
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
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記 録 主 任 岩脇　充司

日付 種目

瀧ケ崎　光輝(4) 16.16 市原　碧人(4) 16.21 上原　秋貴(4) 16.26 高松　亮太(4) 16.39 木村　櫂(4) 16.49 青木　龍大(4) 16.52 若林　晃希(4) 16.56 渕脇　舜(4) 16.59
ｱﾋﾞｺ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ ｱｽﾚﾁｯｸｽ 菜の花アスレチッククラブ 阿比留陸上クラブ いんばジュニア 習志野Jｒ陸上クラブ 白井アスレチックアカデミー 野田ジュニア陸上クラブ ｱﾋﾞｺ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ ｱｽﾚﾁｯｸｽ
藤井　翔大(4) 15.09 木内　朝陽(4) 15.18 鮫田　湊(4) 15.54 吉澤　龍珂(4) 15.63 谷　光翔(4) 15.66 猪狩　瑛斗(4) 15.72 相澤　正之介(4) 15.81 櫻井　大和(4) 15.93
夏見クラブ 成田吾妻ミラクルクラブ いすみ市立古沢小学校 B.B.CLOVERS 城西小学校 Accel Track Club いんばジュニア ちはら台ﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ
近藤　颯(5) 15.07 金子　颯真(5) 15.08 山下　篤人(5) 15.17 花澤　煌右(5) 15.19 内田　順晴(5) 15.24 梶山　悠誠(5) 15.27 根本　桃吾(5) 15.28 遠藤　蒼大(5) 15.31
轟アスレチックス・コミット ima kids ima kids ウイニングファーストＡＣ 市原市立牛久小学校 市川陸協Jr.クラブ 市原AC 野田ジュニア陸上クラブ
猪狩　惺吾(5) 14.38 岩本　治樹(5) 14.65 稲田　武蔵(5) 14.70 佐藤　匠(5) 14.72 大林　煌龍(5) 14.89 阿比留　聖汰(5) 14.92 大須賀　翼(5) 14.98 相葉　健吾(5) 15.37
Accel Track Club 我孫子市立我孫子第四小学校白井アスレチックアカデミー 特定非営利活動法人シオヤレクリエーションクラブ我孫子市立新木小学校 轟アスレチックス・コミット 菜の花アスレチッククラブ 海神ジュニアアスレチッククラブ
片山　璃玖(6) 14.09 木戸地　高聖(6) 14.15 小川　紘世(6) 14.23 野口　大輔(6) 14.30 小林　駿介(6) 14.45 岩井　勇樹(6) 14.45 石崎　純成(6) 14.55 内藤　一絆(6) 14.58
市原市立五井小学校 浦安ジュニアアスリートクラブ 市原市立五井小学校 チーム柏 市原市立牛久小学校 船橋陸上クラブ 阿比留陸上クラブ 長南町立長南小学校
西川　翔真(6) 12.94 石橋　朔太郎(6) 13.28 佐々木　洸成(6) 13.44 篠塚　倖志朗(6) 13.81 グエンクアン　ミンタイ(6) 13.82 野崎　蒼空(6) 13.82 和賀　麗偉(6) 13.91 小林　大和(6) 14.13
佐倉市立西志津小学校 東葛RC みちるアスリートクラブ いんばジュニア 我孫子市立新木小学校 浦安ジュニアアスリートクラブ 野田ジュニア陸上クラブ フジエクラブ
宍倉　遙馬(6) 2:59.65 染谷　環太(6) 3:04.30 村松　邑斗(6) 3:06.40 土井　悠暉(6) 3:09.75 松下　琉翔(5) 3:10.44 高橋　悠翔(5) 3:11.07 菊地　透晴(6) 3:12.72 阿部　鉄平(6) 3:14.22
東葛RC 野田ジュニア陸上クラブ 小見川陸上クラブ いんばジュニア 小見川陸上クラブ 市原AC チーム柏 ドクターKアスリートクラブ
松本　隼(6) 2146点 阿部　奏音(6) 2121点 幸野　真波(6) 2086点 大平　峻也(6) 2048点 今野　翼(6) 1952点 安達　朋　パンカ(6) 1829点 押樽　虎和(6) 1803点 関　琉成(6) 1793点
我孫子市立新木小学校 GR いんばジュニア GR 長生村立  一松小学校 袖ケ浦市立長浦小学校 市原市立姉崎小学校 袖ケ浦市立長浦小学校 茂原市立中の島小学校 長生村立  一松小学校

村田　寛仁(6) 1994点 戸村　健大(6) 1926点 安達　ジィン　芯日(6) 1822点 田中　泰成(6) 1781点 高野　恭梧(6) 1770点 梶山　大輔(6) 1766点 関　虎之輔(6) 1765点 矢澤　翔(6) 1752点
ｱﾋﾞｺ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ ｱｽﾚﾁｯｸｽ いんばジュニア 袖ケ浦市立長浦小学校 ima kids いんばジュニア 市原市立水の江小学校 浦安ジュニアアスリートクラブ ima kids

凡例  GR:大会記録

日付 種目

大久保　瑛菜(4) 16.42 松矢　愛佳(4) 16.77 尾﨑　楓(4) 16.82 中村　友莉杏(4) 16.84 大高　葉夕音(4) 16.84 源栄　咲月(4) 16.88 小野寺　玲衣(4) 16.89 野口　侑里(4) 16.90
ちはら台ﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ船橋陸上クラブ ima kids 白井アスレチックアカデミー ima kids 成田吾妻ミラクルクラブ ima kids 野田ジュニア陸上クラブ
岩﨑　笑香(4) 14.65 斎藤　ありす(4) 15.40 小林　優空(4) 15.77 辻井　杏莉(4) 15.85 秋吉　ひまり(4) 15.90 小松　遥佳(4) 15.98 飯塚　真結　(4) 16.65 伊藤　ゆず(4) 16.79
いんばジュニア ima kids 東葛RC ima kids 船橋陸上クラブ 海神ジュニアアスレチッククラブ東葛RC ACさんむ
江花　瑞穂(5) 14.83 有川　怜咲(5) 14.85 石井　空羽(5) 15.03 菅谷　心優(5) 15.16 渡邉　有沙(5) 15.17 長野　真弓子(5) 15.18 長藤　乃杏(5) 15.22 森谷　華美(5) 15.28
いんばジュニア 四街道市立中央小学校 菜の花アスレチッククラブ 白井アスレチックアカデミー 茂原市立萩原小学校 特定非営利活動法人シオヤレクリエーションクラブ八街市立八街北小学校 木更津市立南清小学校
浮貝　幸歩(5) 14.45 田中　愛実(5) 14.68 椎名　結愛(5) 14.73 今岡　星奈(5) 14.73 加藤　優奈(5) 14.80 香取　花奈(5) 14.82 林　麻央(5) 14.97 林　心麗(5) 15.18
ima kids フジエクラブ ima kids 白井アスレチックアカデミー 市原AC いんばジュニア ima kids 白井アスレチックアカデミー
矢口　真帆(6) 14.40 鈴木　唯花(6) 14.48 山田　愛佳理(6) 14.55 東海林　このは(6) 14.73 渡邊　愛花(6) 14.78 小中　智紗(6) 14.97 鈴木　綾乃(6) 15.21 黒津　実来(6) 15.21
園生小学校 チーム柏 浦安ジュニアアスリートクラブ 千葉市立大森小学校 みちるアスリートクラブ チキンラン 小見川陸上クラブ 幸はやぶさ陸上クラブ
秦　悠華(6) 13.62 久家　凛花(6) 14.10 山田　奈央(6) 14.15 伊辺　來未(6) 14.16 森川　いずみ(6) 14.28 比嘉　杏奈(6) 14.47 岡嶋　莉子(6) 14.48 タネル　心泰乃(6) 14.70
いんばジュニア チーム柏 船橋陸上クラブ ちはら台ﾄﾗｯｸｱﾝﾄﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ酒々井アスリートクラブ みちるアスリートクラブ 浦安ジュニアアスリートクラブ みちるアスリートクラブ
小森　心結(6) 3:06.86 小林　杏菜(6) 3:12.49 森谷　日向夕(6) 3:13.69 内藤　沙奈(6) 3:19.37 向後　彩穂(6) 3:20.48 冨澤　夢琉(6) 3:20.70 石山　結菜(5) 3:23.40 三巻　真穂(6) 3:24.91
東葛RC 東葛RC 東葛RC 東葛RC 小見川陸上クラブ ACさんむ 市原AC 大久保AC
佐藤　妃莉(6) 2092点 三瓶　柚衣(6) 1779点 依田　空(6) 1663点 久我　栖礼(6) 1632点 設樂　結美(6) 1622点 棚橋　未來(6) 1549点 岡田　翠(6) 1500点 大川　珠彩(6) 1467点
いんばジュニア 白井アスレチックアカデミー ima kids いすみ市立大原小学校 野田市立南部小学校 市原市立辰巳台西小学校 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

小高　花菜(6) 1989点 片倉　心優(6) 1838点 石井　緩奈(6) 1729点 吉川　絢菜(5) 1726点 平野　帆夏(6) 1601点 北古賀　暖埜(6) 1558点 庄司　和花(6) 1554点 込山　梨奈(6) 1534点
いんばジュニア GR いんばジュニア GR ima kids いんばジュニア 鴨川市立田原小学校 ima kids 鴨川市立田原小学校 いんばジュニア

日付 種目

松岡　陸音(6) 14.59 赤松　昴(6) 14.65 鈴木　萬咲(6) 15.18 佐野　萌々花(6) 15.42 小泉　彩芭(5) 15.44 遠藤　都和(6) 15.95
印西市立滝野小学校 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 印西市立滝野小学校 市原市立水の江小学校 市原市立水の江小学校
市原市立水の江小学校 53.74 ima kids 54.03 いんばジュニア 54.28 白井アスレチックアカデミー 54.50 印西市立滝野小学校 56.23 いすみ市立大原小学校 58.32 市原市立白金小学校 58.68
櫻井　あすな(6) 栗山　莉奈(6) 相澤　倫太郎(6) 永野　友琳(6) 山田　琥太郎(6) 荘司　桜我(6) 森谷　珀海(6)
辻　啓志郎(6) 岡野　丈(6) 中村　優音(6) 佐藤　瑛太(6) 遠山　越(6) 藤井　俊成(6) 桜井　雅仁(6)
竹沢　明音羽(5) 青木　琉煌(6) 千羽　蒼澄美(6) 室田　璃海(6) 岩田　和香奈(6) 畑　結花(6) 小野　マリコ(6)
金田　旬平(6) 青木　愛莉(6) 樋口　千紘(6) 齋藤　綸汰(6) 德永　愛(6) 齋藤　結香(6) 吉岡　美雪(6)

7月10日
男女友好レース_100m 

風：+1.5

7月10日 男女混合4X100mR

3m93(+1.8)-30m52 3m26(+1.1)-38m79

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

16.35(-1.8)-1m23 16.75(-1.5)-1m26

3m27(+0.7)-41m94 4m20(+1.5)-27m03

7月10日 女子コンバインドB

4m45(+2.0)-44m80 3m80(+1.4)-46m33 4m15(+2.0)-36m13 3m94(+1.2)-38m82

13.70(-0.5)-1m35 14.52(-1.5)-1m20 14.86(-0.4)-1m15 15.58(-0.9)-1m23 14.76(-1.5)-1m10 15.19(-1.5)-1m10

7月10日
小学６年女子100mA決勝

風：-2.4

7月10日 小学女子1000m

7月10日 女子コンバインドA

7月10日
小学５年女子100mB決勝

風：-1.8

7月10日
小学５年女子100mA決勝

風：-2.0

7月10日
小学６年女子100mB決勝

風：-3.0

7位 8位

7月10日
小学４年女子100mB決勝

風：-2.8

7月10日
小学４年女子100mA決勝

風：-3.4

3m79(-0.9)-43m09 4m26(+3.0)-36m41 4m40(+3.1)-34m48 4m36(+2.9)-34m35

1位 2位 3位 4位 5位 6位

4m20(+3.7)-48m48

7月10日 男子コンバインドB

4m08(+1.4)-46m78 4m12(+3.5)-41m12 4m09(+2.2)-39m48

13.87(-0.9)-1m37 13.69(-1.0)-1m31 13.51(-0.9)-1m20 14.56(-1.4)-1m25 14.38(-1.0)-1m20 14.44(-1.0)-1m20

7月10日 小学男子1000m

13.52(-0.6)-1m37

7月10日 男子コンバインドA

13.46(-0.6)-1m34

7月10日
小学５年男子100mA決勝

風：-3.4

7月10日
小学６年男子100mB決勝

風：-3.4

7月10日
小学６年男子100mA決勝

風：-3.1

8位

7月10日
小学４年男子100mB決勝

風：-1.9

7月10日
小学４年男子100mA決勝

風：+0.2

7月10日
小学５年男子100mB決勝

風：-3.1

日清食品カップ　第３８回千葉県小学生陸上競技交流大会 
千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 【121010】 
2022/07/10 ～ 2022/07/10

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位


