
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 13120311 千葉県小中学校体育連盟陸競技部
競技場コード 121010

種目

浦嶋　優衣 (4) 14.86 1)本橋　若菜 (4) 14.86 小柳　未来 (4) 15.06 鈴木　智春 (4) 15.42 塚本　萌乃 (4) 15.58 工藤　夢 (4) 15.59 榎本　知菜 (4) 15.77 渡辺　友菜 (4) 15.89

ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 田中ｸﾗﾌﾞ 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ちはら台ﾄﾗｯｸ&ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

金谷　愛 (5) 13.99 川窪　萌夏 (5) 14.08 田村　美優 (5) 14.34 佐々　あかり (5) 14.40 黛　来夢 (5) 14.42 打越　麻莉加 (5) 14.48 市川　沙織 (5) 14.49 五十嵐　歩 (5) 14.73

白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ HANABUSA ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ

小浜　冴月 (6) 13.55 今岡　藍香 (6) 13.91 稲葉　志穂 (6) 13.96 岸　茄楠 (6) 13.99 菅原　唯 (6) 14.07 田中　舞華 (6) 14.08 中島　菜摘 (6) 14.12 中島　さくら (6) 14.35

白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ ちはら台ﾄﾗｯｸ&ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ 高野山陸上ｸﾗﾌﾞ ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 湖北台西ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

染谷　絢香 (6) 3:10.77 吉川　香奈 (6) 3:17.01 中村　有希 (6) 3:17.33 河端　さくら (6) 3:18.74 浅輪　梨乃 (6) 3:21.11 小杉　真生 (6) 3:22.26 浅見　紗良 (6) 3:24.75 桑原　永都美 (6) 3:26.14

田中ｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑ柏 七次台ｸﾗﾌﾞ 富津ふれあいJr.陸上 ﾁｰﾑ柏 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 鎌ｹ谷東部小クラブ 新木AC

矢野　百夏 (6) 13.56 中山　愛梨 (6) 13.94 大山　陽菜 (6) 14.04 郡司　紗和 (6) 14.16 友田　心愛 (6) 14.19 神田　茉莉 (6) 14.30 髙橋　杏奈 (6) 14.39 川口　美衣菜 (5) 14.77

白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ 新木AC ｸﾚﾝｻｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 習志野ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 習志野ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 富津ふれあいJr.陸上 新木AC

白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 54.28 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 56.12 田中ｸﾗﾌﾞ 56.78 湖北台西ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 57.21 ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 57.52 富津ふれあいJr.陸上 57.91 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 57.94 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 58.58

中島　菜摘 (6) 齋藤　理乃 (6) 田中　真優佳 (6) 森川　紫衣 (6) 加藤　恵理 (6) 髙橋　杏奈 (6) 打越　麻莉加 (5) 丸山　愛理 (5)

矢野　百夏 (6) 中村　彩乃 (6) 池上　萌々花 (6) 中島　さくら (6) 田村　美優 (5) 舘石　結奈 (6) 村上　来夢 (6) 市村　華子 (6)

小浜　冴月 (6) 大森　菜生 (6) 門岡　ももこ (6) 金澤　涼奈 (6) 和田　萌佳 (6) 三田　莉紗 (6) 小西　伶実 (6) 土井　麻友香 (6)

稲葉　志穂 (6) 清水　悠莉 (6) 清水　菜緒子 (6) 丸澤　実月 (6) 田中　舞華 (6) 髙橋　咲穂 (6) 齊藤　夏帆 (6) 安下　帆風 (6)

上野　祐季 (6) 1m28 宮本　莉理 (6) 1m25 柴田　光音 (6) 1m25 田中　万結 (6) 1m20 4)上野　紗季 (6) 1m20 佐々木　愛良 (6) 1m15 久家　茉莉香 (6) 1m10 中村　玲菜 (6) 1m10

船橋陸上ｸﾗﾌﾞ *JO(1) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ *FA(1) 新木AC 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 新木AC 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 新木AC

加藤　恵理 (6) 4m53 白土　茶実 (5) 4m41 大貫　芽位 (6) 4m40 石井　香名 (5) 4m08 松井　彩 (6) 4m07 上野　菜穂 (6) 4m06 佐々木　眞子 (5) 4m03 五十嵐　えり花 (5) 4m03

ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+5.8) HANABUSA (+1.1) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+3.7) ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌﾞ (+3.6) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+1.8) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+1.3) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+3.6) INBA Jr.ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ (+1.3)

滝頭　かのん (5) 39m10 高橋　実里 (5) 38m88 岸　愛子 (5) 35m06
習志野ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 田中ｸﾗﾌﾞ

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

*JO：ｼﾞｬﾝﾌﾟｵﾌによる順位決定 審判長　中田　勝偉(トラック）　吉原　廣（フィールド） 記録主任　　黒田　泰三
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６年100m(-0.9)

４年100m(+4.7)

共通80mH(+2.3)

決勝記録一覧表（女子）

平成２５年１０月１３日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第８回千葉キッズ陸上競技大会

共通ヴォーテックス投

共通1000m

共通4X100mR

共通走高跳

５年100m(+4.3)

共通走幅跳


