
主催 （一財）千葉陸上競技協会

大会コード 14120004
競技場コード 121010

種目

海老根　優大 (4) 14.99 守　空悟 (4) 15.35 石井　優和 (4) 15.39 芹川　和秀 (4) 15.62 松元　洋輝 (4) 15.63 伊藤　海翔 (4) 15.74 磯野　利和 (4) 15.76 村山　　勝哉 (4) 15.93
クレンサアスリートクラブ (-1.8) 昭和小学校 (-1.8) 上野小アスリートクラブ (-1.8) ちばアスリートクラブ (-1.8) MAC (-1.8) 東総旭クラブ (-1.8) 東部小学校 (-1.8) 船橋陸上クラブ (-1.8)

新町　哲 (5) 14.30 臼井　大 (5) 14.30 村杉　潮音 (5) 14.44 網代　　康汰 (5) 14.47 阿部　　竜希 (5) 14.50 今関　雄翔 (5) 15.03 菅原　斗聖 (5) 15.04

流山ジュニア (-2.6) 栄町立安食台小学校 *TK(-2.6) 豊田アスリートクラブ (-2.6) 船橋陸上クラブ (-2.6) 船橋陸上クラブ (-2.6) 豊岡アスリートクラブ (-2.6) 加良部クラブ (-2.6)

今井　佑里 (6) 12.97 小池　素輝 (6) 13.25 村野　誠 (6) 13.26 岡本　優人 (6) 13.40 鳥羽　諒斗 (6) 13.49 河合　祐輝 (6) 13.61 池田　賢太郎 (6) 13.69 秋本　皐汰 (6) 13.71

小竹クラブ (-1.0) 佐倉市立青菅小学校 (-1.0) 中の島小学校 (-1.0) 習志野ジュニア陸上クラブ (-1.0) 大須賀小学校 (-1.0) 中の島小学校 (-1.0) チーム古沢 (-1.0) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-1.0)

佐々木　爽多 (6) 3:01.54 松丸　　生樹 (6) 3:01.98 渡利　健人 (6) 3:05.25 平野　稚諭 (6) (同順)3:05.41 大野　琉偉 (6) (同順)3:05.41 大窪　隆斗 (6) 3:05.99 石原　　翔 (6) 3:07.06 平原　康志 (6) 3:08.25
八街市立八街東小学校 新木小学校ＡＣ 清見台小学校 小林北小学校 東郷クラブ 君津市立大和田小学校 新木小学校ＡＣ 習志野ジュニア陸上クラブ

志村　大貴 (6) 12.72 西田　竣 (6) 12.89 須藤　大紀 (6) 13.05 吉田　誠 (6) 13.18 安達　海渡 (6) 13.19 中村　一樹 (6) 13.43 荒木　翔夢 (6) 13.75 篠原　侑樹 (6) 13.76
白井アスレチックアカデミー (-1.5) 市原クラブ (-1.5) 尾崎小学校 (-1.5) 豊田アスリートクラブ (-1.5) 新木小学校ＡＣ (-1.5) 本納スポーツクラブ (-1.5) 新木小学校ＡＣ (-1.5) クレンサアスリートクラブ (-1.5)

船橋陸上クラブ 51.82 白井アスレチックアカデミー 53.28 市川陸協ジュニアクラブ 54.79 我孫子第四小学校 54.83 銚子陸上クラブ 54.93 東総旭クラブ 55.12 萩原スポーツクラブ 55.34 AC山武 57.07

村山　翼空 (6) 石崎　凌平 (6) 山本　昴史 (5) 梅原　海斗 (6) 塙　浩太朗 (6) 東　誠 (6) 佐藤　陸 (6) 秋葉　駿太 (6)

山形　悠之助 (6) 藤原　寛人 (6) 鈴木　雄也 (6) 大蔵　愛斗 (6) 畔蒜　光 (6) 越川　大輝 (6) 佐々木　翔英 (6) 本木　寛大 (6)

渡辺　直樹 (6) 坪井　健介 (6) 中山　涼介 (6) 中嶋　響 (6) 萩原　健斗 (6) 大塚　翔太 (6) 菊池　　聡太 (6) 鈴木　北斗 (6)

関根　進吾 (6) 久古　翔大 (6) 新井　凱斗 (6) 吉田　昂生 (6) 宮内　祐弥 (6) 塩浦　貫太 (6) 當間　　翔哉 (6) 鈴木　七星 (6)

西山　望明 (6) 1m34 名智　北斗 (6) 1m34 清水　悠希 (6) 1m34 根本　誉 (6) 1m31 髙野　楽 (6) 1m31 鷲嶺　諒馬 (6) 1m28 7 佐藤　龍壱 (6) 1m25 7 津田　龍之介 (6) 1m25

新木小学校ＡＣ 東総旭クラブ 高野山小学校 我孫子第二小学校 市原クラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 八積ＡＣ 市原クラブ

渡邉 バリエラ (6) 4m77 ウエストブルック　アレックス (6) 4m53 永井　伸治 (6) 4m46 荒谷　陽斗 (6) 4m43 加藤 光乃晋 (6) 4m40 盛田 有輝 (6) 4m30 山田　直輝 (6) 4m29 藤井　耀鷹 (6) 4m26

船橋陸上クラブ (0.0) 高野山小学校 (+2.3) 習志野ジュニア陸上クラブ (+1.1) 白井アスレチックアカデミー (+1.4) 新木小学校ＡＣ (+1.1) 根戸小学校 (+0.7) 茂原西クラブ (+0.3) 船橋陸上クラブ (+1.6)

黒川　雅紀 (6) 69m21 鈴木　威琉 (6) 65m74 京極　塁 (6) 63m83 元倉　慧 (6) 63m20 齋藤　匠 (6) 59m65 篠原　暖 (5) 56m75 稲見　新太 (6) 55m95 土井　遥生 (6) 53m24
上野小アスリートクラブ 東総旭クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 東総第三クラブ 大原陸上クラブ 我孫子第四小学校 市原クラブ 我孫子第四小学校

篠原　美咲 (4) 15.22 菅原　萌 (4) 15.48 小木曽　由奈 (4) 15.50 佐藤　葵唯 (4) 15.71 大木　詩織 (4) 15.81 大木　奈々 (4) 15.83 早津　咲来 (4) 15.86 宍倉　なつみ (4) 16.02
白井アスレチックアカデミー GR(-2.0) 高野山小学校 (-2.0) 白井アスレチックアカデミー (-2.0) 東総旭クラブ (-2.0) ima kids (-2.0) ima kids (-2.0) 東部小学校 (-2.0) 茂原小学校 (-2.0)

本橋　若菜 (5) 14.69 宮内　希実 (5) 14.78 金谷　優帆 (5) 15.13 鈴木　彩花 (5) 15.26 小柳　未来 (5) 15.27 宮野　　ひなた (5) 15.30 横銭　舞華 (5) 15.41 矢部　千晴 (5) 15.83
白井アスレチックアカデミー (-2.2) 流山ジュニア (-2.2) 我孫子市立我孫子第三小学校 (-2.2) 白子町立白潟小学校 (-2.2) チーム柏 (-2.2) 船橋陸上クラブ (-2.2) 市原クラブ (-2.2) 豊田アスリートクラブ (-2.2)

佐々　あかり (6) 13.74 2　山田　美南 (6) 13.91 2　川窪　萌夏 (6) 13.91 大木　春香 (6) 14.00 秋谷　由紀子 (6) 14.23 市川　遊 (6) 14.27 市川　沙織 (6) 14.45 佐藤　緒夏 (6) 14.56

ima kids (-0.6) 東総旭クラブ (-0.6) 幸はやぶさ陸上クラブ (-0.6) 東総第三クラブ (-0.6) 白井アスレチックアカデミー (-0.6) 習志野ジュニア陸上クラブ (-0.6) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-0.6) 我孫子市立我孫子第三小学校 (-0.6)

長井　愛奈 (6) 3:12.77 中　萌衣 (6) 3:15.20 境　真衣 (5) 3:15.40 大嶋　友里香 (6) 3:17.41 今関　玲奈 (6) 3:18.09 鵜沢　　有希 (6) 3:18.76 藤村　　優李 (6) 3:19.02 戸田　　結花 (6) 3:19.15

チーム柏 東郷クラブ 野田ジュニア陸上クラブ 成田吾妻ミラクルクラブ いすみ市立中川小学校 萩原スポーツクラブ 新木小学校ＲＣ 新木小学校ＲＣ

生稲　理子 (6) 14.05 川口　　美衣菜 (6) 14.05 高木　紗樹 (6) 14.10 伊地知　彩姫 (6) 14.30 宮川　愛梨 (6) 14.35 長島　琴菜 (6) 14.42 伍井　沙耶香 (6) 14.69 池澤　茉白 (6) 14.81

清見台小学校 (-2.8) 新木小学校ＲＣ (-2.8) ima kids (-2.8) 東総旭クラブ (-2.8) 銚子陸上クラブ (-2.8) 東部小学校 (-2.8) 四街道市立栗山小学校 (-2.8) 我孫子市立湖北台東小学校 (-2.8)
クレンサアスリートクラブ 53.54 白井アスレチックアカデミー 54.23 船橋陸上クラブ 54.96 市川陸協ジュニアクラブ 56.78 流山ジュニア 57.37 東総第三クラブ 57.39 市原クラブ 57.74 法典陸上クラブ 57.74

武井　凛 (6) 増子　茉那 (6) 打越　　麻莉加 (6) 坂井　愛佳 (6) 伊藤　希珠 (6) 富永　怜奈 (6) 尾方　依智瑚 (6) 土井　咲紀 (6)

田村　美優 (6) 金谷　愛 (6) 森澤　　佳菜 (6) 有野　杏香 (6) 藤枝　真菜 (6) 井橋　乃愛 (6) 霜鳥　佑 (6) 今井　菜々子 (6)

黛　来夢 (6) 梶谷　菜帆 (6) 宇野　　菜々子 (6) 小出　遥香 (6) 広野　史夏 (6) 平山　亜沙美 (6) 山崎　麻琴 (5) 大橋　侑生 (6)

千葉　琴美 (6) 栗山　海陽旅 (6) 五十嵐　　歩 (6) 城和　怜奈 (6) 須見　円香 (6) 長谷川　琴星 (6) 池田　涼音 (6) 小島　美果 (6)

西坂　里依那 (6) 1m29 加瀨　みなも (6) 1m26 大貫　友香 (6) 1m26 滝頭　かのん (6) 1m23 田村　優花 (6) 1m23 平川　裕理 (6) 1m23 尾原　依子 (6) 1m20 7梅基　美朱 (6) 1m20

銚子陸上クラブ 東総旭クラブ 中台小学校 習志野ベイサイドスポーツクラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 茂原西クラブ 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

横山　愛里 (6) 4m42 石井　香名 (6) 4m40 高橋　花瑠 (6) 4m23 小林　美也 (6) 4m22 宮内　那奈 (6) 4m19 根岸　舞佳 (6) 4m17 富田　莉玖野 (6) 4m12 髙橋　海琴 (6) 4m11

市原クラブ (+1.3) 船橋陸上クラブ (+1.8) 小竹クラブ (+2.5) 湖北台西小学校 (+3.1) 銚子陸上クラブ (+3.4) 白井アスレチックアカデミー (+2.8) 八積ＡＣ (+1.9) 小見川陸上クラブ (+0.8)

雫　渚砂 (6) 53m98 鈴木　心菜 (6) 50m60 上屋　麻衣 (6) 49m80 海保　美涼 (5) 47m75 慶本　怜奈 (6) 45m99 坂上　　日向子 (6) 45m87 加瀬　咲良 (6) 44m03 北澤　彩由佳 (6) 43m55

大原陸上クラブ 市原クラブ 清見台小学校 市原クラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 根戸小学校 東総旭クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ

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　今井　淳史(トラック）　鈴木小枝子（フィールド） 記録主任　　岩脇　充司

決勝記録一覧表

平成26年7月13日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第30回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会
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