
令和４年度千葉県高等学校１年生TR大会 ＜競技順＞
※各時間帯の15〜16名のグループは同時に動くことになります。

男子Ａルート 男子Ｂルート 女子1本目
受付 ウォームアップ 競技時間 競技順 ゼッケン 学  校 氏名 ふ り が な 競技順 ゼッケン 学  校 氏名 ふ り が な 競技順 ゼッケン 学  校 氏名 ふ り が な

1 1 幕張総合 渡邉 智貴 わたなべ ともき 1 21 幕張総合 田村 翔真 たむら しょうま 1 1 東海大浦安 佐野 小春 さの こはる
8:30 8:45 9:15 2 2 商大付属 萬代 貫太 まんだい かんた 2 22 昭和学院 宮本 優賢 みやもと ゆたか 2 2 幕張総合 佐藤 珠美 さとう たまみ

~ ~ ~ 3 3 昭和学院 海老澤 拓睦  えびさわ たくむ 3 23 東海大浦安 ⻑尾 海⽃ ながお かいと 3 3 幕張総合 岩澤 風佳 いわさわ ふうか

8:45 9:05 9:35 4 4 幕張総合 伊藤 大河 いとう たいが 4 24 幕張総合 大浦 充喜 おおうら あつき 4 4 千城台 池田 芽依 いけだ めい
5 5 千葉北 眞鍋 匠 まなべ たくみ 5 25 幕張総合 東山 天飛 ひがしやま たかと 5 5 幕張総合 市場 光結 いちば みゆ
6 6 幕張総合 ⻤澤 双葉 おにざわ ふたば 6 26 幕張総合 髙宮 颯良 たかみや そら 6 6 幕張総合 噌⻄ 真桜 そにし まお

8:50 9:05 9:35 7 7 幕張総合 田中 悠介 たなか ゆうすけ 7 27 東海大浦安 野村 侑来 のむら ゆうき 7 7 幕張総合 鈴木 遥夏 すずき はるか

~ ~ ~ 8 8 東海大浦安 稲葉 光星 いなば こうせい 8 28 幕張総合 盛 拓海 もり たくみ 8 8 幕張総合 永岡 心寧 ながおか ここね

9 9 商大付属 渡辺 陽太 わたなべ ようた 9 29 幕張総合 佐藤 凰士郎 さとう おうじろう 9 9 千城台 田中 史珠希 たなか しずき

9:05 9:25 9:55 10 10 東海大浦安 楠⼾ 康⽂ くすど やすふみ 10 30 千葉北 濱田 啓伍 はまだ けいご 10 10 昭和学院 泉 美奈海 いずみ みなみ

11 11 幕張総合 寺⻄ 永佳 てらにし はるか

11 11 商大付属 三沢 颯太 みさわ そうた 11 31 商大付属 井手 悠⽃ いで ゆうと 12 12 幕張総合 新村 ⽂子 にいむら あやこ

9:10 9:25 9:55 12 12 幕張総合 内海 南音 うつみ なお 12 32 幕張総合 荒谷 玲凪⽂ あらや れなん 13 13 東海大浦安 ⻑瀬 瑞貴 ながせ みずき

~ ~ ~ 13 13 幕張総合 宇田 英敏 うだ ひでとし 13 33 幕張総合 松本 陸来 まつもと りく 14 14 千城台 光藤 花奈美 みつふじ かなみ

14 14 東海大浦安 滝沢 凰華 たきざわ おうが 14 34 千城台 中島 陽 なかじま はる 15 15 幕張総合 松川 静流 まつかわ しずる

9:25 9:45 10:15 15 15 千葉工業 小川 玲司 おがわ れいじ 15 35 千葉工業 水上 翔太 みずかみ しょうた 16 16 幕張総合 大竹 侑莉 おおたけ ゆり

17 17 幕張総合 中橋 桃花 なかはし ももか

16 16 幕張総合 内田 凌聖 うちだ りょうま 16 36 昭和学院 荒井 智晴 あらい ともはる 18 18 千城台 髙木 沙耶 たかぎ さや
9:30 9:45 10:15 17 17 商大付属 野村 善 のむら ぜん 17 37 千城台 佐藤 大和 さとう やまと 19 19 幕張総合 佐藤 さくら さとう さくら

~ ~ ~ 18 18 東海大浦安 石井 尋樹 いしい ひろき 18 38 商大付属 ⻘木 悠信 あおき ゆうし 20 20 東海大浦安 宮腰 彩音 みやこし あやね

9:45 10:05 10:35 19 19 千葉工業 井川 悠輝 いがわ はるき 19 39 幕張総合 谷川 大雅 たにかわ たいが 21 21 幕張総合 近藤 真衣 こんどう まい

20 20 幕張総合 神保 友翔 じんぼ ゆうと 20 40 幕張総合 川島 一輝 かわしま かずき 22 22 幕張総合 桐生 沙月 きりゅう さつき

21 41 千葉北 八木 祇宗 やぎ まさむね



令和４年度千葉県高等学校１年生TR大会 ＜競技順＞
※各時間帯の15〜16名のグループは同時に動くことになります。

男子Ａルート 男子Ｂルート 女子2本目
ウォームアップ 競技時間 競技順 ゼッケン 学  校 氏名 ふ り が な 競技順 ゼッケン 学  校 氏名 ふ り が な 競技順 ゼッケン 学  校 氏名 ふ り が な

21 21 幕張総合 田村 翔真 たむら しょうま 22 1 幕張総合 渡邉 智貴 わたなべ ともき 1 1 東海大浦安 佐野 小春 さの こはる
10:15 10:45 22 22 昭和学院 宮本 優賢 みやもと ゆたか 23 2 商大付属 萬代 貫太 まんだい かんた 2 2 幕張総合 佐藤 珠美 さとう たまみ

~ ~ 23 23 東海大浦安 ⻑尾 海⽃ ながお かいと 24 3 昭和学院 海老澤 拓睦  えびさわ たくむ 3 3 幕張総合 岩澤 風佳 いわさわ ふうか

10:35 11:05 24 24 幕張総合 大浦 充喜 おおうら あつき 25 4 幕張総合 伊藤 大河 いとう たいが 4 4 千城台 池田 芽依 いけだ めい
25 25 幕張総合 東山 天飛 ひがしやま たかと 26 5 千葉北 眞鍋 匠 まなべ たくみ 5 5 幕張総合 市場 光結 いちば みゆ
26 26 幕張総合 髙宮 颯良 たかみや そら 27 6 幕張総合 ⻤澤 双葉 おにざわ ふたば 6 6 幕張総合 噌⻄ 真桜 そにし まお

10:35 11:05 27 27 東海大浦安 野村 侑来 のむら ゆうき 28 7 幕張総合 田中 悠介 たなか ゆうすけ 7 7 幕張総合 鈴木 遥夏 すずき はるか

~ ~ 28 28 幕張総合 盛 拓海 もり たくみ 29 8 東海大浦安 稲葉 光星 いなば こうせい 8 8 幕張総合 永岡 心寧 ながおか ここね

29 29 幕張総合 佐藤 凰士郎 さとう おうじろう 30 9 商大付属 渡辺 陽太 わたなべ ようた 9 9 千城台 田中 史珠希 たなか しずき

10:55 11:25 30 30 千葉北 濱田 啓伍 はまだ けいご 31 10 東海大浦安 楠⼾ 康⽂ くすど やすふみ 10 10 昭和学院 泉 美奈海 いずみ みなみ

11 11 幕張総合 寺⻄ 永佳 てらにし はるか

31 31 商大付属 井手 悠⽃ いで ゆうと 32 11 商大付属 三沢 颯太 みさわ そうた 12 12 幕張総合 新村 ⽂子 にいむら あやこ

10:55 11:25 32 32 幕張総合 荒谷 玲凪⽂ あらや れなん 33 12 幕張総合 内海 南音 うつみ なお 13 13 東海大浦安 ⻑瀬 瑞貴 ながせ みずき

~ ~ 33 33 幕張総合 松本 陸来 まつもと りく 34 13 幕張総合 宇田 英敏 うだ ひでとし 14 14 千城台 光藤 花奈美 みつふじ かなみ

34 34 千城台 中島 陽 なかじま はる 35 14 東海大浦安 滝沢 凰華 たきざわ おうが 15 15 幕張総合 松川 静流 まつかわ しずる

11:15 11:45 35 35 千葉工業 水上 翔太 みずかみ しょうた 36 15 千葉工業 小川 玲司 おがわ れいじ 16 16 幕張総合 大竹 侑莉 おおたけ ゆり

17 17 幕張総合 中橋 桃花 なかはし ももか

36 36 昭和学院 荒井 智晴 あらい ともはる 37 16 幕張総合 内田 凌聖 うちだ りょうま 18 18 千城台 髙木 沙耶 たかぎ さや
11:15 11:45 37 37 千城台 佐藤 大和 さとう やまと 38 17 商大付属 野村 善 のむら ぜん 19 19 幕張総合 佐藤 さくら さとう さくら

~ ~ 38 38 商大付属 ⻘木 悠信 あおき ゆうし 39 18 東海大浦安 石井 尋樹 いしい ひろき 20 20 東海大浦安 宮腰 彩音 みやこし あやね

11:35 12:05 39 39 幕張総合 谷川 大雅 たにかわ たいが 40 19 千葉工業 井川 悠輝 いがわ はるき 21 21 幕張総合 近藤 真衣 こんどう まい

40 40 幕張総合 川島 一輝 かわしま かずき 41 20 幕張総合 神保 友翔 じんぼ ゆうと 22 22 幕張総合 桐生 沙月 きりゅう さつき

41 41 千葉北 八木 祇宗 やぎ まさむね


