
小学4.5年混成4×100mR
審 判 長：宮田藤志次
記録主任：中村早由里

県小学記録(KE)          53.93     一志Beast(瀬々奈・須川「・上村・中垣内)2013
大会記録(GR)            57.88     川越陸上少(荒木・鈴木・寺本・八代)    2009 10月1日 14:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 8 朝日陸上少 315 宮村　心雪(4) ﾐﾔﾑﾗ ｺﾕｷ 1:02.17 1 8 保々ＲＣ－A 205 稲垣　百々(4) ｲﾅｶﾞｷ ﾓﾓ 1:03.65

312 小林　夢明(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒｱ 206 古川　瑠菜(4) ﾌﾙｶﾜ ﾙﾅ
288 市川　貴埜(5) ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾔ 189 稲岡　岳洋(4) ｲﾅｵｶ ﾀｶﾋﾛ
291 服部　優太(5) ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾀ 190 稲田　想大(4) ｲﾅﾀﾞ ｿｳﾀ

2 5 川越陸上少 353 前田　絢希(5) ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾈ 1:02.33 2 6 内部陸上少－B 180 永岡　埜衣(5) ﾅｶﾞｵｶ ﾉｲ 1:07.90

352 藤井　なみ(5) ﾌｼﾞｲ ﾅﾐ 178 小林　　由(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ
325 伊藤　遥飛(5) ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 2191 前岨　大輝(4) ﾏｴｿﾊﾞ ﾀﾞｲｷ
328 松野　央典(5) ﾏﾂﾉ ｵｳｽｹ 169 加藤　楓磨(4) ｶﾄｳ ﾌｳﾏ

3 4 三浜陸上 164 堀木　優菜(5) ﾎﾘｷ ﾕｳﾅ 1:02.95 3 5 ＹウェルネスＣ 233 須藤　小遥(4) ｽﾄﾞｳ ｺﾊﾙ 1:08.11

162 後藤　杏実(5) ｺﾞﾄｳ ｱﾐ 234 中山　　楓(4) ﾅｶﾔﾏ ｶｴﾃﾞ
152 谷　　翼沙(5) ﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 219 植村　悠生(4) ｳｴﾑﾗ ﾕｳｾｲ
149 岩崎　倖大(5) ｲﾜｻｷ ｺｳﾀ 2213 森　　渉真(4) ﾓﾘ ｼｮｳﾏ

4 7 菰野ＳＣ－A 405 市川　心愛(4) ｲﾁｶﾜ ｺｺｱ 1:05.81 4 3 菰野ＳＣ－B 403 岩尾　風音(4) ｲﾜｵ ﾌｳﾈ 1:09.20

402 森　　絢理(4) ﾓﾘ ｱﾔﾘ 401 金津　佑実(4) ｶﾅﾂﾞ ﾕｳﾐ
380 岡﨑　　葵(4) ｵｶｻﾞｷ ｱｵｲ 378 栁世　啓太(4) ﾔﾅｷﾞｾ ｹｲﾀ
376 若林　　吹(4) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 384 萩　　洸太(4) ﾊｷﾞ ｺｳﾀ

5 3 内部陸上少－A 176 町野　稀星(5) ﾏﾁﾉ ｷｻﾗ 1:08.15 5 7 楠陸上Jｒ－B 275 柴田　百萌(4) ｼﾊﾞﾀ ﾓﾓ 1:11.43

175 堀内　優芽(5) ﾎﾘｳﾁ ﾕﾒ 2201 早川　夢菜(4) ﾊﾔｶﾜ ﾕﾒﾅ
168 今村　朔也(4) ｲﾏﾑﾗ ｻｸﾔ 260 早川　怜汰(4) ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳﾀ
170 田中　翔也(4) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ 257 柴田　一護(4) ｼﾊﾞﾀ ｲﾁｺﾞ

6 楠陸上Jｒ－A DNS 4 保々ＲＣ－B DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ名 記録 ｺﾒﾝﾄ ｵｰﾀﾞｰ

1 1:02.17

2 1:02.33

3 1:02.95

4 1:03.65

5 1:05.81

6 1:07.90

7 1:08.11

8 1:08.15

朝日陸上少 宮村　心雪(4) / 小林　夢明(5) / 市川　貴埜(5) / 服部　優太(5)

川越陸上少 前田　絢希(5) / 藤井　なみ(5) / 伊藤　遥飛(5) / 松野　央典(5)

三浜陸上 堀木　優菜(5) / 後藤　杏実(5) / 谷　　翼沙(5) / 岩崎　倖大(5)

ＹウェルネスＣ 須藤　小遥(4) / 中山　　楓(4) / 植村　悠生(4) / 森　　渉真(4)

内部陸上少－A 町野　稀星(5) / 堀内　優芽(5) / 今村　朔也(4) / 田中　翔也(4)

保々ＲＣ－A 稲垣　百々(4) / 古川　瑠菜(4) / 稲岡　岳洋(4) / 稲田　想大(4)

菰野ＳＣ－A 市川　心愛(4) / 森　　絢理(4) / 岡﨑　　葵(4) / 若林　　吹(4)

内部陸上少－B 永岡　埜衣(5) / 小林　　由(4) / 前岨　大輝(4) / 加藤　楓磨(4)

凡例  DNS:欠場


