
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 15120311 千葉県小中学校体育連盟陸競技部
競技場コード 121010

種目

森澤　優佳 (4) 14.97 加瀬　愛 (4) 15.07 深井　菜央 (4) 15.42 越後　七海 (4) 15.73 山田　朝菜 (4) 15.78 品村　百香 (4) 15.96 山田　倫央 (4) 16.05 笹川　珀奈 (4) 16.19

船橋陸上クラブ (-1.0) ima kids (-1.0) 我孫子第四小学校 (-1.0) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-1.0) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-1.0) ima kids (-1.0) 市川陸協ジュニアクラブ (-1.0) 白井アスレチックアカデミー (-1.0)

篠原　美咲 (5) 14.33 菅原　萌 (5) 14.36 ｱｹﾞﾝﾀ・ｳｽﾇﾌﾞﾝｾ　グロリア (5) 14.44 佐藤　葵唯 (5) 14.96 大木　詩織 (5) 15.01 北爪　理乃 (5) 15.08 永山　七海 (5) 15.31 内田　朱郁 (5) 15.44
白井アスレチックアカデミー (-3.7) 高野山小学校 (-3.7) チーム柏 (-3.7) ima kids (-3.7) ima kids (-3.7) チーム柏 (-3.7) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-3.7) 白井アスレチックアカデミー (-3.7)

タネル　舞璃乃 (6) 13.32 本橋　若菜 (6) 13.95 有馬　彩華 (6) 13.97 小柳　未来 (6) 14.14 山本　美潤 (6) 14.22 金谷　優帆 (6) 14.24 清原　あかり (6) 14.32 林　紗衣 (6) 14.56
みちるアスリートクラブ (-1.2) 白井アスレチックアカデミー (-1.2) 白井アスレチックアカデミー (-1.2) チーム柏 (-1.2) 白井アスレチックアカデミー (-1.2) 白井アスレチックアカデミー (-1.2) 船橋陸上クラブ (-1.2) 船橋陸上クラブ (-1.2)

染谷　真里 (6) 3:21.56 寺井　悠 (6) 3:21.71 安藤　悠乃 (5) 3:22.53 渡邉　彩夏 (6) 3:22.89 川添　日菜 (6) 3:24.01 南　日向 (6) 3:26.74 西川　千遙 (6) 3:26.93 増田　百香 (5) 3:27.68

チーム柏 みちるアスリートクラブ 小見川陸上クラブ 東葛ＲＣ 小見川陸上クラブ 船橋陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー チーム柏

塘　ありあ (6) 13.43 齋藤　優愛 (6) 13.84 多田　柚稀 (6) 13.88 山本　彩加 (6) 13.97 塚本　萌乃 (6) 14.34 加藤　杏奈 (6) 14.69 小長谷　茉夏 (5) 15.30 椎名　莉華 (6) 15.38
白井アスレチックアカデミー (-1.0) ima kids (-1.0) ima kids (-1.0) 法典陸上クラブ (-1.0) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-1.0) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-1.0) 我孫子第四小学校 (-1.0) 小見川陸上クラブ (-1.0)
白井アスレチックアカデミー　A 54.25 船橋陸上クラブ 54.94 白井アスレチックアカデミー　B 55.10 みちるアスリートクラブ 55.14 ima kids　A 56.02 ima kids　B 56.50 クレンサアスリートクラブ　A 56.76 野田ジュニア陸上クラブ 57.58

山本　美潤 (6) 清原　あかり (6) 鈴木　涼香 (6) 長　明日香 (6) 大木　詩織 (5) 行方　琴音 (6) 田中　麗華 (6) 豊田　楓華 (6)

本橋　若菜 (6) 内田　果菜 (6) 杉原　にいな (6) タネル　舞璃乃 (6) 長谷川　瑞希 (6) 多田　朱里 (5) 吉戒　未来 (6) 志賀　遥奈 (6)

有馬　彩華 (6) 宮野　ひなた (6) 橋爪　莉海 (6) 田中　真理奈 (6) 齋藤　優愛 (6) 白土　莉紅 (5) 渡辺　友菜 (6) 出雲　杏優 (5)

荒木　未來 (6) 大内　紅葉 (6) 金谷　優帆 (6) 寺井　悠 (6) 佐藤　葵唯 (5) 高木　亮佳 (6) 浦嶋　優衣 (6) 服部　さやか (6)

猪野　万結子 (6) 1m26 笹川　瑚子 (6) 1m25 2 大山　葵 (6) 1m25 齊藤　花奈 (6) 1m25 4 行方　琴音 (6) 1m25 渉里　萌衣 (5) 1m25 7 多田　明日香 (6) 1m20 7 小泉　凜 (6) 1m20

流山市立東小学校 (1) 白井アスレチックアカデミー (1) 白井アスレチックアカデミー (1) 白井アスレチックアカデミー ima kids ima kids たちばなアスリ－トクラブ 白井アスレチックアカデミー

7 中村　葵 (6) 1m20

船橋陸上クラブ

白土　莉紅 (5) 4m56 高木　亮佳 (6) 4m40 藤原　幸羽 (6) 4m39 青柳　愛佳 (6) 4m33 嶋田　美南 (6) 4m31 大中　彩音 (6) 4m28 木村　夏摘 (5) 4m12 海老田　ふう (6) 4m10

ima kids (+4.0) ima kids (+2.4) 轟アスレチック・コミット (+3.3) 白井アスレチックアカデミー (+3.7) ima kids (+2.1) 浦安ジュニアアスリートクラブ (+0.4) いんばジュニア (+2.1) 白井アスレチックアカデミー (+1.5)

平野　ひまり (5) 38m18 長山　綾花 (5) 37m24 伊藤　穂乃花 (5) 37m14 飯田　紗葉 (5) 31m19 古橋　瑞希 (6) 28m07 嶋田　菜那 (4) 27m99 大塚　未来 (5) 22m30 稲生　真菜 (5) 21m27

ima kids ちはら台トラック&フィールドクラブ ima kids いんばジュニア 習志野ベイサイドスポーツクラブ ima kids ちはら台トラック&フィールドクラブ ちはら台トラック&フィールドクラブ

共通80mH:高さ0.700m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ7.00m　台数9台　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　立澤　　勇(トラック）　吉原　　廣（フィールド） 記録主任　　岩脇　充司

共通4X100mR

共通走幅跳

共通走高跳

共通ｳﾞｫｰﾃｯｸｽ投

５年100m(-3.7)

４年100m(-1.0)

共通80mH(-1.0)

決勝記録一覧表（女子）

平成２７年１０月１１日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第１０回千葉キッズ陸上競技大会

６年100m(-1.2)

共通1000m
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