大会名：第３７回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会

大会コード 【21120004】
競技場コード 【121010】

大会会場：千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

決 勝 一 覧 表

大会期日：2021年7月11日（日）

トラック審判長

伊藤 信夫

スタート審判長

山上 雅晴

跳 躍 審 判 長

岡野 寛

投 て き 審 判 長

岡野 寛

混 成 審 判 長
記
日付
7月11日

小学４年男子100m
風：-4.0

7月11日

小学５年男子100m
風：-2.1

7月11日

7月11日

1位

種目

小学６年男子100m
風：-0.5

小学男子1000m

2位

鈴木 來輝(4)

15.02 猪狩 惺吾(4)

茂原市立東郷小学校

みちるアスリートクラブ

12.64 日野 雄惺(6)

ima kids

3:04.76 根上 漣(6)

野田ジュニア陸上クラブ

2185点 為我井 大翔(6)
GR

13.29(+1.5)-1m37

我孫子市立湖北小学校

ima kids

ima kids

13.26 小野崎 陸(6)

13.51 石井 翔馬(6)

ACさんむ
3:06.76 中野 脩友(6)

東葛RC

3:07.73 宍倉 遙馬(5)

GR ima kids

13.16(-0.5)-1m31

13.55 依田 明日斗(6)

2085点 菅原 大飛(6)

12.99(+0.1)-1m28

12.73(+0.2)-1m20

14.81 金田 歩積(5)

岡野 寛
岩脇 充司

14.82 小林 駿介(5)

いんばジュニアランニングクラブ 白子町立白潟小学校

13.61 矢野 拓夢(6)

13.65 直井 悠真(6)

袖ケ浦市立長浦小学校

3:09.06 小林 遼太郎(6)

夏見クラブ

GR ima kids

7位

任
8位

いんばジュニアランニングクラブ

野田市立清水台小学校
3:07.77 藤井 颯大(6)

主

15.95

14.71 相澤 倫太郎(5)

市川市立八幡小学校

東葛RC

2133点 大木 千宙(6)

6位

15.73 伊藤 朱生(4)

ima kids
14.39 伊藤 颯(5)

茂原市立東部小学校

我孫子市立湖北小学校
2139点 小野寺 宙(6)

5位

15.59 金子 颯真(4)

14.10 安藤 光太郎(5)

東葛RC

市原市立五井小学校

野田市立清水台小学校

7月11日

14.06 石橋 朔太郎(5)

白井アスレチックアカデミー

後藤 大樹(6)

山影 英汰(6)

4位

15.27 山下 篤人(4)

習志野ベイサイドスポーツクラブ ウイニングファーストＡＣ

14.02 佐藤 瑛太(5)

佐々木 洸成(5)

小石沢 大翔(6)

3位

15.11 花澤 煌右(4)

録

13.70 猪田 寛太(6)

茂原市立東郷小学校

3:10.47 信田 虎太郎(6)

1919点 端野 遼(6)

13.86

JYU銚子 Track&Field Team

3:10.54 浅海 太勇(6)

君津メディカルスポーツセンター 小見川陸上クラブ

2008点 今敷 陽朗(6)

15.11

市原市立牛久小学校

3:10.91

君津メディカルスポーツセンター

1777点 植竹 大翔(6)

1731点

野田市立清水台小学校

袖ケ浦市立長浦小学校

浦安ジュニアアスリートクラブ 野田市立清水台小学校

13.72(-0.2)-1m28

14.24(-0.2)-1m28

15.07(+0.1)-1m28

14.80(+0.1)-1m20

男子コンバインドA

松本 隼(5)

1731点

我孫子市立新木小学校
14.46(+0.2)-1m15

熊倉 世成(6)
7月11日

7月11日

7月11日

7月11日

7月11日

男子コンバインドB

小学４年女子100m
風：-1.7
小学５年女子100m
風：-2.2
小学６年女子100m
風：-0.5

小学女子1000m

7月11日

7月11日

女子コンバインドA

女子コンバインドB

男女混合4×100mR

1803点 鬼原 勇大(6)

1745点 川村 諒平(6)

1709点 佐藤 璃空(6)

1675点 赤塚 拓(6)

1647点 塩竃 明日圭(6)

1613点 田中 泰成(5)

袖ケ浦市立長浦小学校

いんばジュニアランニングクラブ 茂原市立東郷小学校

いんばジュニアランニングクラブ ちはら台ﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ 白井アスレチックアカデミー

我孫子市立新木小学校

ima kids

4m19(+1.3)-46m13

3m92(+1.4)-42m92

4m58(+1.9)-29m21

3m78(+3.1)-35m51

3m94(-0.5)-33m03

加藤 優奈(4)

15.41 浮貝 幸歩(4)

市原AC
青木 愛莉(5)

HASSEN AMARU(6)

14.78 比嘉 杏奈(5)

15.58 江花 瑞穂(4)

13.32 鹿田 夕菜(6)

14.96 秦 悠華(5)

3:08.68 石川 未遥(6)

13.53 佐々木 菜乃(6)

14.98 樋口 千紘(5)

13.87 田尻 実奈海(6)

ACさんむ
3:12.00 矢萩 芽衣(6)

フジエクラブ
1935点 西山 凛星(6)

15.75 田中愛実(4)

15.77 今岡 星奈(4)

4m10(+1.0)-32m80

15.81 香取 花奈(4)

白井アスレチックアカデミー
15.03 荒河 季色(5)

15.94 石井 空羽(4)

15.19 山田 奈央(5)

15.27 石井 緩奈(5)

13.99 重城 麻智(6)

3:15.29 長塚 結南(6)

3:15.30 森谷 日向夕(5)

君津メディカルスポーツセンター 東葛RC

1871点 黒澤 夏音(6)

1860点 井上 梨奈(6)

3:17.69 岩田 彩芭(6)

東葛RC
1841点 森 雪璃綾(6)

14.22 山口 由衣(6)

木更津市立西清小学校

1750点 鈴木 梨心(6)

15.27 伊東 那華(5)

14.28 村橋 咲晶(6)

14.47

浦安ジュニアアスリートクラブ

3:18.52 梅沢 涼(6)

白井市立桜台小学校

1675点 雨宮 千紗(6)

15.36

富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ

茂原市立東部小学校

3:18.05 澤浦 理菜子(6)

小見川陸上クラブ

16.09

いんばジュニアランニングクラブ

ima kids

14.20 宮野 七星(6)

浦安ジュニアアスリートクラブ 木更津市立高柳小学校

1608点

16.04 小林 未來(4)

いんばジュニアランニングクラブ ウイニングファーストＡＣ

いんばジュニアランニングクラブ いんばジュニアランニングクラブ 富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ 船橋陸上クラブ

チーム柏

東葛RC

4m31(+0.3)-31m28

いんばジュニアランニングクラブ いすみ市立古沢小学校

みちるアスリートクラブ

みちるアスリートクラブ
小森 心結(5)

4m43(+2.4)-33m03

船橋陸上クラブ

ima kids

齋藤 菜々佳(6)
7月11日

1944点 赤岡 岳(6)

3:18.90

浦安ジュニアアスリートクラブ

1654点 日野口 美桜(6)

1624点

ima kids

ima kids

いんばジュニアランニングクラブ 白井アスレチックアカデミー

野田市立清水台小学校

浦安ジュニアアスリートクラブ 木更津第一小学校

白井アスレチックアカデミー

13.81(-0.2)-1m23

13.98(-0.4)-1m20

14.45(+0.8)-1m26

14.69(-1.2)-1m20

15.13(-0.2)-1m20

14.91(-1.2)-1m15

15.83(-1.2)-1m26

小林 夕芽(6)

1833点 神山 英恵(6)

1762点 脇坂 明里(6)

1543点 小高 花菜(5)

1486点 村山 由莉(6)

いんばジュニアランニングクラブ

GR

いんばジュニアランニングクラブ

4m21(-1.4)-40m43

4m16(0.0)-37m61

白井アスレチックアカデミー

54.16 ちはら台ＴＦＣ

14.36(-0.2)-1m23

1645点 平野 いろは(6)

GR 鴨川市立田原小学校
3m76(+1.1)-37m34

55.88

いすみ市立大原小学校

1635点 多田 花(6)

ima kids

鴨川市立田原小学校

4m37(+0.7)-28m43

56.65

みちるアスリートクラブ

3m53(-0.6)-35m49

59.53

ｱﾋﾞｺ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ ｱｽﾚﾁｯｸｽ

1485点 髙橋 なつき(6)

1457点

いんばジュニアランニングクラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ 白井アスレチックアカデミー
3m58(+0.4)-31m98

1:01.98 Accel TC

3m49(+3.2)-33m24

1:02.67

習志野ジュニア陸上クラブ

青野 梨茉(6)

藤田 愛衣(5)

永野 広貴(6)

羽鳥 朔空(6)

隈部 玲華(6)

進 善太朗(6)

宇野 航平(5)

小川 登羽(6)

中村 凌嘉(6)

河村 太陽(6)

田山 蒼空(6)

西田 聖哉(6)

木原 花音(6)

石黒 光喜(5)

西村 優杏(6)

伊辺 來未(5)

豊 歓奈(6)

比嘉 杏樹(6)

江間 千紘(5)

櫻田 みなみ(6)

駒田 彩寧(6)

若井 祥(6)

鈴木 龍(6)

鶴岡 美佑(6)

吉田 渚沙(6)

隈部 匡志(6)

鈴木 蒼真(6)

妹尾 愛唯(5)

3m59(-1.2)-30m45

1:07.11

凡例 GR:大会記録

