
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

並木　耀大 (4) 14.97 瓜田　友聖 (4) 15.38 鈴木　拓実 (4) 15.38 藤田　葵生 (4) 15.52 田崎　那智 (4) 15.56 渡邉　貴久 (4) 15.62 亘　隆斗 (4) 15.63 伊橋　璃矩 (4) 15.70
白井アスレチックアカデミー (-0.7) クレンサアスリートクラブ (-0.7) 小見川陸上クラブ *TK(-0.7) 我孫子第四小学校 (-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) 轟アスレチック・コミット (-0.7) ACさんむ (-0.7)

北奥　黎児 (5) 13.84 吉田　颯 (5) 13.93 清水　優貴 (5) 14.24 内山　清春 (5) 14.42 石井　優和 (5) 14.43 富樫　泰一 (5) 14.49 石井　蒼大 (5) 14.54 宮崎　留樺 (5) 14.60

尾崎小学校 (0.0) 船橋陸上クラブ (0.0) 白井アスレチックアカデミー (0.0) ACさんむ (0.0) 上野小アスリートクラブ (0.0) 市川陸協ジュニアクラブ (0.0) 小見川陸上クラブ (0.0) ima kids (0.0)

今関　陸人 (6) 12.89 三嶋　祐太 (6) 13.10 椎名　雄大 (6) 13.14 小野　潤 (6) 13.14 鈴木　海都 (6) 13.17 松井　颯希 (6) 13.33 阿部　竜希 (6) 13.53 黒澤　亮太 (6) 13.60
東金市立福岡小学校 (-0.6) 市川陸協ジュニアクラブ (-0.6) みちるアスリートクラブ (-0.6) チーム柏 *TK(-0.6) ウイニングファーストAC (-0.6) いんばジュニア (-0.6) 船橋陸上クラブ (-0.6) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-0.6)

篠原　悠 (6) 3:01.51 田村　勝太郎 (6) 3:05.24 藤井　陽平 (6) 3:05.53 鎗田　大輝 (6) 3:06.53 山下　航平 (6) 3:08.64 鍛　晶太 (6) 3:10.68 服部　功望 (6) 3:11.58 鎗田　光希 (6) 3:11.86

小見川陸上クラブ 東葛ＲＣ 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ フジエクラブ チーム柏 チーム柏 東葛ＲＣ フジエクラブ

海老根　優大 (5) 13.36 矢島　伶恩 (6) 13.46 篠塚　浩斗 (6) 13.57 野田　康介 (6) 14.08 今井　歩音 (6) 14.09 春原　史 (6) (同順)14.79 金島　弘将 (6) (同順)14.79 飯島　悠斗 (5) 15.43
クレンサアスリートクラブ (-1.7) 法典陸上クラブ (-1.7) 小見川陸上クラブ (-1.7) 白井アスレチックアカデミー (-1.7) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-1.7) 我孫子第四小学校 *TL(-1.7) 法典陸上クラブ *TL(-1.7) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-1.7)

船橋陸上クラブ 52.45 白井アスレチックアカデミー 54.15 いんばジュニア　A 54.81 クレンサアスリートクラブ　A 56.05 ima kids 56.27 小見川陸上クラブ 56.41 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 57.35 野田ジュニア陸上クラブ 57.60

網代　康汰 (6) 清水　優貴 (5) 大江　翔陽 (6) 山崎　太耀 (6) 宮崎　留樺 (5) 石井　蒼大 (5) 三田　悠斗 (6) 染谷　拓海 (6)

佐藤　鈴音 (6) 伊藤　隼人 (6) 齋藤　虎太郎 (6) 山口　幸樹 (5) 髙木　康誠 (6) 浅倉　聡太 (6) 平野　暁大 (6) 白井　伶欧 (6)

阿部　竜希 (6) 菅沼　光咲 (6) 塙　大輝 (6) 福島　勝太 (6) 金子　大祐 (6) 鈴木　拓実 (4) 白石　勝也 (6) 松元　洋輝 (5)

下川　泰知 (6) 小澤　力斗 (6) 五十嵐　道大 (6) 海老根　優大 (5) 宮下　陽翔 (5) 篠塚　浩斗 (6) 今井　歩音 (6) 小椋　翔太 (6)

川本　蒼葉 (6) 1m33 髙木　優太 (6) 1m25 窪田　健甫 (6) 1m25 加藤　凌 (6) 1m20 金澤　佳佑 (6) 1m20 早坂　勇一郎 (6) 1m10

我孫子第四小学校 成田陸上クラブ 湖北小学校 我孫子第四小学校 我孫子第四小学校 我孫子第四小学校

横山　建吾 (6) 4m97 木許　峻太郎 (6) 4m62 見原　健太 (6) 4m61 塩谷　悠心 (6) 4m59 齋藤　虎太郎 (6) 4m48 伊藤　隼人 (6) 4m46 戸塚　峻志 (6) 4m43 杉山　諒 (6) 4m40

船橋陸上クラブ (+0.9) 市川陸協ジュニアクラブ (+1.5) 船橋陸上クラブ (+1.5) 習志野ベイサイドスポーツクラブ (+1.5) いんばジュニア (+0.6) 白井アスレチックアカデミー (+1.9) 浦安ジュニアアスリートクラブ (+1.7) 市川陸協ジュニアクラブ (+2.5)

平山　遥斗 (6) 46m43 鈴木　俊介 (5) 45m53 篠原　暖 (6) 43m70 鈴木　綾士 (4) 27m46

いんばジュニア ima kids 我孫子第四小学校 ima kids

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

気象記録

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
9:30 雨 20.0 82 0.7 南南西
10:00 雨 20.6 83 1.3 南南西
11:00 曇 21.2 84 3.1 南南西
12:00 曇 21.1 82 1.9 南
13:00 曇 21.4 81 1.2 南南東
14:00 曇 21.9 75 1.3 南西
15:00 晴 21.7 66 2.4 南東
15:50 晴 21.9 67 0.9 南東

風速(ｍ)

決勝記録一覧表（男子）

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年100m(-0.7)

５年100m(0.0)

第１０回千葉キッズ陸上競技大会

共通4X100mR

共通走高跳

共通ｳﾞｫｰﾃｯｸｽ投

共通走幅跳
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