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第 21 回 

全国小学生陸上競技 

交流大会 

 

交流競技会 

■■■■■■■■■■■■日清食品カップ■■■■■■■■■■■

グランド・コンディション

日付 時刻 天候 気温℃ 湿度% 風向 風速 m/s 場所

05/08/28  9:00 曇り 24.4 65.0 北東 1.0 国立競技場

10:00 曇り 24.6 63.0 東北東 1.5

11:00 晴れ 24.9 62.0 東北東 1.8



日清食品カップ 平成１７年８月２７日(土)

第21回 全国小学生陸上競技交流大会 決勝一覧表

種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

５年 １００ｍ 福富　晃希 13.14 両角　将太 13.32 牛玖　智裕 13.36 山田　輝和 13.42 島田　貴行 13.46 伊藤　侃嗣 13.61 大原　圭太 13.65 森　　勇人 13.67

風:-0.5 佐　賀･伊万里クラブ 長　野･宮川陸上クラブ 千　葉･根郷クラブ 岩　手･若葉 埼　玉･根岸クラブ 茨　城･竜ヶ崎Jr陸上ク 愛　知･安城作野ＡＣ 福　島･小高RC

６年 １００ｍ 板本　雄太 富　山･さみさと 12.47 永沼　賢治 12.58 稲葉　駿介 12.68 前川　　峻 12.68 綱川　隼人 12.70 石川　拓人 12.76 辻　　智彦 12.82

風:-2.7 遠藤　純貴 北海道･共和北辰スポ少 大　分･大分市長距離教室 埼　玉･騎西陸上クラブ 滋　賀･栗東市陸上教室 千　葉･我孫子第四ｸﾗﾌﾞ 静　岡･袋井ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ 京　都･長岡第四クラブ

８０ｍＨ 田村　龍輝 12.14 福田　晃大 12.42 古川　真也 12.51 森永　　樹 12.53 門馬　　慧 12.64 佐藤　雅也 12.67 櫻井　秀樹 12.94 杉浦　涼太 17.43

男 風:+0.5 千　葉･大室台陸上ｸﾗﾌﾞNGR 鳥　取･明倫クラブ 青　森･中里ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 兵　庫･四郷クラブ 福　島･小名浜一 大　分･八幡陸上クラブ 岡　山･津山ジュニア 愛　知･ＪＡＣ成岩

４×１００ｍ 屋島クラブ･香川 49.59 岡山市ｼﾞｭﾆｱ･岡山 49.98 上越はね馬ク･新潟 49.99 下都賀TOJ･栃木 大野RC･北海道 50.37 大垣市スポ少･岐阜 50.55 熊本ＪＡＣ･熊本 50.65 南勢陸上ｸﾗﾌﾞ･三重 51.21

   岡本　理紀斗    小倉　利仁    坂詰　大地    峯吉　　翼    久保　圭祐    伊藤　尊史    戸高　豊章    野村　卓矢

   橋本　健太    乙倉　悠真    澤田　晃佑    鈴木　崇仁    池下　京佑    笹田　康弘    原田　大史    曽根　啓登

   水口　勝貴    赤木　勇太    南雲　広大    白澤　一樹    高橋　拓也    渡辺　尚登    原　昇太郎    中西　太一

   岡　　雄大    近久　伊吹    長谷川　優樹    五十嵐　涼亮    本多　正樹    矢橋　勇輝    石原　大聖    大仲　洋人

子 走高跳 浅野　恭平 1m51 米村　亮哉 1m48 厚楽　雅史 1m45 松田　和成 1m45 須山　司朗 1m40 成田　　駿 北海道･七重陸上教 1m40

福　島･松長 福　井･磯部陸上クラブ 岩　手･土淵クラブ 京　都･福西クラブ 鳥　取･五千石クラブ 高橋　洋昭 秋　田･高松Ｔ＆Ｆ

岡田　準矢 愛　知･田原陸上教室

走幅跳 本多　隆成   5m12 谷村　洋幸   5m09 小松山　慎   4m95 松原　　奨   4m90 青木　貴司   4m81 飯塚　大和   4m80 橋ノ口　和暉   4m79 矢野　優友   4m70

熊　本･松島陸上クラブ -0.1 島　根･隠岐ジュニア    0.0 岩　手･田野畑AC   +0.8 静　岡･千代田ＡＣ    +0.7 愛　知･ＪＡＣ武豊  +0.7 栃　木･下都賀TOJ   +0.9 兵　庫･陵北クラブ  -1.1 宮　崎･串間陸友クラブ -1.8

ソフトボール投 百井　淳平  82m01 佐々木　周平  69m70 宇佐美　光希  69m64 佐藤　晴信  65m71 善養寺　竣也  65m35 水木　優誠  63m99 法岡　耕太  63m45 折原　佑斗  63m44

岩　手･盛岡クラブ 青　森･町畑クラブ 山　形･二井宿スポ少 秋　田･直根ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 群　馬･群馬郡陸協 富　山･福野 石　川･穴水クラブ 埼　玉･春日部陸友

５年 １００ｍ 森　佑紀那 13.60 村上　彩花 13.80 古川　真瑚 13.90 八巻　由香里 13.94 高山　真里奈 13.96 磯部　莉菜 14.05 山本　遥菜 14.20 鈴木　愛梨 14.22

風:+0.4 愛　知･なごや陸上ｸﾗﾌﾞ 兵　庫･米田クラブ 岐　阜･関陸上スポ少 福　島･吉井田 静　岡･清水ミズノＳＣ 新　潟･佐渡行谷ﾄｷっ子 山　口･大道陸上教室 埼　玉･三郷クラブ

６年 １００ｍ 佐竹　春南 13.30 中上　理渚 13.36 永井　里奈 13.39 山本　芽依 13.52 中川　悠希 13.65 家田　知佳 13.71 福嶋　美和子 13.81 財部　愛里 13.98

風:-0.5 熊　本･阿蘇陸上クラブ 兵　庫･家島陸上クラブ 北海道･七重陸上教室 東　京･ミウラSC 京　都･アラキスポーツ 愛　知･知多ﾄﾗｯｸｸﾗﾌﾞ 福　岡･小石原クラブ 長　崎･比田勝陸上ｸﾗﾌﾞ

８０ｍＨ 山下　治菜 13.20 沼岡　咲樹 13.21 小田原　海 13.24 久松　花朱実 13.39 久貝　瑞稀 13.49 小沢　沙里花 13.50 伊藤　美希 13.59 嶋崎　恭子 13.69

女 風:-1.6 富　山･かみだきっず 栃　木･佐野SAC 北海道･函館鍛神CRS 岡　山･津山ジュニア 茨　城･ｱｽﾚｯｺｸﾗﾌﾞ 静　岡･浜松河輪ＡＣ 岩　手･南城クラブ 秋　田･追分RC

４×１００ｍ 浜松陸上･静岡 51.83 荒井クラブ･兵庫 53.00 京都ジュニア･京都 53.21 下都賀TOJ･栃木 53.66 沖縄ｱﾝﾃﾛｰﾌﾟ･沖縄 53.93 高崎市陸協･群馬 54.08 ＳＩクラブ･長崎 54.20 日立陸上ｸﾗﾌﾞ･茨城 54.22

   西﨑　美姫    稲田　美夏    能　量子    川島　侑芽乃    屋良　彩音    坂上　律子    松田　美海    加藤　里菜

   丸谷　まい    小山　結花    大西　晴香    早坂　奈菜    島仲　美香    堀口　莉奈    福井　晴子    瀧口　あずさ

   池谷　双葉    駒井　佑香    八木　千春    清野　華菜    島仲　美和    小板橋　絵名    中嶋　良恵    仲田　侑美

   清水　香帆    永安　麻優    泉井　梨沙    池沢　寿香    具志堅　あかり    齋藤　素代    岩竹　愛理    阿部　桃子

子 走高跳 仲野　由真 1m41 中山　美月 1m38 有賀　楓子 1m35 木村　沙綾加 1m35 羽鳥　　馨 福　井･敦賀南 1m30 吉田　茉央 1m30 寺田　優美 1m30

山　形･天童南部ｱｽﾘｰﾄ 香　川･坂出西部クラブ 長　野･西春近北陸上ク 秋　田･岩野目ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 薩川　千緒 静　岡･清水ＡＣ 兵　庫･鹿の子台クラブ 長　崎･口之津ジュニア

走幅跳 仲澤　由依   5m02 池田　友香   4m82 宮本　由梨奈   4m66 川田　智恵   4m59 阪本　侑加   4m57 黒川　奈緒   4m47 白鳥　　愛   4m39 中澤　佳香   4m36

北海道･上ノ国スポ少   -1.5 愛　媛･津島しらさぎク +2.5 兵　庫･大山クラブ  +2.6 広　島･栗原陸上クラブ +2.2 熊　本･花房クラブ   +0.1 静　岡･浜松河輪ＡＣ -1.4 東　京･江東JAC     +1.9 山　梨･大国陸上クラブ +1.8

ソフトボール投 平田　　愛  56m58 伊達　久美子  55m99 福本　律花  55m17 山本　彩加  54m67 濱田　祐子  52m49 小宮　志織  50m68 早田　咲紀  50m40 戸島　明子  50m19

沖　縄･馬天クラブ 大　阪･吹田陸上クラブ 奈　良･三宅陸上クラブ 兵　庫･賀茂クラブ 鹿児島･頴娃ジュニア 滋　賀･栗東市陸上教室 長　崎･SIクラブ 徳　島･美馬クラブ

トラック審判長 　田中　利雄 フィールド審判長 　佐藤　三千雄

NGR:大会新記録
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男子 交流５年  １００ｍ (4)                  8月28日 10:00

(4組)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1 1組

  1   2   31 田村　健人    鳥　取･ＴＦ鳥取          14.03
ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ       

  2   7   15 川合　宥太郎  新　潟･糸魚川ひすいク    14.05
ｶﾜｲ ﾕｳﾀﾛｳ     

  3   5   10 眞杉　　聡    群　馬･高崎市陸協        14.26
ﾏｽｷﾞ ｿｳ       

  4   4   45 富永　尚樹    宮　崎･新光陸上クラブ    14.41
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾅｵｷ     

  5   1    9 齋藤　　雫    栃　木･岡本西クラブ      14.41
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｸ     

  6   3    6 木村　飛翔    山　形･大山スポ少        14.43
ｷﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ      

  7   6   18 中嶋　嘉人    福　井･東十郷クラブ      14.79
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾄ    

  8   8   44 青山　隆治    大　分･別府市陸上教室    15.11
ｱｵﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ    

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.0 2組

  1   1   33 片山　祥希    岡　山･中庄MC            14.06
ｶﾀﾔﾏ ﾖｼｷ      

  2   5   29 鍵本　訓近    奈　良･耳成南陸上ｸﾗﾌﾞ    14.14
ｶｷﾞﾓﾄ ﾉﾘﾁｶ    

  3   8    2 葛西　勇真    青　森･向陽クラブ        14.27
ｶｻｲ ﾕｳﾏ       

  4   7   37 岩崎　孝輔    香　川･飯山南クラブ      14.57
ｲﾜｻｷ ｺｳｽｹ     

  5   6   46 橋元　晃志    鹿児島･野田陸上スポ少    14.57
ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾕｷ     

  6   4   42 林　　諒哉    長　崎･ＳＩクラブ        14.62
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾔ      

  7   3   34 熊本　雅哉    広　島･高屋西クラブ      14.64
ｸﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ      

  8   2   38 伊藤　皇希    愛　媛･楠河クラブ        15.05
ｲﾄｳ ｺｳｷ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.7 3組

  1   4   28 本澤　拓也    兵　庫･河合クラブ        13.87
ﾎﾝｻﾞﾜ ﾀｸﾔ     

  2   3   19 樋口　航大    山　梨･後屋敷クラブ      13.96
ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ    

  3   7   17 山本　大貴    石　川･富来クラブ        13.97
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ      

  4   2   16 海見　　陽    富　山･魚津ジュニア      14.24
ｶｲﾐ ﾖｳ        

  5   8   43 福原　広樹    熊　本･熊本ＪＡＣ        14.37
ﾌｸﾊﾗ ﾋﾛｷ      

  6   6   27 井上　敬太    大　阪･枚方ｷﾝｸﾞﾌｨｯｼｬｰｽﾞSC 14.53
ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ      

  7   1   21 宮嶋　　佑    岐　阜･木之本陸上        14.53
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳ      

  8   5   36 出本　優太郎  徳　島･土成スターズ      14.54
ﾃﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ    

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1 4組

  1   5   24 愛敬　彰太郎  三　重･大山田ＡＣ        13.90
ｱｲｷｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ  

  2   6   32 金森　和貴    島　根･松江陸上教室      13.92
ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｷ     

  3   2   26 青木　一登    京　都･嵯峨野クラブ      14.04
ｱｵｷ ｶｽﾞﾄ      

  4   7   39 岡林　大嗣    高　知･長岡クラブ        14.21
ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｼ   

  5   4   47 比嘉　優人    沖　縄･名護ドジャース    14.21
ﾋｶﾞ ﾕｳﾄ       

  6   3   13 濱島　健吾    東　京･バディ陸上ｸﾗﾌﾞ    14.35
ﾊﾏｼﾞﾏ ｹﾝｺﾞ    

  7   8   30 前川　幸平    和歌山･和歌山陸上ｸﾗﾌﾞ    14.50
ﾏｴｶﾜ ｺｳﾍｲ     
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男子 交流６年  １００ｍ (4)                  8月28日 10:30

(4組)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+2.2 1組

  1   6    5 佐藤　雄紀      秋　田･由利アスリート    12.68
ｻﾄｳ ﾕｳｷ         

  2   4   23 ｱﾙﾀﾞ･ｼﾞｮﾅｽ佐々木 愛　知･安城ジュニア      12.90
ｱﾙﾀﾞ ｼﾞｮﾅｽ ｻｻｷ  

  3   5   24 福積　昌人      三　重･大山田            13.05
ﾌｸﾂﾞﾐ ﾏｻﾄ       

  4   8   14 大森　健吾      神奈川･秦野西クラブ      13.15
ｵｵﾓﾘ ｹﾝｺﾞ       

  5   3   34 谷重　智洋      広　島･三次十日市ｸﾗﾌﾞ    13.37
ﾀﾆｼｹﾞ ﾄﾓﾋﾛ      

  6   1    8 篠原　康也      茨　城･双葉台クラブ      13.44
ｼﾉﾊﾗ ﾔｽﾅﾘ       

  7   7   39 山本　晴久      高　知･南国鉄人クラブ    14.31
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｸ        

  8   2   30 玉置　　学      和歌山･田辺ＡＣ          14.67
ﾀﾏｷ ﾏﾅﾌﾞ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.6 2組

  1   6   18 牧田　聖仁      福　井･北新庄陸上ｸﾗﾌﾞ    12.90
ﾏｷﾀ ｷﾖﾄ         

  2   8   17 川嶋　雄基      石　川･金沢市陸上教室    12.96
ｶﾜｼﾏ ﾕｳｷ        

  3   3   10 内藤　　亮      群　馬･吾妻榛嶺ｸﾗﾌﾞ      13.06
ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ        

  4   2   43 田村　拓也      熊　本･大矢野SCﾄﾞﾘｰﾑｽﾞ   13.11
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ         

  5   7   46 関山　真弥      鹿児島･吉野東スポ少      13.26
ｾｷﾔﾏ ｼﾝﾔ        

  6   5   31 稲葉　大輔      鳥　取･ＴＦ倉吉          13.45
ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ      

  7   4   27 青山　将己      大　阪･藤井寺トリプル    13.90
ｱｵﾔﾏ ﾏｻｷ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1 3組

  1   1   13 高橋　佑弥      東　京･ミウラSC          13.04
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ        

  2   6   40 原　　宏大      福　岡･田川ＲＣ          13.14
ﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ        

  3   7   33 赤畠　健人      岡　山･財田クラブ        13.45
ｱｶﾊﾀ ｹﾝﾄ        

  4   8   45 作　　紀昂      宮　崎･宮崎Jr.ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ  13.48
ｻｸ ﾉﾘｱｷ         

  5   2   47 見良津　祐哉    沖　縄･具志頭クラブ      13.66
ﾐﾗﾂ ﾕｳﾔ         

  6   4   38 近藤　幸太      愛　媛･石根クラブ        13.92
ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ       

  7   3   15 真島　裕也      新　潟･下町ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ    14.25
ﾏｼﾏ ﾕｳﾔ         

  5    7 安井　徹也      福　島･もとみや          DNS 
ﾔｽｲ ﾃﾂﾔ         

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.7 4組

  1   8    6 阿部　孝司      山　形･東根ビッググロー  12.80
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ        

  2   3    2 渋谷　直寿      青　森･向陽クラブ        12.90
ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅｵﾋｻ      

  3   1   28 水野　好喜      兵　庫･高岡クラブ        12.96
ﾐｽﾞﾉ ﾖｼｷ        

  4   5   35 田中　雅己      山　口･仙崎RCみすゞ      13.46
ﾀﾅｶ ﾏｻｷ         

  5   2   19 渡辺　裕基      山　梨･身延南クラブ      13.63
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ       

  4    9 八木澤　智      栃　木･那須塩原西ｸﾗﾌﾞ    DNS 
ﾔｷﾞｻﾜ ｻﾄｼ       

  6   20 渡邉　大輝      長　野･三郷AC            DNS 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ      

  7    4 吉野　　熙      宮　城･村田第二クラブ    DNS 
ﾖｼﾉ ﾋｶﾙ         

凡例: DNS:欠    場
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男子 交流  ８０ｍＨ (4)                  8月28日  9:13

(4組)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.9 1組

  1   2   32 横路　博満    島　根･亀嵩小クラブ      13.56
ﾖｺｼﾞ ﾋﾛﾐﾂ     

  2   8   26 岩本　泰士    京　都･城陽陸上          13.57
ｲﾜﾓﾄ ﾀｲｼ      

  3   7    5 駒村　和重    秋　田･中山              13.59
ｺﾏﾑﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ   

  4   4   36 片岡　憲吾    徳　島･半田クラブ        13.92
ｶﾀｵｶ ｹﾝｺﾞ     

  5   3   10 田子　智也    群　馬･勢多陸上クラブ    13.95
ﾀｺﾞ ﾄﾓﾔ       

  6   5   40 伊藤　幸祐    福　岡･苅田与原ＲＣ      13.97
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ      

  7   6   41 江口　駿太    佐　賀･江北ビッキーズ    14.37
ｴｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀ     

  1   11 岩井　眞門    埼　玉･春日部陸友        DNS 
ｲﾜｲ ﾏﾅﾄ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.6 2組

  1   5   16 今井　貴大    富　山･庄南              13.49
ｲﾏｲ ﾀｶﾋﾛ      

  2   4   18 野口　　将    福　井･王子保陸上        13.50
ﾉｸﾞﾁ ｿｳ       

  3   6   15 石塚　貴志    新　潟･佐渡行谷ﾄｷっ子    13.53
ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶｼ     

  4   8   30 内芝　基樹    和歌山･田辺ＡＣ          13.83
ｳﾁｼﾊﾞ ﾓﾄｷ     

  5   7   38 和泉　　学    愛　媛･周布クラブ        13.95
ｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾌﾞ     

  6   3   39 山﨑　卓斗    高　知･高知橘クラブ      14.36
ﾔﾏｻｷ ﾀｸﾄ      

  7   2   25 地海　希己    滋　賀･栗東市陸上教室    14.99
ﾁｶｲ ﾉｿﾞﾐ      

  8   1   27 橋間　　湧    大　阪･なにわｼﾞｭﾆｱAC     16.23
ﾊｼﾏ ﾕｳ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.9 3組

  1   4   17 池田　祐樹    石　川･土田陸上クラブ    13.22
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ      

  2   1   13 城倉　壮志    東　京･希望丘クラブ      13.28
ｼﾞｮｳｸﾗ ｿｳｼ    

  3   2   14 徳永　隼人    神奈川･横須賀ﾘﾄﾙｽｸｰﾙ     13.29
ﾄｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ     

  4   6   21 堀江　功輝    岐　阜･美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ     13.86
ﾎﾘｴ ｺｳｷ       

  5   5   29 安田　和生    奈　良･三碓陸上クラブ    14.09
ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ     

  6   7   46 中原　拓海    鹿児島･阿久根スポ少      14.41
ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾐ      

  3    6 水戸　雄介    山　形･山口ミニバスケ    DNS 
ﾐﾄ ﾕｳｽｹ       

  8   35 松浦　一帆    山　口･藤山陸上教室      DNS 
ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾎ     

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.2 4組

  1   2    3 山田　彰太    岩　手･きたくり          13.09
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ     

  2   7   37 前田　幸一    香　川･飯山北ＡＣ        13.21
ﾏｴﾀﾞ ｺｳｲﾁ     

  3   8   34 川﨑　竜太    広　島･高須子ども会      13.53
ｶﾜｻｷ ﾘｭｳﾀ     

  4   5   42 尾上　　暢    長　崎･村松陸上クラブ    13.83
ｵﾉｳｴ ﾄｵﾙ      

  5   6   19 雨宮　信太    山　梨･ナカムラＡＣ      14.33
ｱﾒﾐﾔ ﾉﾌﾞﾋﾛ    

  6   4   47 山城　佑輝    沖　縄･上田クラブ        14.52
ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｷ      

  3   20 丸山　ジェズ  長　野･大町陸上クラブ    DNS 
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｪｽﾞ    

凡例: DNS:欠    場
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(4組)

 1組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   7 横浜ジュニア        14 頼　　駿智        ﾗｲ ｼｭﾝﾁ           51.68

ﾖｺﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌ   14 久家　光喜        ｸｹﾞ ｺｳｷ           
神奈川   14 大浜　研人        ｵｵﾊﾏ ｹﾝﾄ          

  14 皆川　竜也        ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ         
  2   6 仙台陸上ｸﾗﾌﾞ         4 鏡　　大貴        ｶｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ         53.01

ｾﾝﾀﾞｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ      4 伊藤　発人        ｲﾄｳ ﾀｶﾄ           
宮　城    4 佐々木　裕紀      ｻｻｷ ﾕｳｷ           

   4 宍戸　領太        ｼｼﾄﾞ ﾘｮｳﾀ         
  3   2 京丹後大宮ク        26 藤本　和樹        ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ        53.46

ｷｮｳﾀﾝｺﾞｵｵﾐﾔｸﾗﾌﾞ     26 小牧　瑛典        ｺﾏｷ ｴｲｽｹ          
京　都   26 石橋　宏紀        ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛｷ         

  26 小牧　裕一郎      ｺﾏｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ        
  4   5 筑西大田ｸﾗﾌﾞ         8 藤田　涼平        ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ        54.71

ﾁｸｾｲｵｵﾀｸﾗﾌﾞ          8 眞島　勇太        ﾏｼﾏ ﾕｳﾀ           
茨　城    8 堀江　章秀        ﾎﾘｴ ｱｷﾋﾃﾞ         

   8 樫村　勇輝        ｶｼﾑﾗ ﾕｳｷ          
  5   4 前橋市陸協          10 小池　優太郎      ｺｲｹ ﾕｳﾀﾛｳ         54.97

ﾏｴﾊﾞｼｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｷ   10 小鮒　雄大        ｺﾌﾞﾅ ﾕｳﾀﾞｲ        
群　馬   10 境野　勝起        ｻｶｲﾉ ｶﾂｷ          

  10 齋藤　　豪        ｻｲﾄｳ ｺﾞｳ          
  6   3 宮崎本郷ｱｽﾘｰﾄ       45 田中　一成        ﾀﾅｶ ｲｯｾｲ          55.55

ﾐﾔｻﾞｷﾎﾝｺﾞｳｱｽﾘｰﾄ     45 串間　郎        ｸｼﾏ ﾀｸﾛｳ          
宮　崎   45 森本　　亮        ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ          

  45 押川　竜青        ｵｼｶﾜ ﾘｭｳｾｲ        
  7   8 神拝クラブ          38 春本　恭平        ﾊﾙﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ        55.74

ｶﾝﾊﾞｲｸﾗﾌﾞ           38 田坂　尚耀        ﾀｻｶ ｼｮｳﾖｳ         
愛　媛   38 益山　大器        ﾏｽﾔﾏ ﾀﾞｲｷ         

  38 宮﨑　祥希        ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼｷ         
  8   1 大分中央陸上        44 石井　寛海        ｲｼｲ ﾋﾛﾐ           56.25

ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌ   44 玉井　修平        ﾀﾏｲ ｼｭｳﾍｲ         
大　分   44 安部　宏平        ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ          

  44 釘宮　良典        ｸｷﾞﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ       

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   4 三郷クラブ          11 藤木　光陽        ﾌｼﾞｷ ｺｳﾖｳ         53.05

ﾐｻﾄｸﾗﾌﾞ             11 萩原　　賢        ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝ          
埼　玉   11 秋葉　直也        ｱｷﾊﾞ ﾅｵﾔ          

  11 三浦　拓哉        ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ           
  2   2 むつｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ        2 佐藤　　楓        ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ          53.89

ﾑﾂｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ          2 関　　卓哉        ｾｷ ﾀｸﾔ            
青　森    2 木下　侑誠        ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾏ          

   2 橋脇　僚太        ﾊｼﾜｷ ﾘｮｳﾀ         
  3   3 京築ＪＡＣ          40 木村　和貴        ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ          54.45

ｹｲﾁｸｼﾞｪｲｴｲｼｰ        40 木村　賢太        ｷﾑﾗ ｹﾝﾀ           
福　岡   40 中﨑　雅也        ﾅｶｻﾞｷ ﾏｻﾔ         

  40 加来　佑磨        ｶｸ ﾕｳﾏ            
  4   6 八橋クラブ          31 灘尾　清人        ﾅﾀﾞｵ ｷﾖﾋﾄ         55.36

ﾔﾊﾞｾｸﾗﾌﾞ            31 山本　純也        ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ        
鳥　取   31 廣本　卓也        ﾋﾛﾓﾄ ﾀｸﾔ          

  31 木村　進之介      ｷﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ         
  5   1 上本部クラブ        47 長堂　恵太        ﾅｶﾞﾄﾞｳ ｹｲﾀ        55.93

ｶﾐﾓﾄﾌﾞｸﾗﾌﾞ          47 小濱　　翔        ｺﾊﾏ ｼｮｳ           
沖　縄   47 浦崎　直晴        ｳﾗｻｷ ﾅｵﾊﾙ         

  47 名城　　柊        ﾅｼﾛ ｼｭｳ           
  6   8 三宅陸上ｸﾗﾌﾞ        29 森本　　伶        ﾓﾘﾓﾄ ﾚｲ           55.94

ﾐﾔｹﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ       29 塚本　和也        ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ         
奈　良   29 今入　佳介        ｲﾏｲﾘ ｹｲｽｹ         

  29 中野　孝裕        ﾅｶﾉ ﾀｶﾋﾛ          
  7   7 青南SC              13 島袋　　魁        ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｶｲ         56.16

ｾｲﾅﾝSC              13 大倉　一将        ｵｵｸﾗ ｶｽﾞﾏｻ        
東　京   13 前田　　隼        ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝ         

  13 蘆田　健介        ｱｼﾀﾞ ｹﾝｽｹ         
  8   5 藍住Ｅ陸上ク        36 岡田　　輝        ｵｶﾀﾞ ﾋｶﾙ          56.25

ｱｲｽﾞﾐｲｰｽﾄﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌ   36 村上　彰将        ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾏｻ         
徳　島   36 武田　崇靖        ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ        

  36 谷　　裕貴        ﾀﾆ ﾕｳｷ            
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 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   5 田原陸上教室        23 河辺　樹希也      ｺｳﾍﾞ ｼﾞｭｷﾔ        51.86

ﾀﾊﾗﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ      23 鈴木　　聡        ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ          
愛　知   23 山田　竜輔        ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ        

  23 園川　直人        ｿﾉｶﾜ ﾅｵﾄ          
  2   7 小杉                16 寺腰　翔太        ﾃﾗｺﾞｼ ｼｮｳﾀ        54.07

ｺｽｷﾞ                16 関　　久雄        ｾｷ ﾋｻｵ            
富　山   16 矢倉　良介        ﾔｸﾗ ﾘｮｳｽｹ         

  16 佐伯　　啓        ｻｴｷ ｹｲ            
  3   2 高尾野スポ少        46 大村　佳照        ｵｵﾑﾗ ﾖｼｱｷ         54.88

ﾀｶｵﾉﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮｳ   46 谷村　誠也        ﾀﾆﾑﾗ ｾｲﾔ          
鹿児島   46 橘木　祥三        ｽﾉｷ ｼｮｳｿﾞｳ        

  46 田上　輝弥        ﾀﾉｳｴ ﾃﾙﾔ          
  4   6 峡東クラブ          19 望月　　蓮        ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚﾝ          55.12

ｷｮｳﾄｳｸﾗﾌﾞ           19 鶴田　光樹        ﾂﾙﾀ ｺｳｼﾞｭ         
山　梨   19 五味　英昭        ｺﾞﾐ ﾋﾃﾞｱｷ         

  19 小林　真成人      ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾄ         
  5   4 福富ﾗﾝﾅｰｽﾞ          41 木下　凌輔        ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳｽｹ        55.26

ﾌｸﾄﾞﾐﾗﾝﾅｰｽﾞ         41 溝上　圭太        ﾐｿﾞｶﾐ ｹｲﾀ         
佐　賀   41 田島　優輝        ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ          

  41 森　　信和        ﾓﾘ ﾉﾌﾞｶｽﾞ         
  6   3 初島陸上ｸﾗﾌﾞ        30 名高　祐司        ﾅﾀｶ ﾕｳｼﾞ          56.10

ﾊﾂｼﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ      30 岡　　　誠        ｵｶ ﾏｺﾄ            
和歌山   30 良田　知哉        ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ          

  30 斉藤　秀樹        ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ         
  8 甲賀ＪＡＣ          25 山中　祐太        ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾀ                DNF 

ｺｳｶﾞｼﾞｪｲｴｲｼｰ        25 山下　哲平        ﾔﾏｼﾀ ﾃｯﾍﾟｲ        
滋　賀   25 林　　昴矢        ﾊﾔｼ ﾀｶﾔ           

  25 鎌仲　　湖        ｶﾏﾅｶ ｽｵﾐ          

 4組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   6 東広島陸上ク        34 舛田　侑太        ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ          53.48

ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ   34 木村　大樹        ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ        
広　島   34 船本　稜矢        ﾌﾅﾓﾄ ﾘｮｳﾔ         

  34 西土　拓勝        ﾆｼﾄﾞ ﾀｸﾏｻ         
  2   2 里の子ﾋﾞｸﾄﾘｰ         6 川野　福大        ｶﾜﾉ ﾌｸﾋﾛ          53.88

ｻﾄﾉｺﾋﾞｸﾄﾘｰﾎﾞｰｲｽﾞ     6 上村　琢雲        ｳｴﾑﾗ ﾀｸﾓ          
山　形    6 半澤　　直        ﾊﾝｻﾞﾜ ﾅｵｷ         

   6 庄司　純一        ｼｮｳｼﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ      
  3   5 吹田陸上ｸﾗﾌﾞ        27 辻本　悠馬        ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾏ         54.29

ｽｲﾀﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ       27 久木田　賢哉      ｸｷﾀ ｹﾝﾔ           
大　阪   27 小田　健登        ｵﾀﾞ ｹﾝﾄ           

  27 小原翔太郎ｳﾞｨﾝｾﾝﾄ ｺﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳｳﾞｨﾝｾﾝﾄ 
  4   7 開明ＴＦＣ          20 上原　雄貴        ｳｴﾊﾗ ﾕｳｷ          54.37

ｶｲﾒｲﾃｨｰｴﾌｼｰ         20 稲葉　達也        ｲﾅﾊﾞ ﾀﾂﾔ          
長　野   20 堀内　　謙        ﾎﾘｳﾁ ｹﾝ           

  20 斉藤　健太        ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ          
  5   4 山口市スポ少        35 水津　尚貴        ｽｲｽﾞ ﾅｵｷ          54.50

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｽ   35 潮　　良祐        ｳｼｵ ﾘｮｳｽｹ         
山　口   35 大谷　龍矢        ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾔ         

  35 大賀　伸彦        ｵｵｶﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ        
  6   1 みのり陸上          18 白崎　悠平        ｼﾗｻｷ ﾕｳﾍｲ         55.57

ﾐﾉﾘﾘｸｼﾞｮｳ           18 江川　隆成        ｴｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ        
福　井   18 竹本　陵二        ﾀｹﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ        

  18 辻　　尚弥        ﾂｼﾞ ﾅｵﾔ           
  7   8 土佐ＪＡＣ          39 黒田　真生        ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｷ          56.46

ﾄｻJAC               39 小笠原　慎        ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝ         
高　知   39 久保　絢奨        ｸﾎﾞ ｹﾝｼｮｳ         

  39 高橋　純一        ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ       
  8   3 西海ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ      42 鉢川　貴哉        ﾊﾁｶﾜ ﾀｶﾔ          56.84

ｻｲｶｲﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ      42 村井　駿介        ﾑﾗｲ ｼｭﾝｽｹ         
長　崎   42 岸本　慧太        ｷｼﾓﾄ ｹｲﾀ          

  42 鈴木　将太        ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ         

凡例: DNF:途中棄権
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女子 交流５年  １００ｍ (4)                  8月28日  9:45

(4組)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.1 1組

  1   6   26 知念　美来    京　都･祥豊クラブ        14.81
ﾁﾈﾝ ﾐｸ        

  2   4   47 伊是名　和佳  沖　縄･東江クラブ        14.88
ｲｾﾞﾅ ﾜｶ       

  3   3    8 金塚　小百合  茨　城･美野里クラブ      15.01
ｶﾅﾂｶ ｻﾕﾘ      

  4   8   37 鎌野　まどか  香　川･屋島クラブ        15.07
ｶﾏﾉ ﾏﾄﾞｶ      

  5   7   20 小山　裕菜    長　野･坂城町陸上教室    15.11
ｺﾔﾏ ﾕｳﾅ       

  6   2    4 山岸　　愛    宮　城･増田西クラブ      15.20
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｲ      

  7   5   10 川原　ジェニ  群　馬･伊勢崎市クラブ    15.26
ｶﾜﾊﾗ ｼﾞｪﾆ     

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.2 2組

  1   4   41 宗　佐耶香    佐　賀･加唐クラブ        14.60
ｿｳ ｻﾔｶ        

  2   2   36 鎌田　吏乃    徳　島･林崎ＫＡＣスポ少  14.74
ｶﾏﾀﾞ ﾘﾉ       

  3   8   31 池田　華林    鳥　取･河北ＳＳ          14.88
ｲｹﾀﾞ ｶﾘﾝ      

  4   6   44 土岐　遥菜    大　分･中津陸上クラブ    15.13
ﾄｷ ﾊﾙﾅ        

  5   3    3 川原　　桜    岩　手･ノースクラブ      15.21
ｶﾜﾊﾗ ｻｸﾗ      

  6   5    9 生井　菜都美  栃　木･国分寺RCｼﾞｭﾆｱ     15.37
ﾅﾏｲ ﾅﾂﾐ       

  7   7   29 荻野　春菜    奈　良･ミルキーウェイ    15.47
ｵｷﾞﾉ ﾊﾙﾅ      

  8   1   17 中村　凪沙    石　川･金沢市陸上教室    15.52
ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ     

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1 3組

  1   8    5 佐藤　園美    秋　田･能代山本JAC       14.51
ｻﾄｳ ｿﾉﾐ       

  2   1    2 上遠野　史奈  青　森･桔梗野クラブ      14.75
ｶﾄｳﾉ ﾌﾐﾅ      

  3   2   45 内村　友香    宮　崎･須木内山クラブ    15.10
ｳﾁﾑﾗ ﾕｶ       

  4   4   19 秋山　琴美    山　梨･オンリーワン      15.13
ｱｷﾔﾏ ｺﾄﾐ      

  5   5   25 宮島　亜耶    滋　賀･長浜市陸上教室    15.27
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾔ      

  6   3   39 美﨑　　梓    高　知･南国JAC           15.30
ﾐｻｷ ｱｽﾞｻ      

  7   6   42 横町　七美    長　崎･SIクラブ          15.31
ﾖｺﾏﾁ ﾅﾅﾐ      

  7   43 金田　杏奈    熊　本･山鹿クラブ        DNS 
ｶﾈﾀﾞ ｱﾝﾅ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1 4組

  1   7   27 西野　泰加    大　阪･泉州アップル      14.22
ﾆｼﾉ ﾋﾛｶ       

  2   5   24 森本　真由    三　重･内城田ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ   14.53
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕ       

  3   1   32 橋本　真衣    島　根･大田陸上教室      14.76
ﾊｼﾓﾄ ﾏｲ       

  4   2   30 今嶋　美佳    和歌山･和歌山陸上ｸﾗﾌﾞ    14.93
ｲﾏｼﾞﾏ ﾐｶ      

  5   3   46 岩崎　　遥    鹿児島･頴娃ジュニア      14.95
ｲﾜｻｷ ﾊﾙｶ      

  6   8   38 坂本　衿果    愛　媛･津島しらさぎク    15.01
ｻｶﾓﾄ ｴﾘｶ      

  7   6   18 矢尾　昌子    福　井･日之出陸上        15.02
ﾔｵ ﾏｻｺ        

  8   4   14 原田　奈央    神奈川･横浜ジュニア      15.41
ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵ       

凡例: DNS:欠    場
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女子 交流６年  １００ｍ (4)                  8月28日 10:15

(4組)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6 1組

  1   4   11 島田　愛弓    埼　玉･小川町陸上        13.79
ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅﾕ      

  2   2   35 福永　侑里香  山　口･宇部陸上クラブ    13.85
ﾌｸﾅｶﾞ ﾕﾘｶ     

  3   5   19 小澤　詩織    山　梨･北西陸上クラブ    14.18
ｵｻﾞﾜ ｼｵﾘ      

  4   1   18 澤田　美里    福　井･王子保陸上        14.18
ｻﾜﾀﾞ ﾐｻﾄ      

  5   8   29 掃部　秋奈    奈　良･新沢ＡＣ          14.36
ｶﾓﾝ ｱｷﾅ       

  6   6   37 三宅　綾乃    香　川･観音寺南クラブ    14.66
ﾐﾔｹ ｱﾔﾉ       

  3   10 後閑　　茜    群　馬･群馬郡陸協        DNS 
ｺﾞｶﾝ ｱｶﾈ      

  7   47 大嶺　聖奈    沖　縄･泡瀬陸上クラブ    DNS 
ｵｵﾐﾈ ｾｲﾅ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+1.0 2組

  1   3   15 伊藤　捺希    新　潟･弥彦ジュニア      13.94
ｲﾄｳ ﾅﾂｷ       

  2   7   25 込山　真佑    滋　賀･東近江陸上スポ少  14.03
ｺﾐﾔﾏ ﾏﾕ       

  3   8   22 山岸　里佳    静　岡･静岡市陸上教室    14.08
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｶ      

  4   6    3 伊藤　明希    岩　手･南城クラブ        14.48
ｲﾄｳ ｱｷ        

  5   4   39 松岡　茉季    高　知･アスリート宿毛    14.54
ﾏﾂｵｶ ﾏｷ       

  6   2   17 大保　涼香    石　川･小松ジュニア      14.58
ｵｵﾎﾞ ｽｽﾞｶ     

  7   5   45 甲斐　紗也加  宮　崎･日南ACｼﾞｭﾆｱ       14.76
ｶｲ ｻﾔｶ        

  1   44 麻生　実沙季  大　分･玖珠ジュニア      DNS 
ｱｿｳ ﾐｻｷ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.9 3組

  1   5   32 新井　雅子    島　根･益田陸上教室      13.97
ｱﾗｲ ﾏｻｺ       

  2   3    6 田村　　偲    山　形･西郷スポ少        14.00
ﾀﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ      

  3   6   20 征矢　萌唯    長　野･ふきはら陸上ク    14.29
ｿﾔ ﾓﾕ         

  4   7   41 相島　美沙里  佐　賀･須古かけっこｸﾗﾌﾞ  14.41
ｱｲｼﾏ ﾐｻﾄ      

  5   4   36 立石　晴香    徳　島･林崎ＫＡＣスポ少  14.54
ﾀﾃｲｼ ﾊﾙｶ      

  6   2   38 近平　奈緒子  愛　媛･愛南町スポ少      14.70
ﾁｶﾋﾗ ﾅｵｺ      

  8    4 佐藤　麗奈    宮　城･栗駒クラブ        DNS 
ｻﾄｳ ﾚﾅ        

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.0 4組

  1   7    7 猪股　愛里    福　島･東山              14.00
ｲﾉﾏﾀ ｱｲﾘ      

  2   2   16 密山　智奈美  富　山･広田ＡＣ          14.24
ﾐﾂﾔﾏ ﾁﾅﾐ      

  3   8   24 岡村　祐歩    三　重･川越町陸上少      14.46
ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾎ      

  4   1   30 髙岸　友香    和歌山･田辺ＡＣ          14.54
ﾀｶｷﾞｼ ﾄﾓｶ     

  5   4   27 稲本　望花    大　阪･貝塚ＪＣ          14.66
ｲﾅﾓﾄ ﾐｶ       

  3   21 松田　知紗    岐　阜･関陸上スポ少      DNS 
ﾏﾂﾀﾞ ﾁｻ       

  5   46 篠原　綾伽    鹿児島･鹿児島Jr陸上      DNS 
ｼﾉﾊﾗ ｱﾔｶ      

  6   31 坪倉　美紗子  鳥　取･米子陸上クラブ    DNS 
ﾂﾎﾞｸﾗ ﾐｻｺ     

凡例: DNS:欠    場
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女子 交流  ８０ｍＨ (4)                  8月28日  9:00

(4組)

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.3 1組

  1   3   13 雨宮　くるみ  東　京･ミウラSC          14.07
ｱﾒﾐﾔ ｸﾙﾐ      

  2   6   15 関矢　梨花    新　潟･柏崎T&Fｼﾞｭﾆｱ      14.16
ｾｷﾔ ﾘｶ        

  3   8   30 竹内　萌乃    和歌山･田辺ＡＣ          14.37
ﾀｹｳﾁ ﾓｴﾉ      

  4   2   23 兼子　あさみ  愛　知･なごや陸上ｸﾗﾌﾞ    14.38
ｶﾈｺ ｱｻﾐ       

  5   7   46 武　沙津希    鹿児島･菱刈陸上クラブ    14.63
ﾀｹ ｻﾂｷ        

  6   5   47 砂邊　有香子  沖　縄･北丘クラブ        15.41
ｽﾅﾍﾞ ﾕｶｺ      

  7   4   36 藤井　美咲    徳　島･林崎ＫＡＣスポ少  15.48
ﾌｼﾞｲ ﾐｻｷ      

  8   1   42 山口　　愛    長　崎･明峰ジュニア      16.50
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ      

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5 2組

  1   5   18 久保　美佳    福　井･丸岡陸上スポ少    14.11
ｸﾎﾞ ﾐｶ        

  2   6   35 頼尊　　唯    山　口･宇部陸上クラブ    14.36
ﾗｲｿﾝ ﾕｲ       

  3   7   29 森　貴美子    奈　良･三碓陸上クラブ    14.67
ﾓﾘ ｷﾐｺ        

  4   3   44 川野　毬菜    大　分･渡町台陸上        14.80
ｶﾜﾉ ﾏﾘﾅ       

  5   8   25 小畑　美唯    滋　賀･クラブ　エイム    15.32
ｺﾊﾞﾀ ﾐﾕ       

  6   2   20 坂本　成美    長　野･箕輪中部ＡＣ      16.22
ｻｶﾓﾄ ﾅﾙﾐ      

  4   14 清田　佑奈    神奈川･横須賀ﾘﾄﾙｽｸｰﾙ     DNS 
ｷﾖﾀ ﾕｳﾅ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6 3組

  1   5   11 津村　　慧    埼　玉･春日部陸友        14.03
ﾂﾑﾗ ｹｲ        

  2   6   12 千倉　彩音    千　葉･富津ふれあいク    14.24
ﾁｸﾗ ｱﾔﾈ       

  3   3   32 金本　真由    島　根･三隅陸上クラブ    14.25
ｶﾈﾓﾄ ﾏﾕ       

  4   2   34 島谷　麻鈴    広　島･吉和ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ     14.69
ｼﾏﾀﾆ ﾏﾘﾝ      

  5   7    4 小松　真弥    宮　城･渡波陸上クラブ    14.95
ｺﾏﾂ ﾏﾔ        

  6   8    7 芳賀　江莉    福　島･石川              15.22
ﾊｶﾞ ｴﾘ        

  4   45 日髙　真衣    宮　崎･宮崎西スポ少      DNS 
ﾋﾀﾞｶ ﾏｲ       

順位ﾚｰﾝ No. 氏　名 所　属 記録 Q ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1 4組

  1   7   19 塚越　　彩    山　梨･ナカムラＡＣ      14.07
ﾂｶｺﾞｼ ｱﾔ      

  2   4   37 十河　佳奈    香　川･陶クラブ          14.53
ｿｺﾞｳ ｶﾅ       

  3   1   43 福本　玲奈    熊　本･松高陸上クラブ    14.54
ﾌｸﾓﾄ ﾚｲﾅ      

  4   8   10 栗田　あかり  群　馬･勢多陸上クラブ    15.00
ｸﾘﾀ ｱｶﾘ       

  5   3   17 井家　翔子    石　川･矢田野倶楽部      15.09
ｲﾉｲｴ ｼｮｳｺ     

  6   2   39 海老川　栞    高　知･吉良川JAC         15.14
ｴﾋﾞｶﾜ ｼｵﾘ     

  7   6   24 和田見　蒔    三　重･鈴鹿ＡＣ          15.56
ﾜﾀﾞﾐ ﾏｷ       

  8   5   40 影浦　静香    福　岡･苅田与原ＲＣ      15.61
ｶｹﾞｳﾗ ｼｽﾞｶ    

凡例: DNS:欠    場
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女子 交流  ４×１００ｍ (4)                  8月28日 10:45

(4組)

 1組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   6 大垣市スポ少      21 古市　彩夏      ﾌﾙｲﾁ ｱﾔｶ        56.21

ｵｵｶﾞｷｼﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰ   21 姉崎　瑛恵      ｱﾈｻﾞｷ ｱｷｴ       
岐　阜   21 森本　彩加      ﾓﾘﾓﾄ ｱﾔｶ        

  21 豊田　優衣      ﾄﾖﾀﾞ ﾕｲ         
  2   8 金沢市陸上教室    17 森田　千里      ﾓﾘﾀ ﾁｻﾄ         56.85

ｶﾅｻﾞﾜｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼ   17 刀祢　明帆      ﾄﾈ ｱｷﾎ          
石　川   17 山下　理花      ﾔﾏｼﾀ ﾘｶ         

  17 藤沢　美穂      ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾎ        
  3   7 神町ｱｽﾘｰﾄ          6 平山　莉奈      ﾋﾗﾔﾏ ﾘﾅ         57.04

ｼﾞﾝﾏﾁｱｽﾘｰﾄ         6 高岡　　楓      ﾀｶｵｶ ｶｴﾃﾞ       
山　形    6 海藤　瑞絵      ｶｲﾄｳ ﾐｽﾞｴ       

   6 原田　　繭      ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾕ         
  4   5 むつｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ      2 二本柳　涼那    ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ｽｽﾞﾅ    57.40

ﾑﾂｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ        2 三上　沙輝      ﾐｶﾐ ｻｷ          
青　森    2 工藤　　茜      ｸﾄﾞｳ ｱｶﾈ        

   2 越善　　歩      ｴﾁｾﾞﾝ ｱﾕﾐ       
  5   3 堀川              16 新井　悠希      ｱﾗｲ ﾕｳｷ         57.69

ﾎﾘｶﾜ              16 美浪　　舞      ﾐﾅﾐ ﾏｲ          
富　山   16 小池　眞琴      ｺｲｹ ﾏｺﾄ         

  16 古田　真理恵    ﾌﾙﾀ ﾏﾘｴ         
  6   2 東与賀陸上        41 福地　　彩      ﾌｸﾁ ｱﾔ          57.95

ﾋｶﾞｼﾖｶﾞﾘｸｼﾞｮｳ     41 竹下　沙岐      ﾀｹｼﾀ ｻｷ         
佐　賀   41 黒木　翔子      ｸﾛｷ ｼｮｳｺ        

  41 北村　悠衣      ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ         
  7   4 府中AC－A         13 尾崎　尋代      ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾖ        58.18

ﾌﾁｭｳAC-A          13 佐々木　里紗    ｻｻｷ ﾘｻ          
東　京   13 萩原　史恵      ﾊｷﾞﾜﾗ ﾌﾐｴ       

  13 町野　友梨      ﾏﾁﾉ ﾕﾘ          

 2組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   4 山鹿クラブ        43 太田黒　遥      ｵｵﾀｸﾞﾛ ﾊﾙｶ      55.14

ﾔﾏｶﾞｸﾗﾌﾞ          43 大石　香織      ｵｵｲｼ ｶｵﾘ        
熊　本   43 本山　寿里      ﾓﾄﾔﾏ ｼﾞｭﾘ       

  43 中嶋　　楓      ﾅｶｼﾏ ｶｴﾃﾞ       
  2   3 八雲スポ少         1 手代森　美沙    ﾃｼﾛﾓﾘ ﾐｻ        55.43

ﾔｸﾓﾘｸｼﾞｮｳｽﾎﾟｰﾂｼｮ    1 須藤　育美      ｽﾄﾞｳ ｲｸﾐ        
北海道    1 福田　春花      ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙｶ        

   1 政田　千尋      ﾏｻﾀﾞ ﾁﾋﾛ        
  3   5 ＴＦ倉吉          31 安藤　有莉花    ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾘｶ       56.47

TFｸﾗﾖｼ            31 福本　つぐみ    ﾌｸﾓﾄ ﾂｸﾞﾐ       
鳥　取   31 森　ありさ      ﾓﾘ ｱﾘｻ          

  31 船越　裕美      ﾌﾅｺｼ ﾋﾛﾐ        
  4   7 富岡第二           7 和賀　あいり    ﾜｶﾞ ｱｲﾘ         56.50

ﾄﾐｵｶﾀﾞｲﾆ           7 渡辺　知美      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ       
福　島    7 佐藤　遥香      ｻﾄｳ ﾊﾙｶ         

   7 遠藤　志穂      ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾎ        
  5   8 盛岡クラブ         3 藤原　礼子      ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｲｺ       57.04

ﾓﾘｵｶｸﾗﾌﾞ           3 菊池　真理      ｷｸﾁ ﾏﾘ          
岩　手    3 松橋　ひかる    ﾏﾂﾊｼ ﾋｶﾙ        

   3 芳賀　由野      ﾊｶﾞ ﾕｳﾔ         
  6   1 甲賀ＪＡＣ        25 原田　夏海      ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂﾐ        57.32

ｺｳｶﾞｼﾞｪｲｴｲｼｰ      25 奥田　眞由      ｵｸﾀﾞ ﾏﾕ         
滋　賀   25 山本　夕貴      ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ        

  25 中島　　栞      ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾘ       
  7   2 きさかた           5 深谷　朱莉      ﾌｶﾔ ｱｶﾘ         57.88

ｷｻｶﾀ               5 今野　未来      ｺﾝﾉ ﾐﾗｲ         
秋　田    5 滝田　　怜      ﾀｷﾀ ﾚｲ          

   5 薄田　沙耶      ｽｽｷﾀ ｻﾔ         
  8   6 吉良川JAC         39 仙頭　明奈      ｾﾝﾄｳ ｱｷﾅ        58.15

ｷﾗｶﾞﾜJAC          39 竹本　夏好      ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾐ        
高　知   39 深尾　　梓      ﾌｶｵ ｱｽﾞｻ        

  39 柿本　　杏      ｶｷﾓﾄ ｱﾝ         
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 3組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   6 ﾐﾙｷｰｳｪｲ           29 宮田　莉菜子    ﾐﾔﾀ ﾘﾅｺ         55.61

ﾐﾙｷｰｳｪｲ           29 金田　理子      ｶﾈﾀﾞ ｱﾔｺ        
奈　良   29 渡辺　友梨香    ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｶ       

  29 西村　由依      ﾆｼﾑﾗ ﾕｲ         
  2   4 大宮陸上ｸﾗﾌﾞ      11 山﨑　晴菜      ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾅ       56.10

ｵｵﾐﾔﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ    11 金子　真子      ｶﾈｺ ﾏｺ          
埼　玉   11 羽中田　瑛      ﾊﾅｶﾀﾞ ｱｷ        

  11 大野　侑希      ｵｵﾉ ﾕｳｷ         
  3   1 東広島陸上ｸﾗﾌﾞ    34 田村　亜依      ﾀﾑﾗ ｱｲ          56.84

ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏﾘｸｼﾞｮｳｸﾗ   34 山下　閑乃      ﾔﾏｼﾀ ｼｽﾞﾅ       
広　島   34 力善　みのり    ﾘｷｾﾞﾝ ﾐﾉﾘ       

  34 山本　梨奈      ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾅ         
  4   7 高室クラブ        37 松浦　由香      ﾏﾂｳﾗ ﾕｶ         57.11

ﾀｶﾑﾛｸﾗﾌﾞ          37 小濱　香奈美    ｺﾊﾏ ｶﾅﾐ         
香　川   37 松村　実華      ﾏﾂﾑﾗ ﾐｶ         

  37 蔦原　りな      ﾂﾀﾊﾗ ﾘﾅ         
  5   5 島本ジュニア      27 加地　満理奈    ｶｼﾞ ﾏﾘﾅ         57.14

ｼﾏﾓﾄｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｷ   27 佐古田　莉緒    ｻｺﾀﾞ ﾘｵ         
大　阪   27 中村　瞳未      ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ        

  27 松原　梨実      ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘﾐ        
  6   2 南勢陸上ｸﾗﾌﾞ      24 奥田　幸世      ｵｸﾀﾞ ﾕｷﾖ        58.36

ﾅﾝｾｲﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ    24 井村　智映      ｲﾑﾗ ﾁｴ          
三　重   24 中西　あかね    ﾅｶﾆｼ ｱｶﾈ        

  24 西村　美佑      ﾆｼﾑﾗ ﾐﾕ         
  7   8 紀の国ｼﾞｭﾆｱ       30 新宅　美紀      ｼﾝﾀｸ ﾐｷ         59.30

ｷﾉｸﾆｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗ   30 中谷　ほのか    ﾅｶﾀﾆ ﾎﾉｶ        
和歌山   30 上田　佳世子    ｳｴﾀﾞ ｶﾖｺ        

  30 森井　知里      ﾓﾘｲ ﾁｻﾄ         
  8   3 神拝クラブ        38 潮見　千恵      ｼｵﾐ ﾁｴ          59.87

ｶﾝﾊﾞｲｸﾗﾌﾞ         38 稲井　千夏      ｲﾅｲ ﾁﾅﾂ         
愛　媛   38 田坂　菜々美    ﾀｻｶ ﾅﾅﾐ         

  38 日野　裕子      ﾋﾉ ﾕｳｺ          

 4組
順位ﾚｰﾝ チーム No. 氏名 記録 Q ｺﾒﾝﾄ
  1   6 邑智ＪＴＳ        32 山口　明真      ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾐ        55.37

ｵｵﾁｼﾞｪｰﾃｨｰｴｽ      32 山橋　恵美子    ﾔﾏﾊｼ ｴﾐｺ        
島　根   32 三宅　佳奈子    ﾐﾔｹ ｶﾅｺ         

  32 三上　　遥      ﾐｶﾐ ﾊﾙｶ         
  2   4 大分中央陸上ク    44 植田　理紗      ｳｴﾀﾞ ﾘｻ         55.46

ｵｵｲﾀﾁｭｳｵｳﾘｸｼﾞｮｳｸ   44 久保　茉央      ｸﾎﾞ ﾏｵ          
大　分   44 渡辺　　歩      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ       

  44 加島　　樹      ｶｼﾏ ﾐｷ          
  3   5 横浜ジュニア      14 上谷田　あかり  ｳｴﾀﾆﾀﾞ ｱｶﾘ      55.80

ﾖｺﾊﾏｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳｸ   14 石川　奈津実    ｲｼｶﾜ ﾅﾂﾐ        
神奈川   14 名渡山　栞      ﾅﾄﾔﾏ ｼｵﾘ        

  14 広瀬　知美      ﾋﾛｾ ﾄﾓﾐ         
  4   1 京築ＪＡＣ        40 甲斐　遥香      ｶｲ ﾊﾙｶ          56.64

ｹｲﾁｸｼﾞｪｲｴｲｼｰ      40 梅田　彩加      ｳﾒﾀﾞ ｱﾔｶ        
福　岡   40 福田　美優      ﾌｸﾀﾞ ﾐﾕｳ        

  40 方志　美咲      ﾎｳｼ ﾐｻｷ         
  5   2 ひまわり陸上ク    45 太田　和佳菜    ｵｵﾀ ﾜｶﾅ         57.26

ﾋﾏﾜﾘﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ    45 甲斐　好美      ｶｲ ｺﾉﾐ          
宮　崎   45 河野　千秋      ｶﾜﾉ ﾁｱｷ         

  45 柳田　　恵      ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ     
  6   3 三国陸上ｸﾗﾌﾞ      18 橋本　夏菜子    ﾊｼﾓﾄ ｶﾅｺ        57.54

ﾐｸﾆﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ     18 渡辺　真菜      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ        
福　井   18 吉田　理乃      ﾖｼﾀﾞ ﾘﾉ         

  18 橋本　翔子      ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺ       
  7   8 上越はね馬ク      15 大島　百合恵    ｵｵｼﾏ ﾕﾘｴ        59.01

ｼﾞｮｳｴﾂﾊﾈｳﾏｸﾗﾌﾞ    15 村治　菜穂子    ﾑﾗｼﾞ ﾅﾎｺ        
新　潟   15 市川　真菜      ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ         

  15 相羽　梨乃      ｱｲﾊﾞ ﾘﾉ         
  8   7 開明ＴＦＣ        20 角　　香苗      ｽﾐ ｶﾅｴ          62.56

ｶｲﾒｲﾃｨｰｴﾌｼｰ       20 近藤　真保      ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾎ        
長　野   20 長里　　茜      ﾅｶﾞｻﾄ ｱｶﾈ       

  20 永富　万結      ﾅｶﾞﾄﾐ ﾏﾕ        

 


