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跳 躍 審 判 長 立澤　勇

投 て き 審 判 長 立澤　勇

記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

林　佑有 14.68(-2.3) 山田　琉生 14.75(-3.1) 辻　航生 14.89(-2.8) 中野　煌誠 15.05(-2.3) 塘　六偉人 15.14(-1.8) 高野　蓮 15.18(-2.2) 渡邊　璃久 15.28(-0.8) 関　絆人 15.38(-3.3)

ima kids 浦安ジュニアアスリートクラブ 昭和小学校 長生村立高根小学校 流山市立江戸川台小学校 銚子陸上クラブ みちるアスリートクラブ 市川陸協Jｒ．クラブ

前田　拓輝 13.47 ハッサン　アイマーヌ 13.52 福知　聖也 14.23 篠原　輝 14.44 舘　侑規 14.51 藤平　庵慈 14.65 水上　琥 14.67 小松　悠稀 14.71

酒々井クラブ みちるアスリートクラブ 八街市立実住小学校 クレンサアスリートクラブ 流山市立江戸川台小学校 フジエクラブ 袖ケ浦市立長浦小学校 FULL SPEED

布留川　慧大 14.48 藤田　一波 14.86 東間　亮太 14.98 新保　光輔 15.00 植木　琥生 15.00 柏原　　陸人 15.01 郡司　晴輝 15.19 角　龍弥 15.25

ＡＣさんむ 野田ジュニア陸上クラブ 一松小学校 船橋陸上クラブ 銚子陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 我孫子第二小学校 浦安ジュニアアスリートクラブ

栗原　青空 12.67 福田　孝汰 12.75 水上　信之介 13.17 本間　蓮 13.28 井上　太雅 13.37 秋山　優吾 13.55 早園　蓮 13.64 對馬　玲 13.71

チーム柏 我孫子市立湖北小学校 野田ジュニア陸上クラブ 館山ジュニア陸上クラブ 西志津小学校 ＡＣさんむ 市原市立有秋東小学校 みちるアスリートクラブ

柄澤　修太 13.42 中村　康太朗 13.44 鈴木　涼太 13.45 加瀬　凛太郎 13.55 村松　昴弥 13.59 中山　育真 13.63 崎山　隆 13.74 市川　賢太郎 13.78

みちるアスリートクラブ 市原市立湿津小学校 みちるアスリートクラブ ＡＣさんむ 木更津市立木更津第一小学校市原市立牛久小学校 旭市立琴田小学校 銚子陸上クラブ

松村　達也 3:04.93 櫻井　陸斗 3:07.12 小杉　啓 3:07.49 白井　　壮汰 3:07.97 田中　夢大 3:08.43 内田　温規 3:08.47 河嶋　晃汰 3:08.85 武藤　空多 3:09.00

土気アスリートクラブ 四街道市立大日小学校 白井アスレチックアカデミー 我孫子第四小学校 市川陸協Jｒ．クラブ 野田ジュニア陸上クラブ みちるアスリートクラブ 市原ＡＣ

松本　來斗 13.09 深山　侑詩 13.22 松倉　秀真 13.30 福富　惇太朗 13.41 杉田　大和 13.43 黒崎　竣太 13.46 永井　駿丞 13.49 吉川　弘晟 13.68

チーム柏 我孫子市立湖北小学校 長生村立高根小学校 四街道市立栗山小学校 野田市立東部小学校 我孫子市立根戸小学校陸上部昭和小学校 いんばジュニア

白井アスレチックアカデミー 52.01 八街市立八街東小学校 52.29 袖ケ浦市立長浦小学校 53.88 四街道市立和良比小学校 54.86 長南町立長南小学校 55.92 流山市立南流山小学校 56.71 八街市立実住小学校 57.00 法典陸上クラブ 57.54
竹本　　磨生 根本　　颯斗 横瀬　達哉 上田　峻平 城風　　孔明 佐藤　巧望 池田　新 福井　啓太
岩田　　竜虎 山口　翔太 久野　幸大 平　誠太朗 白井　　悠雅 奥平　琉空 髙松　柊斗 浅沼　魁一
中島　　勇大 川島　一真 大平　悠真 小澤　雄真 田村　　愛翔 岩渕　凜 加藤　政樹 清水　優和
笹　　優輝 田中　芭空 羽鳥　陽紀 柵木　駿飛 鈴木　　海太　 森田　悠 越川　晴葵 石本　一登

髙木　裕太 1m40 鵜澤　光佑 1m40 水上　はる 1m37 伊達　海人 1m34 島田　真嘉 1m31 平野　巧稀 1m31 池上　大翔 1m31 髙橋　慶多 1m31

昭和小学校 みちるアスリートクラブ 習志野NBS 白子町立関小学校 旭市立富浦小学校 ima kids 習志野ジュニア陸上クラブ 五郷小学校

篠野宮　希歩 5m05(+0.1) 伊藤　佑希 5m01(+0.6) 五十嵐　智大 4m74(+2.9) 齋藤　悠太郎 4m57(+0.9) 塩谷　旺生 4m50(+2.9) タネル　龍志 4m48(+1.9) 寺田　　雄太郎 4m42(+1.4) 武岡　世航 4m42(-1.1)

流山市立鰭ヶ崎小学校 ima kids いんばジュニア 公認4m14(+1.6) いんばジュニア 習志野ジュニア陸上クラブ 公認4m34(+0.1) みちるアスリートクラブ 我孫子第四小学校 浦安ジュニアアスリートクラブ

菊池　琉一 55m71 大江　陽斗 51m98 石井　智惺 47m57 工藤　颯太 47m51 成井　聡 45m48 竹内　俊輔 45m02 宮下　輝一 43m74 須田　健太 43m61

市原市立国分寺台西小学校 いんばジュニア 成田高等学校付属小学校 東部小学校 我孫子第二小学校 我孫子第一小学校 ima kids 流山市立江戸川台小学校

第３４回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】　　　　　　　　　　　　　　男子決勝一覧表
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7月15日 ４年100m

7月15日
５年100m(Ｂ決勝)

風：-2.6

7月15日
５年100m(Ａ決勝)

風：-2.5

7月15日
６年100m(Ｂ決勝)

風：-1.9

7月15日
６年100m(Ａ決勝)

風：-1.6

7月15日 1000m

7月15日 ジャベリックボール投

7月15日
８０ｍH
風：-1.5

7月15日 4X100mR

7月15日 走高跳

7月15日 走幅跳


