
マスターズ男子100m

6月12日 12:20 オープン

オープン　4組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 大　阪

1 501 山本 慎吾(M35) NOBY 11.10 1

ｲﾏｲ ﾋﾃﾞｱｷ 和歌山 ﾌｸｻﾞﾄ ﾀｹｼ 沖　縄

2 502 今井 秀晃(M35) 29SA 11.17 2 510 譜久里 武(M50) ｱｽﾘｰﾄ工房 11.39

ﾋｮｳｺﾞ ﾋｶﾙ 大　阪 ﾅﾅﾓﾘ ﾀｶｼ 神奈川

3 503 兵庫 顕(M35) SD 11.32 3 511 七森 孝之(M50) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾁｰﾙ 11.56

ﾄｸﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 鳥　取 ｵｵﾔ ﾔｽﾖｼ 福　岡

4 504 徳本 和訓(M40) 鳥取AS 11.20 4 512 大宅 康喜(M50) 福岡ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.07

ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 兵　庫 ﾏﾂｵｶ ｹﾝｼﾞ 東　京

5 505 福田 博之(M40) 茗友ｸﾗﾌﾞ 11.15 5 513 松岡 建志(M55) 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.37

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 栃　木 ｵｵｳﾁ ﾅｵﾋﾛ 神奈川

6 506 高橋 裕和(M40) TRAINI 11.09 6 514 大内 直浩(M55) 神奈川M 12.39

ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 埼　玉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 神奈川

7 507 髙山 修一(M45) TRAINI 11.27 7 515 長谷川 浩(M60) TEAM HAL. 12.86

ﾅｶﾅｶﾞ ﾄｼﾔ 岡　山 ﾀﾂﾉ ﾋｻｵ 東　京

8 508 中永 利也(M45) 岡山AC 11.41 8 516 竜野 寿男(M60) 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.91

ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄ 神奈川 ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ 栃　木

9 509 水口 政人(M45) ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾁｰﾙ 11.09 9 517 小堀 拓也(M60) 栃木ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.49

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｵｵﾀﾆ ﾂﾖｼ 栃　木

1 518 大谷 毅(M65) TMRC 13.56 1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾛｳ 愛　媛

2 519 渡部 四郎(M65) 愛媛SS 13.45 2

ｵｵｴ ﾘｮｳｲﾁ 滋　賀 ｽｽﾞｷ ｲｻｵ 東　京

3 520 大江 良一(M65) 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞAC 13.32 3 527 鈴木 勲(M80) 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ

ｲﾜﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 三　重　 ｱｻﾉ ｷﾖｱﾂ 埼　玉

4 521 岩本 茂(M70) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 13.54 4 528 浅野 清敦(M80) 埼玉ﾏｽﾀ-ｽﾞ 15.10

ﾅﾐｷ ﾋﾛｼﾞ 埼　玉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞﾕｷ 三　重　

5 522 双木 広治(M70) 埼玉ﾏｽﾀ-ｽﾞ 5 529 近藤 忠之(M80) 三重ﾏｽﾀｰｽﾞ 15.08

ｱｲﾊﾞ ﾖｼｵ 東　京 ﾄﾞｲ ﾐﾉﾙ 北海道

6 523 相羽 吉男(M70) 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ 13.90 6 530 土居 実(M85) 北海道ﾏｽﾀｰｽﾞ

ｳｴﾔﾏ ｼｮｳｽｹ 京　都 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 茨　城

7 524 上山 庄助(M75) 京都ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.60 7 531 斎藤 茂(M85) 茨城ﾏｽﾀｰｽﾞ 17.13

ｱﾏﾇﾏ ｱｷﾋｺ 長　野 ﾀｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ 石　川

8 525 天沼 昭彦(M75) 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.24 8 532 髙嶋 賢二(M85) 石川ﾏｽﾀｰｽﾞ 16.42

ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 秋　田

9 526 菅原 浩(M75) 秋田陸協 15.03 9



マスターズ女子100m

6月12日 12:00 オープン

オープン　3組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾄｳｺﾞｳ ﾋﾛﾉ 鹿児島 ﾀﾆ ﾏﾕﾐ 富　山

1 501 東郷 博乃(W35) BabbinoCompare 12.86 1 510 谷 真由美(W50) A.C.TOYAMA 13.97

ﾊﾞﾝ ｶｴ 神奈川 ｻｻﾓﾘ ﾋﾛｺ 青　森

2 502 伴 佳恵(W35) ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 12.67 2 511 笹森 比呂子(W50) 青森陸協 13.90

ｳﾁﾀﾞ ｱﾐ 埼　玉 ｱｼﾊﾗ ﾋﾛﾐ 広　島

3 503 内田 亜実(W35) 埼玉ﾏｽﾀ-ｽﾞ 14.44 3 512 芦原 広美(W50) OLYMPIA PLUS 14.26

ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ 長　野 ﾅｶｵ ﾊﾙﾐ 神奈川

4 504 熊谷 香織(W40) 安曇野AC 12.80 4 513 中尾 晴実(W55) TEAM HAL. 14.09

ﾀｶﾊｼ ｻﾖ 栃　木 ｵｶｻﾞｷ ﾕｷｺ 福　岡

5 505 髙橋 小夜(W40) TRAINI 13.16 5 514 岡崎 由起子(W55) 福岡ﾏｽﾀｰｽﾞ 14.14

ｲｼｻﾞﾜ ﾕｷ 青　森 ｸﾏﾄﾘﾔ ﾉﾌﾞｺ 大　阪

6 506 石澤 由希(W40) 青森RESTA 13.68 6 515 熊取谷 信子(W55) 大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ 13.98

ｲｼｶﾜ ﾁｻﾄ 北海道 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ 愛　知

7 507 石川 千里(W45) 道北陸協 13.15 7 516 石川 順子(W60) AC一宮 15.23

ﾐﾔｹ ｶﾅﾒ 大　阪 ｳｽｲ ﾕｷｺ 愛　知

8 508 三宅 要(W45) ﾁｰﾑもんごる 13.53 8 517 碓井 由紀子(W60) 愛知ﾏｽﾀｰｽﾞ東 14.97

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐ 徳　島 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐ 愛　知

9 509 森本 博美(W45) 徳島ﾏｽﾀｰｽﾞ 13.60 9 518 林 啓海(W60) 愛知ﾏｽﾀｰｽﾞ名 15.27

3組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾅｶﾞｵ ﾉﾘｺ 愛　知

1 519 長尾 典子(W65) 愛知ﾏｽﾀｰｽﾞ 16.56

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｺ 奈　良

2 520 山田 嘉子(W65) 奈良ﾏｽﾀｰｽﾞ 15.35

ﾎﾘ ﾖｼｺ 神奈川

3 521 堀 良子(W65) 横須賀ﾘﾄﾙ 16.61

ｱｶﾐﾈ ﾌﾐｺ 大　阪

4 522 赤峰 フミコ(W70) 東大阪市陸協 16.53

ﾋﾜﾀﾘ ﾋｻｺ 北海道

5 523 樋渡 久子(W70) 道南ﾏｽﾀｰｽﾞ 17.48

ｱﾂﾐ ﾋﾛｺ 滋　賀

6 524 渥美 裕子(W75) 滋賀ﾏｽﾀｰｽﾞAC 16.56

ｾｲﾉ ｶｽﾞｺ 千　葉

7 525 清野 数子(W80) 千葉ﾏｽﾀｰｽﾞ 20.03

ｱｷﾀ ｿﾉｺ 奈　良

8 526 秋田 ソノ子(W80) 奈良ﾏｽﾀｰｽﾞ

ｻｲﾄｳ ヱﾐｺ 東　京

9 527 齋藤 惠美子(W90) 東京ﾏｽﾀｰｽﾞ 21.25



デフ 男子100m

6月12日 11:50 オープン

オープン　

風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1

2

ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ 滋　賀

3 536 山本 剛士(01) びわスポ大 11.32

ｻｻｷ ﾀｸﾏ 宮　城

4 533 佐々木 琢磨(93) 仙台大TC 10.62

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ 東　京

5 538 堀口 昂誉(91) 東京陸協 12.10

ｻｶﾀ ｼｮｳｺﾞ 愛　知

6 535 坂田 翔悟(99) 愛知陸協 10.96

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 東　京

7 534 山田 真樹(97) 渕上ﾌｧｲﾝｽﾞ 10.75

8

9



デフ 男子800m

6月12日 13:05 オープン

オープン　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ﾏｼﾞﾏ ﾘｮｳ 大　阪

4 540 間嶋 陵(90) 大阪陸協 1:57.68

ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ 埼　玉

5 541 中野 洸介(96) 埼玉陸協 2:11.00

ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 東　京

6 539 青山 拓朗(96) 台東区陸協

ｲﾜﾂｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼　玉

7 542 岩附 秀和(85) 滑川走友会 2:12.50



デフ 男子4X100mR

6月12日 13:20 オープン

オープン　

1ﾚｰﾝ 2ﾚｰﾝ 3ﾚｰﾝ
(  ) (  ) (  )

(  ) (  ) (  )

(  ) (  ) (  )

(  ) (  ) (  )

(  ) (  ) (  )

(  ) (  ) (  )

[  ] [  ] [  ]

[  ] [  ] [  ]

4ﾚｰﾝ 5ﾚｰﾝ 6ﾚｰﾝ
(  ) (  ) 533 ｻｻｷ ﾀｸﾏ (  )

(  ) (  ) 534 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ (  )

(  ) (  ) 535 ｻｶﾀ ｼｮｳｺﾞ (  )

(  ) (  ) 536 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ (  )

(  ) (  ) 537 ｷﾀﾀﾞﾆ ﾋﾛﾄ (  )

(  ) (  ) (  )

[  ] [  ] [  ]

[  ] [  ] [  ]

7ﾚｰﾝ 8ﾚｰﾝ 9ﾚｰﾝ
(  ) (  ) (  )

(  ) (  ) (  )

(  ) (  ) (  )

(  ) (  ) (  )

(  ) (  ) (  )

(  ) (  ) (  )

[  ] [  ] [  ]

[  ] [  ] [  ]

順位 ﾁｰﾑ名 記録

1

デフ男子チーム 
佐々木 琢磨(93)

山田 真樹(97)

坂田 翔悟(99)

山本 剛士(01)

北谷 宏人(02)



デフ 女子800m

6月12日 12:55 オープン

オープン　

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｵｶﾀﾞ ﾐｵ 東　京

4 528 岡田 海緒(97) MURC 2:14.37

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 愛　知

5 529 中村 美月(02) 日本福祉大 2:29.36



小学男子100m

6月12日 11:20 オープン

オープン　4組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｱｵｷ ﾕｳ 滋　賀 ﾗﾝﾅｯﾌﾟ ﾅﾝｾﾙ 大　阪

1 566 青木 優羽(6) 信楽陸上 13.51 1 545 ﾗﾝﾅｯﾌﾟ ﾅﾝｾﾙ(6) Ｊｕｍｐｉｎｇ　Ｇａｔｅ 14.29

ｶﾝﾉ ﾚﾝ 大　阪 ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ 大　阪

2 549 菅野 連(6) ど根性ひらかた 14.53 2 544 上村 悠人(6) JAC泉南 14.46

ﾖｼｸﾗ ﾋﾛﾐﾁ 奈　良 ﾐﾔｵｶ ｼｭﾝ 大　阪

3 578 芳倉 嘉峻(6) 河合第二クラブ 13.26 3 557 宮岡 駿(6) 島本ジュニア陸上教室 12.71

ｶﾀｵｶ ｹﾝｺﾞ 兵　庫 ｶﾜﾐ ﾋｶﾙ 兵　庫

4 569 片岡 賢吾(6) 中番小 13.45 4 570 川見 光(6) 但馬AC 13.21

ｱｻﾀﾞ ｿｳｽｹ 奈　良 ﾔﾏﾈ ﾘﾂｷ 大　阪

5 575 浅田 壮祐(6) 三宅陸上クラブ 13.48 5 564 山根 立輝(6) 陸王クラブ 14.73

ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾄ 和歌山 ｶﾐｼﾞ ﾘｮｳﾔ 和歌山

6 573 中山 暁翔(6) 紀の国アスリートクラブ 14.51 6 571 上地 諒弥(5) 紀の国アスリートクラブ 14.19

ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾄ 大　阪 ｻﾉ ﾅﾂｷ 大　阪

7 565 大羽 陽斗(6) 交野KSRC 14.76 7 543 佐野 夏己(6) HRJ 14.68

ｵｶﾔﾏ ﾕｳｺﾞ 大　阪 ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ 大　阪

8 553 岡山 悠悟(6) 高槻JAC 14.47 8 552 中野 翔太(6) 交野KSRC 14.11

ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 兵　庫 ﾄﾞｲ ｷﾘｱﾝ 大　阪

9 567 安井 瑞輝(6) 英賀保小 13.34 9 551 土井 桐杏(6) ひらかたＫＳＣ 13.93

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｺﾞﾄｳ ｾｱ 和歌山 ｵｵﾉ ﾕｳｼﾝ 大　阪

1 572 後藤 世逢(6) 紀の国アスリートクラブ 14.31 1 547 大野 友慎(6) このはなｼﾞｭﾆｱ 14.56

ｺｳﾉ ﾁﾊﾔ 大　阪 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｸ 大　阪

2 554 河野 千颯(6) 大阪スプリント 13.13 2 562 藤原 陸(6) 大阪スプリント 13.54

ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ 大　阪 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 大　阪

3 563 木村 湊(6) 吹田ジュニア 14.28 3 555 吉澤 琉太(6) 寝屋川陸上クラブ 13.63

ｶﾄｳ ﾕｳｷ 奈　良 ﾂﾁﾊｼ ﾉﾌﾞﾖｼ 和歌山

4 576 加藤 勇輝(6) 三碓陸上クラブ 13.24 4 574 土橋 照由(6) 和歌山陸上クラブ 12.98

ﾜﾀﾞ ﾃﾝｼｮｳ 大　阪 ｲﾄｳ ｾﾞﾝ 大　阪

5 561 和田 天祥(6) ひらかたＫＳＣ 14.22 5 550 伊藤 然(6) なにわJAC 14.91

ﾀﾆﾑﾗ ﾂﾙｷﾞ 大　阪 ﾀﾞｲﾄｳ ﾕｳｼﾝ 大　阪

6 548 谷村 剣祇(6) さだ西小 15.61 6 560 大東 悠真(5) Ｊｕｍｐｉｎｇ　Ｇａｔｅ 14.25

ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 大　阪 ﾌｸﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 奈　良

7 558 西山 凌巧(5) 豊中スキップ 17.55 7 577 福山 和真(6) しきしまスポーツクラブ 13.57

ﾀｶｷﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 大　阪 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 大　阪

8 546 高木 創一朗(6) ｺｽﾓAC 14.48 8 559 松田 悠貴(6) 陸王クラブ 14.50

ﾐﾔﾅｶﾞ ﾘﾄ 兵　庫 ﾊﾘｶﾞｴ ｿｳﾀ 大　阪

9 568 宮永 浬叶(6) 神崎小 13.41 9 556 張替 颯太(6) 吹田ジュニア 14.71



小学女子100m

6月12日 10:55 オープン

オープン　4組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｳﾉ ｼｵﾘ 大　阪 ｼﾗｲ ﾊﾂﾋ 大　阪

1 537 宇野 汐里(5) 高槻JAC 14.99 1 533 白井 はつひ(6) このはなｼﾞｭﾆｱ 14.92

ﾐﾔﾉ ｺｺ 大　阪 ｾｷ ﾕｳｷ 奈　良

2 548 宮野 心(6) ひらかたＫＳＣ 14.35 2 565 積 友希(6) Kawai走愛RC 14.09

ｺｽﾞｶ ﾕｲﾅ 大　阪 ｻｶｲ ｱﾔﾊ 大　阪

3 531 小柄 由依菜(6) Ｊｕｍｐｉｎｇ　Ｇａｔｅ 13.98 3 550 阪井 彩葉(6) ど根性ひらかた 14.64

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｽﾞｻ 兵　庫 ｼﾓｼﾊﾞ ﾋｶﾙ 大　阪

4 555 藤原 梓(6) 加古川小 13.87 4 539 下芝 ひかる(6) 寝屋川陸上クラブ 14.98

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕｳ 和歌山 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾉ 兵　庫

5 561 中山 愛唯(5) 和歌山陸上クラブ 14.58 5 554 藤原 瞭希(6) 加古川RC 13.61

ｷﾉｼﾀ ﾋｶﾘ 大　阪 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｵ 大　阪

6 552 木下 ひかり(6) 泉州アップル 14.85 6 546 松本 璃央(6) Ｊｕｍｐｉｎｇ　Ｇａｔｅ 14.46

ﾔﾏﾑﾗ ｻｸﾗ 大　阪 ﾐﾅｶﾀ ﾓｱ 和歌山

7 545 山村 咲來(6) 陸王クラブ 14.77 7 559 南方 萌愛(5) 紀の国アスリートクラブ 14.96

ﾓﾘﾀ ﾅﾅ 和歌山 ﾅﾝﾊﾞ ｻﾎ 大　阪

8 560 森田 菜々(6) 有田JAC 14.89 8 549 難波 咲歩(6) 島本ジュニア陸上教室 14.36

ﾅｶﾞﾀ ﾐｻｷ 奈　良 ｵｵﾉ ﾓﾅ 大　阪

9 563 永田 実紗希(6) 三碓陸上クラブ 13.98 9 535 大野 萌奈(6) なにわJAC 14.63

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

ｶﾜﾓﾘ ﾋﾅ 大　阪 ｸﾗﾓﾄ ｻﾅﾊ 奈　良

1 547 河盛 姫愛(6) なにわJAC 14.50 1 562 熊本 真羽(6) 耳成南陸上クラブ 14.36

ｲﾏﾑﾗ ｱﾐ 大　阪 ｴﾉｷ ｶﾎ 大　阪

2 532 今村 亜実(6) ｺｽﾓAC 14.29 2 530 榎木 歌穂(6) HRJ 14.58

ｼｹﾞﾏﾂ ﾆｲﾅ 大　阪 ﾖｼﾓﾄ ﾐﾕｳ 大　阪

3 536 重松 仁菜(6) ひらかたＫＳＣ 14.78 3 542 吉本 実優(5) 大阪ﾌﾞﾗｽｶAC 14.58

ｲｽﾞﾐ ｶﾎ 大　阪 ｸｻﾉ ｻｴ 大　阪

4 551 和泉 夏帆(5) 吹田ジュニア 14.79 4 540 草野 紗英 吹田ジュニア 15.13

ｶﾒﾀﾞ ﾐｵ 大　阪 ﾔｽｲ ｺｺﾅ 大　阪

5 534 亀田 望央(6) ど根性ひらかた 14.00 5 541 安井 心々奈(6) 泉州アップル 14.44

ﾂﾙﾅｶﾞ ﾓﾓｶ 奈　良 ﾄｷ ｳﾀ 大　阪

6 564 鶴長 桃花(6) 三碓陸上クラブ 14.09 6 538 土岐 優音(6) 大阪スプリント 15.32

ﾅｶﾀ ﾒｲ 大　阪 ﾑｶｲ ﾙｶ 滋　賀

7 544 仲田 芽以(6) 豊中スキップ 16.76 7 553 向井 瑠海(6) 東近江陸上 13.67

ｲﾜｲ ﾕｳﾅ 和歌山 ﾄﾗﾀﾆ ﾚｲ 大　阪

8 558 岩井 優奈(6) 紀の国アスリートクラブ 14.59 8 543 虎谷 莉依(6) 島本ジュニア陸上教室 14.07

ｼﾐｽﾞ ﾘｱﾗ 兵　庫 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉｱ 兵　庫

9 556 清水 莉愛(6) 桜が丘小 14.00 9 557 藤本 希愛(6) 但馬AC 13.93


