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大会記録(GR)                    55.70 

[ 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   5 豊科北AC(A)  2461 木村 実夢(5)     56.17 q  1   4 西春近北  2808 大前 歌音(5)     58.65 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀAC_A ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀ ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
 2463 津幡 祐衣(5)  2809 星野 陽花里(5)

ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
 1461 丸山 直樹(5)  1804 荻原 浩太郎(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 1462 白澤 稜馬(5)  1805 今井 駿世(5)

ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ ｲﾏｲ ﾊﾔｾ
 2   4 美篶  2797 村田妃奈子(5)     59.43 q  2   2 会染(A)  2619 矢口萌々果(5)     59.49 q

ﾐｽｽﾞ ﾑﾗﾀﾋﾅｺ ｱｲｿﾒ_A ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ
 2796 大脇 歌歩(5)  2618 曽根 彩花(5)

ｵｵﾜｷｶﾎ ｿﾈ ｱﾔｶ
 1797 赤羽  響(5)  1616 小林 隼志(5)

ｱｶﾊﾈﾋﾋﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼ
 1798 北原 真斗(5)  1615 荒井 智哉(5)

ｷﾀﾊﾗﾏﾅﾄ ｱﾗｲ ﾄﾓﾔ
 3   7 豊科北AC(B)  2465 宮澤 乃愛(5)   1:00.25  3   3 小井川  2721 今井 風花(4)   1:01.40 

ﾄﾖｼﾅｷﾀAC_B ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｱ ｵｲｶﾜｼｮｳ ｲﾏｲ ﾌｳｶ
 2466 中谷 莉子(5)  2723 髙橋 陽葵(5)

ﾅｶﾀﾆ ﾘｺ ﾀｶﾊｼ ﾋﾏﾜﾘ
 1464 橋本 涼(5)  1728 森 大樹(5)

ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ ﾓﾘ ﾀｲｷ
 1465 浅輪 大二郎(5)  1729 杉田 伊吹(5)

ｱｻﾜ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ
 4   6 軽井沢中部(B)  2093 土屋 ほのか(4)   1:01.20  4   6 松川(B)  2625 大出 彩香(4)   1:03.07 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞ_B ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ ﾏﾂｶﾜ_B ｵｵｲﾃﾞ ｱﾔｶ
 2094 市村 彩美(4)  2626 原 知愛(4)

ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ ﾊﾗ ﾁﾅﾘ
 1075 並木 陸(4)  1621 飯嶋 大基(4)

ﾅﾐｷ ﾘｸ ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ
 1076 北川 広樹(4)  1622 吉岡 凜(4)

ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾖｼｵｶ ﾘﾝ
 5   9 芳川  2603 柏原 有紗(4)   1:01.32  5   9 T&F佐久平(A)  2122 小泉 優花(5)   1:03.67 

ﾖｼｶﾜ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｱﾘｻ T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ_A ｺｲｽﾞﾐ  ﾕｳｶ
 2604 窪田 結衣(4)  2121 志摩 真心(5)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ ｼﾏ  ｺｺﾛ
 1566 堤 乙(5)  1116 坪井 康生(5)

ﾂﾂﾐ ｱｽﾞﾏ ﾂﾎﾞｲ  ｺｳｾｲ
 1564 小林 卓馬(4)  1117 西澤 隼翔(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ ﾆｼｻﾞﾜ  ﾊﾔﾄ
 6   3 城南  2725 伊藤 朱音(5)   1:03.81  6   7 傍陽  2156 半田 凜(5)   1:04.41 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ｲﾄｳ ｱｶﾈ ｿｴﾋ ﾊﾝﾀﾞ ﾘﾝ
 2728 藤森 萌恵(5)  2157 髙野 愛美(5)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴ ﾀｶﾉ ｱｲﾐ
 1735 日野原 樹(5)  1143 堀内 透悟(5)

ﾋﾉﾊﾗ ｲﾂｷ ﾎﾘｳﾁ ﾄｳｺﾞ
 1731 関 真佐斗(5)  1142 小林 匠海(5)

ｾｷ ﾏｻﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 7   8 野沢(C)  2042 荒井 利奈(4)   1:04.23  7   1 川上第一(B)  2006 油井 美乃(5)   1:04.96 

ﾉｻﾞﾜ_C ｱﾗｲ ﾘﾅ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁ_B ﾕｲ ﾖｼﾉ
 2043 伴野 未祐(4)  2005 原 姫奈乃(5)

ﾄﾓﾉ ﾐﾕ ﾊﾗ ﾋﾅﾉ
 1025 荒井 優人(4)  1005 油井 孝大(5)

ｱﾗｲ  ﾕｳﾄ ﾕｲ ｺｳﾀﾞｲ
 1026 堤  優志(4)  1004 原 雄峰(5)

ﾂﾂﾐ ﾕｳｼ ﾊﾗ ﾕﾀｶ
 8   2 下條  2871 生嶋 明(4)   1:09.50  8   5 山ﾉ内東  2240 竹節 未羽(5)   1:06.62 

ｼﾓｼﾞｮｳ ｲｸｼﾏ ﾒｲ ﾔﾏﾉｳﾁﾋｶﾞｼ ﾀｹﾌｼ  ﾐｳ
 2872 倉田 芽依(4)  2238 小林 乙葉(5)

ｸﾗﾀ ﾒｲ ｺﾊﾞﾔｼ  ｵﾄﾊ
 1870 村松 空清(4)  1247 小林 琉斗(4)

ﾑﾗﾏﾂ ｿﾗ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｭｳﾄ
 1869 赤羽 空人(4)  1248 平山 匠(4)

ｱｶﾊﾈ ｿﾗﾄ ﾋﾗﾔﾏ  ﾀｸﾐ
 9   1 豊洲(B)  2288 月岡 芽泉(4)   1:10.28  9   8 丸山  2895 小林 日和(4)   1:08.39 

ﾄﾖｽ_B ﾂｷｵｶ ﾒｲ ﾏﾙﾔﾏ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾋﾖﾘ
 2289 内山 未萌(4)  2894 金田 愛美(4)

ｳﾁﾔﾏ ﾐﾓｴ ｶﾅﾀﾞ  ﾏﾅﾐ
 1274 小山 貴司(4)  1890 塩沢 望(4)

ｺﾔﾏ ﾀｶｼ ｼｵｻﾞﾜ  ﾉｿﾞﾐ
 1275 星沢 靖希(4)  1891 濱島  潤(4)

ﾎｼｻﾞﾜ ﾔｽｷ ﾊﾏｼﾏ  ｼﾞｭﾝ

男女混合

4×100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4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   2 南箕輪  2771 伊藤 花音(5)     58.63 q  1   6 穂高西(A)  2486 中嶋 諒(4)     59.63 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｲﾄｳ ﾊﾉﾝ ﾎﾀｶﾆｼ_A ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
 2772 加藤 歩未(5)  2487 岡田 真依(5)

ｶﾄｳ ｱﾐ ｵﾀﾞ ﾏｲ
 1780 宝 一翔(5)  1485 南山 海聖(5)

ﾀｶﾗ ｶｽﾞﾄ ﾐﾅﾐﾔﾏ ｶｲｾｲ
 1781 有賀 玄太(4)  1484 栁澤 大翔(4)

ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾄ
 2   7 三郷(A)  2477 伏見 怜奈(5)     59.31 q  2   9 田中  2741 竹村 聖奈(5)   1:02.65 

ﾐｻﾄ_A ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ ﾀﾅｶ ﾀｹﾑﾗ ｾﾅ
 2478 百瀬 梨桜(5)  2740 足助 新菜(5)

ﾓﾓｾ ﾘｵ ｱｽｹ ﾆｲﾅ
 1475 中村 司(5)  1743 竹村 宏太(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ
 1476 熊谷 慎(5)  1744 平林 慶太(5)

ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
 3   8 諏訪FA  2731 西條 沙羅(5)   1:00.30  3   7 美南ｶﾞ丘(B)  2075 大工原 伶(4)   1:03.31 

ｽﾜFA ﾆｼｼﾞｮｳ ｻﾗ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶ_B ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾚｲ
 1739 藤森 恵弥子(5)  2076 津布子 せな(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ ﾂﾌﾞｺ ｾﾅ
 2730 吉岡 伶(4)  1049 中澤 凪(4)

ﾖｼｵｶ ﾚｲ ﾅｶｻﾞﾜ ﾅｷﾞ
 1738 大野 恒平(5)  1050 土屋 由木(4)

ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ
 4   3 三郷(B)  2479 山田 菜緒(5)   1:00.92  4   8 若槻  2311 大川 衣里(4)   1:04.96 

ﾐｻﾄ_B ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ ﾜｶﾂｷ ｵｵｶﾜ ｴﾘ
 2480 佐々木 美羽(5)  2309 三ﾂ石 愛理(4)

ｻｻｷ ﾐｳ ﾐﾂｲｼ ｴﾘ
 1478 後藤 大(5)  1295 宮下 京(4)

ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲ ﾐﾔｼﾀ ｹｲ
 1477 浅沢 空(5)  1296 宮澤 尚真(4)

ｱｻｻﾞﾜ ｿﾗ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ
 5   6 川上第一(A)  2003 髙橋 梨々香(5)   1:02.07  5   5 平根  2054 須藤 未来(5)   1:06.73 

ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁ_A ﾀｶﾊｼ ﾘﾘｶ ﾋﾗﾈ ｽﾄﾞｳ ﾐﾗｲ
 2004 由井 梨夢(5)  2053 町田 柚希那(5)

ﾕｲ ﾅﾕ ﾏﾁﾀﾞ ﾕｷﾅ
 1002 由井 大雅(5)  1036 土屋 勇人(5)

ﾕｲ ﾀｲｶﾞ ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ
 1003 中島 教友(5)  1037 大工原 速登(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾄﾓ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ
 6   4 T&F佐久平(B)  2123 高見沢 愛結(4)   1:05.42   2 竜丘(A)  2879 矢澤 らら(4)

T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ_B ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｱﾕ ﾀﾂｵｶ_A ﾔｻﾞﾜ ﾗﾗ 失格
 2124 川崎 涼花(5)  2876 加藤 優奈(4) Ｒ1（3-4）

ｶﾜｻｷ  ｽｽﾞｶ ｶﾄｳ ﾕｳﾅ
 1118 林 亮典(4)  1875 上松 友英(4)

ﾊﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ ｳｴﾏﾂ ﾄﾓﾋﾃﾞ
 1119 中澤 颯太(5)  1877 田中 大稀(4)

ﾅｶｻﾞﾜ  ｿｳﾀ ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ
 7   9 豊洲(A)  2287 山内 亜純(5)   1:06.63   3 美南ｶﾞ丘(A)  2077 高橋 千尋(5)

ﾄﾖｽ_A ﾔﾏｳﾁ ｱｽﾞﾐ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶ_A ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 失格
 2286 沖田 美優(4)  2078 塚田 菜々(5) Ｒ1（2-3）

ｵｷﾀ ﾐｳ ﾂｶﾀﾞ ﾅﾅ
 1273 小川 穣(4)  1051 藤原 由未斗(5)

ｵｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾐﾄ
 1272 小山 敦司(5)  1052 蜂須 翔太(5)

ｺﾔﾏ ｱﾂｼ ﾊﾁｽ ｼｮｳﾀ
  5 大町西(A)   4 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ(A)  2523 上條 美結(5)

ｵｵﾏﾁﾆｼ_A 欠場 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ_A ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾕ 失格
 2521 百瀬 菜桜(5) Ｒ1（1-2）

ﾓﾓｾ ﾅｵ
 1521 古畑 和也(5)

ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾞﾔ
 1520 柴 大世(5)

ｼﾊﾞ ﾀｲｾｲ

男女混合

4×100m



[ 5組] [ 6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   4 ｺﾒｯﾄ波田(A)  2552 西牧 ひなた(5)     59.25 q  1   2 四賀  2717 河西 穂香(5)     59.63 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ_A ﾆｼﾏｷ ﾋﾅﾀ ｼｶﾞ ｶｻｲ ﾎﾉｶ
 2553 小島 百花(5)  2719 和田 彩花(5)

ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｶ ﾜﾀﾞ ｱﾔｶ
 1559 手塚 準也(5)  1722 山崎 雷馬(5)

ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ ﾔﾏｻﾞｷ ﾗｲﾏ
 1560 髙木 颯吾(5)  1721 今井 英寿(4)

ﾀｶｷﾞ ｿｳｺﾞ ｲﾏｲ ﾋﾃﾞﾄｼ
 2   5 軽井沢中部(A)  2090 篠原 まひな(5)     59.61 q  2   3 ｺﾒｯﾄ波田(B)  2555 伊藤 百合菜(5)     59.91 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞ_A ｼﾉﾊﾗ ﾏﾋﾅ ｺﾒｯﾄﾊﾀ_B ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
 2091 森川 日菜歩(5)  2556 大月 華織(5)

ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅﾎ ｵｵﾂｷ ｶｵﾘ
 1072 片桐 岳(5)  1561 山本 航大(5)

ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ
 1073 岩井 亨(5)  1562 谷頭 功太郞(5)

ｲﾜｲ ﾄｵﾙ ﾀﾆｶﾞｼﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 3   8 宮田  2812 菊地 さくら(5)   1:00.67  3   5 赤穂  2817 青田 梨世(5)   1:00.03 

ﾐﾔﾀﾞ ｷｸﾁ ｻｸﾗ ｱｶﾎ ｱｵﾀ  ﾘｾ
 2813 稲村 雪乃(5)  2818 熊谷 真歩(5)

ｲﾅﾑﾗ ﾕｷﾉ ｸﾏｶﾞｲ  ﾏﾎ
 1811 縣 俊平(5)  1815 椎名一郎ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ(5)

ｱｶﾞﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｼｲﾅｲﾁﾛｳｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ
 1812 田中 大達(5)  1816 山田 海斗(5)

ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾁ ﾔﾏﾀﾞ  ｶｲﾄ
 4   6 穂高南(A)  2491 吉澤 麻衣(5)   1:02.58  4   8 望月AC(A)  2113 清水 奈都紀(4)   1:01.08 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ_A ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｲ ﾓﾁﾂﾞｷAC_A ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ
 2492 熊﨑 里咲(5)  2114 松井 朋香(4)

ｸﾏｻﾞｷ ﾘｻ ﾏﾂｲ ﾄﾓｶ
 1496 矢口 奨真(5)  1106 中村 洋平(4)

ﾔｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
 1498 鳥宮 蓮(5)  1107 伊藤 司騎(4)

ﾄﾘﾐﾔ ﾚﾝ ｲﾄｳ ｼｷ
 5   2 福島(A)  2666 中澤 舞衣(5)   1:04.18  5   9 朝日(A)  2593 伊藤 唯花(5)   1:01.71 

ﾌｸｼﾏ_A ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ ｱｻﾋ_A ｲﾄｳ ﾕｲｶ
 2667 青木 遥香(5)  2594 中村 有希(5)

ｱｵｷ ﾊﾙｶ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
 1662 原 泰生(5)  1596 笹川 拡夢(5)

ﾊﾗ ﾀｲｷ ｻｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ
 1661 和木 克憲(5)  1597 北村 亮太(5)

ﾜｷ ｶﾂﾉﾘ ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
 6   7 望月AC(B)  2115 比田井 凜(4)   1:04.63  6   6 延徳  2234 山上 る乃(5)   1:02.76 

ﾓﾁﾂﾞｷAC_B ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ ｴﾝﾄｸ ﾔﾏｶﾐ  ﾙﾉ
 2116 井出 美弥(4)  2235 小市 穂ﾉ香(5)

ｲﾃﾞ ﾐﾔ ｺｲﾁ  ﾎﾉｶ
 1108 林 樹生(4)  1244 黒崎 嘉人(5)

ﾊﾔｼ ﾐｷｵ ｸﾛｻｷ  ﾖｼﾄ
 1109 箕輪 大翔(4)  1245 山本 拓馬(5)

ﾐﾉﾜ ﾔﾏﾄ ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｸﾏ
 7   3 南相木(A)  2024 中島 亜実(5)   1:05.09  7   4 軽井沢西部AC  2097 宮崎 純歌(5)   1:05.19 

ﾐﾅﾐｱｲｷ_A ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾐ ｶﾙｲｻﾞﾜｾｲﾌﾞAC ﾐﾔｻﾞｷ ｽﾐｶ
 2025 菊池 真歌(5)  2098 谷津 颯紀(5)

ｷｸﾁ ﾏﾅｶ ﾔﾂ ｻﾂｷ
 1016 中島 開智(5)  1091 太田 紀晴(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾁ ｵｵﾀ ﾄｼﾊﾙ
 1017 丹後 颯太(5)  1090 渡部 佳移(5)

ﾀﾝｺﾞ ｿｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ
 8   9 千曲東  2368 関屋 好(4)   1:07.77  8   7 竜丘(B)  2877 金子 陽南(4)   1:09.65 

ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ ｾｷﾔ ｽｳ ﾀﾂｵｶ_B ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ
 2367 笠井 日南子(4)  2878 坂井 聡希子(4)

ｶｻｲ ﾋﾅｺ ｻｶｲ ﾄｷｺ
 1340 近藤 翼(4)  1874 飯島 祐太(4)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾀ
 1344 神谷 竜人(4)  1876 小島 冴樹(4)

ｶﾐﾔ ﾘｭｳﾄ ｺｼﾞﾏ ｻｴｷ

男女混合

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 豊科北AC(A)  2461 木村 実夢(5)     57.43 

ﾄﾖｼﾅｷﾀAC_A ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
 2463 津幡 祐衣(5)

ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ
 1461 丸山 直樹(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ
 1462 白澤 稜馬(5)

ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
 2   7 ｺﾒｯﾄ波田(A)  2554 大月 優奈(5)     58.41 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ_A ｵｵﾂｷ ﾕｳﾅ
 2553 小島 百花(5)

ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｶ
 1559 手塚 準也(5)

ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ
 1560 髙木 颯吾(5)

ﾀｶｷﾞ ｿｳｺﾞ
 3   6 西春近北  2808 大前 歌音(5)     58.55 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀ ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
 2809 星野 陽花里(5)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
 1804 荻原 浩太郎(5)

ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 1805 今井 駿世(5)

ｲﾏｲ ﾊﾔｾ
 4   5 南箕輪  2771 伊藤 花音(5)     58.55 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｲﾄｳ ﾊﾉﾝ
 2772 加藤 歩未(5)

ｶﾄｳ ｱﾐ
 1780 宝 一翔(5)

ﾀｶﾗ ｶｽﾞﾄ
 1781 有賀 玄太(4)

ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ
 5   8 三郷(A)  2477 伏見 怜奈(5)     58.75 

ﾐｻﾄ_A ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ
 2478 百瀬 梨桜(5)

ﾓﾓｾ ﾘｵ
 1475 中村 司(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ
 1476 熊谷 慎(5)

ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝ
 6   2 軽井沢中部(A)  2090 篠原 まひな(5)     59.51 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞ_A ｼﾉﾊﾗ ﾏﾋﾅ
 2091 森川 日菜歩(5)

ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅﾎ
 1072 片桐 岳(5)

ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ
 1073 岩井 亨(5)

ｲﾜｲ ﾄｵﾙ
 7   9 美篶  2797 村田妃奈子(5)     59.69 

ﾐｽｽﾞ ﾑﾗﾀﾋﾅｺ
 2796 大脇 歌歩(5)

ｵｵﾜｷｶﾎ
 1797 赤羽  響(5)

ｱｶﾊﾈﾋﾋﾞｷ
 1798 北原 真斗(5)

ｷﾀﾊﾗﾏﾅﾄ
 8   3 会染(A)  2619 矢口萌々果(5)     59.71 

ｱｲｿﾒ_A ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ
 2618 曽根 彩花(5)

ｿﾈ ｱﾔｶ
 1616 小林 隼志(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼ
 1615 荒井 智哉(5)

ｱﾗｲ ﾄﾓﾔ

男女混合

4×100m
決勝
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