
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 12120311 千葉県小中学校体育連盟陸競技部
競技場コード121010

種目

須貝　夢一郎 (4) 14.26 篠原　侑樹 (4) 14.77 藤原　寛人 (4) 15.12 細根　琉生 (4) 15.37 山田　和樹 (4) 15.38 越川　大輝 (4) 15.46 坪井　健介 (4) 15.55 久古　翔大 (4) 15.65

千葉:中川ｸﾗﾌﾞ 千葉:ｸﾚﾝｻAC 千葉:SAA 千葉:ｸﾚﾝｻAC 千葉:SAA 千葉:旭ｼﾞｭﾆｱ陸上 千葉:SAA 千葉:SAA

阿部　祐吾 (5) 13.22 篠塚　征哉 (5) 13.52 唐牛　星南 (5) 14.09 今野　大生 (5) 14.28 浅海　慎之助 (5) 14.32 坂巻　知卓 (5) 14.50 人見　明良 (5) 14.75 入江　和輝 (5) 14.76

千葉:浦安ｼﾞｭﾆｱ 千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:SAA 千葉:ｸﾚﾝｻAC 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:白山陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:SAA 千葉:ﾁｰﾑ柏

平野　壮太 (6) 12.23 岩崎　隼也 (6) 12.45 安永　雄貴 (6) 12.60 川嶋　丈遥 (6) 12.65 島根　拓海 (6) 12.73 福田　岬 (6) 12.90 齋藤　航 (6) 13.35 新木　隼人 (6) 13.59

千葉:茂原AC GR 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:SAA 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:SAA 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ

米山　哲弘 (6) 2:57.64 伊藤　絃 (6) 2:59.17 二瓶　隼輔 (6) 3:01.43 川島　大輝 (6) 3:02.91 鈴木　啓磨 (6) 3:03.29 白鳥　優人 (6) 3:05.71 松田　翼 (6) 3:06.68 松本　薫 (6) 3:08.04

千葉:市原AC GR 千葉:SAA GR 千葉:市原AC 千葉:南志津陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:ｲｹｲｹｸﾗﾌﾞ 千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:市原AC 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ

櫻井　駿翔 (6) 12.95 椎橋　謙太郎 (6) 13.34 宮部　滉大 (6) 13.38 河野辺　健太 (6) 13.80 小島　拓真 (6) 13.91 大坂　望月 (6) 14.19 石川　直椰 (6) 14.37 相川　遼 (6) 14.46
千葉:佐倉陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:みちるAC 千葉:新木RC 千葉:佐倉陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:新木AC 千葉:ﾀｹﾀﾞ陸上ｸﾗﾌﾞ

千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 49.14 千葉:SAA 52.68 千葉:新木AC 55.55 千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 55.97 千葉:法典陸上ｸﾗﾌﾞ 56.44 千葉:新木RC 56.66 千葉:野田尾崎ｸﾗﾌﾞ 57.13

岩崎　隼也 (6) GR 坂本　昂太 (6) 石川　直椰 (6) 篠塚　征哉 (5) 安井　悠真 (5) 山本　悠太 (6) 橋本　彪雅 (6)

福田　岬 (6) 島根　拓海 (6) 鈴村　葵 (6) 白鳥　優人 (6) 中川　憧馬 (6) 赤井　絢 (6) 有馬　一輝 (6)

安永　雄貴 (6) 齋藤　航 (6) 坂東　瑠太郎 (6) 大坂　望月 (6) 米原　大樹 (6) 宮部　滉大 (6) 景山　雄太 (6)

川嶋　丈遥 (6) 竹村　理駆 (6) 楢橋　宙晃 (6) 酒井　陽季 (6) 打越　大祐 (6) 今井　悠斗 (6) 新井　佑弥 (6)

佐藤　碩生 (6) 1m39 黒濱　優至 (6) 1m33 田宮　康佑 (6) 1m30 中宿　辰海 (6) 1m25 長澤　裕太 (6) 1m20 渋谷　純 (6) 1m15 柳原　柚稀 (6) 1m10

千葉:SAA 千葉:浦安ｼﾞｭﾆｱ 千葉:法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:土気AC 千葉:浦安ｼﾞｭﾆｱ 千葉:みちるAC 千葉:法典陸上ｸﾗﾌﾞ

酒井　陽季 (6) 4m75 錦織　岳 (6) 4m66 富田　貴也 (6) 4m56 二井　辰也 (6) 4m41 山本　悠太 (6) 4m30 吉田　航大 (5) 4m19 橋本　彪雅 (6) 4m12 大久保　貴揮 (6) 3m86
千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.2) 千葉:富津ふれあいJr (+0.6) 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.9) 千葉:茂原AC (+0.4) 千葉:新木RC (+0.9) 千葉:ｻｻﾞﾝｶｸﾗﾌﾞ (+0.2) 千葉:野田尾崎ｸﾗﾌﾞ (+1.1) 千葉:浦安ｼﾞｭﾆｱ (0.0)

眞板　智紀 (6) 58m37 景山　雄太 (6) 54m21 佐々木　英人 (6) 50m92 新井　佑弥 (6) 49m91 横関　文人 (6) 44m21 川中　優也 (6) 43m63 染谷　慎太朗 (6) 41m02 駅場　響 (6) 36m88

千葉:三島ｸﾗﾌﾞ GR 千葉:野田尾崎ｸﾗﾌﾞ GR 千葉:法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:野田尾崎ｸﾗﾌﾞ 千葉:轟AC 千葉:SAA 千葉:法典陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:轟AC

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
GR：大会記録 審判長　中田　勝偉 記録主任　　島田　佑介

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
9:40 曇 19.2 59 0.7 北北西 09:30 晴 21.9 61.0 0.3 南南東
10:00 曇 19.2 63 0.1 北 10:00 晴 22.2 61.0 0.9 東北東
11:00 雨 19.1 76 0.3 北北東 11:00 晴 22.3 58.0 1.1 東北東
12:00 曇 19.6 76 1.1 北北東 12:00 曇 22.9 58.0 0.5 南東
13:00 曇 19.9 72 0.7 北北西 13:00 晴 23.0 62.0 0.8 南南東
14:00 曇 20.0 67 1.0 北 14:00 晴 22.8 58.0 0.9 南
15:00 曇 20.2 73 0.8 北北東 14:43 曇 22.8 54.0 0.5 南南東
15:31 雨 20.0 72 0.8 北北東
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決勝記録一覧表（男子）

平成２３年１０月１４日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

４年100m
(+0.7)

５年100m
(+0.3)

第７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
主管 千葉陸上競技協会

大会コード 12120311 千葉県小中学校体育連盟陸競技部
競技場コード121010

種目

田村　美優 (4) 14.87 佐々　あかり (4) 14.92 白土　茶実 (4) 15.29 市川　沙織 (4) 15.30 川窪　萌夏 (4) 15.31 近藤　知穂 (4) 15.41 増子　茉那 (4) 15.44 打越　麻莉加 (4) 15.62

千葉:ｸﾚﾝｻAC GR 千葉:HANABUSA GR 千葉:HANABUSA GR 千葉:浦安ｼﾞｭﾆｱ GR 千葉:幸はやぶさ GR 千葉:浦安ｼﾞｭﾆｱ 千葉:SAA 千葉:法典陸上ｸﾗﾌﾞ

藤井　柚茉 (5) 14.30 矢野　百夏 (5) 14.44 髙橋　咲穂 (5) 14.53 稲葉　志穂 (5) 14.60 大森　菜生 (5) 14.61 加藤　美乃里 (5) 14.79 深田　菜虹美 (5) 14.94 日開　さくら (5) 14.95

千葉:浦安ｼﾞｭﾆｱ 千葉:SAA 千葉:富津ふれあいJr 千葉:SAA 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:ｸﾚﾝｻAC 千葉:旭ｼﾞｭﾆｱ陸上 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ

白鳥　茉莉佳 (6) 13.54 西﨑　夏芽 (6) 13.54 阿部　実玲菜 (6) 13.74 成毛　詩織 (6) 13.80 瀬下　佳純 (6) 13.89 池田　千紘 (6) 14.14 岩城　美佳 (6) 14.22 伊藤　七香 (6) 14.27

千葉:ｸﾚﾝｻAC 千葉:SAA *TK 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:ｸﾚﾝｻAC 千葉:SAA 千葉:ちはら台TFC 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ

笹野　真愛 (6) 3:02.76 谷藤　千夏 (6) 3:09.52 藤村　華純 (6) 3:16.16 高山　優花 (6) 3:18.13 河田　実由 (6) 3:19.15 村井　美友 (6) 3:20.23 森岡　夏生 (6) 3:20.35 石井　まりあ (6) 3:20.82
千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ GR 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ GR 千葉:新木AC 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:SAA 千葉:いんばｼﾞｭﾆｱ 千葉:土気AC 千葉:新木AC

鎌田　和花奈 (6) 13.18 小寺　千慧 (6) 13.21 富岡　茉希 (6) 13.62 小山　杏美 (6) 13.65 福井　里奈 (6) 14.00 斎田　りな (6) 14.01 田村　悠華 (6) 14.06 丸田　紗羽 (6) 14.12
千葉:富津ふれあいJr 千葉:SAA 千葉:HANABUSA 千葉:いんばｼﾞｭﾆｱ 千葉:野田ｼﾞｭﾆｱ 千葉:HANABUSA 千葉:新木AC 千葉:佐倉陸上ｸﾗﾌﾞ

千葉:SAA 54.59 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 55.00 千葉:ｸﾚﾝｻAC 56.06 千葉:ちはら台TFC 56.60 千葉:HANABUSA 58.77 千葉:法典陸上ｸﾗﾌﾞ 58.81 千葉:幸はやぶさ 59.34 千葉:新木AC 1:01.88

本木　岬稀 (6) 伊藤　七香 (6) 加藤　美乃里 (5) 岩本　夕佳 (6) 宮内　恵里 (6) 湯澤　真季 (6) 川窪　萌夏 (4) 荒木　優菜 (6)

西﨑　夏芽 (6) 岩城　美佳 (6) 白鳥　茉莉佳 (6) 池田　千紘 (6) 富岡　茉希 (6) 武澤　裕美 (6) 伊藤　望 (6) 田村　悠華 (6)

斎藤　那菜 (6) 生形　実夢 (6) 山根　充夏 (6) 森本　陽菜 (6) 斎田　りな (6) 野尻　杏優 (6) 永野　友貴 (6) 宇山　ひかり (6)

瀬下　佳純 (6) 阿部　実玲菜 (6) 成毛　詩織 (6) 高橋　春妃 (6) 向後　京香 (6) 山田　希 (6) 飯田　千陽 (6) 石井　まりあ (6)

小松　彩 (6) 1m29 稲垣　里菜 (6) 1m28 鴨田　七海 (6) 1m25 山﨑　若菜 (6) 1m15 宇田川　雅菜 (6) 1m15 木村　遼 (6) 1m15

千葉:ﾆｯﾎﾟﾝﾗﾝﾅｰ *JO(1) 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 千葉:野田尾崎ｸﾗﾌﾞ 千葉:SAA 千葉:浦安ｼﾞｭﾆｱ 千葉:法典陸上ｸﾗﾌﾞ

高橋　花奈 (6) 4m54 高橋　春妃 (6) 4m19 加藤　恵理 (5) 4m13 伊橋　華加 (6) 4m09 大貫　芽位 (5) 4m01 宇佐美　円花 (6) 4m00 大森　聖菜 (6) 3m90 峰岸　あかり (6) 3m89

千葉:ﾆｯﾎﾟﾝﾗﾝﾅｰ (+1.7) 千葉:ちはら台TFC (+1.3) 千葉:ｸﾚﾝｻAC (+1.4) 千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.5) 千葉:SAA (+1.6) 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.3) 千葉:旭ｼﾞｭﾆｱ陸上 (+1.4) 千葉:SAA (+1.4)

長谷川　志織 (6) 40m38 小野寺　春花 (6) 39m74 畑澤　栞 (6) 39m11 菅野　幸奈 (6) 37m36 川口　奈々葉 (6) 35m36 増子　実希 (6) 31m52 宮本　リリカ (6) 28m48 久家　茉利香 (5) 27m26

千葉:SAA GR 千葉:新木AC GR 千葉:新木AC GR 千葉:新木AC GR 千葉:SAA GR 千葉:SAA 千葉:吾妻ﾐﾗｸﾙ 千葉:SAA
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

GR：大会記録　*TK:着差あり　*JO：ｼﾞｬﾝﾌﾟｵﾌによる順位決定 審判長　中田　勝偉 記録主任　　島田　佑介

四種競技:(100mH:高さ0.762m　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ8m 砲丸投：重さ2.721kg)

共通走幅跳

共通ヴォーテックス投

共通1000m

共通4X100mR

共通走高跳

５年100m
(+1.4)

４年100m(+1.0)

共通80mH (+0.4)

決勝記録一覧表（女子）

平成２４年１０月１４日（日）
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

第７回千葉キッズ陸上競技大会

６年100m
(+0.6)

8位1位 2位 3位 4位 7位5位 6位


