
ト ラ ッ ク 審 判 長 松本　剛史

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

上原　颯夏 15.17(-1.0) 塚本　菜月 15.24(-1.0) 佐藤　鈴音 15.37(-1.1) 大窪　　紗季 15.50(-2.5) 嶋田　青空 15.60(-0.6) 土田　埜乃 15.67(-2.5) 戸部　梨花 15.69(-3.0) 田尻　優菜 15.71(-1.0)

流山市立流山小学校 小見川陸上クラブ ウイニングファーストAC 我孫子第四小学校 我孫子市立根戸小学校陸上部フジエクラブ 八街市立実住小学校 我孫子市立根戸小学校陸上部

高橋　結愛 14.06 山田　姫蘭 14.24 坂田　涼音 14.56 佐山　凛香 14.79 谷野　沙英 14.85 安藤　千結 14.87 金﨑　　美羽 14.98 岩﨑　清香 15.34

ima kids ima kids 祇園陸上クラブ ima kids 市川陸協Jｒ．クラブ 勝浦市立勝浦小学校 白井アスレチックアカデミー 印西市立大森小学校

金杉　虹杏 15.04 冨永　真姫 15.10 小林　愛菜 15.13 磯部　明音 15.19 高橋　まりな 15.21 吉川　莉子 15.26 小林　蓮佳 15.42 糟谷　知穂 15.48

ウイニングファーストAC 市原市立辰巳台西小学校 我孫子第一小学校 鎌ヶ谷陸上クラブ 富津ふれあい.Jr.陸上 浦安ジュニアアスリートクラブ 新木小学校 富津ふれあい.Jr.陸上

坂本　渚咲 13.42 宇山　理央 13.49 梶ケ谷　小春 13.91 古谷　奈々 14.02 亀山　美南 14.17 渡邉　蘭 14.20 鳩　藍良 14.32 手島　恋雪 14.33

野田ジュニア陸上クラブ みちるアスリートクラブ 八街市立八街東小学校 チーム柏 チーム柏 萩原スポーツクラブ 習志野ジュニア陸上クラブ チーム柏

畑　遥花 14.28 金子　美月 14.31 小原　　志保 14.39 磯野　美莉 14.41 田久保　愛奈 14.46 加藤　雅姫 14.54 原田　恋海 14.58

いすみ市立大原小学校 市川陸協Jｒ．クラブ 木更津市立清見台小学校 東部小学校 市原市立青葉台小学校 流山ホークアイ 市川陸協Jｒ．クラブ

椎名　恵 3:06.15 今西　紗世 3:09.22 大畑　希來 3:10.32 鶴岡　美来 3:10.56 杉山　雫 3:12.84 関根　さくら 3:14.87 大森　　美咲 3:16.29 渡邉　夏帆 3:18.17

ima kids 東葛RC チーム柏 いすみ市立大原小学校 東葛RC 野田ジュニア陸上クラブ 我孫子第四小学校 市原ＡＣ

箕輪　彩星 13.00 伊藤　麻紗 13.06 伊藤　遥香 13.24 清水　望生 13.67 里吉　遥香 13.95 小松　寧々花 14.11 西村　彩萌 14.31 磯部　多蒔 14.33

ima kids ima kids ima kids 野田市立南部小学校 クレンサアスリートクラブ ima kids 新木小学校 流山市立南流山小学校

白井アスレチックアカデミー 54.35 船橋陸上クラブ 55.29 吉岡小学校 56.13 ちはら台TFC 57.31 昭和小学校 57.36 匝瑳市立平和小学校 58.77 印西市立大森小学校 58.93 習志野ジュニア陸上クラブ 59.73
小林　　卯乃 鈴木　麗 刈田　美咲 木藤　琉碧 小嶋　栞菜 鵜殿　　亜紀 瀬川　　葉月 津々　美南
宮野原　　彩芽 米倉　あかり 田中　すみれ 鹿野　紗菜 村松　星来 松尾　　怜南 大野　　ゆうあ 惠阪　美波
伊藤　　蘭 宮野　ひらり 宍戸　優欄 林田　陽菜花 西原　葵衣 篠原　　あかね 清水　葵
笠野　　心結 真島　菜穂 佐藤　そら 井合　芽依 毛塚　千夏 江波戸　　槙 飯尾　　涼風 重田　咲嬉

後藤　友奈 1m32 緑川　スタダ 1m29 皆川　優奈 1m26 福崎　心菜 1m26 中村　藍 1m26 濤川　あのん 1m26 栗原　莉央 1m23

いすみ市立大原小学校 萩原スポーツクラブ 市原市立国分寺台西小学校 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 旭市立嚶鳴小学校 成田陸上クラブ

仁科　寿音 1m23

我孫子市立湖北台東小学校

長谷川　愛良 4m84(+4.1) 飯島　香撫 4m64(+3.2) 美代　妃美莉 4m40(+1.3) 上原　凜音 4m19(+1.1) 髙梨　　帆南 4m15(+5.3) 田尻　帆菜海 4m07(+2.4) 白鳥　琴女 4m06(+3.5) 小笠原　花音 4m04(+2.3)

ima kids 公認4m58(+1.9) ima kids 公認4m63(+0.3) みちるアスリートクラブ 流山市立流山小学校 勝浦市立勝浦小学校 公認記録なし 浦安ジュニアアスリートクラブ 公認3m95(+0.7) 白子町立関小学校 公認3m61(+1.4) クレンサアスリートクラブ 公認3m89(+1.5)

飯島　瑠菜 42m81 髙山　和花 40m56 土屋　美潤 39m61 齋藤　菜柚 38m90 高田　芽生 38m46 白川　真帆 37m29 清田　　夢叶 37m09 小林　優衣 32m25

旭市立中央小学校 いんばジュニア ima kids いんばジュニア 習志野ジュニア陸上クラブ 市川陸協Jｒ．クラブ 印西市立大森小学校 銚子陸上クラブ
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7月15日
５年100m(Ｂ決勝)

風：-2.7

7月15日
５年100m(Ａ決勝)

風：-1.9

7月15日
６年100m(Ｂ決勝)

風：-1.1

7月15日 ジャベリックボール投

7月15日
６年100m(Ａ決勝)

風：-2.4

7月15日 1000m

7月15日 4X100mR

7月15日
８０ｍH
風：-2.0

7月15日 走高跳

7月15日 走幅跳


