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日付 種目

村上　颯太朗 12.21(+0.9) 松本　亮 12.96(+2.7) 川口　ムサ慧 13.01(+2.5) 岡田　蒼太 13.16(+1.3) 磯田　侑大 13.30(+0.3) 藤田　誠羅 13.52(+2.0) 飛田　真央人 13.55(+0.3) 榎本　悠暉 13.59(+2.9)
みちるアスリートクラブ 我孫子市立高野山小学校 野田ジュニア陸上クラブ ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ 我孫子市立新木小学校 野田ジュニア陸上クラブ 成田陸上クラブ 幸はやぶさ陸上クラブ
岡田　駿平 15.04(+0.7) 久富　優司朗 16.33(+0.7) 程田　尚樹 16.53(+0.7) 熊田　創一郎 16.65(+0.7) 小谷　恭平 22.36(+0.7) 大城　元侍 22.96(+0.7)
我孫子市立新木小学校 我孫子市立新木小学校 我孫子市立高野山小学校 我孫子市立湖北台東小学校 我孫子市立高野山小学校 市原市立姉崎小学校
大山　翔汰 1m37 石垣　海人 1m37 北嶋　潤大 1m31 坂内　琢真 1m28 石井　雄梧 1m25 永田　快翔 1m20 喜久永　陽斗 1m15
白井アスレチックアカデミー 朝陽クラブ 市原市立姉崎小学校 市原市立姉崎小学校 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 我孫子市立新木小学校
林　佑有 4m90(+2.1) 村田　遼介 4m73(+2.1) 林　　海里 4m69(+1.1) 津嘉田　凰汰 4m66(+0.6) 鈴木　優輔 4m49(+0.7) 高野　蓮 4m49(+1.0) 鈴木　　大翔 4m47(+1.8)
ima kids 公認4m64(+0.9) 白井アスレチックアカデミー 公認4m70(+0.8) 市川陸協Ｊｒ．クラブ ima kids いんばジュニア 小見川陸上クラブ 市川陸協Ｊｒ．クラブ

田伏　兜真 4m69(+1.0)
みちるアスリートクラブ

髙橋　一希 47m17 西　健良 45m45 坂東　翔琉 45m40 中村　瑛成 43m52 綿　勇人 40m38 小池　大晟 40m17 鳥居　拓斗 36m11 西村　蒼海 34m08
我孫子市立新木小学校 我孫子市立高野山小学校 いんばジュニア 我孫子市立高野山小学校 いんばジュニア 我孫子市立高野山小学校 我孫子市立高野山小学校 市原市立姉崎小学校
山﨑　蒼海 12.78(+1.0) 伊藤　優亜 13.11(+2.7) 塚本　菜月 13.54(+2.7) 枝澤　百音 13.78(+2.7) 太田　七晴 13.98(+2.7) 土田　埜乃 14.00(+2.9) 佐藤　鈴音 14.04(+1.0) 髙橋　あおい 14.14(+2.2)
ima kids ima kids 小見川陸上クラブ 成田吾妻ミラクルクラブ 野田ジュニア陸上クラブ フジエクラブ ウイニングファーストAC 我孫子市立我孫子第四小学校
篠原　みゆ 13.65(+1.4) 二階堂　歩美 14.87(+1.4) 松岡　優芽 15.20(+0.5) 入澤　千華 15.50(+0.5) 伊能勢　美稀 15.88(+1.4) 田村　葉音 16.17(+0.5) 遠藤　　莉乃 16.40(+0.5) 砂守　一吹 16.47(+1.4)
ima kids MISUMI 我孫子市立高野山小学校 我孫子市立新木小学校 我孫子市立新木小学校 我孫子市立湖北台東小学校 成田吾妻ミラクルクラブ 我孫子市立高野山小学校
白野　奏来 1m29 升野　紗彩 1m26 亀里　優華 1m23 石井　怜那 1m20 武田　柚暖 1m15 ベジェロン　舞愛 1m10
白井アスレチックアカデミー 我孫子市立新木小学校 我孫子市立新木小学校 いんばジュニア 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

児嶋　ひなた 1m20 鈴木　愛理 1m10
白井アスレチックアカデミー ACさんむ

市川　結唯 4m61(+1.1) 原　佑奈 4m48(+0.9) 関本　晴加 4m39(+1.2) 小名木　奏楽 4m22(+2.3) 中條　瑠奈 4m06(+0.6) 横山　麻耶 3m98(+1.6) 堀川　結愛 3m96(+1.3) 大野　夏楓 3m84(+0.4)
ima kids チーム柏 みちるアスリートクラブ いんばジュニア 公認4m05(+1.5) 白井アスレチックアカデミー 野田市立柳沢小学校 ima kids ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ
加藤　有砂 42m75 高野　友楠 39m59 羽田野　芽実 36m30 山口　瑠々 33m13 後藤　明芭 32m20 菊地　優乃 31m02 星合　美幸 29m33 小野寺　美袖 28m97
いんばジュニア いんばジュニア 我孫子市立湖北台東小学校 我孫子市立湖北台東小学校 我孫子市立高野山小学校 ちはら台ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ 市原市立姉崎小学校 我孫子市立新木小学校
和田　唯斗 14.23(+0.9) 川本　彪春 16.12(+0.9) 日沼　実瀬 16.19(+0.9)
白井アスレチックアカデミー 市原AC 市原AC
工藤　桜萌 14.68(+1.0) 松本　理子 15.65(+1.0) 山本　心愛 16.48(+1.0)
白井アスレチックアカデミー 市原AC 朝陽クラブ
白井アスレチックアカデミー 53.86 市原AC　Ａ 57.98 市原AC　Ｂ 58.58 朝陽クラブ 59.92
佐々木　杏 中野　優星 新倉　望華 興田　夏瑚
武田　珊瑚 堀内　凜乃 上舞　彩心 大森　和人
横尾　奏輔 保坂　知穂 若林　青 山下　明美
並木　秀磨 齋藤　寛斗 吉野　滉洋 麻野　輝
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"日清食品カップ"千葉県小学生陸上競技交流大会2020 【120004】
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】  2020/10/18 ～ 2020/10/18
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