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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 田崎　那智 (4) 15.29 渡邉　貴久 (4) 15.64 西岡　拓海 (4) 16.88 矢島　立誠 (4) 17.02 秋山　蓮輝 (4) 17.70 岡﨑　徹平 (4) 21.01

予選1組(-0.3) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-0.3) 白井アスレチックアカデミー (-0.3) 土気アスリートクラブ (-0.3) 法典陸上クラブ (-0.3) いんばジュニア (-0.3) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-0.3)
４年100m 鈴木　拓実 (4) 15.25 戸諸　佑羽 (4) 16.58 齊藤　徹平 (4) 17.87 大場　里音 (4) 22.25

予選2組(-1.9) 小見川陸上クラブ (-1.9) ima kids (-1.9) 高野山小学校 (-1.9) 法典陸上クラブ (-1.9)
４年100m 淡路　大翔 (4) 15.95 市川　雄太 (4) 16.39 小林　翔和 (4) 16.97 栗田　陽成 (4) 17.14 宮　正拓 (4) 17.34

予選3組(-0.5) 白井アスレチックアカデミー (-0.5) ima kids (-0.5) 市川陸協ジュニアクラブ (-0.5) 小見川陸上クラブ (-0.5) 船橋陸上クラブ (-0.5)
４年100m ロイ　優太郎 (4) 15.92 松井　陽祐 (4) 18.15 西山　周平 (4) 18.18 川島　魁人 (4) 18.20 小林　洸太 (4) 18.24 石井　翔平 (4) 18.55

予選4組(-0.8) 高野山小学校 (-0.8) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-0.8) 法典陸上クラブ (-0.8) 法典陸上クラブ (-0.8) 我孫子第四小学校 (-0.8) 船橋陸上クラブ (-0.8)
４年100m 藤田　葵生 (4) 15.57 倉永　将生 (4) 16.00 小橋　颯太 (4) 16.82 中川　真人 (4) 17.18 田中　優光 (4) 17.39 後藤　佑颯 (4) 17.84

予選5組(-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) みちるアスリートクラブ (-1.0) 轟アスレチック・コミット (-1.0) 法典陸上クラブ (-1.0) 法典陸上クラブ (-1.0)
４年100m 並木　耀大 (4) 14.99 伊橋　璃矩 (4) 15.45 亘　隆斗 (4) 15.57 鐙　太朗 (4) 17.63 宇佐美　浩輝 (4) 19.01

予選6組(-0.5) 白井アスレチックアカデミー (-0.5) ACさんむ (-0.5) 轟アスレチック・コミット (-0.5) 法典陸上クラブ (-0.5) 我孫子第四小学校 (-0.5)
４年100m 瓜田　友聖 (4) 15.42 久保田　航正 (4) 16.26 浅倉　伶音 (4) 16.43 宇野澤　陸斗 (4) 17.24 足立　雅斗 (4) 18.52 中田　隼道 (4) 18.55

予選7組(-2.1) クレンサアスリートクラブ (-2.1) 高野山小学校 (-2.1) 小見川陸上クラブ (-2.1) 旭ジュニア陸上クラブ (-2.1) 法典陸上クラブ (-2.1) 船橋陸上クラブ (-2.1)
４年100m 林　莉汰 (4) 15.76 大集　遼平 (4) 16.48 今井　裕太 (4) 17.79 石川　太郎 (4) 17.83 松林　拓海 (4) 19.47

予選8組(-2.3) 白井アスレチックアカデミー (-2.3) 法典陸上クラブ (-2.3) 法典陸上クラブ (-2.3) 土気アスリートクラブ (-2.3) 幸はやぶさ陸上クラブ (-2.3)
４年100m 小関　結人 (4) 15.96 佐取　裕翔 (4) 16.04 須藤　慶大 (4) 16.56 木村　一翔 (4) 16.79 松山　翔 (4) 17.79 髙橋　駿 (4) 18.30 大作　優太 (4) 19.28

予選9組(-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) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-1.0) 高野山小学校 (-1.0) いんばジュニア (-1.0) 法典陸上クラブ (-1.0) 法典陸上クラブ (-1.0)
５年100m 宮本　敦生 (5) 15.47 三辻　友哉 (5) 16.07 西村　優一朗 (5) 16.31 釜﨑　大斗 (5) 16.48 大内　琉生 (5) 17.02 土屋　篤司 (5) 17.06

予選1組(-1.7) 白井アスレチックアカデミー (-1.7) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-1.7) 幸はやぶさ陸上クラブ (-1.7) みちるアスリートクラブ (-1.7) 法典陸上クラブ (-1.7) 旭ジュニア陸上クラブ (-1.7)
５年100m 出井　雅大 (5) 15.53 小関　晴人 (5) 15.69 山田　優治 (5) 15.99 吉田　瞬 (5) 16.03 福島　怜 (5) 16.17 今井　晃輔 (5) 17.70

予選2組(-1.7) ウイニングファーストAC (-1.7) 市川陸協ジュニアクラブ (-1.7) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-1.7) 轟アスレチック・コミット (-1.7) 法典陸上クラブ (-1.7) 幸はやぶさ陸上クラブ (-1.7)
５年100m 北奥　黎児 (5) 14.69 大河　将太郎 (5) 14.99 山口　幸樹 (5) 16.20 高橋　遼 (5) 16.28 鈴木　龍真 (5) 16.50 大坂　悠人 (5) 18.38 横手　準平 (5) 18.65

予選3組(-3.9) 尾崎小学校 (-3.9) みちるアスリートクラブ (-3.9) クレンサアスリートクラブ (-3.9) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-3.9) 我孫子第四小学校 (-3.9) 法典陸上クラブ (-3.9) 法典陸上クラブ (-3.9)
５年100m 石井　蒼大 (5) 14.81 宮部　太智 (5) 15.70 飯田　凰惺 (5) 16.66 大森　優汰 (5) 16.67 布留川　陽登 (5) 16.89 佐藤　克成 (5) 18.49 岡本　飛馬 (5) 18.75

予選4組(-2.1) 小見川陸上クラブ (-2.1) クレンサアスリートクラブ (-2.1) 野田ジュニア陸上クラブ (-2.1) 船橋陸上クラブ (-2.1) 成田陸上クラブ (-2.1) 法典陸上クラブ (-2.1) 法典陸上クラブ (-2.1)
５年100m 石井　優和 (5) 14.53 磯野　利和 (5) 14.93 久保　奏希 (5) 16.09 飯塚　優介 (5) 16.14 藤本　泰地 (5) 16.75 山倉　良太 (5) 17.06 中村　将希 (5) 17.22

予選5組(-1.8) 上野小アスリートクラブ (-1.8) 土気アスリートクラブ (-1.8) 船橋陸上クラブ (-1.8) 幸はやぶさ陸上クラブ (-1.8) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-1.8) クレンサアスリートクラブ (-1.8) 法典陸上クラブ (-1.8)
５年100m 内山　清春 (5) 14.42 富樫　泰一 (5) 14.63 宮崎　留樺 (5) 14.85 小林　煌輝 (5) 15.83 伊東　嗣永 (5) 17.71 古舘　陽太 (5) 18.17

予選6組(-2.0) ACさんむ (-2.0) 市川陸協ジュニアクラブ (-2.0) ima kids (-2.0) ウイニングファーストAC (-2.0) 法典陸上クラブ (-2.0) 法典陸上クラブ (-2.0)
５年100m 清水　優貴 (5) 14.64 松元　洋輝 (5) 15.43 加藤　将輝 (5) 16.36 朝日　貴斗 (5) 18.25 三浦　瞳弥 (5) 18.68 齋藤　瑚太朗 (5) 18.93

予選7組(-2.6) 白井アスレチックアカデミー (-2.6) 野田ジュニア陸上クラブ (-2.6) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-2.6) 船橋陸上クラブ (-2.6) 法典陸上クラブ (-2.6) いんばジュニア (-2.6)
５年100m 深作　ラヴィ (5) 14.97 芹川　和秀 (5) 15.08 坪井　康平 (5) 15.45 長澤　健太 (5) 16.08 小川　広翔 (5) 16.36 岡嶋　克海 (5) 17.30 草栁　陽人 (5) 19.17

予選8組(-3.0) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-3.0) ちばアスリートクラブ (-3.0) 白井アスレチックアカデミー (-3.0) ウイニングファーストAC (-3.0) 船橋陸上クラブ (-3.0) 法典陸上クラブ (-3.0) 法典陸上クラブ (-3.0)
５年100m 吉田　颯 (5) 14.12 細越　竜之介 (5) 14.98 北川　雄太 (5) 17.70 高橋　孝介 (5) 18.26 依田　海誠 (5) 18.57 千吉良　海斗 (5) 20.71

予選9組(-2.0) 船橋陸上クラブ (-2.0) 白井アスレチックアカデミー (-2.0) ちはら台トラック&フィールドクラブ (-2.0) 旭ジュニア陸上クラブ (-2.0) 我孫子第四小学校 (-2.0) 法典陸上クラブ (-2.0)
５年100m バヤ　ステファン龍 (5) 15.10 佐藤　匠馬 (5) 15.79 河北　真育 (5) 16.51 増田　陽洋 (5) 16.73 西山　将良 (5) 17.84 鈴木　飛翔 (5) 18.99
予選10組(-1.7) 船橋陸上クラブ (-1.7) ima kids (-1.7) クレンサアスリートクラブ (-1.7) 我孫子第四小学校 (-1.7) 法典陸上クラブ (-1.7) 法典陸上クラブ (-1.7)

６年100m 網代　康汰 (6) 13.59 平野　暁大 (6) 14.24 水津　雄貴 (6) 15.49 井上　峻 (6) 15.54 片岡　大朗 (6) 15.98 石井　景梧 (6) 16.04 近藤　匠真 (6) 16.43
予選1組(-1.9) 船橋陸上クラブ (-1.9) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-1.9) 法典陸上クラブ (-1.9) ウイニングファーストAC (-1.9) ＡＫＳ ＴＣ (-1.9) いんばジュニア (-1.9) 成田吾妻ミラクルクラブ (-1.9)

６年100m 椎名　雄大 (6) 13.34 小澤　力斗 (6) 13.95 五十嵐　道大 (6) 14.42 柳　太梧 (6) 15.04 間宮　大翔 (6) 17.03
予選2組(-1.1) みちるアスリートクラブ (-1.1) 白井アスレチックアカデミー (-1.1) いんばジュニア (-1.1) 野田ジュニア陸上クラブ (-1.1) ウイニングファーストAC (-1.1)

６年100m 松井　颯希 (6) 13.40 菅沼　光咲 (6) 14.55 山崎　太耀 (6) 14.87 金子　大祐 (6) 15.49 多田　登惟 (6) 16.52
予選3組(-0.6) いんばジュニア (-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) ima kids (-0.6) 成田吾妻ミラクルクラブ (-0.6)

６年100m 今関　陸人 (6) 13.11 小橋　幹太 (6) 13.85 関　蔵人 (6) 14.14 佐藤　鈴音 (6) 14.61 染谷　拓海 (6) 14.92 川沼　航太 (6) 16.03
予選4組(-3.2) 東金市立福岡小学校 (-3.2) みちるアスリートクラブ (-3.2) 市川陸協ジュニアクラブ (-3.2) 船橋陸上クラブ (-3.2) 野田ジュニア陸上クラブ (-3.2) 法典陸上クラブ (-3.2)

６年100m 鈴木　海都 (6) 13.26 阿部　竜希 (6) 13.47 浦川　周士 (6) 13.95 塙　大輝 (6) 14.34 福井　帆空 (6) 15.51 井出　将人 (6) 15.57 野沢　太洋 (6) 18.53
予選5組(-0.4) ウイニングファーストAC (-0.4) 船橋陸上クラブ (-0.4) 市川陸協ジュニアクラブ (-0.4) いんばジュニア (-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 (-0.4) 法典陸上クラブ (-0.4)

６年100m 黒澤　亮太 (6) 13.39 海谷　真生 (6) 13.97 伏田　智思 (6) 14.86 三田　悠斗 (6) 15.24 片野　晴貴 (6) 15.25 横田　悠馬 (6) 18.07
予選6組(-1.8) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-1.8) 船橋陸上クラブ (-1.8) 成田吾妻ミラクルクラブ (-1.8) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-1.8) いんばジュニア (-1.8) 法典陸上クラブ (-1.8)

６年100m 三嶋　祐太 (6) 13.02 小野　潤 (6) 13.12 長谷川　利玖 (6) 14.35 窪田　康希 (6) 15.47 坂巻　健太 (6) 17.56
予選7組(-0.1) 市川陸協ジュニアクラブ (-0.1) チーム柏 (-0.1) 成田陸上クラブ (-0.1) 湖北小学校 (-0.1) 法典陸上クラブ (-0.1)

６年100m 下川　泰知 (6) 13.51 髙木　康誠 (6) 14.12 勝山　晃希 (6) 15.26 亀井　大輝 (6) 15.37 白石　勝也 (6) 15.62 黒坂　樹生 (6) 15.81 國井　正文 (6) 16.62
予選8組(-3.2) 船橋陸上クラブ (-3.2) ima kids (-3.2) 市川陸協ジュニアクラブ (-3.2) 白井アスレチックアカデミー (-3.2) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-3.2) 船橋陸上クラブ (-3.2) 法典陸上クラブ (-3.2)

2位1位 8位5位 6位 7位

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位3位

第１０回千葉キッズ陸上競技大会

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
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種目 2位1位 8位5位 6位 7位

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位3位

第１０回千葉キッズ陸上競技大会

共通1000m 篠原　悠 (6) 3:01.51 田村　勝太郎 (6) 3:05.24 加藤　優門 (6) 3:15.64 池沢　悠冬 (5) 3:22.69 中村　伸太朗 (4) 3:30.84 松木　慧 (6) 3:32.30 佐藤　春音 (5) 3:34.16 髙橋　悠汰 (5) 3:35.42
決勝1組 小見川陸上クラブ 東葛ＲＣ 我孫子第四小学校 チーム柏 船橋陸上クラブ 市川陸協ジュニアクラブ 習志野ベイサイドスポーツクラブ 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ

9 猪狩　晴輝 (6) 3:35.47 堀部　昌良 (6) 3:41.21 島根　瑛汰 (4) 3:42.46 西廣　悠利 (4) 3:43.54 遠藤　大成 (4) 3:43.94 金子　元幸 (6) 3:44.38 大西　礼雅 (5) 3:44.77 鈴木　涼斗 (4) 3:49.83
法典陸上クラブ 我孫子第二小学校 法典陸上クラブ 小見川陸上クラブ 野田ジュニア陸上クラブ 法典陸上クラブ 法典陸上クラブ ima kids
17 村山　太智 (5) 3:54.13 十文字　海智 (5) 3:55.72 中村　優佑 (5) 3:56.16 渡邊　竣 (5) 3:57.99 平山　敬梧 (4) 3:58.71 長　大倫 (4) 4:06.34
轟アスレチック・コミット 幸はやぶさ陸上クラブ KMSCランニングクラブ 我孫子第四小学校 いんばジュニア みちるアスリートクラブ

共通1000m 鍛　晶太 (6) 3:10.68 佐田　唯志 (6) 3:13.49 樫井　陸 (6) 3:19.40 落石　悠太 (5) 3:20.21 中村　碧 (6) 3:20.85 福島　勝太 (6) 3:21.10 柳　典真 (6) 3:23.94 石橋　雄大 (6) 3:26.23
決勝2組 チーム柏 白井アスレチックアカデミー 白井アスレチックアカデミー 土気アスリートクラブ フジエクラブ クレンサアスリートクラブ 東葛ＲＣ ima kids

9 島根　琉汰 (4) 3:33.02 横田　朔玖 (6) 3:33.18 大日向　佳也 (6) 3:33.68 伊藤　啓太 (5) 3:34.07 石橋　利翼 (6) 3:40.88 望月　涼太 (5) 3:43.01 仲村　拓紀 (5) 3:43.27 小谷　和輝 (5) 3:43.79
法典陸上クラブ 小見川陸上クラブ 我孫子第四小学校 旭ジュニア陸上クラブ 法典陸上クラブ 野田ジュニア陸上クラブ 法典陸上クラブ 法典陸上クラブ

17 荒井　駿希 (5) 3:44.72 栗山　直樹 (5) 3:45.60 山口　侑璃 (5) 3:59.89 櫻井　和輝 (4) 4:06.69 吉田　祐 (5) 4:14.08
いんばジュニア 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 習志野ベイサイドスポーツクラブ 幸はやぶさ陸上クラブ

共通1000m 鎗田　大輝 (6) 3:06.53 山下　航平 (6) 3:08.64 服部　功望 (6) 3:11.58 齋籐　英介 (6) 3:13.72 岩田　一冴 (5) 3:13.74 芦田　優太郎 (6) 3:17.04 佐藤　瑠城 (6) 3:20.35 川上　翔太 (5) 3:23.65
決勝3組 フジエクラブ チーム柏 東葛ＲＣ 我孫子第四小学校 小見川陸上クラブ いんばジュニア 幸はやぶさ陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー

9 中村　幸嗣 (5) 3:25.45 岡野　智也 (5) 3:27.85 佐々木　青空 (4) 3:32.20 渡邉　優太 (4) 3:35.65 村山　勝哉 (5) 3:35.67 鈴木　皇我 (6) 3:37.76 金子　修也 (4) 3:37.81 鈴木　陽大 (4) 3:37.96
富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 小見川陸上クラブ ima kids 東葛ＲＣ 船橋陸上クラブ 法典陸上クラブ 法典陸上クラブ 法典陸上クラブ

17 津端　直人 (4) 3:39.63 阿部　礼恩 (4) 3:47.22 髙木　伶 (5) 3:49.31 三上　颯太 (5) 3:50.48 杉友　朝慧 (4) 3:53.67 竹下　聖人 (6) 3:55.65 宮内　末也 (4) 3:57.88 上原　季也 (4) 4:17.71
船橋陸上クラブ 我孫子第四小学校 小見川陸上クラブ KMSCランニングクラブ 野田ジュニア陸上クラブ 成田吾妻ミラクルクラブ 小見川陸上クラブ 轟アスレチック・コミット

共通1000m 藤井　陽平 (6) 3:05.53 鎗田　光希 (6) 3:11.86 江上　陸 (6) 3:15.62 寺田　颯太 (6) 3:17.08 安井　勇樹 (5) 3:18.76 宮下　陽翔 (5) 3:20.73 齋藤　颯梧 (6) 3:21.12 内田　理玖 (4) 3:26.83
決勝4組 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ フジエクラブ 小見川陸上クラブ チーム柏 船橋陸上クラブ ima kids いんばジュニア 法典陸上クラブ

9 松尾　翔太 (6) 3:27.87 那須　智太 (6) 3:28.19 小竹　諭 (6) 3:32.54 平本　櫂斗 (5) 3:35.98 菊地　悠 (6) 3:37.33 大森　由翔 (6) 3:38.14 坂本　翔 (5) 3:41.02 倉部　陽輝 (4) 3:41.85
ima kids 白井アスレチックアカデミー 我孫子第四小学校 小見川陸上クラブ 小見川陸上クラブ 我孫子第四小学校 法典陸上クラブ 野田ジュニア陸上クラブ

17 保科　徹 (4) 3:42.82 鈴木　蓮 (5) 3:44.04 渡辺　景翔 (5) 3:45.43 島瀬　晴希 (5) 3:59.06 阿部　至恩 (4) 4:06.67
小見川陸上クラブ 法典陸上クラブ 幸はやぶさ陸上クラブ KMSCランニングクラブ 我孫子第四小学校

共通80mH 今井　歩音 (6) 13.45 篠塚　浩斗 (6) 13.59 徳橋　遼 (5) 15.20 池上　史悠 (6) 15.46 鈴木　琉空 (5) 17.61 渡邉　大和 (6) 18.34 伊藤　快 (4) 18.97
予選1組(+2.1) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-1.8) 小見川陸上クラブ (-1.8) 我孫子第四小学校 (-1.8) 法典陸上クラブ (-1.8) ima kids (-1.8) 轟アスレチック・コミット (-1.8) 法典陸上クラブ (-1.8)

共通80mH 矢島　伶恩 (6) 13.45 海老根　優大 (5) 13.48 春原　史 (6) 14.93 井上　大樹 (6) 16.35 平野　雄梧 (5) 16.50 簾内　亮平 (5) 19.20
予選2組(+1.3) 法典陸上クラブ (-1.7) クレンサアスリートクラブ (-1.7) 我孫子第四小学校 (-1.7) 法典陸上クラブ (-1.7) ima kids (-1.7) 旭ジュニア陸上クラブ (-1.7)

共通80mH 野田　康介 (6) 13.86 金島　弘将 (6) 14.43 飯島　悠斗 (5) 14.78 小椋　翔太 (6) 15.03 山本　大翼 (4) 16.55 亦野　伶 (4) 18.54
予選3組(+0.7) 白井アスレチックアカデミー (+0.3) 法典陸上クラブ (+0.3) ちはら台トラック&フィールドクラブ (+0.3) 野田ジュニア陸上クラブ (+0.3) 我孫子第四小学校 (+0.3) 法典陸上クラブ (+0.3)

共通4X100mR ima kids 55.96 我孫子第四小学校 57.20 轟アスレチック・コミット 59.91 クレンサアスリートクラブ　B 1:01.07 旭ジュニア陸上クラブ 1:04.52
予選1組 宮崎　留樺 (5) 春原　史 (6) 渡邉　大和 (6) 河北　真育 (5) 伊藤　駿平 (6)

髙木　康誠 (6) 川本　蒼葉 (6) 亘　隆斗 (4) 宮部　太智 (5) 簾内　亮平 (5)
金子　大祐 (6) 篠原　暖 (6) 吉田　瞬 (5) 山倉　良太 (5) 土屋　篤司 (5)
宮下　陽翔 (5) 加藤　優門 (6) 鎌田　陽大 (6) 福井　帆空 (6) 伊藤　啓太 (5)

共通4X100mR 白井アスレチックアカデミー 53.45 小見川陸上クラブ 55.38 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 56.71 法典陸上クラブ 57.11 いんばジュニア　B 57.28
予選2組 清水　優貴 (5) 石井　蒼大 (5) 三田　悠斗 (6) 水津　雄貴 (6) 三村　正太郎 (5)

伊藤　隼人 (6) 浅倉　聡太 (6) 平野　暁大 (6) 井上　大樹 (6) 松井　颯希 (6)
菅沼　光咲 (6) 鈴木　拓実 (4) 白石　勝也 (6) 池上　史悠 (6) 片野　晴貴 (6)
小澤　力斗 (6) 篠塚　浩斗 (6) 今井　歩音 (6) 矢島　伶恩 (6) 石井　景梧 (6)

共通4X100mR 船橋陸上クラブ 52.01 いんばジュニア　A 55.61 クレンサアスリートクラブ　A 55.77 野田ジュニア陸上クラブ 56.05 習志野ベイサイドスポーツクラブ 1:02.34
予選3組 網代　康汰 (6) 大江　翔陽 (6) 山崎　太耀 (6) 染谷　拓海 (6) 武田　康太郎 (6)

佐藤　鈴音 (6) 齋藤　虎太郎 (6) 山口　幸樹 (5) 白井　伶欧 (6) 塩谷　悠心 (6)
阿部　竜希 (6) 塙　大輝 (6) 福島　勝太 (6) 松元　洋輝 (5) 佐藤　春音 (5)
下川　泰知 (6) 五十嵐　道大 (6) 海老根　優大 (5) 小椋　翔太 (6) 櫻井　和輝 (4)

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 2位1位 8位5位 6位 7位

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位3位

第１０回千葉キッズ陸上競技大会

共通走幅跳 9 鎌田　陽大 (6) 4m33 大江　翔陽 (6) 4m31 浅倉　聡太 (6) 4m13 宇佐美　周平 (6) 4m06 白井　伶欧 (6) 4m06 古堅　優生 (5) 4m01 香取　宝良 (5) 3m99 横山　雄大 (6) 3m86
決勝 轟アスレチック・コミット (+4.0) いんばジュニア (+0.8) 小見川陸上クラブ (+0.9) 船橋陸上クラブ (+1.9) 野田ジュニア陸上クラブ (+0.6) 白井アスレチックアカデミー (+3.6) 小見川陸上クラブ (+0.8) みちるアスリートクラブ (+1.0)

17 進藤　郁也 (5) 3m82 渡辺　耀介 (5) 3m80 増田　圭亮 (6) 3m76 三村　正太郎 (5) 3m65 大窪　幸成 (4) 3m61 椎名　亮介 (6) 3m55 小島　吉人 (6) 3m47 石毛　海杜 (6) 3m43
船橋陸上クラブ (+0.8) 船橋陸上クラブ (+0.8) 市川陸協ジュニアクラブ (+1.3) いんばジュニア (+2.5) 我孫子第四小学校 (+0.9) 我孫子第四小学校 (+0.7) ちはら台トラック&フィールドクラブ (+0.2) 成田陸上クラブ (+2.9)
25 武田　康太郎 (6) 3m37 日詰　太陽 (5) 3m35 下田　青葉 (4) 3m24 森　春輝 (5) 3m05 吉澤　俊輔 (5) 3m02 伊藤　駿平 (6) 3m00 佐藤　源太 (4) 2m95 相川　翔 (4) 2m93
習志野ベイサイドスポーツクラブ (+3.1) 法典陸上クラブ (+1.9) いんばジュニア (+2.2) 法典陸上クラブ (+1.1) 法典陸上クラブ (+0.4) 旭ジュニア陸上クラブ (+0.5) 法典陸上クラブ (+0.6) 法典陸上クラブ (+1.0)
33 吹野　陽紀 (4) 2m83 平野　誠也 (5) 2m80 塚本　龍成 (4) 2m67 中園　勝 (4) 2m63 澤田　大輔 (5) 2m58 小金丸　将永 (4) 2m56 稲葉　琢真 (4) 2m41 橋本　直哉 (6) 2m24
法典陸上クラブ (+2.2) 旭ジュニア陸上クラブ (+2.5) 法典陸上クラブ (+1.6) 法典陸上クラブ (+1.2) 法典陸上クラブ (+0.9) 法典陸上クラブ (+1.9) 法典陸上クラブ (+0.8) 成田吾妻ミラクルクラブ (+2.8)
41 石橋　力樹 (5) 2m18
法典陸上クラブ (+1.4)

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


