
招待高校男子4X100mR
審 判 長：小島　末広/夏目　輝久

記録主任：石鎚　一則

日本高校記録(NHR)       39.64     洛　南(城野･奥野･北風･桐生)           2012 6月25日 11:45 予　選

県高校記録(PHR)         40.40     名古屋(稲垣･青木･伊里･小川)           2015 6月26日 13:25 決　勝

予　選　3組2着＋2

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 6 名古屋大谷 844 谷川　友希 ﾀﾆｶﾜ ﾄﾓｷ 41.92 1 4 愛知 835 溝口　孝大 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 42.40
845 林　龍平 ﾊﾔｼ ﾀｯﾍﾟｲ Q 834 三口　宗武 ﾐｸﾞﾁ ﾑﾈﾀｹ Q
842 家田　英幸 ｲｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 832 服部　駿二郎 ﾊｯﾄﾘ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ
847 森　皓平 ﾓﾘ ｺｳﾍｲ 833 阪野　達哉 ﾊﾞﾝﾉ ﾀﾂﾔ

2 5 菊里 801 辻　隼大 ﾂｼﾞ ﾊﾔﾀ 42.63 2 2 三好 765 望月　拓実 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾐ 42.81
802 柴田　有仁 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ Q 770 森岡　幹太 ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ Q
803 川﨑　遥平 ｶﾜｻｷ ﾖｳﾍｲ 766 宮田　亘 ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ
804 戸谷　直暉 ﾄﾔ ﾅｵｷ 767 佐伯　祐太 ｻｴｷ ﾕｳﾀ

3 7 津島北 705 松本　朋樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｷ 42.66 3 1 刈谷北 730 光嶋　峻平 ﾐﾂｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 43.24
707 東出　拓己 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾀｸﾐ 729 岩間　友宏 ｲﾜﾏ ﾄﾓﾋﾛ
706 小塚　翔太 ｺﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 731 岩﨑　瑞生 ｲﾜｻｷ ﾐｽﾞｷ
708 山田　佑輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 732 藤田　晃央 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾋﾛ

4 2 横須賀 727 北村　祐人 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 43.00 4 6 時習館 783 仲井　陽大 ﾅｶｲ ﾋﾅﾀ 43.30
724 武井　律貴 ﾀｹｲ ﾘﾂｷ 784 中村　優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ
725 佐治　弘義 ｻｼﾞ ﾋﾛﾖｼ 785 前田　朝陽 ﾏｴﾀﾞ ｱｻﾋ
723 樋江井　純平 ﾋｴｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 786 豊田　凌士 ﾄﾖﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ

5 1 阿久比 821 山田　健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 43.21 5 8 鶴城丘 749 瀬口　永真 ｾｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ 43.96
818 稲生　裕文 ｲﾉｳ ﾋﾛﾌﾐ 747 井上　雅貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ
819 松田　輝 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾗ 750 川原　竜輝 ｶﾜﾊﾗ ﾘｭｳｷ
820 加藤　匠偉 ｶﾄｳ ｼｮｳｲ 748 豊田　智大 ﾄﾖﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

6 8 国府 779 渡邊　颯大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 43.21 6 7 松蔭 648 本間　稜也 ﾎﾝﾏ ﾘｮｳﾔ 44.47
777 権田　遼 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾘｮｳ 649 花井　雄大 ﾊﾅｲ ﾕｳﾀﾞｲ
780 原田　詩苑 ﾊﾗﾀﾞ ｼｵﾝ 650 藤本　大樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
778 竹尾　聡真 ﾀｹｵ ｿｳﾏ 651 横田　凌 ﾖｺﾀ ﾘｮｳ

7 3 中京大中京 850 彦坂　陽平 ﾋｺｻｶ ﾖｳﾍｲ 52.08 7 3 名古屋西 661 佐藤　悠斗 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 48.83
851 水野　駿佑 ﾐｽﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ 659 栗原　輝也 ｸﾘﾊﾗ ﾃﾙﾔ
852 服部　匡恭 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾖｼ 660 唐嶋　大騎 ｶﾗｼﾏ ﾋﾛｷ
849 木下　博貴 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 658 市橋　直也 ｲﾁﾊｼ ﾅｵﾔ

4 名古屋 DNS 5 岡崎城西 DNS

決　勝　

3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 豊川 898 鈴木　良太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 41.48 1 6 愛工大名電 866 加藤　拓真 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 41.77
897 原田　剛 ﾊﾗﾀﾞ ｺﾞｳ Q 871 成清　太綺 ﾅﾘｷﾖ ﾀｲｷ
896 中澤　悠哉 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 868 小島　安滋 ｺｼﾞﾏ ｱﾝｼﾞ
899 伊奈　颯太 ｲﾅ ｿｳﾀ 869 小島　健晟 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞｮｳ

2 6 愛工大名電 866 加藤　拓真 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 42.05 2 5 豊川 898 鈴木　良太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 41.93
871 成清　太綺 ﾅﾘｷﾖ ﾀｲｷ Q 897 原田　剛 ﾊﾗﾀﾞ ｺﾞｳ
868 小島　安滋 ｺｼﾞﾏ ｱﾝｼﾞ 896 中澤　悠哉 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾔ
869 小島　健晟 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞｮｳ 901 筒井　幹太 ﾂﾂｲ ｶﾝﾀ

3 4 西尾 744 川端　功輝 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ 42.38 3 4 名古屋大谷 844 谷川　友希 ﾀﾆｶﾜ ﾄﾓｷ 41.96
742 為　悟 ﾀﾐ ｻﾄﾙ q 845 林　龍平 ﾊﾔｼ ﾀｯﾍﾟｲ
741 山田　祥真 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾏ 842 家田　英幸 ｲｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ
743 手島　天 ﾃｼﾏ ﾃﾝ 843 榊原　峻真 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾏ

4 7 東郷 682 宮園　周 ﾐﾔｿﾞﾉ ｼｭｳ 42.61 4 3 愛知 835 溝口　孝大 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 42.13
683 服部　廉 ﾊｯﾄﾘ ﾚﾝ q 834 三口　宗武 ﾐｸﾞﾁ ﾑﾈﾀｹ
684 久保田　捷斗 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 832 服部　駿二郎 ﾊｯﾄﾘ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ
685 伊藤　弘大 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 833 阪野　達哉 ﾊﾞﾝﾉ ﾀﾂﾔ

5 5 至学館 913 周防　達輝 ｽｵｳ ﾀﾂｷ 42.77 5 1 西尾 744 川端　功輝 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｷ 42.89
916 長島　光 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋｶﾙ 742 為　悟 ﾀﾐ ｻﾄﾙ
917 宮崎　修輔 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳｽｹ 741 山田　祥真 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾏ
914 於保　裕喜 ｵﾎ ﾋﾛｷ 743 手島　天 ﾃｼﾏ ﾃﾝ

6 1 安城学園 878 和田　海晴 ﾜﾀﾞ ｶｲｾｲ 43.13 6 7 菊里 801 辻　隼大 ﾂｼﾞ ﾊﾔﾀ 42.90
882 野村　隆之介 ﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 802 柴田　有仁 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ
880 澤　竜之介 ｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 803 川﨑　遥平 ｶﾜｻｷ ﾖｳﾍｲ
879 薬野　幹人 ﾔｸﾉ ﾐｷﾄ 804 戸谷　直暉 ﾄﾔ ﾅｵｷ

7 8 岡崎北 760 高須　雄梧 ﾀｶｽ ﾕｳｺﾞ 43.59 7 8 三好 765 望月　拓実 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾐ 43.05
759 有我　友希 ｳｶﾞ ﾄﾓｷ 770 森岡　幹太 ﾓﾘｵｶ ｶﾝﾀ
761 上林　司 ｳｴﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 766 宮田　亘 ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ
764 鋤柄　誉之 ｽｷｶﾞﾗ ﾀｶﾉ 767 佐伯　祐太 ｻｴｷ ﾕｳﾀ

8 2 津島東 814 岩間　祐人 ｲﾜﾏ ﾕｳﾄ 44.08 8 2 東郷 682 宮園　周 ﾐﾔｿﾞﾉ ｼｭｳ 43.07
812 今井　佑哉 ｲﾏｲ ﾕｳﾔ 686 田村　峻 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝ
815 磯部　晃太郎 ｲｿﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 684 久保田　捷斗 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ
816 大塚　皓平 ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 685 伊藤　弘大 ｲﾄｳ ｺｳﾀ

凡例  DNS:欠場



招待中学男子4X100mR
審 判 長：小島　末広/夏目　輝久

記録主任：石鎚　一則

日本中学記録(JH)        42.77     白河二(金内･田嶋･梶･深谷)             2004 6月25日 11:15 予　選

県中学記録(PJH)         42.99     御幸山(角谷･林 裕･林 龍･松永)         2013 6月26日 13:15 決　勝

予　選　3組2着＋2

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 豊橋南陽 536 金澤　奨一朗 カナザワ　ショウイチロウ 44.36 1 4 大高 372 榊原　愛透 サカキバラ　マナト 44.47
535 藤井　裕也 フジイ　ユウヤ Q 373 板垣　慶大 イタガキ　ケイタ Q
537 丸山　直人 マルヤマ　ナオト 374 各務　颯人 カクム　ハヤト

534 小倉　一心 オグラ　イッシン 376 江坂　真凜 エザカ　マリン

2 4 古知野 443 近藤　玲司 コンドウ　レイジ 45.06 2 6 守山東 398 奥村　俊哉 オクムラ　トシヤ 44.52
448 松尾　佩哉 ﾏﾂｵ Q 397 大森　浩史 オオモリ　ヒロフミ Q
447 関谷　侑紀 セキヤ　ユウキ 399 中嶋　湧希 ナカシマ　ユウキ

445 山本　倫也 ヤマモト　トモヤ 396 石田　拓真 イシダ　タクマ

3 3 六ツ美北 518 天本　準二 アマモト　ジュンジ 45.84 3 3 前林 360 渡部　雄貴 ワタベ　ユウキ 45.56
519 谷川　諒 タニカワ　リョウ 361 酒井　佑弥 サカイ　ユウヤ q
520 鈴木　涼太 スズキ　リョウタ 362 川上　拓真 カワカミ　タクマ

521 羽根田　啓吾 ハネダ　ケイゴ 363 神谷　龍次 カミヤ　リュウジ

4 7 御幸山 456 山田　純輝 ヤマダ　ジュンキ 46.88 4 7 東海 546 島野　礼音 シマノ　レオン 46.23
459 田中　優亮 タナカ　ユウスケ 547 佐々木　開晟 ササキ　カイセイ

457 石橋　諒 イシバシ　リョウ 548 佐藤　維狩 サトウ　イカル

455 坂野　巧 バンノ　タク 549 房野　峻弥 フサノ　シュンヤ

5 6 千種台 489 村瀬　峻太 ムラセ　シュンタ 47.21 5 5 知立南 500 高坂　祐哉 コウサカ　ユウヤ 46.95
490 森　葵生 モリ　アオイ 501 稲田　大空 イナダ　ソラ
492 寺尾　悠生 テラオ　ユウキ 502 杉浦　悠真 スギウラ　ユウマ

491 有田　翔 アリタ　ショウ 504 藤井　凜人 フジイ　リント

6 1 大府西 408 青木　宏太 アオキ　コウタ 48.10 6 2 朝日丘 558 近藤　隼人 コンドウ　ハヤト 47.18
412 中島　海翔 ナカシマ　カイト 559 荒川　和人 アラカワ　カズト

413 奥村　雄也 オクムラ　ユウヤ 560 鈴木　悠太 スズキ　ユウタ

409 原田　朱惟 ハラダ　シュリ 561 村田　恭健 ムラタ　ヤストシ

7 8 知立 514 清水　雅貴 シミズ　マサキ 53.83 8 名塚 433 浦野　良太 ウラノ　リョウタ DQ,R3

515 西尾　幸晟 ニシオ　コウセイ 435 竹内　大和 タケウチ　ヤマト

512 内田　大翔 ウチダ　ヒロト 436 林　将大 ハヤシ　マサヒロ

513 山口　寛大 ヤマグチ　カンタ 432 髙木　優稀 タカギ　ユウキ

2 葵 522 今井　陸斗 イマイ　リクト DQ,R2

523 松井　佑樹 マツイ　ユウキ

524 近藤　聡太 コンドウ　ソウタ

525 鈴木　魁斗 スズキ　カイト

決　勝　

3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 4 藤森 478 髙木　健人 タカギ　ケント 44.43 1 5 大高 372 榊原　愛透 サカキバラ　マナト 44.16
476 佐藤　優樹 サトウ　ユウキ Q 373 板垣　慶大 イタガキ　ケイタ

477 荒木　夏生琉 アラキ　ナイル 374 各務　颯人 カクム　ハヤト

479 戸丸　優矢 トマル　ユウヤ 376 江坂　真凜 エザカ　マリン

2 5 TSM 424 川崎　嵐太 カワサキ　アラタ 44.51 2 6 豊橋南陽 536 金澤　奨一朗 カナザワ　ショウイチロウ 44.29
422 伊藤　蒼真 イトウ　ソウマ Q 535 藤井　裕也 フジイ　ユウヤ

421 鮫島　雄大 サメシマ　ユウダイ 537 丸山　直人 マルヤマ　ナオト

423 大崎　雅人 オオサキ　マサト 534 小倉　一心 オグラ　イッシン

3 6 大口 541 梅谷　太紀 ウメタニ　ダイキ 45.08 3 8 守山東 398 奥村　俊哉 オクムラ　トシヤ 44.30
544 大島　匠 オオシマ　タクミ q 397 大森　浩史 オオモリ　ヒロフミ

542 近藤　生啓 コンドウ　ショウケイ 399 中嶋　湧希 ナカシマ　ユウキ

540 中村　朗 ナカムラ　ロウ 396 石田　拓真 イシダ　タクマ

4 3 日進西 528 西村　元気 ニシムラ　ゲンキ 45.99 4 3 TSM 424 川崎　嵐太 カワサキ　アラタ 44.39
529 岩田　勇来 イワタ　ユウキ 422 伊藤　蒼真 イトウ　ソウマ

530 伊藤　雅憲 イトウ　マサカズ 421 鮫島　雄大 サメシマ　ユウダイ

531 柾木　達也 マサキ　タツヤ 423 大崎　雅人 オオサキ　マサト

5 7 豊橋南稜 506 中本　健斗 ナカモト　ケント 46.11 5 4 藤森 478 髙木　健人 タカギ　ケント 44.67
507 竹内　勇人 タケウチ　ユウト 476 佐藤　優樹 サトウ　ユウキ

511 谷　飛鳥 タニ　アスカ 477 荒木　夏生琉 アラキ　ナイル

509 清水　涼雅 シミズ　リョウガ 479 戸丸　優矢 トマル　ユウヤ

6 8 扇台 387 山田　幹久 ヤマダ　ミキヒサ 46.49 6 2 大口 541 梅谷　太紀 ウメタニ　ダイキ 45.29
388 吉田　壮一郎 ヨシダ　ソウイチロウ 544 大島　匠 オオシマ　タクミ

384 鈴木　大河 スズキ　タイガ 542 近藤　生啓 コンドウ　ショウケイ

385 藤井　晴斗 フジイ　ハルト 540 中村　朗 ナカムラ　ロウ

7 2 瀬戸南山 467 渡邉　祐介 ワタナベ　ユウスケ 47.94 7 1 前林 360 渡部　雄貴 ワタベ　ユウキ 45.34
468 山田　創太 ヤマダ　ソウタ 361 酒井　佑弥 サカイ　ユウヤ

470 岩田　一真 イワタ　カズマ 362 川上　拓真 カワカミ　タクマ

469 井田　洸陽 イダ　コウヨウ 363 神谷　龍次 カミヤ　リュウジ

8 1 知多 556 杉山　謙太 スギヤマ　ケンタ 48.28 8 7 古知野 444 木下　睦貴 キノシタ　ムツキ 45.92
553 水野　寛大 ミズノ　カンタ 443 近藤　玲司 コンドウ　レイジ

555 黒木　直人 クロキ　ナオト 446 中根　徳彦 ナカネ　アツヒコ

552 小島　脩 コジマ　シュウ 445 山本　倫也 ヤマモト　トモヤ

凡例  DQ:失格 R2:(R170-7)ﾃｲｸ･ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった 2→3 R3:(R170-7)ﾃｲｸ･ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった 3→4



招待小学生男子4X100mR
審 判 長：小島　末広/夏目　輝久

記録主任：石鎚　一則

県小学生最高(PPH)       48.87     安城ジュニア(朝倉･松下･戸田･川内)     2012 6月26日 12:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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 6 ＡＣ一宮 42 中西　尊琉 ﾅｶﾆｼ ﾀｹﾙ 52.21 1 3 安城ジュニア 83 岡田　拓也 ｵｶﾀﾞ　ﾀｸﾔ 53.46
41 佐藤　元哉 ｻﾄｳ　ﾓﾄﾔ 82 加藤　真浩 ｶﾄｳ　ﾏﾋﾛ
38 池田　駿大 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾞｲ 85 杉山　海月 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾐﾂｷ
39 石田　大河 ｲｼﾀﾞ　ﾀｲｶﾞ 86 高木　海佑 ﾀｶｷﾞ　ｶｲﾕｳ

2 7 JAC あつみ 100 清田　虎太朗 ｷﾖﾀ ｺﾀﾛｳ 54.42 2 4 田原陸上ク 1 菰田　歩夢 ｺﾓﾀﾞ ｱﾕﾑ 55.69
101 小川　颯 ｵｶﾞﾜ ﾊﾔﾃ 2 三浦　宙 ﾐｳﾗ ｿﾗ
102 清田　竜之介 ｷﾖﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 3 田中　瑛一 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾄ
103 高橋　寛汰 ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ 4 後藤　栄作 ｺﾞﾄｳ ｴｲｻｸ

3 5 ＴＳＭ 171 江崎　光輝 ｴｻｷ ｺｳｷ 55.96 3 6 東郷ＡＣ 330 加藤　賢斗 ｶﾄｳ ｹﾝﾄ 56.58
173 織田　友寛 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 331 香山　勇輝 ｶﾔﾏ ﾕｳｷ
170 青山　幸平 ｱｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ 333 谷川　駿 ﾀﾆｶﾜ ｼｭﾝ
172 亀山　聡太 ｶﾒﾔﾏ ｿｳﾀ 332 平岡　健太郎 ﾋﾗｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ

4 4 蒲郡クラブ 188 桑原　伸弥 ｸﾜﾊﾗ ｼﾝﾔ 56.21 4 5 東浦ＡＣ 210 佐々木　悠人 ｻｻｷ ﾊﾙﾄ 56.70
189 鈴木　侑佑 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 211 古賀　藍翔 ｺｶﾞ ｱｲﾄ
190 市川　康介 ｲﾁｶﾜ ｺｳｽｹ 212 近藤　羽流 ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｸ
191 榊原　聡真 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｿｳﾏ 213 米川　悠貴 ﾖﾈｶﾜ ﾕｳｷ

5 3 上郷ＪＡＣ 130 長野　龍之介 ﾅｶﾞﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 57.32 5 8 豊川AC 263 薮田　虎志朗 ﾔﾌﾞﾀ　ｺｼﾞﾛｳ 57.53
131 松原　蒼矢 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳﾔ 260 河合　孝樹 ｶﾜｲ　ｺｳｷ
132 山田　直希 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 261 足立　透弥 ｱﾀﾞﾁ　ﾄｳﾔ
133 岩本　和真 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 262 羽田野　太智 ﾊﾀﾞﾉ　ﾀｲﾁ

6 1 ＯＢＵエニスポ 161 大嶋　隆寛 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 57.84 6 7 ＪＡＣ武豊 313 村上　颯汰朗 ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾀﾛｳ 57.58
160 串田　幸陽 ｸｼﾀﾞ ｺｳﾖｳ 311 川口　遥己 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ
163 松本　真聖 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾄ 314 森部　諒 ﾓﾘﾍﾞ ﾘｮｳ
162 高木　翔大 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾄ 312 進士　拓真 ｼﾝｼﾞ ﾀｸﾏ

7 2 日進ＲＣＪ 223 安藤　竣一朗 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 59.72 7 1 大須ＡＣ 119 森山　敬達 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲﾀﾂ 58.49
222 阪野　颯音 ﾊﾞﾝﾉ ﾊﾔﾄ 120 藤城　幹弥 ﾌｼﾞｼﾛ ﾐｷﾔ
224 平野　颯人 ﾋﾗﾉ ﾊﾔﾄ 121 宮野　泰成 ﾐﾔﾉ ﾀｲｾｲ
225 村上　千尋 ﾑﾗｶﾐ ﾁﾋﾛ 118 鈴木　大策 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｻｸ

8 たかはまジュニア 278 小池　悠太 ｺｲｹ ﾕｳﾀ DQ,R1 8 2 成岩ＳＣ陸上 326 望月　颯汰 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾀ 1:00.02

279 池野　天哉 ｲｹﾉ ﾀｶﾔ 327 新美　創也 ﾆｲﾐ ｿｳﾔ
280 青山　聖 ｱｵﾔﾏ ｾｲ 328 古橋　治大 ﾌﾙﾊｼ ﾊﾙﾄ
281 田中　大斗 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 329 澤田　晃太朗 ｻﾜﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

3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

1 4 豊橋陸上クラブ 237 山本　凌平 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 53.29
238 橋本　結友 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ
239 冨山　詞央 ﾄﾐﾔﾏ ｼｵｳ
240 塚本　泰晟 ﾂｶﾓﾄ ﾀｲｾｲ

2 3 岡崎JAC 69 山﨑　大雅 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ 54.74
70 生田　幸長 ｲｸﾀ ﾕｷﾅｶﾞ
68 鈴木　爽介 ｽｽﾞｷ ｿｳｽｹ
67 三浦　和真 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏ

3 5 トライルＡＣ 336 渡邊　涼介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 56.36
337 安田　涼平 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ
335 山田　智仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ
338 加藤　嗣道 ｶﾄｳ　ｼﾄﾞ

4 1 作野ＡＣ 340 鳥居　大誠 ﾄﾘｲ ﾀｲｾｲ 57.09
341 大槻　希良 ｵｵﾂｷ ｷﾗ
342 増田　頼 ﾏｽﾀﾞ ﾗｲ
343 田中　亮輔 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ

5 6 なごや陸上クラブ 50 加納　大輝 ｶﾉｳ ﾀﾞｲｷ 57.29
51 渡辺　匡紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ
52 清水　翔 ｼﾐｽﾞ ｶｹﾙ
53 浅井　駿輝 ｱｻｲ ｼｭﾝｷ

6 7 とよたAC 29 熊谷 凜久 ｸﾏｶﾞｲ ﾘﾝｸ 58.16
30 安田 隼大 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ
31 梅村 樹輝 ｳﾒﾑﾗ ｲﾂｷ
32 正木 開 ﾏｻｷ ﾊﾙｷ

2 西尾ＡＣＪｒ 305 福田　龍平 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ DQ,R3

306 小島　優輝 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ
307 深津　昂生 ﾌｶﾂ ｺｳｾｲ
309 磯貝　烈杜 ｲｿｶﾞｲ ﾀｹﾄ

8 布袋陸上クラブ 318 田辺　隼門 ﾀﾈﾍﾞ　ﾊﾔﾄ DQ,R2

317 岡副　周平 ｵｶｿﾞｴ　ｼｭｳﾍｲ
319 加藤　信太 ｶﾄｳ　ｼﾝﾀ
320 荒川　大生 ｱﾗｶﾜ　ﾀｲｾｲ

凡例  DQ:失格 R1:(R170-7)ﾃｲｸ･ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった 1→2 R2:(R170-7)ﾃｲｸ･ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった 2→3 R3:(R170-7)ﾃｲｸ･ｵｰ
ﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった 3→4



招待小学生男子4X100mR
審 判 長：小島　末広/夏目　輝久

記録主任：石鎚　一則

県小学生最高(PPH)       48.87     安城ジュニア(朝倉･松下･戸田･川内)     2012 6月26日 12:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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 52.21

2 53.29

3 53.46

4 54.42

5 54.74

6 55.69

7 55.96

8 56.21

ＡＣ一宮 中西　尊琉 / 佐藤　元哉 / 池田　駿大 / 石田　大河

豊橋陸上クラブ 山本　凌平 / 橋本　結友 / 冨山　詞央 / 塚本　泰晟

安城ジュニア 岡田　拓也 / 加藤　真浩 / 杉山　海月 / 高木　海佑

ＴＳＭ 江崎　光輝 / 織田　友寛 / 青山　幸平 / 亀山　聡太

蒲郡クラブ 桑原　伸弥 / 鈴木　侑佑 / 市川　康介 / 榊原　聡真

JAC あつみ 清田　虎太朗 / 小川　颯 / 清田　竜之介 / 高橋　寛汰

岡崎JAC 山﨑　大雅 / 生田　幸長 / 鈴木　爽介 / 三浦　和真

田原陸上ク 菰田　歩夢 / 三浦　宙 / 田中　瑛一 / 後藤　栄作

凡例  DQ:失格 R1:(R170-7)ﾃｲｸ･ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった 1→2 R2:(R170-7)ﾃｲｸ･ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった 2→3 R3:(R170-7)ﾃｲｸ･ｵｰ
ﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった 3→4



招待高校女子4X100mR
審 判 長：小島　末広/夏目　輝久

記録主任：石鎚　一則

日本高校記録(NHR)       44.48     東　京(斉田･福田･上村･エドバー)       2015 6月25日 11:30 予　選

県高校記録(PHR)         46.04     市邨学園(鈴木瑞･島崎･口田･鈴木智)     1995 6月26日 13:20 決　勝

予　選　3組2着＋2

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 4 三好 774 宮川　杏奈 ﾐﾔｶﾜ ｱﾝﾅ 48.14 1 6 中京大中京 859 天神　綾音 ﾃﾝｼﾞﾝ ｱﾔﾈ 47.04
772 矢幅　由夏 ﾔﾊﾊﾞ ﾕｳｶ Q 855 久野　なつ ｸﾉ ﾅﾂ Q
773 有川　那菜聖 ｱﾘｶﾜ ﾅﾅｾ 857 澤井　萌奈 ｻﾜｲ ﾓﾅ
776 榊原　萌 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾓｴ 854 長谷川　愛樹 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲｷ

2 6 豊橋南 799 伊藤　菜名 ｲﾄｳ ﾅﾅ 49.09 2 5 名城大附 872 水谷　乃愛 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉｱ 48.91
796 柴田　雛吏 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾅﾘ Q 873 八木　穂乃花 ﾔｷﾞ ﾎﾉｶ Q
795 小林　菜穂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾎ 874 近藤　夏希 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾂｷ
800 村田　綾香 ﾑﾗﾀ ｱﾔｶ 875 松尾　有紗 ﾏﾂｵ ｱﾘｻ

3 8 名東 825 山口　葉菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅ 50.44 3 4 名古屋西 666 鈴木　杏奈 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 49.46
827 渡辺　彩奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ q 665 廣島　琴音 ﾋﾛｼﾏ ｺﾄﾈ q
824 相田　真理子 ｱｲﾀﾞ ﾏﾘｺ 664 三上　かな子 ﾐｶﾐ ｶﾅｺ
826 椙山　薫 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｵﾙ 668 駒木　遥 ｺﾏｷ ﾊﾙｶ

4 3 豊川 902 三浦　舞子 ﾐｳﾗ ﾏｲｺ 50.54 4 8 岩倉総合 688 山内　彩華 ﾔﾏｳﾁ ｻｲｶ 50.68
904 杉浦　李菜 ｽｷﾞｳﾗ ﾘﾅ 689 中川　茉子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺ
903 山本　菜月 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ 690 藤野　実希 ﾌｼﾞﾉ ﾐｷ
906 加藤　紗佳子 ｶﾄｳ ｻﾖｺ 691 奥岡　優奈 ｵｸｵｶ ﾕｳﾅ

5 2 安城 735 木俣　結子 ｷﾏﾀ ﾕｲｺ 50.75 5 1 大府 717 林　香代子 ﾊﾔｼ ｶﾖｺ 50.96
737 岩瀬　里彩 ｲﾜｾ ﾘｻ 718 伊藤　千史 ｲﾄｳ ﾁﾌﾐ
738 佐野　ななみ ｻﾉ ﾅﾅﾐ 719 宮下　優 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｶ
740 百﨑　汐音 ﾓﾓｻﾞｷ ｼｵﾝ 720 稲生　帆花 ｲﾉｳ ﾎﾉｶ

6 1 津島北 711 小野　未来 ｵﾉ ﾐﾗｲ 51.02 6 2 松蔭 652 小塚　未沙 ｺﾂﾞｶ ﾐｻ 50.97
714 加藤　友里 ｶﾄｳ ﾕﾘ 653 山口　琴音 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾄﾈ
712 大島　杏純 ｵｵｼﾏ ｱｽﾞﾐ 654 牛田　麻友 ｳｼﾀﾞ ﾏﾕ
713 瀬川　真帆 ｾｶﾞﾜ ﾏﾎ 655 若杉　美玲 ﾜｶｽｷﾞ ﾐﾚｲ

7 5 栄徳 911 坂本　彩音 ｻｶﾓﾄ ｱﾔﾈ 51.17 7 7 岡崎 754 大原　夕奈 ｵｵﾊﾗ ﾕｳﾅ 51.65
912 藤井　遥加 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 753 佐羽内　亜海 ｻﾊﾞﾅｲ ｱﾐ
908 石田　ひなた ｲｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ 758 鈴木　麻央 ｽｽﾞｷ ﾏｵ
910 本間　桃子 ﾎﾝﾏ ﾓﾓｺ 757 辻　和佳 ﾂｼﾞ ﾜｶ

8 7 向陽 807 福島　沙紀 ﾌｸｼﾏ ｻｷ 53.61 3 愛知 DNS
809 森　彩華 ﾓﾘ ｱﾔｶ
810 犬飼　若菜 ｲﾇｶｲ ﾜｶﾅ
811 水野　晴香 ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙｶ

決　勝　

3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 4 安城学園 889 江頭　亜美 ｴｶﾞｼﾗ ｱﾐ 47.95 1 4 中京大中京 858 臼田　菜々美 ｳｽﾀﾞ ﾅﾅﾐ 46.72
885 古賀　珠那 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾅ Q 855 久野　なつ ｸﾉ ﾅﾂ
884 掛川　栞 ｶｹｶﾞﾜ ｼｵﾘ 857 澤井　萌奈 ｻﾜｲ ﾓﾅ
886 古橋　佳奈 ﾌﾙﾊｼ ｶﾅ 854 長谷川　愛樹 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲｷ

2 6 至学館 920 菱山　静紅 ﾋｼﾔﾏ ｼｽﾞｸ 48.35 2 6 安城学園 889 江頭　亜美 ｴｶﾞｼﾗ ｱﾐ 47.84
922 安原　愛美 ﾔｽﾊﾗ ﾏﾅﾐ Q 885 古賀　珠那 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾅ
921 磯部　まみ ｲｿﾍﾞ ﾏﾐ 884 掛川　栞 ｶｹｶﾞﾜ ｼｵﾘ
923 都築　美音 ﾂﾂﾞｷ ﾐｵﾝ 886 古橋　佳奈 ﾌﾙﾊｼ ｶﾅ

3 5 愛知商 677 昼田　羅々 ﾋﾙﾀ ﾗﾗ 50.70 3 5 三好 774 宮川　杏奈 ﾐﾔｶﾜ ｱﾝﾅ 48.02
680 安田　梨夏 ﾔｽﾀﾞ ﾘｶ 776 榊原　萌 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾓｴ
676 大牟田　舞子 ｵｵﾑﾀ ﾏｲｺ 773 有川　那菜聖 ｱﾘｶﾜ ﾅﾅｾ
678 松野　紗季 ﾏﾂﾉ ｻｷ 772 矢幅　由夏 ﾔﾊﾊﾞ ﾕｳｶ

4 7 津島 703 長谷川　紗香 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾔｶ 50.82 4 3 至学館 920 菱山　静紅 ﾋｼﾔﾏ ｼｽﾞｸ 48.14
699 近藤　七海 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾅﾐ 922 安原　愛美 ﾔｽﾊﾗ ﾏﾅﾐ
701 吉田　美星 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎｼ 921 磯部　まみ ｲｿﾍﾞ ﾏﾐ
702 伊東　祐里奈 ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 923 都築　美音 ﾂﾂﾞｷ ﾐｵﾝ

5 3 明和 643 鈴木　沙和 ｽｽﾞｷ ｻﾜ 51.53 5 8 名城大附 872 水谷　乃愛 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾉｱ 49.06
642 加藤　史菜 ｶﾄｳ ﾌﾐﾅ 873 八木　穂乃花 ﾔｷﾞ ﾎﾉｶ
641 加藤　七海 ｶﾄｳ ﾅﾅﾐ 874 近藤　夏希 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅﾂｷ
640 大坂　美乃 ｵｵｻｶ ﾖｼﾉ 875 松尾　有紗 ﾏﾂｵ ｱﾘｻ

6 8 豊橋東 790 實重　佑依子 ｻﾈｼｹﾞ ﾕｲｺ 51.81 6 7 豊橋南 799 伊藤　菜名 ｲﾄｳ ﾅﾅ 49.09
793 安江　紀乃 ﾔｽｴ ｷﾉ 796 柴田　雛吏 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾅﾘ
791 松尾　佳奈 ﾏﾂｵ ｶﾅ 795 小林　菜穂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾎ
792 鈴木　玖美佳 ｽｽﾞｷ ｸﾐｶ 800 村田　綾香 ﾑﾗﾀ ｱﾔｶ

7 1 中村 672 津野　真由香 ﾂﾉ ﾏﾕｶ 52.49 7 2 名東 825 山口　葉菜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅ 50.62
671 萩原　りさ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｻ 827 渡辺　彩奈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ
670 高橋　優花 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 824 相田　真理子 ｱｲﾀﾞ ﾏﾘｺ
673 山本　紗也華 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 826 椙山　薫 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｵﾙ

8 2 一宮商 693 浅井　真紀 ｱｻｲ ﾏｷ 53.45 8 1 名古屋西 666 鈴木　杏奈 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 51.33
694 小塚　祐奈 ｺﾂﾞｶ ﾕﾅ 665 廣島　琴音 ﾋﾛｼﾏ ｺﾄﾈ
695 中島　志織 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾘ 664 三上　かな子 ﾐｶﾐ ｶﾅｺ
697 山田　嘉蓮 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾖﾝ 668 駒木　遥 ｺﾏｷ ﾊﾙｶ

凡例  DNS:欠場



招待中学女子4X100mR
審 判 長：小島　末広/夏目　輝久

記録主任：石鎚　一則

日本中学記録(JH)        47.30     朝霞一(金子･原賀･田中･土井)           2009 6月25日 11:00 予　選

県中学記録(PJH)         48.68     長良(馬場・松井・三木・森)            2009 6月26日 13:10 決　勝

予　選　3組2着＋2

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 4 名塚 437 丹羽　優菜 ニワ　ユウナ 50.22 1 3 岡崎甲山 590 藤原　古都羽 フジワラ　コトハ 49.98
440 鹿嶌　菜々子 カシマ　ナナコ Q 586 永井　絵理香 ナガイ　エリカ Q
439 室田　里紗 ムロタ　リサ 587 田中　海来 タナカ　ミク
441 浅野　友理香 アサノ　ユリカ 588 谷口　琴音 タニグチ　コトネ

2 3 弥富 601 平賀　綾乃 ヒラガ　アヤノ 50.76 2 5 藤森 487 平野　未矩 ヒラノ　ミク 50.69
600 黒岩　早耶 クロイワ　サヤ Q 483 山下　華歩 ヤマシタ　カホ Q
597 伊藤　萌梨 イトウ　モエリ 486 伊藤　日菜子 イトウ　ヒナコ

598 大城　珠莉 オオシロ　ジュリ 482 安藤　愛未 アンドウ　アミ

3 5 長良 609 大鹿　みゆ オオシカ　ミユ 50.81 3 4 扇台 392 前田　明日香 マエダ　アスカ 50.82
610 藤浪　沙耶 フジナミ　サヤ q 391 外園　愛梨 ホカゾノ　アイリ q
611 服部　夏海 ハットリ　ナツミ 394 髙山　朋愛 タカヤマ　トモエ

612 金井　智穂 カナイ　チホ 390 深谷　実生 フカヤ　ミウ
4 7 豊国 614 大矢　亜未 オオヤ　アミ 52.61 4 6 御幸山 464 渡部　夏林 ワタナベ　カリン 51.61

615 中里　シエラメイ ナカサト　シエラメイ 462 山田　玲奈 ヤマダ　レイナ

616 砂原　美咲 スナハラ　ミサキ 463 金子　愛美 カネコ　メグミ

617 森田　星南 モリタ　セナ 465 小黒　杏美 オグロ　アミ
5 8 田原 573 西河　奈穂 ニシカワ　ナホ 53.01 5 8 矢作北 577 桑畑　杏音 クワハタ　リオン 52.86

570 山下　李瑚 ヤマシタ　リコ 574 照井　凜羽 テルイ　リョウ

568 大谷　采未 オオタニ　コトミ 579 山本　祥子 ヤマモト　サチコ

572 東　歩実 ヒガシ　アユミ 575 井上　理沙 イノウエ　リサ

6 2 古知野 449 松本　果歩 マツモト　カホ 53.02 6 2 千種台 494 二宮　凜 ニノミヤ　リン 52.95
452 宮脇　奈々 ミヤワキ　ナナ 495 神田　彩名 カンダ　アヤナ

450 三海　きらら サンカイ　キララ 499 小泉　愛里 コイズミ　アイリ

451 下村　奈佑 シモムラ　ナユ 497 柘植　美波 ツゲ　ミナミ
7 1 大府西 417 亀井　希未香 カメイ　キミカ 53.24 7 1 瀬戸南山 472 小西　ちひろ コニシ　チヒロ 54.90

415 坂本　彩華 サカモト　アヤカ 473 中野　直子 ナカノ　ナオコ

414 安藤　優月 アンドウ　ユヅキ 474 土川　七菜 ツチカワ　ナナ

416 小島　穂乃香 コジマ　ホノカ 475 藤田　莉帆 フジタ　リホ
8 6 城北 603 梅田　果歩 ウメダ　カホ 54.13 7 守山東 DNS

604 近藤　日菜 コンドウ　ヒナ

605 足立　菜々花 アダチ　ナナカ

606 髙須　鮎香 タカス　アユカ

決　勝　

3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 7 TSM 426 田村　明日香 タムラ　アスカ 49.82 1 3 岡崎甲山 590 藤原　古都羽 フジワラ　コトハ 49.98
427 木村　加乃 キムラ　カノ Q 586 永井　絵理香 ナガイ　エリカ

430 佐竹　里野 サタケ　リノ 587 田中　海来 タナカ　ミク
425 大井　サラ オオイ　サラ 588 谷口　琴音 タニグチ　コトネ

2 5 萩山 620 センタム　詩音 センタム　シオン 50.62 2 6 名塚 437 丹羽　優菜 ニワ　ユウナ 50.56
621 丹羽　七奈海 ニワ　ナナミ Q 440 鹿嶌　菜々子 カシマ　ナナコ

622 髙橋　こと子 タカハシ　コトコ 438 末松　里菜 スエマツ　リナ

623 捧　純奈 ササゲ　ジュンナ 441 浅野　友理香 アサノ　ユリカ

3 4 大高 379 山田　桃子 ヤマダ　モモコ 50.86 3 8 弥富 601 平賀　綾乃 ヒラガ　アヤノ 50.62
380 花田　春奈 ハナダ　ハルナ 600 黒岩　早耶 クロイワ　サヤ

378 阪野　かすみ バンノ　カスミ 597 伊藤　萌梨 イトウ　モエリ

383 山口　さくら ヤマグチ　サクラ 598 大城　珠莉 オオシロ　ジュリ

4 3 冨士 591 野村　花織 ノムラ　カオリ 51.10 4 7 藤森 487 平野　未矩 ヒラノ　ミク 50.63
592 齋　安梨 サイ　アンリ 483 山下　華歩 ヤマシタ　カホ

593 野村　友愛 ノムラ　ユウナ 486 伊藤　日菜子 イトウ　ヒナコ

594 礒野　涼葉 イソノ　スズハ 482 安藤　愛未 アンドウ　アミ

5 8 岩津 564 小船　妃那子 コブネ　ヒナコ 51.42 5 1 長良 609 大鹿　みゆ オオシカ　ミユ 50.64
567 九里　沙耶 クノリ　サヤ 610 藤浪　沙耶 フジナミ　サヤ

566 馬場　真由花 ババ　マユカ 611 服部　夏海 ハットリ　ナツミ

565 高橋　流惟 タカハシ　ルイ 612 金井　智穂 カナイ　チホ
6 6 羽田 585 鈴木　理央奈 スズキ　リオナ 51.59 6 2 扇台 392 前田　明日香 マエダ　アスカ 50.76

584 市川　桃子 イチカワ　モモコ 391 外園　愛梨 ホカゾノ　アイリ

583 瀬木　和佳奈 セギ　ワカナ 394 髙山　朋愛 タカヤマ　トモエ

581 佐宗　未鈴 サソウ　ミスズ 390 深谷　実生 フカヤ　ミウ
7 1 前林 368 帆足　奈々 ホアシ　ナナ 52.74 7 4 萩山 623 捧　純奈 ササゲ　ジュンナ 51.35

367 江坂　リタ エサカ　リタ 621 丹羽　七奈海 ニワ　ナナミ
369 加藤　穂乃花 カトウ　ホノカ 622 髙橋　こと子 タカハシ　コトコ

366 大野　帆南 オオノ　ホナミ 624 森川　真悠 モリカワ　マユ

8 2 矢作 626 辻本　あすか ツジモト　アスカ 54.25 8 5 TSM 426 田村　明日香 タムラ　アスカ 55.89
627 福井　藍 フクイ　アイ 427 木村　加乃 キムラ　カノ
628 内藤　南帆 ナイトウ　ナホ 430 佐竹　里野 サタケ　リノ
629 伊藤　実花 イトウ　ミカ 425 大井　サラ オオイ　サラ

凡例  DNS:欠場



招待小学生女子4X100mR
審 判 長：小島　末広/夏目　輝久

記録主任：石鎚　一則

県小学生最高(PPH)       51.36     安城ジュニア(石川真･石川留･倉山･竹崎) 2013 6月26日 12:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3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 豊橋陸上クラブ 242 大場　琴華 ｵｵﾊﾞ ｺﾄｶ 54.35 1 6 田原陸上ク 6 田中　愛彩 ﾀﾅｶ ｱﾔ 55.88
243 加藤　愛結 ｶﾄｳ ｱﾕ 7 菅沼　瑠璃 ｽｶﾞﾇﾏ ﾙﾘ
244 森山　夢菜 ﾓﾘﾔﾏ ﾕﾒﾅ 8 小松　璃野 ｺﾏﾂ ﾘﾉ
245 中野　知咲 ﾅｶﾉ ﾁｻｷ 9 彦坂　美玖 ﾋｺｻｶ ﾐｸ

2 3 ＡＣ一宮 45 小島　希望 ｺｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 54.76 2 4 愛知ハイテク 148 小畠　嘉恩 ｺﾊﾞﾀ ｶﾉﾝ 57.27
46 杉本　　遥 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 149 時吉　七海 ﾄｷﾖｼ ﾅﾅﾐ
48 山崎　美祐 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕｳ 150 酒井　杏菜 ｻｶｲ ｱﾝﾅ
44 井貝　華央 ｲｶｲ　ｶｵ 151 佐々木　夕明 ｻｻｷ ﾕｳｱ

3 6 たかはまジュニア 284 青木　来々愛 ｱｲｷ ｺｺｱ 57.43 3 5 岡崎JAC 76 城山　あずさ ｼﾛﾔﾏ ｱｽﾞｻ 57.36
285 荒川　由奈 ｱﾗｶﾜ ﾕﾅ 73 土居　幸愛 ﾄﾞｲ ﾕﾅ
286 浜島　歩佳 ﾊﾏｼﾞﾏ ｱﾕｶ 75 藤江　美空 ﾌｼﾞｴ ﾐｸ
287 安藤　虹春 ｱﾝﾄﾞｳ ｺﾊﾙ 72 北田　野々花 ｷﾀﾀﾞ ﾉﾉｶ

4 4 JAC あつみ 110 井本　奈那 ｲﾓﾄ ﾅﾅ 58.16 4 3 十四山体育ク 290 佐々木　彩乃 ｻｻｷ ｱﾔﾉ 57.53
107 吉田　蘭 ﾖｼﾀﾞ ﾗﾝ 291 野村　くるみ ﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ
108 高橋　真菜 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅ 292 山本　花帆奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎﾅ
109 清田　朋花 ｷﾖﾀ ﾄﾓｶ 293 伊藤　瀬菜 ｲﾄｳ ｾﾅ

5 7 ＯＢＵエニスポ 168 下門　愛奈 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾏﾅ 59.92 5 8 上郷ＪＡＣ 136 今井　亜美 ｲﾏｲ ｱﾐ 59.02
166 片岡　美晴 ｶﾀｵｶ ﾐﾊﾙ 137 久米　歩美 ｸﾒ ｱﾕﾐ
167 寺戸　彩結 ﾃﾗﾄﾞ ｱﾕｲ 138 弓削　千夏 ﾕｹﾞ ﾁﾅﾂ
165 米澤　愛海 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｲﾐ 139 村上　輝衣 ﾑﾗｶﾐ ｷｴ

6 8 作野ＡＣ 345 豊島　奈央 ﾄﾖｼﾏ ﾅｵ 1:00.92 6 7 知立ジュニア 270 川﨑　菜瑞奈 ｶﾜｻｷ　ﾅｽﾞﾅ 1:00.39

346 柏﨑　真和 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾏﾅ 271 木村　海優 ｷﾑﾗ　ﾐﾕｳ
347 近藤　彩月 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾂｷ 269 立花　佑奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ　ﾕｳﾅ
348 永井　ここね ﾅｶﾞｲ ｺｺﾈ 272 河合　里奈 ｶﾜｲ　ﾘﾅ

7 2 ＪＡＣとよあけ 232 大林　由依 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 1:00.98 7 1 とよたAC 34 大岩 美咲 ｵｵｲﾜ ﾐｻｷ 1:00.90

233 後藤　美咲 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 35 黒田 茜音 ｸﾛﾀﾞ ｱｶﾈ
234 大原　花 ｵｵﾊﾗ ﾊﾅ 36 川端 愛奈 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｲﾅ
235 大橋　菜々子 ｵｵﾊｼ ﾅﾅｺ 37 斎藤 花菜 ｻｲﾄｳ ﾊﾅ

8 1 豊丘ＡＣ 207 藤田　玲果 ﾌｼﾞﾀ　ﾚｲｶ 1:01.63 8 2 日進ＲＣＪ 229 畑中　優海 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳﾐ 1:03.48

206 川村　里緒 ｶﾜﾑﾗ　ﾘｵ 228 松村　伊吹 ﾏﾂﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
208 後藤　陽茉梨 ｺﾞﾄｳ　ﾋﾏﾘ 227 岡村　美録 ｵｶﾑﾗ ﾐﾛｸ
209 竹本　愛叶 ﾀｹﾓﾄ　ｱｲｶ 230 柳沢　杏月 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｽﾞｷ

3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

1 4 ＴＳＭ 178 坂口　由花 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｶ 54.49
176 坂井　寿々 ｻｶｲ ｽｽﾞ
177 矢野　萌果 ﾔﾉ ﾓｴｶ
179 中西　百萌佳 ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ

2 5 安城ジュニア 91 藪　泉月 ﾔﾌﾞ　ｲﾂﾞｷ 55.09
88 神谷　莉子 ｶﾐﾔ　ﾘｺ
90 安藤　颯良 ｱﾝﾄﾞｳ　ｿﾗ
89 平林　京果 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ　ｷｮｳｶ

3 3 豊川AC 264 佐野　萌々春 ｻﾉ　ﾓﾓﾊ 56.93
265 今泉　亜純 ｲﾏｲｽﾞﾐ　ｱｽﾐ
266 夏目　紗彩 ﾅﾂﾒ　ｻｱﾔ
267 堀　丹音 ﾎﾘ　ｱｶﾈ

4 6 大須ＡＣ 124 新蔵　夕姫 ｼﾝｸﾞﾗ ﾕｳｷ 58.49
125 堤　愛花 ﾂﾂﾐ ｱｲｶ
127 中島　汐菜 ﾅｶｼﾏ ｼｵﾅ
126 田上　ゆい ﾀﾉｳｴ ﾕｲ

5 1 乙川SC 301 杉浦　未蘭 ｽｷﾞｳﾗ　ﾐﾗﾝ 1:00.49

302 高橋　みずほ ﾀｶﾊｼ　ﾐｽﾞﾎ
303 村上　莉央 ﾑﾗｶﾐ　ﾘｵ
304 杉浦　未唯 ｽｷﾞｳﾗ　ﾐﾕ

6 8 安城北部小 18 杉山　凜 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾘﾝ 1:00.62

19 石川　結菜 ｲｼｶﾜ　ﾕｳﾅ
20 杉浦　詩音 ｽｷﾞｳﾗ　ｼｵﾝ
21 浦田　華凜 ｳﾗﾀ　ｶﾘﾝ

7 7 蒲郡クラブ 199 市川　愛萌 ｲﾁｶﾜ ｱﾔﾒ 1:01.79

198 牧原　凪芭 ﾏｷﾊﾗ ﾅﾉﾊ
196 高橋　穂月 ﾀｶﾊｼ ﾎﾂﾞｷ
197 内田　紫野 ｳﾁﾀﾞ ｼﾉ

8 2 なごや陸上クラブ 55 大野　有里奈 ｵｵﾉ ﾕﾘﾅ 1:02.03

56 山佐　城月 ﾔﾏｻ ｼｽﾞｷ
57 大鹿　蓮奈 ｵｵｼｶ ﾚﾅ
58 小山　凜 ｺﾔﾏ ﾘﾝ



招待小学生女子4X100mR
審 判 長：小島　末広/夏目　輝久

記録主任：石鎚　一則

県小学生最高(PPH)       51.36     安城ジュニア(石川真･石川留･倉山･竹崎) 2013 6月26日 12:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

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 54.35

2 54.49

3 54.76

4 55.09

5 55.88

6 56.93

7 57.27

8 57.36

豊橋陸上クラブ 大場　琴華 / 加藤　愛結 / 森山　夢菜 / 中野　知咲

ＴＳＭ 坂口　由花 / 坂井　寿々 / 矢野　萌果 / 中西　百萌佳

ＡＣ一宮 小島　希望 / 杉本　　遥 / 山崎　美祐 / 井貝　華央

愛知ハイテク 小畠　嘉恩 / 時吉　七海 / 酒井　杏菜 / 佐々木　夕明

岡崎JAC 城山　あずさ / 土居　幸愛 / 藤江　美空 / 北田　野々花

安城ジュニア 藪　泉月 / 神谷　莉子 / 安藤　颯良 / 平林　京果

田原陸上ク 田中　愛彩 / 菅沼　瑠璃 / 小松　璃野 / 彦坂　美玖

豊川AC 佐野　萌々春 / 今泉　亜純 / 夏目　紗彩 / 堀　丹音



招待小学生混合4X100mR
審 判 長：小島　末広/夏目　輝久

記録主任：石鎚　一則

県小学生最高(PPH)       53.97     安城ジュニア(勝田･河合･兼子･遠藤)     2007 6月26日 12:30 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 6 安城ジュニア 98 新家　あさひ ﾆｲﾉﾐ　ｱｻﾋ 57.21 1 4 豊橋陸上クラブ 247 小酒井　結菜 ｺｻﾞｶｲ ﾕﾅ 56.45
97 松浦　加奈 ﾏﾂｳﾗ　ｶﾅ 248 小原　すずか ｵﾊﾗ ｽｽﾞｶ
95 堀　紘輝 ﾎﾘ　ｺｳｷ 250 大場　万央 ｵｵﾊﾞﾏﾋﾛ
94 松永　航太朗 ﾏﾂﾅｶﾞ　ｺｳﾀﾛｳ 251 寺下　頼檜 ﾃﾗｼﾀ ﾗｲﾋ

2 3 田原陸上ク 12 石倉　実侑 ｲｼｸﾗ ﾐﾕ 58.24 2 3 ＴＳＭ 182 脇田　サラ　愛香 ﾜｷﾀ ｻﾗ ｱｲｶ 57.18
13 伊藤　千夏 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 183 田島　七里香 ﾀｼﾞﾏ ﾅﾘｶ
15 杉原　明成 ｽｷﾞﾊﾗ ﾒｲｾｲ 187 鈴木　哉汰 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾀ
16 伊藤　結太 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 186 天野　友貴 ｱﾏﾉ ﾕｳｷ

3 5 東浦ＡＣ 219 藤本　梨々華 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾘｶ 59.08 3 8 浄水ＡＣ 253 羽根田 優梨亜 ﾊﾈﾀﾞ ﾕﾘｱ 59.64
220 吉川　姫織 ﾖｼｶﾜ ﾋﾖﾘ 254 森　千莉 ﾓﾘ ｾﾝﾘ
216 佐々木　康太郎 ｻｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 258 高橋　舜人 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾄ
217 中山　二千翔 ﾅｶﾔﾏ ﾆﾁｶ 257 山田　来夢 ﾔﾏﾀﾞ ﾗｲﾑ

4 4 十四山体育ク 295 早川　紗生 ﾊﾔｶﾜ ｻｷ 59.72 4 5 JAC あつみ 112 河合　姫星 ｶﾜｲ ｷﾗﾗ 1:00.09

296 高林　世莉 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｾﾘ 113 片山　由梨 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾘ
297 伊藤　駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 115 田中　青波 ﾀﾅｶ ｱｵﾊﾞ
298 前田　真宗 ﾏｴﾀﾞ ﾏｼｭｳ 116 石倉　滉己 ｲｼｸﾗ ｺｳｷ

5 8 蒲郡クラブ 204 牧原　百芭 ﾏｷﾊﾗ ﾓﾓﾊ 1:01.01 5 6 安城北部小 23 天野　紗也加 ｱﾏﾉ　ｻﾔｶ 1:00.75

201 松下　美和 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾜ 24 稲垣　萌花 ｲﾅｶﾞｷ　ﾓｶ
202 島田　優大 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 25 橋浦　聡汰 ﾊｼｳﾗ　ｿｳﾀ
203 稲吉　孝明 ｲﾅﾖｼ ﾀｶｱｷ 26 上村　翔空 ｶﾐﾑﾗ　ﾄﾜ

6 7 なごや陸上クラブ 61 山内 梨聖 ﾔﾏｳﾁ ﾘｾ 1:01.05 6 2 刈谷AC 154 酒井　菜胡 ｻｶｲ ﾅｺ 1:01.07

62 武井 葉夏 ﾀｹｲ ﾊﾅ 155 濱本　美憂 ﾊﾏﾓﾄ ﾐﾕｳ
63 加藤 耀 ｶﾄｳ ﾖｳ 156 松井　飛夏 ﾏﾂｲ ｱｽｶ
64 稗田 尚 ﾋｴﾀﾞ ﾅｵ 157 小崎　真之介 ｺｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ

7 1 上郷ＪＡＣ 142 馬場崎　真央 ﾊﾞﾊﾞｻｷ ﾏｵ 1:02.37 7 7 知立ジュニア 350 森　星姫 ﾓﾘ ｾｲﾗ 1:01.10

143 木川　真佑 ｷｶﾞﾜ ﾏﾕ 276 木村　優星 ｷﾑﾗ ﾕﾎ
144 谷村　恭祐 ﾀﾆﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 273 田子山　恭介 ﾀｺﾞﾔﾏ ｷｮｳｽｹ
145 原　壮輝 ﾊﾗ ｿｳｷ 274 古橋　航青 ﾌﾙﾊｼ ｺｳｾｲ

8 2 岡崎JAC 81 齋藤　梨奈 ｻｲﾄｳ ﾘﾅ 1:03.24 8 1 ＴＦＣ半田 322 木下　結菜 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾅ 1:01.84

78 市川　杏 ｲﾁｶﾜ ｱﾝ 323 小島　向日葵 ｺｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ
79 野末　虎太郎 ﾉｽﾞｴ ｺﾀﾛｳ 324 岡本　優 ｵｶﾓﾄ ﾕｳ
80 中保　勲 ﾅｶﾎ ｲｻｵ 325 石川　智基 ｲｼｶﾜ ｻﾄｷ

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 56.45

2 57.18

3 57.21

4 58.24

5 59.08

6 59.64

7 59.72

8 1:00.09

豊橋陸上クラブ 小酒井　結菜 / 小原　すずか / 大場　万央 / 寺下　頼檜

ＴＳＭ 脇田　サラ　愛香 / 田島　七里香 / 鈴木　哉汰 / 天野　友貴

安城ジュニア 新家　あさひ / 松浦　加奈 / 堀　紘輝 / 松永　航太朗

十四山体育ク 早川　紗生 / 高林　世莉 / 伊藤　駿 / 前田　真宗

JAC あつみ 河合　姫星 / 片山　由梨 / 田中　青波 / 石倉　滉己

田原陸上ク 石倉　実侑 / 伊藤　千夏 / 杉原　明成 / 伊藤　結太

東浦ＡＣ 藤本　梨々華 / 吉川　姫織 / 佐々木　康太郎 / 中山　二千翔

浄水ＡＣ 羽根田 優梨亜 / 森　千莉 / 高橋　舜人 / 山田　来夢


