
決勝 5月21日 12:45

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 芝沢小(A)   338 中村 優里(5)     59.19  1   4 本郷小(A)   490 木戸岡 由起(5)   1:04.56 

ｼﾊﾞｻﾜｼｮｳA ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳA ｷﾄﾞｵｶ ﾕｷ
  357 原田 優(5)   498 小倉 杏珠季(5)

ﾊﾗﾀ ﾕｳ ｵｸﾞﾗ ｱｽﾞｷ
  349 新村 篤史(5)   501 坂上 正汰郎(5)

ﾆｲﾑﾗ ｱﾂｼ ｻｶｳｴ ｼｮｳﾀﾛｳ
  344 太田 誠人(5)   492 竹内 貴史(5)

ｵｵﾀ ﾏｺﾄ ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 2   7 梓川小(A)   152 髙畠 彩希(5)   1:01.91  2   5 今井小   310 倉橋 杏奈(4)   1:05.76 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳA ﾀｶﾊﾞﾀｹ  ｻｷ ｲﾏｲｼｮｳ ｸﾗﾊｼ ｱﾝﾅ
  155 媚山 萌々(5)   307 大槻 夏夕(4)

ｺﾋﾞﾔﾏ  ﾓﾓ ｵｵﾂｷ ｶﾕ
  178 水上 健吾(5)   314 古田 昇太郎(4)

ﾐｽﾞｶﾐ  ｹﾝｺﾞ ﾌﾙﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ
  165 長嶺 直(5)   311 清水 汰揮(4)

ﾅｶﾞﾐﾈ  ﾅｵ ｼﾐｽﾞ ﾀｷ
 3   5 本郷小(B)   491 北原 智沙(4)   1:04.00  3   2 ｺﾒｯﾄ波田(B)   115 太田 菜奈(4)   1:05.89 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳB ｷﾀﾊﾗ ﾁｻ ｺﾒｯﾄﾊﾀB ｵｵﾀ ﾅﾅ
  504 久保田 梨那(4)   134 加藤 愛理(4)

ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ ｶﾄｳ ｱｲﾘ
  489 木船 峻健   105 柏原 秀太郎(4)

ｷﾌﾞﾈ ｼｭﾝﾀ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｼｭｳﾀﾛｳ
  503 古厩 海聖   135 下沢 圭亮(4)

ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ ｼﾓｻﾜ ｹｲｽｹ
 4   8 田川小(A)   428 小林 弥希(4)   1:04.26  4   8 開明小(B)   255 髙木 陽香(4)   1:06.20 

ﾀｶﾞﾜｼｮｳA ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ ｶｲﾒｲｼｮｳB ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ
  433 久保田 里奈(4)   257 國仲 百華(4)

ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ ｸﾆﾅｶ ﾓﾓｶ
  425 赤木 義人(4)   274 倉田 歩夢(4)

ｱｶｷﾞ ﾖｼﾄ ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ
  429 勝山 翔太(4)   288 玉田 航太(4)

ｶﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾀﾏﾀﾞ ｺｳﾀ
 5   6 開明小(C)   259 堀本 桃圭(4)   1:05.72  5   6 田川小(B)   421 東條 瑞季(4)   1:06.92 

ｶｲﾒｲｼｮｳC ﾎﾘﾓﾄ ﾓﾓｶ ﾀｶﾞﾜｼｮｳB ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ
  292 岩渕 菜々美(4)   427 松本 琴未(4)

ｲﾜﾌﾞﾁ ﾅﾅﾐ ﾏﾂﾓﾄ ｺﾄﾐ
  272 中村 柊真(4)   435 遠藤 誠也(4)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾏ ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ
  254 髙野 徳次(4)   430 斎藤 海斗(4)

ﾀｶﾉ ﾉﾘﾂｸﾞ ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ
 6   2 ｺﾒｯﾄ波田(C)   137 井嶋 まどか(5)   1:06.84  6   7 梓川小(C)   166 中澤 美紅(4)   1:07.13 

ｺﾒｯﾄﾊﾀC ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳC ﾅｶｻﾞﾜ  ﾐｸ
  127 山下 未夢(5)   174 青木 梨乃(4)

ﾔﾏｼﾀ ﾐﾕ ｱｵｷ  ﾘﾉ
  138 伊藤 光(4)   184 山田 泰紀(4)

ｲﾄｳ ﾋｶﾙ ﾔﾏﾀﾞ  ﾀｲｷ
  114 大月 成生(4)   188 高橋 宏希(4)

ｵｵﾂｷ ﾅﾙｷ ﾀｶﾊｼ  ｺｳｷ
 7   9 山辺小   321 倉科 杏奈(4)   1:07.59  7   9 開智小(A)   243 小松 真緒(4)   1:07.40 

ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ ｸﾗｼﾅｱﾝﾅ ｶｲﾁｼｮｳA ｺﾏﾂ ﾏｵ
  320 平岡 京花(4)   233 中澤 萌(4)

ﾋﾗｵｶｷｮｳｶ ﾅｶｻﾞﾜ ﾓｴ
  323 加藤 央祐(4)   252 稲葉 良(4)

ｶﾄｳｵｳｽｹ ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳ
  322 丸山 貴史(4)   227 稗田 真心(4)

ﾏﾙﾔﾏﾀｶﾌﾐ ﾋｴﾀﾞ ｼﾝ
 8   4 岡田小(A)   219 吉川 若那(4)   1:07.84  8   3 芝沢小(C)   326 輿 愛花理(4)   1:07.71 

ｵｶﾀﾞｼｮｳA ｷｯｶﾜ ﾓﾅ ｼﾊﾞｻﾜｼｮｳC ｺｼ ｱｶﾘ
  205 西村 明純(4)   333 田中 瞳(4)

ﾆｼﾑﾗ ｱｽﾐ ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ
  212 山中 悠也(4)   341 滝口 優月(4)

ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾔ ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ
  216 三浦 颯太(4)   342 大野 貴佳(4)

ﾐｳﾗ ｿｳﾀ ｵｵﾉ ﾀｶﾖｼ
 9   3 清水小(B)   398 坂田 音々(4)   1:11.85  9   1 岡田小(C)   199 野澤 紗良(4)   1:11.72 

ｼﾐｽﾞｼｮｳB ｻｶﾀ  ﾈﾈ ｵｶﾀﾞｼｮｳC ﾉｻﾞﾜ ｻﾗ
  390 丹羽 奈津希(4)   218 吉田 紋(4)

ﾆﾜ  ﾅﾂｷ ﾖｼﾀﾞ ｱﾔ
  400 吉田 純平(4)   200 野口 雅葵(4)

ﾖｼﾀﾞ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｷ
  401 菊池 拓海(4)   204 石川 駿(4)

ｷｸﾁ  ﾀｸﾐ ｲｼｶﾜ ｼｭﾝ

混合男女

4×100m

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 ｺﾒｯﾄ波田(A)   121 斉藤 楓花(5)     59.26 

ｺﾒｯﾄﾊﾀA ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
  111 中沢 楓香(5)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ
  132 戸叶 健司(5)

ﾄｶﾉ ｹﾝｼﾞ
  130 今井 侑志(5)

ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ
 2   3 開明小(A)   283 今井 紀花(5)   1:01.62 

ｶｲﾒｲｼｮｳA ｲﾏｲ ﾉﾘｶ
  263 平田 ルイザ(5)

ﾋﾗﾀ ﾙｲｻﾞ
  296 岡田 晃輝(5)

ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ
  287 金子 恭介(5)

ｶﾈｺ ｷｮｳｽｹ
 3   1 清水小(A)   391 倉田 愛菜(4)   1:04.49 

ｼﾐｽﾞｼｮｳA ｸﾗﾀ  ｱｲﾅ
  386 富田 咲花(4)

ﾄﾐﾀ ｻｸﾗ
  392 赤羽 真(4)

ｱｶﾊﾈ  ﾏｺﾄ
  394 西原 陸(4)

ﾆｼﾊﾗ ﾘｸ
 4   4 梓川小(B)   157 福嶋 絵美莉(4)   1:05.24 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳB ﾌｸｼﾏ  ｴﾐﾘ
  169 大久保 未弥子(4)

ｵｵｷﾎ  ﾞﾐﾔｺ
  164 田中 駿(4)

ﾀﾅｶ  ｼｭﾝ
  168 中上 在(4)

ﾅｶｶﾞﾐ  ｱﾙ
 5   2 芳川小   480 小松 結子(5)   1:06.69 

ﾖｼｶﾜｼｮｳ ｺﾏﾂ ﾕｲｺ
  479 松岡 みず穂(5)

ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ
  484 宮島 岳大(4)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ
  475 濵野 紘鳳(4)

ﾊﾏﾉ ﾋﾛﾀｶ
 6   8 中山小   416 小野 葵生(4)   1:08.42 

ﾅｶﾔﾏｼｮｳ ｵﾉ ｱｵｲ
  415 小林 和奏(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ
  417 小栗 駿一(4)

ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ
  418 河合 輝(4)

ｶﾜｲ ｱｷﾗ
 7   7 芝沢小(B)   332 渡邊 夏芽(4)   1:08.67 

ｼﾊﾞｻﾜｼｮｳB ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂﾒ
  355 高坂 珠実(4)

ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ
  334 田村 大河(4)

ﾀﾑﾗ ﾀｲｶﾞ
  339 竹原 魁人(4)

ﾀｹﾊﾗ ｶｲﾄ
 8   9 岡田小(B)   213 山中 咲良(4)   1:10.53 

ｵｶﾀﾞｼｮｳB ﾔﾏﾅｶ ｻｸﾗ
  202 鳥羽 莉子(4)

ﾄﾊﾞ ﾘｺ
  210 山田 翔大(4)

ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ
  208 小島 海人(4)

ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ
  6 開智小(B)   234 中島 菜月(4)

ｶｲﾁｼｮｳB ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 失格
  223 末木 遥(4) R-1

ｽｴｷ ﾊﾙｶ
  245 重盛 開(4)

ｼｹﾞﾓﾘ ｶｲ
  242 小川 拓(4)

ｵｶﾞﾜ ﾀｸ

混合男女

4×100m



   1 芝沢小(A)     59.19 中村 優里(5) 原田 優(5) 新村 篤史(5) 太田 誠人(5)   1   1
   2 ｺﾒｯﾄ波田(A)     59.26 斉藤 楓花(5) 中沢 楓香(5) 戸叶 健司(5) 今井 侑志(5)   3   1
   3 開明小(A)   1:01.62 今井 紀花(5) 平田 ルイザ(5) 岡田 晃輝(5) 金子 恭介(5)   3   2
   4 梓川小(A)   1:01.91 髙畠 彩希(5) 媚山 萌々(5) 水上 健吾(5) 長嶺 直(5)   1   2
   5 本郷小(B)   1:04.00 北原 智沙(4) 久保田 梨那(4) 木船 峻健 古厩 海聖   1   3
   6 田川小(A)   1:04.26 小林 弥希(4) 久保田 里奈(4) 赤木 義人(4) 勝山 翔太(4)   1   4
   7 清水小(A)   1:04.49 倉田 愛菜(4) 富田 咲花(4) 赤羽 真(4) 西原 陸(4)   3   3
   8 本郷小(A)   1:04.56 木戸岡 由起(5) 小倉 杏珠季(5) 坂上 正汰郎(5) 竹内 貴史(5)   2   1
   9 梓川小(B)   1:05.24 福嶋 絵美莉(4) 大久保 未弥子(4田中 駿(4) 中上 在(4)   3   4
  10 開明小(C)   1:05.72 堀本 桃圭(4) 岩渕 菜々美(4) 中村 柊真(4) 髙野 徳次(4)   1   5
  11 今井小   1:05.76 倉橋 杏奈(4) 大槻 夏夕(4) 古田 昇太郎(4) 清水 汰揮(4)   2   2
  12 ｺﾒｯﾄ波田(B)   1:05.89 太田 菜奈(4) 加藤 愛理(4) 柏原 秀太郎(4) 下沢 圭亮(4)   2   3
  13 開明小(B)   1:06.20 髙木 陽香(4) 國仲 百華(4) 倉田 歩夢(4) 玉田 航太(4)   2   4
  14 芳川小   1:06.69 小松 結子(5) 松岡 みず穂(5) 宮島 岳大(4) 濵野 紘鳳(4)   3   5
  15 ｺﾒｯﾄ波田(C)   1:06.84 井嶋 まどか(5) 山下 未夢(5) 伊藤 光(4) 大月 成生(4)   1   6
  16 田川小(B)   1:06.92 東條 瑞季(4) 松本 琴未(4) 遠藤 誠也(4) 斎藤 海斗(4)   2   5
  17 梓川小(C)   1:07.13 中澤 美紅(4) 青木 梨乃(4) 山田 泰紀(4) 高橋 宏希(4)   2   6
  18 開智小(A)   1:07.40 小松 真緒(4) 中澤 萌(4) 稲葉 良(4) 稗田 真心(4)   2   7
  19 山辺小   1:07.59 倉科 杏奈(4) 平岡 京花(4) 加藤 央祐(4) 丸山 貴史(4)   1   7
  20 芝沢小(C)   1:07.71 輿 愛花理(4) 田中 瞳(4) 滝口 優月(4) 大野 貴佳(4)   2   8
  21 岡田小(A)   1:07.84 吉川 若那(4) 西村 明純(4) 山中 悠也(4) 三浦 颯太(4)   1   8
  22 中山小   1:08.42 小野 葵生(4) 小林 和奏(4) 小栗 駿一(4) 河合 輝(4)   3   6
  23 芝沢小(B)   1:08.67 渡邊 夏芽(4) 高坂 珠実(4) 田村 大河(4) 竹原 魁人(4)   3   7
  24 岡田小(B)   1:10.53 山中 咲良(4) 鳥羽 莉子(4) 山田 翔大(4) 小島 海人(4)   3   8
  25 岡田小(C)   1:11.72 野澤 紗良(4) 吉田 紋(4) 野口 雅葵(4) 石川 駿(4)   2   9
  26 清水小(B)   1:11.85 坂田 音々(4) 丹羽 奈津希(4) 吉田 純平(4) 菊池 拓海(4)   1   9

順位 所属名 都道府県 記録

混合男女

4×100m
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3


