
平成30年度 男子第63回 女子46回 中学第11回校内マラソン大会 成績

平成30年5月1日（火）
３年男子 ３年女子

順位 クラス 名　　前　　 タイム 所属クラブ 順位 クラス 名　　前　　 タイム 所属クラブ

1 ３の６ 大河原 直樹 ｵｵｶﾜﾗ ﾅｵｷ 28.41 サッカー 1 ３の５ 鈴木 和香 ｽｽﾞｷ ﾜｶ 18.05 バスケ

2 ３の４ 箱﨑 蒼太 ﾊｺｻﾞｷ ｿｳﾀ 28.42 サッカー 2 ３の６ 関根 陽菜 ｾｷﾈ ﾋﾅ 19.31 バスケ

3 ３の７ 田中 聖人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 29.20 サッカー 3 ３の８ 野本 菜月 ﾉﾓﾄ ﾅﾂｷ 19.42 ハンド

4 ３の８ 関 博之 ｾｷ ﾋﾛﾕｷ 29.36 サッカー 4 ３の４ 鈴木 楓花 ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 19.51 バレー

5 ３の４ 佐藤 孝紀 ｻﾄｳ ﾀｶｷ 30.06 サッカー 5 ３の６ 南條 真里 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾏﾘ 20.08 ハンド

6 ３の５ 樋口 裕平 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾍｲ 30.20 サッカー 6 ３の７ 小林 由佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 20.11 ハンド

7 ３の５ 熊谷 太陽 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲﾖｳ 30.27 サッカー 7 ３の４ 宗像 千愛 ﾑﾅｶﾀ ﾁﾅﾘ 20.21 バレー

8 ３の３ 二瓶 海斗 ﾆﾍｲ ｶｲﾄ 30.56 サッカー 8 ３の５ 遠藤 玲奈 ｴﾝﾄﾞｳ ﾚｲﾅ 20.22 バレー

9 ３の５ 菅野 卓人 ｶﾝﾉ ﾀｸﾄ 31.08 サッカー 9 ３の７ 相樂 冴香 ｻｶﾞﾗ ｻﾔｶ 20.40 テニス

10 ３の４ 岩谷 脩平 ｲﾜﾔ ｼｭｳﾍｲ 31.17 バスケ 10 ３の８ 高林 彩 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 21.31 ソフト

２年男子 ２年女子

順位 クラス 名　　前　　 タイム 所属クラブ 順位 クラス 名　　前　　 タイム 所属クラブ

1 ２の４ 湯田 玲翔 ﾕﾀﾞ ﾚｲﾄ 29.45 サッカー 1 ２の８ 荻野 ひかり ｵｷﾞﾉ ﾋｶﾘ 18.28 ソフト

2 ２の３ 滑川 郁也 ﾅﾒｶﾜ ﾌﾐﾔ 29.57 サッカー 2 ２の３ 坂本 妃茉里 ｻｶﾓﾄ ﾋﾏﾘ 18.31 ハンド

3 ２の５ 中島 唯斗 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲﾄ 30.25 サッカー 3 ２の３ 岡部 友里菜 ｵｶﾍﾞ ﾕﾘﾅ 18.58 ハンド

4 ２の３ 三本松 翔希 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ ｼｮｳｷ 30.42 サッカー 4 ２の４ 鈴木 唯 ｽｽﾞｷ ﾕｲ 19.42 ハンド

5 ２の５ 名越 敬冬 ﾅｺｼ ｹｲﾄ 30.45 サッカー 5 ２の７ 小野 凜 ｵﾉ ﾘﾝ 19.53 テニス

6 ２の８ 山本 悠斗 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 31.09 サッカー 6 ２の３ 大森 ななみ ｵｵﾓﾘ ﾅﾅﾐ 21.00 テニス

7 ２の５ 矢﨑 空 ﾔｻﾞｷ ｿﾗ 31.17 サッカー 7 ２の７ 熊田 唯香 ｸﾏﾀﾞ ﾕｲｶ 21.21 バスケ

8 ２の８ 矢部 聖也 ﾔﾍﾞ ｾｲﾔ 31.34 サッカー 8 ２の４ 小針 舞巳 ｺﾊﾞﾘ ﾏｲﾐ 21.50 バレー

9 ２の７ 遠藤 紫音 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｵﾝ 31.40 テニス 9 ２の６ 鹿又 梓 ｶﾉﾏﾀ ｱｽﾞｻ 22.10 柔道

10 ２の５ 吉田 英斗 ﾖｼﾀ ｴｲﾄ 31.47 テニス 10 ２の３ 関根 愛美 ｾｷﾈ ﾏﾅﾐ 22.18 吹奏楽

１年男子 １年女子

順位 クラス 名　　前 タイム 所属クラブ 順位 クラス 名　　前 タイム 所属クラブ

1 １の５ 須藤 蓮 ｽﾄｳ ﾚﾝ 31.26 バスケ 1 １の２ 廣中 千恵 ﾋﾛﾅｶ ﾁｴ 19.40 吹奏楽

2 １の５ 村井 駿祐 ﾑﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 31.47 ハンド 2 １の３ 上泉 奈々 ｶﾐｲｽﾞﾐ ﾅﾅ 20.15 陸上マネ

3 １の３ 大津 平嗣 ｵｵﾂ ﾀｲｼ 31.56 サッカー 3 １の８ 橋本 咲紘 ﾊｼﾓﾄ ｻﾋﾛ 21.35 テニス

4 １の５ 古市 琉真 ﾌﾙｲﾁ ﾙﾏ 32.32 サッカー 4 １の８ 南條　由宇 ﾅﾝｼﾞｮｳ　ﾕｳ 22.31 ハンド

5 １の７ 川崎 健太 ｶﾜｻｷ ｹﾝﾀ 32.38 野球 5 １の７ 松本 妃奈乃 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾉ 22.53 テニス

6 １の８ 飯島 禎 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ 33.57 サッカー 6 １の７ 佐野 理央奈 ｻﾉ ﾘｵﾅ 22.54 テニス

7 １の６ 深堀 真生 ﾌｶﾎﾘ ﾏｵ 34.06 サッカー 7 １の８ 甲斐 麻理乃 ｶｲ ﾏﾘﾉ 22.57 チアリーディング

8 １の６ 菊地　広大 ｷｸﾁ　ｺｳﾀﾞｲ 34.16 野球 8 １の６ 冨岡 亜香里 ﾄﾐｵｶ ｱｶﾘ 23.14 ハンド

9 １の５ 渡辺 航大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 34.23 サッカー 9 １の２ 塙　 葵 ﾊﾅﾜ  ｱｵｲ 23.23

10 １の５ 山内 拓実 ﾔﾏｳﾁ ﾀｸﾐ 34.27 サッカー 10 １の３ 半田 乙姫 ﾊﾝﾀﾞ ｲﾂｷ 23.57 ゴルフ

総　　合 総　　合

順位 クラス 名　　前　　 タイム 所属クラブ 順位 クラス 名　　前　　 タイム 所属クラブ

1 ３の３ 小玉 歩葵 ｺﾀﾞﾏ ｲﾌﾞｷ 26.55 陸上 1 ２の８ 湯田 真奈美 ﾕﾀﾞ ﾏﾅﾐ 17.22 陸上

2 ２の６ 渡辺 亮太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 26.56 陸上 2 ２の６ 菅野 未来 ｽｹﾞﾉ ﾐｸ 17.23 陸上

3 ３の４ 大塚 稜介 ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｽｹ 27.00 陸上 3 ２の５ 甲斐 梨乃 ｶｲ ﾘﾉ 17.23 陸上

中学3年男子 中学3年女子

順位 クラス 名　　前 タイム 所属クラブ 順位 クラス 名　　前 タイム 所属クラブ

1 中学3年 森 掛 ﾓﾘ ｶｲ 10.29 ソフトテニス 1 中学3年 赤井田 彩乃 ｱｶｲﾀﾞ ｱﾔﾉ 14.28 バスケ

2 中学3年 木戸 朝日 ｷﾄﾞ ｱｻﾋ 11.24 ソフトテニス 2 中学3年 髙木 亜希歩 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾎ 15.04 バスケ

3 中学3年 内田 裕啓 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 15.35 ソフトテニス 3 中学3年 門馬 瑠花 ﾓﾝﾏ ﾙｶ 15.12 ソフトテニス

中学2年男子 中学2年女子

順位 クラス 名　　前 タイム 所属クラブ 順位 クラス 名　　前 タイム 所属クラブ

1 中学2年 松下 竜大 ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳﾀ 9.12 陸上 1 中学2年 山本 香澄 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾐ 13.23 バスケ

2 中学2年 大島　正虎 ｵｵｼﾏ　ﾏｻﾄﾗ 9.15 陸上 2 中学2年 佐々木 啓 ｻｻｷ ｹｲ 13.36 硬式テニス

3 中学2年 鈴木 大輝 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｺｳ 10.03 ソフトテニス 3 中学2年 白石 花凜 ｼﾗｲｼ ｶﾘﾝ 13.59 バスケ

中学1年男子 中学1年女子

順位 クラス 名　　前 タイム 所属クラブ 順位 クラス 名　　前 タイム 所属クラブ

1 中学1年 根本　剛希 ﾈﾓﾄ　ｺﾞｳｷ 10.16 野球 1 中学1年 佐藤　日香莉 ｻﾄｳ　ﾋｶﾘ 10.52 ソフトテニス

2 中学1年 遠藤　嵩臥 ｴﾝﾄﾞｳ　ｼｭｳｶﾞ 10.32 野球 2 中学1年 加藤　まの ｶﾄｳ　ﾏﾉ 11.32 インターアクト

3 中学1年 鈴木　拓磨 ｽｽﾞｷ　ﾀｸﾏ 10.41 ソフトテニス 3 中学1年 渡邊　咲来 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻｷ 13.02 ソフトテニス


