
第43回千葉県クラブ対抗陸上競技大会 期　日　平成２３年７月１０日(日) 審 判 長 今 井 淳 史

第27回全国小学生陸上競技交流大会 千葉県選考会 場　所　千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 招 集 所 審 判 長 門 目 誠

主 催 千葉陸上競技協会 記 録 主 任 岩 脇 充 司

種目

岩崎　隼也 14.12 田中　佑弥 14.15 平野　壮太 14.18 浅野　優斗 14.37 桑名　貴也 14.43 福田　岬 14.61 福沢　匠 14.66 中村　敬斗 14.77

船橋陸上クラブ 東総第三クラブ 豊田アスリートクラブ 実住クラブ 湖北台西アスリートクラブ 船橋陸上クラブ 市原クラブ 高野山陸上クラブ

岩井　将光 12.68 五十嵐　憲斗 12.93 大山　駿太朗 13.05 園部　俊 13.14 粕谷　健太 13.28 相馬　友樹 13.42 大石　武史 13.68 峯村　貴希 13.78
白井アスレチックアカデミー INBA　Jr．ランニングクラブ 清見台総合陸上部 東清陸上クラブ 湖北台西アスリートクラブ 南流山陸上クラブ 白山アスリートクラブ 公津の杜クラブ

小野　祐人 3:04.88 久留戸　黛良 3:04.91 室伏　祐吾 3:05.62 伊藤　柊太 3:05.77 須藤　恒気 3:06.72 関口　サムエル 3:06.81 星野　佳介 3:06.86 近野　純一朗 3:07.74
習志野ジュニア陸上クラブ 中央レーシングチーム あずま陸上クラブ 銚子クラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 湖北台西アスリートクラブ 中川アスリートクラブ 野田ジュニア陸上クラブ

木村　隼人 12.76 鴇田　星也 12.90 平野　達也 13.14 田中　崇太 13.40 青栁　柾希 13.51 徳井　永遠 13.73 渡邉　新史 13.80 小倉　拓己 16.35

滝野クラブ 周南アスリートクラブ 豊田アスリートクラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 内郷クラブ 八積ＡＣ 日吉クラブ 上志津陸上クラブ

船橋陸上クラブ 51.29 白井アスレチックアカデミー 51.94 東総旭クラブ 53.71 平成クラブ 53.98 市原クラブ 54.43 法典陸上クラブ 55.66 習志野ジュニア陸上クラブ 55.90 東総第三クラブ 58.12

林　宏大 谷田部　瞬 葛馬　悠登 成島　慶 望月　天汰 佐野　三海 時田　昂輝 新美　吏久

吉田　有伯 長山　侑正 加藤　真太郎 西宮　大智 ジャマル　ケイジ 齊藤　史弥 佐々木　将哉 鵜澤　優貴

関口　凌平 小清水　隆人 山口　雄大 柏木　風希 篠崎　勇人 深井　翔太 森　勇樹 藤原　啓陸

長岡　辰真 今村　翔一 齋藤　聖 實川　玲央 梅村　大夢 大宝　秀文 中野　敬寛 山崎　大聖

佐野　稜 1m40 渡辺　　亮 1m40 手塚　凌 1m37 久家　迅雄 1m37 松山　翔 1m34 長谷川　凌 1m34 鈴木　陸斗 1m31 和田　竜弥 1m31

船橋陸上クラブ 一宮アスリートクラブ 中央レーシングチーム 白井アスレチックアカデミー 市原クラブ 吾妻ミラクルクラブ 船橋陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ

成毛　海翔 4m89(+2.1) 加藤　大陸 4m68(+2.1) 長谷井　孝祐 4m62(+2.7) 伊藤　晏輝 4m59(+4.9) 小安　泰雅 4m48(+2.6) 福田　要 4m39(+2.2) 高橋　拓巳 4m35(+2.3) 飯田　愛来 4m34(+2.9)

成田付属クラブ 公認記録なし 実住クラブ *F2 市川陸協ジュニアクラブ 公認記録なし 習志野ジュニア陸上クラブ *F3 一宮アスリートクラブ *F3 市原クラブ *F3 東総第三クラブ *F2 銚子クラブ 公認記録なし

公認4m48(+1.4) 公認4m32(+1.5) 公認4m31(-0.3) 公認4m32(+1.3) 公認4m10(+0.8)

塚本　翼 77m15 蒲地　歩 65m69 内田　徳之新 65m18 冨田　彪斗 65m10 青木　健太 63m02 長澤　祥 59m84 浪川　稜 56m93 鹿瀬　款太 56m59

洗心クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 市川陸協ジュニアクラブ 布佐アスリートクラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 東総旭クラブ 東金アスリートクラブ

成毛　詩織 14.24 白鳥　茉莉佳 14.64 西﨑　夏芽 14.74 鈴木　瀬奈 14.89 竹俣　苑生 14.99 阿部　実玲菜 15.24 髙山　詩織 15.25 吉井　帆波 15.50

クレンサアスリートクラブ クレンサアスリートクラブ 白井アスレチックアカデミー 銚子クラブ 白井アスレチックアカデミー 船橋陸上クラブ 川上クラブ 市原クラブ

小林　美雅 13.74 八田　菜々 13.81 岡澤　千春 14.23 瀧田　ミッシェ 14.28 萩原　沙里菜 14.28 増田　佳那子 14.32 須見　友香 14.38 櫻井　優 14.39

清見台総合陸上部 公津の杜クラブ 一宮アスリートクラブ 湖北台西アスリートクラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ *TK 我孫子第二陸上クラブ 南流山陸上クラブ 市原クラブ

鵜沢　美奈 3:09.83 木下　亜紗美 3:10.92 伊藤　真友子 3:11.66 石田　弥優 3:15.66 伊東　明日香 3:16.16 染谷　結世 3:17.93 佐久間　遥妃 3:18.67 千葉　瑞季 3:18.74

フジエクラブ 笹引クラブ 野田ジュニア陸上クラブ サザンカクラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 野田ジュニア陸上クラブ 市原AC 白井アスレチックアカデミー

三神　那菜子 13.51 君塚　さくら 13.55 小泉　花織 13.83 篠塚　里佳 13.88 明星　伶奈 13.93 橘　ひより 14.28 石井　実保 14.45 高木　馨都 14.89

印南クラブ 間野台クラブ 八木原レーシングクラブ 銚子クラブ 東部クラブ 本納スポーツクラブ 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 白井アスレチックアカデミー

白井アスレチックアカデミー 53.86 船橋陸上クラブ 54.86 白山アスリートクラブ 55.49 一宮アスリートクラブ 55.86 市原クラブ 56.37 清見台総合陸上部 56.43 東総旭クラブ 57.73 二ツ塚クラブ 58.11

大石　満里奈 髙橋　咲 矢島　千紘 藍野　優理 高橋　結衣子 土井　友佳 髙野　萌 田中　柚希

秦　琴美 鈴木　えみ 神林　明日香 石井　夢維 塚本　里果 工藤　沙月 斉藤　響 熊本ﾗｳｨﾆ　美菜

岡　菜々恵 由井　彩音 宮田　来海 森　彩香 小澤　七海 高橋　夏輝 島田　渚 郡司　みのり

原口　寛代 篠原　瑞希 三木　妃奈子 中村　公香 萩原　真彩 押本　梨花 鷺山　楓 山崎　美穂
本田　直美 1m32 野澤　英恵 1m32 若松　希優 1m32 竹田　理佐子 1m29 増田　涼夏 1m23 松浦　未来 1m23 紺谷　蘭 1m23

市原クラブ 船橋陸上クラブ 茂原せんだんクラブ 中央レーシングチーム 滝野クラブ 根戸クラブ 木下クラブ

澤村　奈津美 1m23

習志野ジュニア陸上クラブ

杉村　奏笑 4m51(+3.6) 長野　玖実子 4m25(+2.0) 小原　丞未 4m10(+1.8) 田代　菜摘 4m03(+3.6) 木村　美月 4m00(+3.5) 豊田　理歩 3m98(+0.6) 髙橋　小夏 3m98(+1.2) 黒須　加奈 3m96(-0.2)

東総旭クラブ *F1 中央レーシングチーム 成田付属クラブ 中央レーシングチー *F1 富津ふれあいジュニ *F1 INBA　Jr．ランニングクラブ 南流山陸上クラブ *F8 船橋陸上クラブ

公認4m45(-0.3) 公認4m01(+0.9) 公認3m79(+1.5)

岩淵　風香 54m87 村越　美咲 54m61 相葉　美空 53m08 栗崎　優香 51m11 伊藤　香奈 50m22 丸　優香 47m67 立岩　吹彩 46m78 齋藤　奈々充 45m15
白井アスレチックアカデミー 市原AC 市原クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 市原クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 本納スポーツクラブ

佐々木　翼 13.89(-1.3) 近藤　晴哉 14.58(-1.3) 村上　颯亮 14.96(-1.3) 宮地　駿 15.21(-1.3) 平沼　司 15.74(-1.3)

船橋陸上クラブ 東総旭クラブ 白井アスレチックアカデミー 市原クラブ 銚子クラブ

宮澤　さくら 14.79(-1.0) 藤鷹　祐歌 14.96(-1.0) 大平　沙由里 14.97(-1.0) 佐藤　爽 15.21(-1.0) 飯島　茜 15.39(-0.8) 池田　千紘 15.73(-0.8) 小湊　清佳 15.96(-0.8) 前沖　里奈 16.18(-1.0)

清見台総合陸上部 白井アスレチックアカデミー 船橋陸上クラブ 二ツ塚クラブ 東総旭クラブ 市原クラブ 白山アスリートクラブ 上志津陸上クラブ

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) 測定場所
2011/07/10 09:00 晴 31.5 57.0 南南西 2.3

10:00 晴 32.2 61.0 南南東 2.5
11:00 晴 33.0 52.0 南南東 2.6
12:00 晴 33.5 50.0 南南東 2.1
13:00 晴 33.5 50.0 南南東 3.0
14:00 晴 33.5 50.0 南南東 2.5
15:00 晴 33.1 52.0 南南東 2.3
16:00 晴 32.1 49.0 南南東 1.9
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No 1

主催 千葉陸上競技協会

後援 文部科学省　千葉県教育委員会

千葉県小中学校体育連盟

期日 平成２３年７月１０日（日） コード 11 12 0311 ＮＨＫ　日本スポーツ少年団

場所 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 コード 121010 財団法人日清スポーツ振興財団

日付 種目

５年100m 桑名　貴也 (5) 14.44 福田　岬 (5) 14.47 小島　竜生 (5) 15.41 西堂　久俊 (5) 15.54 杉浦　拓実 (5) 15.60 金谷　将伸 (5) 15.64

１組（-2.8） 湖北台西アスリートクラブ (-2.8) 船橋陸上クラブ (-2.8) 我孫子第三クラブ (-2.8) 市原クラブ (-2.8) 幸はやぶさ陸上クラブ (-2.8) ima kids (-2.8)

５年100m 岩崎　隼也 (5) 13.94 名洗　優真 (5) 14.75 安永　雄貴 (5) 14.95 羽石　海璃 (5) 14.98 中田　佳希 (5) 15.04 竹内　海人 (5) 16.25

２組（-1.0） 船橋陸上クラブ (-1.0) 銚子クラブ (-1.0) サザンカクラブ (-1.0) 館山ジュニア陸上クラブ (-1.0) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-1.0) 市川陸協ジュニアクラブ (-1.0)

５年100m 田中　佑弥 (5) 14.17 中村　敬斗 (5) 14.57 島根　拓海 (5) 14.89 田口　優 (5) 15.19 小日山　琉斗 (5) 15.46 大塚　拓海 (5) 15.73

３組（-1.5） 東総第三クラブ (-1.5) 高野山陸上クラブ (-1.5) 白井アスレチックアカデミー (-1.5) 野田ジュニア陸上クラブ (-1.5) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-1.5) INBA　Jr．ランニングクラブ (-1.5)

５年100m 浅野　優斗 (5) 14.33 田中　政也 (5) 14.67 道原　慧 (5) 14.75 星野　耕大 (5) 15.14 三原　一輝 (5) 15.23 島田　拓実 (5) 15.46 本橋　樹 (5) 15.79

４組（-2.3） 実住クラブ 市原クラブ (-2.3) 船橋陸上クラブ (-2.3) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-2.3) 高野山陸上クラブ (-2.3) ima kids (-2.3) 一宮アスリートクラブ (-2.3)

５年100m 平野　壮太 (5) 13.99 福沢　匠 (5) 14.23 末次　功勢 (5) 14.73 平山　瞬太郎 (5) 14.86 高橋　智樹 (5) 15.36 鈴村　葵 (5) 15.44 齊藤　悠太 (5) 15.49

５組（-1.9） 豊田アスリートクラブ (-1.9) 市原クラブ (-1.9) 我孫子第三クラブ (-1.9) 東総旭クラブ (-1.9) 法典陸上クラブ (-1.9) 新木AC (-1.9) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-1.9)

５年100m 粕谷　翔太 (5) 14.59 笠原　嵩央 (5) 14.63 中山　颯志朗 (5) 14.65 皿良　佳和 (5) 14.79 西村　拓叶 (5) 15.17 伊藤　昇 (5) 15.47 朝日　誉桜 (5) 17.00

６組（-2.0） 湖北台西アスリートクラブ (-2.0) 白井アスレチックアカデミー (-2.0) 豊岡アスリートクラブ (-2.0) 川上クラブ (-2.0) サザンカクラブ (-2.0) 八重原アスリートクラブ (-2.0) スプリントクラブ・Ｈ (-2.0)

６年100m 日置　聖児 (6) 14.38 布施　祥伍 (6) 14.40 鈴木　雄太 (6) 14.55 小林　広貴 (6) 14.81 福原　典 (6) 14.84 矢代　卓也 (6) 15.83

１組（-2.5） 増穂北クラブ (-2.5) 習志野ジュニア陸上クラブ (-2.5) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-2.5) 館山ジュニア陸上クラブ (-2.5) 陸上研究会タケダ (-2.5) 法典陸上クラブ (-2.5)

６年100m 五十嵐　憲斗 (6) 13.01 冨田　直希 (6) 14.31 三原　雅史 (6) *TL14.63 西田　理来 (6) *TL14.63 土田　大翔 (6) 14.93 正木　貴広 (6) 15.67

２組（-0.9） INBA　Jr．ランニングクラブ (-0.9) 市原クラブ (-0.9) 本納スポーツクラブ *TL(-0.9新木AC *TL＊(-0富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-0.9) 館山ジュニア陸上クラブ (-0.9)

６年100m 粕谷　健太 (6) 13.50 土屋　太一 (6) 14.35 小林　俊也 (6) 14.84 水野　晃汰 (6) 14.93 清宮　史貴 (6) 15.41 大村　脩登 (6) 16.10 早川　晶 (6) 16.39

３組（-1.8） 湖北台西アスリートクラブ (-1.8) 汗一平クラブ (-1.8) 船橋陸上クラブ (-1.8) 習志野ジュニア陸上クラブ (-1.8) 轟アスリートクラブ (-1.8) 東金アスリートクラブ (-1.8) 小見川陸上クラブ (-1.8)

６年100m 峯村　貴希 (6) 13.74 齋藤　繁幸 (6) 14.04 窪田　翔 (6) 14.43 熱田　大輝 (6) 14.54 花谷　建典 (6) 14.61 松下　雄大 (6) 15.03 木原　基秀 (6) 15.34

４組（-1.1） 公津の杜クラブ (-1.1) 習志野ジュニア陸上クラブ (-1.1) 市川陸協ジュニアクラブ (-1.1) 東総第三クラブ (-1.1) QEDクラブ (-1.1) 湖北台西アスリートクラブ (-1.1) 法典陸上クラブ (-1.1)

６年100m 岩井　将光 (6) 13.00 坂倉　悠太 (6) 13.91 荻原　ギンジ (6) 14.09 渡邉　唯人 (6) 15.16 榊　未来 (6) 15.88 森田　翼 (6) 16.40 永野　直貴 (6) 16.45

５組（-0.9） 白井アスレチックアカデミー (-0.9) 豊田アスリートクラブ (-0.9) 布佐アスリートクラブ (-0.9) 市川陸協ジュニアクラブ (-0.9) 小見川陸上クラブ (-0.9) 法典陸上クラブ (-0.9) 轟アスリートクラブ (-0.9)

６年100m 丸岡　雄大 (6) 13.96 内藤　佑亮 (6) 14.06 濱川　麗生 (6) 14.12 太田　真之助 (6) 14.34 森田　光貴 (6) 14.53 藤原　　輝 (6) 15.35 柴田　和馬 (6) 15.71

６組（-0.8） 豊岡アスリートクラブ (-0.8) 湖北台東アスリートクラブ (-0.8) INBA　Jr．ランニングクラブ 銚子クラブ (-0.8) 八重原アスリートクラブ (-0.8) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-0.8) 汗一平クラブ (-0.8)

６年100m 園部　俊 (6) 13.20 相馬　友樹 (6) 13.44 大石　武史 (6) 13.66 鈴木　悠真 (6) 14.57 榎本　朋 (6) 14.62 荒井　高太郎 (6) 14.71 角田　康輔 (6) 16.15 堀田　大貴 (6) 16.41

７組（-2.3） 東清陸上クラブ (-2.3) 南流山陸上クラブ (-2.3) 白山アスリートクラブ (-2.3) 船橋陸上クラブ (-2.3) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-2.3) 高野山陸上クラブ (-2.3) 幸はやぶさ陸上クラブ (-2.3) サザンカクラブ (-2.3)

６年100m 大山　駿太朗 (6) 12.89 大橋　裕徳 (6) 14.11 深井　翔太 (6) 14.36 荒川　公平 (6) 14.44 松本　優一 (6) 14.47 九里　健介 (6) 14.84 長谷川　頌真 (6) 14.85

８組（-1.0） 清見台総合陸上部 (-1.0) 東総旭クラブ (-1.0) 白山アスリートクラブ (-1.0) 船橋陸上クラブ (-1.0) 轟アスリートクラブ (-1.0) 市川陸協ジュニアクラブ (-1.0) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-1.0)

共通1000m 須藤　恒気 (6) 3:06.72 関口　サムエル (6) 3:06.81 星野　佳介 (6) 3:06.86 川上　勇士 (5) 3:12.10 小林　大気 (6) 3:14.46 小柴　大悟 (6) 3:15.34 常住　悠斗 (6) 3:15.37 柏木　啓太 (6) 3:15.63

１組 浦安ジュニアアスリートクラブ 湖北台西アスリートクラブ 中川アスリートクラブ 白井アスレチックアカデミー 上志津陸上クラブ 市川陸協ジュニアクラブ 市原クラブ 船橋陸上クラブ

9.藤野　涼太 (6) 3:15.93 10.白鳥　優人 (5) 3:16.68 11.柴田　裕史 (6) 3:18.15 12.鍋島　颯 (5) 3:18.53 13.今谷　公之輔 (6) 3:19.21 14.塚本　光祐 (6) 3:19.64 15.鈴木　駿友 (5) 3:20.26 16.仲野　克海 (6) 3:21.23

習志野ジュニア陸上クラブ 小見川陸上クラブ INBA　Jr．ランニングクラブ 野田ジュニア陸上クラブ いには野ジュニアランニングクラブ サザンカクラブ 市原AC 新木RC

17.宮原　太郎 (6) 3:23.62 18.川原　祥矢 (6) 3:26.20 19.衛藤　崇 (5) 3:28.56 20.髙山　音綺 (6) 3:28.92 21.伊藤　快太 (5) 3:43.78 22.武藤　悠平 (6) 3:45.72

東金アスリートクラブ 我四クラブ 市原ＲＣ 法典陸上クラブ 幸はやぶさ陸上クラブ 轟アスリートクラブ

共通1000m 小野　祐人 (6) 3:04.88 久留戸　黛良 (6) 3:04.91 三浦　拓 (6) 3:10.57 小林　飛亜登 (6) 3:10.82 市村　陸 (6) 3:13.80 小川　颯斗 (6) 3:13.92 斎藤　直之 (6) 3:14.44 米山　哲弘 (5) 3:14.54

２組 習志野ジュニア陸上クラブ 中央レーシングチーム 船橋陸上クラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 南志津クラブ 東総第三クラブ 新木AC 市原AC

9.菊地　秀太朗 (6) 3:15.04 10.鈴木　歩都 (5) 3:15.15 11.三浦　利玖 (6) 3:16.97 12.篠塚　祐吾 (5) 3:17.20 13.佐々木　海渡 (6) 3:18.59 14.浅水　丈拓 (6) 3:18.83 15.岡本　優星 (5) 3:22.96 16.曽波　優太 (6) 3:25.37

白山アスリートクラブ 市原ＲＣ 法典陸上クラブ 小見川陸上クラブ 八木原レーシングクラブ 野田ジュニア陸上クラブ チーム山武日向 我四クラブ

17.挾間　青 (5) 3:25.64 18.栗原　雄大 (6) 3:28.03 19.白川　龍馬 (5) 3:30.70 20.井上　尚輝 (5) 3:32.55 21.相澤　颯良 (5) 3:39.28 22.古場　優樹 (6) 3:40.38 23.横田　耀 (6) 3:41.61 24.齋藤　巧人 (5) 3:46.54

本納スポーツクラブ 東金アスリートクラブ 布佐アスリートクラブ サザンカクラブ いには野ジュニアランニングクラブ INBA　Jr．ランニングクラブ 幸はやぶさ陸上クラブ 土気アスリートクラブ

07/10

07/10

記録一覧表（小学男子）

5位 6位

第２７回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会

1位 2位 3位 4位
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千葉県小中学校体育連盟

期日 平成２３年７月１０日（日） コード 11 12 0311 ＮＨＫ　日本スポーツ少年団

場所 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 コード 121010 財団法人日清スポーツ振興財団

日付 種目

記録一覧表（小学男子）

5位 6位

第２７回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会

1位 2位 3位 4位 7位 8位

共通1000m 室伏　祐吾 (6) 3:05.62 伊藤　柊太 (6) 3:05.77 近野　純一朗 (6) 3:07.74 伊藤　慶 (6) 3:14.21 岡本　情一 (6) 3:15.70 坂東　瑠太郎 (5) 3:16.32 松尾　陸 (6) 3:16.71 伊東　宏也 (6) 3:17.76

３組 あずま陸上クラブ 銚子クラブ 野田ジュニア陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ チーム山武日向 新木AC ima kids 市原クラブ

9.阿井　祐真 (6) 3:17.91 10.齋藤　周平 (5) 3:18.84 11.吉川　輝 (6) 3:19.27 12.西村　駿輝 (6) 3:19.85 13.森　大輝 (6) 3:20.68 14.大野　竜銘 (6) 3:21.18 15.舟戸　奨真 (6) 3:22.44 16.鈴木　啓磨 (5) 3:23.23

八積ＡＣ 白山アスリートクラブ 南流山陸上クラブ 我孫子第一クラブ 市川陸協ジュニアクラブ 新木RC 我孫子第二陸上クラブ イケイケクラブ

17.赤星　拓実 (5) 3:24.06 18.福原　陸 (5) 3:29.15 19.櫛野　公資 (5) 3:29.18 20.伊藤　和也 (6) 3:34.06 21.田中　剛司 (6) 3:35.03 22.笠原　直人 (6) 3:44.89

白井アスレチックアカデミー 我孫子第三クラブ 桜台クラブ 布佐アスリートクラブ 南志津クラブ 轟マラソンクラブ

共通1000m 石倉　礼央 (6) 3:14.02 丹羽　宏斗 (6) 3:17.05 海老沢　和音 (6) 3:18.66 小嶋　和幸 (6) 3:20.01 村上　凌太郎 (6) 3:20.52 新岡　壮太 (6) 3:22.76 加瀬　龍臣 (6) 3:24.43 高梨　智樹 (5) 3:25.57

４組 轟アスリートクラブ 白山アスリートクラブ 法典陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 布佐アスリートクラブ 市原クラブ 東総旭クラブ フジエクラブ

9.向　健吾 (6) 3:25.79 10.立川　奈知 (5) 3:26.38 11.佐久間　耀大 (6) 3:27.07 12.後藤　友洸 (5) 3:27.74 13.岩井　拓巳 (6) 3:27.94 14.大福　洋平 (6) 3:31.07 15.二瓶　隼輔 (5) 3:33.25 16.石山　悠斗 (6) 3:34.31

我孫子第二陸上クラブ 我孫子第一クラブ 市川陸協ジュニアクラブ 我孫子第三クラブ INBA　Jr．ランニングクラブ 市原AC 市原ＲＣ 高野山陸上クラブ

17.池田　　悠人(6) 3:34.37 18.岩田　匠 (6) 3:36.45 19.大杉　竜太 (5) 3:37.17 20.田崎　颯馬 (6) 3:39.98 21.菅谷　佑太 (6) 3:55.89 22.駅場　響 (5) 4:10.15

富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 幸はやぶさ陸上クラブ 船橋陸上クラブ mx千葉RC 小見川陸上クラブ 轟マラソンクラブ

共通８０ｍH 青栁　柾希 (6) 13.82 世良田　基暉 (6) 14.34 堀尾　有輝 (6) 14.69 川嶋　朋希 (6) 14.89 高橋　悟 (6) 16.23 蔭山　雄介 (6) 16.29 小倉　瑠伽 (6) 16.31

１組（-1.9） 内郷クラブ (-1.9) 高野山陸上クラブ (-1.9) 陸上研究会タケダ (-1.9) クレンサアスリートクラブ (-1.9) 小見川陸上クラブ (-1.9) 習志野ベイサイドスポーツクラブ (-1.9) 東金アスリートクラブ (-1.9)

共通８０ｍH 綿引　達也 (6) 14.10 潮來　海 (6) 14.41 松村　雅裕 (6) 14.76 木内　廉 (6) 15.15 久間地　祐哉 (6) 15.58 鈴木　亮祐 (5) 16.49

２組（-3.6） 高野山陸上クラブ (-3.6) 銚子クラブ (-3.6) 習志野ジュニア陸上クラブ (-3.6) 東総旭クラブ (-3.6) 東総第三クラブ (-3.6) 間野台クラブ (-3.6)

共通８０ｍH 木村　隼人 (6) 12.68 徳井　永遠 (6) 13.63 越川　滉二 (6) 13.98 梅川　滉生 (6) 14.93 高梨　一寿 (6) 15.98 山本　克 (6) 16.38

３組（-2.0） 滝野クラブ (-2.0) 八積ＡＣ (-2.0) 小見川陸上クラブ (-2.0) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-2.0) フジエクラブ (-2.0) 市川陸協ジュニアクラブ (-2.0)

共通８０ｍH 平野　達也 (6) 13.54 小倉　拓己 (6) 13.64 渡邉　新史 (6) 13.94 関　海斗 (6) 14.04 高橋　斗南 (6) 14.58 大迫　悠吾 (6) 17.40

４組（-2.4） 豊田アスリートクラブ (-2.4) 上志津陸上クラブ (-2.4) 日吉クラブ (-2.4) 太東AC (-2.4) 増穂クラブ (-2.4) 法典陸上クラブ (-2.4)

共通８０ｍH 田中　崇太 (6) 13.48 鴇田　星也 (6) 13.51 山口　桂吾 (6) 14.73 馬場　雅志 (6) 14.88 原山　光 (6) 16.79 小笠原　風太 (5) 18.37

５組（-1.7） 浦安ジュニアアスリートクラブ (-1.7) 周南アスリートクラブ (-1.7) 高柳陸上クラブ (-1.7) 習志野ジュニア陸上クラブ (-1.7) クレンサアスリートクラブ (-1.7) 法典陸上クラブ (-1.7)

共通4X100mR 52.24 54.28 55.87 57.67 58.83

１組 谷田部　瞬 (6) 成島　慶 (6) 佐野　三海 (6) 古関　隼人 (6) 大網　涼太 (6)

長山　侑正 (6) 西宮　大智 (6) 齊藤　史弥 (6) 小澤　大樹 (6) 小林　隆星 (6)

小清水　隆人 (6) 柏木　風希 (6) 深井　翔太 (5) 齋賀　遼大 (6) 林　涼太 (6)

今村　翔一 (6) 實川　玲央 (6) 大宝　秀文 (6) 水上　瑛仁 (6) 菅谷　尚起 (6)

共通4X100mR 51.85 54.08 54.26 56.01 57.33

２組 林　宏大 (6) 葛馬　悠登 (6) 望月　天汰 (6) 時田　昂輝 (6) 新美　吏久 (6)

吉田　有伯 (6) 加藤　真太郎 (6) ジャマル　ケイ (6) 佐々木　将哉 (6) 鵜澤　優貴 (6)

関口　凌平 (6) 山口　雄大 (6) 篠崎　勇人 (6) 森　勇樹 (6) 藤原　啓陸 (6)

長岡　辰真 (6) 齋藤　聖 (6) 梅村　大夢 (6) 中野　敬寛 (6) 山崎　大聖 (6)

ｵｰﾌﾟﾝ100m 佐々木　翼 (6) 13.89 近藤　晴哉 (6) 14.58 村上　颯亮 (6) 14.96 宮地　駿 (6) 15.21 平沼　司 (6) 15.74

１組（-1.3） 船橋陸上クラブ (-1.3) 東総旭クラブ (-1.3) 白井アスレチックアカデミー (-1.3) 市原クラブ (-1.3) 銚子クラブ (-1.3)

共通走高跳 佐野　稜 (6) 1m40 渡辺　　亮 (6) 1m40 手塚　凌 (6) 1m37 久家　迅雄 (6) 1m37 松山　翔 (6) 1m34 長谷川　凌 (6) 1m34 鈴木　陸斗 (6) 1m31 和田　竜弥 (6) 1m31

１組 船橋陸上クラブ 一宮アスリートクラブ 中央レーシングチーム 白井アスレチックアカデミー 市原クラブ 吾妻ミラクルクラブ 船橋陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ

9.林　翔 (6) 1m28 10.小林　匡哉 (6) 1m28 11.長田　直樹 (6) 1m28 12.大西　優真 (6) 1m28 13.中村　巴哉 (6) 1m28 14.小松　史明 (6) 1m25 15.鈴木　脩斗 (6) 1m20 15.細野　将大 (6) 1m20

習志野ジュニア陸上クラブ 東総旭クラブ 船橋陸上クラブ 中央レーシングチーム 浦安ジュニアアスリートクラブ 習志野ジュニア陸上クラブ ima kids 銚子クラブ

15.緑川　正規 (6) 1m20 15.友清　兼吾 (6) 1m20 15.黒田　敦也 (6) 1m20 20.滝口　明大 (6) 1m20

八積ＡＣ 市原クラブ クレンサアスリートクラブ 市原クラブ

07/10

07/10

白井アスレチックアカデミー

船橋陸上クラブ

07/10

07/10

07/10

平成クラブ

東総旭クラブ

法典陸上クラブ

市原クラブ

市原AC

習志野ジュニア陸上クラブ 東総第三クラブ

銚子クラブ
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記録一覧表（小学男子）

5位 6位

第２７回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会

1位 2位 3位 4位 7位 8位

共通男子走幅跳 成毛　海翔 (6) 4m89 加藤　大陸 (6) 4m68 長谷井　孝祐 (5) 4m62 伊藤　晏輝 (6) 4m59 小安　泰雅 (6) 4m48 福田　要 (6) 4m39 高橋　拓巳 (6) 4m35 飯田　愛来 (6) 4m34

１組 成田付属クラブ (+2.1) 実住クラブ *F2(+2.1) 市川陸協ジュニアクラブ (+2.7) 習志野ジュニア陸上クラブ *F3(+4.9) 一宮アスリートクラブ *F3(+2.6) 市原クラブ *F3(+2.2) 東総第三クラブ *F2(+2.3) 銚子クラブ (+2.9)

9.太田　賢汰 (6) 4m31 10.坂本　真紘 (6) 4m29 11.岩越　飛馬 (6) 4m28 12.二井　辰也 (5) 4m27 13.五十嵐　友樹 (6) 4m25 14.笹木　優一 (6) 4m24 15.神戸　鴻朗希 (6) 4m18 16.有馬　来聖 (6) 4m14

印南クラブ *F1(+3.1) みちるアスリートクラブ *F3(+2.5) 浦安ジュニアアスリートクラブ *F2(+3.3) 東部クラブ (+1.7) 習志野ジュニア陸上クラブ *F1(+2.5) 八木原レーシングクラブ *F1(+2.8) みちるアスリートクラブ (+1.7) 浦安ジュニアアスリートクラブ (+1.1)

17.酒井　陽季 (5) 4m09 18.田端　太一 (6) 4m09 19.堀　寛貴 (6) 4m06 20.宮澤　直樹 (6) 4m02 21.白井　優尚 (6) 3m98 22.石原　和 (6) 3m97 23.島田　瑞生 (6) 3m87 24.福塚　勇太 (6) 3m87

小見川陸上クラブ *F1(+3.2) 白井アスレチックアカデミー *F8(+1.8) 市原クラブ *F2(+2.1) ima kids (+1.5) みちるアスリートクラブ (+2.5) 市原クラブ (+1.4) 東金アスリートクラブ *F1(+3.6) 習志野ジュニア陸上クラブ *F8(+4.6)

25.足立　夏輝 (6) 3m77 26.浅井　大河 (6) 3m76 27.高橋　大智 (6) 3m72 28.石井　一樹 (6) 3m70 29.佐藤　慶一 (5) 3m61 30.清田　真弘 (5) 3m52 31.高橋　柊汰 (5) 3m42

浦安ジュニアアスリートクラブ (+1.5) 市原AC (+0.8) ima kids (+1.2) 市川陸協ジュニアクラブ (+3.5) 白山アスリートクラブ (+0.4) 高野山陸上クラブ *F2(+4.0) 我孫子第二陸上クラブ (+1.8)

共通ソフトボール投塚本　翼 (6) 77m15 蒲地　歩 (6) 65m69 内田　徳之新 (6) 65m18 冨田　彪斗 (6) 65m10 青木　健太 (6) 63m02 長澤　祥 (6) 59m84 浪川　稜 (6) 56m93 鹿瀬　款太 (6) 56m59

１組 洗心クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 市川陸協ジュニアクラブ 布佐アスリートクラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 東総旭クラブ 東金アスリートクラブ

9.松山　大我 (6) 55m38 11.若林　義暁 (6) 53m99 12.保坂　爽太 (6) 52m73 13.鈴木　啓悟 (5) 51m64 14.秋山　璃来 (6) 51m53 15.北島　勝也 (6) 47m76

市原クラブ 緑ヶ丘クラブ 高野山陸上クラブ 白山アスリートクラブ 印南クラブ 白山アスリートクラブ

今井　淳史 （第二競技場）吉原　廣 岩脇　充司

07/10

07/10

審 判 長： 記 録 主 任
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期日 平成２３年７月１０日（日） コード 11 12 0311 ＮＨＫ　日本スポーツ少年団

場所 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 コード 121010 財団法人日清スポーツ振興財団

日付 種目

５年100m 鈴木　瀬奈 (5) 14.52 瀨下　佳純 (5) 15.09 福島　彩加 (5) 15.12 向後　京香 (5) 15.15 岩城　美佳 (5) 15.70 伊藤　七香 (5) 15.76 斎田　りな (5) 15.78

１組（-0.6） 銚子クラブ (-0.6) 我孫子第一クラブ (-0.6) 市原クラブ (-0.6) 東総旭クラブ (-0.6) サザンカクラブ (-0.6) 船橋陸上クラブ (-0.6) ima kids (-0.6)

５年100m 竹俣　苑生 (5) 14.76 阿部　実玲菜 (5) 14.89 吉井　帆波 (5) 14.95 森元　陽菜 (5) 15.09 道廣　奈央 (5) 15.29 山田　希 (5) 15.87 飯田　千陽 (5) 16.17

２組（-0.5） 白井アスレチックアカデミー (-0.5) 船橋陸上クラブ (-0.5) 市原クラブ (-0.5) 市原AC (-0.5) 我孫子第一クラブ (-0.5) 法典陸上クラブ (-0.5) 幸はやぶさ陸上クラブ (-0.5)

５年100m 髙山　詩織 (5) 14.84 鈴木　夏美 (5) 15.15 鴻巣　萌 (5) 15.74 松本　穂乃香 (5) 15.75 大丸　莉穂 (5) 15.78

３組（-1.5） 川上クラブ (-1.5) つくし野クラブ (-1.5) 轟アスリートクラブ (-1.5) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-1.5) 高野山陸上クラブ (-1.5)

５年100m 白鳥　茉莉佳 (5) 14.81 早津　佳恵 (5) 14.95 佐野　碧 (5) 15.49 鈴木　葵 (5) 15.52 増田　結 (5) 15.53 大木　亜海 (5) 15.96 片柳　美希 (5) 16.41 髙仲　紀乃 (5) 17.58

４組（-0.7） クレンサアスリートクラブ (-2.2) 東部クラブ (-2.2) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-2.2) 市原クラブ (-2.2) つくし野クラブ (-2.2) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-2.2) 土気アスリートクラブ (-2.2) 轟アスリートクラブ (-2.2)

５年100m 西﨑　夏芽 (5) 14.64 鎌田　和花奈 (5) 14.98 榎木　みなみ (5) 15.14 石田　ゆうな (5) 15.36 池田　鈴 (5) 15.46 小山　杏美 (5) 16.10 田中　沙希 (5) 16.74 吉永　佐知子 (5) 17.07

５組（-0.7） 白井アスレチックアカデミー (-0.7) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-0.7) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-0.7) 轟アスリートクラブ (-0.7) つくし野クラブ (-0.7) INBA　Jr．ランニングクラブ (-0.7) クレンサアスリートクラブ (-0.7) サザンカクラブ (-0.7)

５年100m 麻生　亜耶 (5) 15.08 高橋　小春 (5) 15.22 出田　千遥 (5) 15.36 松浦　結愛 (5) 15.54 青木　風音 (5) 15.77 渡邉　雅 (5) 15.95 永野　友貴 (5) 16.80

６組（-1.8） 東部クラブ (-1.8) 一宮アスリートクラブ (-1.8) 東総第三クラブ (-1.8) サザンカクラブ (-1.8) 白井アスレチックアカデミー (-1.8) 高野山陸上クラブ (-1.8) 幸はやぶさ陸上クラブ (-1.8)

５年100m 成毛　詩織 (5) 14.29 金澤　果央理 (5) 14.97 吉本　涼子 (5) 15.06 鹿子　晴名 (5) 15.41 宮内　恵里 (5) 15.63 川間　あゆみ (5) 15.85 石橋　友希 (5) 16.53 五十嵐　瑠奈 (5) 17.44

７組（-1.1） クレンサアスリートクラブ (-1.1) 根戸クラブ (-1.1) 八重原アスリートクラブ (-1.1) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-1.1) ima kids (-1.1) 館山ジュニア陸上クラブ (-1.1) 小見川陸上クラブ (-1.1) 幸はやぶさ陸上クラブ (-1.1)

６年100m 増田　佳那子 (6) 14.36 櫻井　優 (6) 14.38 盛川　咲 (6) 14.42 樋口　芽維 (6) 14.95 石神　安理紗 (6) 14.98 野田　南 (6) 15.79 黒川　実姫 (6) 15.84

１組（-2.3） 我孫子第二陸上クラブ (-2.3) 市原クラブ (-2.3) 市川陸協ジュニアクラブ (-2.3) 白井アスレチックアカデミー (-2.3) サザンカクラブ (-2.3) 法典陸上クラブ (-2.3) 船橋陸上クラブ (-2.3)

６年100m 瀧田　ミッシェ (6) 14.01 森田　和花菜 (6) 14.68 鈴木　莉央 (6) 14.71 木村　麻帆 (6) 14.78 工藤　友梨花 (6) 14.89 菅原　紗季 (6) 15.12 石津　和 (6) 16.04 斎藤　友海 (6) 16.33

２組（-2.2） 湖北台西アスリートクラブ (-2.2) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-2.2) 館山ジュニア陸上クラブ (-2.2) 小見川陸上クラブ (-2.2) 高柳陸上クラブ (-2.2) 船橋陸上クラブ (-2.2) クレンサアスリートクラブ (-2.2) 風さやかクラブ (-2.2)

６年100m 萩原　沙里菜 (6) 14.30 須見　友香 (6) 14.31 ｵｹﾁｭｸ　ｶﾚﾝ (6) 14.45 伊藤　真彩 (6) 15.65 大槻　佳代 (6) 15.86 赤坂　菜月 (6) 15.93 吉村　江未 (6) 16.06 青木　萌花 (6) 16.20

３組（-1.9） 浦安ジュニアアスリートクラブ (-1.9) 南流山陸上クラブ (-1.9) 市川陸協ジュニアクラブ (-1.9) 湖北台西アスリートクラブ (-1.9) 土気アスリートクラブ (-1.9) 汗一平クラブ (-1.9) 風さやかクラブ (-1.9) 陸上研究会タケダ (-1.9)

６年100m 小林　美雅 (6) 13.79 岡澤　千春 (6) 14.11 守屋　ｸﾘｽﾃｨｰﾅ (6) 15.02 橋本　梨沙 (6) 15.03 藤城　佑菜 (6) 15.09 川村　織音 (6) 15.36 挾間　未優 (6) 15.51

４組（-0.7） 清見台総合陸上部 (-0.7) 一宮アスリートクラブ (-0.7) 船橋陸上クラブ (-0.7) 習志野ジュニア陸上クラブ (-0.7) 風さやかクラブ (-0.7) スプリントクラブ・Ｈ (-0.7) 本納スポーツクラブ (-0.7)

６年100m 八田　菜々 (6) 14.00 佐藤　綾花 (6) 14.67 竹石　彩乃 (6) 15.22 祐川　茉穂 (6) 15.29 佐藤　百花 (6) 15.72 関　柚月 (6) 16.06 山添　柊花 (6) 16.39

５組（-2.4） 公津の杜クラブ (-2.4) 市原クラブ (-2.4) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-2.4) 布佐アスリートクラブ (-2.4) 湖北台東アスリートクラブ (-2.4) 轟アスリートクラブ (-2.4) 法典陸上クラブ (-2.4)

６年100m 高戸　愛月 (6) 14.49 岡部　遥華 (6) 14.81 高橋　梨花子 (6) 14.87 森　由実子 (6) 15.28 柳町　萌生 (6) 15.44 田畑　薫 (6) 15.69 小林　礼佳 (6) 16.21 堀田　大貴 (6) 16.41

６組（-0.7） 東総旭クラブ (-0.7) 高柳陸上クラブ (-0.7) 白井アスレチックアカデミー (-0.7) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-0.7) 習志野ジュニア陸上クラブ (-0.7) 我孫子第二陸上クラブ (-0.7) 館山ジュニア陸上クラブ (-0.7) サザンカクラブ (-2.3)

６年100m 篠原　沙織 (6) 14.45 松本　菜々美 (6) 14.70 松村　麻弓 (6) 15.14 石川　清佳 (6) 15.39 助川　綾 (6) 15.46 尾崎　真優 (6) 15.47 宮本　亜未 (6) 15.72

７組（-1.4） クレンサアスリートクラブ (-1.4) INBA　Jr．ランニングクラブ (-1.4) 布佐南アスリートクラブ (-1.4) 小見川陸上クラブ (-1.4) サザンカクラブ (-1.4) 我孫子第一クラブ (-1.4) 法典陸上クラブ (-1.4)

６年100m 江波戸　彩乃 (6) 14.45 山田　恵里 (6) 14.65 今関　澪 (6) 15.06 星野　歩未 (6) 15.09 佐藤　佳奈江 (6) 15.21 松浦　朱里 (6) 15.60 柏　緒津 (6) 15.70 佐々木　千裕 (6) 16.09

８組（-2.0） 銚子クラブ (-2.0) 市原クラブ (-2.0) 八積ＡＣ (-2.0) 湖北台東アスリートクラブ (-2.0) 習志野ジュニア陸上クラブ (-2.0) サザンカクラブ (-2.0) 八重原アスリートクラブ (-2.0) 汗一平クラブ (-2.0)

共通1000m 鵜沢　美奈 (6) 3:09.83 木下　亜紗美 (6) 3:10.92 石田　弥優 (6) 3:15.66 伊東　明日香 (6) 3:16.16 千葉　瑞季 (6) 3:18.74 柏崎　清花 (6) 3:21.50 福田　菜奈 (6) 3:25.06 加藤　未結 (6) 3:25.90

１組 フジエクラブ 笹引クラブ サザンカクラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 根戸クラブ 市原AC 船橋陸上クラブ

9.和田　夏海 (6) 3:26.68 10.松尾　朱莉 (6) 3:27.78 11.森岡　夏生 (5) 3:28.62 12.伊藤　優花 (6) 3:30.01 13.平野　未夢 (6) 3:31.06 14.髙津　美陽 (6) 3:34.30 15.内田　有香 (6) 3:34.89 16.柴田　百慧 (6) 3:37.14

小見川陸上クラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 土気アスリートクラブ 市原クラブ 市原ＲＣ 法典陸上クラブ 湖北台西アスリートクラブ 我孫子第一クラブ

17.高橋　侑希 (5) 3:38.25 18.村井　美友 (5) 3:38.33 19.今井　彩花 (6) 3:38.88 20.山口　紗永 (6) 3:39.69 21.佐藤　香菜子 (5) 3:42.10 22.佐藤　杏奈 (5) 3:42.61 23.三平　萌絵 (5) 3:51.28 24.武田　花 (5) 3:52.03
富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ INBA　Jr．ランニングクラブ 轟アスリートクラブ 野田ジュニア陸上クラブ 白山アスリートクラブ 高野山陸上クラブ 館山ジュニア陸上クラブ 安食台ランニングクラブ

25.福坂　帆乃佳 (5) 3:54.07 26.本田　藍 (6) 4:27.73

轟マラソンクラブ 幸はやぶさ陸上クラブ

共通1000m 染谷　結世 (6) 3:17.93 藤ヶ﨑　萌花 (6) 3:19.86 長谷川　菜々子 (6) 3:21.33 黒川　彩 (6) 3:22.08 尾張　里名 (6) 3:22.45 笹野　真愛 (5) 3:23.86 小笹　理奈子 (6) 3:29.20 石塚　美奈 (5) 3:29.56

２組 野田ジュニア陸上クラブ 東総旭クラブ 富小クラブ 船橋陸上クラブ 白山アスリートクラブ サザンカクラブ 小見川陸上クラブ 市原AC

9.丸山　真依 (5) 3:29.77 10.野中　未来 (5) 3:30.67 11.高梨　渚 (6) 3:31.23 12.中野　璃奈 (6) 3:31.45 13.鈴木　亜里紗 (6) 3:31.64 14.池田　真愛 (6) 3:35.05 15.宮内　樹里花 (6) 3:36.57 16.三上　紗莉 (6) 3:37.42

轟アスリートクラブ 野田ＲＣ 習志野ジュニア陸上クラブ 法典陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 加良部クラブ 銚子クラブ 市川陸協ジュニアクラブ

17.小林　茉海 (6) 3:37.89 18.小幡　美岬 (5) 3:38.72 19.平野　藍里 (5) 3:39.01 20.篠塚　祐里 (6) 3:39.32 21.今井　優菜 (6) 3:43.22 22.橋本　小都美 (5) 3:49.46 23.松下　瑞紀 (5) 3:53.11 24.柿谷　裕花 (6) 3:56.48

我孫子第三クラブ 市原ＲＣ 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ クレンサアスリートクラブ 市原クラブ 我孫子第一クラブ 土気アスリートクラブ 幸はやぶさ陸上クラブ

共通1000m 伊藤　真友子 (6) 3:11.66 佐久間　遥妃 (6) 3:18.67 谷藤　千夏 (5) 3:19.31 石井　まりあ (5) 3:19.79 麻生　真希 (6) 3:19.98 田丸　星音 (6) 3:21.63 宮坂　春里 (6) 3:23.36 北原　美空 (6) 3:24.00

３組 野田ジュニア陸上クラブ 市原AC 船橋陸上クラブ 新木AC 豊田アスリートクラブ 中川アスリートクラブ サザンカクラブ 習志野ジュニア陸上クラブ

9.伊藤　真緒 (6) 3:24.55 10.清水　凜香 (6) 3:25.41 11.藤本　優 (6) 3:25.45 12.西本　伊吹 (6) 3:27.54 13.宮下　一紗 (6) 3:28.98 14.武見　楓 (6) 3:29.20 15.有田　早希 (6) 3:31.16 16.佐々木　結海 (6) 3:32.70

東総第三クラブ 八木原レーシングクラブ 轟アスリートクラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 市原クラブ 白山アスリートクラブ 小見川陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー

17.藤井　沙衣 (5) 3:39.61 18.大澤　由菜 (6) 3:40.43 19.植松　佑香 (6) 3:45.23 20.椎名　成美 (5) 3:46.29 21.本田　夕海 (5) 3:48.03 22.小宮　柚衣 (6) 3:51.18 23.渡辺　夏美 (6) 3:53.97 24.武田　晴 (5) 3:58.49

市原ＲＣ 法典陸上クラブ 三島クラブ 土気アスリートクラブ 根戸クラブ 館山ジュニア陸上クラブ 幸はやぶさ陸上クラブ 安食台ランニングクラブ
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記録一覧表（小学女子）
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第２７回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会
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No2

主催 千葉陸上競技協会

後援 文部科学省　千葉県教育委員会

千葉県小中学校体育連盟

期日 平成２３年７月１０日（日） コード 11 12 0311 ＮＨＫ　日本スポーツ少年団

場所 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 コード 121010 財団法人日清スポーツ振興財団

日付 種目 7位 8位1位 2位 3位

記録一覧表（小学女子）

5位 6位4位

第２７回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会

共通８０ｍH 石井　実保 (6) 14.31 高木　馨都 (6) 14.37 坂本　真由子 (6) 14.58 田邉　晴香 (6) 14.97 丸田　紗羽 (5) 16.14 椎名　碧 (5) 20.86

１組（-0.4） 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-0.4) 白井アスレチックアカデミー (-0.4) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-0.4) 市原クラブ (-0.4) 佐倉アスリートクラブ (-0.4) 習志野ベイサイドスポーツクラブ (-0.4)

共通８０ｍH 三神　那菜子 (6) 13.97 ﾊﾛｳ ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ ｱﾅ (6) 14.47 村岡　愛 (6) 14.77 吉田　彩瑛 (6) 15.07 高橋　みのり (6) 15.55 田仲　珠樹 (6) 16.03 安形　望美 (5) 16.38 山岡　未来 (6) 16.90

２組（-2.9） 印南クラブ (-2.9) 白井アスレチックアカデミー (-2.9) 東総第三クラブ (-2.9) 滝野クラブ (-2.9) 増穂北クラブ (-2.9) クレンサアスリートクラブ (-2.9) 東部クラブ (-2.9) 習志野ジュニア陸上クラブ (-2.9)

共通８０ｍH 小泉　花織 (6) 13.78 篠塚　里佳 (6) 14.43 塚本　莉佳子 (6) 14.97 木下　果穂 (6) 15.09 安永　綾花 (6) 15.74 篠崎　沙奈 (6) 15.83 杉本　穂香 (6) 15.98

３組（-3.8） 八木原レーシングクラブ (-3.8) 銚子クラブ (-3.8) 滝野クラブ (-3.8) 洗心クラブ (-3.8) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-3.8) みちるアスリートクラブ (-3.8) 習志野ジュニア陸上クラブ (-3.8)

共通８０ｍH 橘　ひより (6) 14.33 本間　唯子 (6) 14.75 敦澤　一愛 (6) 14.94 伊藤　桃 (6) 14.95 石井　里美 (6) 15.10 中澤　結莉乃 (6) 15.37 鈴木　萌 (6) 15.60 武田　紗季 (6) 15.93

４組（-1.7） 本納スポーツクラブ (-1.7) 八重原アスリートクラブ (-1.7) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-1.7) 高野山陸上クラブ (-1.7) クレンサアスリートクラブ (-1.7) フジエクラブ (-1.7) 白井アスレチックアカデミー (-1.7) 習志野ジュニア陸上クラブ (-1.7)

共通８０ｍH 明星　伶奈 (6) 13.63 君塚　さくら (6) 13.78 鈴木　麻友 (6) 14.54 髙木　くる美 (6) 15.26 波田野　真由 (5) 15.66 川上　柚 (6) 17.72 中尾　仁香 (5) 18.64

５組（-0.8） 東部クラブ (-0.8) 間野台クラブ (-0.8) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ (-0.8) ima kids (-0.8) 佐倉アスリートクラブ (-0.8) 法典陸上クラブ (-0.8) 習志野ベイサイドスポーツクラブ (-0.8)

共通4X100mR 54.44 56.79 57.14 57.30 57.59 57.60 法典陸上クラブ 59.52 銚子クラブ 1:01.53

１組 大石　満里奈 (6) 土井　友佳 (6) 藍野　優理 (6) 高橋　結衣子 (6) 髙野　萌 (6) 田中　柚希 (6) 藤野　菜摘 (6) 渡辺　杏美 (6)

秦　琴美 (6) 工藤　沙月 (6) 石井　夢維 (6) 塚本　里果 (6) 斉藤　響 (6) 熊本ﾗｳｨﾆ　美菜 (6) 大久保　郁乃 (6) 宮口　未来 (6)

岡　菜々恵 (6) 高橋　夏輝 (6) 森　彩香 (6) 小澤　七海 (6) 島田　渚 (6) 郡司　みのり (6) 矢﨑　佳乃 (6) 岩瀨　凪音 (6)

原口　寛代 (6) 押本　梨花 (6) 中村　公香 (6) 萩原　真彩 (6) 鷺山　楓 (6) 山崎　美穂 (5) 西野　真歩 (6) 桐谷　菜々葉 (6)

共通4X100mR 55.53 56.98 58.42 59.09 59.14 1:07.60

２組 髙橋　咲 (6) 矢島　千紘 (6) 糸日　彩乃 (6) 阿路　紗耶花 (5) 宮﨑　莉奈 (6) 五味　千佳 (5)

篠原　瑞希 (6) 神林　明日香 (6) 福嶺　沙綾 (6) 蒲原　菜々子 (5) 青木　美羽 (6) 景野　紗知 (5)

由井　彩音 (6) 宮田　来海 (6) 伊藤　真憂 (6) 黒田　未奈 (5) 田中　佑奈 (6) 石井　李歩 (5)

鈴木　えみ (6) 三木　妃奈子 (6) 伊藤　瑠香 (6) 福井　花音 (5) 内田　里佳 (6) 越智　帆南 (5)

ｵｰﾌﾟﾝ100m 宮澤　さくら (6) 14.79 藤鷹　祐歌 (6) 14.96 大平　沙由里 (6) 14.97 佐藤　爽 (6) 15.21 前沖　里奈 (5) 16.18 古川　結理 (6) 16.59

１組（-1.0） 清見台総合陸上部 (-1.0) 白井アスレチックアカデミー (-1.0) 船橋陸上クラブ (-1.0) 二ツ塚クラブ (-1.0) 上志津陸上クラブ (-1.0) 東総第三クラブ (-1.0)

ｵｰﾌﾟﾝ100m 飯島　茜 (6) 15.39 池田　千紘 (5) 15.73 小湊　清佳 (6) 15.96 山崎　巴菜 (5) 16.30 鈴木　季佳 (6) 16.30 伊藤　愛梨 (5) 18.19

２組（-0.8） 東総旭クラブ (-0.8) 市原クラブ (-0.8) 白山アスリートクラブ (-0.8) 一宮アスリートクラブ (-0.8) 銚子クラブ *TK(-0.8習志野ベイサイドスポーツクラブ (-0.8)

共通走高跳 本田　直美 (6) 1m32 野澤　英恵 (6) 1m32 若松　希優 (6) 1m32 竹田　理佐子 (6) 1m29 5.増田　涼夏 (6) 1m23 5.澤村　奈津美 (6) 1m23 松浦　未来 (6) 1m23 紺谷　蘭 (6) 1m23

１組 市原クラブ 船橋陸上クラブ 茂原せんだんクラブ 中央レーシングチーム 滝野クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 根戸クラブ 木下クラブ

9.桑島　花佳 (6) 1m23 10.石橋　礼乃 (6) 1m23 11.佐々木　陽香 (6) 1m20 11.片山　悠起子 (6) 1m20 13.石橋　理愛 (6) 1m20 14.黄金井　彩香 (6) 1m15 14.馬場　日向子 (6) 1m15 14.原田　ひかり (6) 1m15

習志野ジュニア陸上クラブ 銚子クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 船橋陸上クラブ 東総第三クラブ 船橋陸上クラブ 市原クラブ

17.宮野　晴美 (6) 1m15 18.石田　まゆみ (6) 1m15 19.中西　藍里 (6) 1m15 20.國吉　さとみ (6) 1m15 21.宮内　楓 (6) 1m10 21.坂戸　花奈美 (6) 1m10 21.深倉　未沙希 (6) 1m10 21.名葉　有咲 (6) 1m10

市原クラブ 公津クラブ 東総旭クラブ 滝野クラブ 三島クラブ 白井アスレチックアカデミー

21.栗芝　光海 (6) 1m10 21.藤森　和花 (6) 1m10

ima kids 高野山陸上クラブ

共通走幅跳 杉村　奏笑 (6) 4m51 長野　玖実子 (6) 4m25 小原　丞未 (6) 4m10 田代　菜摘 (5) 4m03 木村　美月 (6) 4m00 豊田　理歩 (6) 3m98 髙橋　小夏 (6) 3m98 黒須　加奈 (6) 3m96

１組 東総旭クラブ *F1(+3.6) 中央レーシングチーム (+2.0) 成田付属クラブ (+1.8) 中央レーシングチーム *F1(+3.6) 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ *F1(+3.5) INBA　Jr．ランニングクラブ (+0.6) 南流山陸上クラブ *F8(+1.2) 船橋陸上クラブ (-0.2)

9.安島　海音 (6) 3m95 10.金城　朱夏 (6) 3m95 11.中野渡　夏実 (6) 3m93 12.山岡　美里 (6) 3m91 13.池田　亜子 (6) 3m86 14.武吉　奈緒 (6) 3m80 15.畠　菜穂子 (6) 3m78 16.関口　彩花 (6) 3m75
浦安ジュニアアスリートクラブ (+1.7) 東総第三クラブ *F3 *F8(+2.3) 銚子クラブ (+2.8) INBA　Jr．ランニングクラブ (0.0) 市原クラブ *F3(+3.0) 加良部クラブ (+3.1) 白井アスレチックアカデミー *F1(+3.1) みちるアスリートクラブ (+0.5)

17.川崎　りよん (6) 3m75 18.齋藤　夏乃 (6) 3m75 19.小溝　茜里 (6) 3m71 20.荻原　令奈 (6) 3m67 21.武田　梢 (5) 3m66 22.伊藤　瑞季 (6) 3m61 23.白鳥　伶奈 (5) 3m57 24.東　ゆりこ (5) 3m57
市川陸協ジュニアクラブ *F8(0.0) ＴＥＡＭ　ＳＡＷＡＲＡ *F8(+1.2) みちるアスリートクラブ *F1(+3.6) 浦安ジュニアアスリートクラブ (+1.6) 市川陸協ジュニアクラブ (+1.2) ima kids (+1.2) 小見川陸上クラブ (+2.6) サザンカクラブ *F8(+0.8)

25.今西　里歩 (6) 3m56 26.高橋　春妃 (5) 3m56 27.伊東　希有 (6) 3m55 28.佐藤　あゆみ (6) 3m52 29.富田　真希 (6) 3m51 30.小野　玲二亜 (5) 3m48 31.西川　梨乃亜 (6) 3m44 32.遣田　七海 (6) 3m44
習志野ジュニア陸上クラブ *F1(+2.1) 市原クラブ *F8(+1.4) 布佐南アスリートクラブ (+1.9) 白井アスレチックアカデミー (+1.7) 本納スポーツクラブ (+1.2) ima kids (+0.8) 東金アスリートクラブ (+1.3) 東金アスリートクラブ *F3 *F8(+2.3)

33.高山　優衣 (6) 3m41 34.目黒　可奈 (5) 3m39 35.伊橋　華加 (5) 3m35 36.大谷　奈緒子 (6) 3m35 37.羽田　夏穂 (6) 3m22 38.木津　明穂 (6) 2m61 39.田中　春桜香 (5) 2m55

船橋陸上クラブ (+0.8) サザンカクラブ (+3.0) 小見川陸上クラブ (+2.4) 幸はやぶさ陸上クラブ *F3 *F8(+4.9) 市原クラブ (+1.6) 習志野ジュニア陸上クラブ (+0.6) 轟アスリートクラブ (+1.0)

共通 岩淵　風香 (6) 54m87 村越　美咲 (5) 54m61 相葉　美空 (6) 53m08 栗崎　優香 (6) 51m11 伊藤　香奈 (6) 50m22 丸　優香 (6) 47m67 立岩　吹彩 (6) 46m78 齋藤　奈々充 (6) 45m15

ソフトボール投 白井アスレチッ 市原AC 市原クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 市原クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 本納スポーツクラブ

１組 9.廣川　真由 (6) 43m67 10.秋田　成美 (6) 43m65 11.大貫　ひとみ (6) 43m08 12.平山　瑞希 (6) 38m42 13.佐々木　萌花(5) 19m35

公津クラブ 高野山陸上クラブ 市原クラブ 東総旭クラブ 幸はやぶさ陸上クラブ

審 判 長： 今井　淳史 （第二競技場） 吉原　廣 記 録 主 任：岩脇　充司
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二ツ塚クラブ東総旭クラブ市原クラブ

上志津陸上クラブ 習志野ベイサイドスポーツクラブ
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一宮アスリートクラブ

東総第三クラブ

清見台総合陸上部
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白山アスリートクラブ

浦安ジュニアアスリートクラブ

浦安ジュニアアスリートクラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ
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白井アスレチックアカデミー

船橋陸上クラブ


