
平成21年7月12日(日)

陸協名 千葉陸上競技協会

主催 日本陸上競技連盟 第25回全国小学生陸上競技交流大会 千葉県選考会 09120003

千葉陸上競技協会 コード　12 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 121010
種目

小５男100m 工藤　和摩 13.61 日改　大悟 14.00 長谷川　萌人 14.07 村越　悠哉 14.32 鳥海　充史 14.40 清水　勇輝 14.46 押田　佳広 14.55 中島　良太 14.64

風:-0.4 木更津：高柳陸上ｸﾗﾌﾞ 印旛：成田ｸﾗﾌﾞ 茂原：五郷陸上ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 茂原：五郷AC 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 長生：八積AC 印旛：SAA

小６男100m 内山　潤一 12.69 川村　雅俊 12.91 柏崎　竜之介 13.00 榎本　翔太 13.05 矢頭　岳久 13.13 日隈　涼平 13.23 若梅　匠吾 13.40 譜久里　颯 13.42

風:-0.6 印旛：二州ｸﾗﾌﾞ 印旛：木下ｸﾗﾌﾞ 我孫子：根戸陸上ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ 印旛：美郷台ｸﾗﾌﾞ 印旛：佐倉ｸﾗﾌﾞ

小男1000m 櫻井　駿 3.05.66 堀田　光輝 3.06.81 矢内　大成 3.10.54 浅野　航 3.10.61 羽生　拓矢 3.10.72 與川　正治 3.11.12 須藤　浩佑 3.11.52 渡邊　浩平 3.12.64

市原：市原ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 印旛：木下ｸﾗﾌﾞ 山武：ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 我孫子：我孫子第二ｸﾗﾌﾞ

小男80mH 富田　耕祐 12.55 川城　修平 12.91 岡村　晏登 13.10 井上　開登 13.15 福田　望己 13.44 鴇田　智也 13.52 栃尾　央人 13.58 中村　数基 13.99

風:+0.1 茂原：本納ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ　　　NGR 長生：一宮AC 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 野田：七光台ｸﾗﾌﾞ 君津：周南ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 印旛：志津ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
小男4X100mR 印旛：SAA 52.14 君津：松丘ｸﾗﾌﾞ 53.84 印旛：間野台ｸﾗﾌﾞ 54.12 印旛：佐倉ｸﾗﾌﾞA 54.26 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 54.74 野田：岩木ｸﾗﾌﾞ 54.85 茂原：中の島ｸﾗﾌﾞ 55.18 印旛：加良部ｸﾗﾌﾞ 55.32

  屋敷　匠吾   宮﨑　涼   大内　和起   柵木　達也   相田　賢二   鈴木　知也   光武　樹生   山倉　崇
  佐藤　東   栗原　彩斗   長谷川　頼史   里城　洋祐   中島　翔平   大橋　惟風   石井　大貴   大津　浩輝
  笠原　大暉   須藤　篤弥   阿形　大志   中山　昂紀   宮地　竜太郎   山本　蓮   飯高　隆仁   日良　僚太
  笠松　勇志   伯ヶ部　晃輔   山田　恭史郎   佐原　亮平   林　佑馬   米山　将之   鬼嶋　佑弥   中村　亮太

小男走高跳 嶋野　大成 1m45 吉田　光 1m40 織戸　大 1m40 石毛　千春 1m40 矢代　翔馬 1m37 北澤　公一 1m37 山岸　諭史　（市原：市原ｸﾗﾌﾞ） 1m31

長生：茂原せんだんｸﾗﾌﾞ 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 我孫子：我孫子第一ｸﾗﾌﾞ 白石　大画　（香取：ima kids）

小男走幅跳 宮下　孝太朗 4m86 +1.0 渡邉　雄大 4m64 +1.5 林　和徳 4m53 +2.5 相馬　優人 4m36 0.0 長野　周 4m36 +3.2 長瀨　駿斗 4m33 0.0 和田　剛 4m31 +1.8 丹羽　裕也 4m30 +0.9

市原：市原ｸﾗﾌﾞ 長生：八積AC 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 印旛：大日ｸﾗﾌﾞ 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ

小男ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 鎌田　尚真 71m13 宇津木　廉 67m22 石栗　大志 63m92 大川　拓巳 58m66 山口　信之 57m83 成井　裕二 56m98 兼子　大輝 56m90 引田　翔大 55m33

我孫子：湖北台東ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 印旛：佐倉ｸﾗﾌﾞ 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 我孫子：湖北台東ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 長生：萩っ子ｸﾗﾌﾞ

小５女100m 加藤　愛梨 14.03 石井　結子 14.30 落合　花鈴 14.38 佐久間　若菜 14.52 永浦　凪砂 14.71 宮本　麻衣 14.84 福本　爽帆 14.94

風:+0.8 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ 南房総：文理開成高校ﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 我孫子：並木ｸﾗﾌﾞ 野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 長生：東郷AC 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA

小６女100m 今井　満里子 14.08 鈴木　彩夏 14.13 川奈部　真由 14.26 鈴木　春佳 14.26 橋本　柚花 14.45 加藤　瑠香 14.48 伊藤　未来 14.58 灘田　晶子 14.78

風:-0.5 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 我孫子：湖北台西ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ *TK 市原：市原ｸﾗﾌﾞ *TK 茂原：本納ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 東総：東総第3ｸﾗﾌﾞ 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小女1000m 嶋田　紬 3.04.46 千葉　希実 3.09.93 川岡　風月 3.14.48 尾張　友香 3.14.49 清野　真帆 3.15.48 白神　美織 3.15.98 東出　夏季 3.16.01 藤本　彩夏 3.16.72

印旛：上志津ｸﾗﾌﾞ NGR 我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 印旛：志津ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 市原：市原AC 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA

7位 8位

決 勝 記 録 表

5位1位 2位 3位 4位 6位

富津：富津ふれあいｼﾞｭﾆｱｰ陸上競技ｸﾗﾌﾞ

富津：富津ふれあいｼﾞｭﾆｱｰ陸上競技ｸﾗﾌﾞ

小女80mH 大村　美葵 13.61 伊藤　栞奈 13.64 間中　楓 13.76 河野　芽衣 13.87 古堅　ひかる 13.88 石川　夏葵 13.96 飯笹　里紗 13.97 田中　咲弥 14.35

風:0.0 印旛：SAA 印旛：CRC 野田：七光台ｸﾗﾌﾞ 茂原：二宮AC 印旛：木下ｸﾗﾌﾞ 印旛：内郷ｸﾗﾌﾞ 印旛：大室台陸上ｸﾗﾌﾞ 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
小女4X100mR 印旛：SAA 53.78 我孫子：我孫子RAC 55.06 印旛：吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 55.75 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 56.79 野田：岩木ｸﾗﾌﾞ 58.44 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 58.47 印旛：大森ｸﾗﾌﾞ 58.51 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ　　58.55

  増田　早希   増田　美佳子   水野　春香   山川ゆかり   宇野　知世   湯川　萌々子   秋谷　理花   小川　七海
  石丸　由実   白川　もも   加藤　穂乃花   戸村　柚菜   逆井　芹菜   大場　千智   高木　未来   中嶋　菜月
  大澤　冴子   杉山　香   山本　深羅   星岡　沙絵   石塚　里帆   津田　あかり   工藤　亜佳音   平山　舞
  桐谷　のぞ美   川端　夏紀   三橋　美優   玉井　菜々子   細谷　萌華   遠藤　優菜   鈴木　あゆみ   横山　留那

小女走高跳 清水　爽香 1m43 宇都宮　怜里 1m35 山本　咲稀 1m29 山口　菜穂 1m29 山田　さくら　（我孫子：我孫子第二ｸﾗﾌﾞ） 1ｍ29 松元　珠凛 1m26 菅谷　佳奈恵 1m23

船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ　　　　NGR 市原：市原ｸﾗﾌﾞ EGR 香取：ima kids 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 仙石　優衣　　（我孫子：根戸陸上ｸﾗﾌﾞ） 我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ

久保　良夢 1m23

東総：銚子ｸﾗﾌﾞ

小女走幅跳 豊田　麻美 4m38 +0.5 穴澤　美穂 4m35 +1.8 野中　万里奈 4m34 +0.5 山田　みずほ 4m29 +0.1 山本　綾香 4m24 -1.7 酒井　涼音 4m16 -0.1 関口　舞未 4m07 +0.2 柴田　歩 4m05 +0.5

茂原：東部AC 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 印旛：CRC 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 印旛：大日ｸﾗﾌﾞ 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 印旛：INBA Jr.ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

小女ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 安田　晴香 55m36 乕谷　加菜 51m00 河野　耀 49m64 田中　李沙 49m02 鵜澤　愛璃 47m30 湯浅　真衣 45m31 家弓　愛 45m03 林田　菜奈果 44m66

我孫子：湖北台東ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  NGR市原：市原ｸﾗﾌﾞ 印旛：成田ｸﾗﾌﾞ 鎌ヶ谷：鎌ヶ谷西部ｸﾗﾌﾞ 茂原：豊岡AC 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 印旛：間野台ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ

日時 天気 気温 湿度 風速 風向

2009/7/12 9:00 晴 27.5 59 0.7 南

2009/7/12 10:00 曇 28.2 54 2.5 南

2009/7/12 11:00 曇 27.9 54 2.0 南

2009/7/12 12:00 曇 28.3 52 0.7 南南東

2009/7/12 13:00 曇 29.2 52 2.8 南南西

2009/7/12 14:00 曇 28.7 55 1.5 東北東

2009/7/12 15:00 曇 29.0 55 2.0 西南西

2009/7/12 16:00 曇 28.8 56 1.7 南南西

2009/7/12 16:33 晴 28.5 57 2.0 南南東

*NGR：大会新記録　、EGR：大会タイ記録　、*TK：着差あり*NGR：大会新記録　、EGR：大会タイ記録　、*TK：着差あり



平成21年7月12日(日)

陸協名 千葉陸上競技協会

主催 財団法人　日本陸上競技連盟 第25回全国小学生陸上競技交流大会 千葉県選考会 09120003

　　　　千葉陸上競技協会 コード　12 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 121010
種目

小５男100m　１組 日改　大悟 14.00 髙須　海斗 14.56 中平　智貴 14.62 池田　健人 14.78 里村　克也 14.98 山本　大雅 15.79 永島　巧也 15.81 黒田　啓央 17.54

風:-1.1 印旛：成田ｸﾗﾌﾞ 我孫子：布佐南ｸﾗﾌﾞ 鎌ヶ谷：鎌ヶ谷西部ｸﾗﾌﾞ 東総：東総第3ｸﾗﾌﾞ 我孫子：根戸陸上ｸﾗﾌﾞ 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 君津：昭和ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

小５男100m　２組 工藤　和摩 13.84 蓮池　怜 14.69 岩井　亮太 14.98 伊藤　克仁 15.06 高畠　裕輔 15.22 堀越　盛 16.20 永井　舜也 16.61

風:-1.8 木更津：高柳陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子：高野山陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子：湖北ｴﾚﾒﾝｽ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 柏：ﾚｺｷｯｽﾞ陸上ｸﾗﾌﾞ 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ

小５男100m　３組 長谷川　萌人 13.99 村越　悠哉 14.12 清水　勇輝 14.31 高上　幸大 14.80 山本　凌 14.97 大村　穂高 15.97 原　壮志 16.47 手塚　周希 17.66

風:-1.2 茂原：五郷陸上ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 君津：昭和ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌ 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小５男100m　４組 中島　良太 14.33 押田　佳広 14.40 鳥海　充史 14.41 楠　涼吾 15.05 鈴木　裕大 15.87 小林　健人 15.87 太田　慎一郎 16.08

風:-0.6 印旛：SAA 長生：八積AC 茂原：五郷AC 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ 君津：昭和ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ *TK 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ *TK 山武：ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小６男100m　１組 矢頭　岳久 13.07 浅岡　和哉 14.05 尾又　広幸 14.33 小川　誠也 14.57 吉川　豪 14.64 高瀬　翔太 16.33

風:-1.1 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 南房総：和田ｸﾗﾌﾞ 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 習志野：習志野JTFC 千葉：検見川陸上ｸﾗﾌﾞ

小６男100m　２組 内山　潤一 12.75 柏崎　竜之介 12.84 若梅　匠吾 13.26 千本松　貴樹 13.86 向後　開斗 14.37 福島　慎太 14.38 松橋　勇輝 15.24 渡辺　凌太郎 17.25

風:-0.1 印旛：二州ｸﾗﾌﾞ 我孫子：根戸陸上ｸﾗﾌﾞ 印旛：美郷台ｸﾗﾌﾞ 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 習志野：習志野JTFC 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：検見川陸上ｸﾗﾌﾞ

小６男100m　３組 譜久里　颯 13.36 藤田　祐哉 13.38 谷森　法之 13.43 宇山　諒 13.79 五十嵐　光河 14.09 武内　楓 14.09 大冨　毅人 15.97 宇野　雄太 16.54

風:-0.7 印旛：佐倉ｸﾗﾌﾞ 我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 木更津：東清陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子：根戸陸上ｸﾗﾌﾞ 印旛：INBA Jr.ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ *TK 茂原：五郷AC *TK 千葉：検見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：検見川陸上ｸﾗﾌﾞ

8位

予選・決勝記録表

5位1位 2位 3位 4位 6位 7位

小６男100m　４組 川村　雅俊 12.99 田屋　和樹 13.35 平野　海斗 13.72 宇都宮　英斗 13.94 笠原　崚平 14.07 佐伯　滉太 15.52 木村　凌大 16.04 小川　優希 16.04

風:-1.7 印旛：木下ｸﾗﾌﾞ 長生：萩っ子ｸﾗﾌﾞ 富津：富津ふれあいｼﾞｭﾆｱｰ陸上競技ｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 習志野：習志野JTFC 千葉：検見川陸上ｸﾗﾌﾞ 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ *TL 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ *TL

小６男100m　５組 榎本　翔太 13.17 日隈　涼平 13.32 高橋　宗史 14.39 伊橋　恭平 14.75 島方　潮 15.06

風:-0.8 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：検見川陸上ｸﾗﾌﾞ

小男80mH １組 栃尾　央人 13.93 山本　洵 14.16 伊藤　将太 14.49 熱田　隼也 15.49 真野　翔太 17.24

風:-1.0 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 印旛：ISC 習志野：習志野JTFC 東総：東総第3ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

小男80mH　２組 富田　耕祐 12.87 岡村　晏登 13.39 小金澤　理貴 14.59 長田　奎祐 14.63 内田　拓也 15.58

風:-1.3 茂原：本納ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 君津：昭和ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 長生：八積AC 習志野：習志野JTFC

小男80mH　３組 川城　修平 13.02 馬場　遼太 14.70 横山　拓未 14.73 森田　恭輔 16.26 杉浦　亜門

風:-1.6 長生：一宮AC 印旛：SAA 我孫子：我孫子第一ｸﾗﾌﾞ 君津：昭和ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC DSQ,*T9

小男80mH　４組 福田　望己 13.39 鴇田　智也 13.96 黒崎　哲央 14.14 江波戸　雄大 14.42

風:-0.2 野田：七光台ｸﾗﾌﾞ 君津：周南ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ

小男80mH　５組 井上　開登 13.52 中村　数基 13.65 岡田　渉佑 13.96 田中　颯流 13.97 寺田　昂大 14.70

風:-0.7 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 印旛：志津ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 南房総：和田ｸﾗﾌﾞ 印旛：印南ｸﾗﾌﾞ 柏：ﾚｺｷｯｽﾞ陸上ｸﾗﾌﾞ

小男1000m　１組 櫻井　駿 3.05.66 矢内　大成 3.10.54 浅野　航 3.10.61 田野　雅大 3.12.94 高内　遼 3.13.35 柴田　拓 3.13.50 斉藤　尚宏 3.13.66 玉井　史也 3.18.10

市原：市原ｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 茂原：中の島ｸﾗﾌﾞ 香取：大倉ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ

太田　皓陽 3.18.26 綿貫　雄一 3.19.01 磯村　駆 3.19.06 関口　大樹 3.20.03 宍倉　健浩 3.22.25 石井　翔 3.24.43 處　健太 3.24.44 吉岡　拓真 3.25.91

我孫子：我孫子第一ｸﾗﾌﾞ 我孫子：天王台ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 市原：市原AC 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 夷隅：古沢ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC

赤星　友都 3.25.94 小田　智也 3.26.02 佐藤　友哉 3.26.03 戸張　達夢 3.29.22 相ノ谷　圭悟 3.31.71 前田　魁星 3.32.51 渡辺　和真 3.32.64 髙橋　涼哉 3.43.57

印旛：SAA 柏：ﾚｺｷｯｽﾞ陸上ｸﾗﾌﾞ 市原：市原AC 野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 富津：富津ふれあいｼﾞｭﾆｱｰ陸上競技ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 南房総：和田ｸﾗﾌﾞ

伊藤　康平 3.43.65 伊藤　凱 3.48.13 渡辺　智崇 3.49.61 髙橋　優星 3.52.31

千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：検見川陸上ｸﾗﾌﾞ 山武：山武陸上ｸﾗﾌﾞ

小男1000m　２組 堀田　光輝 3.06.81 羽生　拓矢 3.10.72 與川　正治 3.11.12 須藤　浩佑 3.11.52 渡邊　浩平 3.12.64 大木　皓太 3.13.06 阿井　拓海 3.15.92 栗原　悠太 3.17.86

市原：市原ｸﾗﾌﾞ 印旛：木下ｸﾗﾌﾞ 山武：ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 我孫子：我孫子第二ｸﾗﾌﾞ 印旛：栄ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 長生：八積AC 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ

小島　涼太郎 3.18.80 謝名堂　敬 3.22.50 渥美　諒 3.22.70 髙橋　巧哉 3.22.81 石井　翔 3.23.11 大月　拓杜 3.23.33 野木　智大 3.23.69 市原　拓人 3.23.82

我孫子：新木陸上ｸﾗﾌﾞ 野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 南房総：和田ｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 印旛：SAA 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ

宍戸　太一 3.23.90 小川　航汰 3.25.49 石松　瑞輝 3.25.91 荒井　一輝 3.27.20 三嶋　啓朗 3.29.03 林　世翔 3.30.25 清水　秀斗 3.30.69 長濱　凌 3.31.46

野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 市原：市原AC 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 市原：市原AC 印旛：SAA 東総：東総第3ｸﾗﾌﾞ 千葉：検見川陸上ｸﾗﾌﾞ 柏：ﾚｺｷｯｽﾞ陸上ｸﾗﾌﾞ

凡例　*TK:着差あり　*TL:着差なし NGR:大会新  



平成21年7月12日(日)

陸協名 千葉陸上競技協会

主催 財団法人　日本陸上競技連盟 第25回全国小学生陸上競技交流大会 千葉県選考会 09120003

　　　　千葉陸上競技協会 コード　12 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 121010
種目 8位

予選・決勝記録表

5位1位 2位 3位 4位 6位 7位

小男4X100mR　１組 印旛：SAA 52.54 印旛：佐倉ｸﾗﾌﾞA 54.06 野田：岩木ｸﾗﾌﾞ 55.09 茂原：本納ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ 56.54 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ 58.44 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
  屋敷　匠吾   柵木　達也   鈴木　知也   河野　稔   遠峰　信也 DNS
  佐藤　東   里城　洋祐   大橋　惟風   滝田　光   五十嵐　知樹
  笠原　大暉   中山　昂紀   山本　蓮   吉田　廉   岩田　洋祐
  笠松　勇志   佐原　亮平   米山　将之   富樫　拓也   木村　和也

小男4X100mR　２組 印旛：間野台ｸﾗﾌﾞ 53.98 君津：松丘ｸﾗﾌﾞ 54.28 茂原：中の島ｸﾗﾌﾞ 54.35 印旛：大森ｸﾗﾌﾞ 56.39 印旛：佐倉ｸﾗﾌﾞB 56.56 東総：東総第3ｸﾗﾌﾞ 56.88
  大内　和起   宮﨑　涼   光武　樹生   出山　禎之   梶原　啓太   宇野　浩史
  長谷川　頼史   栗原　彩斗   石井　大貴   佐藤　諒   木内　健人   石毛　将太
  阿形　大志   須藤　篤弥   飯高　隆仁   宮本　椋介   佐藤　孝信   林　優太
  山田　恭史郎   伯ヶ部　晃輔   鬼嶋　佑弥   若狹　光汰   井出　深   石毛　友太

小男4X100mR　３組 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 54.51 印旛：加良部ｸﾗﾌﾞ 54.77 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 55.36 印旛：平成ｸﾗﾌﾞ 55.72 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 1.01.19 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 1.03.16

  相田　賢二   山倉　崇   石毛　利侑   髙山　涼平   丸山　裕介   楠本　耀

  中島　翔平   大津　浩輝   椎名　彗   岡勢　悠生   石井　龍汰   岳村　太郎

  宮地　竜太郎   日良　僚太   篠塚　海斗   板倉　啓一   塩屋　拓巳   立石　慶

  林　佑馬   中村　亮太   佐藤　友也   吉野　涼   床次　僚真   菅　洸太郎

小男ｵｰﾌﾟﾝ100m １組 来栖　佳緯 14.06 樺沢　優斗 14.81 井上　湧介 14.85 平山　駿介 15.06 田淵　駿 15.23 鈴木　啓太 15.27 飯塚　昂佑 15.46

風:-1.0 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 茂原：中の島ｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA 印旛：加良部ｸﾗﾌﾞ 印旛：佐倉ｸﾗﾌﾞB 君津：松丘ｸﾗﾌﾞ 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ

小男ｵｰﾌﾟﾝ100m ２組 浅野　彰吾 14.40 小野　泰輔 14.45 三谷　快 14.51 小島　義人 15.01 中島　青空 15.53 半戸　和也 16.20 下獄　一大 17.19

風:-1.4 茂原：本納ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 印旛：間野台ｸﾗﾌﾞ 印旛：佐倉ｸﾗﾌﾞA 野田：岩木ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 東総：東総第3ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

日時 天気 気温 湿度 風速 風向

2009/7/12 9:00 晴 27.5 59 0.7 南

2009/7/12 10:00 曇 28.2 54 2.5 南

2009/7/12 11:00 曇 27.9 54 2.0 南

2009/7/12 12:00 曇 28.3 52 0.7 南南東

2009/7/12 13:00 曇 29.2 52 2.8 南南西

2009/7/12 14:00 曇 28.7 55 1.5 東北東

2009/7/12 15:00 曇 29.0 55 2.0 西南西

2009/7/12 16:00 曇 28.8 56 1.7 南南西

2009/7/12 16:33 晴 28.5 57 2.0 南南東

凡例　*TK:着差あり　*TL:着差なし NGR:大会新  



平成21年7月12日(日)

陸協名 千葉陸上競技協会

主催 財団法人　日本陸上競技連盟 第25回全国小学生陸上競技交流大会 千葉県選考会 09120003

　　　　千葉陸上競技協会 コード　12 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 121010
種目 8位

予選・決勝記録表

5位1位 2位 3位 4位 6位 7位

小５女100m　１組 加藤　愛梨 14.44 石井　結子 14.78 高島　希奈子 14.98 館　桃香 15.25 米本　佳苗 15.28 中村　樹 15.59 田中　美晴 15.96

風:-3.5 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ 南房総：文理開成高校ﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA 印旛：間野台ｸﾗﾌﾞ 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ

小５女100m　２組 落合　花鈴 14.52 中里　夕雅 14.94 斉藤　愛真音 15.06 伊藤　李紗 15.10 狩野　らいむ 15.56 沼　千乃 15.82 戸倉　光咲 16.41

風:-2.8 我孫子：並木ｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA 木更津：高柳陸上ｸﾗﾌﾞ 茂原：萩っ子ｸﾗﾌﾞ 我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 夷隅：古沢ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌ 山武：ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌ

小５女100m　３組 本田　愛理沙 14.57 福本　爽帆 14.83 貞森　美羽 15.05 向後　美里 15.16 小菅　萌恵 15.40 広瀬　琴乃音 15.66 飯田　貴蘭 15.86 時吉　結希 16.13

風:-0.1 野田：野田二ﾂ塚ｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA 印旛：上志津ｸﾗﾌﾞ 香取：ima kids 印旛：INBA Jr.ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：検見川陸上ｸﾗﾌﾞ

小５女100m　４組 永浦　凪砂 14.74 栗田　璃菜 14.88 山崎　千穂 14.93 佐々木萌菜未 14.96 塚本　梨乃 15.10 伊藤　萌 15.71 近藤　優花 15.85 石井　亜美 15.86

風:-1.0 長生：東郷AC 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 東総：東総第3ｸﾗﾌﾞ 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 印旛：木下ｸﾗﾌﾞ

小５女100m　５組 佐久間　若菜 14.40 宮本　麻衣 14.63 根岸　世奈 14.96 山本　和佳 15.77 宇津木　心 15.95 有賀　朝実 16.26

風:-0.2 野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 山武：ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ

小６女100m　１組 今井　満里子 14.16 鈴木　春佳 14.41 富濱　みよこ 14.53 阿部　友海子 14.79 大久保　麗 14.93 能登　弥悠 14.94 佐藤　朱音 15.22 山崎　ナナ 15.88

風:-1.9 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 富津：富津ふれあいｼﾞｭﾆｱｰ陸上競技ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

小６女100m　２組 鈴木　彩夏 14.24 秋葉　美優 14.56 池田　有希 14.60 大日向　有紗 14.76 山口　萠子 15.06 前田　花歩 15.32 関　諒佳 15.38 佐藤　麻帆 15.87

風:-2.3 我孫子：湖北台西ｸﾗﾌﾞ 茂原：豊岡AC 茂原：茂原せんだんｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA 柏：ﾚｺｷｯｽﾞ陸上ｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 習志野：習志野JTFC 印旛：大森ｸﾗﾌﾞ

小６女100m　３組 伊藤　未来 14.42 橋本　柚花 14.46 佐々木　友望 14.87 鎌田　詩織 15.08 伊藤　愛莉 15.16 今谷　茉利香 15.63 荒川　莉奈 16.37

風:-1.7 東総：東総第3ｸﾗﾌﾞ 茂原：本納ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 我孫子：天王台ｸﾗﾌﾞ 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ 印旛：酒々井ｸﾗﾌﾞ 印旛：INBA Jr.ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 袖ヶ浦：平岡ｸﾗﾌﾞ

小６女100m　４組 川奈部　真由 14.06 加藤　瑠香 14.21 灘田　晶子 14.51 真野　悠夏 14.70 川口　瑞希 14.79 島後　礼奈 15.09 田仲　瑞樹 15.51

風:-0.3 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 富津：富津ふれあいｼﾞｭﾆｱｰ陸上競技ｸﾗﾌﾞ 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA 印旛：酒々井ｸﾗﾌﾞ

小女80mH　１組 古堅　ひかる 14.03 福島　理央 14.40 長谷川めぐみ 15.63 広沢　夏希 16.75 小竹　ふゆ 17.70

風:-1.1 印旛：木下ｸﾗﾌﾞ 東総：東総第3ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 習志野：習志野JTFC

小女80mH　２組 飯笹　里紗 14.14 河野　芽衣 14.15 石川　夏葵 14.20 吉野　七海 14.75 木内　詠美 15.84

風:-1.5 印旛：大室台陸上ｸﾗﾌﾞ 茂原：二宮AC 印旛：内郷ｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ

小女80mH　３組 大村　美葵 13.89 木村　朱里 14.59 古川　ほのか 14.99 信太　梨沙 15.24 飯島　麗奈 15.39

風:-1.2 印旛：SAA 我孫子：根戸陸上ｸﾗﾌﾞ 印旛：大室台陸上ｸﾗﾌﾞ 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ 富津：富津ふれあいｼﾞｭﾆｱｰ陸上競技ｸﾗﾌﾞ

小女80mH　４組 田中　咲弥 14.53 木下　夏蓮 14.55 太田　麻香 15.29 新保　彩香 16.17 橋本　彩乃 24.83

風:-0.6 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 君津：周南ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 長生：八積AC 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

小女80mH　５組 伊藤　栞奈 13.94 間中　楓 14.03 金成　りょう 14.27 髙橋　友利恵 14.44 五十嵐　夢子 14.69

風:-1.2 印旛：CRC 野田：七光台ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 香取：ima kids

小女1000m　１組 嶋田　紬 3.04.46 尾張　友香 3.14.49 清野　真帆 3.15.48 西海　花 3.19.08 清宮　詩織 3.20.17 加藤　明日美 3.20.17 石橋　真菜 3.20.49 宮崎　渚 3.21.10

印旛：上志津ｸﾗﾌﾞ NGR 我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 印旛：志津ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 我孫子：布佐AC 我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ *TK 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ *TK 香取：ima kids 君津：小櫃陸上ｸﾗﾌﾞ

荒木　華奈 3.22.10 青柳　有紗 3.23.76 菊地　梨紅 3.26.28 岡本　桃華 3.27.31 宮川　彩乃 3.28.73 岡安　瑠菜 3.29.16 宮嶋　千紘 3.29.52 深井　真帆 3.29.74

我孫子：我孫子第一ｸﾗﾌﾞ 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ 印旛：INBA Jr.ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 長生：八積AC 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 印旛：SAA

山﨑　結衣 3.30.93 垣屋　琴美 3.31.91 富田　早咲 3.32.70 二瓶　佳奈 3.32.73 白柳　薫 3.33.10 鎌田　優佳 3.37.20 正木　莉奈 3.38.91 酒井　七美 3.39.66

東総 東総旭ｸﾗﾌﾞ 千葉 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 市原 市原ｸﾗﾌﾞ 市原 市原AC 市原 市原ｸﾗﾌﾞ 香取 i kid 南房総 和田ｸﾗﾌﾞ 野田 野田ｼﾞ ﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 市原：市原AC 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 香取：ima kids 南房総：和田ｸﾗﾌﾞ 野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

堤　茉莉奈 3.42.39 青柳　瑠衣 3.54.79 佐藤　風花 3.54.99

野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

小女1000m　２組 千葉　希実 3.09.93 川岡　風月 3.14.48 白神　美織 3.15.98 東出　夏季 3.16.01 藤本　彩夏 3.16.72 田渡　千尋 3.17.36 堀江　美貴 3.20.54 沼　叶実 3.21.09

我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 市原：市原AC 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 印旛：SAA 夷隅：古沢ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌ *TL

中澤　沙輝 3.21.09

市原：市原ｸﾗﾌﾞ *TL

永島　綾祐 3.23.31 長野　夏子 3.23.83 尾形　奈那美 3.23.88 齋藤　幸乃 3.25.49 川原　早智 3.26.40 篠原　由梨香 3.28.62 木原　杏 3.28.72

市原：市原ｸﾗﾌﾞ 習志野：習志野JTFC 富津：富津ふれあいｼﾞｭﾆｱｰ陸上競技ｸﾗﾌﾞ 野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 印旛：木下ｸﾗﾌﾞ 東総：東総第3ｸﾗﾌﾞ

薗田　歩実 3.30.58 武藤　未羽 3.32.61 菊地　智子 3.35.16 塚越　舞 3.40.02 河合　早也佳 3.42.11 倉持　美知 3.43.33 野中　菜央 3.44.03 糸久　今日子 3.45.99

野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 市原：市原AC 市原：市原AC 夷隅：千町ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 香取：小見川陸上ｸﾗ

宍戸　晃子 3.47.12 川又　有紀子 3.48.80 佐藤　美優 3.49.20 卜部　優花 4.02.60

野田：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 印旛：INBA Jr.ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：検見川陸上ｸﾗﾌﾞ

凡例　*TK:着差あり　*TL:着差なし NGR:大会新  



平成21年7月12日(日)

陸協名 千葉陸上競技協会

主催 財団法人　日本陸上競技連盟 第25回全国小学生陸上競技交流大会 千葉県選考会 09120003

　　　　千葉陸上競技協会 コード　12 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 121010
種目 8位

予選・決勝記録表

5位1位 2位 3位 4位 6位 7位

小女4X100mR 印旛：SAA 53.83 我孫子：我孫子RAC 55.33 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 56.91 野田：岩木ｸﾗﾌﾞ 57.69 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 57.86 袖ヶ浦：平岡ｸﾗﾌﾞ 58.02

  増田　早希   増田　美佳子   星岡　沙絵   宇野　知世   西田　亜美   河埜　光里

  石丸　由実   白川　もも   戸村　柚菜   逆井　芹菜   佐藤　ちより   長島　歩美

  大澤　冴子   杉山　香   山川ゆかり   石塚　里帆   菊地　奏恵   小沢　香織

  桐谷　のぞ美   川端　夏紀   玉井　菜々子   細谷　萌華   吉崎　芽育   片桐　菜奈

小女4X100mR 印旛：吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 55.88 印旛：大森ｸﾗﾌﾞ 58.85 浦安：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘ 59.04 袖ヶ浦：昭和ｱｽﾘｰﾄｸ 59.95 印旛：平成ｸﾗﾌﾞB 1.00.79 東総：東総第3ｸﾗﾌﾞ 1.01.40

  水野　春香   秋谷　理花   首藤　菜々美   川元　来峰   鈴木　佑佳   林　まみ

  加藤　穂乃花   高木　未来   中村　美羽   石原　美結   佐藤　恵麻   畔蒜　みく

  山本　深羅   工藤　亜佳音   河勝　なつみ   蔭山　佳菜恵   片野　星   五木田　加奈

  三橋　美優   鈴木　あゆみ   石野　瑠衣   古茶　波綺   景山　晴奈   山内　恵理

小女4X100mR 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 58.31 香取：小見川陸上ｸﾗ 58.38 茂原：二宮AC 59.47 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ 1.00.03 千葉：検見川陸上ｸﾗ 1.02.21 印旛：平成ｸﾗﾌﾞA

  湯川　萌々子   小川　七海   西川　優香   北舘　優花   井口まりあ   柴田　睦未 DSQ,*R2

  大場　千智   中嶋　菜月   林　優香里   宮内　咲季   久保田　夏生   堀　モニカ

  津田　あかり   平山　舞   三枝　沙矢   林　夏希   植野　瑞稀   毛見　久美子

  遠藤　優菜   横山　留那   岡田　愛実   鶴岡　美咲   中村　友香   北澤　才佳

小女ｵｰﾌﾟﾝ100m １組 川井　柚希 14.85 佐久間　祥子 15.15 勝呂　咲紀 15.30 中澤　未来 15.38 髙橋　恵利香 15.74 石井　砂良 16.16 板井　彩香 16.91

風:+2.3 我孫子：我孫子RAC 市原：市原ｸﾗﾌﾞ 袖ヶ浦：平岡ｸﾗﾌﾞ 印旛：平成ｸﾗﾌﾞB 東総：東総旭ｸﾗﾌﾞ 香取：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 東総：銚子ｸﾗﾌﾞ

小女ｵｰﾌﾟﾝ100m ２組 根本　みな美 14.67 佐々木　里奈 15.21 逆井　七海 15.56 中嶋　祐果 15.57 中川　愛乃 15.70 大和久　唯 16.87

風:-1.4 印旛：SAA 船橋：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 野田：岩木ｸﾗﾌﾞ 印旛：大森ｸﾗﾌﾞ 印旛：平成ｸﾗﾌﾞA 茂原：二宮AC

日時 天気 気温 湿度 風速 風向

2009/7/12 9:00 晴 27.5 59 0.7 南

2009/7/12 10:00 曇 28.2 54 2.5 南

2009/7/12 11:00 曇 27.9 54 2.0 南

2009/7/12 12:00 曇 28.3 52 0.7 南南東

2009/7/12 13:00 曇 29.2 52 2.8 南南西

2009/7/12 14:00 曇 28.7 55 1.5 東北東

2009/7/12 15:00 曇 29.0 55 2.0 西南西

2009/7/12 16:00 曇 28.8 56 1.7 南南西

2009/7/12 16:33 晴 28.5 57 2.0 南南東

凡例　*TK:着差あり　*TL:着差なし NGR:大会新  


