
登録NO 氏　　名 支部名 校　名 年 登録NO 氏　　名 支部名 校　名 年
940 鶴 元太 船橋 坪井 3 6 岡田 七海 葛北 野田南部 3
1442 武藤 康太 松戸 松戸一 3 20 山﨑 りさ 葛北 東深井 3
2507 出山 遼介 印旛 酒々井 3 98 境 真衣 葛北 野田南部 2
2690 野島 健太 葛南 白山 3 207 久保田 茉奈 印旛 七次台 3
2691 野島 悠太 葛南 白山 3 309 土屋 遥 印旛 八街 3
2695 親里 海輝 葛南 白山 3 650 入澤 幸菜 山武 大網 3
2731 相澤 駿輝 葛南 我孫子 3 993 鶴岡 優妃 木・袖 昭和 2
2833 佐藤 俊介 葛北 西初石 3 1885 岩戸 優香 葛南 湖北 2
3399 橋口 歩生 香取 神崎 3 1962 髙橋 葵 葛南 久寺家 2
3562 椎木 幹太 山武 大網 3 1964 斉藤 璃音 葛南 久寺家 2
3583 本木 寛太 山武 横芝 3 2311 渡辺 笑夏 松戸 松戸六 2
4760 田村 龍一 船橋 宮本 3 2672 瀬川 希子 船橋 高根 2
5258 富永 匠海 松戸 松戸六 3 2685 吉種 桜香 船橋 宮本 2
5295 中山 遥稀 松戸 小金北 3 2693 南 日向 船橋 葛飾 2
5349 佐藤 条二 松戸 新松戸南 3 3144 出口 歩果 柏 酒井根 2
5359 藤島 幹大 松戸 旭町 3 7985 中村 仁美 香取 小見川 3
5377 小林 爽 松戸 常盤平 3 7999 勝又 奈々美 香取 多古 3
5977 齋藤 英介 葛南 白山 2 8053 関根 千晶 東総 銚子二 3
6032 山本 樹 葛南 白山 2 8552 藤村 優李 葛南 湖北 3
6148 石川 湧月 葛北 常盤松 3 8553 木田 まこ 葛南 我孫子 3
6255 廣木 将人 葛北 野田一 3 8929 江村 穂乃花 船橋 海神 3
6338 相澤 拓摩 葛北 常盤松 2 8979 増岡 桃花 船橋 高根 3
6962 小保方 浩貴 東総 銚子 3 9048 小坂井 智絵 船橋 御滝 3
7045 山口 智規 東総 銚子二 2 9697 長井 愛奈 柏 柏二 3
7138 緒方 澪那斗 山武 大網 2 9770 稲垣 小雪 葛南 白山 3
7681 大野 雅也 柏 光ヶ丘 2 9786 大塚 来夢 葛南 湖北 3
7738 藤井 陽平 木･袖 畑沢 2 9801 大野 綾愛 葛南 鎌ケ谷二 3
9208 天野 誠斗 松戸 旭町 2 9803 杉山 明沙 葛南 鎌ケ谷二 3
9265 酒田 康生 松戸 新松戸南 2 9869 吉田 愛実 葛南 鎌ケ谷五 3
9823 栗田 隆希 柏 逆井 2 9879 金原 千尋 葛南 鎌ケ谷四 3

問い合わせ先
千葉県小中体連駅伝専門部
今井　洋
鎌ケ谷市立第二中学校
047-444ｰ6751　　090-3312-7307

２０１７　国際千葉駅伝開催記念
U-１６LongDistanceRun選考会の部　推薦選手一覧

・大会の規定により、１年生は選出していません。
・申込み、要項につきましては、C-JACのHPをご参照ください。
・当日、欠場をされる場合は、駅伝専門部委員長（今井）までご連絡ください。
・欠場者が出た場合の、追加招集は行いません。

男子 女子


