
主催 千葉陸上競技協会

大会コード 11120311
競技場コード121010

種目
高橋　陽太 (4) 15.88 坂巻　知卓 (4) 15.92 西元　大陽 (4) 16.03 鈴木　健太 (4) 16.07 入江　和輝 (4) 16.20 川中　健介 (4) 16.21 川名　亮汰 (4) 16.80 馬場　太勢 (4) 17.62

浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-2.3) 白山ｸﾗﾌﾞ (-2.3) 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-2.3) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (-2.3) 柏市立柏第三小学校 (-2.3) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-2.3) 館山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (-2.3) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-2.3)
岩崎　隼也 (5) 13.89 福田　岬 (5) 14.02 平野　壮太 (5) 14.19 島根　拓海 (5) 14.71 深井　翔太 (5) 14.92 金谷　将伸 (5) 15.02 安永　雄貴 (5) 15.05 中田　佳希 (5) 15.36
船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (-1.9) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (-1.9) 豊田ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-1.9) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-1.9) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (-1.9) ima kids (-1.9) ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌﾞ (-1.9) 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-1.9)
岩井　将光 (6) 12.64 吉田　有伯 (6) 12.85 土屋　太一 (6) 13.45 大石　武史 (6) 13.46 坂倉　悠太 (6) 13.53 住谷　駿 (6) 13.82 深井　翔太 (6) 14.04 濱川　麗生 (6) 14.10

白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-1.2) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (-1.2) 汗一平ｸﾗﾌﾞ (-1.2) 白山ｸﾗﾌﾞ (-1.2) 豊田ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-1.2) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-1.2) 白山ｸﾗﾌﾞ (-1.2) INBA Jr.ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ (-1.2)
梅村　大夢 (6) 3:07.00 米山　哲弘 (5) 3:08.35 石倉　礼央 (6) 3:08.42 入江　亮輔 (6) 3:12.21 川端　脩也 (6) 3:12.24 三浦　拓 (6) 3:12.82 塚本　光祐 (6) 3:13.87 小嶋　和幸 (6) 3:16.11
市原ｱｽﾚﾁｯｸｽｸﾗﾌﾞ 市原ｱｽﾚﾁｯｸｽｸﾗﾌﾞ 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 柏市立柏第三小学校 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ

五十嵐　憲斗 (6) 12.29 木村　隼人 (6) 12.42 堀尾　有輝 (6) 12.94 平野　達也 (6) 13.84 渡辺　斗武 (6) 14.77 藤田　隆宏 15.45 大滝　一 15.49 笠原　嵩斗 (6) 15.56
INBA Jr.ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ (-2.3) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-2.3) 健田陸上研究会 (-2.3) 豊田ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-2.3) 旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (-2.3) 白山ｸﾗﾌﾞ (-2.3) 白山ｸﾗﾌﾞ (-2.3) 高野山陸上ｸﾗﾌﾞA (-2.3)
白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 50.73 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 52.06 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 55.11 白山クラブ 55.28 ima kids 58.40 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 59.66
水上　隼人 (6) 岩崎　隼也 (5) 佐野　三海 (6) 深井　翔太 (6) 宮澤　直樹 (6) 笠原　直人 (6)
岩井　将光 (6) 吉田　有伯 (6) 齊藤　史弥 (6) 大石　武史 (6) 高科　悠希 (6) 松本　優一 (6)
谷田部　瞬 (6) 塚本　光祐 (6) 深井　翔太 (5) 寺尾　吉平 (6) 鈴木　脩斗 (6) 永野　直貴 (6)
木村　隼人 (6) 福田　岬 (5) 大宝　秀文 (6) 大滝　一 金谷　将伸 (5) 石倉　礼央 (6)
佐野　稜 (6) 1m42 久家　迅雄 (6) 1m39 井手　亮吾 (6) 1m20 堀内　智大 (6) 1m15

船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 高野山陸上ｸﾗﾌﾞA 高野山陸上ｸﾗﾌﾞA

伊藤　晏輝 (6) 4m71 石毛　一輝 (6) 4m44 宮澤　直樹 (6) 4m25 酒井　陽季 (5) 4m21 鈴木　脩斗 (6) 4m06 高橋　大智 (6) 3m92 宇野　浩平 (6) 3m83 森田　翼 (6) 3m71
習志野ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ (+2.3) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+3.0) ima kids (+2.3) 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+2.6) ima kids (+0.8) ima kids (+3.2) 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+2.8) 法典陸上ｸﾗﾌﾞ (+3.8)
三田　和輝 (6) 53m14 眞板　智紀 (5) 51m21 横関　文人 (5) 42m33 松本　一真 (6) 42m10 浅野　恵汰 (5) 37m10 駅場　響 (5) 32m77 海老原　慶宗 (6) 30m93 古林　拓弥 (6) 27m46

三島ｸﾗﾌﾞ 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 深芝 吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ｴﾋﾞｴﾋﾞｸﾗﾌﾞ 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
共通80mH:高さ0.700m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ7.00m　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　（ﾄﾗｯｸ）中田　勝偉　　（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）吉原　廣 記録主任　　黒田　泰三

気象記録
９日

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
09:40 曇 25.0 72.0 2.6 南南西 09:30 晴 21.9 61.0 0.3 南南東
10:00 曇 25.1 72.0 4.7 南西 10:00 晴 22.2 61.0 0.9 東北東
11:00 曇 24.7 79.0 3.5 南南西 11:00 晴 22.3 58.0 1.1 東北東
12:00 曇 25.0 79.0 3.9 南南西 12:00 曇 22.9 58.0 0.5 南東
13:00 曇 24.9 80.0 4.3 南 13:00 晴 23.0 62.0 0.8 南南東
14:00 曇 25.0 80.0 3.4 南南西 14:00 晴 22.8 58.0 0.9 南
15:00 曇 25.2 76.0 2.6 西南西 14:43 曇 22.8 54.0 0.5 南南東
15:15 曇 25.2 76.0 4.6 南西
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決勝記録一覧表（男子）

平成２３年１０月１５日（土）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

4年100m

5年100m

第６回千葉キッズ陸上競技大会

共通ヴォーテックス投



主催 千葉陸上競技協会

大会コード 11120311
競技場コード121010

種目
加藤　美乃里 (4) 16.44 藤井　柚茉 (4) 16.62 安下　帆風 (4) 17.10 菅原　唯 (4) 17.21 来栖　杏 (4) 17.45 草野　七海 (4) 17.65 宇田川　鈴夏 (4) 17.72 和田　萌佳 (4) 18.25
ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-5.5) 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-5.5) 轟ｱｽﾚｯﾁｸｽ (-5.5) 高野山陸上ｸﾗﾌﾞA (-5.5) 旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (-5.5) 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-5.5) 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-5.5) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-5.5)
成毛　詩織 (5) 14.55 阿部　実玲菜 (5) 14.68 白鳥　茉莉佳 (5) 14.73 西崎　夏芽 (5) 15.10 宮内　恵里 (5) 15.59 石田　ゆうな (5) 15.73 本木　岬稀 (5) 16.05 佐野　碧 (5) 16.06
ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-1.3) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (-1.3) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-1.3) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-1.3) ima kids (-1.3) 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-1.3) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-1.3) 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-1.3)
篠原　瑞希 (6) 13.96 由井　彩音 (6) 14.04 大石　満里奈 (6) 14.05 原口　寛代 (6) 14.17 岡　菜々恵 (6) 14.18 秦　琴美 (6) 14.20 盛川　咲 (6) 14.28 宮田　来海 (6) 14.39
船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (-2.0) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (-2.0) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-2.0) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-2.0) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-2.0) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-2.0) 市川陸協ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ (-2.0) 白山ｸﾗﾌﾞ (-2.0)
鵜沢　美奈 (6) 3:11.98 笹野　真愛 (5) 3:18.87 黒川　彩 (6) 3:20.48 谷藤　千夏 (5) 3:21.72 佐久間　遥妃 (6) 3:23.23 加藤　未結 (6) 3:23.93 鈴木　亜里紗 (6) 3:25.80 麻生　真希 (6) 3:26.69
ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌﾞ 市原ｱｽﾚﾁｯｸｽｸﾗﾌﾞ 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 豊田ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

原田　萌花 (6) 13.58 三神　那菜子 (6) 13.60 三木　妃奈子 (6) 13.82 松本　菜々美 (6) 14.04 高木　馨都 (6) 14.36 中澤　結莉乃 (6) 14.62 敦澤　一愛 (6) 14.65 石井　実保 (6) 14.67
深芝 (-1.6) 印南ｸﾗﾌﾞ (-1.6) 白山ｸﾗﾌﾞ (-1.6) INBA Jr.ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ (-1.6) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-1.6) ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ (-1.6) 富津ふれあいJr.陸上ｸﾗﾌﾞ (-1.6) 富津ふれあいJr.陸上ｸﾗﾌﾞ (-1.6)

白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 54.34 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 54.66 白山クラブ 54.98 ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 56.13 富津ふれあいJr.陸上ｸﾗﾌﾞ 57.54 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 59.40 ima kids 1:00.90 吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 1:03.67
岡　菜々恵 (6) 大平　沙由里 (6) 矢島　千紘 (6) 篠原　沙織 (6) 木村　美月 (6) 関　柚月 (6) 宮内　恵里 (5) 宮本　リリカ (5)
秦　琴美 (6) 篠原　瑞希 (6) 尾張　里名 成毛　詩織 (5) 森田　和花菜 (6) 鴻巣　萌 (5) 斎田　りな (5) 若林　祐那 (5)

大石　満里奈 (6) 由井　彩音 (6) 神林　明日香 (6) 田仲　珠樹 (6) 石井　実保 (6) 今井　彩花 (6) 小野　玲二亜 (5) 木村　雪乃 (5)
原口　寛代 (6) 鈴木　えみ (6) 三木　妃奈子 (6) 白鳥　茉莉佳 (5) 鈴木　麻友 (6) 石田　ゆうな (5) 向後　京香 (5) 青木　萌加 (5)
野澤　英恵 (6) 1m34
船橋陸上ｸﾗﾌﾞ
佐藤　あゆみ (6) 4m21 木村　美月 (6) 4m17 青木　萌花 (6) 3m88 多田　紗織 (5) 3m87 伊藤　瑞季 (6) 3m85 畠　菜穂子 (6) 3m76 小野　玲二亜 (5) 3m64 高倉　奈都美 (6) 3m60
白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+1.3) 富津ふれあいJr.陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.7) 健田陸上研究会 (+2.6) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+1.8) ima kids (+0.6) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+1.7) ima kids (+3.1) ﾌｼﾞｴｸﾗﾌﾞ (+2.3)
飯田　由奈 (6) 34m65 松本　真歩 (4) 24m87 宮本　リリカ (5) 24m23 山崎　史織 (5) 23m22 高仲　紀乃 (5) 17m59

深芝 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 吾妻ﾐﾗｸﾙｸﾗﾌﾞ 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
共通80mH:高さ0.700m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ7.00m　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　（トラック）　中田　勝偉　　　　（フィールド）　吉原　廣 記録主任　　黒田　泰三

四種競技:(100mH:高さ0.762m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ8m 砲丸投：重さ2.721kg)
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決勝記録一覧表（女子）

平成２３年１０月１５日（土）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第６回千葉キッズ陸上競技大会
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共通走幅跳

共通ヴォーテックス投

共通4X100mR

共通走高跳


