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日付 種目

後藤　大樹(4) 13.87 為我井　大翔(4) 14.56 井上　丈偉(4) 14.66 馬場　竣己(4) 14.83 本田　陸翔(4) 14.85 井林　祐海(4) 14.87 柴沼　丈一郎(4) 15.16 鈴木　龍(4) 15.25

ima kids GR 我孫子市立湖北小学校 クレンサアスリートクラブ 流山ホークアイ 我孫子市立根戸小学校陸上部 いんばジュニア 我孫子第二小学校 ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ

関　絆人(5) 14.22 磯田　侑大(5) 14.30 横田　篤人(5) 14.31 小松　瑛太(5) 14.43 中村　颯斗(5) 14.45 森田　惣介(5) 14.47 武藤　壮太(5) 14.51 渡邊　璃久(5) 14.76

市川陸協Ｊｒ．クラブ 我孫子市立新木小学校 昭和小学校 市原市立国分寺台西小学校 我孫子市立新木小学校 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ八街市立八街北小学校 みちるアスリートクラブ

村上　颯太朗(5) 13.71 薄　奏音(5) 13.77 中野　煌誠(5) 13.84 山田　琉生(5) 13.95 富島　英昭(5) 13.98 柴田　将(5) 14.00 林　佑有(5) 14.03 塘　六偉人(5) 14.25

みちるアスリートクラブ 流山市立鰭ヶ崎小学校 長生村立高根小学校 浦安ジュニアアスリートクラブ 市原ＴＴＮＳ 船橋陸上クラブ ima kids 流山市立江戸川台小学校

髙橋　海夏(6) 13.38 白川　大翔(6) 13.42 大坪　勇貴(6) 13.62 吉田　奨也(6) 13.75 白鳥　照大(6) 13.78 並木　孝晃(6) 13.78 石和田　源太(6) 13.83 青木　太桜(6) 13.92

富津市立青堀小学校 我孫子市立新木小学校 野田ジュニア陸上クラブ 市原市立国分寺台西小学校 明神小学校陸上部 千葉市立　稲丘小学校 我孫子市立我孫子第一小学校 習志野ジュニア陸上クラブ

前田　拓輝(6) 12.32 生貝　奏人(6) 12.42 ハッサン　アイマン(6) 12.56 舘　侑規(6) 12.77 小松　悠稀(6) 13.00 福知　聖也(6) 13.31 郡司　晴輝(6) 13.51 小幡　俊輔(6) 13.56

RUNchers TFC GR 鴨川陸協Jr.AC みちるアスリートクラブ 流山市立江戸川台小学校 幸はやぶさ陸上クラブ 実住小学校 我孫子第二小学校 習志野ジュニア陸上クラブ

藤波　空翼(6) 14.52 町田　涼太朗(6) 15.34 向井　彰(6) 15.41 山之口　稜真(5) 16.25

白井アスレチックアカデミー 市原市立牧園小学校 習志野ジュニア陸上クラブ クレンサアスリートクラブ

中村　颯来(6) 13.87 中村　好琉(6) 14.37 福島　天司(6) 14.44 立田　聖真(6) 14.78 中村　瑛成(5) 15.84

船橋陸上クラブ 勝浦ジュニア陸上クラブ チーム柏 八街市立朝陽小学校 我孫子市立高野山小学校

谷田部　來愛(6) 3:02.34 市川　弘陸(6) 3:02.54 永嶋　友貴(6) 3:02.84 中井　琉介(6) 3:03.99 山田　蒼太(6) 3:05.17 渡辺　耀介(6) 3:06.66 市川　朝陽(6) 3:06.93 赤坂　躍(6) 3:07.35

小見川陸上クラブ 東葛RC 船橋陸上クラブ 東葛RC チーム柏 野田ジュニア陸上クラブ チーム柏 我孫子市立我孫子第四小学校

花香　恵大(6) 2119点 岡野　陸(6) 2016点 加瀬　瑛人(6) 1988点 関　優太(6) 1980点 中島　祐哉(6) 1948点 揚石　蒼良(6) 1938点 酒井　蓮(6) 1927点 久保　雅樹(6) 1899点

小見川陸上クラブ ima kids ima kids 勝浦ジュニア陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 我孫子第二小学校 茂原市立本納小学校 浦安ジュニアアスリートクラブ

中村　正哉(6) 1899点

我孫子市立我孫子第四小学校

椿　真拓(6) 2201点 柴田　元気(6) 2008点 浅水　俊亮(6) 1999点 宮下　輝一(6) 1882点 田宮　漣(6) 1840点 三原　侑翔(6) 1837点 牧野　陽介(6) 1809点 河浦　颯翼(6) 1783点

成田市立桜田小学校 いすみ市立長者小学校 我孫子市立我孫子第四小学校 ima kids 我孫子市立高野山小学校 市原市立国分寺台西小学校 佐倉市立小竹小学校 船橋陸上クラブ

鹿田　夕菜(4) 14.07 矢島　沙唯(4) 14.85 宮野　七星(4) 14.99 西山　凛星(4) 15.06 子安　寧那(4) 15.17 平野　いろは(4) 15.32 ハッサン　アマール(4) 15.56 今関　璃子(4) 15.86

チーム柏 GR ウイニングファーストAC GR 木更津市立西清小学校 ima kids 茂原市立東部小学校 ima kids みちるアスリートクラブ 長南町立長南小学校

武田　珊瑚(5) 14.72 古山　梢(5) 14.73 清水　結衣(5) 14.77 林　采奈(5) 14.87 上原　颯夏(5) 14.89 眞壁　杏果(5) 14.93 池田　祐香(5) 14.94 中村　紗千(5) 15.03

白井アスレチックアカデミー 船橋陸上クラブ 我孫子市立新木小学校 チーム柏 浦安ジュニアアスリートクラブ 茂原市立東郷小学校 白井アスレチックアカデミー

山﨑　蒼海(5) 13.46 伊藤　優亜(5) 13.58 原　佑奈(5) 14.47 戸部　梨花(5) 14.53 太田　七晴(5) 14.53 佐藤　鈴音(5) 14.54 塚本　菜月(5) 14.58 土田　埜乃(5) 14.77

ima kids GR ima kids GR 松戸市立新松戸西小学校 実住小学校 野田ジュニア陸上クラブ ウイニングファーストAC 小見川陸上クラブ フジエクラブ

鍔田　莉緒(6) 14.00 田中　捺希(6) 14.13 大山　美優(6) 14.20 吉川　莉子(6) 14.23 多田　りり子(6) 14.25 冨永　真姫(6) 14.29 井上　果鈴(6) 14.54

みちるアスリートクラブ 長南町立長南小学校 市原市立ちはら台桜小学校 浦安ジュニアアスリートクラブ 小見川陸上クラブ 市原ＴＴＮＳ 習志野ジュニア陸上クラブ

山田　姫蘭(6) 13.25 高橋　結愛(6) 13.51 坂田　涼音(6) 13.75 冨田　雫(6) 13.83 佐山　凛香(6) 13.91 千葉　有彩(6) 14.03 谷野　沙英(6) 14.11 奈良　和奏(6) 14.14

ima kids 野田ジュニア陸上クラブ 祇園陸上クラブ みちるアスリートクラブ ima kids ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ 市川陸協Ｊｒ．クラブ 成田吾妻ミラクルクラブ

渡邉　莉音(6) 14.54 平野　吏桜(6) 14.64 鷲見　薫音(6) 15.10 宇佐見　杏花里(6) 15.58 湯浅　璃菜(6) 15.74 川端　祐莉奈(6) 16.04

勝浦ジュニア陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー クレンサアスリートクラブ 法典陸上クラブ 栗山小TEAM絆 習志野ジュニア陸上クラブ

田中　真央(6) 14.15 吉川　ちひろ(6) 14.73 澤登　紀杏(6) 15.58 中村　葵(6) 15.75 小髙　璃子(6) 16.14

船橋陸上クラブ チーム柏 栗山小TEAM輝

加藤　来実(6) 3:00.31 石川　舞桜(6) 3:10.70 手塚　蕾(6) 3:11.51 山口　紗奈(6) 3:12.71 木下　小雪(6) 3:13.00 増田　岬虹(6) 3:13.74 杉山　莉子(6) 3:14.14 倉橋　由衣(5) 3:15.15

東葛RC GR フジエクラブ ima kids 小見川陸上クラブ ima kids チーム柏 東葛RC 我孫子市立高野山小学校

長谷川　愛良(6) 2262点 堀越　玲香(6) 2041点 小林　蓮佳(6) 1993点 多田　藍璃(6) 1946点 宮田　あい子(6) 1832点 畔蒜　彩音(6) 1702点 猪野　彩奈(6) 1697点 大木　さくら(6) 1694点

ima kids 成田市立神宮寺小学校 我孫子市立新木小学校 ima kids 船橋陸上クラブ 上志津小学校 白井アスレチックアカデミー 船橋陸上クラブ

日比生　希実(6) 1759点 遠藤　唯華(6) 1599点 麻生　七菜海(6) 1507点 倉田　心夏(6) 1504点 遠山　晴風(6) 1500点 加藤　有砂(5) 1494点 釋迦堂　愛琴(6) 1475点 野尻　結心(6) 1429点

ima kids ima kids 勝浦ジュニア陸上クラブ 船橋陸上クラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ いんばジュニア 習志野ジュニア陸上クラブ 船橋陸上クラブ

チーム柏 52.24 船橋陸上クラブ 53.57 クレンサアスリートクラブ 53.72 勝浦ジュニア陸上クラブ 54.68 いんばジュニア 55.82 ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ 56.19 栗山小TEAM夢 56.40

大橋　小春(6) 佐々木　柚夏(6) 篠原　輝(6) 田中　愛基(6) 峰村　漱佑(6) 伊東　奈桜(6) 秋本　佳渚人(6)

西崎　慶(6) 篠﨑　友南(6) 田中　理桜(6) 片岡　未空(6) 鈴木　美緒俐(6) 古谷　拓馬(6) 石川　陽葵(6)

大関　芽唯(6) 玉置　聡(6) 浅沼　華渚羽(6) 佐瀬　梨亜菜(6) 戸倉　千夏(6) 岡田　蒼太(5) 田中　利采(6)

大津　直生(6) 新保　光輔(6) 菅澤　憲斗(6) 安藤　逞人(6) 大場　琥汰朗(6) 伊藤　叶恋(6) 小林　武琉(6)

凡例  GR:大会記録

コンバインドAは80ｍH・走り高跳び、コンバインドBは走り幅跳び・ジャベリックボール投げ。

5位 6位 7位 8位

7月14日
小学４年男子

100m 
風：+1.0

7月14日
小学５年男子
100m B決勝

風：+1.7

1位 2位 3位 4位

7月14日
小学５年男子
100mA決勝 

風：+1.0

7月14日
小学６年男子
100mB決勝 

風：+0.1

7月14日
小学６年男子
100mA決勝 

風：0.0

7月14日
小学男子100m友

好レース （1）
風：+0.2

7月14日
小学男子100m友

好レース(2) 
風：+1.0

7月14日 小学男子1000m

7月14日
男子コンバインド

A

13.88(+0.6)-1m40 13.47(+0.3)-1m25 13.63(+0.7)-1m25 13.68(+1.0)-1m25

4m55(+0.9)-43m92 4m23(+1.3)-42m52

13.53(0.0)-1m20 13.59(+0.7)-1m20 13.99(0.0)-1m25 14.36(+0.7)-1m28

14.76(+1.0)-1m34

3m85(+0.4)-45m73 3m70(+0.5)-47m63 4m04(+2.2)-41m52 3m43(+0.7)-48m67

7月14日
小学４年女子

100m 
風：+0.4

4m79(+2.5)-50m51

7月14日
男子コンバインド

B
4m22(+2.1)-48m86

7月14日
小学５年女子
100mB決勝 

風：+0.3

7月14日
小学５年女子
100mA決勝 

風：+0.9

7月14日
小学６年女子
100m B決勝

風：+1.5

7月14日
小学６年女子
100mA決勝 

風：-0.1

7月14日
小学女子100m友

好レース （１）
風：+2.7

7月14日
小学女子100m友

好レース(2) 
風：+2.2

14.32(+1.4)-1m10 14.34(+1.3)-1m10

7月14日 小学女子1000m

13.11(+0.1)-1m41

7月14日
女子コンバインド

A
14.20(+1.3)-1m38

4m06(+0.8)-22m61

7月14日
男女混合
4X100mR

4m25(+0.7)-36m25

7月14日
女子コンバインド

B
4m59(+1.6)-23m62 3m96(+0.8)-27m80 4m01(+1.3)-26m97

市原市立牧園小学校我孫子市立高野山小学校

富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ

4m09(+0.7)-25m66 3m22(0.0)-37m38 3m32(+0.9)-35m06

13.67(+0.3)-1m26 13.95(+1.4)-1m26 15.22(+0.6)-1m35 14.97(+2.0)-1m20

第３５回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会 競技会コード
19120004
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 競技場コード121010
主催（一財）千葉陸上競技協会


