈津 ﾓﾛﾔﾏ ﾁﾅﾂ 長野 6:21

35 3108 明間 遥菜 ｱｹﾏ ﾊﾙﾅ 新潟 6:22

36 3129 奥山 莉々采 ｵｸﾔﾏ ﾘﾘｱ 千葉 6:27

37 3109 金城 比和 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾖﾘ 東京 6:30

38 3126 成澤 南波 ﾅﾘｻﾜ ﾅﾅﾐ 東京 6:31

39 3130 棚倉 里名 ﾀﾅｸﾗ ﾘﾅ 千葉 6:40

40 3137 十文字 春菜 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾊﾙﾅ 岩手 6:41

41 3140 牛込 瑠香 ｳｼｺﾞﾒ ﾙｶ 東京 6:49

42 3141 東條 友羅 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾕﾗ 千葉 6:54

兼　世界大学クロスカントリー選手権代表選考競技会


