
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
海老根　優大 (4) 14.56 芹川　和秀 (4) 14.83 石井　蒼大 (4) 14.94 盛定　颯太 (4) 14.99 古堅　優生 (4) 15.06 細越　竜之介 (4) 15.08 村山　勝哉 (4) 15.15 宮部　太智 (4) 15.54
千葉:ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:ちばｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:新木小学校AC (+0.8) 千葉:白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.8) 千葉:白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.8) 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.8)

網代　康汰 (5) 13.86 阿部　竜希 (5) 13.88 酒匂　康輝 (5) 14.17 平野　暁大 (5) 14.38 小椋　翔太 (5) 14.48 鈴木　健太 (5) 14.51 浅倉　聡太 (5) 14.52 佐藤　鈴音 (5) 14.60

千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:我孫子市立 根戸小学校 (+0.8) 千葉:富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8)

小池　素輝 (6) 12.70 中山　隼 (6) 12.91 村山　翼空 (6) 13.25 今野　竜誠 (6) 13.29 飯塚　力太 (6) 13.31 西岡　功騎 (6) 13.36 安藤　雄晟 (6) 13.40 石崎　凌平 (6) 13.50

千葉:ﾕｰｶﾘが丘ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:館山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.3) 千葉:白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.3)

山口　大翔 (6) 3:02.86 佐々木　爽多 (6) 3:03.20 今谷　健人 (6) 3:05.58 林　洸也 (6) 3:07.37 土井　紅貴 (6) 3:08.24 橘　周磨 (6) 3:11.08 堂前　涼 (6) 3:12.26 岡田　爽希 (6) 3:14.33

ﾁｰﾑ柏 ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ いんばｼﾞｭﾆｱ ﾁｰﾑ柏 いんばｼﾞｭﾆｱ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ ﾁｰﾑ柏 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

志村　大貴 (6) 12.26 安達　海渡 (6) 12.72 荒木　翔夢 (6) 13.17 林　太一 (6) 13.42 石原　匠 (6) 13.50 逢阪　健 (6) 13.58 日野　洸志 (6) 13.58 成嶋　弘斗 (5) 14.05
千葉:白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ GR 千葉:新木小学校AC (+0.8) 千葉:新木小学校AC (+0.8) 千葉:旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:新木小学校AC (+0.8) 千葉:浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+0.8) 千葉:我孫子市立 根戸小学校 *TK(+0.8) 千葉:新木小学校AC (+0.8)
千葉:ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA 51.29 千葉:白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 52.79 千葉:船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 53.18 千葉:富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ 53.20 千葉:新木小学校AC 53.71 千葉:我孫子第四小学校 55.24 千葉:小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 56.07 千葉:旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 56.26

西岡　功騎 (6) 石崎　凌平 (6) 村山　翼空 (6) 加曽利　拓真 (6) 荒木　翔夢 (6) 吉田　昂生 (6) 浅倉　聡太 (5) 林　太一 (6)

篠原　侑樹 (6) 藤原　寛人 (6) 石井　駿将 (6) 櫻井　誓 (6) 加藤　光乃晋 (6) 梅原　海斗 (6) 本宮　壮琉 (6) 越川　大輝 (6)

細根　琉生 (6) 久古　翔大 (6) 三井　暖 (6) 秋本　皐汰 (6) 石原　匠 (6) 飯塚　悟 (6) 篠塚　浩斗 (5) 大森　陸登 (6)

佐々木　爽多 (6) 志村　大貴 (6) 関根　進吾 (6) 今野　竜誠 (6) 安達　海渡 (6) 田口　将太郎 (6) 安藤　雄晟 (6) 大塚　翔太 (6)

根本　誉 (6) 1m40 西山　望明 (6) 1m37 根本　駿太 (6) 1m31 染谷　空都 (6) 1m28 御代川　太陽 (6) 1m28 田代　圭吾 (5) 1m25 結田　龍一郎 (6) 1m20 7)早坂　弘宇 (6) 1m20

我孫子第二小学校 新木小学校AC 新木小学校AC 新木小学校AC 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 高野山小学校 我孫子第四小学校 新木小学校AC

宮原　一樹 (6) 4m62 荒谷　陽斗 (6) 4m43 加藤　光乃晋 (6) 4m43 飯塚　悟 (6) 4m35 藤井　耀鷹 (6) 4m16 盛田　有輝 (6) 4m15 田口　将太郎 (6) 4m14 坂東　巧太郎 (6) 3m98

流山ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.7) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+1.0) 新木小学校AC (-0.3) 我孫子第四小学校 (+0.6) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.7) 我孫子市立 根戸小学校 (+1.2) 我孫子第四小学校 (+0.9) 高野山小学校 (+1.1)

森下　太輝 (6) 59m19 豊嶋　勇伍 (6) 46m08 伊能勢　亮 (5) 41m88 髙木　康誠 (5) 39m43 鈴木　俊介 (4) 38m49 清水　大吉 (5) 37m54 栫井　孝太朗 (5) 37m13 吉田　裕 (5) 35m81

千葉:八街T&Fｸﾗﾌﾞ GR 千葉:新木小学校AC 千葉:新木小学校AC 千葉:ima kids 千葉:ima kids 千葉:新木小学校AC 千葉:新木小学校AC 千葉:新木小学校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
審判長　中田　勝偉（トラック）吉原　廣（フィールド） 記録主任　　黒田　泰三

気象記録

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向
9:20 晴 22.0 51 1.5 東北東
10:00 晴 22.3 49 1.7 東北東
11:00 晴 22.7 46 1.3 南南東
12:00 曇 22.2 46 1.6 北北東
13:00 曇 22.2 45 1.2 南西
14:00 曇 22.2 46 1.3 北北東
14:57 晴 21.9 47 0.6 東北東

風速(ｍ)

決勝記録一覧表（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年100m(+0.8)

５年100m(+0.8)

第９回千葉キッズ陸上競技大会

共通男子4X100mR

共通男子走高跳

共通ヴォーテックス投

共通男子走幅跳

8位1位 2位 3位 4位 7位5位 6位

共通1000m

６年100m(+0.3)

共通80mH



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
小木曽　由奈 (4) 14.66 菅原　萌 (4) 15.19 大木　詩織 (4) 15.29 大島　彩菜 (4) 15.31 佐藤　葵唯 (4) 15.44 白土　莉紅 (4) 15.52 石川　楓花 (4) 15.65 須貝　香花 (4) 15.88

白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ GR 高野山小学校 (+0.4) ima kids (+0.4) 我孫子市立 根戸小学校 (+0.4) ima kids (+0.4) ima kids (+0.4) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.4) 中川ｸﾗﾌﾞ (+0.4)

本橋　若菜 (5) 14.14 清原　あかり (5) 14.48 宮野　ひなた (5) 14.66 荒木　未來 (5) 14.67 有馬　彩華 (5) 14.80 塘　ありあ (5) 14.85 鈴木　涼香 (5) 14.90 井上　果利菜 (5) 15.01

白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ GR 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.7) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ (+0.7) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.7) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.7) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.7) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.7) ﾁｰﾑ柏 (+0.7)

佐々　あかり (6) 13.34 川窪　萌夏 (6) 13.53 千葉　琴美 (6) 13.54 黛　来夢 (6) 13.63 金谷　愛 (6) 13.63 梶谷　菜帆 (6) 13.72 6)五十嵐　歩 (6) 13.72 田村　美優 (6) 13.87

ima kids (+1.5) 幸はやぶさ陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.5) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+1.5) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+1.5) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ *TK(+1.5) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ *TL(+1.5) 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ *TL(+1.5) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (+1.5)

長井　愛奈 (6) 3:10.16 仲田　さくら (6) 3:11.88 和田　水希 (4) 3:19.00 斎藤　さつき (6) 3:21.38 佐藤　玲美 (6) 3:21.52 西田　涼菜 (6) 3:23.03 岡田　里優 (6) 3:24.38 林　彩音 (6) 3:26.63

ﾁｰﾑ柏 更科小学校 我孫子第四小学校 ﾁｰﾑ柏 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ 浦安ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑ柏

川口　美衣菜 (6) 13.34 高木　紗樹 (6) 13.53 宮川　愛梨 (6) 14.05 竹本　美咲 (6) 14.13 森元　南々子 (6) 14.37 山崎　柚奈 (5) 14.52 齋藤　優愛 (5) 14.54 田口　美涼 (5) 14.64

新木小学校AC (+1.0) ima kids (+1.0) 旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.0) 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ (+1.0) 高野山小学校 (+1.0) 新木小学校AC (+1.0) ima kids (+1.0) 新木小学校AC (+1.0)

ima kids 53.18 ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞA 53.85 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ 54.69 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰA 54.90 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰB 56.43 新木小学校AC 58.25 旭ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ 58.92 法典陸上ｸﾗﾌﾞ 58.95

白土　茶実 (6) GR 武井　凛 (6) 打越　麻莉加 (6) 増子　茉那 (6) 麻川　綾乃 (6) 小笠原　唯香 (6) 宮川　愛梨 (6) 土井　咲紀 (6)

山田　美南 (6) 田村　美優 (6) 森澤　佳菜 (6) 金谷　愛 (6) 岩佐　茉結子 (6) 猪股　千空 (6) 渡邉　七海 (6) 今井　菜々子 (6)

佐々　あかり (6) 黛　来夢 (6) 宇野　菜々子 (6) 栗山　海陽旅 (6) 藤﨑　結衣 (6) 田口　美涼 (5) 大澤　李 (6) 大橋　侑生 (6)

大木　春香 (6) 千葉　琴美 (6) 五十嵐　歩 (6) 梶谷　菜帆 (6) 本橋　若菜 (5) 川口　美衣菜 (6) 平野　莉香 (6) 小島　美果 (6)

西坂　里衣那 (6) 1m26 山口　葵純 (6) 1m26 梅基　美朱 (6) 1m26 増田　恵音 (6) 1m23 田中　美帆 (6) 1m23 野澤　英華 (6) 1m23 石井　まりん (6) 1m20 野口　愛裕 (6) 1m20

銚子陸上ｸﾗﾌﾞ 小見川陸上ｸﾗﾌﾞ 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ 湖北小学校 我孫子第四小学校 船橋陸上ｸﾗﾌﾞ ima kids 新木小学校AC

白土　茶実 (6) 4m50 高橋　花瑠 (6) 4m38 五十嵐　えり花 (6) 4m31 田中　萌 (6) 4m30 根岸　舞佳 (6) 4m24 松本　優 (6) 4m11 川口　真心 (6) 4m02 小川　恋姫 (6) 3m98

ima kids (+0.6) ﾕｰｶﾘが丘ｸﾗﾌﾞ (-0.3) いんばｼﾞｭﾆｱ (+0.9) 安食ｸﾗﾌﾞ (-0.2) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+1.1) ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ (-0.4) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (-0.2) 白井ｱｽﾚﾁｯｸｱｶﾃﾞﾐｰ (+0.5)

滝頭　かのん (6) 45m14 高橋　実里 (6) 41m56 並木　美羽 (5) 35m82 伊藤　穂乃花 (4) 35m22 平野　ひまり (4) 32m31 畑澤　香 (5) 23m82 加瀬　彩乃 (5) 23m31 名越　ほのか (4) 22m91
習志野ﾍﾞｲｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ GR ｸﾚﾝｻｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ GR 新木小学校AC ima kids ima kids 新木小学校AC 新木小学校AC 新木小学校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

*JO：ｼﾞｬﾝﾌﾟｵﾌによる順位決定 審判長　中田　勝偉(トラック）　吉原　廣（フィールド） 記録主任　　黒田　泰三

共通ヴォーテックス投

５年100m(+0.7)

共通4X100mR

共通走高跳

共通走幅跳

４年100m(+0.4)

共通80mH(+1.0)

決勝記録一覧表（女子）

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

第９回千葉キッズ陸上競技大会

６年100m(+1.5)

共通1000m

8位1位 2位 3位 4位 7位5位 6位


