
主　催 （一財）千葉陸上競技協会

後　援 文部科学省、（公財）日本体育協会日本スポーツ少年団

（財）安藤スポーツ・食文化振興財団

平成29年7月9日（日） 大会コード 17120004 千葉県教育委員会、千葉県小中学校体育連盟

主管 （一財）千葉陸上競技協会

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 競技場コード 121010 協賛 日清ホールディングス株式会社

日付 種目

坂田　涼音 15.47 高橋　結愛 15.65 武藤　真彩 15.85 藤井　りほ 15.95 髙橋　美桜 16.04 金杉　虹杏 16.15 片岡　未空 16.17 千葉　有彩 16.20

祇園陸上クラブ (-1.7) ima kids (-5.2) 野田市立中央小学校 (-1.7) いすみ市立大原小学校 (-3.0) 茂原小学校陸上部 (-2.5) ウイニングファーストAC (-3.9) 白子町立白潟小学校 (-3.0) ちはら台TFC (-2.5)

坂本　渚咲 14.16 伊藤　遥香 14.37 宇山　理央 14.44 梶ヶ谷　小春 14.47 小林　桃 14.51 金子　美月 14.72 美代　妃美莉 14.90 畑　遥花 15.07

野田ジュニア陸上クラブ (-2.0) ima kids (-2.0) みちるアスリートクラブ (-2.0) 八街市立八街東小学校 (-2.0) 打瀬小学校 (-2.0) 市川陸協ジュニアクラブ (-2.0) Aｃ鎌谷ｊｒ陸上 (-2.0) いすみ市立大原小学校 (-2.0)

鍋島　あいる 13.28 加瀬　愛 13.73 保坂　怜央 13.82 島村　恋幸 14.11 中村　美希 14.24 桑名　心音 14.46 後藤　結 14.48 眞田　結月 14.53

野田ジュニア陸上クラブ (-2.1) ima kids (-2.1) チーム柏 (-2.1) 野田ジュニア陸上クラブ (-2.1) フジエクラブ (-2.1) 我孫子市立湖北台西小学校 (-2.1) 市原クラブ (-2.1) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-2.1)

大和久　梨帆 3:05.92 鶴岡　美来 3:11.92 田中　莉愛 3:12.22 松丸　絢音 3:15.38 中　結愛 3:15.53 粕谷　美咲 3:15.88 本澤　美桜 3:16.66 飯田　和代 3:16.78

チーム柏 いすみ市立大原小学校 東葛RC 市川陸協ジュニアクラブ 茂原市立東郷小学校 小見川陸上クラブ 新木小学校 木更津市立八幡台小学校

三田　彩楓 13.53 茅根　幸咲 13.68 箕輪　彩星 13.70 伊藤　美幸 13.81 伊藤　麻紗 13.87 星野　美優 13.88 嶋田　萌桃 13.90 梅澤　李心 14.45

我孫子市立我孫子第四小学校 (-1.6) 朝陽小学校 (-1.6) ima kids (-1.6) 銚子陸上クラブ (-1.6) ima kids (-1.6) 我孫子市立我孫子第四小学校 (-1.6) ima kids (-1.6) 四街道市立中央小学校 (-1.6)

白井アスレチックアカデミー 53.64 ima kids 54.72 船橋陸上クラブ 55.32 吉岡小学校 56.56 流山市立長崎小学校 57.01 成田陸上クラブ 57.40 流山市立南流山小学校 57.59 昭和小学校 57.95

高橋　七星 品村　百香 森澤　優佳 平川　梨乃 新妻　都和 浅野　夏憐 会田　菜那 石渡　結葵

飯野　流菜 高橋　乃愛 石井　和日乃 田中　　留菜 大野　杏夏 太田　萌々華 鮎川　葵 小原　美咲

原田　和 加瀬　未唯 小林　宏歌 阿部　姫乃 小川　　舞衣 飯田　結衣名 磯部　多蒔 堀　衣玖実

笹川　珀奈 永井　七海 坂本　真優 佐藤　ひなた 小池　真央 渡邉　菜央 白井　花佳 中後　心晴

大森　まうい 1m35 伊藤　愛珠 1m26 中島　瑠渚 1m23 川和田　奈央 1m23 和田　愛羽 1m23 岩田　菜奈 1m23 橋口　祥子 1m23 小関　ひな 1m23

木更津第二小学校 小見川陸上クラブ 木更津第二小学校 銚子陸上クラブ 新木小学校 白井アスレチックアカデミー 市原クラブ 旭市立鶴巻小学校

小出　姫花 4m49 林　杏朱 4m47 越智　葉月 4m39 市川　翼 4m23 中村　みずき 4m15 山﨑　彩花 4m15 高野　未羽 4m10 森　奏笑 4m07

旭市立共和小学校 (+2.8) ima kids (+2.5) 匝瑳市立八日市場小学校 (+2.0) 総野クラブ (+3.0) 白井アスレチックアカデミー (+4.2) 船橋陸上クラブ (+0.1) 小見川陸上クラブ (+2.9) 四街道市立中央小学校 (+3.3)

嶋田　菜那 44m21 飯島　杏 41m64 泉水　あずみ 41m04 野﨑　美空 39m91 佐野　真悠子 39m09 菅野　暦 37m13 荒井　遥那 36m73 柴田　杏樹 36m66

ima kids 銚子陸上クラブ 習志野ジュニア陸上クラブ 新木小学校 我孫子第三小学校 習志野ジュニア陸上クラブ 印西市立大森小学校 新木小学校

ハードル：高さ0.7ｍ、９台、スタート～第一ハードル　１３ｍ、ハードル間　７ｍ、最終ハードル～フィニッシュ　１１ｍ 凡例  *TK:着差あり

コンディション情報 トラック審判長 隅坂　道昭
時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s) ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 立澤　勇
09:30 晴 13.0 60 南南西 3.0 記録主任 岩脇　充司
10:00 晴 31.5 55 南南西 2.9
11:00 晴 32.1 56 南南東 1.6
12:00 晴 32.8 51 南南東 2.7
13:00 晴 32.6 53 南 3.2
14:00 晴 32.3 56 南 2.7
15:00 晴 31.7 55 南南東 2.8
16:00 晴 31.2 58 南 2.2
17:00 晴 30.7 65 南西 2.8

第33回全国小学生陸上競技交流大会
千葉県選考会

決勝記録一覧表（女子）
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