
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 21 12 0311

競技場コード 121010
種目

佐々木 洸成 (5) 14.05 石橋 朔太郎 (5) 14.11 安藤 光太郎 (5) 14.28 佐藤 瑛太 (5) 14.36 金田 旬平 (5) 14.75 野口 大輔 (5) 14.77 阿部 奏音 (5) 14.84 宇内 遥輝 (5) 14.98
みちるAC GR(-2.9) 東葛RC GR(-3.9) ima kids GR(-1.6) SAA GR(-2.4) ちはら台TFC (-2.6) チーム柏 (-1.1) いんばジュニア (-2.6) 轟AC (-4.0)

村上 颯太朗 (1) 11.69 岡澤 凜併 (1) 12.20 後藤 大樹 (6) 12.59 岡田 蒼太 (1) 12.77 小手 柊和 (1) 12.79 秋山 煌太 (1) 12.88 岩井 和人 (1) 12.93 磯田 侑大 (1) 12.96
みちるAC GR(-1.5) 土気南中 GR(-2.5) ima kids (-1.7) ちはら台南中 (0.0) SAA (-1.5) 市川四中 (-2.1) 村上中 (-1.5) 成田高付中 (-3.2)
加瀬 唯翔 (1) 2:50.74 佐々木 虎太郎 (1) 2:53.54 門馬 充希 (1) 3:00.94 吉野 滉洋 (1) 3:02.04 小石沢 大翔 (6) 3:03.14 日置 琥大郎 (1) 3:03.22 根上 漣 (6) 3:03.36 浅海 太勇 (6) 3:03.74
旭一中 GR SAA GR 御滝中 ちはら台西 野田ジュニア陸上クラブ 君津ＭＳＣＲＣ 東葛RC 君津ＭＳＣＲＣ

大木 千宙 (6) 13.34 青木 瑠惟 (1) 13.50 小野寺 宙 (6) 13.52 千葉 蒼真 (1) 13.69 櫻井 敦喜 (1) 14.03 石井 潤 (6) 14.54 岡野 丈 (5) 14.65 青木 琉煌 (5) 14.73
ima kids GR(-1.6) 東邦大東邦中 GR(-1.6) ima kids GR(-2.4) 東邦大東邦中 GR(-2.4) 東邦大東邦中 (-1.6) 海神JAC (-2.4) ima kids (-1.6) ima kids (-2.4)
市川四中 48.52 みちるAC 49.01 SAA 49.30 土気南中 49.46 ima kids 50.12 東邦大東邦中 52.19 轟AC 52.86 新松戸南中 53.16
土井 翔雅 (1) 田伏 兜真 (1) 和田 唯斗 (1) 渡邉 岳 (1) 大木 千宙 (6) 櫻井 敦喜 (1) 寺田 陸大 (6) 市川 大惺 (1)

桝崎 吾人 (1) 村上 颯太朗 (1) 室田 亜沙斗 (1) 畠山 大輝 (1) 津嘉田 凰汰 (1) 青木 瑠惟 (1) 大島 伊織 (6) 横田 夢生 (1)

小西 創太 (1) 松井 一真 (1) 横尾 奏輔 (1) 中村 太陽 (1) 内山 直樹 (1) 千葉 蒼真 (1) 植草 結人 (6) 牧野 稜平 (1)

秋山 煌太 (1) 田山 蒼空 (6) 小手 柊和 (1) 岡澤 凜併 (1) 後藤 大樹 (6) 細野 琥白 (1) 簗瀬 大葵 (6) 原田 匠 (1)

端野 遼 (6) 1m29 井川 結貴 (1) 1m20
浦安ジュニア 市川四中
廣瀬 和真 (1) 5m59 田伏 兜真 (1) 5m50 津嘉田 凰汰 (1) 5m31 土井 翔雅 (1) 5m23 中村 太陽 (1) 5m19 内山 直樹 (1) 5m00 上島 諒芽 (1) 4m95 林 佑有 (1) 4m89

轟AC (+3.1) みちるAC GR (+0.8) ima kids (+2.1) 市川四中 (+2.8) 土気南中 GR (+0.9) ima kids (+1.7) 村上中 (+3.0) 東庄中 (+1.2)
鈴丸 悠 (1) 50m98 若月 大葵 (1) 44m56 内堀 宙紀 (6) 43m42 神山 恵大 (4) 41m29 大木 涼平 (4) 34m73 五十嵐 由翔 (5) 33m40 森岡 力 (1) 31m78 新津 勇真 (5) 31m56
市川四中 轟AC 長者小 いんばジュニア ima kids 海神JAC 市川四中 ima kids

共通80mH:高さ0.700m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ7.00m　台数9台　スタートから1台目 13m　9台目からﾌｨﾆｯｼｭ 11m

GR:大会新 審判長　隅坂　道昭(ﾄﾗｯｸ)　吉原　　廣(ﾌｨｰﾙﾄﾞ)　門目　　誠(招集所） 記録主任　矢野　隆照
気象記録

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
9:30 晴 28.5 60 3.7 南西
10:00 晴 29.5 58 3.3 南南西
11:00 晴 30.0 53 2.4 南南西
12:00 晴 30.5 47 2.9 南南西
13:00 晴 30.5 46 1.3 南南西
14:00 曇 30.5 46 2.4 南南西
15:00 晴 29.5 49 2.5 南南西
15:30 晴 29.0 51 2.4 南南西

風速(ｍ)
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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 21 12 0311

競技場コード 121010
種目

青木 愛莉 (5) 14.79 比嘉 杏奈 (5) 15.03 伊辺 來未 (5) 15.15 久家 凛花 (5) 15.17 鈴木 綾乃 (5) 15.29 浮貝 幸歩 (4) 15.29 石井 緩奈 (5) 15.31 伊東 那華 (5) 15.32
ima kids (-1.5) みちるAC (-1.7) ちはら台TFC (-1.5) チーム柏 (-2.0) 小見川陸上クラブ (+0.6) ima kids (-0.4) ima kids (-1.6) 富津Ｆ．Ｊｒ陸上 (-2.0)
伊藤 優亜 (1) 12.68 山﨑 蒼海 (1) 12.94 HASSEN AMARU (6) 13.27 西山 凛星 (6) 13.45 武田 珊瑚 (1) 13.62 塚本 菜月 (1) 13.91 垣添 彩芽 (1) 14.04 森田 雪香 (1) 14.16
ima kids GR(-2.6) ima kids GR(-0.6) みちるAC GR(-0.5) ima kids GR(+0.4) SAA (-0.5) 小見川中 (+0.4) AccelTC (-1.8) AccelTC (-2.7)
椎名 美月 (1) 3:02.66 弦巻 心遥 (1) 3:05.97 保坂 知穂 (1) 3:06.53 安西 樹珠 (1) 3:11.23 石川 未遥 (6) 3:14.91 加藤 真緒 (1) 3:16.07 飯島 菜生 (6) 3:16.45 長塚 結南 (6) 3:17.58

光中 GR 湖北中 五井中 富津Ｆ．Ｊｒ陸上 フジエクラブ 下貝塚中  SRC 東葛RC
齋藤 菜々佳 (6) 13.66 鶴岡 美佑 (6) 14.02 渡邉 紗季 (1) 14.07 篠原 みゆ (1) 14.53 平田 喜穂 (6) 14.66 柴田 理央 (1) 14.92 関根 理桜 (1) 15.44 田中 さくら (6) 15.51
ima kids (-2.0) 大原小 (-2.0) みちるAC (-0.5) 村上東中 (-2.0) 野田ジュニア陸上クラブ (-0.5) 東邦大東邦中 (-0.5) 東邦大東邦中 (-2.0) 吾妻ミラクル (-0.5)
ima kids 50.25 富津Ｆ．Ｊｒ陸上 A 55.26 太田中 56.33 東邦大東邦中 57.16 AccelTC A 57.61 吾妻ミラクル A 58.23 富津Ｆ．Ｊｒ陸上 B 59.03 新松戸南中 59.32
市川 結唯 (1) GR 清水 結衣 (1) 三山 珉志 (1) 柳 結姫 (1) 垣添 彩芽 (1) 田中 さくら (6) 荒河 季色 (5) 石坂 莉亜 (1)

西山 凛星 (6) 安西 樹珠 (1) 鈴木 美羽 (1) 関根 理桜 (1) 森田 雪香 (1) 小川 彩花 (6) 吉澤 凜 (6) 菅沼 青嶺 (1)

山﨑 蒼海 (1) 伊東 由晏 (1) 真板 花菜 (1) 柴田 理央 (1) 佐藤 みのり (6) 春山 結衣 (6) 伊藤 莉愛 (6) 大堀 結衣 (1)

伊藤 優亜 (1) 伊藤 夏樹 (1) 杉山 愛実 (1) 佐藤 花音 (1) 海保 寧々 (6) 岡山 葵衣 (5) 伊東 那華 (5) 勝又 美南 (1)

牧野 結彩 (1) 1m40 白野 奏来 (1) 1m35 日野口 美桜 (6) 1m29 清水 柚来 (1) 1m23 井上 梨奈 (6) 1m23 勝又 美南 (1) 1m20 杉野 愛実 (6) 1m20 星野 真優 (1) 1m15
太田中 SAA SAA 印旛中 SAA 新松戸南中 SAA 五井中

市川 結唯 (1) 4m68 関本 晴加 (1) 4m54 小名木 奏楽 (1) 4m50 平野 いろは (6) 4m45 井髙 優有愛 (1) 4m44 伊東 由晏 (1) 4m44 山口 由衣 (6) 4m23 櫻井 百花 (1) 4m19
ima kids (+2.0) みちるAC (+2.1) 印旛中 (+0.6) ima kids (+1.9) 鋸南中 (+0.9) 富津Ｆ．Ｊｒ陸上 (+0.8) 茂原東部小 (-0.2) 市川四中 (+1.7)
河野 光花 (6) 36m58 藤谷 詞葉 (1) 34m20 阪口 心彩 (6) 31m25 村山 由莉 (6) 30m93 武内 美鈴 (4) 29m59 吉川 絢菜 (4) 29m54 佐藤 心花 (5) 28m20 佐藤 みのり (6) 23m94

浦安ジュニア 市川四中 ima kids 浦安ジュニア 野田ジュニア陸上クラブ いんばジュニア ima kids AccelTC
共通80mH:高さ0.700m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ7.00m　台数9台　スタートから1台目 13m　9台目からﾌｨﾆｯｼｭ 11m

審判長　隅坂　道昭(ﾄﾗｯｸ)　吉原　 廣(ﾌｨｰﾙﾄﾞ)　門目　　誠(招集所) 記録主任　矢野　隆照
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