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日付 種目
5月3日 小学校高学年男子100m 近藤 颯 (5) 14.56 佐藤 匠 (5) 14.63 花澤 煌右 (5) 14.65 森 和馬 (6) 14.66 森江 脩 (6) 14.69 阿比留 聖汰 (5) 14.74 上代 蒼馬 (5) 15.22

ﾀｲﾑﾚｰｽ1組 轟AC (0.0) SRC (0.0) ウイニングファーストAC (0.0) 個人 (0.0) 幕張西AC (0.0) 轟AC (0.0) ウイニングファーストAC (0.0)
小学校高学年男子100m 中嶋 琉偉 (5) 15.65 谷川 将悟 (5) 15.71 平根 悠成 (4) 16.11 松下 健誠 (5) 16.19 日野 生萌 (5) 16.41 山森 煌 (5) 16.83

ﾀｲﾑﾚｰｽ2組 SRC (0.0) ウイニングファーストAC (0.0) SRC (0.0) ウイニングファーストAC (0.0) 轟AC (0.0) ウイニングファーストAC (0.0)
小学校高学年男子100m 簗瀬 颯大 (5) 14.94 和田 諒也 (5) 15.75 小峯 雅史 (4) 16.28 中根 秀翔 (4) 16.90 糸日谷 源太 (4) 17.95 松下 陽弘 (4) 18.15

ﾀｲﾑﾚｰｽ3組 轟AC (0.0) 轟AC (0.0) SRC (0.0) ウイニングファーストAC (0.0) 轟AC (0.0) ウイニングファーストAC (0.0)
小学校高学年男子100m 戸村 大祇 (4) 16.93 浦辺 紳吾 (6) 18.73 五十嵐 惇樹 (4) 19.11 石村 晴太朗 (6) 19.78

ﾀｲﾑﾚｰｽ4組 SRC (0.0) SRC (0.0) SRC (0.0) 幕張西AC (0.0)
小学校高学年男子100m 福島 航太郎 (6) 14.97 パロット 航士 (4) 16.20 佐布 瑛郁 (4) 16.29 堀江 律太 (5) 17.13 吉田 鶴伊 (4) 18.34 松村 優也 (4) 41.85

ﾀｲﾑﾚｰｽ5組 土気AC (0.0) 土気AC (0.0) 土気AC (0.0) 土気AC (0.0) 土気AC (0.0) SRC (0.0)
5月3日 小学校低学年男子1000m 越塚 然 (3) 3:41.20 碓田 皓基 (3) 3:55.47 三浦 勇真 (3) 4:04.91 栗林 佑樹 (3) 4:12.33 俵谷 奏多 (3) 4:15.22 石井 爽太 (2) 4:19.48 小松 葵生 (2) 4:19.66 田名網 崚平 (2) 4:31.35

ﾀｲﾑﾚｰｽ１組 SRC SRC 幕張西AC 轟AC 轟AC 幕張西AC 幸はやぶさ 轟AC

9 近藤 叶弥 (2) 4:32.75 10 寺尾 柊哉 (3) 4:34.67 11 内堀 創太 (3) 4:35.37 12 田中 拓実 (2) 4:36.15 13 藤原 寛之 (2) 4:43.39 14 土許 亜里 (3) 4:43.42 15 加藤 暁斗 (2) 4:49.73 16 飯野 広夢 (2) 5:00.50

轟AC 轟AC 幕張西AC SRC ウイニングファーストAC SRC 轟AC ウイニングファーストAC

17 大園 葉太 (1) 5:04.43 18 荒井 海志 (2) 5:04.83 19 フラカス 瑠果 (2) 5:06.30

SRC ウイニングファーストAC SRC
小学校低学年男子1000m 小林 直斗 (3) 3:46.15 長谷川 禅 (3) 3:46.16 板倉 到矢 (3) 3:57.16 鵜野 旭 (3) 3:59.28 石橋 寛太 (3) 4:00.32 吉田 悠人 (3) 4:07.49 竹内 楓矢 (3) 4:10.03 木村 快成 (2) 4:17.51

ﾀｲﾑﾚｰｽ２組 土気AC 土気AC 土気AC 土気AC 土気AC 土気AC 土気AC 土気AC

9 平野 陽翔 (1) 4:20.44 10 吉田 陽人 (3) 4:20.96 11 藤沼 朝陽 (1) 4:34.53 12 山田 翔真 (1) 4:42.40 13 川村 祐貴 (2) 4:47.92 14 藤沼 碧音 (3) 4:54.92 15 冨永 仁希 (1) 5:15.18 16 塚本 一晴 (1) 5:16.68

土気AC 土気AC 土気AC 土気AC 個人 土気AC 土気AC 土気AC
17 野本 虎伯 (1) 5:26.74 18 丸王 悠聖 (1) 5:28.55

土気AC 土気AC
5月3日 小学校高学年男子1000m 宇内 遥輝 (6) 3:21.81 里見 瑠色 (6) 3:35.06 田中 翔大 (6) 3:38.11 光来出 福 (5) 3:38.51 菊地 桜太 (5) 3:40.85 冨永 一慶 (6) 3:46.81 上原 拓海 (4) 3:49.55 三浦 颯真 (4) 3:50.13

ﾀｲﾑﾚｰｽ１組 轟AC 土気AC SRC 轟AC ウイニングファーストAC 土気AC 幕張西AC 土気AC
9 望月 奏太郎 (4) 3:54.19 10 柿崎 理空 (4) 3:56.50 11 岸 湊之 (4) 4:00.48 12 勝田 悠斗 (6) 4:07.90 13 髙橋 駿太 (5) 4:09.76 14 柘植 健 (4) 4:13.48 15 森村 悠正 (4) 4:15.17 16 高橋 一真 (4) 4:18.42

土気AC 土気AC 轟AC 轟AC 轟AC 土気AC 土気AC 轟AC
17 吉田 鴻以 (5) 4:20.61 18 荒尾 雄太郎 (5) 4:22.03 19 中ノ谷 咲人 (4) 4:26.02 20 小豆畑 壮 (4) 4:27.24 21 佐藤 早真 (4) 4:27.64 22 井口 諒翔 (4) 4:27.97 23 松本 大 (5) 4:39.52 24 前橋 一輝 (6) 5:08.40

土気AC SRC 土気AC 土気AC 轟AC 轟AC 土気AC 轟AC
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