
平成22年7月11日(日)

陸協名 千葉陸上競技協会

主催 千葉陸上競技協会 コード　12 第26回全国小学生陸上競技交流大会 千葉県選考会 10120004

　 於：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 121010
種目

小学５年男子100m 細谷　拓馬 14.26 粕谷　健太 14.42 峯村　貴希 14.50 名和　陽太 14.59 相馬　友樹 14.73 大山駿太朗 14.75 古川　大悟 14.84 谷田部　瞬 14.86

風:-2.2 成田ｸﾗﾌﾞ 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 公津の杜ｸﾗﾌﾞ 根郷ｸﾗﾌﾞ 南流山陸上ｸﾗﾌﾞ 清見台総合陸上部 茂原せんだんｸﾗﾌﾞ 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小学６年男子100m 中島　良太 12.92 工藤　和摩 13.02 長谷川萌人 13.18 奥村　純平 13.56 木地　耀大 13.60 藤代　孝一 13.70 遠藤　航汰 13.70 真﨑　裕介 13.76

風:-2.5 SAA 高柳陸上ｸﾗﾌﾞ 五郷AC 酒直ｸﾗﾌﾞ 東海陸上ｸﾗﾌﾞ 南流山陸上ｸﾗﾌﾞ 習志野JTFC *TK 加良部ｸﾗﾌﾞ

小学男子1000m 齋藤　尚宏 3:09.02 石井　和成 3:09.45 飛田　大成 3:09.47 大月　拓杜 3:09.68 大竹　裕也 3:10.05 芦田　拓海 3:10.95 宮本　竜樹 3:11.26 嶋崎　渉 3:12.91

我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 南流山陸上ｸﾗﾌﾞ SAA 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小学男子８０ｍH 宮﨑　佑喜 12.34 多田昌一朗 12.65 渡邉　裕介 13.30 吉原　大吾 13.34 黒津　元希 13.39 若林　遼 13.98 富樫　拓也 14.00

風:-3.0 銚子ｸﾗﾌﾞ GR 加良部ｸﾗﾌﾞ 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東部ｸﾗﾌﾞ 平岡ｸﾗﾌﾞ 市原ｸﾗﾌﾞ 本納ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
小学男子4X100mR 50.50 50.68 成田市:成田ｸﾗﾌﾞ 54.53 長生村:長生AC 54.68 旭市:東総旭ｸﾗﾌﾞ 54.88 長生村:一松AC 56.53 57.07 匝瑳市:東総第3ｸﾗﾌﾞ 57.82

秋元　佑介 岩井　将光 大木蓮太郎 押田　佳広 菅谷　直宏 礒野　滉平 宮野　寛之 大木　両輔
山本　泰平 五十嵐憲斗 日改　大悟 大久保銀河 石毛　力斗 徐　絢一 山口　恭介 伊藤　翔
田中　秀樹 齋藤　郁弥 石橋　大輝 内田　智也 石毛　岬 松川　啓吾 鈴木　直澄 養碩　健也
川口　潤 戸島　賢人 川嶋　大輝 廣島　康太 伊藤　祐輝 鈴木　康大 佐々木悠祐 伊藤　久登

小学男子走高跳 河野　裕人 1m37 萩原　篤 1m37 村田　亜怜 1m37 平出　雅弥 1m34 鈴木　裕太 1m34 森田　達也 1m31 伊藤　友規 1m28

太東AC 銚子ｸﾗﾌﾞ 東部ｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 萩原ｸﾗﾌﾞ 東総第3ｸﾗﾌﾞ

小川　幹太 1m28

竜角寺台ｸﾗﾌﾞ

小学男子走幅跳 豊田　悠介 4m58 大坂　智哉 4m45 中村　祥眞 4m42 瀨尾　康太 4m25 関口　宥允 4m22 石丸　荒人 4m20 渡邊　颯人 4m19 池上　紘夢 4m12

いんばｼﾞｭﾆｱ (-1.3) 銚子ｸﾗﾌﾞ (-1.0) 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-3.8) 豊岡AC (-1.2) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (-0.6) 市原ｸﾗﾌﾞ (-1.6) 習志野JTFC (-1.4) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (-1.6)
小学男子ソフトボール投 藤平　尚真 79m31 新井　仁 70m63 加瀬　紋宏 64m90 斎藤　元輝 61m14 石渡　雅大 60m15 坂巻　尚哉 59m69 小原　泰雅 58m44 中村　奎太 58m13

富津ふれあいｼﾞｭﾆｱｰ陸上競技ｸﾗﾌﾞ我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東総旭ｸﾗﾌﾞ 成田ｸﾗﾌﾞ 習志野JTFC 市原ｸﾗﾌﾞ 本納ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小学５年女子100m 江波戸彩乃 14.31 瀧田ミッシェ 14.65 安藤愛里子 14.79 杉村　奏笑 14.80 須見　友香 14.96 三木妃奈子 15.15 八田　菜々 15.17 森田和花菜 15.41

風:-2.2 銚子ｸﾗﾌﾞ 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 久住ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 東総旭ｸﾗﾌﾞ 南流山陸上ｸﾗﾌﾞ 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 公津の杜ｸﾗﾌﾞ

小学６年女子100m 加藤　愛梨 13.60 谷田　彩乃 13.84 本田　萌々 13.99 落合　花鈴 14.11 池田佑紀子 14.15 本田愛理沙 14.26 石井　結子 14.33 槇谷　咲良 14.65

風:-3.3 銚子ｸﾗﾌﾞ 祇園ｸﾗﾌﾞ CRC 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 小竹DIAMONDｸﾗﾌﾞ 野田二ﾂ塚ｸﾗﾌﾞ 文理開成高校ﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小学女子1000m 齋藤佑以加 3:10.44 木村　心矩 3:12.79 清野　真帆 3:15.96 木下亜紗美 3:17.25 髙橋　美優 3:17.47 津田帆乃佳 3:17.79 佐竹　千瑛 3:18.65 平野　愛佳 3:18.69

増穂北ｸﾗﾌﾞ 増穂北ｸﾗﾌﾞ 志津ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 笹引ｸﾗﾌﾞ 市原ｸﾗﾌﾞ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 八街北ｸﾗﾌﾞ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ

小学女子８０ｍH 秦野　南美 13.50 城谷　実怜 13.53 平井　杏奈 13.69 館　桃香 13.78 勝畑　梨湖 14.00 五郡　あみ 14.16 向後　美里 14.59 千葉ひなた 14.66

風:-1.8 清見台総合陸上部 七光台ｸﾗﾌﾞ 加良部ｸﾗﾌﾞ 間野台ｸﾗﾌﾞ 昭和ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ SAA ima kids 豊岡AC
小学女子4X100mR 53.29 白井市:SAA 53.81 54.25 成田市:平成ｸﾗﾌﾞ 57.21 成田市:加良部ｸﾗﾌﾞ 57.83 旭市:東総旭ｸﾗﾌﾞ 57.87 58.13 成田市:成田ｸﾗﾌﾞ 59.83

西脇紗瑛子 中里　夕雅 岩見　咲良 中澤　未来 石井　里美 伊藤菜々美 尾張　里名 花島萌絵香
染谷　菜月 根岸　世奈 佐々木里奈 片野　星 岡　菜々恵 野村　萌衣 鈴木真利亜 中村　早希
千葉保乃伽 福本　爽帆 篠原　瑞希 佐藤　恵麻 篠原　沙織 大貫　莉央 神林明日香 菅野　瑞紀
佐久間若菜 高島希奈子 安川　遥 景山　晴奈 鈴木　萌 米本　佳苗 白川ひなの 小山　実優

小学女子走高跳 鈴木　結衣 1m26 小駒　美月 1m26 石川　緑香 1m23 田口　乃衣 1m23 石田　真妃 1m23 佐藤　莉子 1m23 飯倉　朋佳 1m20 田中　初夏 1m20

CRC 上瀑ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 関AC 八街北ｸﾗﾌﾞ ima kids 習志野JTFC 習志野JTFC

幕田　明音 1m20

我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小学女子走幅跳 塚本　梨乃 4m22 勝又　彩花 4m15 梅津　泉希 4m14 岩井ひとみ 4m10 菅　沙弥佳 4m04 尾形奈那美 3m99 小倉　莉奈 3m99 今関　未来 3m98

市原ｸﾗﾌﾞ (-1.7) SAA (-3.0) いんばｼﾞｭﾆｱ (-3.8) 安食ｸﾗﾌﾞ (-1.1) 東総第3ｸﾗﾌﾞ (-2.3) 中の島ｸﾗﾌﾞ (-1.7) 御宿陸上ｸﾗﾌﾞ (-1.8)
小学女子ソフトボール投 村上　遥風 56m33 佐藤　みく 55m88 荒木　桃香 49m62 吉澤あすか 45m77 島田　友理 45m58 増田　凪 45m38 大木　亜美 43m78 北川恵里加 42m10

南志津ｸﾗﾌﾞ GR 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ GR 七光台ｸﾗﾌﾞ 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 習志野JTFC 我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 市原ｸﾗﾌﾞ 市原ｸﾗﾌﾞ

野田市:野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

浦安市:浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

我孫子市:我孫子ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

富津ふれあいｼﾞｭﾆｱｰ陸上競技ｸﾗﾌﾞ

白井市:SAAいんば船橋市:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ

船橋市:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ

富津ふれあいｼﾞｭﾆｱｰ陸上競技ｸﾗﾌﾞ  (-1.3)

野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

6位 7位 8位1位 2位 3位 4位

決 勝 記 録 表

5位

浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

日時 天気 気温 湿度 風速 風向 気圧

2010/7/11 9:00 09:00 曇 27.5 70.0 東南東 0.2

2010/7/11 10:00 10:00 曇 29.5 68.0 南南東 2.1

2010/7/11 11:00 11:00 晴 30.0 56.0 南南西 1.9

2010/7/11 12:00 12:00 曇 29.5 58.0 南南西 2.0

2010/7/11 13:00 13:00 曇 29.0 64.0 南西 2.0

2010/7/11 14:00 14:00 曇 28.5 67.0 南南西 2.2

2010/7/11 15:00 15:00 曇 28.0 70.0 南南西 2.4

2010/7/11 16:00 16:00 曇 28.5 70.0 西南西 2.2

*GR：大会新記録、*TK：着差あり


