
日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会 新・タイ記録一覧表
パロマ瑞穂スタジアム 【221010】 出力時刻 2016/10/22 14:10
2016/10/21 ～ 2016/10/23

No. 日付 記録名 性別 種別 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 組 順位 記録 風力 氏名/ﾁｰﾑ名 所属/ｵｰﾀﾞｰ

1 10月22日 県小学生最高 女 招待６年生 4X100mR 決　勝 1 1 50.53 岡崎JAC(愛知) 藤井　鈴奈(6)
土居　幸愛(6)
藤江　美空(6)
北田　野々花(6)



コンディション情報

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2016/10/22 09:00 曇 22.4 48.0 0.0

09:30 曇 22.5 49.0 北東 0.6

10:00 曇 22.8 46.0 東北東 0.1

11:00 曇 23.0 46.0 東南東 0.1

12:00 曇 23.9 46.0 東南東 0.2

13:00 曇 23.9 46.0 東北東 0.3

14:00 曇 23.9 47.0 東北東 0.3

15:00 曇 23.3 47.0 0.0

16:00 曇 23.4 48.0 0.0

17:00 曇 23.2 49.0 東北東 0.1

18:00 曇 22.8 49.0 北北東 0.5

19:00 曇 22.4 52.0 東 0.1

2016/10/23 09:00 晴 23.4 45.0 北東 0.4

09:30 曇 23.0 43.0 北 0.9

10:00 曇 23.4 43.0 北北東 0.7

11:00 晴 23.9 42.0 北北東 2.4

12:00 曇 24.9 41.0 北北東 2.3

13:00 曇 24.6 39.0 北 2.0

14:00 曇 24.2 38.0 北北東 1.2

15:00 曇 24.1 40.0 北 1.2

16:00 曇 23.8 39.0 北 0.5

大会総務 稲垣　裕 トラック審判長 夏目　輝久
スタート判長 坂井田　酵三 スタート判長 小島　末広
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日付 種目

安城ジュニア 59.36 ＴＳＭ 1:00.19 田原陸上ク 1:00.58 大須AC 1:01.93 JAC武豊 1:02.00 十四山体育ク 1:02.20 刈谷AC 1:03.04 布袋陸上ク 1:03.24
松原　帆南(4) 菊田　彩(4) 渡辺　栞夏(4) 小川　心優(4) 酒井　七聖(4) 山本　海愛(4) 江藤　柚葉(4) 神崎　七星(4)
手嶋　咲貴(4) 岸本　侑里(4) 佐藤　俐有(4) 星川　琴々音(4) 三浦　蜜華(4) 森岡　優菜(4) 吉本　結羅(4) 岩田　帆海(4)
山崎　鉄馬(4) 鈴木　琥太郎(4) 藤村　航成(4) 糸原　龍海(4) 村林　航輔(4) 中北　涼太(4) 神谷　光(4) 木下　羽琉(4)
平林　駿登(4) 桂木　遥都(4) 鈴木　琉聖(4) 田中　祐介(4) 髙井　佑太(4) 田口　翔也(4) 清水　拓真(4) 森　悠真(4)
豊橋陸上ク 54.35 ＴＳＭ 55.66 安城ジュニア 56.07 東浦ＡＣ 57.85 十四山体育ク 58.30 浄水AC 58.40 JACあつみ 59.15
熊本　彩(5) 松浦　紗良(5) 松浦　加奈(5) 藤本　梨々華(5) 早川　紗生(5) 羽根田　優梨亜(5) 河合　姫星(5)
小酒井　結菜(5) 田島　七里香(5) 新家　あさひ(5) 吉川　姫織(5) 高林　世莉(5) 森　千莉(5) 片山　由梨(5)
山本　琉誠(5) 岩本　清成(5) 神谷　海渡(5) 三井　楓(5) 白﨑　壮馬(5) 高橋　舜人(5) 田中　青波(5)
寺下　頼檜(5) 鈴木　哉汰(5) 松永　航太朗(5) 中山　二千翔(5) 前田　真宗(5) 山田　来夢(5) 木村　慶多(5)
ＡＣ一宮 50.89 安城ジュニア 52.61 JACあつみ 53.81 ＴＳＭ 54.74 東浦ＡＣ 56.32 トライルAC 57.73
佐藤　元哉(6) 岡田　拓也(6) 清田　虎太朗(6) 江崎　光輝(6) 佐々木　悠人(6) 渡邊　涼介(6)
池田　駿大(6) 加藤　真浩(6) 小川　颯(6) 織田　友寛(6) 古賀　藍翔(6) 山田　智仁(6)
中西　尊琉(6) 杉山　海月(6) 清田　竜之介(6) 青山　幸平(6) 近藤　羽流(6) 加藤　嗣道(6)
石田　大河(6) 高木　海佑(6) 高橋　寛汰(6) 亀山　聡太(6) 米川　悠貴(6) 安田　涼平(6)
岡崎JAC 50.53 ＡＣ一宮 53.60 ＴＳＭ 54.29 安城ジュニア 54.75 豊川AC 55.57 愛知ハイテクＡＣ 56.15 田原陸上ク 57.43
藤井　鈴奈(6) PPH 山崎　美祐(6) 坂口　由花(6) 山本　結菜(6) 佐野　萌々春(6) 酒井　杏菜(6) 河合　美伶(6)
土居　幸愛(6) 杉本　　遥(6) 坂井　寿々(6) 神谷　莉子(6) 今泉　亜純(6) 時吉　七海(6) 田中　愛彩(6)
藤江　美空(6) 小島　希望(6) 矢野　萌果(6) 安藤　颯良(6) 夏目　紗彩(6) 佐々木　夕明(6) 小松　璃野(6)
北田　野々花(6) 井貝　華央(6) 中西　百萌佳(6) 平林　京果(6) 堀　丹音(6) 和佐田　真広(6) 彦坂　美玖(6)
愛知JO選抜 44.06 長良 44.29 前林 45.10 平針 45.57 守山西 45.71 逢妻 45.80 青陵 46.23 古知野 46.71
山下　侑冴(1) 林　貴翔(3) 渡部　雄貴(3) 香川　慧斗(3) 福井　啓斗(2) 菅原　健心(3) 河合　嶺我(2) 近藤　健樹(2)
藤井　裕也(3) 戸谷　壮宏(3) 酒井　佑弥(3) 竹内　彰基(3) 桂木　大和(1) 石村　大樹(3) 岩竹　駿(2) 橋本　健司(2)
深瀬　京佑(2) 加藤　久騎(3) 川上　拓真(3) 鬼頭　周策(3) 長谷川　敦哉(2) 矢頭　飛雄夏(3) 加藤　大樹(2) 河田　航典(2)
遠藤　耕介(3) 神谷　翔矢(3) 神谷　龍次(3) 永田 智也(3) 久岡　慧(2) 斎藤　宥太(3) 小嶋　暁(2) 一柳　康太(2)
愛知JO選抜 47.65 甲山 51.35 藤森 51.48 守山西 51.54 二川 51.90 長良 52.08 御幸山 52.19 弥富 52.60
土居　心愛(1) 鳥居　芽生(3) 平野　未矩(2) 長谷部　咲紀(3) 尾﨑　七奈(2) 川口　絵里佳(3) 小島　那月(1) 井上　夏綺(1)
永井　絵理香(3) 藤原　古都羽(1) 伊藤　日菜子(2) 芝宮　舞華(3) 西川　知沙(3) 藤浪　沙耶(3) 須崎　心優(1) 大城　莉夢(1)
谷口　琴音(2) 田中　海来(3) 田中　友梨(3) 阿知波　祐月(3) 遠藤　朋夏(3) 服部　夏海(3) 伊東　七穂(2) 樋上　佳純(2)
高須　鮎香 香村　百華(3) 安藤　愛未(3) 伊串　彩夢(3) 森本　みく(3) 大鹿　みゆ(3) 竹居　明佳里(2) 大城　珠莉(3)
岡崎西 42.96 刈谷北 42.96 三好 43.03 豊橋西 43.04 安城東 43.15 名古屋大谷 43.23 時習館 43.28 愛知 43.31
多田　清貴(2) 岩﨑　瑞生(2) 豊田　健人(2) 坂上　弘明(2) 葛谷　和弘(2) 青木　健史郎(2) 林　佑亮(1) 堀部　智也(2)
早瀬　賢吾(1) 岩間　友宏(2) 横田　幹太(2) 久保田　大斗(2) 小林　功季(2) 森　皓平(1) 仲井　陽大(2) 戸田　由騎(1)
河合　辰貴(2) 光嶋　峻平(2) 岩元　将生(2) 河合　大志(1) 渡邉　将(2) 仲松　正人(2) 鳥山　由真(2) 高井　教圭(2)
西川　泰誠(1) 藤田　晃央(2) 森岡　幹太(2) 石原　翔(2) 戸田　健太(1) 水草　有悟(1) 中村　優太(1) 内藤　洸輔(2)
三好 47.90 至学館 47.91 愛知 48.76 岡崎城西 49.45 日進西 50.13 名古屋西 50.14 津島 50.15 瑞陵 50.40
宮川　杏奈(2) 都築　美音(1) 近藤　紗月(2) 本間　夢乃(2) 大矢 万愛(1) 中里 フランシスカマリ(2) 伊東　祐里奈(1) 黒川　恭歌(2)
都築　陽奈(1) 釜田　留奈(3) 井貝　沙彩(1) 山本　里奈(2) 中内　彩虹(3) 秋尾 佳恵(1) 近藤　七海(2) 松岡　亜美(2)
有川　那菜聖(2) 磯部　まみ(2) 宮下　真優(2) 沖田　梨珠(2) 脇本　麻奈未(2) 三上 かな子(2) 吉田　美星(2) 小泉　満菜(1)
榊原　萌(1) 小禄　由衣(1) 杉浦　奈央(2) 本夛　理子(2) 森 美月(2) 鹿間 珠乃(1) 有田　早那(1) 馬渕　梨華子(2)

10月22日 招待高校男子4X100mR

10月22日 招待高校女子4X100mR

10月22日 招待６年生女子4X100mR

10月23日 招待中学男子4X100mR

10月23日 招待中学女子4X100mR

10月22日 招待４年生混合4X100mR

10月22日 招待５年生混合4X100mR

10月22日 招待６年生男子4X100mR

2016年日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会　招待リレー

パロマ瑞穂スタジアム 【221010】
2016/10/22(土) ～2016/10/23(日)

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位



招待４年生混合4X100mR
審 判 長：夏目　輝久

記録主任：名倉　喜三郎

県小学生最高(PPH)       58.01     米重・生田・松山・村田(豊橋陸上ク)    2011 10月22日 13:45 決　勝

決　勝　

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 4 安城ジュニア Y5169 松原　帆南(4) ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾎﾅﾐ 59.36
Y5167 手嶋　咲貴(4) ﾃｼﾏ　ｻｷ
Y232 山崎　鉄馬(4) ﾔﾏｻﾞｷ　ﾃﾂﾏ
Y153 平林　駿登(4) ﾋﾗﾊﾞﾔｼ　ｼｭﾝﾄ

2 6 ＴＳＭ R5143 菊田　彩(4) ｷｸﾀ ｱﾔ 1:00.19

R5127 岸本　侑里(4) ｷｼﾓﾄ ﾕｳﾘ
R149 鈴木　琥太郎(4) ｽｽﾞｷ ｺﾀﾛｳ
R146 桂木　遥都(4) ｶﾂﾗｷﾞ ﾊﾙﾄ

3 3 田原陸上ク Z5027 渡辺　栞夏(4) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶﾝﾅ 1:00.58

Z5037 佐藤　俐有(4) ｻﾄｳ　ﾘｱ
Z17 藤村　航成(4) ﾌｼﾞﾑﾗ　ｺｳｾｲ
Z223 鈴木　琉聖(4) ｽｽﾞｷ　ﾘｭｳｾｲ

4 5 大須AC R5074 小川　心優(4) ｵｶﾞﾜ　ｺｺﾐ 1:01.93

R5073 星川　琴々音(4) ﾎｼｶﾜ　ｺｺﾈ
R86 糸原　龍海(4) ｲﾄﾊﾗ　ﾀﾂﾐ
R88 田中　祐介(4) ﾀﾅｶ　ﾕｳｽｹ

5 7 JAC武豊 R5063 酒井　七聖(4) ｻｶｲ ﾅﾅｾ 1:02.00

R5062 三浦　蜜華(4) ﾐｳﾗ ﾐﾂｶ
R58 村林　航輔(4) ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ
R57 髙井　佑太(4) ﾀｶｲ ﾕｳﾀ

6 1 十四山体育ク Q5016 山本　海愛(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｱ 1:02.20

Q5020 森岡　優菜(4) ﾓﾘｵｶ ﾕｳﾅ
Q11 中北　涼太(4) ﾅｶｷﾀ ﾘｮｳﾀ
Q10 田口　翔也(4) ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ

7 2 刈谷AC Y5059 江藤　柚葉(4) ｴﾄｳ ﾕｽﾞﾊ 1:03.04

Y5054 吉本　結羅(4) ﾖｼﾓﾄ ﾕﾗ
Y66 神谷　光(4) ｶﾐﾔ ﾋｶﾙ
Y68 清水　拓真(4) ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ

8 8 布袋陸上ク Q5065 神崎　七星(4) ｶﾝｻﾞｷ ﾅﾅｾ 1:03.24

Q5038 岩田　帆海(4) ｲﾜﾀ ﾎﾅﾐ
Q29 木下　羽琉(4) ｷﾉｼﾀ ﾊﾙ
Q59 森　悠真(4) ﾓﾘ ﾕｳﾏ



招待５年生混合4X100mR
審 判 長：夏目　輝久

記録主任：名倉　喜三郎

県小学生最高(PPH)       53.97     勝田・河合・兼子・遠藤(安城ジュニア陸上ク)2007 10月22日 13:55 決　勝

決　勝　

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 5 豊橋陸上ク Z5112 熊本　彩(5) ｸﾏﾓﾄ ｱﾔ 54.35
Z5128 小酒井　結菜(5) ｺｻｶｲ ﾕﾅ
Z107 山本　琉誠(5) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ
Z114 寺下　頼檜(5) ﾃﾗｼﾀ ﾗｲﾋ

2 3 ＴＳＭ R5125 松浦　紗良(5) ﾏﾂｳﾗ ｻﾗ 55.66
R5121 田島　七里香(5) ﾀｼﾞﾏ ﾅﾘｶ
R138 岩本　清成(5) ｲﾜﾓﾄ ｾﾅ
R135 鈴木　哉汰(5) ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ

3 4 安城ジュニア Y5160 松浦　加奈(5) ﾏﾂｳﾗ　ｶﾅ 56.07
Y5161 新家　あさひ(5) ﾆｲﾉﾐ　ｱｻﾋ
Y147 神谷　海渡(5) ｶﾄｳ　ｶｲﾄ
Y148 松永　航太朗(5) ﾏﾂﾅｶﾞ　ｺｳﾀﾛｳ

4 6 東浦ＡＣ R5027 藤本　梨々華(5) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾘｶ 57.85
R5031 吉川　姫織(5) ﾖｼｶﾜ ﾋﾖﾘ
R16 三井　楓(5) ﾐﾂｲ ｶｴﾃﾞ
R14 中山　二千翔(5) ﾅｶﾔﾏ ﾆﾁｶ

5 2 十四山体育ク Q5013 早川　紗生(5) ﾊﾔｶﾜ ｻｷ 58.30
Q5011 高林　世莉(5) ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｾﾘ

Q6 白﨑　壮馬(5) ｼﾗｻｷ ｿｳﾏ
Q7 前田　真宗(5) ﾏｴﾀﾞ ﾏｼｭｳ

6 8 浄水AC Y5145 羽根田　優梨亜(5) ﾊﾈﾀﾞ ﾕﾘｱ 58.40
Y5146 森　千莉(5) ﾓﾘ ｾﾝﾘ
Y135 高橋　舜人(5) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾄ
Y134 山田　来夢(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾗｲﾑ

7 1 JACあつみ Z5218 河合　姫星(5) ｶﾜｲ ｷﾗﾗ 59.15
Z5214 片山　由梨(5) ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾘ
Z206 田中　青波(5) ﾀﾅｶ ｱｵﾊﾞ
Z207 木村　慶多(5) ｷﾑﾗ ｹｲﾀ

7 田原陸上ク DNS

凡例  DNS:欠場



招待６年生男子4X100mR
審 判 長：夏目　輝久

記録主任：名倉　喜三郎

県小学生最高(PPH)       49.16     大参・永谷・伊藤・川崎(安生ジュニア陸上ク)2010 10月22日 14:15 決　勝

決　勝　

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 4 ＡＣ一宮 R46 佐藤　元哉(6) ｻﾄｳ　ﾓﾄﾔ 50.89
R41 池田　駿大(6) ｲｹﾀﾞ　ｼｭﾝﾀﾞｲ
R49 中西　尊琉(6) ﾅｶﾆｼ　ﾀｹﾙ
R42 石田　大河(6) ｲｼﾀﾞ　ﾀｲｶﾞ

2 5 安城ジュニア Y138 岡田　拓也(6) ｵｶﾀﾞ　ﾀｸﾔ 52.61
Y137 加藤　真浩(6) ｶﾄｳ　ﾏﾋﾛ
Y140 杉山　海月(6) ｽｷﾞﾔﾏ　ﾐﾂｷ
Y189 高木　海佑(6) ﾀｶｷﾞ　ｶｲﾕｳ

3 1 JACあつみ Z200 清田　虎太朗(6) ｷﾖﾀ ｺﾀﾛｳ 53.81
Z194 小川　颯(6) ｵｶﾞﾜ ﾊﾔﾃ
Z199 清田　竜之介(6) ｷﾖﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ
Z195 高橋　寛汰(6) ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ

4 6 ＴＳＭ R113 江崎　光輝(6) ｴｻｷ ｺｳｷ 54.74
R120 織田　友寛(6) ｵﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ
R111 青山　幸平(6) ｱｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ
R116 亀山　聡太(6) ｶﾒﾔﾏ ｿｳﾀ

5 2 東浦ＡＣ R20 佐々木　悠人(6) ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 56.32
R18 古賀　藍翔(6) ｺｶﾞ ｱｲﾄ
R19 近藤　羽流(6) ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｸ
R21 米川　悠貴(6) ﾖﾈｶﾜ ﾕｳｷ

6 8 トライルAC R211 渡邊　涼介(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 57.73
R210 山田　智仁(6) ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ
R213 加藤　嗣道(6) ｶﾄｳ ｼﾄﾞ
R212 安田　涼平(6) ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

3 豊橋陸上ク DNS

7 田原陸上ク DNS

凡例  DNS:欠場



招待６年生女子4X100mR
審 判 長：夏目　輝久

記録主任：名倉　喜三郎

県小学生最高(PPH)       52.55     鳥居・川端・森・野村(安城ジュニア陸上ク)2011 10月22日 14:05 決　勝

決　勝　

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 5 岡崎JAC Y5106 藤井　鈴奈(6) ﾌｼﾞｲ ｽｽﾞﾅ 50.53 PPH
Y5105 土居　幸愛(6) ﾄﾞｲ ﾕﾅ
Y5107 藤江　美空(6) ﾌｼﾞｴ ﾐｸ
Y5104 北田　野々花(6) ｷﾀﾀﾞ ﾉﾉｶ

2 3 ＡＣ一宮 Q5056 山崎　美祐(6) ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕｳ 53.60
Q5051 杉本　　遥(6) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
Q5049 小島　希望(6) ｺｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ
Q5048 井貝　華央(6) ｲｶｲ　ｶｵ

3 6 ＴＳＭ R5103 坂口　由花(6) ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｶ 54.29
R5094 坂井　寿々(6) ｻｶｲ ｽｽﾞ
R5095 矢野　萌果(6) ﾔﾉ ﾓｴｶ
R5104 中西　百萌佳(6) ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ

4 1 安城ジュニア Y5152 山本　結菜(6) ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｲﾅ 54.75
Y5148 神谷　莉子(6) ｶﾐﾔ　ﾘｺ
Y5151 安藤　颯良(6) ｱﾝﾄﾞｳ　ｿﾗ
Y5150 平林　京果(6) ﾋﾗﾊﾞﾔｼ　ｷｮｳｶ

5 2 豊川AC Z5040 佐野　萌々春(6) ｻﾉ　ﾓﾓﾊ 55.57
Z5039 今泉　亜純(6) ｲﾏｲｽﾞﾐ　ｱｽﾞﾐ
Z5042 夏目　紗彩(6) ﾅﾂﾒ　ｻｱﾔ
Z5041 堀　丹音(6) ﾎﾘ　ｱｶﾈ

6 7 愛知ハイテクＡＣ Y5094 酒井　杏菜(6) ｻｶｲ ｱﾝﾅ 56.15
Y5097 時吉　七海(6) ﾄｷﾖｼ ﾅﾅﾐ
Y5095 佐々木　夕明(6) ｻｻｷ ﾕｳｱ
Y5098 和佐田　真広(6) ﾜｻﾀﾞ ﾏﾋﾛ

7 8 田原陸上ク Z5035 河合　美伶(6) ｶﾜｲ　ﾐﾚｲ 57.43
Z5016 田中　愛彩(6) ﾀﾅｶ　ｱﾔ
Z5021 小松　璃野(6) ｺﾏﾂ　ﾘﾉ
Z5022 彦坂　美玖(6) ﾋｺｻｶ　ﾐｸ

4 豊橋陸上ク DNS

凡例  DNS:欠場 PPH:県小学生最高



招待中学男子4X100mR
審 判 長：夏目　輝久

記録主任：名倉　喜三郎
日本中学記録(JH)        41.26     (混）小池・綱川・梨本・田子(千葉選抜・千葉)2008
日本中学記録(JH)        42.77     金内・田嶋・梶・深谷(白 河 二・福島)  2004
県中学記録(PJH)         42.35     (混)秋江・河室・掛川・鈴木(愛知選抜・愛知)2009
県中学記録(PJH)         42.99     角谷・林 裕・林 龍・松永(御幸山・愛知)2013 10月23日 13:45 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 3 愛知JO選抜 V605 山下　侑冴(1) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺﾞ 44.06 1 2 前林 V702 渡部　雄貴(3) ﾜﾀﾍﾞ ﾕｳｷ 45.10
P207 藤井　裕也(3) ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ V681 酒井　佑弥(3) ｻｶｲ ﾕｳﾔ
V673 深瀬　京佑(2) ﾌｶｾ ｷｮｳｽｹ V686 川上　拓真(3) ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾏ
V430 遠藤　耕介(3) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ V694 神谷　龍次(3) ｶﾐﾔ ﾘｭｳｼﾞ

2 6 長良 P77 林　貴翔(3) ﾊﾔｼ ﾀｶﾄ 44.29 2 7 平針 P894 香川　慧斗(3) ｶｶﾞﾜ ｹｲﾄ 45.57
P73 戸谷　壮宏(3) ﾄﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ P896 竹内　彰基(3) ﾀｹｳﾁ ｱｷﾉﾘ
P75 加藤　久騎(3) ｶﾄｳ ﾋｻｷ P893 鬼頭　周策(3) ｷﾄｳ ｼｭｳｻｸ
P71 神谷　翔矢(3) ｶﾐﾔ ｼｮｳﾔ P915 永田 智也(3) ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ

3 1 逢妻 V613 菅原　健心(3) ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾝ 45.80 3 6 守山西 P714 福井　啓斗(2) ﾌｸｲ ｹｲﾄ 45.71
V607 石村　大樹(3) ｲｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ P950 桂木　大和(1) ｶﾂﾗｷﾞ ﾔﾏﾄ
V618 矢頭　飛雄夏(3) ﾔﾄｳ ﾋｭｳｶﾞ P712 長谷川　敦哉(2) ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂﾔ
V610 斎藤　宥太(3) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ P715 久岡　慧(2) ﾋｻｵｶ ｱｷﾗ

4 2 守山 P604 坂本 蒼(2) ｻｶﾓﾄ ｿｳ 47.97 4 5 青陵 W278 河合　嶺我(2) ｶﾜｲ ﾘｮｳｶﾞ 46.23
P1111 小幡 岳人(1) ｵﾊﾞﾀ ﾀｹﾄ W272 岩竹　駿(2) ｲﾜﾀｹ ｼｭﾝ
P605 中村 帆海(2) ﾅｶﾑﾗ ﾎﾏﾚ W270 加藤　大樹(2) ｶﾄｳ ﾀｲｷ
P607 冨成 啓希(2) ﾄﾐﾅﾘ ﾋﾛｷ W269 小嶋　暁(2) ｺｼﾞﾏ ｻﾄﾙ

5 8 藤森 P296 髙野　瑞基(2) ﾀｶﾉ  ﾐｽﾞｷ 47.99 5 3 古知野 N166 近藤　健樹(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 46.71
P299 二宮　諒(2) ﾆﾉﾐﾔ  ﾘｮｳ N159 橋本　健司(2) ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｷﾞ
P294 戸谷　啓吾(2) ﾄﾔ  ｹｲｺﾞ N167 河田　航典(2) ｶﾜﾀ ｺｳｽｹ
P293 竹内　洋平(2) ﾀｹｳﾁ  ﾖｳﾍｲ N174 一柳　康太(2) ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｺｳﾀ

6 5 大高 P37 時守　慧乙(2) ﾄｷﾓﾘ ｹｲﾄ 48.31 6 1 冨士 P1152 二見 海成(1) ﾌﾀﾐ ｶｲｾｲ 46.84
P39 杉本　奏人(2) ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅﾄ P511 稲川 慧亮(2) ｲﾅｶﾞﾜ ｹｲｽｹ
P50 鈴木　颯人(2) ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ P501 小松　健太郎(2) ｺﾏﾂ ｹﾝﾀﾛｳ

P1173 村上　颯(1) ﾑﾗｶﾐ ｿｳ P512 大島 伊織(2) ｵｵｼﾏ ｲｵﾘ
7 7 守山東 P737 林　蓮(2) ﾊﾔｼ ﾚﾝ 48.99 7 4 大口 N125 福原　学斗(2) ﾌｸﾊﾗ ﾏﾅﾄ 46.96

P739 水野　友喜(2) ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｷ N126 大島　匠(2) ｵｵｼﾏ ﾀｸﾐ
P1441 樋口　宗頼(1) ﾋｸﾞﾁ ﾑﾈﾖﾘ N253 鈴木　涼介(1) ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ
P1438 小澤　由暉(1) ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ N122 尾張　龍希(2) ｵﾜﾘ ﾘｭｳｷ

8 4 豊橋南陽 W785 村松　凌太朗(1) ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳﾀﾛｳ 50.17 8 8 豊岡 W239 中野　竜太郎(2) ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 49.34
W788 小倉　謙心(1) ｵｸﾞﾗ ｹﾝｼﾝ W231 阿部　優月(2) ｱﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ
W520 豊田　祐樹(2) ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｷ W235 高橋　駆(2) ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ
W519 岩重　裕翔(2) ｲﾜｼｹﾞ ﾕｳﾄ W233 浦野　凱瑛(2) ｳﾗﾉ ｶｲﾖｳ

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 44.06

2 44.29

3 45.10

4 45.57

5 45.71

6 45.80

7 46.23

8 46.71

青陵 河合　嶺我(2) / 岩竹　駿(2) / 加藤　大樹(2) / 小嶋　暁(2)

古知野 近藤　健樹(2) / 橋本　健司(2) / 河田　航典(2) / 一柳　康太(2)

平針 香川　慧斗(3) / 竹内　彰基(3) / 鬼頭　周策(3) / 永田 智也(3)

守山西 福井　啓斗(2) / 桂木　大和(1) / 長谷川　敦哉(2) / 久岡　慧(2)

逢妻 菅原　健心(3) / 石村　大樹(3) / 矢頭　飛雄夏(3) / 斎藤　宥太(3)

愛知JO選抜 山下　侑冴(1) / 藤井　裕也(3) / 深瀬　京佑(2) / 遠藤　耕介(3)

長良 林　貴翔(3) / 戸谷　壮宏(3) / 加藤　久騎(3) / 神谷　翔矢(3)

前林 渡部　雄貴(3) / 酒井　佑弥(3) / 川上　拓真(3) / 神谷　龍次(3)



招待中学女子4X100mR
審 判 長：夏目　輝久

記録主任：名倉　喜三郎
日本中学記録(JH)        46.70     (混)古西・今村・古段・宮田(兵庫県選抜・兵庫)2008
日本中学記録(JH)        47.30     金子・原賀・田中・土井(朝霞一・埼玉)  2009
県中学記録(PJH)         47.47     (混)掛川・中野・河合・伊藤(愛知選抜・愛知)2011
県中学記録(PJH)         48.32     鳥居・永井・田中・谷口(愛知・甲山中)  2016 10月23日 14:00 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 3 愛知JO選抜 V5464 土居　心愛(1) ﾄﾞｲ ｺｱ 47.65 1 3 藤森 P5285 平野　未矩(2) ﾋﾗﾉ  ﾐｸ 51.48
V5519 永井　絵理香(3) ﾅｶﾞｲ ｴﾘｶ P5278 伊藤　日菜子(2) ｲﾄｳ  ﾋﾅｺ
V5521 谷口　琴音(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾄﾈ P5264 田中　友梨(3) ﾀﾅｶ  ﾕﾘ
V5230 高須　鮎香 ﾀｶｽ ｱﾕｶ P5262 安藤　愛未(3) ｱﾝﾄﾞｳ  ｱﾐ

2 5 甲山 V5526 鳥居　芽生(3) ﾄﾘｲ ﾒｲ 51.35 2 8 守山西 P5491 長谷部　咲紀(3) ﾊｾﾍﾞ ｻｷ 51.54
V5814 藤原　古都羽(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾄﾊ P5495 芝宮　舞華(3) ｼﾊﾞﾐﾔ ﾏｲｶ
V5520 田中　海来(3) ﾀﾅｶ ﾐｸ P5494 阿知波　祐月(3) ｱﾁﾜ ﾕﾂｷ
V5522 香村　百華(3) ｺｳﾑﾗ ﾓﾓｶ P5504 伊串　彩夢(3) ｲｸﾞｼ ｱﾕ

3 4 長良 P5057 川口　絵里佳(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｴﾘｶ 52.08 3 4 二川 W5297 尾﨑　七奈(2) ｵｻﾞｷ ﾅﾅ 51.90
P5060 藤浪　沙耶(3) ﾌｼﾞﾅﾐ ｻﾔ W5291 西川　知沙(3) ﾆｼｶﾜ ﾁｻ
P5062 服部　夏海(3) ﾊｯﾄﾘ ﾅﾂﾐ W5289 遠藤　朋夏(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｶ
P5059 大鹿　みゆ(3) ｵｵｼｶ ﾐﾕ W5287 森本　みく(3) ﾓﾘﾓﾄ ﾐｸ

4 8 弥富 N5230 井上　夏綺(1) ｲﾉｳｴ ﾅﾂｷ 52.60 4 1 御幸山 P5771 小島　那月(1) ｺｼﾞﾏ　ﾅﾂｷ 52.19
N5238 大城　莉夢(1) ｵｵｼﾛ ﾘﾑ P5770 須崎　心優(1) ｽｻﾞｷ　ﾐｳ
N5082 樋上　佳純(2) ﾋｶﾞﾐ ｶｽﾐ P5017 伊東　七穂(2) ｲﾄｳ　ﾅﾅﾎ
N5069 大城　珠莉(3) ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ P5019 竹居　明佳里(2) ﾀｹｲ　ｱｶﾘ

5 1 大高 P5038 島田　莉緒(2) ｼﾏﾀﾞ ﾘｵ 52.63 5 2 守山東 P5535 夫馬　小百合(2) フマ　サユリ 53.19
P5040 山口　さくら(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｸﾗ P5533 鈴木　みなみ(2) スズキ　ミナミ

P5036 恒川　はな(2) ﾂﾈｶﾜ ﾊﾅ P5537 溝口　夏菜(2) ミゾグチ　カナ

P5871 大星　莉花(1) ｵｵﾎﾞｼ ﾘﾝｶ P6078 遠嶌　楓(1) トオシマ　カエデ

6 7 城北 V5239 鶴田　真子(2) ﾂﾙﾀ ﾏｺ 52.79 6 6 豊岡 W5167 加藤　瑞枝(2) ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 54.01
V5238 近藤　日菜(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ W5173 松井　かおり(2) ﾏﾂｲ ｶｵﾘ
V5240 浅井　美和(2) ｱｻｲ ﾐﾜ W5170 鈴木　優香(2) ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ
V5237 梅田　果歩(2) ｳﾒﾀﾞ ｶﾎ W5168 金子　愛(2) ｶﾈｺ ｱｲ

7 2 本郷 W5077 酒井　海希(2) ｻｶｲ ﾐｷ 52.82 7 5 冨士 P5864 岡田 芽依(1) ｵｶﾀﾞ ﾒｲ 55.41
W5082 小林　愛美(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ P5380 久米 璃桜(2) ｸﾒ ﾘﾗ
W5075 木下　愛菜(2) ｷﾉｼﾀ ｱｲﾅ P5382 ??田 桜子(2) ﾖｼﾀﾞ ｻｸﾗｺ
W5074 生田　桃子(2) ｲｸﾀ ﾓﾓｺ P5385 小田 英玲奈(2) ｵﾀﾞ ｴﾚﾅ

8 6 扇台 P5053 山崎　優菜(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾅ 54.39 7 羽田 DNS
P5055 前田　明日香(2) ﾏｴﾀﾞ ｱｽｶ
P5054 外園　未依奈(2) ﾎｶｿﾞﾉ ﾐｲﾅ
P5048 長岡　凛夏(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾝｶ

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 47.65

2 51.35

3 51.48

4 51.54

5 51.90

6 52.08

7 52.19

8 52.60

御幸山 小島　那月(1) / 須崎　心優(1) / 伊東　七穂(2) / 竹居　明佳里(2)

弥富 井上　夏綺(1) / 大城　莉夢(1) / 樋上　佳純(2) / 大城　珠莉(3)

守山西 長谷部　咲紀(3) / 芝宮　舞華(3) / 阿知波　祐月(3) / 伊串　彩夢(3)

二川 尾﨑　七奈(2) / 西川　知沙(3) / 遠藤　朋夏(3) / 森本　みく(3)

長良 川口　絵里佳(3) / 藤浪　沙耶(3) / 服部　夏海(3) / 大鹿　みゆ(3)

愛知JO選抜 土居　心愛(1) / 永井　絵理香(3) / 谷口　琴音(2) / 高須　鮎香

甲山 鳥居　芽生(3) / 藤原　古都羽(1) / 田中　海来(3) / 香村　百華(3)

藤森 平野　未矩(2) / 伊藤　日菜子(2) / 田中　友梨(3) / 安藤　愛未(3)

凡例  DNS:欠場



招待高校男子4X100mR
審 判 長：夏目　輝久

記録主任：名倉　喜三郎

日本高校記録(NHR)       39.16     (混)大瀨戸，橋元，諏訪，金森(日本・日本)2012
日本高校記録(NHR)       39.64     城野，奥野，北風，桐生(洛南・京都)    2012
愛知県高校記録(PHR)     40.40     稲垣・青木・伊里・小川(名古屋・愛知)  2015 10月22日 14:40 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 刈谷北 L741 岩﨑　瑞生(2) ｲﾜｻｷ ﾐｽﾞｷ 42.96 1 3 岡崎西 L577 多田　清貴(2) ﾀﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 42.96
L747 岩間　友宏(2) ｲﾜﾏ ﾄﾓﾋﾛ L1154 早瀬　賢吾(1) ﾊﾔｾ ｹﾝｺﾞ
L748 光嶋　峻平(2) ﾐﾂｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ L559 河合　辰貴(2) ｶﾜｲ ﾀﾂｷ
L750 藤田　晃央(2) ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾋﾛ L1164 西川　泰誠(1) ﾆｼｶﾜ ﾀｲｾｲ

2 6 三好 L426 豊田　健人(2) ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝﾄ 43.03 2 7 名古屋大谷 H214 青木　健史郎(2) ｱｵｷ ｹﾝｼﾛｳ 43.23
L414 横田　幹太(2) ﾖｺﾀ ｶﾝﾀ H229 森　皓平(1) ﾓﾘ ｺｳﾍｲ
L411 岩元　将生(2) ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳｷ H874 仲松　正人(2) ﾅｶﾏﾂ ﾏｻﾋﾄ
L425 森岡　幹太(2) ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ H228 水草　有悟(1) ﾐｽﾞｸｻ ﾕｳｺﾞ

3 2 豊橋西 M127 坂上　弘明(2) ｻｶｼﾞｮｳ ﾋﾛｱｷ 43.04 3 8 愛知 J75 堀部　智也(2) ﾎﾘﾍﾞ ﾄﾓﾔ 43.31
M125 久保田　大斗(2) ｸﾎﾞﾀ ﾔﾏﾄ J88 戸田　由騎(1) ﾄﾀﾞ ﾕｳｷ
M392 河合　大志(1) ｶﾜｲ ﾀﾞｲｼ J104 高井　教圭(2) ﾀｶｲ ﾉﾘﾖｼ
M126 石原　翔(2) ｲｼﾊﾗ ｼｮｳ J109 内藤　洸輔(2) ﾅｲﾄｳ ｺｳｽｹ

4 7 安城東 L209 葛谷　和弘(2) ｸｽﾞﾔ　ｶｽﾞﾋﾛ 43.15 4 2 桜丘 M244 谷口　駿(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝ 43.44
L212 小林　功季(2) ｺﾊﾞﾔｼ　ｺｳｷ M228 小清水　悠介(2) ｺｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ
L221 渡邉　将(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｽｸ M239 曽根　拓実(2) ｿﾈ ﾀｸﾐ
L956 戸田　健太(1) ﾄﾀﾞ　ｹﾝﾀ M225 菅沼　欣也(2) ｽｶﾞﾇﾏ ｷﾝﾔ

5 5 時習館 M439 林　佑亮(1) ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 43.28 5 6 旭野 J369 土谷　　泰誠(2) ﾂﾁﾔ ﾀｲｾｲ 43.65
M8 仲井　陽大(2) ﾅｶｲ ﾋﾅﾀ J613 林　　亮太(1) ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ
M17 鳥山　由真(2) ﾄﾘﾔﾏ ﾕｳﾏ J351 山口　晃輝(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ
M306 中村　優太(1) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ J371 中村　　周人(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾄ

6 1 瑞陵 H247 櫻場　涼介(2) ｻｸﾗﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ 43.37 6 1 東海 J558 前田　知輝(2) ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓｷ 43.85
H241 水上　楓(2) ﾐｽﾞｶﾐ ｶｴﾃﾞ J557 平野　皓陽(2) ﾋﾗﾉ ｺｳﾖｳ
H242 片山　登満(2) ｶﾀﾔﾏ ﾄｳﾏ J555 竹内　廉(2) ﾀｹｳﾁ ﾚﾝ
H750 針生　祥平(1) ﾊﾘｳ ｼｮｳﾍｲ J554 北島　嵩真(2) ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾏｻ

7 3 西尾 L773 榊原　卓樹(2) ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｶｷ 43.49 7 4 岡崎 L674 後藤　怜 ｺﾞﾄｳ ﾚｲ 43.87
L762 後藤　直哉(2) ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾔ L687 馬渕　嵩也 ﾏﾌﾞﾁ ﾀｶﾔ
L770 川端　功輝(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ L677 吉田　将人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ
L764 三浦　李矩(2) ﾐｳﾗ ﾘｸ L686 築山　卓生 ﾂｷﾔﾏ ﾀｸﾐ

8 4 大府東 K100 水野　翔太(2) ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾀ 43.90 8 5 成章 M351 鈴木　琢海(2) ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 43.94
K86 西郷　航生(2) ｻｲｺﾞｳ ｺｳｷ M348 山田　将揮(2) ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｷ
K89 大田　竜也(2) ｵｵﾀ ﾘｭｳﾔ M347 増池　優斗(2) ﾏｽｲｹ ﾕｳﾄ
K292 高須　真央(1) ﾀｶｽ ﾏｵ M346 冨田　弘太(2) ﾄﾐﾀﾞ ｺｳﾀ

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 42.96

2 42.96

3 43.03

4 43.04

5 43.15

6 43.23

7 43.28

8 43.31

時習館 林　佑亮(1) / 仲井　陽大(2) / 鳥山　由真(2) / 中村　優太(1)

愛知 堀部　智也(2) / 戸田　由騎(1) / 高井　教圭(2) / 内藤　洸輔(2)

豊橋西 坂上　弘明(2) / 久保田　大斗(2) / 河合　大志(1) / 石原　翔(2)

安城東 葛谷　和弘(2) / 小林　功季(2) / 渡邉　将(2) / 戸田　健太(1)

名古屋大谷 青木　健史郎(2) / 森　皓平(1) / 仲松　正人(2) / 水草　有悟(1)

岡崎西 多田　清貴(2) / 早瀬　賢吾(1) / 河合　辰貴(2) / 西川　泰誠(1)

刈谷北 岩﨑　瑞生(2) / 岩間　友宏(2) / 光嶋　峻平(2) / 藤田　晃央(2)

三好 豊田　健人(2) / 横田　幹太(2) / 岩元　将生(2) / 森岡　幹太(2)



招待高校女子4X100mR
審 判 長：夏目　輝久

記録主任：名倉　喜三郎

日本高校記録(NHR)       44.9      (混)伊藤･柿沼・庄司・金子(日本・日本) 1992
日本高校記録(NHR)       45.23     初見・阿部・吉田・土井(埼玉栄・埼玉)  2013
愛知県高校記録(PHR)     46.04     鈴木瑞･島崎･口田･鈴木智(市邨学園・愛知)1995 10月22日 14:25 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 5 三好 L5283 宮川　杏奈(2) ﾐﾔｶﾜ ｱﾝﾅ 47.90 1 6 日進西 H5320 大矢 万愛(1) ｵｵﾔ ﾏﾅ 50.13
L5286 都築　陽奈(1) ﾂﾂﾞｷ ﾋﾅ H5181 中内　彩虹(3) ﾅｶｳﾁ ｱﾔｺ
L5287 有川　那菜聖(2) ｱﾘｶﾜ ﾅﾅｾ H5186 脇本　麻奈未(2) ﾜｷﾓﾄ ﾏﾅﾐ
L5507 榊原　萌(1) ｻｶｷﾊﾞﾗ　ﾓｴ H5185 森 美月(2) ﾓﾘ ﾐﾂﾞｷ

2 6 至学館 J5344 都築　美音(1) ﾂﾂﾞｷ ﾐｵﾝ 47.91 2 3 名古屋西 J5120 中里 フランシスカマリ(2) ﾅｶｻﾄ ﾌﾗﾝｼｽｶﾏﾘ 50.14
J5346 釜田　留奈(3) ｶﾏﾀﾞ ﾙﾅ J5359 秋尾 佳恵(1) ｱｷｵ ｶｴ
J5334 磯部　まみ(2) ｲｿﾍﾞ ﾏﾐ J5117 三上 かな子(2) ﾐｶﾐ ｶﾅｺ
J5343 小禄　由衣(1) ｵﾛｸ ﾕｲ J5357 鹿間 珠乃(1) ｼｶﾏ ｼﾞｭﾉ

3 3 愛知 J5075 近藤　紗月(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾂｷ 48.76 3 7 津島 F5411 伊東　祐里奈(1) ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 50.15
J5072 井貝　沙彩(1) ｲｶｲ ｻｱﾔ F5063 近藤　七海(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ
J5069 宮下　真優(2) ﾐﾔｼﾀ ﾏﾕ F5066 吉田　美星(2) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎｼ
J5078 杉浦　奈央(2) ｽｷﾞｳﾗ ﾅｵ F5413 有田　早那(1) ｱﾘﾀ ｻﾅ

4 4 岡崎城西 L5423 本間　夢乃(2) ﾎﾝﾏ ﾕﾉ 49.45 4 5 刈谷北 L5486 神谷　優奈(2) ｶﾐﾔ ﾕｳﾅ 50.47
L5424 山本　里奈(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ L5483 久保寺　桃花(1) ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾓﾓｶ
L5425 沖田　梨珠(2) ｵｷﾀ ﾘｽﾞ L5587 池田　美琴(1) ｲｹﾀﾞ ﾐｺﾄ
L5419 本夛　理子(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾘｺ L5487 和泉　杏(2) ｲｽﾞﾐ ｱﾝｽﾞ

5 8 瑞陵 H5138 黒川　恭歌(2) ｸﾛｶﾜ ｷｮｳｶ 50.40 5 1 明和 J5041 鈴木　沙和(2) ｽｽﾞｷ ｻﾜ 50.77
H5141 松岡　亜美(2) ﾏﾂｵｶ ｱﾐ J5038 加藤　七海(2) ｶﾄｳ ﾅﾅﾐ
H5295 小泉　満菜(1) ｺｲｽﾞﾐ ﾏﾅ J5386 明上　桐子(1) ｱｶｶﾞﾐ ｷﾘｺ
H5143 馬渕　梨華子(2) ﾏﾌﾞﾁ ﾘｶｺ J5365 岡田京華(1) ｵｶﾀﾞ ｷｮｳｶ

6 2 岡崎北 L5468 川浪亜紀(2) ｶﾜﾅﾐ ｱｷ 50.48 6 8 一宮商 F5084 浅井　真紀(2) ｱｻｲ ﾏｷ 51.15
L5459 水野由梨奈(2) ﾐｽﾞﾉ ﾕﾘﾅ F5092 田中　萌笑(2) ﾀﾅｶ ﾓｴﾐ
L5466 竹内文菜(2) ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾅ F5511 山田　嘉蓮(1) ﾔﾏﾀﾞ ｶﾖﾝ
L5473 佐野文香(2) ｻﾉ ﾌﾐｶ F5086 小塚　祐奈(2) ｺﾂﾞｶ ﾕﾅ

7 1 名東 J5096 佃　紗英(2) ツクダ　サエ 51.57 7 2 千種 J5498 近藤 悠香(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 51.20
J5295 渡辺　彩奈(1) ワタナベ　アヤナ J5219 杉山 千紘(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾁﾋﾛ
J5297 椙山　薫(1) スギヤマ　カオル J5501 河野 亜美(1) ｺｳﾉ ｱﾐ
J5296 吉田　柚季(1) ヨシダ　ユキ J5497 大鐘 彩華(1) ｵｵｶﾞﾈ ｱﾔｶ

7 名城大附 DNS 8 4 豊橋東 M5018 三矢　ひとみ(2) ﾐﾂﾔ ﾋﾄﾐ 51.25
M5214 安江　紀乃(1) ﾔｽｴ ｷﾉ
M5282 渡辺　千絵(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｴ
M5015 白井　千尋(2) ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ

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 47.90

2 47.91

3 48.76

4 49.45

5 50.13

6 50.14

7 50.15

8 50.40

津島 伊東　祐里奈(1) / 近藤　七海(2) / 吉田　美星(2) / 有田　早那(1)

瑞陵 黒川　恭歌(2) / 松岡　亜美(2) / 小泉　満菜(1) / 馬渕　梨華子(2)

岡崎城西 本間　夢乃(2) / 山本　里奈(2) / 沖田　梨珠(2) / 本夛　理子(2)

日進西 大矢 万愛(1) / 中内　彩虹(3) / 脇本　麻奈未(2) / 森 美月(2)

名古屋西 中里 フランシスカマリ(2) / 秋尾 佳恵(1) / 三上 かな子(2) / 鹿間 珠乃(1)

三好 宮川　杏奈(2) / 都築　陽奈(1) / 有川　那菜聖(2) / 榊原　萌(1)

至学館 都築　美音(1) / 釜田　留奈(3) / 磯部　まみ(2) / 小禄　由衣(1)

愛知 近藤　紗月(2) / 井貝　沙彩(1) / 宮下　真優(2) / 杉浦　奈央(2)

凡例  DNS:欠場


