
No 1
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
４年100m 加瀬　愛 (4) 15.29 吉岡　優紗 (4) 16.06 土師　さくら (4) 16.17 日暮　いのり (4) 17.99 坪田　美紗希 (4) 18.06 多田　芽生 (4) 19.09 藤田　乙希 (4) 21.00 堤　明美乃 (4)

予選1組(-1.0) ima kids (-1.0) クレンサアスリートクラブ (-1.0) 市川陸協ジュニアクラブ (-1.0) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-1.0) 成田陸上クラブ (-1.0) 成田吾妻ミラクルクラブ (-1.0) 轟アスレチック・コミット (-1.0) 船橋陸上クラブ DNS(-1.0)

４年100m 森澤　優佳 (4) 15.43 木田　りこ (4) 16.41 米澤　実優 (4) 16.97 濱口　結衣 (4) 17.08 上村　亜依莉 (4) 17.79 鈴木　麻央 (4) 18.27 長谷川　璃音 (4) 18.33
予選2組(-0.1) 船橋陸上クラブ (-0.1) 高野山小学校 (-0.1) 小見川陸上クラブ (-0.1) 市川陸協ジュニアクラブ (-0.1) 我孫子第四小学校 (-0.1) 法典陸上クラブ (-0.1) 轟アスレチック・コミット (-0.1)

４年100m 横溝　すずか (4) 16.20 中村　みずき (4) 16.86 宮地　利璃香 (4) 17.26 佐瀬　泰菜 (4) 17.32 谷　千彩 (4) 17.37 林　怜音 (4) 19.05 松下　郁佳 (4)
予選3組(-1.3) 小見川陸上クラブ (-1.3) 白井アスレチックアカデミー (-1.3) 幸はやぶさ陸上クラブ (-1.3) 勝浦ジュニア陸上クラブ (-1.3) 成田吾妻ミラクルクラブ (-1.3) 法典陸上クラブ (-1.3) 船橋陸上クラブ DNS(-1.3)

４年100m 山田　倫央 (4) 15.92 小杉　汐里 (4) 16.13 福山　千華 (4) 17.07 密本　新 (4) 17.53 高下　彩月 (4) 17.53 笹島　怜那 (4) 18.36 中川　里紗 (4) 21.32
予選4組(-0.4) 市川陸協ジュニアクラブ (-0.4) ＡＫＳ ＴＣ (-0.4) 船橋陸上クラブ (-0.4) クレンサアスリートクラブ (-0.4) 成田吾妻ミラクルクラブ *TK(-0.4) 法典陸上クラブ (-0.4) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-0.4)

４年100m 品村　百香 (4) 15.83 沼田　奈々 (4) 16.95 日暮　彩織 (4) 17.48 石原　閑 (4) 17.56 日沼　希心 (4) 19.03
予選5組(-0.9) ima kids (-0.9) 白井アスレチックアカデミー (-0.9) チームファインラン (-0.9) クレンサアスリートクラブ (-0.9) 法典陸上クラブ (-0.9)

４年100m 山田　朝菜 (4) 16.03 永嶋　美酉 (4) 17.09 中村　彩花 (4) 17.28 安永　星花 (4) 17.96 櫛田　唯 (4) 18.07 渡邉　心音 (4) 18.57
予選6組(-0.9) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-0.9) 白井アスレチックアカデミー (-0.9) 幸はやぶさ陸上クラブ (-0.9) 船橋陸上クラブ (-0.9) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-0.9) 法典陸上クラブ (-0.9)

４年100m 越後　七海 (4) 15.55 笹川　珀奈 (4) 16.03 石井　杏実 (4) 16.34 駒形　瑞季 (4) 16.64 小須田　美優 (4) 17.00 阿部　汐夏 (4) 17.15 笠置　凜奈 (4) 19.11 山岡　笑生 (4) 20.52
予選7組(-0.7) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-0.7) 白井アスレチックアカデミー (-0.7) 小見川陸上クラブ (-0.7) 市川陸協ジュニアクラブ (-0.7) 船橋陸上クラブ (-0.7) 高野山小学校 (-0.7) 幸はやぶさ陸上クラブ (-0.7) 船橋陸上クラブ (-0.7)

４年100m 深井　菜央 (4) 15.66 北　望 (4) 16.37 田久保　志乃 (4) 16.94 松田　菜々子 (4) 17.30 相野　空来 (4) 17.37 椎名　心子 (4) 17.75 石田　幸葉 (4) 18.27 松田　鈴梨 (4) 18.57
予選8組(-0.5) 我孫子第四小学校 (-0.5) 幸はやぶさ陸上クラブ (-0.5) 船橋陸上クラブ (-0.5) 成田陸上クラブ (-0.5) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-0.5) 小見川陸上クラブ (-0.5) 法典陸上クラブ (-0.5) 成田吾妻ミラクルクラブ (-0.5)

４年100m 嶋田　萌桃 (4) 16.11 三次　璃音 (4) 16.27 坂本　真優 (4) 16.38 萩原　鈴 (4) 17.01 豊田　彩桜 (4) 17.28 小原　凛 (4) 18.96 伊藤　優璃 (4) 19.25 印南　秋音 (4) 19.80
予選9組(-1.0) ima kids (-1.0) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-1.0) 船橋陸上クラブ (-1.0) 白井アスレチックアカデミー (-1.0) 船橋陸上クラブ (-1.0) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-1.0) 旭ジュニア陸上クラブ (-1.0) 法典陸上クラブ (-1.0)

５年100m 吉岡　雪 (5) 15.28 山倉　和華 (5) 15.35 廣田　優芽 (5) 15.38 石井　杏樹 (5) 15.39 松田　愛梨 (5) 15.90 池井　蒔彩 (5) 16.06 志村　せり (5) 16.34 石橋　友莉渚 (5) 16.37
予選1組(-0.5) 轟アスレチック・コミット (-0.5) クレンサアスリートクラブ (-0.5) 白井アスレチックアカデミー (-0.5) ima kids (-0.5) 成田吾妻ミラクルクラブ (-0.5) 船橋陸上クラブ (-0.5) 我孫子第四小学校 (-0.5) 法典陸上クラブ (-0.5)

５年100m 阿部　和夏 (5) 15.39 菅野　愛 (5) 15.74 鈴木　紅音々 (5) 16.24 竹内　愛萌 (5) 16.50 小木曽　由奈 (5) 17.97
予選2組(-1.1) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-1.1) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-1.1) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-1.1) 勝浦ジュニア陸上クラブ (-1.1) 白井アスレチックアカデミー (-1.1)

５年100m 菅原　萌 (5) 14.61 須貝　香花 (5) 16.06 2　有野　萄子 (5) 16.06 林　陽向子 (5) 16.37 柏木　華 (5) 17.64 馬場　咲良 (5) 17.89
予選3組(-3.5) 高野山小学校 (-3.5) 中川クラブ *TL(-3.5) 白井アスレチックアカデミー *TL(-3.5) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-3.5) 法典陸上クラブ (-3.5) 習志野ベイサイドスポーツクラブ (-3.5)

５年100m 稲澤　リアグリジェット (5) 15.23 田部　穂香 (5) 15.58 前地　あおい (5) 15.82 伊藤　亜美 (5) 16.00 星野　乃愛 (5) 16.08 坂本　陽香 (5) 17.57
予選4組(-0.5) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-0.5) 市川陸協ジュニアクラブ (-0.5) 白井アスレチックアカデミー (-0.5) ACさんむ (-0.5) 法典陸上クラブ (-0.5) 法典陸上クラブ (-0.5)

５年100m 北爪　理乃 (5) 14.90 水上　りりい (5) 15.04 石川　楓花 (5) 15.18 鈴木　佑奈 (5) 15.54 樋口　志帆 (5) 16.54 川上　紗穂 (5) 17.50 古橋　真紘 (5) 18.03
予選5組(-0.5) チーム柏 (-0.5) 習志野ベイサイドスポーツクラブ (-0.5) 白井アスレチックアカデミー (-0.5) ACさんむ (-0.5) 法典陸上クラブ (-0.5) 法典陸上クラブ (-0.5) 習志野ベイサイドスポーツクラブ (-0.5)

５年100m ｱｹﾞﾝﾀ・ｳｽﾇﾌﾞﾝｾ　グロリア (5) 14.68 多田　朱里 (5) 15.03 出雲　杏優 (5) 15.50 池田　萌夏 (5) 15.76 安藤　ひなた (5) 16.88 井口　美空 (5) 17.27 川沼　若葉 (5) 17.64
予選6組(-1.8) チーム柏 (-1.8) ima kids (-1.8) 野田ジュニア陸上クラブ (-1.8) 市川陸協ジュニアクラブ (-1.8) ウイニングファーストAC (-1.8) 轟アスレチック・コミット (-1.8) 法典陸上クラブ (-1.8)

５年100m 家永　夏光 (5) 15.34 田中　亜衣妥 (5) 15.43 滝澤　彩理 (5) 15.62 倉内　遙南 (5) 15.63 平野　帆ノ佳 (5) 15.87 市川　優 (5) 16.27 宮原　千花 (5) 16.91
予選7組(-1.4) みちるアスリートクラブ (-1.4) 市川陸協ジュニアクラブ (-1.4) クレンサアスリートクラブ (-1.4) 法典陸上クラブ (-1.4) ima kids (-1.4) いんばジュニア (-1.4) 船橋陸上クラブ (-1.4)

５年100m 佐藤　葵唯 (5) 14.64 永山　七海 (5) 15.00 瀬賀　風花 (5) 15.43 相原　未来歌 (5) 15.62 黛　虹南 (5) 16.04 佐々木　夏実 (5) 16.58 山内　咲蘭 (5) 16.60 金子　颯希 (5) 18.60
予選8組(-0.8) ima kids (-0.8) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-0.8) みちるアスリートクラブ (-0.8) 船橋陸上クラブ (-0.8) クレンサアスリートクラブ (-0.8) 轟アスレチック・コミット (-0.8) 法典陸上クラブ (-0.8) 法典陸上クラブ (-0.8)

５年100m 篠原　美咲 (5) 14.33 山田　舞 (5) 15.29 松本　玲華 (5) 15.51 大堀　温都 (5) 15.65 岸　海音 (5) 15.71 北島　美咲 (5) 16.33 一鍬田　愛 (5) 17.63
予選9組(-1.0) 白井アスレチックアカデミー (-1.0) 法典陸上クラブ (-1.0) 船橋陸上クラブ (-1.0) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-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) いんばジュニア (-1.0)

５年100m 大木　詩織 (5) 14.70 内田　朱郁 (5) 14.98 神田　奏乃 (5) 15.46 森田　美紅 (5) 15.82 青菜　真子 (5) 15.90 松本　あいり (5) 16.23 青菜　莉子 (5) 17.07 齋藤　友佳 (5) 18.09
予選10組(-0.9) ima kids (-0.9) 白井アスレチックアカデミー (-0.9) 我孫子第四小学校 (-0.9) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-0.9) 船橋陸上クラブ (-0.9) クレンサアスリートクラブ (-0.9) 船橋陸上クラブ (-0.9) 法典陸上クラブ (-0.9)

６年100m 平山　こころ (6) 14.48 杉原　にいな (6) 14.69 田中　麗華 (6) 15.04 青柳　紫穂音 (6) 15.72 湯浅　彩香 (6) 16.01 堀江　彩花 (6) 16.64
予選1組(-2.0) 勝浦小学校 (-2.0) 白井アスレチックアカデミー (-2.0) クレンサアスリートクラブ (-2.0) 小見川陸上クラブ (-2.0) 轟アスレチック・コミット (-2.0) 幸はやぶさ陸上クラブ (-2.0)

６年100m 金谷　優帆 (6) 14.32 大内　紅葉 (6) 14.72 増田　優麻 (6) 14.81 石坂　向日葵 (6) 15.26 井口　瑠菜 (6) 16.11 風間　柚香 (6) 16.50 林　明花 (6) 16.82 村上　かりん (6) 19.00
予選2組(-0.3) 白井アスレチックアカデミー (-0.3) 船橋陸上クラブ (-0.3) 小見川陸上クラブ (-0.3) 我孫子第四小学校 (-0.3) いんばジュニア (-0.3) 幸はやぶさ陸上クラブ (-0.3) 成田吾妻ミラクルクラブ (-0.3) 法典陸上クラブ (-0.3)

６年100m 長谷川　瑞希 (6) 14.52 大久保　朋香 (6) 14.80 工藤　夢 (6) 15.15 村山　星花 (6) 15.28 大胡　奈苗 (6) 16.82
予選3組(-1.8) ima kids (-1.8) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-1.8) 白井アスレチックアカデミー (-1.8) 船橋陸上クラブ (-1.8) 法典陸上クラブ (-1.8)

６年100m 片岡　天音 (6) 14.67 内田　果菜 (6) 14.70 橋爪　莉海 (6) 15.13 豊田　楓華 (6) 15.51 増田　茅陽 (6) 15.80 伊藤　聖姫 (6) 16.10 町田　悠夏 (6) 16.41
予選4組(-1.3) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-1.3) 船橋陸上クラブ (-1.3) 白井アスレチックアカデミー (-1.3) 野田ジュニア陸上クラブ (-1.3) 湖北小学校 (-1.3) 小見川陸上クラブ (-1.3) 法典陸上クラブ (-1.3)

６年100m 林　紗衣 (6) 14.46 宮野　ひなた (6) 14.59 浦嶋　優衣 (6) 14.88 ベジェロン　真衣楓 (6) 15.31 石井　咲帆 (6) 16.33 松坂　朱音 (6) 16.52 小野　なつみ (6) 16.70
予選5組(-1.5) 船橋陸上クラブ (-1.5) 船橋陸上クラブ (-1.5) クレンサアスリートクラブ (-1.5) 白井アスレチックアカデミー (-1.5) 小見川陸上クラブ (-1.5) 幸はやぶさ陸上クラブ (-1.5) 法典陸上クラブ (-1.5)

６年100m 荒木　未來 (6) 14.56 田中　真理奈 (6) 14.60 服部　さやか (6) 14.72 齊藤　阿子 (6) 15.10 松本　雛 (6) 15.57 宮下　紗伎 (6) 15.78 大坂　琴葉 (6) 18.47
予選6組(-1.4) 白井アスレチックアカデミー (-1.4) みちるアスリートクラブ (-1.4) 野田ジュニア陸上クラブ (-1.4) 小見川陸上クラブ (-1.4) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-1.4) 船橋陸上クラブ (-1.4) 法典陸上クラブ (-1.4)

６年100m 有馬　彩華 (6) 13.97 榎本　知菜 (6) 14.90 吉戒　未来 (6) 14.98 宮田　夢乃 (6) 15.32 中島　琴音 (6) 16.49
予選7組(-0.5) 白井アスレチックアカデミー (-0.5) 幸はやぶさ陸上クラブ (-0.5) クレンサアスリートクラブ (-0.5) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-0.5) いんばジュニア (-0.5)

第１０回千葉キッズ陸上競技大会

2位

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
4位3位 8位5位 6位 7位1位

審判長　中田　勝偉（トラック）　吉原　廣（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）　　記録主任　　黒田　泰三



No 2
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

第１０回千葉キッズ陸上競技大会

2位

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
4位3位 8位5位 6位 7位1位

６年100m 小柳　未来 (6) 14.05 清原　あかり (6) 14.31 山本　美潤 (6) 14.44 小海川　夏波 (6) 14.89 田邉　明莉 (6) 15.21 棚倉　里名 (6) 16.02 中村　友香 (6) 16.94
予選8組(-0.8) チーム柏 (-0.8) 船橋陸上クラブ (-0.8) 白井アスレチックアカデミー (-0.8) 成田陸上クラブ (-0.8) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-0.8) ウイニングファーストAC (-0.8) 法典陸上クラブ (-0.8)

６年100m タネル　舞璃乃 (6) 13.69 井上　果利菜 (6) 14.53 鈴木　涼香 (6) 14.96 志賀　遥奈 (6) 15.22 渡辺　友菜 (6) 15.50 田口　ひなた (6) 16.72
予選9組(-2.2) みちるアスリートクラブ (-2.2) チーム柏 (-2.2) 白井アスレチックアカデミー (-2.2) 野田ジュニア陸上クラブ (-2.2) クレンサアスリートクラブ (-2.2) 法典陸上クラブ (-2.2)

６年100m 本橋　若菜 (6) 13.91 伏山　百華 (6) 14.96 長　明日香 (6) 15.29 奥山　莉々采 (6) 15.30 須藤　彩歌 (6) 15.34 奈良原　恵莉 (6) 17.41
予選10組(-0.6) 白井アスレチックアカデミー (-0.6) クレンサアスリートクラブ (-0.6) みちるアスリートクラブ (-0.6) ウイニングファーストAC (-0.6) 幸はやぶさ陸上クラブ (-0.6) 法典陸上クラブ (-0.6)

共通1000m 安藤　悠乃 (5) 3:22.53 渡邉　彩夏 (6) 3:22.89 南　日向 (6) 3:26.74 渡辺　千愛 (6) 3:34.58 永峰　俐瑚 (4) 3:35.29 富山　彩月 (6) 3:38.19 若狭　那々子 (5) 3:39.46 岩田　真綾 (6) 3:40.16
決勝1組 小見川陸上クラブ 東葛ＲＣ 船橋陸上クラブ チーム柏 土気アスリートクラブ 東葛ＲＣ 野田ジュニア陸上クラブ 小見川陸上クラブ

9 小柴　穂乃実 (6) 3:42.49 三木　萌花 (5) 3:43.74 橋本　朋佳 (5) 3:45.41 三宅　優姫 (4) 3:50.80 石原　心菜 (5) 3:54.38 戸村　美桜 (5) 3:57.15 寺嶋　桜子 (6) 3:58.61 吉村　理子 (6) 3:58.94
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 轟アスレチック・コミット 我孫子第四小学校 轟アスレチック・コミット 小見川陸上クラブ 幸はやぶさ陸上クラブ 小見川陸上クラブ

17 今井　音々 (4) 3:59.09 橋本　知諭 (5) 4:02.79 倉持　花憐 (5) 4:08.53
富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 轟アスレチック・コミット 野田ジュニア陸上クラブ

共通1000m 染谷　真里 (6) 3:21.56 松坂　珠代 (6) 3:28.49 菅原　凜香 (5) 3:28.99 星野　春音 (6) 3:31.81 児玉　沙耶 (6) 3:33.15 八幡　光姫 (6) 3:34.68 上田　ひなた (5) 3:37.52 野田　朱音 (6) 3:38.60
決勝2組 チーム柏 幸はやぶさ陸上クラブ 土気アスリートクラブ 東葛ＲＣ 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 KMSCランニングクラブ

9 鈴木　万葉 (5) 3:39.41 久永　愛莉 (5) 3:40.21 伊津野　七聖 (5) 3:40.61 小串　希波 (6) 3:41.19 大場　優奈 (6) 3:41.33 澤田　綾 (6) 3:41.44 田中　美里 (5) 3:46.00 山口　花梨 (6) 3:50.59
木更津ジュニア陸上クラブ クレンサアスリートクラブ 我孫子第四小学校 幸はやぶさ陸上クラブ 我孫子第四小学校 法典陸上クラブ 法典陸上クラブ 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ

17 福元　和奏 (5) 3:54.05 倉持　花凛 (5) 3:56.41 吉野　綸 (5) 3:56.98 中尾　麻優 (4) 4:02.90 大橋　美空 (6) 4:06.94
KMSCランニングクラブ 野田ジュニア陸上クラブ 小見川陸上クラブ KMSCランニングクラブ 船橋陸上クラブ

共通1000m 寺井　悠 (6) 3:21.71 川添　日菜 (6) 3:24.01 西川　千遙 (6) 3:26.93 増田　百香 (5) 3:27.68 武藤　由依 (5) 3:32.11 佐藤　美樹 (5) 3:33.59 溝辺　素子 (5) 3:38.77 小神野　晴菜 (5) 3:38.89
決勝3組 みちるアスリートクラブ 小見川陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー チーム柏 チーム柏 土気アスリートクラブ 東葛ＲＣ 小見川陸上クラブ

9 吉清　彩絵 (6) 3:40.22 岩田　七美 (6) 3:40.39 中山　花菜 (6) 3:40.74 藤田　真美加 (6) 3:41.65 仙波　紗佳 (5) 3:42.29 長谷川　瑠海 (5) 3:42.68 永島　夢花 (6) 3:43.84 田中　玲愛 (4) 3:45.58
白井アスレチックアカデミー 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 法典陸上クラブ 成田吾妻ミラクルクラブ 法典陸上クラブ フジエクラブ ちはら台トラック&フィールドクラブ 東葛ＲＣ
17 渡辺　夢生 (5) 3:48.39 戸村　優衣 (6) 3:48.78 髙畑　日菜乃 (5) 3:53.13 髙安　侑奈 (4) 3:53.74 高野　真桜 (4) 3:56.07 柴田　結衣 (5) 3:59.16 手島　愉衣 (6) 4:05.99 手島　愉喜 (4) 4:12.01
小見川陸上クラブ 小見川陸上クラブ 船橋陸上クラブ 小見川陸上クラブ いんばジュニア みちるアスリートクラブ 幸はやぶさ陸上クラブ 幸はやぶさ陸上クラブ

25 大久保　愛華 (4) 4:21.52
成田吾妻ミラクルクラブ

共通1000m 和田　水希 (5) 3:28.57 石毛　友彩 (5) 3:28.87 所　春菜 (6) 3:30.31 増田　愛果 (5) 3:32.22 田中　莉愛 (4) 3:35.59 小瀬　百々花 (5) 3:36.77 坂田　向日葵 (5) 3:37.94 石井　結衣 (5) 3:39.86
決勝4組 我孫子第四小学校 小見川陸上クラブ フジエクラブ 我孫子第四小学校 東葛ＲＣ 法典陸上クラブ 法典陸上クラブ 東葛ＲＣ

9 木原　奈々恵 (6) 3:40.30 小林　千隼 (5) 3:41.05 菅谷　瑠華 (6) 3:42.07 北井　詞奈 (6) 3:42.13 伊藤　遥菜 (4) 3:42.41 林田　帆乃果 (6) 3:42.58 古田　茉生 (5) 3:44.21 皆川　かのん (5) 3:45.24
フジエクラブ 市川陸協ジュニアクラブ ima kids 成田吾妻ミラクルクラブ ima kids ちはら台トラック&フィールドクラブ 我孫子第四小学校 法典陸上クラブ

17 山縣　由衣 (6) 3:49.04 石井　姫夏 (5) 3:50.20 藤﨑　もえ (6) 3:52.34 瀬川　希子 (6) 3:52.80 狩浦　菜々実 (4) 3:59.52 源栄　瑠菜 (5) 4:06.23 綿抜　佳音 (6) 4:09.74 根本　春菜 (4) 5:12.31
たちばなアスリ－トクラブ 小見川陸上クラブ 小見川陸上クラブ 船橋陸上クラブ 小見川陸上クラブ 成田吾妻ミラクルクラブ 小見川陸上クラブ クレンサアスリートクラブ

共通80mH 齋藤　優愛 (6) 13.66 山本　彩加 (6) 13.96 加藤　杏奈 (6) 14.19 菅田　実柚 (6) 16.16 浅野　心愛 (5) 16.33
予選1組(-0.8) ima kids (-0.8) 法典陸上クラブ (-0.8) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-0.8) 我孫子第四小学校 (-0.8) みちるアスリートクラブ (-0.8)

共通80mH 多田　柚稀 (6) 14.18 塚本　萌乃 (6) 14.60 河野　紗慧 (5) 16.19 春田　麻衣 (5) 17.57 朔晦　真維 (5) 19.64
予選2組(-1.5) ima kids (-1.5) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-1.5) 法典陸上クラブ (-1.5) 法典陸上クラブ (-1.5) 我孫子第四小学校 (-1.5)

共通80mH 塘　ありあ (6) 13.45 小長谷　茉夏 (5) 15.38 椎名　莉華 (6) 15.39 木村　千智 (5) 16.91 関口　遥 (5) 16.99 廣上　真耶 (6) 18.49
予選3組(-1.3) 白井アスレチックアカデミー (-1.3) 我孫子第四小学校 (-1.3) 小見川陸上クラブ (-1.3) ima kids (-1.3) 法典陸上クラブ (-1.3) 法典陸上クラブ (-1.3)

審判長　中田　勝偉（トラック）　吉原　廣（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）　　記録主任　　黒田　泰三



No 3
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

第１０回千葉キッズ陸上競技大会

2位

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
4位3位 8位5位 6位 7位1位

共通4X100mR 白井アスレチックアカデミー　A 54.75 ima kids　A 56.49 小見川陸上クラブ 58.38 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 58.44 ちはら台トラック&フィールドクラブ　A 58.49 いんばジュニア 1:02.40
予選1組 山本　美潤 (6) 大木　詩織 (5) 青柳　紫穂音 (6) 松本　雛 (6) 田邉　明莉 (6) 木村　夏摘 (5)

本橋　若菜 (6) 長谷川　瑞希 (6) 増田　優麻 (6) 片岡　天音 (6) 塚本　萌乃 (6) 井口　瑠菜 (6)

有馬　彩華 (6) 齋藤　優愛 (6) 石井　咲帆 (6) 宮田　夢乃 (6) 細田　史花 (6) 中島　琴音 (6)

荒木　未來 (6) 佐藤　葵唯 (5) 齊藤　阿子 (6) 山口　花梨 (6) 加藤　杏奈 (6) 髙山　恵花 (6)

共通4X100mR 白井アスレチックアカデミー　B 55.73 我孫子第四小学校 1:00.20 幸はやぶさ陸上クラブ 1:00.53 轟アスレチック・コミット　A 1:00.90 クレンサアスリートクラブ　B 1:00.94 たちばなアスリ－トクラブ 1:01.80 ちはら台トラック&フィールドクラブ　B 1:03.96
予選2組 鈴木　涼香 (6) 神田　奏乃 (5) 須藤　彩歌 (6) 湯浅　彩香 (6) 滝澤　彩理 (5) 多田　明日香 (6) 永島　夢花 (6)

杉原　にいな (6) 石坂　向日葵 (6) 榎本　知菜 (6) 藤原　幸羽 (6) 黛　虹南 (5) 岩井　さくら (6) 中川　恵里 (6)

橋爪　莉海 (6) 浅水　優佳 (6) 松坂　朱音 (6) 佐々木　夏実 (5) 松本　あいり (5) 八幡　光姫 (6) 日暮　ひまり (6)

金谷　優帆 (6) 和田　水希 (5) 風間　柚香 (6) 吉岡　雪 (5) 山倉　和華 (5) 山縣　由衣 (6) 林田　帆乃果 (6)

共通4X100mR 船橋陸上クラブ 56.01 みちるアスリートクラブ 56.36 クレンサアスリートクラブ　A 56.70 ima kids　B 57.22 野田ジュニア陸上クラブ 57.40 法典陸上クラブ 1:01.78 習志野ベイサイドスポーツクラブ 1:01.99
予選3組 清原　あかり (6) 長　明日香 (6) 田中　麗華 (6) 行方　琴音 (6) 豊田　楓華 (6) 町田　悠夏 (6) 馬場　咲良 (5)

内田　果菜 (6) タネル　舞璃乃 (6) 吉戒　未来 (6) 多田　朱里 (5) 志賀　遥奈 (6) 山本　彩加 (6) 金庭　和夏 (5)

宮野　ひなた (6) 田中　真理奈 (6) 渡辺　友菜 (6) 白土　莉紅 (5) 出雲　杏優 (5) 中山　花菜 (6) 佐藤　涼香 (6)

大内　紅葉 (6) 寺井　悠 (6) 浦嶋　優衣 (6) 高木　亮佳 (6) 服部　さやか (6) 田口　ひなた (6) 水上　りりい (5)

共通走高跳 10 皆川　美咲 (6) 1m20 佐藤　涼香 (6) 1m20 篠原　ののか (6) 1m20 木樽　菜々子 (5) 1m15 末吉　里菜 (6) 1m15
決勝 我孫子第四小学校 習志野ベイサイドスポーツクラブ 船橋陸上クラブ 旭ジュニア陸上クラブ 上野小アスリートクラブ

共通走幅跳 9 岩井　さくら (6) 4m10 関根　梨緒 (6) 4m03 西川　舞 (6) 4m02 出頭　里菜 (6) 3m98 浅水　優佳 (6) 3m98 隅屋　空 (6) 3m92 小山　莉子 (6) 3m91 的場　詩織 (6) 3m89
決勝 たちばなアスリ－トクラブ (+1.2) みちるアスリートクラブ (+1.6) 上野小アスリートクラブ (+2.9) 流山市立東小学校 (+2.4) 我孫子第四小学校 (+2.0) 市川陸協ジュニアクラブ (+0.8) みちるアスリートクラブ (+2.0) 白井アスレチックアカデミー (0.0)

17 飯嶋　彩音 (6) 3m88 川森　真衣 (5) 3m88 水上　和美 (6) 3m82 藤堂　雅 (6) 3m81 戸塚　あづき (6) 3m74 高橋　永愛 (5) 3m71 髙山　恵花 (6) 3m68 吉野　真奈 (6) 3m68
白井アスレチックアカデミー (+1.8) クレンサアスリートクラブ (+2.4) ちはら台トラック&フィールドクラブ (+2.5) 白井アスレチックアカデミー (+0.6) 野田ジュニア陸上クラブ (+1.8) 小見川陸上クラブ (+1.2) いんばジュニア (+1.3) 小見川陸上クラブ (+2.6)
25 細田　史花 (6) 3m67 慶長　花音 (6) 3m64 杉野　若菜 (6) 3m59 深田　妃色 (6) 3m57 加藤　愛 (5) 3m52 中川　恵里 (6) 3m51 日暮　ひまり (6) 3m49 植松　美朝 (6) 3m48
ちはら台トラック&フィールドクラブ (+2.6) 湖北小学校 (+1.9) ちはら台トラック&フィールドクラブ (+1.7) 旭ジュニア陸上クラブ (+0.5) 我孫子第四小学校 (+2.8) ちはら台トラック&フィールドクラブ (+1.2) ちはら台トラック&フィールドクラブ (+2.8) 我孫子第四小学校 (+3.0)
33 石谷　初音 (6) 3m45 林　彩乃 (6) 3m42 佐藤　華純 (5) 3m34 森　結奈 (6) 3m33 中松　菜津子 (5) 3m32 梶原　佳恵 (6) 3m25 金庭　和夏 (5) 3m23 木内　友香 (5) 3m20
市川陸協ジュニアクラブ (+2.1) 小見川陸上クラブ (+1.3) 我孫子第四小学校 (+1.7) 我孫子第四小学校 (+2.1) クレンサアスリートクラブ (+0.7) 成田吾妻ミラクルクラブ (+0.6) 習志野ベイサイドスポーツクラブ (+1.7) クレンサアスリートクラブ (+1.9)
41 菅澤　芽衣 (6) 3m20 福田　真未 (6) 3m09
たちばなアスリ－トクラブ (+2.1) 我孫子第四小学校 (+1.7)

共通ｳﾞｫｰﾃｯｸｽ投 9 津守　彩乃 (4) 18m94
決勝 成田吾妻ミラクルクラブ

審判長　中田　勝偉（トラック）　吉原　廣（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）　　記録主任　　黒田　泰三


