
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

阿部　竜希 (4) 14.08 平野　暁大 (4) 14.30 鎗田　大輝 (4) 14.68 藤田　大翔 (4) 14.89 浅倉　聡太 (4) 14.97 伊藤　優平 (4) 14.98 酒匂　康輝 (4) 15.03 春山　航輝 (4) 15.05

船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 富津ふれあいJr.陸上 ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ 新木AC 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 根戸陸上ｸﾗﾌﾞ 吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ

須貝　夢一郎 (5) 13.41 渡辺　直樹 (5) 13.91 飯塚　力太 (5) 13.99 坪井　健介 (5) 14.01 三井　暖 (5) 14.01 細根　瑠衣 (5) 14.09 篠原　侑樹 (5) 14.13 石井　駿将 (5) 14.19

中川ｸﾗﾌﾞ ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌﾞ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌﾞ ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌﾞ

流石　皐太郎 (6) 12.32 塚田　大貴 (6) 12.50 小川　大起 (6) 12.82 小堺　勇太 (6) 12.85 人見　明良 (6) 13.54 浅海　慎之助 (6) 13.55 河本　直弥 (6) 13.82 高橋　勢波 (6) 13.89

八積AC 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 周南ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 館山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

林　克海 (6) 3:04.90 入江　和輝 (6) 3:05.79 佐々木　爽多 (5) 3:09.73 秋田　亮太 (6) 3:11.68 大﨑　優斗 (6) 3:12.61 横倉　海斗 (6) 3:12.64 岩田　航 (6) 3:13.47 上遠野　創太 (6) 3:14.16
白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ ﾁｰﾑ柏 八街東ｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑ柏 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 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑ柏

渡邊　蓮 (6) 12.57 小林　亮介 (6) 12.78 堤　哲也 (6) 13.39 富田　貴大 (6) 13.85 多田　喜信 (6) 14.02 大作　優翔 (6) 14.13 吉野　優大 (6) 14.18 石原　匠 (5) 14.46

湖北ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 新木AC 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 新木AC
白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 52.50 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 53.91 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 54.41 ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 55.91 INBA Jr.ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 56.84 ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌﾞ 57.38 新木AC 58.36 ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ 59.91

住谷　龍 (6) 小林　亮介 (6) 鈴木　裕吾 (6) 今野　大生 (6) 中村　祐一郎 (6) 三井　暖 (5) 長谷川　斗真 (6) 鎗田　光希 (4)

唐牛　星南 (6) 鈴木　健太 (6) 宮本　涼平 (6) 木内　俊汰 (6) 稲垣　陽平 (6) 関根　進吾 (5) 大作　優翔 (6) 鎗田　大輝 (4)

人見　明良 (6) 榮木　真人 (6) 丸山　大翔 (6) 細根　瑠衣 (5) 土井　紅貴 (5) 石井　駿将 (5) 清水　嶺 (6) 並木　大介 (5)

小川　大起 (6) 篠塚　征哉 (6) 安井　悠真 (6) 篠原　侑樹 (5) 大村　康太 (6) 渡辺　直樹 (5) 上脇　優友 (6) 堤　哲也 (6)

西島　旭 (6) 1m40 梁　瑞強 (6) 1m36 榮木　真人 (6) 1m33 西山　望明 (5) 1m30 福田　樹央 (6) 1m20 5)徳丸　祐太郎 (6) 1m20 志鎌　莞太 (6) 1m20 根本　駿太 (5) 1m15
白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 新木AC 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 新木AC 新木AC

篠塚　征哉 (6) 4m87 清田　真一 (6) 4m72 吉田　航大 (6) 4m65 大場　息吹 (6) 4m47 鈴木　悠斗 (6) 4m32 依田　昂大 (6) 4m18 橋本　基紀 (6) 4m16 大津　祐介 (6) 4m09

小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.1) 富津ふれあいJr.陸上 (+2.6) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (-0.7) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (0.0) HANABUSA (+1.4) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+1.6) 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.4) 七次台ｸﾗﾌﾞ (-2.1)

室山　耕平 (6) 54m84 丸澤　和晃 (6) 50m90 小松　勇武 (6) 49m35 栗原　佑弥 (6) 47m33 豊嶋　勇伍 (5) 43m62 森　一馬 (5) 42m43 柳澤　諒 (6) 38m88 木村　航 (6) 37m73

新木AC 湖北台西ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 新木AC INBA Jr.ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 新木AC 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 新木AC

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
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

気象記録

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
9:20 晴 26.4 35 1.7 北北東
10:00 晴 26.8 39 1.5 東南東
11:00 晴 26.5 35 1.2 東北東
12:00 晴 26.5 35 1.9 北東
13:00 晴 26.4 39 2.6 東北東
14:00 晴 26.5 33 2.4 北北東
14:56 晴 26.1 35 4.0 北
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決勝記録一覧表（男子）

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

４年100m(+3.5)

５年100m(+3.8)

第８回千葉キッズ陸上競技大会


