
No 1
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 14120311 千葉県小中学校体育連盟陸競技部
競技場コード 121010

種目
４年男子100m 石井　蒼大 (4) 15.06 長澤　健太 (4) 15.73 木村　聡冶 (4) 15.89 渡邊　颯太 (4) 16.27 平野　誠也 (4) 17.17 佐藤　佑磨 (4) 17.27 森　春輝 (4) 17.99 山口　竜平 (4) 18.52

予選1組(+0.9) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.9) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (+0.9) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.9) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.9) 旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.9) 我孫子市立 根戸小学校 (+0.9) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.9) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.9)
４年男子100m 盛定　颯太 (4) 15.20 黒川　龍磨 (4) 16.19 北見　柊介 (4) 16.61 大塚　源代 (4) 16.97 平野　雄梧 (4) 16.98 坂本　翔 (4) 17.22 古賀　諒平 (4) 18.17

予選2組(+0.5) 新木小学校AC (+0.5) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5) 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5) 新木小学校AC (+0.5) ima kids (+0.5) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5)
４年男子100m 海老根　優大 (4) 14.55 小林　煌輝 (4) 15.67 菅澤　和裟 (4) 17.18 酒匂　康大 (4) 17.34 瀧口　優貴 (4) 17.44 横手　準平 (4) 18.32

予選3組(+1.4) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+1.4) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (+1.4) 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ (+1.4) 我孫子市立 根戸小学校 (+1.4) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.4) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.4)
４年男子100m 古堅　優生 (4) 15.04 宮部　太智 (4) 15.59 塚平　海 (4) 17.05 佐藤　匠馬 (4) 17.11 大坂　悠人 (4) 17.57 西山　将良 (4) 18.01

予選4組(+0.9) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.9) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.9) 我孫子市立 根戸小学校 (+0.9) ima kids (+0.9) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.9) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.9)
４年男子100m 芹川　和秀 (4) 14.95 村山　勝哉 (4) 15.42 山口　幸樹 (4) 15.87 久保　奏希 (4) 16.21 北川　雄太 (4) 18.31 三浦　瞳弥 (4) 18.36 中村　将希 (4) 18.56

予選5組(+0.2) ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.2) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.2) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2) ちはら台ﾄﾗｯｸ&ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ (+0.2) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2)
４年男子100m 細越　竜之介 (4) 15.38 出井　雅大 (4) 16.04 濱口　泰斗 (4) 16.17 山下　裕貴 (4) 16.46 秋本　将希 (4) 16.73 大森　優汰 (4) 16.90 佐藤　克成 (4) 18.38 小谷　知輝 (4) 18.54

予選6組(+0.1) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.1) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (+0.1) ちはら台ﾄﾗｯｸ&ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ (+0.1) 我孫子市立 根戸小学校 (+0.1) 新木小学校AC (+0.1) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.1) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.1) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.1)
４年男子100m 澁谷　友風 (4) 15.82 高橋　優空 (4) 16.41 坂巻　亮太 (4) 17.25 福島　怜 (4) 17.79 田村　和也 (4) 17.95

予選7組(+0.3) 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 新木小学校AC (+0.3) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3)
５年100m 浅倉　聡太 (5) 14.55 山崎　太耀 (5) 14.83 西倉　智広 (5) 15.74 水津　雄貴 (5) 16.13 三浦　優杏 (5) 16.74 黒坂　樹生 (5) 16.92 望月　遥稀 (5) 17.37

予選1組(+0.9) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.9) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.9) 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.9) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.9) ちはら台ﾄﾗｯｸ&ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ (+0.9) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.9) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.9)
５年100m 平柳　陽輝 (5) 15.01 伊藤　隼人 (5) 15.03 鎌田　陽大 (5) 15.38 井出　将人 (5) 15.93 金島　弘将 (5) 16.13 平山　遥斗 (5) 17.46 金井　亮太 (5) 18.21

予選2組(0.0) 館山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (0.0) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (0.0) 轟ｱｽﾚﾁｯｸｽ･ｺﾐｯﾄ (0.0) 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ (0.0) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (0.0) いんばｼﾞｭﾆｱ (0.0) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (0.0)
５年100m 平野　暁大 (5) 14.16 酒匂　康輝 (5) 14.20 川﨑　龍健 (5) 14.87 窪田　康希 (5) 16.70 間宮　大翔 (5) 17.23 國井　正文 (5) 17.69 坂巻　健太 (5) 18.74

予選3組(+1.7) 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ (+1.7) 我孫子市立 根戸小学校 (+1.7) 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+1.7) 湖北小学校 (+1.7) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (+1.7) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.7) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.7)
５年100m 佐藤　鈴音 (5) 14.68 伏田　智思 (5) 15.02 石井　景梧 (5) 16.24 篠　大輔 (5) 16.41 川沼　航太 (5) 16.71 井上　大樹 (5) 16.72 板倉　匠 (5) 16.98

予選4組(+1.3) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.3) 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ (+1.3) いんばｼﾞｭﾆｱ (+1.3) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (+1.3) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.3) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.3) ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+1.3)
５年100m 阿部　竜希 (5) 14.01 菅沼　光咲 (5) 14.76 宮崎　桂一 (5) 15.78 髙岡　勇翔 (5) 15.96 渡邉　大和 (5) 16.06 中田　誠也 (5) 16.94 飯島　健太 (5) 16.97 岡元　奨真 (5) 17.26

予選5組(+0.2) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.2) 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ (+0.2) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2) 轟ｱｽﾚﾁｯｸｽ･ｺﾐｯﾄ (+0.2) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2) 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2)
５年100m 鈴木　健太 (5) 14.37 齋藤　虎太郎 (5) 15.15 張間　海舞 (5) 15.49 池上　史悠 (5) 15.95 窪田　健甫 (5) 16.28 片野　晴貴 (5) 16.50 多田　登惟 (5) 16.88

予選6組(+1.6) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.6) いんばｼﾞｭﾆｱ (+1.6) 新木小学校AC (+1.6) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.6) 湖北小学校 (+1.6) いんばｼﾞｭﾆｱ (+1.6) 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ (+1.6)
５年100m 網代　康汰 (5) 13.92 本木　拓海 (5) 15.13 長谷川　利玖 (5) 16.21 金子　真也 (5) 17.34 中山　大翔 (5) 17.94

予選7組(+0.5) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.5) 成田陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5)
５年100m 小椋　翔太 (5) 14.66 井上　峻 (5) 15.52 本田　悠人 (5) 15.54 三田　悠斗 (5) 16.02 坂本　崇馬 (5) 19.18 猪狩　晴輝 (5) 19.24

予選8組(+0.5) 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (+0.5) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5) 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ (+0.5) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5)
６年100m 中山　隼 (6) 13.09 細根　琉生 (6) 13.93 山本　涼介 (6) 14.35 皆川　稜真 (6) 14.59 岩田　輝維 (6) 15.15 星野　哲平 (6) 15.75

予選1組(+0.1) 館山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.1) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.1) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.1) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.1) 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.1) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.1)
６年100m 秋本　皐汰 (6) 13.50 坪井　健介 (6) 13.80 林　陸人 (6) 14.09 石井　駿将 (6) 14.33 山下　航平 (6) 16.05 古賀　健太郎 (6) 16.40

予選2組(+0.6) 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ (+0.6) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.6) ｳｲﾆﾝｸﾞﾌｧｰｽﾄAC (+0.6) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.6) 轟ｱｽﾚﾁｯｸｽ･ｺﾐｯﾄ (+0.6) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.6)
６年100m 村山　翼空 (6) 13.16 西岡　功騎 (6) 13.31 須貝　夢一郎 (6) 13.69 三井　暖 (6) 13.95 梅原　海斗 (6) 14.20 林　生吹 (6) 16.44 佐藤　光 (6) 17.75

予選3組(+0.4) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.4) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.4) 中川ｸﾗﾌﾞ (+0.4) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.4) 我孫子第四小学校 (+0.4) ima kids (+0.4) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.4)
６年100m 小池　素輝 (6) 12.59 安藤　雄晟 (6) 13.29 関根　進吾 (6) 13.47 加曽利　拓真 (6) 14.65 矢野　秀斗 (6) 14.82 古舘　滉太 (6) 16.10

予選4組(+1.3) ﾕｰｶﾘが丘ｸﾗﾌﾞ (+1.3) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.3) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.3) 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ (+1.3) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+1.3) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.3)
６年100m 今野　竜誠 (6) 13.28 石崎　凌平 (6) 13.46 多田　俊輔 (6) 13.83 本宮　壮琉 (6) 14.39 高橋　開 (6) 15.08 大関　凌平 (6) 15.68

予選5組(+0.5) 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ (+0.5) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.5) 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5) 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.5)
６年100m 飯塚　力太 (6) 13.36 篠原　侑樹 (6) 13.55 大塚　翔太 (6) 13.60 久古　翔大 (6) 13.71 増田　航輝 (6) 14.40 安永　瑛飛 (6) 14.95 金島　弘聖 (6) 15.40

予選6組(+1.2) 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.2) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+1.2) 旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.2) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+1.2) 我孫子市立 根戸小学校 (+1.2) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.2) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.2)
６年100m 藤原　寛人 (6) 13.78 上田　颯雅 (6) 13.93 吉田　昂生 (6) 14.31 佐々木　駿 (6) 14.40 赤池　大翔 (6) 15.39 渡部　竣 (6) 16.15 小嶋　颯馬 (6) 16.80

予選7組(+0.2) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.2) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.2) 我孫子第四小学校 (+0.2) 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2) 旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2)

2位1位 8位5位 6位 7位

記録一覧表（男子）
平成２６年１０月１２日（日）

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

4位3位

第９回千葉キッズ陸上競技大会

審判長　中田　勝偉(トラック）　吉原　廣（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）　　記録主任　黒田　泰三



No 2
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 14120311 千葉県小中学校体育連盟陸競技部
競技場コード 121010

種目 2位1位 8位5位 6位 7位

記録一覧表（男子）
平成２６年１０月１２日（日）

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

4位3位

第９回千葉キッズ陸上競技大会

共通1000m 山口　大翔 (6) 3:02.86 今谷　健人 (6) 3:05.58 鎗田　大輝 (5) 3:14.67 藤井　陽平 (5) 3:14.71 守　遼空 (6) 3:17.89 草間　翔瑛 (6) 3:21.47 大矢　達己 (5) 3:28.35 人見　哲也 (6) 3:30.14
決勝1組 ﾁｰﾑ柏 いんばｼﾞｭﾆｱ ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑ柏 高野山小学校 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ

9)木幡　海斗 (5) 3:32.19 10)木幡　岳斗 (5) 3:35.62 11)芦田　優太郎 (5) 3:39.26 12)奥平　匠海 (5) 3:41.58 13)稲生　一星 (5) 3:42.60 14)多川　修史 (5) 3:46.28 15)藤原　颯太 (5) 3:46.94 16)阿部　稜大 (5) 3:48.82
野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ いんばｼﾞｭﾆｱ 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 白里AC 習志野ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ

17)神作　幸輝 (5) 3:49.73 18)山中　太陽 (5) 3:52.71 19)村山　太智 (4) 3:54.94 20)小泉　雄規 (6) 3:57.47 21)竹下　聖人 (5) 4:03.41 22)山口　侑璃 (4) 4:04.18 23)高田　和樹 (4) 4:12.86 24)板倉　克樹 (4) 4:36.46
館山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 轟ｱｽﾚﾁｯｸｽ･ｺﾐｯﾄ 三島ｸﾗﾌﾞ 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ ちはら台ﾄﾗｯｸ&ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ

共通1000m 土井　紅貴 (6) 3:08.24 堂前　涼 (6) 3:12.26 鈴木　康也 (6) 3:14.97 吉田　優太 (6) 3:16.94 佐田　唯志 (5) 3:23.06 長瀬　亮 (6) 3:23.93 鎗田　光希 (5) 3:25.72 中村　碧海 (5) 3:27.86
決勝2組 いんばｼﾞｭﾆｱ ﾁｰﾑ柏 木更津ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ

9)小林　拓史 (5) 3:29.50 10)岡田　創介 (6) 3:29.98 11)大森　陸登 (6) 3:31.51 12)髙畑　爽歌 (6) 3:31.77 13)吹野　翔大 (6) 3:32.85 14)中田　恵介 (6) 3:34.78 15)伊藤　啓悟 (6) 3:36.95 16)大久保　蓮 (5) 3:40.77
白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ ﾁｰﾑ柏 旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 轟ｱｽﾚﾁｯｸｽ･ｺﾐｯﾄ ima kids 法典陸上ｸﾗﾌﾞ
17)菊地　颯人 (5) 3:40.86 18)川上　翔太 (4) 3:47.77 19)菅原　修平 (5) 3:53.29 20)仲村　拓紀 (4) 3:54.11 21)宇都宮　漣 (4) 3:57.46 22)大西　礼雅 (4) 3:57.99 23)小堀　慎太 (5) 4:22.89
轟ｱｽﾚﾁｯｸｽ･ｺﾐｯﾄ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 三島ｸﾗﾌﾞ

共通1000m 佐々木　爽多 (6) 3:03.20 林　洸也 (6) 3:07.37 橘　周磨 (6) 3:11.08 岡田　爽希 (6) 3:14.33 日比　海斗 (5) 3:16.19 最首　陽斗 (6) 3:18.62 今井　歩音 (5) 3:25.39 齋藤　颯梧 (5) 3:26.65
決勝3組 ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑ柏 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ いんばｼﾞｭﾆｱ

9)山﨑　航大 (6) 3:29.61 10)森　航太 (6) 3:30.86 11)堀田　龍生 (5) 3:33.44 12)那須　智太 (5) 3:35.19 13)佐藤　瑠城 (5) 3:37.13 14)矢野　武史 (5) 3:39.27 15)村中　大河 (5) 3:48.06 16)原田　来来 (4) 3:49.28
船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 館山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 高柳ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

17)十文字　海智 (4) 3:50.28 18)横幕　勘吉 (6) 3:50.67 19)古屋　優斗 (5) 3:57.54 20)萩本　桐也 (4) 3:59.98 21)真板　大次郎 (5) 4:31.07
幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 三島ｸﾗﾌﾞ

共通80mH 並木　大介 (6) 14.43 野田　康介 (5) 14.63 大久保　陸 (6) 16.59 武田　康太郎 (5) 16.75 田久保　蒼汰 (5) 16.99 野田　玄海 (5) 18.97 岡嶋　克海 (4) 20.14
予選1組(+2.1) ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ (+2.1) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+2.1) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+2.1) 習志野ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ (+2.1) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+2.1) 新木小学校AC (+2.1) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+2.1)

共通80mH 石原　匠 (6) 13.39 林　太一 (6) 13.60 櫻井　誓 (6) 14.37 齋藤　夢大 (5) 15.49 水戸部　吉航 (4) 18.68
予選2組(+1.3) 新木小学校AC (+1.3) 旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.3) 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ (+1.3) 新木小学校AC (+1.3) 我孫子第四小学校 (+1.3)

共通80mH 荒木　翔夢 (6) 13.13 逢阪　健 (6) 13.43 花輪　大地 (5) 14.89 阿部　竜也 (5) 15.20 堀井　渚生 (5) 15.37 越川　大輝 (6) 15.76 鈴木　皇我 (5) 17.76
予選3組(+0.7) 新木小学校AC (+0.7) 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.7) 新木小学校AC (+0.7) 新木小学校AC (+0.7) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.7) 旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.7) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.7)

共通80mH 安達　海渡 (6) 12.79 日野　洸志 (6) 13.62 武仲　脩 (6) 15.36 春原　史 (5) 15.62 久芳　大悟 (6) 17.24 八木　辰之輔 (4) 17.47 中　佑希 (4) 17.93
予選4組(0.0) 新木小学校AC (0.0) 我孫子市立 根戸小学校 (0.0) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (0.0) 我孫子第四小学校 (0.0) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (0.0) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (0.0) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (0.0)

共通80mH 志村　大貴 (6) 12.38 成嶋　弘斗 (5) 13.97 篠塚　浩斗 (5) 14.59 中村　恵介 (6) 14.68 矢島　伶恩 (5) 15.84 高橋　大和 (5) 17.39 大森　由翔 (5) 18.59
予選5組(-0.4) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-0.4) 新木小学校AC (-0.4) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (-0.4) 我孫子市立 根戸小学校 (-0.4) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (-0.4) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (-0.4) 我孫子第四小学校 (-0.4)

共通4X100mR 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 52.91 我孫子第四小学校 55.03 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 55.22 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 57.80 ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞB 59.62 流山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 1:00.27 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 1:08.05
予選１組 村山　翼空 (6) 吉田　昂生 (6) 浅倉　聡太 (5) 木幡　岳斗 (5) 山崎　太耀 (5) 髙橋　良輔 (6) 井出　将人 (5)

石井　駿将 (6) 梅原　海斗 (6) 本宮　壮琉 (6) 小椋　翔太 (5) 山口　幸樹 (4) 玉城　瑚舶 (6) 橋本　直哉 (5)
三井　暖 (6) 飯塚　悟 (6) 篠塚　浩斗 (5) 木幡　海斗 (5) 宮部　太智 (4) 大八木　和幹 (6) 多田　登惟 (5)

関根　進吾 (6) 田口　将太郎 (6) 安藤　雄晟 (6) 飯塚　力太 (6) 海老根　優大 (4) 近藤　汰一 (6) 菅澤　和裟 (4)
共通4X100mR ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA 51.39 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 52.11 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ 53.40 新木小学校AC 53.68 旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 56.05 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 56.96 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 57.92 轟ｱｽﾚﾁｯｸｽ・ｺﾐｯﾄ 1:03.11

予選２組 西岡　功騎 (6) 石崎　凌平 (6) 加曽利　拓真 (6) 荒木　翔夢 (6) 林　太一 (6) 西倉　智広 (5) 武仲　脩 (6) 渡邉　大和 (5)
篠原　侑樹 (6) 藤原　寛人 (6) 櫻井　誓 (6) 加藤　光乃晋 (6) 越川　大輝 (6) 多田　俊輔 (6) 金島　弘聖 (6) 中田　恵介 (6)
細根　琉生 (6) 久古　翔大 (6) 秋本　皐汰 (6) 石原　匠 (6) 大森　陸登 (6) 高橋　開 (6) 安永　瑛飛 (6) 菊地　颯人 (5)

佐々木　爽多 (6) 志村　大貴 (6) 今野　竜誠 (6) 安達　海渡 (6) 大塚　翔太 (6) 佐々木　駿 (6) 皆川　稜真 (6) 村山　太智 (4)
共通走高跳 9)津久井　遼 (6) 1m20 10)渡辺　諒太 (6) 1m15 11)川上　龍作 (6) 1m10 11)加藤　凌 (5) 1m10 13)孫　悠太 (5) 1m10

決勝 高野山小学校 新木小学校AC いんばｼﾞｭﾆｱ 我孫子第四小学校 新木小学校AC
共通走幅跳 9)岩見　翔真 (6) 3m88 10)山本　拓海 (6) 3m87 11)吉野　綾馬 (6) 3m84 12)富岡　海斗 (5) 3m80 13)田口　拡紀 (6) 3m77 14)鈴木　海人 (5) 3m55 15)大江　翔陽 (5) 3m41 16)小島　吉人 (5) 3m41

決勝 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+1.0) 新木小学校AC (+1.2) いんばｼﾞｭﾆｱ (0.0) 新木小学校AC (+1.2) 新木小学校AC (+0.7) 新木小学校AC (+0.9) いんばｼﾞｭﾆｱ (+0.5) ちはら台ﾄﾗｯｸ&ﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ (+0.6)
17)三根　悠吾 (4) 3m39 18)小島　凱也 (5) 3m29 19)平野　瑛希 (6) 3m28 20)篠原　光哉 (6) 3m14 21)飯塚　征哉 (6) 3m08 22)椎名　七威斗 (5) 2m99 23)日詰　太陽 (4) 2m87 24)横田　悠馬 (5) 2m75
ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (0.0) 新木小学校AC (+1.5) 新木小学校AC (+0.5) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+2.3) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (0.0) 新木小学校AC (+0.1) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.3) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.7)
25)草栁　陽人 (4) 2m64 26)岡本　飛馬 (4) 2m63 27)野沢　太洋 (5) 2m61 28)鈴木　蓮 (4) 2m59 29)古舘　陽太 (4) 2m49 30)伊東　嗣永 (4) 2m47 31)大野　隆翔 (4) 2m45 32)橋本　直哉 (5) 2m11
法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.2) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.0) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.7) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.1) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.6) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.7) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.6) 成田吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ (+0.9)

審判長　中田　勝偉(トラック）　吉原　廣（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）　　記録主任　黒田　泰三


