
第２３回関東中学校駅伝競走大会（オーダー表）

日時：

主    催：

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

坂尻　有花(3) 大久保　藍(1) 安田　穂乃花(3) 樋山　佳歩(2) 坂尻　有佳理(1)
81 八千代町立八千代第一中学校

茨城県
杉村　葵(3) 齋藤　有菜(3) 越川　春陽(2) 古澤　茉紘(3) 雨宮　氷奈(1)

82 鹿嶋市立平井中学校
茨城県

大堀　蘭夢(2) 安達　梨胡(1) 髙橋　美優(3) 川﨑　愛香(1) 橋野　玲奈(2)
83 北茨城市立中郷中学校

茨城県
小泉　花音(2) 鈴木　雛(3) 佐藤　花梨(1) 大好　花歩(3) 豊田　杏美(2)

84 高萩市立秋山中学校
茨城県

廣瀬　 菜々(3) 石川　 美優(3) 橋屋　 真帆(3) 伊澤　 愛乃(2) 大髙　 紗葵(3)
91 真岡市立中村中学校

栃木県
野澤　綺花(3) 飯田　玲子(3) 宇野澤　静(3) 森　ノア(3) 石川　ちひろ(3)

92 市貝町立市貝中学校
栃木県

小林　由莉(3) 増子　萌絵(2) 大島　美夢(1) 佐藤　萌々香(1) 飯山　香穂(2)
93 大田原市立大田原中学校

栃木県
五十嵐　海月(2) 平田　梨恋(1) 梅村　光理(1) 吉田　琉香(2) 木下　美沙(3)

94 那須塩原市立三島中学校
栃木県

伊井　笑歩(2) 金子　美聡(3) 阿部　知宙(2) 樺沢　帆乃佳(1) 林　　英麻(3)
101 前橋市立富士見中学校

群馬県
佐藤　佑衣(1) 関口　美都(3) 吉澤　歩望(2) 樋口　愛果(2) 今井　夏希(2)

102 前橋市立大胡中学校
群馬県

塚越　萌香(2) 田邊　乃愛(3) 田邊　理愛奈(2) 木暮　友里夏(1) 浅川　紗妃(2)
103 中之条町立中之条中学校

群馬県
臼田　涼香(2) 林　亜美(1) 吉田　葉南(1) 岩崎　美優(3) 大小原　綾香(3)

104 富岡市立西中学校
群馬県

岸田　佳穂里(2) 山口　結稀(2) 小池　日南子(2) 宮嶋　玲奈(3) 諏訪　帆香(3)
111 さいたま市立宮前中学校

埼玉県
幸田　萌(2) 出石　彩陽(2) 齋藤　友美(3) 武田　莉桃(2) 馬場　優衣(1)

112 東松山市立松山中学校
埼玉県

大澤　佳歩(1) 鈴木　陽向(1) 松田　真菜(2) 阿部　彩奈(2) 中山　葉(3)
113 埼玉栄中学校

埼玉県
宮坂　恵実(2) 栗田　花鈴(2) 堀口　琴葉(1) 新井　律子(1) 下田　美羽(3)

114 熊谷市立熊谷東中学校
埼玉県

浅野　莉緒(3) 平林　優奈(1) 加藤　優育(3) 青山　由佳(1) 根岸　ひかり(3)
121 鎌ヶ谷市立第四中学校

千葉県
中澤　京子(2) 阿部　千尋(2) 齋藤　玲(1) 岩田　優奈(2) 藤原　多英(2)

122 柏市立中原中学校
千葉県

風間　歩佳(1) 大澤　由菜(3) 大澤　依理奈(1) 髙橋　怜実(1) 根深　朋佳(1)
123 船橋市立旭中学校

千葉県
髙橋　真奈(3) 五木田　千尋(2) 宮内　樹里花(3) 平津　真里亜(3) 加瀬　花(2)

124 銚子市立第六中学校
千葉県

山名　愛美(3) 渡辺　彩奈(2) 藤井　聖(3) 田野尻　千里(2) 篠原　理子(3)
131 目黒区立東山中学校

東京都
御厩敷　莉乃(3) 渡邉　美優(3) 藤巻　美里(2) 高木　愛(3) 御厩敷　志乃(3)

132 足立区立渕江中学校
東京都

恒本　風亜(3) 竹原　花織(2) 及川　渚彩(1) 堀　桃香(3) 尾岡　栞(1)
133 江戸川区立清新第一中学校

東京都
五日市　莉歩(2) 田上　桜妃(2) 鷹野　まなか(2) 芦辺　郁海(3) 島田　理彩(1)

134 江東区立深川第三中学校
東京都

女子の部

10時00分現在

平成26年11月30日 10時00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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ﾘﾝｽﾞｨｰ ﾍﾚﾅ 芽衣(3) 古賀　華実(2) 黄川田　優香(2) 髙下　遥花(3) 渕上　真衣(3)
141 横浜市立金沢中学校

神奈川県
茅野　珠里(2) 横田　ゆき(2) 市川　ゆみ(3) 朝比奈　雅姫(1) 朝比奈　亜妃乃(3)

142 川崎市立西中原中学校
神奈川県

平井　日陽(3) 落合　和奏(1) 小林　琉奈(2) 齊藤　志織(2) 網島　樹里(2)
143 川崎市立向丘中学校

神奈川県
福嶋　紗楽(2) 矢内　真帆(3) 西原　由希子(3) 吉田　亜美(3) 宮下　麗瑠(2)

144 横浜市立茅ケ崎中学校
神奈川県

伊藤　万由(2) 野田　美月(2) 清水　菜生(1) 村松　実桜(3) 松本　響(1)
151 南アルプス市立櫛形中学校

山梨県
飯島　理子(2) 河野　もな(1) 宮崎　莉帆(3) 清水　舞愛(3) 天野　真(2)

152 甲府市立北中学校
山梨県

中込　紅莉(3) 村松　実輝(3) 南部　みなみ(3) 名執　奏波(3) 名取　舞菜(2)
153 南アルプス市立白根巨摩中学校

山梨県
工藤　楓(3) 板楠　千尋(3) 功刀　永遠(3) 山崎　幸菜(2) 土橋　華(1)

154 韮崎市立 韮崎西中学校
山梨県

吉井　沙樹(2) 菊池　凜(2) 黄木　琉加(2) 日向　玲香(2) 橋場　さくら(1)
ｵｰﾌﾟﾝ 135 八王子市選抜

東京都
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