
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 14120311 千葉県小中学校体育連盟陸競技部
競技場コード 121010

種目
海老根　優大 (4) 14.56 芹川　和秀 (4) 14.83 石井　蒼大 (4) 14.94 盛定　颯太 (4) 14.99 古堅　優生 (4) 15.06 細越　竜之介 (4) 15.08 村山　勝哉 (4) 15.15 宮部　太智 (4) 15.54
千葉:ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:新木小学校AC (+0.8) 千葉:白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.8) 千葉:白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.8) 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.8)

網代　康汰 (5) 13.86 阿部　竜希 (5) 13.88 酒匂　康輝 (5) 14.17 平野　暁大 (5) 14.38 小椋　翔太 (5) 14.48 鈴木　健太 (5) 14.51 浅倉　聡太 (5) 14.52 佐藤　鈴音 (5) 14.60

千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:我孫子市立 根戸小学校 (+0.8) 千葉:富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8)

小池　素輝 (6) 12.70 中山　隼 (6) 12.91 村山　翼空 (6) 13.25 今野　竜誠 (6) 13.29 飯塚　力太 (6) 13.31 西岡　功騎 (6) 13.36 安藤　雄晟 (6) 13.40 石崎　凌平 (6) 13.50

千葉:ﾕｰｶﾘが丘ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:館山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.3)

山口　大翔 (6) 3:02.86 佐々木　爽多 (6) 3:03.20 今谷　健人 (6) 3:05.58 林　洸也 (6) 3:07.37 土井　紅貴 (6) 3:08.24 橘　周磨 (6) 3:11.08 堂前　涼 (6) 3:12.26 岡田　爽希 (6) 3:14.33

ﾁｰﾑ柏 ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ いんばｼﾞｭﾆｱ ﾁｰﾑ柏 いんばｼﾞｭﾆｱ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ ﾁｰﾑ柏 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

志村　大貴 (6) 12.26 安達　海渡 (6) 12.72 荒木　翔夢 (6) 13.17 林　太一 (6) 13.42 石原　匠 (6) 13.50 逢阪　健 (6) 13.58 日野　洸志 (6) 13.58 成嶋　弘斗 (5) 14.05
千葉:白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ GR 千葉:新木小学校AC (+0.8) 千葉:新木小学校AC (+0.8) 千葉:旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:新木小学校AC (+0.8) 千葉:浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:我孫子市立 根戸小学校 *TK(+0.8) 千葉:新木小学校AC (+0.8)
千葉:ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA 51.29 千葉:白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 52.79 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 53.18 千葉:富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ 53.20 千葉:新木小学校AC 53.71 千葉:我孫子第四小学校 55.24 千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 56.07 千葉:旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 56.26

西岡　功騎 (6) 石崎　凌平 (6) 村山　翼空 (6) 加曽利　拓真 (6) 荒木　翔夢 (6) 吉田　昂生 (6) 浅倉　聡太 (5) 林　太一 (6)

篠原　侑樹 (6) 藤原　寛人 (6) 石井　駿将 (6) 櫻井　誓 (6) 加藤　光乃晋 (6) 梅原　海斗 (6) 本宮　壮琉 (6) 越川　大輝 (6)

細根　琉生 (6) 久古　翔大 (6) 三井　暖 (6) 秋本　皐汰 (6) 石原　匠 (6) 飯塚　悟 (6) 篠塚　浩斗 (5) 大森　陸登 (6)

佐々木　爽多 (6) 志村　大貴 (6) 関根　進吾 (6) 今野　竜誠 (6) 安達　海渡 (6) 田口　将太郎 (6) 安藤　雄晟 (6) 大塚　翔太 (6)

根本　誉 (6) 1m40 西山　望明 (6) 1m37 根本　駿太 (6) 1m31 染谷　空都 (6) 1m28 御代川　太陽 (6) 1m28 田代　圭吾 (5) 1m25 結田　龍一郎 (6) 1m20 7)早坂　弘宇 (6) 1m20

我孫子第二小学校 新木小学校AC 新木小学校AC 新木小学校AC 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 高野山小学校 我孫子第四小学校 新木小学校AC

宮原　一樹 (6) 4m62 荒谷　陽斗 (6) 4m43 加藤　光乃晋 (6) 4m43 飯塚　悟 (6) 4m35 藤井　耀鷹 (6) 4m16 盛田　有輝 (6) 4m15 田口　将太郎 (6) 4m14 坂東　巧太郎 (6) 3m98

流山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.7) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+1.0) 新木小学校AC (-0.3) 我孫子第四小学校 (+0.6) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.7) 我孫子市立 根戸小学校 (+1.2) 我孫子第四小学校 (+0.9) 高野山小学校 (+1.1)

森下　太輝 (6) 59m19 豊嶋　勇伍 (6) 46m08 伊能勢　亮 (5) 41m88 髙木　康誠 (5) 39m43 鈴木　俊介 (4) 38m49 清水　大吉 (5) 37m54 栫井　孝太朗 (5) 37m13 吉田　裕 (5) 35m81

千葉:八街T&Fｸﾗﾌﾞ GR 千葉:新木小学校AC 千葉:新木小学校AC 千葉:ima kids 千葉:ima kids 千葉:新木小学校AC 千葉:新木小学校AC 千葉:新木小学校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 22.0 51 1.5 東北東
10:00 晴 22.3 49 1.7 東北東
11:00 晴 22.7 46 1.3 南南東
12:00 曇 22.2 46 1.6 北北東
13:00 曇 22.2 45 1.2 南西
14:00 曇 22.2 46 1.3 北北東
14:57 晴 21.9 47 0.6 東北東

風速(ｍ)

決勝記録一覧表（男子）

平成２６年１０月１２日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

４年100m(+0.8)

５年100m(+0.8)

第９回千葉キッズ陸上競技大会

共通男子4X100mR

共通男子走高跳

共通ヴォーテックス投

共通男子走幅跳

8位1位 2位 3位 4位 7位5位 6位

共通1000m

６年100m(+0.3)

共通80mH


