
小学生混成　４×１００ｍＲ

大会記録(GR)            53.97     安城ＪＡＣ・愛知（勝田・河合・兼子・遠藤)2007

予　選 2組3着＋2

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属

1 6 一志Beast 56.24 Q 1 2317 杉山　明優(5) ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾕ 三重 一志Beast
2 2318 浜地　晴帆(5) ﾊﾏﾁ ﾊﾙﾎ 三重 一志Beast
3 2313 上村　壮汰(4) ｳｴﾑﾗ ｿｳﾀ 三重 一志Beast
4 2315 中垣内太智(4) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾀｲﾁ 三重 一志Beast

2 5 浜松河輪AC 56.53 Q 1 2135 松島　采音(5) ﾏﾂｼﾏ ｱﾔﾈ 静岡 浜松河輪AC
2 2136 中村茉友果(5) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｶ 静岡 浜松河輪AC
3 2126 加茂　賢季(5) ｶﾓ ｹﾞﾝｷ 静岡 浜松河輪AC
4 2127 河合信太朗(5) ｶﾜｲ ｼﾝﾀﾛｳ 静岡 浜松河輪AC

3 7 富士陸上 57.47 Q 1 2152 畔栁　結奈(5) ｱｾﾞﾔﾅｷﾞ ﾕﾅ 静岡 富士陸上
2 2153 片岡　朋英(5) ｶﾀｵｶ ﾄﾓｴ 静岡 富士陸上
3 2150 野添　　陸(5) ﾉｿﾞｴ ﾘｸ 静岡 富士陸上
4 2151 野添　　海(5) ﾉｿﾞｴ ｶｲ 静岡 富士陸上

4 4 ＴＳＭ 57.85 q 1 2252 三宅　真生(5) ﾐﾔｹ　ﾏｵ 愛知 ＴＳＭ
2 2247 伊藤　綾夏(5) ｲﾄｳ　ｱﾔﾅ 愛知 ＴＳＭ
3 2239 小出　大智(5) ｺｲﾃﾞ　ﾀﾞｲﾁ 愛知 ＴＳＭ
4 2242 戸丸　優矢(5) ﾄﾏﾙ　ﾕｳﾔ 愛知 ＴＳＭ

5 9 厚生ＡＣ 58.07 q 1 2322 泉　　好笑(5) ｲｽﾞﾐ ｺﾉﾐ 三重 厚生AC
2 2330 山本　実希(5) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 三重 厚生AC
3 2320 染井真佑希(5) ｿﾒｲ ﾏﾕｷ 三重 厚生AC
4 2321 松尾　結世(5) ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ 三重 厚生AC

6 2 大町西AC 58.93 1 1750 松倉　有奏(5) ﾏﾂｸﾗ ﾕｶﾅ 長野 大町西AC
2 1751 丸山　弥夕(5) ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ 長野 大町西AC
3 1747 越山　遥斗(5) ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 長野 大町西AC
4 1748 縣　康太郎(5) ｱｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 長野 大町西AC

7 8 新友陸上 59.23 1 2411 宮前　　鼓(5) ﾐﾔﾏｴ ﾂﾂﾞﾐ 岐阜 新友陸上
2 2410 中島　礼那(5) ﾅｶｼﾏ ﾚｲﾅ 岐阜 新友陸上
3 2407 浅田　晃央(5) ｱｻﾀﾞ ｱｷｵ 岐阜 新友陸上
4 2408 仲村　颯祐(4) ﾅｶﾑﾗ ｿｳｽｹ 岐阜 新友陸上

8 3 関陸上 1:09.33 1 2417 山田　優花(4) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ 岐阜 関陸上
2 2416 西脇　彩花(4) ﾆｼﾜｷ ｱﾔｶ 岐阜 関陸上
3 2413 山田　佑哉(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 岐阜 関陸上
4 2414 岩佐　勇希(5) ｲﾜｻ ﾕｳｷ 岐阜 関陸上

2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ 通過 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属

1 3 安城ＪＡＣ 55.50 Q 1 2205 石川　真菜(5) ｲｼｶﾜ　ﾏﾅ 愛知 安城JAC
2 2204 石川　留菜(5) ｲｼｶﾜ　ﾙﾅ 愛知 安城JAC
3 2202 宇野琳太郎(5) ｳﾉ　ﾘﾝﾀﾛｳ 愛知 安城JAC
4 2201 一柳慎之介(5) ｲﾁﾔﾅｷﾞ　ｼﾝﾉｽｹ 愛知 安城JAC

2 5 ﾊﾟﾜｰｷｯｽﾞ伊那 57.29 Q 1 1738 林　　千尋(5) ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 長野 ﾊﾟﾜｰｷｯｽﾞ伊那
2 1739 百瀬　果奈(5) ﾓﾓｾ ｶﾅ 長野 ﾊﾟﾜｰｷｯｽﾞ伊那
3 1735 織井　勇輔(5) ｵﾘｲ ﾕｳｽｹ 長野 ﾊﾟﾜｰｷｯｽﾞ伊那
4 1736 ﾓﾖﾏﾙｺﾑ強志(5) ﾖﾓ ﾏﾙｺﾑ ﾂﾖｼ 長野 ﾊﾟﾜｰｷｯｽﾞ伊那

3 6 豊橋陸上ク 57.98 Q 1 2225 鈴木　愛乃(5) ｽｽﾞｷ　ﾖｼﾉ 愛知 豊橋陸上ｸ
2 2223 沖　有友里(5) ｵｷ　ｱﾕﾘ 愛知 豊橋陸上ｸ
3 2217 町田　啓允(5) ﾏﾁﾀﾞ　ｹｲﾝ 愛知 豊橋陸上ｸ
4 2213 斎藤　　岳(5) ｻｲﾄｳ　ｶﾞｸ 愛知 豊橋陸上ｸ

4 8 南勢陸上ク 58.16 1 2346 東　　瑠香(5) ｱｽﾞﾏ ﾙｶ 三重 南勢陸上ｸ
2 2350 出口　紗名(5) ﾃﾞｸﾞﾁ ｽｽﾞﾅ 三重 南勢陸上ｸ
3 2345 古尾　洸介(5) ﾌﾙｵ ｺｳｽｹ 三重 南勢陸上ｸ
4 2343 佐々木克磨(5) ｻｻｷ ｶﾂﾏ 三重 南勢陸上ｸ

5 7 松川陸上ク 58.22 1 1744 上野　輝来(5) ｳｴﾉ ｷﾗ 長野 松川陸上ｸ
2 1745 石井　　涼(5) ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ 長野 松川陸上ｸ
3 1741 松崎　文哉(5) ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 長野 松川陸上ｸ
4 1742 林　　力輝(5) ﾊﾔｼ ﾘｷ 長野 松川陸上ｸ

6 4 静岡葵ＡＣ 1:02.15 1 2111 高塚　芽衣(5) ﾀｶﾂｶ ﾒｲ 静岡 静岡葵AC
2 2112 西渕　歩花(5) ﾆｼﾌﾞﾁ ｱﾕｶ 静岡 静岡葵AC
3 2107 三品進太郎(5) ﾐｼﾅ ｼﾝﾀﾛｳ 静岡 静岡葵AC
4 2108 戸澤　文瑠(5) ﾄｻﾞﾜ ｱﾔﾙ 静岡 静岡葵AC

7 2 南濃SC 1:05.21 1 2433 伊藤　菜名(5) ｲﾄｳ ﾅﾅ 岐阜 南濃SC
2 2432 菱田　理月(4) ﾋｼﾀﾞ ﾘﾂﾞｷ 岐阜 南濃SC
3 2431 横山　藍斗(4) ﾖｺﾔﾏ ｱｲﾄ 岐阜 南濃SC
4 2429 坂元　亮太(5) ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 岐阜 南濃SC

審 判 長：和田靖・小池弘文
記録主任：山本　勇人

8月26日 12:25 予　選
8月26日 14:55 決　勝

凡例 
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審 判 長：和田靖・小池弘文
記録主任：山本　勇人

8月26日 12:25 予　選
8月26日 14:55 決　勝

決　勝 

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名(学年) ｶﾅ 所属地 所属
1 6 安城ＪＡＣ 56.24 1 2205 石川　真菜(5) ｲｼｶﾜ　ﾏﾅ 愛知 安城JAC

2 2204 石川　留菜(5) ｲｼｶﾜ　ﾙﾅ 愛知 安城JAC
3 2202 宇野琳太郎(5) ｳﾉ　ﾘﾝﾀﾛｳ 愛知 安城JAC
4 2201 一柳慎之介(5) ｲﾁﾔﾅｷﾞ　ｼﾝﾉｽｹ 愛知 安城JAC

2 5 一志Beast 56.77 1 2317 杉山　明優(5) ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾕ 三重 一志Beast
2 2318 浜地　晴帆(5) ﾊﾏﾁ ﾊﾙﾎ 三重 一志Beast
3 2313 上村　壮汰(4) ｳｴﾑﾗ ｿｳﾀ 三重 一志Beast
4 2315 中垣内太智(4) ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾀｲﾁ 三重 一志Beast

3 4 浜松河輪AC 57.16 1 2135 松島　采音(5) ﾏﾂｼﾏ ｱﾔﾈ 静岡 浜松河輪AC
2 2136 中村茉友果(5) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｶ 静岡 浜松河輪AC
3 2125 川本　駿斗(5) ｶﾜﾓﾄ ﾊﾔﾄ 静岡 浜松河輪AC
4 2127 河合信太朗(5) ｶﾜｲ ｼﾝﾀﾛｳ 静岡 浜松河輪AC

4 7 ﾊﾟﾜｰｷｯｽﾞ伊那 57.28 1 1738 林　　千尋(5) ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 長野 ﾊﾟﾜｰｷｯｽﾞ伊那
2 1739 百瀬　果奈(5) ﾓﾓｾ ｶﾅ 長野 ﾊﾟﾜｰｷｯｽﾞ伊那
3 1735 織井　勇輔(5) ｵﾘｲ ﾕｳｽｹ 長野 ﾊﾟﾜｰｷｯｽﾞ伊那
4 1736 ﾓﾖﾏﾙｺﾑ強志(5) ﾖﾓ ﾏﾙｺﾑ ﾂﾖｼ 長野 ﾊﾟﾜｰｷｯｽﾞ伊那

5 8 豊橋陸上ク 58.62 1 2225 鈴木　愛乃(5) ｽｽﾞｷ　ﾖｼﾉ 愛知 豊橋陸上ｸ
2 2223 沖　有友里(5) ｵｷ　ｱﾕﾘ 愛知 豊橋陸上ｸ
3 2217 町田　啓允(5) ﾏﾁﾀﾞ　ｹｲﾝ 愛知 豊橋陸上ｸ
4 2213 斎藤　　岳(5) ｻｲﾄｳ　ｶﾞｸ 愛知 豊橋陸上ｸ

6 2 ＴＳＭ 58.77 1 2252 三宅　真生(5) ﾐﾔｹ　ﾏｵ 愛知 ＴＳＭ
2 2247 伊藤　綾夏(5) ｲﾄｳ　ｱﾔﾅ 愛知 ＴＳＭ
3 2239 小出　大智(5) ｺｲﾃﾞ　ﾀﾞｲﾁ 愛知 ＴＳＭ
4 2242 戸丸　優矢(5) ﾄﾏﾙ　ﾕｳﾔ 愛知 ＴＳＭ

7 3 厚生ＡＣ 58.92 1 2322 泉　　好笑(5) ｲｽﾞﾐ ｺﾉﾐ 三重 厚生AC
2 2330 山本　実希(5) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 三重 厚生AC
3 2320 染井真佑希(5) ｿﾒｲ ﾏﾕｷ 三重 厚生AC
4 2321 松尾　結世(5) ﾏﾂｵ ﾕｳｾｲ 三重 厚生AC

8 9 富士陸上 1:02.63 1 2152 畔栁　結奈(5) ｱｾﾞﾔﾅｷﾞ ﾕﾅ 静岡 富士陸上
2 2153 片岡　朋英(5) ｶﾀｵｶ ﾄﾓｴ 静岡 富士陸上
3 2150 野添　　陸(5) ﾉｿﾞｴ ﾘｸ 静岡 富士陸上
4 2151 野添　　海(5) ﾉｿﾞｴ ｶｲ 静岡 富士陸上

凡例 


