
第４６回 第三部会　小学校体育祭成績一覧
○大会新記録 平成 １９年５月２３日 　印西市松山下公園陸上競技場
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１００ｍ走 ５男 川村　雅俊 木下 14"89 伊藤　誠磨 小倉台 15"09 戸村　翔太 高花 15"23 田中　裕士 内野 15"50 池本　皐士 原 15"61 杉野　良太 木刈 15"79

５女 浅野　茜 木下 15"35 唐金　千夏 内野 15"64 山口　みのり 内野 15"73 鈴木　史乃 内野 15"79 小林　華歩 原 15"80 岩井　萌 小林 15"88

６男 戸村　航 原 13"65 丹治　光生 木下 13"65 芳澤　康太郎 小倉台 13"96 丹　孝太 高花 14"13 齊藤　瑠壱 高花 14"16 河口　大樹 木刈 14"36

６女 鈴木　那奈 木下 14"20 山﨑　香穂 大森 14"86 岡本　彩花 内野 14"87 大田　皆実 小倉台 15"10 植木　あさ香 内野 15"15 高橋　美穂 高花 15"30
６０ｍＨ走 ５男 堀川　颯 西の原 10"44 渡邊　信也 原 10"79 本多　宏成 木刈 10"80 杉野　遥大 木下 10"94 渡辺　隼伍 木下 11"40 杉浦　聖 原山 11"41

５女 今井　真優美 小倉台 10"81 佐竹　奈々 大森 11"03 大橋　真理香 高花 11"08 古堅　はるか 木下 11"18 関　美良唯 木下 11"46 佐々木　耶瑛 西の原 11"46
８０ｍＨ走 ６男 高鳥　拓海 木下 12"99 飯田　和希 高花 13"35 鷹巣　太郎 小倉台 14"01 金子　達也 小倉台 14"21 田坂　優樹 西の原 14"48 久保田　慎也 木下 14"60

６女 中嶋　朱里香 大森 13"95 安東　成美 西の原 14"01 横川　由佳 原山 14"12 春田　桃子 木下 14"24 花井　優希 木下 14"28 松田　みどり 小倉台 14"40
８００ｍ走 ５女 近藤　さくら 大森 2'38"4 平田　未有優 木刈 2'47"6 石川　リサ 西の原 2'48"4 宮崎　悠 小倉台 2'48"9 菅井　みどり 小林北 2'51"0 金子　由香利 西の原 2'53"1

６女 畑田　玲子 木刈 ○2'30"9 渡辺　菜月 高花 2'33"6 住吉　祐美 小林北 2'36"7 杉田　英 小林 2'40"5 倉谷　友菜 西の原 2'41"4 星野　望 木下 2'42"0
１０００ｍ走 ５男 柴田　健吾 木刈 3'19"5 西村　優 高花 3'26"2 稲村　嘉展 木下 3'26"8 井原　和哉 木下 3'30"4 岩崎　瑞輝 大森 3'32"5 中村　陽貴 永治 3'34"6

６男 梅本　龍吾 小倉台 ○3'05"1 越智　慎 木刈 3'08"0 岡田　佳之 木刈 3'13"2 石鍋　佑輔　 永治 3'15"1 佐瀬　辰哉 小林北 3'17"9 金澤　亮 原山 3'18"5
走り幅跳び ５男 石井　紅陽 木下 388 西本　悠三 西の原 383 久保　成弥 木刈 361 中野　匠 内野 349 竹中　遥輝 原 348 アンジェロ 大森 339

５女 越智　晶子 原山 358 大野　瑠璃香 小倉台 337 岩井　美紀 木下 333 馬場　紗綾 内野 330 三村　ことみ 木下 324 鈴木　真里 小林 319

６男 稲村　光亮 西の原 398 小川　翔太 大森 386 菅野　航士 高花 377 木村　和樹 大森 370 塚田　裕雅 小倉台 363 中川　怜 内野 362

６女 小畑　えみ 西の原 395 前田　志優 高花 381 久野　恵利奈 小倉台 376 森田　咲希 永治 375 佐々木　里沙 小林 372 浅野　桃子 大森 370
走り高跳び ５男 小菅　由波 内野 122 鈴木　伸哉 木下 116 福井　里樹 西の原 116 堀川　慶介 小倉台 113 渡邉　正悟 大森 113 泉　伶音 小倉台 113

５女 海宝　亜衣 内野 117 佐野　望 小倉台 117 山本　茉海 原 117 中村　彩夏 木刈 117

立花　来舞
鈴木　萌華
浅野　茜

木刈
小倉台
原

114

６男 林　尚輝 小倉台 136 白川　勝利 原 133 松木　陸生 原 130 水島　峻 内野 130 後藤　佑太 小林北 124 湯澤　暁 小林 124

６女 南　里菜 小倉台 125 秋谷　莉穂 大森 125 野口　美穂 高花 122 鑓田　真澄 木刈 119 小森　美彩都 小倉台 116
武子　あゆみ
岩崎　なつみ

西の原
大森

116

ボール投げ ５男 松貝　亨 木下 46.20 茂木　優介 西の原 44.25 菊地　昇 高花 42.22 新城　育樹 小倉台 41.80 磯野　文康 内野 39.28 吉田　剛 西の原 39.23

５女 森下　眞 原 28.74 中島　咲 木下 28.67 森谷　菜々子 西の原 28.39 須田　望美 原山 28.03 根本　莉沙 小林 26.50 中谷　美穂 内野 26.38

６男 池田　俊介 高花 57.12 武藤　恭平 永治 51.55 北爪　友規 内野 43.28 矢ノ倉　亜沙輝 高花 41.05 松原　大輔 小倉台 40.59 檪岡　宗光　 小林 36.91

６女 島田　加奈子 西の原 31.70 松岡　かえで 木刈 31.68 堀越　美紀 西の原 30.38 有田　菜摘 高花 29.79 岡本　梓 高花 29.10 中川　ゆりの 原 28.64
４００ｍＲ ５男 木刈 59"5 小倉台 60"7 高花 60"9 木下 61"6 内野 61"8 大森 62"5

５女 原山 61"3 木下 61"5 大森 61"5 高花 61"6 原 61"8 小倉台 62"0

６男 木下 55"0 高花 55"1 木刈 56"5 小倉台 56"9 原 58"3 原山 58"9

６女 西の原 58"1 大森 58"1 小倉台 58"6 内野 59"2 木下 59"3 小林北 59"8
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