
ト ラ ッ ク 審 判 長 今井　淳史
跳 躍 審 判 長 鈴木　小枝子
投 て き 審 判 長 鈴木　小枝子
記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

須貝　夢一郎(4) 14.79 篠原　侑樹(4) 14.80 高戸　陽平(4) 15.06 畔蒜　光(4) 15.10 石黒　滉大(4) 15.26 山田　和樹(4) 15.36 岡本　瑠唯(4) 15.48 大城　隼人(4) 15.51

中川クラブ クレンサアスリートクラブ 東総旭クラブ 銚子クラブ 湖北台東アスリートクラブ 白井アスレチックアカデミー 湖北台東アスリートクラブ 根戸陸上クラブ

流石　皐太郎(5) 13.63 阿部　祐悟(5) 13.84 篠塚　征哉(5) 14.38 本間　遥朗(5) 14.46 玉井　崇大(5) 14.95 坂本　藍紀(5) 14.96 安井　悠真(5) 15.06 今野　大生(5) 15.18

八積ＡＣ 浦安ジュニアアスリートクラブ 小見川陸上クラブ 千葉附属クラブ 船橋陸上クラブ 湖北台東アスリートクラブ 船橋陸上クラブ クレンサアスリートクラブ

平野　壮太(6) 12.57 吉田　絃汰(6) 12.78 小原　慧(6) 12.93 田中　佑弥(6) 13.14 浅野　優斗(6) 13.14 福沢　匠(6) 13.18 堀口　達矢(6) 13.53 竹原　佳威(6) 13.70

豊田アスリートクラブ 四街道小クラブ 大多喜ＡＣ 東総第３クラブ 実住クラブ *TK 市原クラブ 並木っずクラブ 根戸陸上クラブ

新木　隼人(6) 14.20 中村　拓巳(6) 14.79 菊池　隼太郎(6) 15.10 中村　鴻志(6) 15.26 中山　力輝(6) 15.41 宮内　竜志(6) 15.41 萱森　洸介(6) 16.06 大塚　翼(6) 16.37

船橋陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 萩原スポーツクラブ 西志津陸上クラブ 市原クラブ 東総旭クラブ *TK 東総第３クラブ 銚子クラブ

川島　大輝(6) 3:00.72 梅木　楓(6) 3:04.36 遠藤　佳輝(6) 3:04.81 髙野　竜平(6) 3:05.31 杉井　颯(6) 3:06.54 川上　勇士(6) 3:07.86 鈴木　啓太(6) 3:08.72 坂東　瑠太郎(6) 3:08.90

南志津陸上クラブ 田中陸上クラブ 田中陸上クラブ 東総旭クラブ 流山ジュニア陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 桜田クラブ 新木ＡＣ

船橋陸上クラブ 49.44 西志津陸上クラブ 53.13 清水会 53.60 白井アスレチックアカデミー 53.61 萩原スポーツクラブ 54.62 習志野ジュニア陸上クラブ 54.71 法典陸上クラブ 54.72 木更津第一アスリートクラブ 55.03

岩崎　隼也(6) GR 武井　勝紀(6) 山﨑　稔侍(6) 笠原　嵩央(6) 山本　慧(6) 田久保　聖也(6) 深井　翔太(6) 神谷　龍之介(6)

福田　岬(6) 米永　大地(6) 森賀　嵩太(6) 島根　拓海(6) 當間　海斗(6) 竹末　汰遥(6) 小林　晃己(6) 塩盛　辰綺(6)

安永　雄貴(6) 中村　賢志(6) 宮地　俊介(6) 齋藤　航(6) 市川　愉大(6) 北村　祐人(6) 高橋　智樹(6) 鈴木　勇太(6)

川嶋　丈遥(6) 米永　大和(6) 用田　悠斗(6) 竹村　理駆(6) 石橋　響(6) 中田　豪(6) 打越　大祐(6) 栗林　泰三(6)

佐藤　碩生(6) 1m40 相　潤樹(6) 1m37 岩間　一輝(6) 1m37 内藤　温人(6) 1m37 田宮　康佑(6) 1m34 市原　壮真(6) 1m34 五十嵐　智也(6) 1m34 髙橋　和樹(6) 1m31

白井アスレチックアカデミー 東部クラブ 成田吾妻ミラクルクラブ 市原クラブ 法典陸上クラブ かみたきアスリートクラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 本納ＳＣスポーツクラブ

宮﨑　諒也(6) 5m14(+0.7) 木村　恵悟(6) 4m75(+1.7) 渡邊　健太(6) 4m70(+5.8) 錦織　岳(6) 4m62(+1.6) 富田　貴也(6) 4m59(+2.6) 長野　加次希(6) 4m42(+5.2) 小出　晃平(6) 4m34(+3.2) 二井　辰也(6) 4m33(+3.5)

白銀陸上クラブ 白山陸上クラブ 田中陸上クラブ 公認4m28(+1.8) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 船橋陸上クラブ 公認記録なし ＣＲＣ 公認記録なし 船橋陸上クラブ 公認4m27(+2.0) 東部クラブ 公認4m27(+1.8)

鈴木　啓悟(6) 71m89 坂本　優(6) 66m00 福永　知弥(6) 65m30 眞板　智紀(6) 64m38 石田　惇平(6) 62m72 菅井　拓己(6) 59m98 小澤　礼嗣(6) 59m33 薗部　真弥(6) 58m75

白山陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 三島クラブ 東総旭クラブ 湖北台西アスリートクラブ 布佐アスリートクラブ 白山陸上クラブ

藤田　誠(6) 13.14 櫻井　駿翔(6) 13.30 藤井　徹(6) 13.49 渕上　悠世(6) 13.60 足立　光明(6) 13.75 千葉　日陽(6) 13.75 古橋　和幸(6) 14.29 芥川　雄大(6) 14.38

小林北小陸上競技クラブ 佐倉陸上クラブ 中郷陸上クラブ 市原クラブ 寺崎小クラブ 豊岡アスリートクラブ *TK 川上クラブ 市原クラブ
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第28回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会

期日 平成24年7月15日(日)

会場 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

小林北小陸上競技クラブ 佐倉陸上クラブ 中郷陸上クラブ 市原クラブ 寺崎小クラブ 豊岡アスリートクラブ *TK 川上クラブ 市原クラブ

白土　茶実(4) 15.85 田村　美優(4) 15.87 宍倉　はるか(4) 16.10 佐々　あかり(4) 16.38 近藤　知穂(4) 16.42 石井　まりん(4) 16.51 川窪　萌夏(4) 16.66 富田　莉玖野(4) 17.07

ima kids クレンサアスリートクラブ もばらせんだんクラブ ima kids 浦安ジュニアアスリートクラブ ima kids 幸はやぶさ陸上クラブ 八積ＡＣ

前田　愛結(5) 14.63 藤井　柚茉(5) 14.78 矢野　百夏(5) 14.80 中村　朱(5) 15.11 眞宇根　夏子(5) 15.15 加藤　美乃里(5) 15.22 中谷　真子(5) 15.28 舘石　結奈(5) 15.30

ＣＲＣ 浦安ジュニアアスリートクラブ 白井アスレチックアカデミー 豊岡アスリートクラブ 滝野クラブ クレンサアスリートクラブ 我孫子第三クラブ 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ

白鳥　茉莉佳(6) 13.87 早津　佳恵(6) 14.08 成毛　詩織(6) 14.13 福島　彩加(6) 14.16 吉本　涼子(6) 14.33 市東　梨音(6) 14.42 熊谷　彩(6) 14.45 鈴木　瀬奈(6) 14.54

クレンサアスリートクラブ 東部クラブ クレンサアスリートクラブ 市原クラブ 八重原アスリートクラブ 大原小陸上クラブ 野田ジュニア陸上クラブ 銚子クラブ

本木　岬稀(6) 14.93 石井　里佳(6) 15.23 奈良　彩菜(6) 15.51 阿路　紗耶花(6) 15.82 山﨑　優羽(6) 16.41 曽根　彩月(6) 16.61 岡田　朋子(6) 16.91

白井アスレチックアカデミー 船橋陸上クラブ 西志津陸上クラブ 上志津陸上クラブ 成田吾妻ミラクルクラブ 東総旭クラブ 銚子クラブ

笹野　真愛(6) 3:11.95 河田　実由(6) 3:12.65 金山　紗彩(6) 3:16.99 又平　朋香(6) 3:18.91 谷藤　千夏(6) 3:18.98 高山　優花(6) 3:20.02 奈良橋　真菜(6) 3:21.78 石井　まりあ(6) 3:22.55

船橋陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 白井アスレチックアカデミー 習志野ジュニア陸上クラブ 船橋陸上クラブ 船橋陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 新木ＡＣ

白井アスレチックアカデミー 53.43 船橋陸上クラブ 54.31 上志津陸上クラブ 54.79 西志津陸上クラブ 56.00 二ツ塚クラブ 56.70 昭和陸上クラブ 57.93 成田　吾妻ミラクルクラブ 58.02 習志野ジュニア陸上クラブ 58.05

藤野　侑香(6) 伊藤　七香(6) 前沖　里奈(6) 大森　由貴(6) 荒井　風夏(6) 松村　歩果(6) 宮本　リリカ(6) 数藤　美奈(6)

西﨑　夏芽(6) 岩城　美佳(6) 福井　花音(6) 橋本　真菜(6) 小笠原　由彩(6) 太田　舞(6) 若林　祐那(6) 笹原　千春(6)

斎藤　那菜(6) 生形　実夢(6) 黒田　未奈(6) 三好　菜穂(6) 隈本　花(6) 日吉　優花(6) 木村　雪乃(6) 左藤　有紗(6)

瀬下　佳純(6) 阿部　実玲菜(6) 蒲原　菜々子(6) 浅見　千明(6) 山崎　美穂(6) 柘植　陶子(6) 青木　萌加(6) 大霜　文(6)

川口　遥(6) 1m38 鴨田　七海(6) 1m35 稲垣　里菜(6) 1m32 松枝　胡里(6) 1m29 萩原　恋海(6) 1m29 鈴木　初菜(6) 1m29 宇田川　雅菜(6) 1m26 小林　ひなの(6) 1m26

白山陸上クラブ 野田尾崎クラブ 船橋陸上クラブ 高野山陸上クラブ 東部クラブ ＣＲＣ 浦安ジュニアアスリートクラブ 習志野ジュニア陸上クラブ

田代　菜摘(6) 4m74(+3.0) 髙藤　美南(6) 4m45(+0.9) 髙橋　春妃(6) 4m42(+6.4) 高橋　花奈(6) 4m37(+3.4) 角村　優衣(6) 4m29(+3.0) 根本　莉奈(6) 4m25(+2.4) 宇野澤　未来(6) 4m23(+2.4) 小貫　彩未(6) 4m23(+3.3)

ＣＲＣ 公認4m64(+1.5) 流山ジュニア陸上クラブ 市原クラブ 公認記録なし 小竹クラブ 公認4m28(+1.2) 市川陸協ジュニアクラブ 公認記録なし 流山ジュニア陸上クラブ 公認3m55(-0.6) 西小っこクラブ 公認記録なし 桜田クラブ 公認記録なし

内藤　なつ美(6) 64m19 稲葉　美雨(6) 64m17 村越　美咲(6) 61m41 小松　南(6) 54m59 木村　涼香(6) 53m30 平野　凪沙(6) 51m80 相澤　ありさ(5) 48m60 阿部　幸乃(6) 47m91

浦安ジュニアアスリートクラブ GR 岩木クラブ GR 市原クラブ GR 習志野ジュニア陸上クラブ 清水会 東総旭クラブ 湖北台東アスリートクラブ 流山ジュニア陸上クラブ

宮川　夢(6) 13.45 鎌田　和花奈(6) 13.55 麻生　亜耶(6) 13.57 福井　里奈(6) 13.96 小寺　千慧(6) 14.14 新谷　友理(6) 14.27 丸田　紗羽(6) 14.31 鴻巣　萌(6) 14.36

銚子クラブ 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 東部クラブ 野田ジュニア陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 浦安ジュニアアスリートクラブ 佐倉陸上クラブ 轟アスリートクラブ

凡例  GR:大会記録 *TK:着差あり

7月15日 女子走幅跳

7月15日
女子ソフトボー

ル投

7月15日
 女子80mH

風：-0.8

7月15日 女子1000m

7月15日 女子４×100mＲ

7月15日 女子走高跳

7月15日
 ５年女子100m

風：-2.6

7月15日
 ６年女子100m

風：-2.7

7月15日
女子100m（友好

 レース）
風：-1.6

風：-1.2

7月15日
 ４年女子100m

風：-3.4


