
■公認の部　一般女子

チーム名 陸連登録名 意気込みコメント！ 選手1 選手2 選手3 選手4 選手5 選手6

1 石垣島アスリートクラブ 石垣島ｱｽﾘｰﾄ

南の島で小さい頃から一緒に走ってきた仲間と一緒に

国立競技場で走れることが楽しみです。

力を合わせて最高の走りができるようがんばります。

新里 真愛 入嵩西 穂 譜久嶺 心香 河手 伽乃 新谷 咲空 根間 海青

2 三好高校 三好
憧れの国立競技場で走れる喜びを胸に

チームベスト更新を目指します！
齋藤 羽花 尾形 瑞予 岸田 澪 石田 実来 矢頭 幸鈴 岡戸 優芽

3 レジェンズ ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ 神奈川で女子でリレーが組めるクラブチーム 小松 彩香 木本 美佐子 伴 佳恵 渡辺 彩香 南 沙佳 橋元 彩楓

4 上尾４人娘 上尾市陸協

埼玉県の小学生陸上クラブ「上尾ジュニア陸上クラブ」で出会った４人。

個々の努力と、強いチームワークで昨年の小学生ランキング１位のタイムを記録しました。

その記録を更に更新しようと臨むはずだった小学生最後の大会は、コロナウィルス蔓延で中止と

なってしまいました。 それぞれ別々の中学校に進んだ４人が、あの時の続きのために再結成。

私たちの新記録を目指します！

細田 侑杏 奥澤 晴 蜂屋 詩乃 熊田 莉穂

5 千葉大 千葉大

千葉大学陸上競技部です！

 シーズンベスト・関東インカレ標準突破を目指して走ります。

 応援よろしくお願いします！ Always Aim Higher！！！

西﨑 夏芽 荻原 愛花 大崎 怜夏 助川 嘉音 菅原 由莉 大橋 怜奈

6 東女体大 東京女子体育大 頑張ります！ 岩本 真菜 渡辺 琉希愛 飯田 光咲 石嶺 真鈴 中本 葵 岸本 優美

7 豊岡高α 豊岡

創立102年目の豊岡高校。今年は4×400mRでインターハイにも

出場しました。αチームは、1・2年生のみのフレッシュな

メンバーで元気に走ります！

梶 心菜 サイグサ ヒカリ美咲 大野 詩織 大野 詩織 村山 海琴 石森 花梨

8 豊岡高β 豊岡

創立102年目の豊岡高校。

卒業生は東京オリンピック(男子4×400ｍR)にも出場しました。

βチームのメンバーは3年生のみ。インターハイの4×400mRにも出場しました。

憧れの国立で仲間とともに楽しく走り、良い思い出にします。

三橋 陽菜 吉永 葉月 遠藤 彩華 藤咲 心菜 田口 彩葉 圷 真矢

9 同志社大 同志社大 大学記録の更新を目指しています！！！ 中尾 玲 柳澤 祐衣 黄瀬 蒼 谷 奈美 小丸 碧 柴田 博冬菜

10 大阪国際大学 大阪国際大
フレッシュなチームです．

チームベストを目指して一丸となって頑張ります！
前田 朱音 郡山 月花 梅田 沙樹 堀川 今日子 田中 絵理 松金 里奈

11 志木高　女子 志木
国立を走れる喜びを噛み締めてがんばります。

目指せチームベスト！
小林 愛実 牧野 伶奈 鈴木 真菜香 宮川 杏子 古屋 乃愛

12 UNITE ＵＮＩＴＥ

埼玉県のクラブチームです。

一緒に陸上やりたい方募集しています！

一緒に楽しく走りましょう！

野平 楓 西村 琴葉 田中 澪希 橋本 真由 千田 みずほ 野平 梓

13 朝霞高校陸上競技部女子チーム 朝霞 日々感謝！ 樗澤 優菜 木檜 空 伊藤 日色 菊地 惺菜 塚越 優美花

14 園田学園高等学校 園田 明るく元気なチームです。 藤原 かれん 吉田 江梨花 谷口 璃奈 中尾 柚希 小西 流月 島田 幸羽

15 伊万里中学校 伊万里
小学校から一緒のメンバーです。

皆で走る中学校最後のリレーです。
仁部 紗也夏 前田 優海 差形 心悠 多田 彩乃 堀田 愛心

16 大阪府立摂津高等学校 摂津 想いを行動に 松山 奈穂 吉村 綺恵 谷口 奈楽 向井 百花 鈴木 里菜 中濱 花歩

17 至学館高校 至学館

2025年に国立競技場で開催される世界陸上選手権大会で走ることを目標に日々練習を

頑張っています。この大会で走ることによって、さらに現実味を持たせそれぞれの

目標に向かって頑張ってもらいたいと思い今回エントリーさせていただきました。

やる気元気はとてもあり、笑顔が素敵な子たちです！

今後の陸上競技人生のためにもぜひ、よろしくお願い致します。

加藤 涼音 鈴木 虹葉 鈴木 咲葉 佐藤 俐有 坂井 寿々 高橋 沙季

18 入間藤沢B 入間藤沢 埼玉県入間市の中学校の陸上部です 本橋 友結 原山 響 阿部 陽花 小林 まりあ 竹内 璃子

19 i-Link アイリンク いくつになっても元気に楽しく！ 安齊 理沙 上田 美紗子 遠藤 友理 望月 麻美 市田 叶美

20 ゆめおりAC ゆめおりＡＣ ゆめおり絆のバトンパスに注目してください！ 本多 紗季 荒井 英 熊谷 采香 川口 心花 内山 ソニア 山内 うた

21 ハピネスA.C 春日部東 憧れの国立競技場でベストタイムを目指して爆走します！ 池田 栞子 髙橋 希心 小峰 梨緒 遠山 あん 小林 心澄 山本 柚希

22 流通経済大学付属柏高等学校 流経大柏 チームベスト出るよう頑張ります 藤榮 遥 楠本 若葉 松田 萌夏 平井 美結 吉野 舞桜

23 入間藤沢A 入間藤沢 埼玉県入間市の中学校陸上部です。 岩切 澪月 水谷 風花 北 琉花 杉下 花陽 遠藤 瑠夏

24 宮崎住吉中陸上部 住吉

宮崎県からのエントリーです。東京オリンピック・パラリンピックで多くの

感動が生まれたこの国立競技場で、私たちも走ることができてワクワクして

います。新チームの記録の更新を目指しバトンを繋ぎます。

宮園 彩歌 古田 妃菜 西村 心都 清水 唯衣 温水 萠日 八田 徠未

25 大阪成蹊大学 大阪成蹊大 46秒51 高橋 茉柚 菅原 真桜 福田 七海 黒田 結生 石田 悠月 山根 千歩

26 Bloom PJT Bloom 筋肉は裏切らない 小倉 緑風 小佐々 光 八木 涼樺 中村 優香

※ナンバーは、ランキング（持ち記録順）ではありません。

※スタートリストは大会が近づきましたら、特設サイトへ掲載いたします。

みんなでつなごうリレーフェスティバル2022

公認の部（一般 女子4×100mR）エントリーリスト　9/9更新

※9/8掲載のエントリーリストの選手名に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。



■公認の部　一般男子

チーム名 陸連登録名 意気込みコメント！ 選手1 選手2 選手3 選手4 選手5 選手6

1 愛知県立三好高等学校 三好
1、2年生チームで41秒台を目指します。

憧れの舞台でチームベストを更新！
西屋 太雅 ペニーラ アンドルウ 日髙 嘉恩 川島 孝史 髙橋 洸将 上野 靖起

2 石垣島アスリートクラブ 中学男子 石垣島ｱｽﾘｰﾄ
南の島で小さい頃から一緒に走ってきた仲間と

国立競技場で沖縄県中学校記録43秒36に本気で挑戦!!
川島 修斗 漢那 憲之介 齊藤 青 比嘉 紫凰 前底 大翔 野原 悠太郎

3 SKDAccelSTAC STAC チーム夢の島 天方 洋介 松葉 優 松本 雄二郎 鈴木 康平 山下 和也 北條 雄基

4 CHIBA UNIV. 千葉大

千葉大学陸上競技部です! こちらのチームは、学部生4年生の

ラストリレー！4年間の集大成になります。 目標は、千葉大学記録

 40秒台目指して頑張ります！！！ Always Aim Higher!!!

浜山 純一 黒田 雄太 安永 雄貴 長谷川 迅平 須藤 佳春 行德 玲

5 SRC男子Aチーム ＳＲＣ チーム一丸となって走ります！ 関根 大樹 杉本 崇 藤田 公平 笠原 浩樹

6 千葉マスターズM45 SHOIN おじさんチーム 古澤 賢一郎 池崎 靖夫 廣 貴久 関 卓也 小田 虎賢

7 青杉ACチーム 青山学院 青山学院＆杉並高校のコラボメンバー 余 樹莉王 成田 航輝 屋代 海瑠 門脇 智弥 新 大輝 山田 裕己

8 永福学園 永福学園 最後までバトンをつなぎましょう。 井川 智貴 眞田 力 渡邉 優太 中口 朝斐 武井 翠蓮 越前谷 航

9 SRC男子Bチーム 第二南砂 チーム一丸で走ります！ 水澤 勇仁 鴉越 太心 小山 亮介 渡辺 譲二 長塚 立樹

10 千葉大学 千葉大

千葉大学陸上競技部です。 こちらは、学部生1・2・3年生の

メンバー構成になります。 来年の関東インカレに繋がる走りを

していきたいです。 Always Aim Higher‼︎

吉村 秀太 松永 晴輝 岡崎 優一郎 中田 恵介 池田 青 渡邊 賢

11 豊岡高Ａ 豊岡

創立102年目の豊岡高校。卒業生は東京オリンピック

(男子4×400mR）にも出場しました。Ａチームのメンバーは

1・2年生のみ。遠慮することなく、ガツガツ行きます！

島田 大雅 上田 麗音 土屋 将哉 小寺 翔真 羽山 歩 阿達 優

12 豊岡高Ｂ 豊岡

創立102年目の豊岡高校。卒業生は東京オリンピック

(男子4×400ｍR)にも出場しました。Bチームのメンバーは3年生のみ。

憧れの国立で仲間とともに楽しく走り、良い思い出にします。

桝田 光琉 安谷屋 秀喜 森 恵太 高橋 大斗 福岡 明寿香 松尾 地大

13 群大TF荒牧クラブ 群大TF荒牧

群馬の社会人陸上競技チームです！

メンバーは医師と教師と作業療法士、仕事と競技を両立して

高みを目指しています！ 私達の走りをとくとご覧あれ！

大石 浩貴 小倉 篤人 横山 尚明 瀬田 博貴 橋本 章吾

14 同志社大B 同志社大 大学記録の更新を目指しています！！ 上村 駿介 野﨑 龍海 澤田 翔平 山口 大凱 二村 草輔 藤居 儀史

15 同志社大A 同志社大 大学記録の更新を目指しています！！！ 伊藤 大和 岩堀 剛己 小倉 舞大 杤岡 武奎 河野 彰真 岩本 憲明

16 大阪国際大学B 大阪国際大
ベテランチーム得意のアンダーハンドパスで

最高のレースをします！！
藤田 将史 林原 諒汰 丸山 翼 早川 流星 中間 雅人 廣野 温大

17 朝霞高校陸上競技部 朝霞
埼玉の朝霞高校です！

高橋先生ベスト出すのでみててください！
上野 誉 鈴木 克瑠 橋本 翔 奥住 成樹 堀江 禮司

18 大阪国際大学A 大阪国際大 39秒台を目指して頑張ります！ 辻中 悠河 杉田 想一郎 山本 稔太 二井 悠太 阪口 颯良 陶 康平

19 AGX AGX
全日本実業団などの大会に出場実績があります、

是非とも参加させていただきたいです!宜しくお願いします！
日下部 智久 若林 尭之 武田 康平 内野 隆 谷川 友希

20 Runway Runway

静岡県伊東市で活動しているクラブチームです。

小学生〜大人までを対象にした陸上教室を行っています。

今日は中学生チームでバトンを繋ぎます。

加来 涼真 稲木 汰志 橋場 蒼空 片山 星那 荒井 アジア

21 志木高　男子 志木 国立を走れるなんて最高です。チームベストを目指します！ 八木橋 智 西野 祥悟 岸 尚輝 吉田 朱里 細沼 翔太

22 用賀中学校 世田谷用賀
小学校からの幼馴染4人組がリレーで全国大会目指して

日々切磋琢磨しながら練習に励んでいます！
古屋 瑛太 山下 春宜 明光 真寛 内野 晴太

23 城西高校 城西 1年生チームで勝負だ！！ 杉山 礼 高沼 幸太 所 大空 戸島 新 山﨑 天心 山田 空駕

24 秀明大学 秀明大 秀明大学陸上競技部です！ よろしくお願いします！ 黒川 徹哉 鴨志田 廉 眞部 優寿 小林 颯太 菅谷 陸 下中 琉斗

25 ブルーマウンテン 昭和電工 生涯現役・打倒現役 佐藤 大志 吉田 知央 田口 智久 赤城 健太

26 加茂川 加茂川中 がんばります 三木 有論 平山 巧 加納 悠有 谷 起碩

27 TeamUru 磐田北
全員10秒で走ります！ 四継でインハイ出場者もいます！！

全力で県高校記録狙って全力で頑張ります！ Vamos！！
佐藤 翔空 大山 瑠維 安藤 翔和 増田 拓実

※ナンバーは、ランキング（持ち記録順）ではありません。

※スタートリストは大会が近づきましたら、特設サイトへ掲載いたします。

みんなでつなごうリレーフェスティバル2022

公認の部（一般 男子4×100mR）エントリーリスト　9/9更新

※9/8掲載のエントリーリストの選手名に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。


