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記録主任：中村早由里

県小学記録(KE)          53.93     瀬々奈・須川・上村・中垣内(一志Beast) 2013 6月2日 14:35 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 2 保々ＲＣ－B 254 安里　來桃(5) ｱｻﾄ ｸﾙﾐ 1:02.53 1 7 ゆめが丘陸上－A 1550 前川華乃音(5) ﾏｴｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 58.26
259 森山　　光(5) ﾓﾘﾔﾏ ｱｶﾘ 1549 福岡　結奈(5) ﾌｸｵｶ ﾕｲﾅ
242 伊藤　碧希(4) ｲﾄｳ ｱｲｷ 1510 稲増　鉄章(5) ｲﾅﾏｽ ﾃｯｼｮｳ
239 村岡　遼太(5) ﾑﾗｵｶ ﾘｮｳﾀ 1511 惠土　湊暉(5) ｴﾄﾞ ｱﾂｷ

2 5 朝日陸上少 363 佐々木　南(5) ｻｻｷ ﾐﾅﾐ 1:03.04 2 2 ゆめが丘陸上－B 1548 花本　夏菜(5) ﾊﾅﾓﾄ ｶﾅ 1:00.04

362 横井　愛美(5) ﾖｺｲ ﾏﾅﾐ 1551 丸山花乃子(5) ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉｺ
333 久村　悠太(5) ﾋｻﾑﾗ ﾕｳﾀ 1517 髙島　　誉(5) ﾀｶｼﾏ ﾎﾏﾚ 
341 白木　晴也(4) ｼﾛｷ ﾊﾙﾔ 1513 森川瑛士郎(5) ﾓﾘｶﾜ ｴｲｼﾞﾛｳ

3 8 一志Beast－B 627 出口　結愛(4) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｱ 1:04.25 2 5 保々ＲＣ－A 257 稲垣　百々(5) ｲﾅｶﾞｷ ﾓﾓ 1:00.04 *TL
629 長谷川瑠乃(4) ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾉ 258 古川　瑠菜(5) ﾌﾙｶﾜ ﾙﾅ
576 山本　龍舞(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾏ 236 稲岡　岳洋(5) ｲﾅｵｶ ﾀｶﾋﾛ
572 藤澤　慶信(4) ﾌｼﾞｻﾜ ｹｲｼﾝ 237 稲田　想大(5) ｲﾅﾀﾞ ｿｳﾀ

4 6 菰野ＳＣ 443 井上　真菜(4) ｲﾉｳｴ ﾏﾅ 1:05.64 4 6 一志Beast－A 612 玉村　和奏(5) ﾀﾏﾑﾗ ﾜｶﾅ 1:00.90

444 落合　樹奈(4) ｵﾁｱｲ ｷﾅ 613 原田　希夏(5) ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾉｶ
416 荒木　優斗(5) ｱﾗｷ ﾕｳﾄ 562 馬塲　颯星(5) ﾊﾞﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ
422 栁世　啓太(5) ﾔﾅｷﾞｾ ｹｲﾀ 559 久保　太一(5) ｸﾎﾞ ﾀｲﾁ

5 7 ゆめが丘陸上－C 1556 三好　希佳(4) ﾐﾖｼ ﾉﾉｶ 1:05.97 5 3 川越陸上少 399 平　　妃葵(4) ﾀｲﾗ ﾋﾏﾘ 1:04.17

1555 増田　優愛(4) ﾏｽﾀﾞ ﾕｱ 397 小林　礼奈(4) ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ
1522 谷口　颯太(4) ﾀﾆｸﾞﾁ ｿｳﾀ 377 眞岩　大我(5) ﾏｲﾜ ﾀｲｶﾞ
1512 宮田　　天(5) ﾐﾔﾀ ﾃﾝ 373 伊藤　　潤(5) ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ

6 4 内部陸上少 227 稲垣みなみ(5) ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾅﾐ 1:07.07 6 8 津陸上ク 664 近澤柚里奈(4) ﾁｶｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 1:04.84

228 小林　　由(5) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 662 町井　心優(5) ﾏﾁｲ ﾐﾕ
215 今村　朔也(5) ｲﾏﾑﾗ ｻｸﾔ 2469 森　　彩登(5) ﾓﾘ ｱﾔﾄ
217 加藤　聖史(5) ｶﾄｳ ﾏｻｼ 647 小鷺　羚維(5) ｺｻｷﾞ ﾚｲ

7 3 三浜陸上 206 小林　稜奈(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 1:09.78 7 1 保々ＲＣ－C 255 石井　亜侑(5) ｲｼｲ ｱﾕ 1:06.17

205 城戸ひより(5) ｷﾄﾞ ﾋﾖﾘ 256 市瀬　倖菜(5) ｲﾁﾉｾ ﾕｷﾅ
196 竹林　　睦(4) ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾑﾂｷ 243 加藤　颯琉(4) ｶﾄｳ ﾊﾙ
194 島井　涼也(5) ｼﾏｲ ﾘｮｳﾔ 244 完山兼晨　(4) ﾓﾄﾔﾏ ｹﾝｼﾝ

8 4 ＹウェルネスＣ 282 市川　玲海(4) ｲﾁｶﾜ ﾚﾐ 1:06.78

284 矢田　柚紀(4) ﾔﾀﾞ ﾕｽﾞｷ
274 馬庭　康輔(4) ﾏﾆﾜ ｺｳｽｹ
272 上野　陽葵(4) ｳｴﾉ ﾊﾙｷ

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 58.26

2 1:00.04

2 1:00.04 *TL

4 1:00.90

5 1:02.53

6 1:03.04

7 1:04.17

8 1:04.25

ゆめが丘陸上－A 前川華乃音(5) / 福岡　結奈(5) / 稲増　鉄章(5) / 惠土　湊暉(5)

ゆめが丘陸上－B 花本　夏菜(5) / 丸山花乃子(5) / 髙島　　誉(5) / 森川瑛士郎(5)

保々ＲＣ－A 稲垣　百々(5) / 古川　瑠菜(5) / 稲岡　岳洋(5) / 稲田　想大(5)

川越陸上少 平　　妃葵(4) / 小林　礼奈(4) / 眞岩　大我(5) / 伊藤　　潤(5)

一志Beast－B 出口　結愛(4) / 長谷川瑠乃(4) / 山本　龍舞(4) / 藤澤　慶信(4)

一志Beast－A 玉村　和奏(5) / 原田　希夏(5) / 馬塲　颯星(5) / 久保　太一(5)

保々ＲＣ－B 安里　來桃(5) / 森山　　光(5) / 伊藤　碧希(4) / 村岡　遼太(5)

朝日陸上少 佐々木　南(5) / 横井　愛美(5) / 久村　悠太(5) / 白木　晴也(4)

凡例  *TL:着差なし


