
主　催 （一財）千葉陸上競技協会

後　援 文部科学省、（公財）日本体育協会日本スポーツ少年団

（財）安藤スポーツ・食文化振興財団

平成27年7月12日（日） 大会コード 1５120004 千葉県教育委員会、千葉県小中学校体育連盟

主管 （一財）千葉陸上競技協会

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 競技場コード 121010 協賛 日清ホールディングス株式会社

日付 種目

並木　耀大(4) 15.24 森川　亮祐(4) 15.54 藤田　葵生(4) 15.56 山倉　璃久(4) 15.57 菰田　朝陽(4) 15.70 古宇田　和輝(4) 15.75 鈴木　拓実(4) 15.98

白井アスレチックアカデミー 白子町立白潟小学校 我孫子第四小学校 下総みどり学園 御宿アスリートクラブ 野田南部クラブ 小見川陸上クラブ

海老根　優大(5) 14.14 須藤　壮太(5) 14.45 北奥　黎児(5) 14.52 清水　優貴(5) 14.53 吉田　颯(5) 14.65 茂野　大治郎(5) 14.92 守　空悟(5) 15.09 芹川　和秀(5) 15.19

クレンサアスリートクラブ 四街道市立栗山小学校 尾崎小学校 白井アスレチックアカデミー 船橋陸上クラブ 佐倉市立南志津小学校 昭和小学校 ちばアスリートクラブ

臼井　大(6) 12.99 鈴木　海都(6) 13.03 椎名　雄大(6) 13.04 吾妻　琉輝也(6) 13.38 島筒　健太(6) 13.49 木島　大吾(6) 13.60 霜崎　晃也(6) 13.70 今関　雄翔(6) 13.71

栄町立安食台小学校 長柄町立日吉小学校 みちるアスリートクラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 市原クラブ 市原クラブ 豊岡アスリートクラブ

大前　凛(6) 14.42 鈴木　健太(6) 14.69 脇野　愛(6) 15.18 井上　翔人(6) 15.30 池田　零王(6) 15.45 三好　哲生(6) 15.61

市川陸協ジュニアクラブ 船橋陸上クラブ 旭市立琴田小学校 五郷ＡＣ 旭市立琴田小学校 木更津市立清見台小学校

篠原　悠(6) 3:00.10 入江　大士(6) 3:06.40 藤井　陽平(6) 3:06.88 鎗田　大輝(6) 3:07.87 加藤　優門(6) 3:08.42 田丸　夢虎(6) 3:08.46 山口　智規(6) 3:08.97 藤田　大翔(6) 3:09.71

小見川陸上クラブ 流山市立西初石小学校 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ フジエクラブ 我孫子第四小学校 市原クラブ 銚子陸上クラブ 新木小学校AC

船橋陸上クラブ 51.96 市川陸協ジュニアクラブ 52.55 木更津市立清見台小学校 54.76 成田吾妻ミラクルクラブ 55.01 旭市立琴田小学校 55.03 習志野ジュニア陸上クラブ 55.98 松丘小学校 56.24 五郷ＡＣ 56.37

鈴木　京悟(6) 関　蔵人(6) 三好　哲生(6) 伏田　智思(6) 鵜野　晃義(6) 濱本　隆寛(6) 伯ケ部　修輔(6) 渡邉　秀飛(6)

阿部　竜希(6) 木村　彪冴(6) 小倉　快(6) 春山　航輝(6) 鈴木　夏希(6) 山口　諒(6) 北川　凛太朗(6) 関谷　柚希(6)

網代　康汰(6) 浦川　周士(6) 櫻井　寛太(6) 戸田　秀策(6) 諸持　光祐(6) 宇山　悠(6) 池田　充輝(6) 髙橋　朋也(6)

下川　泰知(6) 三嶋　祐太(6) 明田　流音(6) 尾形　陸(6) 石毛　悠愛(6) 小原　一真(6) 本吉　隼(6) 峰　拓優(6)

鎌倉　滉太(6) 1m46 飯森　佑真(6) 1m43 木内　寛大(6) 1m34 川村　吉平(6) 1m34 漆原　航輝(6) 1m34 加瀬　塁(6) 1m34 中村　諭実(6) 1m31 髙木　啓伍(6) 1m31

習志野ジュニア陸上クラブ 銚子陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 市原クラブ 旭市立共和小学校 東郷小学校 我孫子市立我孫子第三小学校

横山　建吾(6) 4m88(+2.3) 伊藤　隼人(6) 4m68(+1.0) 見原　健太(6) 4m61(+2.2) 田代　港生(6) 4m61(+1.1) 小出　勇翔(6) 4m53(+1.1) 杉山　諒(6) 4m50(+0.6) 寺内　一翔(6) 4m36(+0.7) 杉内　健人(6) 4m27(+1.0)

船橋陸上クラブ 公認4m79(+1.0) 白井アスレチックアカデミー 船橋陸上クラブ 公認4m57(+1.0) 四街道市立中央小学校 旭市立共和小学校 市川陸協ジュニアクラブ 市川陸協ジュニアクラブ 野田市立福田第二小学校

中林　亮(6) 66m87 並木　春樹(6) 55m76 篠原　暖(6) 54m46 宇井　拓未(6) 54m28 吉田　央芽(6) 52m28 内山　颯(6) 51m82 大矢　達己(6) 51m13 新山　秀男(6) 50m32

上野小アスリートクラブ 千葉県旭市立古城小学校 我孫子第四小学校 匝瑳陸上クラブ 市原クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 高野山小学校 柏市立柏第一小学校

石井　徹(6) 13.28 渡邉　大楽(6) 13.39 古賀　智己(6) 13.55 篠塚　浩斗(6) 13.56 今井　歩音(6) 13.77 野田　康介(6) 13.85 毛口　嵐太(6) 13.86 吹上　秀弥(6) 14.79

印西市立六合小学校 長柄町立日吉小学校 浦安ジュニアアスリートクラブ 小見川陸上クラブ 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 白井アスレチックアカデミー 桜田小陸上クラブ 市原クラブ

ハードル：高さ0.7ｍ、９台、スタート～第一ハードル　１３ｍ、ハードル間　７ｍ、最終ハードル～フィニッシュ　１１ｍ

ソフトボール投：ソフトボール公認１号球 コンディション情報 トラック審判長 安藤　祥夫

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 跳 躍 審 判 長 安藤　祥夫

09:30 晴 31.4 64.4 南 2.3 投てき審判長 安藤　祥夫

10:00 晴 31.6 63.1 南西 1.8
招 集 所 審 判

長
門目　誠

11:00 晴 32.3 60.3 南西 1.3 記 録 主 任 岩脇　充司

12:00 晴 32.5 58.5 南西 2.6

13:00 晴 32.5 55.0 南西 1.8

14:00 晴 32.4 55.2 南南西 3.1

15:00 晴 31.4 58.7 南南西 2.8

16:00 晴 30.8 63.1 南西 2.9

16:50 晴 30.1 66.6 南西 2.4
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風：-2.4

1位 2位 3位 4位 5位 6位

第31回全国小学生陸上競技交流大会
千葉県選考会

決勝記録一覧表（男子）

7月12日 ソフトボール投

7月12日
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7月12日
友好レース

100m
風：-2.5



主　催 （一財）千葉陸上競技協会

後　援 文部科学省、（公財）日本体育協会日本スポーツ少年団

（財）安藤スポーツ・食文化振興財団

平成27年7月12日（日） 大会コード 1５120004 千葉県教育委員会、千葉県小中学校体育連盟

主管 （一財）千葉陸上競技協会

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 競技場コード 121010 協賛 日清ホールディングス株式会社

日付 種目

森澤　優佳(4) 15.48 加瀬　愛(4) 15.62 山田　彩乃(4) 15.79 田邉　紗瑛(4) 15.80 深井　菜央(4) 15.93 内藤　小百合(4) 16.06 中　結愛(4) 16.12 品村　百香(4) 16.36

船橋陸上クラブ 干潟小学校 柏市立大津ケ丘第二小学校 東深井小学校 我孫子第四小学校 昭和小学校 東郷小学校 imakids

菅原　萌(5) 14.74 篠原　美咲(5) 14.78 佐藤　葵唯(5) 14.89 蔵野　裕香(5) 15.04 大木　詩織(5) 15.26 多田　朱里(5) 15.39 永山　七海(5) 15.51 小木曽　由奈(5) 15.53

高野山小学校 白井アスレチックアカデミー 旭市立中央小学校 市原クラブ 匝瑳陸上クラブ imakids 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

ﾀﾈﾙｱｽﾙﾊｰﾝ 舞璃乃(6) 13.44 小柳　未来(6) 14.02 梅川　愛邑理(6) 14.14 宮内　希実(6) 14.33 鈴木　彩花(6) 14.42 大久保　朋香(6) 14.51 長　明日香(6) 14.54 長谷川　瑞希(6) 14.59

みちるアスリートクラブ チーム柏 市原クラブ 東深井小学校 白子町立白潟小学校 浦安ジュニアアスリートクラブ みちるアスリートクラブ 旭市立中和小学校

林　紗衣(6) 15.02 荒木　未來(6) 15.28 若松　凜乃(6) 15.92 宮内　累樺(6) 15.99 町田　育海(6) 16.01 佐野　瑠美(6) 16.08 境　あいみ(6) 16.13

船橋陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 旭市立嚶鳴小学校 旭市立嚶鳴小学校 匝瑳陸上クラブ 銚子陸上クラブ 市原クラブ

境　真衣(6) 3:13.44 山本　乃々香(6) 3:15.44 和田　水希(5) 3:15.79 守田　梨乃(6) 3:17.76 伊東　夕波(6) 3:18.73 柴田　楓華(6) 3:19.59 寺井　悠(6) 3:20.07 上田　真帆(6) 3:21.04

野田ジュニア陸上クラブ 野田ジュニア陸上クラブ 我孫子第四小学校 東郷小学校 東葛RC 野田ジュニア陸上クラブ みちるアスリートクラブ 市川陸協ジュニアクラブ

塘　ありあ(6) 13.33(-1.6) 齋藤　優愛(6) 13.36(-1.2) 伊東　実桜(6) 13.85(-1.2) 鳥海　柚月(6) 13.91(-1.6) 多田　柚稀(6) 14.13(-1.6) 山﨑　柚奈(6) 14.23(-1.2) 塩田　真子(6) 14.31(-1.2)

江戸川台小学校 旭市立共和小学校 浦安ジュニアアスリートクラブ ニッポンランナーズ imakids *TK 新木小学校AC 奈良輪小学校

山本　彩加(6) 14.13(-1.6)

法典陸上クラブ *TK

白井アスレチックアカデミー 54.53 船橋陸上クラブ 54.93 成田陸上クラブ 57.92 旭市立嚶鳴小学校 58.19 銚子陸上クラブ 59.22 流山市立東小学校 59.28 野田ジュニア陸上クラブ 59.32 市川陸協ジュニアクラブ 59.39

橋爪　莉海(6) 清原　あかり(6) 平本　圭斗(6) 石毛　ひかる(6) 宮内　美夕渚(6) 鈴木　明日香(5) 荒木　桜雪(6) 田中　亜衣妥(5)

本橋　若菜(6) 内田　果菜(6) 村田　愛実(6) 嶋田　美南(6) 常世田　渚(6) 室伏　遥(6) 山下　姫菜乃(6) 山田　心音(6)

有馬　彩華(6) 宮野　ひなた(6) 原　汐音(6) 髙木　彩里(6) 小林　希音(6) 成海　美珠(5) 相澤　凜姫(6) 小渕　至美(6)

山本　美潤(6) 大内　紅葉(6) 小海川　夏波(6) 伊藤　くるみ(6) 小田　瑞季(6) 中山　七海(6) 中山　萌々香(6) 松下　陽香(6)

星野　美瑛(6) 1m32 行方　琴音(6) 1m29 大山　葵(6) 1m26 今関　友香(6) 1m26 小泉　凛(6) 1m26 佐藤　涼香(6) 1m23 諸田　栞奈(6) 1m23

クレンサアスリートクラブ 匝瑳陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 東部小学校 白井アスレチックアカデミー 習志野ベイサイドスポーツクラブ 船橋陸上クラブ

中村　葵(6) 1m26 仁王　柚希(6) 1m23

船橋陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ

成田　涼佳(6) 1m23

新木小学校AC

白土　莉紅(5) 4m32(+0.8) 藤原　幸羽(6) 4m31(+2.3) 小峰　有冴(6) 4m24(+3.9) 慶長　花音(6) 4m24(+2.5) 齊藤　花奈(6) 4m19(+2.3) 山田　梨央(6) 4m17(+0.9) 吉野　真奈(6) 4m16(+2.3) 岩井　さくら(6) 4m16(+2.9)

imakids 轟アスレチックス・コミット 公認4m00(+0.7) 市川陸協ジュニアクラブ 公認4m13(+1.8) 湖北小学校 公認4m04(+1.6) 白井アスレチックアカデミー公認3m97(+0.7) 市川陸協ジュニアクラブ 小見川陸上クラブ 公認4m01(+1.9) たちばなアスリ－トクラブ 公認3m98(+1.9)

上野　美海(6) 55m51 坂本　菜々子(6) 53m85 海保　美涼(6) 46m39 小宮　楓(6) 45m91 大木　菜生(6) 44m96 西川　流羽(6) 41m99 島田　結衣(6) 41m17 齊藤　遥夏(6) 40m38

勝浦市立豊浜小学校 習志野ジュニア陸上クラブ 市原クラブ 市原クラブ 匝瑳陸上クラブ 我孫子市立我孫子第三小学校 クレンサアスリートクラブ 我孫子市立根戸小学校陸上部

ハードル：高さ0.7ｍ、９台、スタート～第一ハードル　１３ｍ、ハードル間　７ｍ、最終ハードル～フィニッシュ　１１ｍ 凡例  *TK:着差あり

ソフトボール投：ソフトボール公認１号球 コンディション情報 トラック審判長 安藤　祥夫

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 跳 躍 審 判 長 安藤　祥夫

09:30 晴 31.4 64.4 南 2.3 投てき審判長 安藤　祥夫

10:00 晴 31.6 63.1 南西 1.8
招 集 所 審 判

長
門目　誠

11:00 晴 32.3 60.3 南西 1.3 記 録 主 任 岩脇　充司

12:00 晴 32.5 58.5 南西 2.6

13:00 晴 32.5 55.0 南西 1.8

14:00 晴 32.4 55.2 南南西 3.1

15:00 晴 31.4 58.7 南南西 2.8

16:00 晴 30.8 63.1 南西 2.9

16:50 晴 30.1 66.6 南西 2.4

第31回全国小学生陸上競技交流大会
千葉県選考会

決勝記録一覧表（女子）
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