
主催 千葉陸上競技協会

主管 千葉陸上競技協会

期日 平成２１年１０月１８日（日） コード 09 12 0311 千葉県小中学校体育連盟陸上競技部

場所 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 コード 121010

日付 種目

小４男100m 花谷　建典 (4) 15.19 深井　翔太 (4) 15.20 山村　信太郎 (4) 15.89 大垣　和也 (4) 16.48 鵜野　泰稔 (4) 16.56 清水　洸希 (4) 16.85 高橋　大智 (4) 16.96 今谷　公之輔 (4)

１組　風:-0.9 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：高野山陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：法典ＡＣ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ ：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　 同順 千葉：ＩＮＢＡ 同順 DNS

小４男100m 佐野　三海 (4) 15.48 高科　悠希 (4) 16.27 鈴木　皓大 (4) 16.37 久保田　開人 (4) 16.39 平島　蛍太 (4) 16.40 渡辺　斗武 (4) 16.59 松本　千弥 (4) 17.87 長島　秀勝 (4)

２組　風:-1.4 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第一ｸﾗﾌﾞ 千葉：土気ＡＣ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典ＡＣ 千葉：小見川陸 同順 DNS

小４男100m 宮澤　直樹 (4) 15.36 福田　秀人 (4) 15.41 山川　翔太 (4) 15.44 西村　駿輝 (4) 16.28 三木谷　直規 (4) 17.20 鈴木　脩斗 (4) 17.32 海老沢　和音 (4) 細野　　航 (4)

３組　風:0.0 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第一ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：法典陸上 同順 DNS 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸同順 DNS

小４男100m 五十嵐　憲斗 (4) 14.20 中西　達也 (4) 14.94 鏑木　悠矢 (4) 15.71 宮下　滉大 (4) 16.33 高山　音綺 (4) 17.15 松尾　　陸 (4) 18.13 横田　　耀 (4) 18.30

４組　風:-1.6 千葉：高野山陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

小５男100m 長谷川　萌人 (5) 13.85 藤井　　翔 (5) 15.41 宮野　寛之 (5) 15.42 山本　大雅 (5) 15.71 塩屋　拓己 (5) 16.42 角尻　多聞 (5) 17.02 石井　健一郎 (5)

１組　風:-1.1 千葉：茂原ＡＣ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：法典ＡＣ 同順 DNS

小５男100m 熊岡　　輝 (5) 14.81 遠藤　拓実 (5) 15.29 後遠田　駿弥 (5) 15.30 永井　舜也 (5) 16.34 辻　浩輝 (5) 17.48 手塚　周希 (5) 17.84 高畠　裕輔 (5)

２組　風:0.0 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典ＡＣ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌ 同順 DNS

小５男100m 中島　良太 (5) 14.43 石井　龍汰 (5) 15.89 多田　　樹 (5) 16.78 蜂谷　　岳 (5) 16.92 櫻庭　俊一　 (5) 18.43 原　　壮志 (5)

３組　風:-2.4 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌ 同順 DNS

小５男100m 清水　勇輝 (5) 14.27 井原　迅翔 (5) 15.02 石井　隆浩 (5) 15.39 林　健吾 (5) 17.18 山本　　凌 (5) 小林　健人 (5)

４組　風:0.0 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：船橋陸上 同順 DNS 千葉：ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌ 同順 DNS

小６男100m 笠松　勇志 (6) 13.51 相田　賢二 (6) 13.56 紫　大　周 (6) 14.14 相澤　拓実 (6) 小椋　滉久 (6) 上岡　健太 (6)

１組　風:0.0 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：高野山陸 同順 DNS 千葉：法典陸上 同順 DNS 千葉：ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌ 同順 DNS

小６男100m 屋敷　匠吾 (6) 13.39 高橋　宗史 (6) 13.67 榊原　康平 (6) 13.98 尾又　広幸 (6) 14.16 穴澤　　陸 (6) 16.38 石本　千風音 (6)

２組　風:+1.2 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：我孫子第 同順 DNS

小６男100m 津久井　響 (6) 13.67 譜久里　　颯 (6) 13.72 杉浦　功祐 (6) 14.69 松橋　勇輝 (6) 15.00 木村　凌大 (6) 16.33 高橋虎太郎 (6) 18.29 中島　翔平 (6)

第４回　ちばキッズ陸上競技記録会 記録一覧表（男子）
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３組　風:+0.1 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：佐倉ｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第一ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：船橋陸上 同順 DNS

小６男100m 内藤　晃大 (6) 13.77 笠原　大揮 (6) 13.94 五十嵐　光河 (6) 14.01 伊橋　恭平 (6) 14.53 星野　広大 (6) 15.54 小川　優希 (6) 16.00 高木　　翼 (6)

４組　風:+0.3 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸同順 DNS

小男1000m 柴田　　拓 (6) 3.13.36 與川　正治 (6) 3.17.94 渡邊　陽平 (6) 3.19.09 市原　拓人 (6) 3.24.38 宍戸　太一 (6) 3.24.63 羽地　朝能 (6) 3.30.39 三嶋　啓朗 (6) 3.36.07 小嶋　和幸 (4) 3.37.08

１組 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典ＡＣ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：我孫子第一ｸﾗﾌﾞ

⑨岩田　　匠 (4) 3.41.42 ⑩岡本　情一 (5) 3.42.06 ⑪細野　　航 (4) 4.22.45 ⑫古林　拓弥 (4) 4.58.25

千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：山武ＲＣ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小男1000m 千葉　航希 (6) 3.15.22 横山　直矢 (5) 3.24.98 関本　ミコ (6) 3.26.72 相ノ谷　圭悟 (5) 3.26.97 田中　裕大 (6) 3.29.21 風澤　優希 (5) 3.33.35 中野　　洋 (5) 3.34.88 伊藤　康平 (6) 3.38.28

２組 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典ＡＣ 千葉：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典ＡＣ 千葉：我孫子第一ｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

⑨鈴木　元明 (6) 3.41.27 ⑩伊藤　　凱 (5) 3.50.04 ⑪田中　勇人 (5) 4.11.06 ⑫山崎　太一 (5) 4.15.71

千葉：法典ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

小男1000m 千代川　優也 (6) 3.09.50 望月　甲斐 (6) 3.15.53 樋口　功夢 (5) 3.19.15 石井　　翔 (6) 3.20.72 山田　遼太 (5) 3.30.70 浅水　丈拓 (4) 3.32.23 横田　有真 (5) 3.33.22 渡辺　和真 (6) 3.33.65

３組 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 千葉：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

⑨戸張　達夢 (6) 3.39.94 ⑩高橋　優星 (5) 3.43.92 ⑪松橋　寛太 (4) 3.46.78 ⑫黒澤　英将 (4) 3.53.91 ⑬下嶽　一大 (6) 3.56.46

千葉：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：山武ＲＣ 千葉：高野山陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第一ｸﾗﾌ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小男1000m 那須野　幸佑 (6) 3.07.94 佐藤　大輝 (6) 3.18.05 小鯛　慎二 (4) 3.24.76 大月　拓社 (5) 3.25.72 筥崎　友士 (6) 3.30.06 前田　魁星 (5) 3.39.27 鵜澤　隆聖 (5) 3.39.87 石川　　純 (6) 3.46.24

４組 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第一ｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

⑨古橋　広之進 (5) 3.49.56 ⑩丸山　大貴 (6) 4.01.41 ⑪松本　真弥 (6) 4.17.60 ⑫高橋　元春 (5) 4.37.10

千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典ＡＣ 千葉：法典ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小男80mH 佐藤　　東 (6) 12.71 早川　大崇 (6) 13.87 石原　健流 (6) 13.93 大網　将伍 (5) 14.85 真野　翔太 (5) 17.06 床次　僚真 (5) 17.08 小鯛　功史 (4) 中嶋　　嶺 (6)

１組　風:-1.5 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第 同順 DNS 千葉：我孫子第 同順 DNS

小男80mH 井上　開登 (6) 12.98 福田　望己 (6) 13.72 鈴木　　魁 (6) 14.93 丸山　駿也 (6) 16.03 丸山　裕介 (5) 17.60 湯田　紘平 (6) 中村　　翔 (6) 馬場　遼太 (6)

２組　風:-0.9 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：七光台ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ：我孫子第一ｸﾗ 同順 DNS 千葉：我孫子第 同順 DNS 千葉：白井ｱｽﾚｯ 同順 DNS

(トラック）　篠塚　弘明 （フィールド）　隅坂　道昭 蓑津　　潤
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記 録 主 任審 判 長：



主催 千葉陸上競技協会

主管 千葉陸上競技協会

期日 平成２１年１０月１８日（日） コード 09 12 0311 千葉県小中学校体育連盟陸上競技部

場所 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 コード 121010

第４回　ちばキッズ陸上競技記録会 記録一覧表（男子）

小男4X100mR 53.43 55.27 56.54 60.26 64.05 66.09

１組   屋敷　匠吾 (6)   丸山　駿也 (6)   和田　　剛 (6)   後遠田　駿弥 (5)   小川　優希 (6)   堀田　拓渉 (4)

  佐藤　　東 (6)   内藤　晃大 (6)   吉田　　光 (6)   鵜澤　隆聖 (5)   塩屋　拓己 (5)   石本　禄也 (4)

  笠原　大揮 (6)   早川　大崇 (6)   伊橋　恭平 (6)   鏑木　悠矢 (4)   宮野　健音 (5)   小嶋　和幸 (4)

  笠松　勇志 (6)   津久井　響 (6)   尾又　広幸 (6)   紫　大　周 (6)   伊藤　康平 (6)   風澤　優希 (5)

小男4X100mR 56.28 57.83 58.52 61.50 62.84 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ

２組   石井　隆浩 (5)   白石　大画 (6)   丸山　裕介 (5)   真野　翔太 (5)   杉浦　功祐 (6) DNS

  千代川　優也 (6)   井上　開登 (6)   石井　龍汰 (5)   松橋　勇輝 (6)   小鯛　慎二 (4)

  渡邊　陽平 (6)   大網　将伍 (5)   床次　僚真 (5)   三木谷　直規 (4)   黒澤　英将 (4)

  佐藤　大輝 (6)   宮澤　直樹 (4)   榊原　康平 (6)   熊岡　　輝 (5)   久保田　開人 (4)

小男走幅跳 ⑨山本　剛礼 (5) 3m71 ⑩鈴木　卓也 (6) 3m66 ⑪豊田　悠介 (5) 3m63 ⑫成田　和真 (6) 3m54 ⑬国井　勇樹 (6) 3m51 ⑭宮野　健音 (5) 3m08 ⑮高橋　一永 (6) 2m95

-1.8 -0.9 -0.6 -1.9 -1.3 -0.2 -1.8

(トラック）　篠塚　弘明 （フィールド）　隅坂　道昭 蓑津　　潤

千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ
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千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：ＩＮＢＡＪｒﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ

10/18

千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ

千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ

千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ

千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

千葉：幸はやぶさ陸上

審 判 長： 記 録 主 任

千葉：我孫子第一ｸﾗﾌﾞ

千葉：我孫子第一ｸﾗﾌﾞＢ千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞＢ

千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ



主催 千葉陸上競技協会

主管 千葉陸上競技協会

期日 平成２１年１０月１８日（日） コード 09 12 0311 千葉県小中学校体育連盟陸上競技部

場所 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 コード 121010

日付 種目

小４女100m 神林　明日香 (4) 15.53 真板　彩萌 (4) 17.00 豊田　理歩 (4) 17.25 伊藤　瑞希 (4) 17.34 高安　有佳 (4) 17.99 渡邊　碧海 (4) 18.88 畑中　咲乃 (4) 森　由美子 (4)

１組　風:0.0 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典ＡＣ 千葉：法典陸上 同順 DNS 千葉：浦安ｼﾞｭﾆ 同順 DNS

小４女100m 尾張　里名 (4) 15.47 森田和花菜 (4) 15.56 在田　芙由 (4) 16.64 矢崎　佳乃 (4) 17.35 豊原　彩夏 (4) 17.82 佐藤　あゆみ (4) 17.98 成毛　佳奈 (4) 18.23 石原　愛莉香 (4)

２組　風:-2.3 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶ 同順 DNS

小４女100m 篠原　瑞希 (4) 15.33 杉村　奏笑 (4) 15.46 長谷川　友美 (4) 16.31 萩原　令奈 (4) 16.65 大久保　郁乃 (4) 16.67 有田　早希 (4) 16.80 佐々木　結海 (4) 16.93 田中　彩恵 (4) 19.00

３組 風:-1.5 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：法典ＡＣ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ

小５女100m 石井　結子 (5) 14.36 宮本　麻衣 (5) 14.84 根岸　世奈 (5) 15.14 米本　佳苗 (5) 15.31 小菅　萌恵 (5) 15.33 有馬　美咲 (5) 15.83 戸倉　光咲 (5) 15.92 黒川　秀代 (5) 17.84

１組　風:-0.6 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ

小５女100m 中里　夕雅 (5) 15.04 佐々木萌菜未 (5) 15.40 近藤　優花 (5) 15.81 齋藤　愛真音 (5) 15.82 ﾌﾘｰﾏﾝ華ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ (5) 15.85 丹生　咲那香 (5) 15.90 石井　砂良 (5) 16.45 瀬下　瑠花 (5) 18.42

２組　風:-1.7 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌﾞ 千葉：高柳陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小５女100m 向後　美里 (5) 14.75 佐々木　里奈 (5) 15.09 福本　爽帆 (5) 15.16 山本　和佳 (5) 15.56 木内　詠美 (5) 15.89 宇津木　心 (5) 16.08 内田沙也香 (5) 16.21

３組　風:-1.0 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌﾞ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ

小５女100m 佐久間　若菜 (5) 14.71 山﨑　千穂 (5) 15.39 有賀　朝実 (5) 16.15 伊藤　菜々美 (5) 16.33 倉澤　　萌 (5) 16.34 佐藤　美優 (5) 16.91 濱田　千愛 (5) 19.38

４組　風:-4.1 千葉：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ

小５女100m 狩野　らいむ (5) 15.29 稲葉　純菜 (5) 15.61 西村　美咲 (5) 16.02 柳田　莉奈 (5) 16.25 高橋　桃子 (5) 16.98 栗原　朝香 (5) 19.59 田中　美晴 (5)

５組　風:-0.4 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：高野山陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌ 同順 DNS

小６女100m 加藤　瑠香 (6) 13.83 増田　早希 (6) 14.47 玉井　菜々子 (6) 14.52 能登　弥悠 (6) 14.73 川口　瑞希 (6) 15.27 田代　明香莉 (6) 15.54 中村　萌恵 (6) 16.80 岩井　瑞帆 (6)

１組　風:-0.7 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌﾞ 千葉：Ａ’ｓﾗﾝﾅｰｽﾞ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸同順 DNS

小６女100m 杉山　　香 (6) 14.49 根本　みな美 (6) 14.61 灘田　晶子 (6) 14.81 星岡　沙絵 (6) 15.15 鎌田　詩織 (6) 15.19 今谷　芙利香 (6) 15.78 渡辺　みずき (6) 15.82 石毛　　葵 (6) 16.48

２組　風:-2.3 千葉：根戸陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：Ａ’ｓﾗﾝﾅｰｽﾞ

小６女100m 桐谷　のぞ美 (6) 13.97 真野　悠夏 (6) 14.37 戸村　柚葉 (6) 14.51 石本　千風音 (6) 15.45 熱田紗那佳 (6) 15.50 高山　　渚 (6) 15.60 岡根　歩美 (6) 15.82 大久保　麗 (6)

千葉：富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上

第４回　ちばキッズ陸上競技記録会 記録一覧表（女子）

5位 6位
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千葉：ＩＮＢＡＪｒﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

7位

千葉：富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上

8位1位 2位 3位 4位

千葉：ＩＮＢＡＪｒﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

千葉：文理開成高校トラッククラブ
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10/18

千葉：ＩＮＢＡＪｒﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

３組　風:-1.3 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第一ｸﾗﾌﾞ 千葉：Ａ’ｓﾗﾝﾅｰｽﾞ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：小見川陸 同順 DNS

小女1000m 深井　真帆 (6) 3.23.10 川原　早智 (6) 3.24.27 藤永　優佳 (6) 3.27.31 田中　千晴 (5) 3.34.46 酒井　七美 (6) 3.36.24 稲田　ちひろ 3.38.35 大木　亜美 (6) 3.40.62 中野　璃奈 (4) 3.50.87

１組 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：Ａ’ｓﾗﾝﾅｰｽﾞ 千葉：法典ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

⑨河合　早也佳 (5) 3.54.05 ⑩佐藤　風花 (6) 4.09.73 ⑪常世田　里菜 (6) 4.12.69 ⑫湯澤　美沙 (5) 4.17.02 ⑬髙仲　郁乃 (5) 4.54.48

千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典ＡＣ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小女1000m 鈴木　彩乃 (6) 3.18.28 加藤　明日美 (6) 3.20.59 浅水　千歩 (6) 3.24.34 田渡　千尋 (5) 3.26.75 布田　芽衣 (5) 3.40.34 備瀬　美優 (5) 3.45.66 金子　優菜 (6) 3.51.33 青柳　瑠衣 (5) 3.55.65

２組 *GR 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ *GR 千葉：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典ＡＣ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ

⑨大木　奈美 (4) 3.56.08 ⑩佐藤　有里華 (5) 4.06.98 ⑪青木　真緒 (5) 4.12.10 ⑫伊藤　結花 4.13.74

千葉：Ａ’ｓﾗﾝﾅｰｽﾞ 千葉：法典ＡＣ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小女1000m 荒木　華奈 (6) 3.18.50 齋藤　幸乃 (6) 3.20.72 阪口　陽美 (6) 3.26.89 堀江　美貴 (5) 3.28.60 岡田　梨奈 (5) 3.31.25 大上　純奈 (4) 3.44.18 小笹　理奈子 (4) 3.49.11 根本　実歩 (5) 3.51.37

３組 *GR *GR 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：のだＪＡＣ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

⑨佐藤　江里華 (5) 3.52.28 ⑩野中　菜央 (5) 3.55.96 ⑪石原　怜奈 (6) 4.00.40 ⑫藤野　菜摘 (4) 4.07.87 ⑬村上　麗奈 (4) 4.18.46

千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 千葉：法典ＡＣ

小女1000m 千葉　希実 (6) 3.10.91 藤本　彩夏 (6) 3.22.90 薗田　歩実 (6) 3.27.18 千葉　美乃里 (5) 3.33.92 石橋　真菜 (6) 3.36.31 倉持　美知 (5) 3.39.62 宮川　彩乃 (6) 3.40.02 宍戸　晃子 (6) 3.43.67

４組 *GR 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：のだＪＡＣ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

⑨山崎　瞳玖 (5) 4.02.52 ⑩佐瀬　未来之 (5) 4.26.70

千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

小女80mH 間中　　楓 (6) 13.79 五十嵐　夢子 (6) 14.73 田中　咲弥 (6) 14.91 村山　桃花 (5) 16.30 在田　早紀 (6) 16.52 千田　有紗 (5) 16.74 飯島　麗奈 (6)

１組　風:-1.7 千葉：七光台ｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：富津ふれ 同順 DNS

小女80mH 大村　美葵 (6) 13.54 木村　朱里 (6) 14.49 中村　美羽 (6) 15.21 千葉　保乃伽 (5) 15.37 神野　夏海 (6) 16.37 田邉　明歩 (5) 16.86 伊藤　沙緒 (6) 17.02

２組　風:-2.8 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：根戸陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：七光台ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

(トラック）　篠塚　弘明 （フィールド）　隅坂　道昭 蓑津　　潤
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10/18

千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ

千葉：我孫子第四ｸﾗﾌﾞ

千葉：野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ千葉：我孫子第一ｸﾗﾌﾞ

審 判 長： 記 録 主 任



主催 千葉陸上競技協会

主管 千葉陸上競技協会

期日 平成２１年１０月１８日（日） コード 09 12 0311 千葉県小中学校体育連盟陸上競技部

場所 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 コード 121010

第４回　ちばキッズ陸上競技記録会 記録一覧表（女子）

小女4X100mR 0.59.64 1.00.14 1.00.20 1.02.30 1.03.20

１組   向後　美里 (5)   真野　悠夏 (6)   杉村　奏笑 (4)   宮川　彩乃 (6)   大内　彩香 (5)

  石橋　真菜 (6)   穴澤　美穂 (6)   米本　佳苗 (5)   木内　詠美 (5)   有馬　美咲 (5)

  向後　美咲 (6)   長谷川　友美 (4)   鎌田　詩織 (6)   松田　恵梨子 (6)   田中　茉莉奈 (5)

  五十嵐　夢子 (6)   石原　愛莉香 (4)   岡根　歩美 (6)   酒井　涼音 (6)   山﨑　千穂 (5)

小女4X100mR 0.55.45 0.57.45 1.00.98 1.02.32

２組   増田　早希 (6)   佐々木　里奈 (5)   高山　　渚 (6)   灘田　晶子 (6)

  根本　みな美 (6)   戸村　柚菜 (6)   渡辺　みずき (6)   中村　美羽 (6)

  桐谷　のぞ美 (6)   星岡　沙絵 (6)   佐藤　江里華 (5)   ﾌﾘｰﾏﾝ華ｱﾋﾞｹﾞ (5)

  大村　美葵 (6)   玉井　菜々子 (6)   田代　明香莉 (6)   田中　咲弥 (6)

小女走幅跳 ⑨石田　遥香 (6) 3m76 ⑩勝又　彩花 (5) 3m75 ⑪高島　希奈子 (5) 3m72 ⑫中村　　樹 (5) 3m71 ⑬永井　沙季 (5) 3m70 ⑭酒井　涼音 (6) 3m54 ⑮大野　真衣 (6) 3m52 ⑯多田　怜那 (6) 3m51

+0.5 -0.5 +0.8 +1.6 +1.1 +0.7 +0.4 +1.5

⑰松田　恵梨子 (6) 3m47 ⑱大内　彩香 (5) 3m46 ⑲佐藤　莉子 (5) 3m42 ⑳田中　茉莉奈 (5) 3m13

+0.7 +0.5 +1.7 +0.1

(トラック）　篠塚　弘明 （フィールド）　隅坂　道昭 蓑津　　潤

千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

10/18
千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ

10/18

千葉：ｉｍａ　ｋｉｄｓ 千葉：幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

審 判 長： 記 録 主 任

千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

千葉：白井ｱｽﾚｯﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉：船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉：浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

千葉：富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上 千葉：小見川陸上ｸﾗﾌﾞ
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