
第27回東海小学生リレー競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：東海陸上競技協会、中日新聞社 記録主任： 竹内秀樹

【開催日】 平成22年8月28日
【主催団体】 東海陸上競技協会、中日新聞社 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 混　合 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 8/29 混合 静  岡       55.31 長  野       55.59 愛  知       55.62 愛  知       55.91 静  岡       56.07 長  野       56.50 三  重       56.75 三  重       56.80

･富士陸上教室 ･高島 ･安城ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ ･豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ ･裾野市陸上教室 ･諏訪ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ ･松阪Jr陸上 ･大山田AC
4×100m 植田 朱音 長谷川 聖奈 鳥居 夏帆 土方 若菜 眞田 桃子 川上 由華 村田 有唯 末崎 麗菜

南  亜稀子 柿澤 菜摘 片山 栞里 久野 景子 根岸 茉子 小林 みずほ 池野 みさき 久留 慶子

瀧口  周 藤森 光星 本田 和馬 杉山 尚規 坂田  健 白井 裕介 村田 浩太朗 伊藤 諒

米倉 祐貴 外川 太一 吉田 将 筒井 幹太 池内 祐貴 中村 謙士 上山 紘輝 佐藤 智博



予選 8月29日 13:35
決勝 8月29日 15:30

大会記録(GR)                    53.97 

[ 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   7 富士陸上教室  1154 植田 朱音     55.76 Q  1   3 高島  1250 長谷川 聖奈     55.50 Q

ﾌｼﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｳｴﾀﾞ ｱｶﾈ ﾀｶｼﾏ ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ
静  岡  1155 南  亜稀子 長  野  1251 柿澤 菜摘 長野県小学生新

ﾐﾅﾐ ｱｷｺ ｶｷｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ
 1156 瀧口  周  1247 藤森 光星

ﾀｷｸﾞﾁ ｱﾏﾈ ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳｾｲ
 1157 米倉 祐貴  1248 外川 太一

ﾖﾈｸﾗ ﾕｳｷ ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
 2   6 松阪Jr陸上  1089 村田 有唯     56.11 Q  2   4 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ  1035 土方 若菜     56.22 Q

ﾏﾂｻﾞｶＪｒﾘｸｼﾞｮｳ ﾑﾗﾀ ﾕｲ ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾋｼﾞｶﾀ ﾜｶﾅ
三  重  1090 池野 みさき 愛  知  1036 久野 景子

ｲｹﾉ ﾐｻｷ ｸﾉ ｷｮｳｺ
 1091 村田 浩太朗  1037 杉山 尚規

ﾑﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｷ
 1092 上山 紘輝  1038 筒井 幹太

ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ ﾂﾂｲ ｶﾝﾀ
 3   5 安城ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗ  1041 鳥居 夏帆     56.21 Q  3   8 大山田AC  1095 末崎 麗菜     56.72 Q

ｱﾝｼﾞｮｳｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾄﾘｲ ｶﾎ ｵｵﾔﾏﾀﾞAC ｽｴｻﾞｷ ﾚｲﾅ
愛  知  1043 片山 栞里 三  重  1096 久留 慶子

ｶﾀﾔﾏ ｼｵﾘ ｸﾙ ｹｲｺ
 1044 藤本 高壮  1097 伊藤 諒

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾏｻ ｲﾄｳ ﾏｺﾄ
 1046 吉田 将  1098 佐藤 智博

ﾖｼﾀﾞ ﾀｽｸ ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ
 4   4 裾野市陸上教室  1142 眞田 桃子     56.29 q  4   6 田原陸上ｸﾗﾌﾞ  1047 宮川 真優     56.91 

ｽｿﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｻﾅﾀﾞ ﾓﾓｺ ﾀﾊﾗﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏﾕ
静  岡  1143 根岸 茉子 愛  知  1048 河合 穂波

ﾈｷﾞｼ ﾏｺ ｶﾜｲ ﾎﾅﾐ
 1144 坂田  健  1050 緒方 空哉

ｻｶﾀﾀ ｹｼ ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾔ
 1145 池内 祐貴  1051 仲井 陽大

ｲｹｳﾁ ﾕｳｷ ﾅｶｲ ﾋﾅﾀ
 5   3 諏訪ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗ  1256 川上 由華     56.43 q  5   5 下田敷根JC  1148 佐藤 真白     57.07 

ｽﾜｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｶﾜｶﾐ ﾕｶ ｼﾓﾀﾞｼｷﾈJC ｻﾄｳ ﾏｼﾛ
長  野  1257 小林 みずほ  1149 福永 亜美

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ ﾌｸﾅｶﾞ ｱﾐ
 1253 白井 裕介  1150 山崎 聖弥

ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲﾔ
 1254 中村 謙士  1151 相川  稜

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ｱｲｶﾜ ﾘｮｳ
 6   2 ｺﾒｯﾄ波田  1259 中塚 真子     56.62  6   7 新友陸上  1206 中吉 佑佳     59.93 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾅｶﾂｶ ﾏｺ ｼﾝﾕｳﾘｸｼﾞｮｳ ﾅｶﾖｼ ﾕｶ
 1260 百瀬 そよか 岐  阜  1207 平塚 栞

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ ﾋﾗﾂｶ ｼｵﾘ
 1261 大月 涼太  1203 宮島 昇吾

ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾀ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ
 1262 小島 空  1202 村田 龍司

ｺｼﾞﾏ ｿﾗ ﾑﾗﾀ ﾀﾂｼ
 7   8 南勢陸上ｸﾗﾌﾞ  1106 西田 舞衣     57.37  7   2 美濃加茂Jr  1210 井戸 祐里奈   1:00.36 

ﾅﾝｾﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾆｼﾀﾞ ﾏｲ ﾏﾉｶﾓJr ｲﾄﾞ ﾕﾘﾅ
三  重  1104 梶野 杏  1208 片岡 宝子

ｶｼﾞﾉ ﾓﾓ ｶﾀｵｶ ﾄﾓｺ
 1101 上村 泰希  1213 宮谷 張杜

ｳｴﾑﾗ ﾀｲｷ ﾐﾔﾀﾆ ﾊﾙﾄ
 1102 大野 航希  1211 加藤 和磨

ｵｵﾉ ｺｳｷ ｶﾄｳ ｶｽﾞﾏ
 8   9 関陸上  1197 臼田 千夏   1:02.73 

ｾｷﾘｸｼﾞｮｳ ｳｽﾀﾞ ﾁﾅﾂ
 1196 平田 ゆか

ﾋﾗﾀ ﾕｶ
 1200 平田 凌雅

ﾋﾗﾀ ﾘｮｳｶﾞ
 1199 後藤 啓太

ｺﾞﾄｳ ｹｲﾀ

混合

4×100m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 富士陸上教室  1154 植田 朱音     55.31 

ﾌｼﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｳｴﾀﾞ ｱｶﾈ
静  岡  1155 南  亜稀子

ﾐﾅﾐ ｱｷｺ
 1156 瀧口  周

ﾀｷｸﾞﾁ ｱﾏﾈ
 1157 米倉 祐貴

ﾖﾈｸﾗ ﾕｳｷ
 2   6 高島  1250 長谷川 聖奈     55.59 

ﾀｶｼﾏ ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ
長  野  1251 柿澤 菜摘

ｶｷｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ
 1247 藤森 光星

ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳｾｲ
 1248 外川 太一

ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
 3   8 安城ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗ  1041 鳥居 夏帆     55.62 

ｱﾝｼﾞｮｳｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾄﾘｲ ｶﾎ
愛  知  1043 片山 栞里

ｶﾀﾔﾏ ｼｵﾘ
 1045 本田 和馬

ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
 1046 吉田 将

ﾖｼﾀﾞ ﾀｽｸ
 4   5 豊橋陸上ｸﾗﾌﾞ  1035 土方 若菜     55.91 

ﾄﾖﾊｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾋｼﾞｶﾀ ﾜｶﾅ
愛  知  1036 久野 景子

ｸﾉ ｷｮｳｺ
 1037 杉山 尚規

ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｷ
 1038 筒井 幹太

ﾂﾂｲ ｶﾝﾀ
 5   3 裾野市陸上教室  1142 眞田 桃子     56.07 

ｽｿﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｻﾅﾀﾞ ﾓﾓｺ
静  岡  1143 根岸 茉子

ﾈｷﾞｼ ﾏｺ
 1144 坂田  健

ｻｶﾀﾀ ｹｼ
 1145 池内 祐貴

ｲｹｳﾁ ﾕｳｷ
 6   2 諏訪ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗ  1256 川上 由華     56.50 

ｽﾜｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｶﾜｶﾐ ﾕｶ
長  野  1257 小林 みずほ

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ
 1253 白井 裕介

ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ
 1254 中村 謙士

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
 7   4 松阪Jr陸上  1089 村田 有唯     56.75 

ﾏﾂｻﾞｶＪｒﾘｸｼﾞｮｳ ﾑﾗﾀ ﾕｲ
三  重  1090 池野 みさき

ｲｹﾉ ﾐｻｷ
 1091 村田 浩太朗

ﾑﾗﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 1092 上山 紘輝

ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ
 8   9 大山田AC  1095 末崎 麗菜     56.80 

ｵｵﾔﾏﾀﾞAC ｽｴｻﾞｷ ﾚｲﾅ
三  重  1096 久留 慶子

ｸﾙ ｹｲｺ
 1097 伊藤 諒

ｲﾄｳ ﾏｺﾄ
 1098 佐藤 智博

ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ

混合

4×100m
決勝
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	混合

