
第２３回関東中学校駅伝競走大会（オーダー表）

日時：

主    催：

審判長：鈴木　存　　記録主任：米岡　利昌

太字＝大会タイ記録 太字斜体＝大会新記録 上段：選手氏名　　中段：通過記録・順位　　下段：区間記録・順位

ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区 第6区

片根　洋平(3) 鈴木　流世(3) 佐藤　　圭(3) 川﨑　瑠唯(3) 小林　竜也(2) 福島　正訓(3)
81 常陸太田市立瑞竜中学校

茨城県
大熊　光樹(3) 長山　勇貴(2) 鈴木　蒼大(3) 菊地　廉(2) 小泉　翔平(3) 山谷　昌也(2)

82 北茨城市立中郷中学校
茨城県

安田　大輝(3) 井出　勇伍(3) 鈴木　　蓮(3) 高橋　寿輝(3) 幸田　智裕(2) 大里　成歩(2)
83 八千代町立八千代第一中学校

茨城県
保立　雄輝(3) 井郷　輝(3) 山本　隼杜(3) 神田　滉人(3) 山口　蘭(3) 山本　凌(3)

84 神栖市立神栖第一中学校
茨城県

齋藤　迅太(3) 大谷　陽(3) 畠山　大陸(3) 星野　翔太(3) 木村　凌(3) 田中　宏宜(3)
91 那須塩原市立三島中学校

栃木県
山岸　史明(3) 八重畑　龍和(3) 松山　和希(1) 川田　雅大(2) 青木　翔(1) 宮村　博騰(3)

92 大田原市立大田原中学校
栃木県

山崎　智也(3) 大笹　晃嵩(3) 三浦　誉真(2) 石川　龍之介(3) 伊藤　颯吾(3) 郡司　知樹(3)
93 那須塩原市立西那須野中学校

栃木県
金久保　遥(3) 浅井　勇勝(3) 折原　陽太(2) 齋藤　慎平(3) 荒井　佑輔(2) 羽石　翼(3)

94 益子町立益子中学校
栃木県

新井　大貴(2) 池田　賢治(3) 阿久澤　隆盛(2) 寺嶌　渓一(3) 伊井　修司(1) 樺澤　綺颯志(3)
101 前橋市立富士見中学校

群馬県
飯塚　那智(3) 清水　琢馬(2) 上原　隆之介(2) 土屋　陸玖(3) 篠原　謙太(3) 福原　広大(3)

102 中之条町立中之条中学校
群馬県

千明　朋玄(2) 今井　優輝(2) 三浦　瞭太郎(3) 千明　郁斗(2) 小路　一真(2) 原　雅貴(3)
103 吉岡町立吉岡中学校

群馬県
早野　碩人(3) 堀川　純暉(3) 三井　颯斗(3) 黒沼　蓮(3) 妥敏尊　クリス(2) 森田　海生(3)

104 伊勢崎市立第一中学校
群馬県

柏　優吾(2) 原田　龍生(2) 遠藤　優介(3) 片岡　奎(2) 遠藤　雅也(3) 黒須　優翔(2)
111 さいたま市立宮原中学校

埼玉県
手島　駿(3) 宮澤　徹(1) 伊藤　武琉(2) 吉田　遼平(2) 西尾　元(1) 阿部　莞汰(3)

112 さいたま市立与野南中学校

埼玉県
矢野　凌麻(3) 荻原　颯太(3) 高橋　輝(3) 芝田　順之介(3) 村井　禅(3) 仲沢　隼斗(3)

113 東松山市立南中学校
埼玉県

大塚　紘平(3) 八角　朋輝(2) 阿部　泰知(1) 小泉　大樹　(1) 相川　響希(1) 遠藤　望(3)
114 越谷市立栄進中学校

埼玉県
中光　捷(3) 西村　駿輝(3) 曽波　優太(3) 齋藤　周平(2) 藤原　基(3) 和田　佑斗(2)

121 我孫子市立白山中学校
千葉県

江口　達宗(3) 輿石　拓海(3) 甲田　彩人(3) 吉森　裕人(3) 面髙　絢亮(3) 実川　将大(3)
122 松戸市立第四中学校

千葉県
安田　博登(2) 渡邉　光(3) 安田　優登(2) 阿保　壱太(3) 村上　真生(2) 持立　克己(3)

123 松戸市立常盤平中学校
千葉県

原田　凌輔(3) 林　佑生(3) 村田　烈(3) 斎藤　樹温(3) 佐藤　恵介(3) 南　里樹(2)
124 柏市立柏第二中学校

千葉県
松本　　航(3) 濱西　勇輔(2) 中村　　翼(3) 栃木　穂高(3) 伊藤　　竜(2) 岡部　翔真(3)

131 あきる野市立西中学校
東京都

岡田　享也(3) 菊池　黎哉(3) 藤本　達哉(3) 叶　　拓海(3) 山田　遊耶(3) 水野　雄人(2)
132 八王子市立中山中学校

東京都
石川　璃京(3) 奥　恭典(3) 大澤　太我(2) 長﨑　満央斗(3) 羽田　拓矢(3) 荻野　新(2)

133 目黒区立東山中学校
東京都

高橋　永遠(3) 渡邊　賢二(3) 甲木　彪太郎(2) 齋藤　怜(2) 佐藤　壮多(1) 甲木　悠太郎(2)
134 東京大学教育学部附属中等教育学校

東京都

男子の部

10時55分現在

平成26年11月30日 10時55分スタート

関東中学校体育連盟／東京都教育委員会／関東陸上競技協会／(公財)東京陸上競技協会
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磯部　豊(2) 壁寸　竜弥(3) 貝塚　泰基(3) 鈴木　志吹(2) 尾﨑　涼(2) 北見　嶺(3)
141 横浜市立金沢中学校

神奈川県
岡本　恵(3) 小林　優太(3) 北尾　嘉章(2) 野崎　幹人(3) 渋谷　拓未(3) 加藤　大輔(3)

142 桐蔭学園中学校
神奈川県

坂元　航太(2) 池田　典明(3) 伊藤　悠真(3) 本多　遼也(2) 杉本　康輔(2) 徳竹　隼人(2)
143 横浜市立田奈中学校

神奈川県
菅井　栄希(2) 馬場　隼(3) 森　基哉(3) 横山　航輝(2) 深田　祥太郎(3) 清水　拓哉(3)

144 逗子開成中学校
神奈川県

藤巻　天(3) 土屋　雅也(2) 雨宮　聖(3) 成田　知希(2) 田中　芽意(2) 来城　祥太朗(3)
151 笛吹市立石和中学校

山梨県
中村　來夢(3) 山田　駿(3) 新田　和輝(3) 浅田　将也(3) 小林　弘基(3) 篠原　麓(2)

152 韮崎市立 韮崎西中学校
山梨県

神田　朋武(3) 望月　優汰(3) 村松　滉太(3) 林部　瑞季(3) 秋山　和良(1) 髙野　太陽(2)
153 甲府市立南西中学校

山梨県
望月　悠斗(3) 大原　知己(3) 西野　颯真(3) 加茂　優樹(2) 笹本　皐介(3) 小尾　恭生(2)

154 南アルプス市立白根巨摩中学校

山梨県

堀内　省吾(2) 内田　陸(2) 福谷　颯太(2) 瀬上　洸希(2) 中嶋　大樹(3) 大村　怜(3)
ｵｰﾌﾟﾝ 135 八王子市選抜

東京都
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