
主催 千葉陸上競技協会
主管 千葉陸上競技協会

大会コード 16120311 千葉県小中学校体育連盟陸上競技部
競技場コード 121010

種目
坂本　大雅 (4) 14.46 タネル　龍志 (4) 14.91 長沼　純平 (4) 14.95 伊藤　佑希 (4) 15.21 栁澤　碧泉 (4) 15.43 齋藤　悠太郎 (4) 15.43 吉戒　凌 (4) 15.46 田辺　貴也 (4) 15.53

館山ジュニア陸上クラブ (-0.5) みちるアスリートクラブ (-0.5) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-0.5) ima kids (-0.5) ウイニングファーストＡＣ (-0.5) いんばジュニア (-0.5) クレンサアスリートクラブ (-0.5) 船橋陸上クラブ (-0.5)
並木　耀大 (5) 13.74 金枝　青空 (5) 13.80 瓜田　友聖 (5) 13.88 伊橋　璃矩 (5) 14.15 齋藤　浩輝 (5) 14.43 山倉　璃久 (5) 14.50 髙田　丈介 (5) 14.51 山口　竜之介 (5) 14.96

SAA (+1.0) チーム柏 (+1.0) クレンサアスリートクラブ (+1.0) ACさんむ (+1.0) SAA (+1.0) 下総みどり学園 (+1.0) 船橋陸上クラブ (+1.0) 市川陸協ジュニアクラブ (+1.0)
海老根　優大 (6) 12.61 内山　清春 (6) 12.80 吉田　颯 (6) 12.98 梶原　馨人 (6) 13.12 北奥　　黎児 (6) 13.14 大河　将太郎 (6) 13.18 山﨑　真央 (6) 13.29 坪井　康平 (6) 13.53
クレンサアスリートクラブ (0.0) ACさんむ (0.0) 船橋陸上クラブ (0.0) 幸はやぶさ陸上クラブ (0.0) 野田Jr.陸上クラブ (0.0) みちるアスリートクラブ (0.0) SAA (0.0) SAA (0.0)
小松　優輝 (6) 3:00.56 小平　敦之 (6) 3:01.13 岩田　一冴 (6) 3:04.73 松矢　悠希 (6) 3:04.89 秋本　将希 (6) 3:06.19 川村　俊 (6) 3:06.29 廣木　孝多 (6) 3:06.83 池澤　悠冬 (6) 3:06.96
チーム柏 チーム柏 小見川陸上クラブ 佐倉市立西志津小 新木小学校 新木小学校 東葛ＲＣ チーム柏
盛定　颯太 (6) 13.03 前田　官一朗 (6) 13.06 椿　長太郎 (6) 13.26 徳橋　遼 (6) 13.40 白石　啓汰 (6) 13.54 大磯　竜輝 (6) 13.80 金澤　真心 (6) 13.87 丑上　達貴 (6) 13.97
新木小学校 (+0.1) 野田Jr.陸上クラブ (+0.1) 下総みどり学園 (+0.1) 我孫子第四小 (+0.1) 流山市立南流山小 (+0.1) 佐倉市立王子台小 (+0.1) SAA (+0.1) 新木小学校 (+0.1)

白井アスレチックアカデミー 52.57 クレンサアスリートクラブ 52.86 野田ジュニア陸上クラブ 54.23 幸はやぶさ陸上クラブ 56.75 我孫子市立我孫子第四小学校 57.07 ima kids 57.11 小見川陸上クラブ 57.89 いんばジュニア 58.22
並木　耀大 (5) 宮部　太智 (6) 堀口　諒馬 (6) 飯塚　優介 (6) 田中　優希 (6) 佐藤　匠馬 (6) 香取　宝良 (6) 三村　正太郎 (6)
坪井　康平 (6) 山口　幸樹 (6) 松元　洋輝 (6) 西村　優一朗 (6) 徳橋　遼 (6) 宮下　陽翔 (6) 山本　直樹 (6) 飯塚　翼 (5)
山﨑　真央 (6) 瓜田　友聖 (5) 前田　官一朗 (6) 北見　柊介 (6) 藤田　葵生 (5) 宮﨑　留樺 (6) 伊藤　亮太 (6) 齋藤　悠太郎 (4)
細越　竜之介 (6) 海老根　優大 (6) 北奥　黎児 (6) 梶原　馨人 (6) 鈴木　龍真 (6) 平野　雄梧 (6) 石井　蒼大 (6) 北川　慈英 (6)
戸嶋　惇太 (6) 1m43 田島　祥成 (6) 1m35 高野　雅久 (6) 1m30 山本　寛大 (6) 1m30 5 竹内　優真 (6) 1m25 5 古瀬　輝星 (6) 1m25 5 小柳　隼祐 (6) 1m25 八木沼　就晶 (5) 1m20

SAA 船橋陸上クラブ 佐倉市立王子台小 茂原豊岡小学校 習志野ＮＢＳ 新木小学校 新木小学校 我孫子第四小
山口　幸樹 (6) 4m90 濵田　周 (6) 4m57 渡邊　耀介 (6) 4m56 遠藤　祐翔 (6) 4m52 小関　　晴人 (6) 4m46 古堅　優生 (6) 4m45 香取　宝良 (6) 4m43 窪田　陸 (6) 4m37

クレンサアスリートクラブ (0.0) SAA (+0.6) 船橋陸上クラブ (+0.6) 下総みどり学園 (-0.4) 市川陸協ジュニアクラブ (+0.1) SAA (+0.4) 小見川陸上クラブ (0.0) 船橋陸上クラブ (0.0)
渡邉　晴太 (6) 51m70 大野　翼 (6) 44m37 河野　湧斗 (6) 44m06 大江　陽斗 (4) 43m67 大橋　蓮 (6) 42m48 込山　雄翔 (6) 42m43 古橋　孝太郎 (5) 40m92 佐々木　幹太 (6) 40m13
新木小学校 茂原豊岡小学校 新木小学校 いんばジュニア 佐倉市立王子台小 佐倉市立王子台小 新木小学校 我孫子第四小

共通80mH:高さ0.700m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ7.00m　台数9台　スタートから1台目 13m　9台目からﾌｨﾆｯｼｭ 11m
審判長　吉原　　廣（トラック）　伊藤　信夫（フィールド） 記録主任　　岩脇　充司

気象記録

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
10:00 雨 22.4 87 1.5 北東
11:00 雨 23.2 83 0.3 北東
12:00 雨 23.4 83 0.7 東北東
13:00 曇 23.7 83 0.1 東北東
14:00 曇 23.7 79 0.9 南南西
15:00 曇 24.0 79 0.3 南南西
16:00 曇 24.0 83 0.1 北東
16:30 曇 24.0 79 0.2 東北東

風速(ｍ)

決勝記録一覧表（男子）

平成２８年１０月９日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場
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５年100m(+1.0)

第１１回千葉キッズ陸上競技大会
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主催 千葉陸上競技協会
主管 千葉陸上競技協会

大会コード 16120311 千葉県小中学校体育連盟陸競技部
競技場コード 121010

種目
宇山　理央 (4) 14.85 伊藤　遥香 (4) 14.90 伊藤　麻紗 (4) 15.08 森　菜々子 (4) 15.14 椎名　恵 (4) 15.25 飯島　香撫 (4) 15.68 伊藤　蘭 (4) 15.85 小笠原　花音 (4) 15.85

みちるアスリートクラブ (0.0) ima kids (0.0) ima kids (0.0) 浦安ジュニアアスリートクラブ (0.0) ima kids (0.0) ima kids (0.0) SAA (0.0) クレンサアスリートクラブ (0.0)
鍋島　あいる (5) 13.64 加瀬　愛 (5) 13.84 笹川　珀奈 (5) 14.12 森澤　優佳 (5) 14.21 飯野　流菜 (5) 14.45 山田　朝菜 (5) 14.53 永井　七海 (5) 14.58 中村　美希 (5) 14.64
野田Jr.陸上クラブ GR(0.0) ima kids GR(0.0) SAA GR(0.0) 船橋陸上クラブ (0.0) SAA (0.0) 浦安ジュニアアスリートクラブ (0.0) ima kids (0.0) フジエクラブ (0.0)
ハッサン　ナワール (6) 13.10 佐藤　葵唯 (6) 13.41 篠原　美咲 (6) 13.57 アケンタ　グロリア (6) 13.78 大木　詩織 (6) 13.78 小澤　美咲 (6) 13.80 菅原　萌 (6) 13.84 梅村　胡春 (6) 13.85
みちるアスリートクラブ GR(0.0) ima kids (0.0) SAA (0.0) チーム柏 (0.0) ima kids (0.0) 土気アスリートクラブ (0.0) 我孫子市立高野山小 (0.0) 茂原豊岡小学校 (0.0)
石毛　友彩 (6) 3:04.79 武藤　由依 (6) 3:09.36 和田　水希 (6) 3:09.69 大和久　梨帆 (5) 3:10.13 東條　かの子 (6) 3:12.99 安藤　悠乃 (6) 3:13.38 増田　百香 (6) 3:14.30 北爪　理乃 (6) 3:15.44

小見川陸上クラブ チーム柏 我孫子第四小 チーム柏 チーム柏 小見川陸上クラブ チーム柏 チーム柏
瀬賀　風花 (6) 13.45 浅野　心愛 (6) 13.84 三田　彩楓 (5) 13.92 岸　海音 (6) 13.96 星野　美優 (5) 13.99 山田　ゆい (6) 14.14 小長谷　茉夏 (6) 14.30 平尾　はるか (6) 14.45

みちるアスリートクラブ (+0.4) みちるアスリートクラブ (+0.4) 我孫子第四小 (+0.4) ちはら台T＆F (+0.4) 我孫子第四小 (+0.4) 成田陸上クラブ (+0.4) 我孫子第四小 (+0.4) 浦安ジュニアアスリートクラブ (+0.4)
みちるアスリートクラブ 54.78 白井アスレチックアカデミー 55.24 ima kidsB 55.80 野田ジュニア陸上クラブ 56.47 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 57.63 法典陸上クラブ 57.78 我孫子市立我孫子第四小学校A 57.91 成田陸上クラブ 58.59
宇山　理央 (4) 内田　朱郁 (6) 伊藤　穂乃花 (6) 太田　咲希 (6) 森田　美紅 (6) 倉内　遙南 (6) 伊津野　七聖 (6) 太田　萌々華 (5)
瀬賀　風花 (6) 篠原　美咲 (6) 平野　帆ノ佳 (6) 佐野　未歩 (6) 古谷　真奈未 (6) 山田　舞 (6) 神田　奏乃 (6) 松田　菜々子 (5)
家永　夏光 (6) 有野　萄子 (6) 加瀬　愛 (5) 鍋島　あいる (5) 鈴木　紅音々 (6) 樋口　志帆 (6) 和田　水希 (6) 坂本　悠樺 (6)

ハッサン　ナワール (6) 山野　里恋 (6) 石井　杏樹 (6) 出雲　杏優 (6) 大堀　温都 (6) 栗田　芽依 (6) 古田　茉生 (6) 山田　ゆい (6)
渉里　萌衣 (6) 1m33 岩井　美月 (6) 1m30 山内　美桜 (6) 1m30 安井　ここ桧 (6) 1m20 佐藤　沙耶 (6) 1m20 6 西山　美羽 (6) 1m20 6 桑野　花 (6) 1m20 6 和田　愛羽 (6) 1m20
ima kids 佐倉市立王子台小 流山市立南流山小 勝浦市立郁文小 習志野ＮＢＳ 新木小学校 新木小学校 新木小学校
白土　莉紅 (6) 4m61 林　杏朱 (6) 4m22 西坂　瑠花 (6) 4m21 平野　帆ノ佳 (6) 4m17 亀田　紘花 (6) 4m14 木村　夏摘 (6) 4m10 菅野　愛 (6) 4m07 柴田　愛菜 (6) 4m06
ima kids (+0.7) ima kids (+0.1) 旭ジュニア陸上クラブ (-0.7) ima kids (0.0) SAA (-0.2) いんばジュニア (0.0) ちはら台T＆F (+0.8) SAA (+1.1)

平野　ひまり (6) 41m57 伊藤　穂乃花 (6) 35m67 嶋田　菜那 (5) 33m95 柴田　杏樹 (5) 30m74 髙山　和花 (4) 30m11 齋藤　菜柚 (4) 29m80 稲生　真菜 (6) 23m22 千田　彩稀 (6) 22m99
ima kids ima kids ima kids 新木小学校 いんばジュニア いんばジュニア ちはら台T＆F 我孫子第四小

共通80mH:高さ0.700m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ7.00m　台数9台　スタートから1台目 13m　9台目からﾌｨﾆｯｼｭ 11m

審判長　吉原　　廣（トラック）　伊藤　信夫（フィールド） 記録主任　　岩脇　充司

共通4X100mR

共通走幅跳

共通走高跳

共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

５年100m(0.0)

４年100m(0.0)

共通80mH(+0.4)

決勝記録一覧表（女子）

平成２８年１０月９日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第１１回千葉キッズ陸上競技大会

６年100m(0.0)

共通1000m

8位1位 2位 3位 4位 7位5位 6位
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