
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

ハッサン　アイマーヌ 14.19 篠原　輝 14.69 谷田部　來愛 14.86 吉田　吏玖 14.88 藤平　杏慈 15.07 藤田　一波 15.17 小松　悠稀 15.24 髙瀬　瑛司 15.28

みちるアスリートクラブ GR クレンサアスリートクラブ (-1.0) 小見川陸上クラブ (-2.1) 木更津市立真舟小学校 (-2.9) フジエクラブ (-2.2) 野田ジュニア陸上クラブ (-1.4) Team SHOIN (-1.4) 木更津市立真舟小学校 (-1.2)

福田　孝汰 14.04 坂本　大雅 14.15 伊藤　佑希 14.15 金子　智哉 14.39 町山　哲太 14.39 松本　亘 14.45 藤原　瑠莞 14.59 長沼　純平 14.73

我孫子市立湖北小学校 (-2.6) 館山ジュニア陸上クラブ (-2.6) ima kids (-2.6) 野田ジュニア陸上クラブ (-2.6) 茂原市立東部小学校 (-2.6) 流山市立南流山小学校 (-2.6) 西清小学校 (-2.6) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-2.6)

金枝　青空 12.81 樋本　拓真 12.97 和田　剣心 13.08 石田　律 13.09 鈴木　颯斗 13.53 西田　　匠希 13.53 渡邉　新 13.73 前田　波響 13.83

チーム柏 (-1.2) 西清小学校 (-1.2) 南白亀アスリートクラブ (-1.2) 匝瑳市立栄小学校 (-1.2) 浦安ジュニアアスリートクラブ (-1.2) 市川陸協ジュニアクラブ (-1.2) いすみ市立大原小学校 (-1.2) 長柄町立長柄小学校 (-1.2)

広松　大和 2:59.02 荒井　一翔 3:01.85 平山　櫂吏 3:03.47 髙柳　虹五朗 3:03.53 遠藤　大成 3:04.11 吉岡　龍一 3:06.74 須藤　光惺 3:07.57 上林　空良 3:09.92

チーム柏 野田ジュニア陸上クラブ 匝瑳市立八日市場小学校 佐倉市立志津小学校 野田ジュニア陸上クラブ チーム柏 東葛RC 船橋陸上クラブ

伊橋　璃矩 12.59 松本　斗輝 12.75 峯元　宏将 13.04 田畑　颯大 13.08 川上　翔 13.21 片岡　梗希 13.40 小島　慧一郎 13.57 佐野　宏晃 13.95

ima kids (-1.3) チーム柏 (-1.3) 酒々井クラブ (-1.3) 流山市立江戸川台小学校 (-1.3) 我孫子市立我孫子第四小学校 (-1.3) 茂原市立本納小学校 (-1.3) 佐倉市立間野台小学校 (-1.3) 木更津市立八幡台小学校 (-1.3)

白井アスレチックアカデミー 51.48 大山口小学校 53.42 船橋陸上クラブ 53.66 木更津市立真舟小学校 55.45 長南クラブ 55.99 実住小～夢～ 56.26 銚子陸上クラブ 57.06 流山市立南流山小学校 57.28

齋藤　　浩輝 宇田川　大志 土谷　悠大 戸澤　愛翔 相　勇太 中川　壱護 藤原　聡大 向井　健悟

堀　　ひかる 萩原　翔希 永田　太一 権　大輝 鈴木　光翔 遠藤　優斗 押本　柊也 大賀　健悟

佐取　　裕翔 藤橋　亮太郎 高田　丈介 野田　将聖 鈴木　大毅 伊藤　騎士 加瀨　悠雅 佐藤　佳紀

並木　　耀大 岡本　拓実 河崎　雄輝 宮川　育 斉藤　翼 山口　凌雅 酒田　凛久 奥平　琉空

山田　大真 1m34 日暮　一稀 1m31 荒井　智裕 (同順)1m31 高橋　涼太 (同順)1m31 折戸　彬太郎 1m31 中村　知寛 1m31 小宮　晴一 1m31 鵜澤　光佑 1m28

船橋陸上クラブ 我孫子市立我孫子第四小学校 茂原市立豊田小学校 (3) 五郷小学校 (3) 我孫子市立我孫子第四小学校 浦安ジュニアアスリートクラブ 市原クラブ みちるアスリートクラブ

山口　耕史 5m03 ﾗﾙ ﾁｬﾝ ﾁｭｳﾜ ｼﾞｮｾﾌ 4m78 飯塚　翼 4m66 森川　亮祐 4m64 藤﨑　広大 4m45 宮内　孝征 4m43 中島　歩 4m36 菰田　朝陽 4m33

市川陸協ジュニアクラブ (+0.4) 市川陸協ジュニアクラブ (+1.4) INBA Jr．ランニングクラブ (+0.6) 白子町立白潟小学校 (+2.4) 我孫子市立高野山小学校 (+0.6) 豊岡アスリートクラブ (+3.0) 白井アスレチックアカデミー (+0.7) 御宿町立御宿小学校 (-0.3)

大江　陽斗 57m41 鈴木　翔和 57m36 田宮　豪 57m00 深澤　哲朗 55m05 渡邉　駿太 53m90 53m68 小澤　顕心 50m59 竹内　俊輔 49m60

INBA Jr．ランニングクラブ GR 我孫子市立湖北台西小学校 GR 我孫子市立高野山小学校 GR 我孫子第一小学校 GR 茂原市立東部小学校 GR 旭市立中央小学校 GR いすみ市立長者小学校 我孫子第一小学校

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
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 29.6 70 西 1.6 記録主任 岩脇　充司
10:00 晴 29.9 60 南南東 1.6
11:00 晴 30.1 67 南南西 0.9
12:00 晴 30.7 63 南南西 0.7
13:00 晴 31.3 62 南西 1.3
14:00 晴 31.1 62 南南西 0.8
15:00 晴 30.1 56 南南東 1.9
16:00 晴 29.8 55 南南東 2.4
16:36 晴 29.5 55 南南東 1.2
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