
コンディション情報

大会総務 平塚 和則 トラック審判長 中島 剛

招集所審判長 鈴木 美代子

日付 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(ｍ/s)

2022/10/01 10:45 晴 24.0 68.0 東南東 0.1

11:00 晴 24.0 68.0 西南西 0.1

12:00 晴 25.0 61.0 北 0.4

13:00 晴 25.5 58.0 北 0.1

14:00 晴 26.0 55.0 西北西 0.3

15:00 晴 26.0 58.0 北 0.4

16:00 晴 26.0 55.0 北 0.1

17:00 晴 26.0 55.0 南南西 0.1

2022/10/02 10:30 晴 25.0 54.0 南南東 0.7

11:00 晴 25.0 51.0 西南西 0.2

12:00 晴 26.5 47.0 東北東 0.4

13:00 晴 26.5 46.0 南西 0.1

14:00 晴 27.5 43.0 北北西 0.2

15:00 晴 27.0 43.0 南南東 0.3

16:00 晴 27.0 43.0 南南西 0.1

17:00 晴 26.5 46.0 南西 0.1
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ト ラ ッ ク 審 判 長 中島 剛

ス タ ー ト 審 判 長 関 隆史

招 集 所 審 判 長 鈴木 美代子

記 録 主 任 蒲牟田 和彦

日付 種目

兵　庫 41.38 千　葉 41.39 埼　玉 41.55 北海道 41.64 三　重 41.76 愛　知 41.81 静　岡 41.82 大　阪 41.90

萩原　慧(3) 篠原　輝(3) 藤﨑　怜(3) 西川　飛翔(3) 鈴木　絢世(3) 中島　悠太(3) 髙橋　飛雄 矢田　篤志(2)

丸井　蒼空(3) ハッサン　アイマン(3) 原田　勇吹(3) 三輪　絋大(3) 粟飯原　圭吾(1) 巻口　周平(3) 間木　悠喜(3) 安川　飛翔(3)

安藤　光惺(3) 合田　翔空(3) 平島　陽向(3) 石田　正龍(3) 竹下　諒(3) 内藤　翔真(3) 畑島　優有朋 林　孝太郎(3)

山本　柊希(3) 小山　広大(3) 三上　大知(3) 舛田　快理(3) 木田　充海(3) 小野　真大(3) 松下　颯良(3) 山咲　雄大(3)

大阪国際大学A 40.28 同志社大A 41.02 ブルーマウンテン 41.56 大阪国際大学B 41.67 同志社大B 42.00 SKDAccelSTAC 42.09 城西高校 42.11 愛知県立三好高等学校 42.31

阪口 颯良 伊藤 大和 赤城 健太 早川 流星 上村 駿介 山下 和也 山田 空駕 川島 孝史

二井 悠太 岩堀 剛己 佐藤 大志 丸山 翼 野﨑 龍海 天方 洋介 杉山 礼 西屋 太雅

山本 稔太 小倉 舞大 田口 智久 藤田 将史 藤居 儀史 鈴木 康平 高沼 幸太 ペニーラ アンドルウ

辻中 悠河 杤岡 武奎 吉田 知央 林原 諒汰 二村 草輔 松本 雄二郎 戸島 新 日髙 嘉恩

10月2日 一般男子4X100mR

みんなでつなごうﾘﾚｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2022 【22500244】 
国立競技場 【131040】 
2022/10/01 ～ 2022/10/02

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月2日 U16男子4X100mR



ト ラ ッ ク 審 判 長 中島 剛

ス タ ー ト 審 判 長 関 隆史

招 集 所 審 判 長 鈴木 美代子

記 録 主 任 蒲牟田 和彦

日付 種目

北海道 46.81 広　島 46.97 埼　玉 46.99 岐　阜 47.01 千　葉 47.10 群　馬 47.39 大　阪 47.59 高　知 47.66

山崎　心愛(3) 三好　菜々美(3) 遠山　あん(2) 森　沙也香(1) 佐々木　柚夏(3) 藤村　妃南(3) 大野　心愛(3) 大石　夕月(1)

丸山　彩華(3) 三好　美羽(1) 小林　心澄(3) 樹山　由來(1) 奈良　和奏(3) 小田島　美恩(3) 大前　陽菜乃(3) 岡林　沙季(3)

丸山　心優(3) 下見　釉乃(2) 髙橋　祐生弥 三好　心実(3) 磯部　明音(3) 西村　風月(2) 森川　亜恵(3) 岡林　結衣(1)

槙　涼奈(3) 松本　真奈(3) 田中　里歩(3) 市原　奈那(3) 坂田　涼音(3) 成澤　柚日(3) 門口　加歩(3) 横山　穂乃翔(3)

大阪成蹊大学 46.90 東京女子体育大 47.83 園田学園高等学校 48.06 同志社大 48.84 大阪府立摂津高等学校 49.21 ゆめおりAC 49.88 千葉大 50.08 UNITE 50.13

高橋 茉柚 飯田 光咲 小西 流月 柴田 博冬菜 吉村 綺恵 本多 紗季 大崎 怜夏 野平 楓

黒田 結生 岸本 優美 谷口 璃奈 黄瀬 蒼 松山 奈穂 荒井 英 荻原 愛花 西村 琴葉

福田 七海 岩本 真菜 中尾 柚希 谷 奈美 向井 百花 熊谷 采香 西﨑 夏芽 田中 澪希

菅原 真桜 石嶺 真鈴 吉田 江梨花 中尾 玲 鈴木 里菜 川口 心花 助川 嘉音 橋本 真由

10月2日 一般女子4X100mR

みんなでつなごうﾘﾚｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2022 【22500244】
国立競技場 【131040】
2022/10/01 ～ 2022/10/02

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

10月2日 U16女子4X100mR



ト ラ ッ ク 審 判 長 中島 剛

ス タ ー ト 審 判 長 関 隆史

招 集 所 審 判 長 鈴木 美代子

記 録 主 任 蒲牟田 和彦

日付 種目

JAPAN B 49.23 JAPAN A 49.82 AC・KITA 59.59 SRC 1:03.06

佐々木 真菜(T13) 山路 喬哉(T12) 花牟禮 潔(T13) 水澤 奈音(T11)

三本木 優也(T45) 髙桑 早生(T64) 階戸 健太(T47) 三須 穂乃香(T47)

松本 武尊(T36) 高松 佑圭(T38) 吉川 琴美(T37) 冨永 晃平(T37)

村岡 桃佳(T54) 生馬 知季(T54) 吉田 彩乃(T34) 山田 佳弘(T33)

6位 7位 8位

10月2日 4X100m ユニバーサルリレー

みんなでつなごうﾘﾚｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2022 【22500244】 
国立競技場 【131040】 
2022/10/01 ～ 2022/10/02

1位 2位 3位 4位 5位



U16男子4X100mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

10月1日 11:30 予　選

10月2日 16:50 決　勝

予　選　6組0着＋8

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 7 埼　玉 65 藤﨑　怜(07) ﾌｼﾞｻｷ ﾚｲ 41.74 1 4 茨　城 48 古矢　武蔵(07) ﾌﾙﾔ ﾑｻｼ 42.22

63 原田　勇吹(07) ﾊﾗﾀﾞ ｲﾌﾞｷ q 43 黒澤　諒介(07) ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳｽｹ

64 平島　陽向(07) ﾋﾗｼﾏ ﾋｭｳｶﾞ 0.208 46 庄司　蓮(08) ｼｮｳｼﾞ ﾚﾝ 0.201

66 三上　大知(08) ﾐｶﾐ ﾀﾞｲﾁ 47 藤原　悠雅(08) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｶﾞ

2 4 岩　手 15 藤島　蓮汰(07) ﾌｼﾞｼﾏ ﾚﾝﾀ 42.14 2 5 青　森 11 佐藤　藍斗(07) ｻﾄｳ ｱｲﾄ 42.41

18 山本　海璃(07) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾘ 7 石田　大虎(07) ｲｼﾀ ﾀｲｶﾞ

13 岩渕　亘(07) ｲﾜﾌﾞﾁ ｺｳ 0.165 10 葛原　威吹(07) ｸｽﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 0.196

16 松本　塁(07) ﾏﾂﾓﾄ ﾙｲ 9 大渕　凛之介(08) ｵｵﾌﾞﾁ ﾘﾝﾉｽｹ

3 5 山　形 33 佐藤　譲治(07) ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 42.76 3 6 福　井 115 木村　晄(08) ｷﾑﾗ ｺｳ 42.64

31 阿部　侑平(08) ｱﾍﾞ ﾕｳﾍｲ 118 長戸　楽心(07) ﾅｶﾞﾄ ｶﾞｸｼﾝ

32 伊藤　啓翔(07) ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 0.216 120 安野　天翔(07) ﾔｽﾉ ﾀｶﾄ 0.191

34 鈴木　徠斗(07) ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ 119 松木　陽達(07) ﾏﾂｷ ﾊﾙﾄ

4 3 佐　賀 245 平山　友翔(07) ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ 42.85 4 9 山　口 209 福永　叶人(08) ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾅﾄ 42.66

246 村上　純大(07) ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 208 中村　遥斗(07) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ

243 鶴田　悠力(07) ﾂﾙﾀﾞ ﾕｳﾘ 0.182 206 大下　瑛太(07) ｵｵｼﾀ ｴｲﾀ 0.171

242 樫野　太志(07) ｶｼﾉ ﾀｲｼ 210 古永　健志(07) ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀｹｼ

5 9 香　川 215 藤澤　友大(07) ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 42.93 5 2 長　野 99 垣内　友仁(07) ｶｷｳﾁ ﾄﾓﾋﾄ 42.67

214 中岡　陽太(07) ﾅｶｵｶ ﾋﾅﾀ 102 依田　惺那(07) ﾖﾀﾞ ｾﾅ

213 建石　竜之介(08) ﾀﾃｲｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 0.176 101 美齊津　岳(07) ﾐｻｲﾂﾞ ｶﾞｸ 0.186

211 大久保　優心(08) ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｼﾝ 98 江間　諒太郎(07) ｴﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ

6 6 鳥　取 184 松岡　泰佑(08) ﾏﾂｵｶ ﾀｲｽｹ 44.44 6 8 徳　島 219 町口　温暉(07) ﾏﾁｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 42.98

181 川戸　皓介(07) ｶﾜﾄ ｺｳｽｹ 220 宮崎　克希(07) ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾂｷ

182 西山　想(07) ﾆｼﾔﾏ ｿｳ 0.200 222 矢野　陽向(07) ﾔﾉ ﾋﾅﾀ 0.192

183 前田　渉吾(07) ﾏｴﾀ ｼｮｳｺﾞ 221 森　悠偉(07) ﾓﾘ ﾕｲ

8 岐　阜 141 河原　良真(07) ｶﾜﾊﾗ ﾘｮｳﾏ DNF 3 高　知 233 宗石　直樹(07) ﾑﾈｲｼ ﾅｵｷ DQ,R2

143 近藤　駈(07) ｺﾝﾄﾞｳ ｶｹﾙ 229 佐野　颯斗(07) ｻﾉ ﾊﾔﾄ

140 大野　和真(07) ｵｵﾉ ｶｽﾞﾏ 232 宮本　悠人(07) ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾄ

144 山下　誓己(07) ﾔﾏｼﾀ ｾﾅ 234 山本　健翔(08) ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ

7 島　根 189 野田　小獅郎(08) ﾉﾀﾞ ｺｼﾞﾛｳ DNF

187 石飛　洸人(07) ｲｼﾄﾋﾞ ﾋﾛﾄ

190 松﨑　琉惺(08) ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ

191 向井　陽人(07) ﾑｶｲ ｱｷﾄ

3組 4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 北海道 3 西川　飛翔(07) ﾆｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 42.12 1 2 千　葉 70 篠原　輝(07) ｼﾉﾊﾗ ﾋｶﾙ 42.00

6 三輪　絋大(07) ﾐﾜ ｺｳﾀﾞｲ q 71 ハッサン　アイマン(07) ﾊｯｻﾝ ｱｲﾏﾝ q

1 石田　正龍(07) ｲｼﾀﾞ ｾｲﾘｭｳ 0.155 67 合田　翔空(08) ｱｲﾀﾞ ﾄｱ 0.184

5 舛田　快理(07) ﾏｽﾀﾞ ｶｲﾘ 69 小山　広大(07) ｺﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ

2 2 新　潟 93 島田　雄平(07) ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 42.42 2 5 愛　知 131 中島　悠太(07) ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾀ 42.11

94 曾山　蒼生(08) ｿﾔﾏ ｿｳｷ 132 巻口　周平(07) ﾏｷｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ q

95 早津　遙斗(08) ﾊﾔﾂ ﾊﾙﾄ 0.170 130 内藤　翔真(07) ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 0.180

96 宮村　温(07) ﾐﾔﾑﾗ ﾊﾙ 127 小野　真大(07) ｵﾉ ﾏﾋﾛ [42.107]

3 3 栃　木 50 小須賀　優(07) ｺｽｶﾞ ﾏｻﾙ 42.44 2 9 三　重 137 鈴木　絢世(07) ｽｽﾞｷ ｹﾝｾｲ 42.11

52 鷹箸　颯太(07) ﾀｶﾉﾊｼ ｿｳﾀ 133 粟飯原　圭吾(07) ｱｲﾊﾗ ｹｲｺﾞ q

51 佐藤　空河(07) ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ 0.186 138 竹下　諒(07) ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳ 0.150

53 山口　潤希也(07) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｷﾔ 135 木田　充海(07) ｷﾀﾞ ｱﾂﾐ [42.107]

4 9 岡　山 198 山本　淳登(08) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾄ 42.55 4 6 群　馬 58 佐藤　裕生(07) ｻﾄｳ ﾕｳｷ 42.43

193 大西　立空(07) ｵｵﾆｼ ﾘｸ 56 岡田　壮真(08) ｵｶﾀﾞ ｿｳﾏ

196 垂井　海月(07) ﾀﾙｲ ﾐﾂﾞｷ 0.187 59 勅使川原　海斗(07) ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｶｲﾄ 0.199

194 岡村　涼佑(07) ｵｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ [42.546] 60 中山　広海(07) ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾐ

5 7 宮　崎 269 山﨑　歩夢(07) ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾕﾑ 43.12 5 8 鹿児島 272 新川床　知樹(07) ｼﾝｶﾜﾄｺ ﾄﾓｷ 42.75

268 松山　直人(08) ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵﾄ 275 安田　夢雄生(08) ﾔｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

265 大城　直也(08) ｵｵｼﾛ ﾅｵﾔ 0.156 273 西重　歩(08) ﾆｼｼｹﾞ ｱﾕﾑ 0.206

266 木下　蒼大(07) ｷﾉｼﾀ ｿｳﾀ 271 井上　結太郎(08) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ

6 6 沖　縄 280 比嘉　駿(07) ﾋｶﾞ ｼｭﾝ 43.72 6 7 広　島 203 佐藤　蓮(07) ｻﾄｳ ﾚﾝ 42.77

281 平田　瑛大(07) ﾋﾗﾀ ｴｲﾄ 204 渡邊　隆喜(07) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷ

278 照屋　礼(07) ﾃﾙﾔ ﾚｲ 0.226 200 片原　凛太朗(07) ｶﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 0.178

277 小賦　琉太郎(07) ｵﾌﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 202 佐藤　響太(07) ｻﾄｳ ｷｮｳﾀ

7 4 大　分 261 荒川　諒(07) ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳ 43.82 7 3 長　崎 247 安藤　直哉(07) ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 43.63

259 相澤　孝介(07) ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 249 齋藤　颯太(07) ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ

262 冨田　遥希(08) ﾄﾐﾀ ﾊﾙｷ 0.149 251 椿山　皓太(07) ﾂﾊﾞｷﾔﾏ ｺｳﾀ 0.146

260 足立　翼(08) ｱﾀﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 248 楠田　大翔(07) ｸｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ

8 5 宮　城 23 竹内　貴継(09) ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾂｸﾞ 44.14 8 4 神奈川 79 久保　怜唯(08) ｸﾎﾞ ﾚｲ 44.30

22 清水　玲臣(07) ｼﾐｽﾞ ﾚｵ 82 中村　凌(07) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ

21 佐々木　柚太(08) ｻｻｷ ﾕｳﾀ 0.212 84 松島　春樹(08) ﾏﾂｼﾏ ﾊﾙｷ 0.188

20 小山　秀悟(07) ｵﾔﾏ ｼｭｳｺﾞ 83 野田　俊彦(08) ﾉﾀﾞ ﾄｼﾋｺ

凡例  DNF:途中棄権 q:記録による通過者 DQ:失格 R2:(TR24.7)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



U16男子4X100mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

10月1日 11:30 予　選

10月2日 16:50 決　勝

予　選　6組0着＋8

5組 6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 大　阪 161 矢田　篤志(08) ﾔﾀﾞ ｱﾂｼ 41.80 1 8 東　京 76 兒島　壮良(07) ｺｼﾞﾏ ｿﾗ 42.27

160 安川　飛翔(07) ﾔｽｶﾜ ﾂﾊﾞｻ q 77 﨑山　蒼空(08) ｻｷﾔﾏ ｿﾗ

158 林　孝太郎(07) ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 0.216 73 猪狩　悠人(07) ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾄ 0.177

162 山咲　雄大(07) ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ 75 小泉　優星(07) ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｾｲ

2 6 兵　庫 166 萩原　慧(07) ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲ 41.99 2 7 熊　本 256 白井　温(07) ｼﾗｲ ﾊﾙ 42.55

167 丸井　蒼空(08) ﾏﾙｲ ｿﾗ q 253 鎌田　翔太郎(07) ｶﾏﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ

163 安藤　光惺(07) ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 0.212 258 山口　蓮珠(08) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝｼﾞｭ 0.216

168 山本　柊希(07) ﾔﾏﾓﾄ ﾄｳｷ 255 島本　州(07) ｼﾏﾓﾄ ｼｭｳ [42.541]

3 2 静　岡 123 髙橋　飛雄(07) ﾀｶﾊｼ ﾋﾕｳ 42.07 3 6 和歌山 177 小川　幸輝磨(07) ｵｶﾞﾜ ｻｷﾄ 42.81

125 間木　悠喜(08) ﾏｷﾞ ﾕｳｷ q 176 岩井　晃成(07) ｲﾜｲ ｺｳｾｲ

124 畑島　優有朋(08) ﾊﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 0.178 180 福井　凱斗(07) ﾌｸｲ ｶｲﾄ 0.201

126 松下　颯良(07) ﾏﾂｼﾀ ｿﾗ 178 高垣　光汰(08) ﾀｶｶﾞｷ ｺｳﾀ

4 3 奈　良 174 山本　啓太(07) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 42.24 4 4 秋　田 29 藤嶋　寛隆(08) ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾀｶ 42.86

171 中島　悠太(07) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 28 高橋　音和(07) ﾀｶﾊｼ ﾄﾜ

173 原　駿翔(07) ﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 0.176 26 佐々木　大(07) ｻｻｷ ﾀﾞｲ 0.218

172 萩原　彪河(07) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋｭｳｶﾞ 30 本川　遥陽(07) ﾓﾄｶﾜ ﾊﾙｱｷ

5 7 福　島 38 草野　友樹(07) ｸｻﾉ ﾄﾓｷ 42.78 5 3 京　都 152 石田　崇人(07) ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾄ 42.87

39 小針　星砂(07) ｺﾊﾞﾘ ｾｲｻ 156 長尾　琥汰朗(07) ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ

42 西郡　亜蓮世(07) ﾆｼｺﾞｵﾘ ｱﾚﾝｾﾞ 0.235 155 永尾　魁成(07) ﾅｶﾞｵ ｶｲｾｲ 0.184

40 齋藤　正弥(07) ｻｲﾄｳ ﾏｻﾔ 153 植田　葉雨(07) ｳｴﾀﾞ ﾖｳ

6 9 石　川 109 岡崎　愛斗(07) ｵｶｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 43.66 6 2 山　梨 85 小野　聖哉(07) ｵﾉ ｼｮｳﾔ 43.62

111 佐野　司(08) ｻﾉ ﾂｶｻ 90 中山　翔吾(07) ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ

113 橋本　頼弥(07) ﾊｼﾓﾄ ﾗｲﾔ 0.196 86 河野　亜門(07) ｺｳﾉ ｱﾓﾝ 0.200

110 岡田　佳樹(07) ｵｶﾀﾞ ﾖｼｷ 88 鈴木　弘斗(07) ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ

4 福　岡 237 髙良　知寛(07) ｺｳﾗ ﾄﾓﾋﾛ DQ,R2 5 愛　媛 224 川本　一輝(07) ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞｷ DNF

235 池田　歩叶(07) ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾄ 227 松井　悠真(07) ﾏﾂｲ ﾕｳﾏ

240 山下　学仁(07) ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅﾄ 223 石井　斗輝(07) ｲｼｲ ﾄｷ

238 東　悠太(07) ﾋｶﾞｼ ﾕｳﾀ 226 畠中　寧樹(07) ﾊﾀｹﾅｶ ﾈｲｼﾞｭ

5 滋　賀 150 山本　悠一郎(08) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ DQ,R2 9 富　山 107 竹島　優斗(07) ﾀｹｼﾏ ﾕｳﾄ DNF

148 島田　絢都(08) ｼﾏﾀﾞ ｱﾔﾄ 108 渡辺　佑希(07) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ

149 森川　瑛太(07) ﾓﾘｶﾜ ｴｲﾀ 106 鈴木　万閃(08) ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾗ

147 北村　仁一朗(07) ｷﾀﾑﾗ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 104 伊藤　佑太(07) ｲﾄｳ ﾕｳﾀ

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 7 兵　庫 166 萩原　慧(07) ﾊｷﾞﾊﾗ ｹｲ 41.38

167 丸井　蒼空(08) ﾏﾙｲ ｿﾗ

163 安藤　光惺(07) ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 0.188

168 山本　柊希(07) ﾔﾏﾓﾄ ﾄｳｷ

2 6 千　葉 70 篠原　輝(07) ｼﾉﾊﾗ ﾋｶﾙ 41.39

71 ハッサン　アイマン(07) ﾊｯｻﾝ ｱｲﾏﾝ

67 合田　翔空(08) ｱｲﾀﾞ ﾄｱ 0.179

69 小山　広大(07) ｺﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ

3 5 埼　玉 65 藤﨑　怜(07) ﾌｼﾞｻｷ ﾚｲ 41.55

63 原田　勇吹(07) ﾊﾗﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

64 平島　陽向(07) ﾋﾗｼﾏ ﾋｭｳｶﾞ 0.215

66 三上　大知(08) ﾐｶﾐ ﾀﾞｲﾁ

4 3 北海道 3 西川　飛翔(07) ﾆｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 41.64

6 三輪　絋大(07) ﾐﾜ ｺｳﾀﾞｲ

1 石田　正龍(07) ｲｼﾀﾞ ｾｲﾘｭｳ 0.168

5 舛田　快理(07) ﾏｽﾀﾞ ｶｲﾘ

5 2 三　重 137 鈴木　絢世(07) ｽｽﾞｷ ｹﾝｾｲ 41.76

133 粟飯原　圭吾(07) ｱｲﾊﾗ ｹｲｺﾞ

138 竹下　諒(07) ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳ 0.176

135 木田　充海(07) ｷﾀﾞ ｱﾂﾐ

6 8 愛　知 131 中島　悠太(07) ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾀ 41.81

132 巻口　周平(07) ﾏｷｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ

130 内藤　翔真(07) ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 0.166

127 小野　真大(07) ｵﾉ ﾏﾋﾛ

7 9 静　岡 123 髙橋　飛雄(07) ﾀｶﾊｼ ﾋﾕｳ 41.82

125 間木　悠喜(08) ﾏｷﾞ ﾕｳｷ

124 畑島　優有朋(08) ﾊﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 0.188

126 松下　颯良(07) ﾏﾂｼﾀ ｿﾗ

8 4 大　阪 161 矢田　篤志(08) ﾔﾀﾞ ｱﾂｼ 41.90

160 安川　飛翔(07) ﾔｽｶﾜ ﾂﾊﾞｻ

158 林　孝太郎(07) ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 0.193

162 山咲　雄大(07) ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ

凡例  DNF:途中棄権 q:記録による通過者 DQ:失格 R2:(TR24.7)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



U16女子4X100mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

10月1日 10:45 予　選

10月2日 16:40 決　勝

予　選　6組0着＋8

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 埼　玉 66 遠山　あん(09) ﾄｵﾔﾏ ｱﾝ 47.19 1 3 茨　城 46 田村　夕(07) ﾀﾑﾗ ﾕｳ 48.44

63 小林　心澄(07) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞ q 45 関　杏奈(07) ｾｷ ｱﾝﾅ

64 髙橋　祐生弥(08) ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾐ 0.174 47 長洲　さら(08) ﾅｶﾞｽ ｻﾗ 0.186

65 田中　里歩(07) ﾀﾅｶ ﾘﾎ 43 海老沢　このみ(07) ｴﾋﾞｻﾜ ｺﾉﾐ

2 6 新　潟 96 田村　美桜(08) ﾀﾑﾗ ﾐｵ 47.68 2 7 島　根 190 金子　映(07) ｶﾈｺ ﾊﾕﾙ 48.49

95 髙橋　和夏葉(07) ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾊﾞ 188 江角　和華(07) ｴｽﾐ ﾜｶ

91 明田川　心来(07) ｱｹﾀｶﾞﾜ ﾐｸﾙ 0.170 191 永岡　璃紗(08) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｻ 0.191

92 江田　はつみ(07) ｴﾀﾞ ﾊﾂﾐ 187 岩本　夏姫(07) ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ

3 4 静　岡 121 木下　絢菜(08) ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾅ 47.96 3 6 栃　木 53 高橋　愛茉(07) ﾀｶﾊｼ ｴﾏ 48.69

126 松岡　典子(07) ﾏﾂｵｶ ﾉﾘｺ 52 櫻岡　和佳奈(07) ｻｸﾗｵｶ ﾜｶﾅ

124 杉本　紗菜(07) ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾅ 0.182 50 荒井　結梨(08) ｱﾗｲ ﾕﾘ 0.213

123 小池　雛(07) ｺｲｹ ﾋﾅ 49 安島　向日葵(07) ｱｼﾞﾏ ﾋﾏﾘ

4 9 石　川 114 船本　美優(08) ﾌﾅﾓﾄ ﾐﾕ 47.97 4 9 山　形 33 佐藤　遥(08) ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 48.86

111 清水　あさみ(07) ｼﾐｽﾞ ｱｻﾐ 34 佐藤　美咲(07) ｻﾄｳ ﾐｻｷ

109 石本　愛佳(08) ｲｼﾓﾄ ｱｲｶ 0.147 35 武口　蓮音(08) ﾀｹｸﾞﾁ ﾚﾉﾝ 0.194

113 橋本　蒼衣(09) ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 32 齊藤　杏奈(07) ｻｲﾄｳ ｱﾝﾅ [48.857]

5 8 長　野 102 矢島　柚那(07) ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 48.02 5 5 徳　島 221 藤井　満月(07) ﾌｼﾞｲ ﾐﾂﾞｷ 49.01

98 竹田　萌ノ花(07) ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 219 楠　結季(08) ｸｽﾉｷ ﾕｷ

97 大熊　杏美(07) ｵｵｸﾏ ｱﾐ 0.175 220 古林　凛乃(07) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾉ 0.211

101 宮澤　希(08) ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 218 木下　晏里(07) ｷﾉｼﾀ ｱﾝﾘ

6 7 佐　賀 241 石竹　唯(07) ｲｼﾀｹ ﾕｲ 48.86 6 4 福　井 115 河野　ゆら(08) ｺｳﾉ ﾕﾗ 49.69

246 松村　那奈(07) ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾅ 116 笹原　愛理(07) ｻｻﾊﾗ ｱｲﾘ

242 北郷　愛実(08) ｷﾀｺﾞｳ ﾏﾅﾐ 0.195 118 西出　結香(10) ﾆｼﾃﾞ ﾕｲｶ 0.173

244 中村　優亜(08) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｱ [48.860] 117 中山　舞香(08) ﾅｶﾔﾏ ﾏｲｶ

7 3 三　重 137 三輪　はな(07) ﾐﾜ ﾊﾅ 49.41 7 2 神奈川 82 棚田　恵愛(07) ﾀﾅﾀﾞ ｴｱ 50.83

138 山本　真央(07) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ 81 喜多　桜子(07) ｷﾀ ｻｸﾗｺ

133 倉井　彩羽(08) ｸﾗｲ ｻﾜ 0.195 80 桴谷　莉央(07) ｲｶﾀﾆ ﾘｵ 0.245

135 西嶋　和奏(07) ﾆｼｼﾞﾏ ﾜｶﾅ 79 相川　美羽(07) ｱｲｶﾜ ﾐｳ

8 岩　手 18 古舘　歩奈(07) ﾌﾙﾀﾞﾃ ｱﾕﾅ DQ,R2

14 工藤　玲七(07) ｸﾄﾞｳ ﾚｲﾅ

13 石川　瑞稀(07) ｲｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ

17 藤澤　望愛(07) ﾌｼﾞｻﾜ ﾉｱ

3組 4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 広　島 201 三好　菜々美(07) ﾐﾖｼ ﾅﾅﾐ 46.97 1 8 岐　阜 144 森　沙也香(07) ﾓﾘ ｻﾔｶ 47.16

202 三好　美羽(09) ﾐﾖｼ ﾐﾜ q 140 樹山　由來(07) ｷﾔﾏ ﾕﾗ q

199 下見　釉乃(08) ｼﾓﾐ ﾕﾉ 0.178 143 三好　心実(07) ﾐﾖｼ ｺｺﾐ 0.195

200 松本　真奈(07) ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 139 市原　奈那(07) ｲﾁﾊﾗ ﾅﾅ

2 3 和歌山 180 保田　美羽(07) ﾔｽﾀﾞ ﾐｳ 47.71 2 7 高　知 229 大石　夕月(07) ｵｵｲｼ ﾕﾂﾞｷ 47.30

178 松本　彩生(07) ﾏﾂﾓﾄ ｱｲ 230 岡林　沙季(07) ｵｶﾊﾞﾔｼ ｻｷ q

179 森本　琥海(08) ﾓﾘﾓﾄ ｺｳﾐ 0.225 231 岡林　結衣(09) ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 0.181

176 橋本　みやび(08) ﾊｼﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 234 横山　穂乃翔(07) ﾖｺﾔﾏ ﾎﾉｶ [47.294]

3 4 愛　媛 228 宮崎　愛海(07) ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲﾐ 47.73 3 4 愛　知 129 佐藤　那有(09) ｻﾄｳ ﾅﾕ 47.59

225 河野　由奈(07) ｺｳﾉ ﾕﾅ 128 坂本　茜(07) ｻｶﾓﾄ ｱｶﾈ

227 星野　みらい(07) ﾎｼﾉ ﾐﾗｲ 0.191 131 時任　陽菜(07) ﾄｷﾄｳ ﾋﾅ 0.160

224 菊池　陽菜乃(07) ｷｸﾁ ﾋﾅﾉ 132 山本　遥(07) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ

4 9 奈　良 174 山﨑　日陽(07) ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅ 48.18 4 2 熊　本 258 中村　朱莉(08) ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 47.77

171 髙木　ハナコ(07) ﾀｶｷﾞ ﾊﾅｺ 255 佐藤　鈴音(08) ｻﾄｳ ﾘｵﾝ

170 大西　陽愛(07) ｵｵﾆｼ ﾋﾅﾘ 0.183 253 牛島　未來(08) ｳｼｼﾞﾏ ﾐﾗｲ 0.176

169 市川　遥南(07) ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾅ 256 佐美三　ひなた(07) ｻﾐｿ ﾋﾅﾀ

5 6 香　川 213 福家　梓(08) ﾌｹ ｱｽﾞｻ 48.77 5 5 京　都 152 岩出　麻央(08) ｲﾜﾃﾞ ﾏｵ 48.41

216 武藤　心温(08) ﾑﾄｳ ﾐｵﾝ 151 今井　凛々心(08) ｲﾏｲ ﾘﾘﾅ

215 美濃　杏莉(07) ﾐﾉ ｱﾝﾘ 0.169 154 竹田　奏(07) ﾀｹﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 0.213

212 桑島　萌那(07) ｸﾜｼﾞﾏ ﾓﾅ [48.770] 156 松井　美都(07) ﾏﾂｲ ﾐﾄ

6 2 大　分 264 堀尾　采愛(08) ﾎﾘｵ ｻﾁｶ 49.42 6 6 宮　城 24 山本　麻夏(07) ﾔﾏﾓﾄ ｱｻｶ 48.77

263 藤原　千櫻(07) ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｸﾗ 21 佐藤　乃愛(07) ｻﾄｳ ﾉｱ

259 小川　らん(08) ｵｶﾞﾜ ﾗﾝ 0.172 20 石川　愛怜(07) ｲｼｶﾜ ｴﾚﾝ 0.160

260 小島　菜望(07) ｺｼﾞﾏ ﾅﾉ 23 佐藤　柚希(07) ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ [48.769]

7 8 秋　田 29 成田　芽暖(08) ﾅﾘﾀ ﾒｲｱ 49.46 7 9 富　山 106 中村　若葉(08) ﾅｶﾑﾗ ﾜｶﾊﾞ 48.93

28 鈴木　希実(08) ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 108 三ヶ島　遥香(07) ﾐｶｼﾏ ﾊﾙｶ

25 宇佐美　心寧(08) ｳｻﾐ ｺｺﾈ 0.163 103 齋藤　知沙(08) ｻｲﾄｳ ﾁｻ 0.178

26 岡本　花(07) ｵｶﾓﾄ ﾊﾅ [49.451] 107 西守　由依莉(07) ﾆｼﾓﾘ ﾕｲﾘ

8 5 山　梨 90 村山　陽菜(07) ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙﾅ 49.50 8 3 鳥　取 182 宇山　実桜(09) ｳﾔﾏ ﾐｵ 50.90

86 上嶋　美夕(07) ｳﾜｼﾞﾏ ﾐﾕｳ 183 福田　春乃(08) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾉ

89 三井　葉乃音(07) ﾐﾂｲ ﾊﾉﾝ 0.189 185 山田　英真(08) ﾔﾏﾀﾞ ｴﾏ 0.192

88 鷹左右　未来(08) ﾀｶｿｳ ﾐｸ 184 松尾　凜歩(07) ﾏﾂｵ ﾘﾎ

凡例  q:記録による通過者 DQ:失格 R2:(TR24.7)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



U16女子4X100mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

10月1日 10:45 予　選

10月2日 16:40 決　勝

予　選　6組0着＋8

5組 6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 千　葉 69 佐々木　柚夏(07) ｻｻｷ ﾕｽﾞｶ 47.11 1 3 北海道 6 山崎　心愛(08) ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺｱ 46.99

71 奈良　和奏(07) ﾅﾗ ﾜｶﾅ q 4 丸山　彩華(07) ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ q

67 磯部　明音(07) ｲｿﾍﾞ ｱｶﾈ 0.189 5 丸山　心優(07) ﾏﾙﾔﾏ ﾐｭｳ 0.190

68 坂田　涼音(07) ｻｶﾀ ﾘﾝ 3 槙　涼奈(07) ﾏｷ ｽｽﾞﾅ

2 5 群　馬 60 藤村　妃南(07) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾅ 47.30 2 5 東　京 75 ケリー　瑛梨花(07) ｹﾘｰ ｴﾘｶ 47.67

56 小田島　美恩(07) ｵﾀﾞｼﾏ ﾐｵﾝ q 73 ガードナ　レイチェル(07) ｶﾞｰﾄﾞﾅ ﾚｲﾁｪﾙ

59 西村　風月(08) ﾆｼﾑﾗ ﾌﾂﾞｷ 0.153 77 松田　冴(08) ﾏﾂﾀﾞ ｻｴ 0.244

58 成澤　柚日(07) ﾅﾘｻﾜ ﾕｳﾋ [47.298] 76 前田　夏歩(07) ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂﾎ

3 3 大　阪 158 大野　心愛(07) ｵｵﾉ ﾐｱ 47.35 3 2 福　島 39 大内　紗良(09) ｵｵｳﾁ ｻﾗ 48.27

159 大前　陽菜乃(07) ｵｵﾏｴ ﾋﾅﾉ q 37 石川　倖羽(09) ｲｼｶﾜ ｺﾊﾈ

162 森川　亜恵(07) ﾓﾘｶﾜ ｱｴﾗ 0.185 38 石川　暖菜(07) ｲｼｶﾜ ﾊﾅ 0.203

160 門口　加歩(08) ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 41 佐治　望未(08) ｻｼﾞ ﾉｿﾞﾐ

4 6 岡　山 194 小西　ちさ(07) ｺﾆｼ ﾁｻ 47.70 4 7 鹿児島 273 岡本　莉央(08) ｵｶﾓﾄ ﾘｵ 48.58

196 高橋　佑奈(07) ﾀｶﾊｼ ﾕｲﾅ 275 濵田　彩華(07) ﾊﾏﾀﾞ ｱﾔｶ

197 瀧本　椰々子(08) ﾀｷﾓﾄ ﾔﾔｺ 0.180 274 楠田　ゆうな(08) ｸｽﾀﾞ ﾕｳﾅ 0.180

193 安藤　玲奈(08) ｱﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ 271 上野　亜暢(08) ｳｴﾉ ｱﾉﾝ

5 4 福　岡 235 井　千夏(08) ｲ ﾁﾅﾂ 48.00 5 8 滋　賀 150 山本　渚月(08) ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ 49.40

239 仲西　萌乃(07) ﾅｶﾆｼ ﾓｴﾉ 146 小谷　菜々(07) ｺﾀﾆ ﾅﾅ

238 田中　澪花(08) ﾀﾅｶ ﾚｲｶ 0.169 147 齊内　愛音(07) ｻｲｳﾁ ﾉﾉ 0.161

240 森　なつみ(08) ﾓﾘ ﾅﾂﾐ 149 山口　華穂(07) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ

6 9 宮　崎 267 坂元　凛(07) ｻｶﾓﾄ ﾘﾝ 48.24 6 6 山　口 209 杉山　結菜(08) ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｲﾅ 49.46

269 渡邉　ひより(07) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ 210 藤井　紗夢(07) ﾌｼﾞｲ ｻﾕ

268 品川　莉子(07) ｼﾅｶﾞﾜ ﾘｺ 0.208 206 上田　晴子(07) ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｺ 0.234

266 北林　楽衣愛(07) ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾗｲﾅ 207 岡本　悠希(07) ｵｶﾓﾄ ﾕｷ [49.451]

7 2 兵　庫 168 山野　麻緒(08) ﾔﾏﾉ ﾏｵ 48.39 7 9 長　崎 252 渡部　奈桜(07) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 50.25

166 平野　美紀(07) ﾋﾗﾉ ﾐｷ 249 三浦　歌(07) ﾐｳﾗ ｳﾀ

164 権藤　百合子(08) ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾕﾘｺ 0.164 248 本多　和佳(07) ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 0.185

163 井上　凪紗(07) ｲﾉｳｴ ﾅｷﾞｻ 251 吉永　優衣(08) ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｲ

8 8 青　森 8 佐藤　葵(07) ｻﾄｳ ｱｵｲ 49.33 8 4 沖　縄 281 ジャクソン　レイン・幸榎(09) ｼﾞｬｸｿﾝ ﾚｲﾝｻﾜｶ 51.57

11 長谷川　遙(07) ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 278 喜友名　心羽(08) ｷﾕﾅ ｺﾊﾈ

9 戸田　菜月(07) ﾄﾀﾞ ﾅﾂｷ 0.174 280 下地　春音(07) ｼﾓｼﾞ ﾊﾙﾈ 0.190

12 リバース　リアナ(07) ﾘﾊﾞｰｽ ﾘｱﾅ 277 宜野座　沙季(07) ｷﾞﾉｻﾞ ｻｷ

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 6 北海道 6 山崎　心愛(08) ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺｱ 46.81

4 丸山　彩華(07) ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ

5 丸山　心優(07) ﾏﾙﾔﾏ ﾐｭｳ 0.175

3 槙　涼奈(07) ﾏｷ ｽｽﾞﾅ

2 4 広　島 201 三好　菜々美(07) ﾐﾖｼ ﾅﾅﾐ 46.97

202 三好　美羽(09) ﾐﾖｼ ﾐﾜ

199 下見　釉乃(08) ｼﾓﾐ ﾕﾉ 0.174

200 松本　真奈(07) ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ

3 9 埼　玉 66 遠山　あん(09) ﾄｵﾔﾏ ｱﾝ 46.99

63 小林　心澄(07) ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞ

64 髙橋　祐生弥(08) ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾐ 0.195

65 田中　里歩(07) ﾀﾅｶ ﾘﾎ

4 5 岐　阜 144 森　沙也香(07) ﾓﾘ ｻﾔｶ 47.01

140 樹山　由來(07) ｷﾔﾏ ﾕﾗ

143 三好　心実(07) ﾐﾖｼ ｺｺﾐ 0.173

139 市原　奈那(07) ｲﾁﾊﾗ ﾅﾅ

5 7 千　葉 69 佐々木　柚夏(07) ｻｻｷ ﾕｽﾞｶ 47.10

71 奈良　和奏(07) ﾅﾗ ﾜｶﾅ

67 磯部　明音(07) ｲｿﾍﾞ ｱｶﾈ 0.161

68 坂田　涼音(07) ｻｶﾀ ﾘﾝ

6 3 群　馬 60 藤村　妃南(07) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾅ 47.39

56 小田島　美恩(07) ｵﾀﾞｼﾏ ﾐｵﾝ

59 西村　風月(08) ﾆｼﾑﾗ ﾌﾂﾞｷ 0.156

58 成澤　柚日(07) ﾅﾘｻﾜ ﾕｳﾋ

7 2 大　阪 158 大野　心愛(07) ｵｵﾉ ﾐｱ 47.59

159 大前　陽菜乃(07) ｵｵﾏｴ ﾋﾅﾉ

162 森川　亜恵(07) ﾓﾘｶﾜ ｱｴﾗ 0.191

160 門口　加歩(08) ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｶﾎ

8 8 高　知 229 大石　夕月(07) ｵｵｲｼ ﾕﾂﾞｷ 47.66

230 岡林　沙季(07) ｵｶﾊﾞﾔｼ ｻｷ

231 岡林　結衣(09) ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 0.173

234 横山　穂乃翔(07) ﾖｺﾔﾏ ﾎﾉｶ

凡例  q:記録による通過者 DQ:失格 R2:(TR24.7)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



4X100m ユニバーサルリレー
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

世界記録(WR)                 45.52     USA･アメリカ(Tatyana McFadden･Noah Malone･Brittni Mason･Nick Mayhugh)2021

アジア記録(AR)               46.02     CHN･中国(Zhou Liu･Wang Jia･Yao Wang･Wen Zhang)2021

日本記録(NR)                 47.94     日本(澤田 優蘭・大島 健吾・高松 佑圭・鈴木 朋樹)2021 10月2日 10:30 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 JAPAN B 5005 佐々木 真菜(T13) ｻｻｷ ﾏﾅ 49.23

5006 三本木 優也(T45) ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ﾕｳﾔ

5007 松本 武尊(T36) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ 0.256

5008 村岡 桃佳(T54) ﾑﾗｵｶ ﾓﾓｶ

2 3 JAPAN A 5001 山路 喬哉(T12) ﾔﾏｼﾞ ﾀｶﾔ 49.82

5002 髙桑 早生(T64) ﾀｶｸﾜ ｻｷ

5003 高松 佑圭(T38) ﾀｶﾏﾂ ﾕｶ 0.160

5004 生馬 知季(T54) ｲｺﾏ ﾄﾓｷ

3 7 AC・KITA 5013 花牟禮 潔(T13) ﾊﾅﾑﾚ ｷﾖｼ 59.59

5014 階戸 健太(T47) ｼﾅﾄ ｹﾝﾀ

5015 吉川 琴美(T37) ﾖｼｶﾜ ｺﾄﾐ 0.192

5016 吉田 彩乃(T34) ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ

4 1 SRC 5009 水澤 奈音(T11) ﾐｽﾞｻﾜ ﾅｵ 1:03.06

5010 三須 穂乃香(T47) ﾐｽ ﾎﾉｶ

5011 冨永 晃平(T37) ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 0.244

5012 山田 佳弘(T33) ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ



一般男子4X100mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

日本記録(NR)                 37.43     日本(多田 修平･白石 黄良々･桐生 祥秀･ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ･ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊｷｰﾑ)2019 10月2日 11:05 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 4 ブルーマウンテン 1222 赤城 健太 ｱｶｷﾞ ｹﾝﾀ 41.56 1 7 愛知県立三好高等学校 1294 川島 孝史 ｶﾜｼﾏ ｺｳｼﾞ 42.31

1219 佐藤 大志 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 1291 西屋 太雅 ﾆｼﾔ ﾀｲｶﾞ

1221 田口 智久 ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｻ 0.170 1292 ペニーラ アンドルウ ﾍﾟﾆｰﾗ ｱﾝﾄﾞﾙｳ 0.167

1220 吉田 知央 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 1293 日髙 嘉恩 ﾋﾀﾞｶ ｶｵﾝ

2 3 SKDAccelSTAC 1217 山下 和也 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 42.09 2 8 朝霞高校陸上競技部 1300 奥住 成樹 ｵｸｽﾞﾐ ﾅﾙｷ 42.93

1213 天方 洋介 ｱﾏｶﾞﾀ ﾖｳｽｹ 1298 鈴木 克瑠 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ

1216 鈴木 康平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 0.181 1297 上野 誉 ｳｴﾉ ﾎﾏﾚ 0.142

1215 松本 雄二郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ 1299 橋本 翔 ﾊｼﾓﾄ ｶｹﾙ

3 7 Runway 1240 片山 星那 ｶﾀﾔﾏ ｾﾅ 45.50 3 3 豊岡高Ｂ 1267 桝田 光琉 ﾏｽﾀﾞ ﾋｶﾙ 44.18

1239 橋場 蒼空 ﾊｼﾊﾞ ｿﾗ 1268 安谷屋 秀喜 ｱﾀﾞﾆﾔ ﾋﾃﾞｷ

1237 加来 涼真 ｶｸ ﾘｮｳﾏ 0.174 1269 森 恵太 ﾓﾘ ｹｲﾀ 0.190

1238 稲木 汰志 ｲﾅｷﾞ ﾀｲｼ 1272 松尾 地大 ﾏﾂｵ ﾁﾋﾛ

4 9 石垣島アスリートクラブ 1253 前底 大翔 ﾏｴｿｺ ﾂﾊﾞｻ 45.80 4 9 志木高 男子 1306 吉田 朱里 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾘ 44.54

1252 比嘉 紫凰 ﾋｶﾞ ｼｵｳ 1304 西野 祥梧 ﾆｼﾉ ｼｮｳｺﾞ

1250 漢那 憲之介 ｶﾝﾅ ｹﾝﾉｽｹ 0.218 1307 細沼 翔太 ﾎｿﾇﾏ ｼｮｳﾀ 0.202

1249 川島 修斗 ｶﾜｼﾏ ｼｭｳﾄ 1303 八木橋 智 ﾔｷﾞﾊｼ ｻﾄｼ

5 8 加茂川 1243 三木 有論 ﾐｷ ｱﾛﾝ 45.85 5 4 青杉ACチーム 1273 余 樹莉王 ﾕｳ ｼﾞｭﾘｵ 44.72

1244 平山 巧 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｸﾐ 1274 成田 航輝 ﾅﾘﾀ ｺｳｷ

1245 加納 悠有 ｶﾉｳ ﾕｳ 0.183 1275 屋代 海瑠 ﾔｼﾛ ｶｲﾙ 0.191

1246 谷 起碩 ﾀﾆ ｷｾｷ 1276 門脇 智弥 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄﾓﾔ

6 2 AGX 1209 武田 康平 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 46.37 6 5 永福学園 1279 井川 智貴 ｲｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 51.37

1210 内野 隆 ｳﾁﾉ ﾘｭｳ 1281 渡邉 優太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ

1208 若林 尭之 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 0.188 1283 武井 翠蓮 ﾀｹｲ ｽｲﾚﾝ 0.170

1207 日下部 智久 ｸｻｶﾍﾞ ﾄﾓﾋｻ 1282 中口 朝斐 ﾅｶｸﾞﾁ ｱｻﾋ

7 1 千葉マスターズM45 1201 古澤 賢一郎 ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ 46.53 2 SRC男子Aチーム 1261 関根 大樹 ｾｷﾈ ﾀﾞｲｷ DQ,R2

1202 池崎 靖夫 ｲｹｻﾞｷ ﾔｽｵ 1262 杉本 崇 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ

1203 廣 貴久 ﾋﾛ ﾀｶﾋｻ 0.187 1263 藤田 公平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ

1204 関 卓也 ｾｷ ﾀｸﾔ 1264 笠原 浩樹 ｶｻﾊﾗ ｺｳｷ

8 6 SRC男子Bチーム 1231 水澤 勇仁 ﾐｽﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 47.77 1 用賀中学校 DNS

1232 鴉越 太心 ｶﾗｽｺﾞ ﾀｲｼﾝ

1233 小山 亮介 ｺﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 0.179

1234 渡辺 譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

9 5 群大TF荒牧クラブ 1229 橋本 章吾 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 49.03

1227 横山 尚明 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｱｷ

1225 大石 浩貴 ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 0.181

1226 小倉 篤人 ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾋﾄ

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 5 大阪国際大学A 1337 阪口 颯良 ｻｶｸﾞﾁ ｿﾗ 40.28

1336 二井 悠太 ﾌﾀｲ ﾕｳﾀ

1335 山本 稔太 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾀ 0.189

1333 辻中 悠河 ﾂｼﾞﾅｶ ﾕｳｶﾞ

2 6 同志社大A 1339 伊藤 大和 ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ 41.02

1340 岩堀 剛己 ｲﾜﾎﾘ ｺﾞｳｷ

1341 小倉 舞大 ｵｸﾞﾗ ﾏｲﾄ 0.155

1342 杤岡 武奎 ﾄﾁｵｶ ﾀｹｲ

3 3 大阪国際大学B 1324 早川 流星 ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 41.67

1323 丸山 翼 ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ

1321 藤田 将史 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｼ 0.175

1322 林原 諒汰 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ

4 8 同志社大B 1351 上村 駿介 ｶﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 42.00

1352 野﨑 龍海 ﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾐ

1356 藤居 儀史 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘﾌﾐ 0.167

1355 二村 草輔 ﾆﾑﾗ ｿｳｽｹ

5 1 城西高校 1314 山田 空駕 ﾔﾏﾀﾞ ｸｳｶﾞ 42.11

1309 杉山 礼 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲ

1310 高沼 幸太 ﾀｶﾇﾏ ｺｳﾀ 0.179

1312 戸島 新 ﾄｼﾞﾏ ｱﾗﾀ

6 4 CHIBA UNIV. 1328 黒田 雄太 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾀ 42.48

1330 長谷川 迅平 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝﾍﾟｲ

1327 浜山 純一 ﾊﾏﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 0.182

1329 安永 雄貴 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳｷ

7 9 千葉大学 1357 吉村 秀太 ﾖｼﾑﾗ ｼｭｳﾀ 42.96

1358 松永 晴輝 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ

1359 岡崎 優一郎 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 0.152

1360 中田 恵介 ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ

8 2 豊岡高Ａ 1315 島田 大雅 ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 43.28

1316 上田 麗音 ｳｴﾀﾞ ﾚｵﾝ

1317 土屋 将哉 ﾂﾁﾔ ｼｮｳｷ 0.185

1318 小寺 翔真 ｺﾃﾞﾗ ｼｮｳﾏ

9 7 秀明大学 1345 黒川 徹哉 ｸﾛｶﾜ ﾃﾂﾔ 43.57

1347 眞部 優寿 ﾏﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ

1348 小林 颯太 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 0.186

1346 鴨志田 廉 ｶﾓｼﾀﾞ ﾚﾝ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(TR24.7)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



一般男子4X100mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

日本記録(NR)                 37.43     日本(多田 修平･白石 黄良々･桐生 祥秀･ｻﾆﾌﾞﾗｳﾝ･ｱﾌﾞﾃﾞﾙﾊｷｰﾑ)2019 10月2日 11:05 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 大阪国際大学A 1337 阪口 颯良 ｻｶｸﾞﾁ ｿﾗ 40.28

1336 二井 悠太 ﾌﾀｲ ﾕｳﾀ

1335 山本 稔太 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾀ 0.189

1333 辻中 悠河 ﾂｼﾞﾅｶ ﾕｳｶﾞ

2 同志社大A 1339 伊藤 大和 ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ 41.02

1340 岩堀 剛己 ｲﾜﾎﾘ ｺﾞｳｷ

1341 小倉 舞大 ｵｸﾞﾗ ﾏｲﾄ 0.155

1342 杤岡 武奎 ﾄﾁｵｶ ﾀｹｲ

3 ブルーマウンテン 1222 赤城 健太 ｱｶｷﾞ ｹﾝﾀ 41.56

1219 佐藤 大志 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

1221 田口 智久 ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｻ 0.170

1220 吉田 知央 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ

4 大阪国際大学B 1324 早川 流星 ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 41.67

1323 丸山 翼 ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ

1321 藤田 将史 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｼ 0.175

1322 林原 諒汰 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ

5 同志社大B 1351 上村 駿介 ｶﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 42.00

1352 野﨑 龍海 ﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾐ

1356 藤居 儀史 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘﾌﾐ 0.167

1355 二村 草輔 ﾆﾑﾗ ｿｳｽｹ

6 SKDAccelSTAC 1217 山下 和也 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 42.09

1213 天方 洋介 ｱﾏｶﾞﾀ ﾖｳｽｹ

1216 鈴木 康平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 0.181

1215 松本 雄二郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ

7 城西高校 1314 山田 空駕 ﾔﾏﾀﾞ ｸｳｶﾞ 42.11

1309 杉山 礼 ｽｷﾞﾔﾏ ﾚｲ

1310 高沼 幸太 ﾀｶﾇﾏ ｺｳﾀ 0.179

1312 戸島 新 ﾄｼﾞﾏ ｱﾗﾀ

8 愛知県立三好高等学校 1294 川島 孝史 ｶﾜｼﾏ ｺｳｼﾞ 42.31

1291 西屋 太雅 ﾆｼﾔ ﾀｲｶﾞ

1292 ペニーラ アンドルウ ﾍﾟﾆｰﾗ ｱﾝﾄﾞﾙｳ 0.167

1293 日髙 嘉恩 ﾋﾀﾞｶ ｶｵﾝ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(TR24.7)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



一般女子4X100mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

日本記録(NR)                 43.33     日本(青木 益未･君嶋 愛梨沙･兒玉 芽生･御家瀬 緑)2022 10月2日 10:40 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 3 UNITE 1013 野平 楓 ﾉﾋﾗ ｶｴﾃﾞ 50.13 1 2 園田学園高等学校 1065 小西 流月 ｺﾆｼ ﾙﾅ 48.06

1014 西村 琴葉 ﾆｼﾑﾗ ｺﾄﾊ 1063 谷口 璃奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾅ

1015 田中 澪希 ﾀﾅｶ ﾐｷ 0.184 1064 中尾 柚希 ﾅｶｵ ﾕｽﾞｷ 0.181

1016 橋本 真由 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕ 1062 吉田 江梨花 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｶ

2 9 三好高校 1050 尾形 瑞予 ｵｶﾞﾀ ﾐｽﾞﾖ 50.50 2 3 大阪府立摂津高等学校 1068 吉村 綺恵 ﾖｼﾑﾗ ｷｴ 49.21

1049 齊藤 羽花 ｻｲﾄｳ ﾊﾅ 1067 松山 奈穂 ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵ

1051 岸田 澪 ｷｼﾀﾞ ﾐｵ 0.162 1070 向井 百花 ﾑｶｲ ﾓﾓｶ 0.177

1054 岡戸 優芽 ｵｶﾄﾞ ﾕﾒ 1071 鈴木 里菜 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ

3 7 上尾４人娘 1037 細田 侑杏 ﾎｿﾀﾞ ﾕｱ 50.75 3 8 ゆめおりAC 1097 本多 紗季 ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ 49.88

1038 奥澤 晴 ｵｸｻﾞﾜ ﾊﾙ 1098 荒井 英 ｱﾗｲ ﾊﾅ

1039 蜂屋 詩乃 ﾊﾁﾔ ｼﾉ 0.220 1099 熊谷 采香 ｸﾏｶﾞｴ ｱﾔｶ 0.202

1040 熊田 莉穂 ｸﾏﾀﾞ ﾘﾎ 1100 川口 心花 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾊﾅ

4 2 レジェンズ 1007 小松 彩香 ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 52.03 4 9 志木高 女子 1103 小林 愛実 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 51.23

1009 伴 佳恵 ﾊﾞﾝ ｶｴ 1104 牧野 伶奈 ﾏｷﾉ ﾚｲﾅ

1008 木本 美佐子 ｷﾓﾄ ﾐｻｺ 0.214 1106 宮川 杏子 ﾐﾔｶﾞﾜ ｱｺ 0.229

1010 渡辺 彩香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 1105 鈴木 真菜香 ｽｽﾞｷ ﾏﾅｶ

5 8 豊岡高β 1047 田口 彩葉 ﾀｸﾞﾁ ｲﾛﾊ 52.55 5 1 豊岡高α 1057 大野 詩織 ｵｵﾉ ｼｵﾘ 51.86

1045 遠藤 彩華 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ 1056 サイグサ ヒカリ美咲 ｻｲｸﾞｻ ﾋｶﾘﾐｻｷ

1043 三橋 陽菜 ﾐﾂﾊｼ ﾋﾅ 0.223 1055 梶 心菜 ｶｼﾞ ｺｺﾅ 0.184

1046 藤咲 心菜 ﾌｼﾞｻｷ ｺｺﾅ 1059 村山 海琴 ﾑﾗﾔﾏ ﾐｺﾄ

6 1 i-Link 1005 市田 叶美 ｲﾁﾀﾞ ｶﾅﾐ 52.93 6 5 石垣島アスリートクラブ 1081 譜久嶺 心香 ﾌｸﾐﾈ ｺﾉｶ 51.90

1001 安齊 理沙 ｱﾝｻﾞｲ ﾘｻ 1079 新里 真愛 ｼﾝｻﾞﾄ ﾏｲ

1003 遠藤 友理 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ 0.157 1083 新谷 咲空 ｼﾝﾔ ｻｸﾗ 0.206

1004 望月 麻美 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾐ 1080 入嵩西 穂 ｲﾘﾀｹﾆｼ ﾐﾉﾘ

7 4 伊万里中学校 1021 差形 心悠 ｻｼｶﾀ ｺﾊﾙ 54.93 7 7 宮崎住吉中陸上部 1091 宮園 彩歌 ﾐﾔｿﾞﾉ ｱﾔｶ 53.69

1019 仁部 紗也夏 ﾆﾌﾞ ｻﾔｶ 1094 清水 唯衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ

1022 多田 彩乃 ﾀﾀﾞ ｱﾔﾉ 0.203 1095 温水 萠日 ﾇｸﾐｽﾞ ﾓｴｶ 0.273

1020 前田 優海 ﾏｴﾀﾞ ｳﾐ 1093 西村 心都 ﾆｼﾑﾗ ｺﾄ

8 5 入間藤沢B 1025 本橋 友結 ﾓﾄﾊｼ ﾕｲ 56.78 8 4 入間藤沢A 1073 岩切 澪月 ｲﾜｷﾘ ﾐﾂﾞｷ 54.86

1026 原山 響 ﾊﾗﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 1074 水谷 風花 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾌｳｶ

1027 阿部 陽花 ｱﾍﾞ ﾊﾙｶ 0.272 1076 杉下 花陽 ｽｷﾞｼﾀ ﾊﾙﾋ 0.209

1028 小林 まりあ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｱ 1075 北 琉花 ｷﾀ ﾙｶ

9 6 Bloom PJT 1031 小倉 緑風 ｵｸﾞﾗ ﾘｶ 57.16 6 ハピネスA.C DNS

1032 小佐々 光 ｺｻﾞｻ ﾋｶﾙ

1033 八木 涼樺 ﾔｷﾞ ｽｽﾞｶ 0.193

1034 中村 優香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ

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 大阪成蹊大学 1127 高橋 茉柚 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ 46.90

1130 黒田 結生 ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ

1129 福田 七海 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾐ 0.172

1128 菅原 真桜 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ

2 1 東京女子体育大 1111 飯田 光咲 ｲｲﾀﾞ ﾐｻ 47.83

1114 岸本 優美 ｷｼﾓﾄ ﾕﾐ

1109 岩本 真菜 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅ 0.144

1112 石嶺 真鈴 ｲｼﾐﾈ ﾏﾘﾝ

3 5 同志社大 1138 柴田 博冬菜 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾅ 48.84

1135 黄瀬 蒼 ｷｾ ｱｵｲ

1136 谷 奈美 ﾀﾆ ﾅﾐ 0.204

1133 中尾 玲 ﾅｶｵ ﾚｲ

4 3 千葉大 1123 大崎 怜夏 ｵｵｻｷ ﾚｲﾅ 50.08

1122 荻原 愛花 ｵｷﾞﾊﾗ ｱｲｶ

1121 西﨑 夏芽 ﾆｼｻﾞｷ ﾅﾂﾒ 0.172

1124 助川 嘉音 ｽｹｶﾞﾜ ｶﾉﾝ

5 6 流通経済大学付属柏高等学校 1141 松田 萌夏 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾅ 51.98

1142 平井 美結 ﾋﾗｲ ﾐﾕｳ

1139 藤榮 遥 ﾄｳｴｲ ﾊﾙｶ 0.212

1140 楠本 若葉 ｸｽﾓﾄ ﾜｶﾊﾞ

6 7 朝霞高校陸上競技部女子チーム 1146 木檜 空 ｺｸﾞﾚ ｿﾗ 53.52

1145 樗澤 優菜 ﾌﾞﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾅ

1147 伊藤 日色 ｲﾄｳ ﾋｲﾛ 0.204

1148 菊地 惺菜 ｷｸﾁ ｾｲﾅ

2 大阪国際大学 1116 郡山 月花 ｺｵﾘﾔﾏ ﾂｷｶ DQ,R2

1115 前田 朱音 ﾏｴﾀﾞ ｱｶﾈ

1118 堀川 今日子 ﾎﾘｶﾜ ｷｮｳｺ

1117 梅田 沙樹 ｳﾒﾀﾞ ｻｷ

8 至学館高校 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(TR24.7)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



一般女子4X100mR
審 判 長：中島 剛

記録主任：蒲牟田 和彦

日本記録(NR)                 43.33     日本(青木 益未･君嶋 愛梨沙･兒玉 芽生･御家瀬 緑)2022 10月2日 10:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 大阪成蹊大学 1127 高橋 茉柚 ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ 46.90

1130 黒田 結生 ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ

1129 福田 七海 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾐ 0.172

1128 菅原 真桜 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ

2 東京女子体育大 1111 飯田 光咲 ｲｲﾀﾞ ﾐｻ 47.83

1114 岸本 優美 ｷｼﾓﾄ ﾕﾐ

1109 岩本 真菜 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅ 0.144

1112 石嶺 真鈴 ｲｼﾐﾈ ﾏﾘﾝ

3 園田学園高等学校 1065 小西 流月 ｺﾆｼ ﾙﾅ 48.06

1063 谷口 璃奈 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾅ

1064 中尾 柚希 ﾅｶｵ ﾕｽﾞｷ 0.181

1062 吉田 江梨花 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｶ

4 同志社大 1138 柴田 博冬菜 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾅ 48.84

1135 黄瀬 蒼 ｷｾ ｱｵｲ

1136 谷 奈美 ﾀﾆ ﾅﾐ 0.204

1133 中尾 玲 ﾅｶｵ ﾚｲ

5 大阪府立摂津高等学校 1068 吉村 綺恵 ﾖｼﾑﾗ ｷｴ 49.21

1067 松山 奈穂 ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵ

1070 向井 百花 ﾑｶｲ ﾓﾓｶ 0.177

1071 鈴木 里菜 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ

6 ゆめおりAC 1097 本多 紗季 ﾎﾝﾀﾞ ｻｷ 49.88

1098 荒井 英 ｱﾗｲ ﾊﾅ

1099 熊谷 采香 ｸﾏｶﾞｴ ｱﾔｶ 0.202

1100 川口 心花 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾊﾅ

7 千葉大 1123 大崎 怜夏 ｵｵｻｷ ﾚｲﾅ 50.08

1122 荻原 愛花 ｵｷﾞﾊﾗ ｱｲｶ

1121 西﨑 夏芽 ﾆｼｻﾞｷ ﾅﾂﾒ 0.172

1124 助川 嘉音 ｽｹｶﾞﾜ ｶﾉﾝ

8 UNITE 1013 野平 楓 ﾉﾋﾗ ｶｴﾃﾞ 50.13

1014 西村 琴葉 ﾆｼﾑﾗ ｺﾄﾊ

1015 田中 澪希 ﾀﾅｶ ﾐｷ 0.184

1016 橋本 真由 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕ
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