
ト ラ ッ ク 審 判 長 伊藤　信夫

跳 躍 審 判 長 吉原　　廣

投 て き 審 判 長 吉原　　廣

招 集 所 審 判 長 門目　　誠

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

ハッサン　アイマーヌ(4) 14.06(+1.2) 篠原　輝(4) 14.52(+1.6) 並木　孝晃(4) 14.68(+1.7) 谷田部　來愛(4) 14.70(+0.9) 藤平　杏慈(4) 14.87(+0.3) 古谷　拓馬(4) 15.08(+2.2) 小野　優陽(4) 15.13(+2.2)
みちるアスリートクラブ GR クレンサアスリートクラブ 千葉市立　稲丘小学校 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ フジエクラブ ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ Aｃ鎌谷ｊｒ陸上

今野　陽太(5) 15.13(+1.2)
クレンサアスリートクラブ

岩田　竜虎(5) 13.82 坂本　大雅(5) 13.86 柄澤　修太(5) 14.04 田辺　貴也(5) 14.11 松本　亘(5) 14.12 伊藤　佑希(5) 14.16 丹田　祐貴(5) 14.32 石本　一登(5) 14.51
船橋陸上クラブ 館山ジュニア陸上クラブ みちるアスリートクラブ 船橋陸上クラブ 流山市立南流山小学校 ima kids 船橋陸上クラブ 法典陸上クラブ
金枝　青空(6) 12.46 堀　　ひかる(6) 12.57 佐取　　裕翔(6) 12.61 前田　波響(6) 12.86 西田　　匠希(6) 12.96 大塚　雷兎(6) 13.31 柴田　直央(6) 13.39 古宇田　和輝(6) 13.40
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 ウイニングファーストＡＣ 市川陸協ジュニアクラブ エムズキャット８１浦安陸上クラブチーム柏 野田ジュニア陸上クラブ
白井アスレチックアカデミー 51.10 チーム柏 51.53 野田ジュニア陸上クラブ 53.69 我孫子市立我孫子第四小学校Ａ 53.94 ima kids 54.07 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 55.54 流山市立南流山小学校 56.19 新木小学校Ａ 58.58
齋藤　　浩輝(6) 瀬野　碧詩(6) 金子　智哉(5) 藤田　葵生(6) 浅田　亮太(6) 栗田　陽成(6) 奥平　琉空(5) 佐藤　瑛太(6)
堀　　ひかる(6) 金枝　青空(6) 髙橋　俊佑(6) 日暮　一稀(6) 伊橋　璃矩(6) 鈴木　拓実(6) 大賀　健悟(6) 水谷　亮太(6)
佐取　　裕翔(6) 柴田　直央(6) 福田　稟央(6) 生沼　拓也(6) 伊藤　佑希(5) 小林　優斗(6) 向井　健悟(6) 佐藤　皓介(6)
渡邉　　貴久(6) 松本　斗輝(6) 古宇田　和輝(6) 川上　翔(6) 齋藤　結輝(5) 海野　響輝(6) 佐藤　佳紀(6) 石原　隼(6)
八木沼　就晶(6) 1m39 日暮　一稀(6) 1m36 岩﨑　琉威(6) 1m33 松元　透生(6) 1m30 礪波　蒼馬(6) 1m30 折戸　彬太郎(6) 1m25
我孫子市立我孫子第四小学校我孫子市立我孫子第四小学校法典陸上クラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 新木小学校 我孫子市立我孫子第四小学校

中村　知寛(6) 1m30 鵜澤　光佑(5) 1m25
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

山口　耕史(6) 5m08(+1.2)  LAL CHHAN CHHUAH　JOSEPH(6) 5m07(+0.8) 飯塚　翼(6) 4m73(+1.0) 中島　　歩(6) 4m68(+2.2) 瓜田　友聖(6) 4m59(+1.4) 浅田　亮太(6) 4m52(+2.7) 鈴木　尋翔(5) 4m42(+3.2) 髙橋　大翔(5) 4m40(+1.2)
市川陸協ジュニアクラブ 市川陸協ジュニアクラブ いんばジュニア 白井アスレチックアカデミー 公認4m66(+1.7) クレンサアスリートクラブ ima kids 公認4m35(+1.7) 我孫子市立我孫子第四小学校 公認4m28(+0.9) 新木小学校
松本　斗輝(6) 12.10 伊橋　璃矩(6) 12.25 川上　翔(6) 13.19 田畑　颯大(6) 13.23 河崎　雄輝(6) 13.50 菊地　映人(6) 13.81 佐藤　瑛太(6) 13.99 長谷川　玄(5) 15.36
チーム柏 GR ima kids GR 我孫子市立我孫子第四小学校流山市立江戸川台小学校 船橋陸上クラブ いんばジュニア 新木小学校 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ
塩竈　碧ヰ(6) 44m45 宮下　輝一(4) 42m95 古橋　孝太郎(6) 42m34 池田　翔(6) 39m01 成田　裕喜(6) 38m59 山中　銀太(5) 38m42 櫻井　和輝(6) 37m96 舛中　あさひ(5) 32m70
新木小学校 ima kids 新木小学校 我孫子市立我孫子第四小学校我孫子市立我孫子第四小学校我孫子市立我孫子第四小学校習志野ベイサイドスポーツクラブ轟アスレチックス・コミット
坂田　涼音(4) 14.88(+0.7) 高橋　結愛(4) 14.96(+0.2) 山田　姫蘭(4) 15.05(+1.4) 武藤　真彩(4) 15.24(+1.0) 金杉　虹杏(4) 15.29(+1.1) 千葉　有彩(4) 15.41(+1.2) 長谷川　愛良(4) 15.48(+1.1) 立石　実菜(4) 15.59(+0.9)
祇園クラブ ima kids ima kids 野田ジュニア陸上クラブ ウイニングファーストＡＣ ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ ima kids Aｃ鎌谷ｊｒ陸上
坂本　渚咲(5) 13.74 宇山　理央(5) 14.04 笠野　　心結(5) 14.13 小林　桃(5) 14.17 金子　美月(5) 14.18 伊藤　遥香(5) 14.42 美代　妃美莉(5) 14.78 佐藤　そら(5) 14.81
野田ジュニア陸上クラブ みちるアスリートクラブ 白井アスレチックアカデミー 打瀬小学校 市川陸協ジュニアクラブ ima kids みちるアスリートクラブ 吉岡小学校
鍋島　あいる(6) 13.12 笹川　珀奈(6) 13.44 飯野　流菜(6) 13.55 保坂　怜央(6) 13.63 永井　七海(6) 13.63 加瀬　愛(6) 13.70 森澤　優佳(6) 13.71 鈴木　彩夏(6) 13.83
野田ジュニア陸上クラブ 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 チーム柏 ima kids ima kids 船橋陸上クラブ 野田ジュニア陸上クラブ
白井アスレチックアカデミー 52.98 野田ジュニア陸上クラブ 53.07 ima kidsＡ 54.42 我孫子市立我孫子第四小学校Ａ 55.25 船橋陸上クラブ 55.99 ima kidsＢ 57.56 成田陸上クラブ 58.43 流山市立長崎小学校 58.92
高橋　七星(6) GR 坂本　渚咲(5) GR 伊藤　遥香(5) 星野　美優(6) 石井　和日乃(6) 林　杏朱(6) 太田　萌々華(6) 小池　真央(6)
飯野　流菜(6) 島村　恋幸(6) 永井　七海(6) 三田　彩楓(6) 小林　宏歌(6) 嶋田　萌桃(6) 渡邉　菜央(6) 大野　杏夏(6)
原田　和(6) 鈴木　彩夏(6) 高橋　乃愛(6) 河野　恵奈(6) 坂本　真優(6) 飯島　香撫(5) 浅野　夏憐(6) 小川　舞衣(6)
笹川　珀奈(6) 鍋島　あいる(6) 加瀬　愛(6) 深井　菜央(6) 森澤　優佳(6) 品村　百香(6) 飯田　結衣名(6) 新妻　都和(6)
福崎　心菜(5) 1m25 高橋　乃愛(6) 1m20 中村　藍(5) 1m20 佐々木　琴梨(6) 1m15 上村　亜依莉(6) 1m15 石川　佳歩(6) 1m10
白井アスレチックアカデミー ima kids 白井アスレチックアカデミー ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ 我孫子市立我孫子第四小学校 新木小学校

菅田　明依(6) 1m15 河野　瑠奈(6) 1m10
我孫子市立我孫子第四小学校 新木小学校

成田　一葉(6) 1m10
新木小学校
茂木　彩苗(5) 1m10
新木小学校
飯島　里桜(5) 1m10
白井アスレチックアカデミー
唐澤　茜里(6) 1m10
新木小学校

飯島　香撫(5) 4m42(+3.1) 中村　みずき(6) 4m37(+1.9) 成田　エレナ(6) 4m35(+1.2) 林　杏朱(6) 4m33(+2.5) 井合　玲奈(6) 4m22(+1.8) 中橋　逸子(6) 4m13(+2.4) 山﨑　彩花(6) 4m01(+2.2) 坂巻　こころ(5) 3m74(+2.0)
ima kids 公認4m41(+0.5) 白井アスレチックアカデミー 市川陸協ジュニアクラブ ima kids 公認4m19(+1.3) ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ 浦安ジュニアアスリートクラブ 公認記録なし 船橋陸上クラブ 公認3m95(+1.5) 法典陸上クラブ
三田　彩楓(6) 12.95 星野　美優(6) 13.26 髙岡　真那(6) 13.34 茅根　幸咲(6) 13.38 嶋田　萌桃(6) 13.43 箕輪　彩星(5) 13.44 笠尾　渚(6) 14.34 田口　美穏(6) 14.36
我孫子市立我孫子第四小学校 GR 我孫子市立我孫子第四小学校みちるアスリートクラブ 朝陽小学校 ima kids ima kids 鰭ヶ崎小学校 野田ジュニア陸上クラブ
髙山　和花(5) 38m22 小池　真央(6) 37m42 土屋　美潤(5) 37m29 嶋田　菜那(6) 37m07 柴田　杏樹(6) 36m50 齋藤　菜柚(5) 34m56 白川　真帆(5) 30m45 日比生　希実(4) 21m44
いんばジュニア 流山市立長崎小学校 ima kids ima kids 新木小学校 いんばジュニア 市川陸協ジュニアクラブ ima kids

凡例  GR:大会記録

10月14日
共通女子ジャベリックボール

投

10月14日 共通女子走高跳

10月14日 共通女子走幅跳

10月14日
共通女子80mH

風：+1.8

10月14日
小学５年女子100m

風：+1.4

10月14日
小学６年女子100m

風：+1.4

10月14日 共通女子4X100mR

10月14日
共通男子80mH

風：+0.6

10月14日
共通男子ジャベリックボール

投

10月14日 小学４年女子100m

10月14日 共通男子4X100mR

10月14日 共通男子走高跳

10月14日 共通男子走幅跳

8位

10月14日 小学４年男子100m

10月14日
小学５年男子100m

風：+1.1

10月14日
小学６年男子100m

風：+2.0
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