
小学女子友好1500m

県小学記録(KE)          4:57.00   澤井　風月(ＵＲＣ)                    2016 2月2日 09:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
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

ﾐﾔﾊﾞﾀ ﾎﾉ ｵｸﾀﾞ ﾅﾅﾐ

1 1107 宮端　穂乃(5) SunTFC 1 597 奥田菜々美(6) 一志Beast
ﾓﾘ ﾐﾚｲ ｵﾋﾗ ｱｻｶ

2 527 森　　美玲(6) ASSA-TC 2 792 尾平　朝香(5) 北浜陸上ク
ﾀｶｸﾗ ｶｴﾃﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ

3 747 高倉　　楓(5) 多気ＲＣ 3 1102 小林　夢奈(5) SunTFC
ﾖｼﾀﾞ ﾌﾀﾊﾞ ﾌｶﾐ ｻﾔ

4 618 吉田　双葉(5) 一志Beast 4 533 深見　紗矢(5) ASSA-TC
ﾀﾅｶ ｴｺ ﾅｶﾑﾗ ﾘｺ

5 322 田中　絵瑚(5) 楠陸上Jr 5 1949 中村　莉心(6) JAC EAST
ﾔﾏﾓﾄ ﾆｺ ｷﾀｲ ﾋﾅ

6 908 山本　二瑚(5) 南勢陸上ク 6 3638 北井　緋七(6) ClubEggs
ﾐﾔﾓﾄ ﾒｲ ｸﾗｼﾞｮｳ ｶﾝﾅ

7 2043 宮本　芽依(6) ＪＡＣ亀山 7 2051 蔵城　柑奈(5) ＪＡＣ亀山
ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｶ ｵｵﾉ ｶﾎ

8 357 小川　広桂(5) 朝日陸上少 8 791 大野　花歩(5) 北浜陸上ク
ﾋｼﾞﾂﾗ ｺｺﾉ ﾓﾘｸﾞﾁ ﾂｶｻ

9 3752 土面　心乃(5) 北浜陸上ク 9 2049 森口つかさ(5) ＪＡＣ亀山
ｵｵﾀ ﾐｲﾅ ﾆｼｵｶ ﾏﾅｶ

10 889 太田美唯菜(6) 南勢陸上ク 10 905 西岡真菜夏(5) 南勢陸上ク
ﾀﾞｲｺﾞ ﾚﾝｶ ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ

11 1650 醍醐　蓮華(5) ＵＲＣ 11 734 古川　歩佳(6) 多気ＲＣ
ﾓﾘ ﾐﾕ ﾆｼﾓﾄ ｻｵﾘ

12 1950 森　　美結(6) JAC EAST 12 1099 西本　彩栞(6) SunTFC
ﾊｼﾓﾄ ﾚﾅ ﾋﾗｻﾞﾜ ﾏﾎ

13 531 橋本　怜奈(5) ASSA-TC 13 614 平澤　茉歩(5) 一志Beast
ｺｲｹ ｱﾂﾐ ｸﾎﾞﾀ ﾕﾂﾞｷ

14 71 小池　温実(6) 大山田ＡＣ 14 793 窪田　悠月(5) 北浜陸上ク
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ ﾄｺﾛ ﾕﾅ

15 616 山口　優姫(5) 一志Beast 15 1651 所　　優菜(5) ＵＲＣ
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小学男子友好1500m

県小学記録(KE)          4:34.34   森　　辰好(川越陸上少年団)            2012 2月2日 09:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
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 ﾘｸﾄ ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ

1 1939 山本　陸仁(5) JAC EAST 1 373 伊藤　　潤(5) 川越陸上少
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾔﾏ ｼｭｳﾏ

2 876 山崎　大雅(5) 南勢陸上ク 2 807 中山　柊馬(6) 厚生ＡＣ
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｺﾞ ｵｵﾑﾗ ｼｮｲﾝ

3 750 西村　有悟(5) 多気ＲＣ 3 1679 大村　緒允(6) ばりっこクラブ

ﾌｼﾞﾀ ﾐﾗｲ ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ

4 2242 藤田　未徠(6) 楠陸上Jr 4 934 鈴木　耕平(5) 宮川jr陸上
ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾄ ｵｵｶﾜ ｱﾕﾀ

5 1936 森田　陽人(5) JAC EAST 5 549 大川　歩汰(6) 一志Beast
ｳｴｽｷﾞ ｿｳﾀ ﾀﾃｲｼ ﾅｵﾔ

6 548 植杉　颯太(6) 一志Beast 6 9999 立石　直也(6) 北勢ＲＣ
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ ﾜﾀﾍﾞ ｲｯｷ

7 3059 山本　啓太(6) チームＧ松陸 7 241 渡部　一騎(5) 保々ＲＣ
ﾑﾗﾀ ｹﾝﾄ ﾔﾉ ﾉﾌﾞﾀｶ

8 739 村田　健人(6) 多気ＲＣ 8 240 矢野　暢崇(5) 保々ＲＣ
ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ ｵｸﾉ ﾀｲｷ

9 1665 安藤　翔太(6) ＵＲＣ 9 1924 奥野　泰希(6) JAC EAST
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞｲ

10 47 山本　蒼真(5) 大山田ＡＣ 10 3637 内田　和位(5) ＪＡＣ亀山
ｵｵﾊｼ ｹﾝﾄ ﾑﾗﾀ ﾉｷﾔ

11 504 大橋　健人(5) ASSA-TC 11 736 村田　宇哉(6) 多気ＲＣ
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾖｳ ﾔｽｲ ﾘｭｳﾏ

12 234 萩原　皐陽(6) 保々ＲＣ 12 776 安井　琉真(5) 北浜陸上ク
ﾋｶﾞｼ ﾔﾏﾄ ｲﾄｳ ｱﾂｷ

13 931 東　　大翔(6) 宮川jr陸上 13 328 伊藤　純輝(6) 朝日陸上少
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄ ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ

14 378 山下　寛人(5) 川越陸上少 14 506 佐藤　　潤(5) ASSA-TC
ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ

15 773 北川　暖人(5) 北浜陸上ク 15 930 西田　龍臥(6) 宮川jr陸上
ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ

16 812 佐々木翔梧(5) 厚生ＡＣ 16 374 伊藤凜汰郎(5) 川越陸上少
ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳﾀ ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ

17 1634 谷口　煌太(6) ＵＲＣ 17 1664 西村隆之介(6) ＵＲＣ
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ ｷﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ

18 2026 馬場　悠太(6) ＪＡＣ亀山 18 873 北村　隼人(5) 南勢陸上ク
ｷﾑﾗ ｼﾄﾞｳ ﾉｸﾞﾁ ﾅﾂﾋ

19 550 木村　心童(6) 一志Beast 19 3582 野口　夏陽(5) チームＧ松陸

ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾀ ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳﾀ

20 330 服部　優太(6) 朝日陸上少 20 306 早川　怜汰(5) 楠陸上Jr
ｼﾊﾞﾀ ｲﾁｺﾞ

21 303 柴田　一護(5) 楠陸上Jr
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