
小学生混合　４×１００ｍＲ

大会記録 (GR)           54.90     沼津陸上・静岡 (鈴木・佐野・澤田・埜村)                     2001        

予選  2組3着+2

1組
1着 2ﾚｰﾝ Q 2着 8ﾚｰﾝ Q 3着 3ﾚｰﾝ Q
安城JAC 55.14 沼津陸上少年団 56.34 富士陸上教室 56.52
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾅｲﾄｳ ｱﾔ 愛知 ｽｽﾞｷ　ｱﾔ 静岡 ｱｶｻｶ　ﾕﾘﾅ 静岡
1 1180 内藤　　彩 (5) 安城ＪＡＣ 1 1017 鈴木　あや (5) 沼津陸上少 1 1049 赤坂有里菜 (5) 富士陸上教室

ｶﾜｲ ｼｲﾅ 愛知 ｽｷﾞﾔﾏ　ｱｽﾞｻ 静岡 ﾏﾂﾑﾗ　ﾘﾅ 静岡
2 1179 河合　詩菜 (5) 安城ＪＡＣ 2 1014 杉山　　梓 (5) 沼津陸上少 2 1050 松村　莉奈 (5) 富士陸上教室

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 愛知 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｶﾔ 静岡 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾔ 静岡
3 1177 丸山　侑輝 (5) 安城ＪＡＣ 3 1015 渡辺　貴也 (5) 沼津陸上少 3 1046 中村　友哉 (5) 富士陸上教室

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 愛知 ﾀｶｼﾏ　ｺｳﾄ 静岡 ｱｼｶﾜ　ﾀｸﾔ 静岡
4 1175 遠藤　侑汰 (5) 安城ＪＡＣ 4 1016 高嶌　航斗 (5) 沼津陸上少 4 1047 芦川　拓矢 (5) 富士陸上教室

4着 6ﾚｰﾝ q 5着 9ﾚｰﾝ 6着 7ﾚｰﾝ
川越陸上少 58.26 新友陸上 58.53 内城田SC 58.59
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 三重 ﾀｶｷﾞ ﾅｺ 岐阜 ｲﾄﾞﾓﾄ ﾏｲ 三重
1 1217 伊東　静香 (5) 川越陸上少 1 1100 髙木　菜香 (5) 新友陸上 1 1249 井戸本真衣 (5) 内城田ＳＣ

ﾊﾀﾅｶ ﾘﾗ 三重 ﾉﾐﾁ ﾏﾅﾐ 岐阜 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｻｴ 三重
2 1218 畑中　理良 (5) 川越陸上少 2 1101 野道　愛美 (5) 新友陸上 2 1250 宮本りさえ (5) 内城田ＳＣ

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 三重 ｼﾓｶﾞｲﾄ ｹﾞﾝ 岐阜 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀ 三重
3 1220 山田　侑生 (5) 川越陸上少 3 1098 下垣内　源 (5) 新友陸上 3 1248 山下　翔汰 (5) 内城田ＳＣ

ｺﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 三重 ﾀﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾞｲ 岐阜 ｳﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ 三重
4 1221 駒田紳太郎 (5) 川越陸上少 4 1097 玉田　龍大 (5) 新友陸上 4 1247 浦井　崚自 (5) 内城田ＳＣ

7着 4ﾚｰﾝ 8着 5ﾚｰﾝ
大垣陸上 58.73 保々RC 58.95
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻﾄｳ ﾐｸ 岐阜 ｲﾜﾀ ｱｺ 三重
1 1095 佐藤　美紅 (5) 大垣陸上 1 1213 岩田　阿子 (5) 保々ＲＣ

ｶﾜｾ ﾘｮｳｺ 岐阜 ｲﾄｳ ﾐﾎ 三重
2 1094 川瀬　令子 (5) 大垣陸上 2 1212 伊藤　美穂 (4) 保々ＲＣ

ｳｽｲ ｶﾂｱｷ 岐阜 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾍｲ 三重
3 1092 臼井克晏公 (5) 大垣陸上 3 1214 松岡　修平 (5) 保々ＲＣ

ﾋﾛｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 岐阜 ﾅﾝﾌﾞ ﾕｷﾋﾛ 三重
4 1091 廣澤　数馬 (5) 大垣陸上 4 1215 南部　幸裕 (5) 保々ＲＣ

2組
1着 5ﾚｰﾝ Q 2着 6ﾚｰﾝ Q 3着 4ﾚｰﾝ Q
田原陸上ク 56.32 浜松河輪AC 56.54 作野AC 57.99
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｻﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾅ 愛知 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾕｳｶ 静岡 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｶ 愛知
1 1196 真田　純奈 (5) 田原陸上ク 1 1027 安藤　祐華 (5) 浜松河輪AC 1 1192 杉山　結香 (5) 作野ＡＣ

ﾅｶｵ ﾏﾘｺ 愛知 ｻｻｷ　ｶｵﾘ 静岡 ｵｵﾀﾆ ﾘﾎ 愛知
2 1197 中尾真理子 (5) 田原陸上ク 2 1026 佐々木香織 (5) 浜松河輪AC 2 1191 大谷　莉穂 (5) 作野ＡＣ

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知 ｵｵｲｼ　ﾀｸﾐ 静岡 ｲｼｸﾞﾚ ﾜﾀﾙ 愛知
3 1193 山田　大貴 (5) 田原陸上ク 3 1028 大石　卓巳 (5) 浜松河輪AC 3 1189 石榑　　航 (5) 作野ＡＣ

ﾜﾀﾗｲ ﾓﾄｷ 愛知 ｱﾘｶﾜ　ﾕｳｷ 静岡 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 愛知
4 1194 渡会　元貴 (5) 田原陸上ク 4 1029 有川　湧貴 (4) 浜松河輪AC 4 1188 伊藤　拓真 (5) 作野ＡＣ

4着 2ﾚｰﾝ q 5着 8ﾚｰﾝ 6着 3ﾚｰﾝ
望月AC 58.42 ｺﾒｯﾄ波田 58.80 南箕輪AA 59.11
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ﾖﾀﾞ　ｷﾖｶ 長野 ﾅｶﾑﾗ　ﾅﾂｷ 長野 ｷﾀｻﾞﾜ　ﾁｶ 長野
1 1156 依田　清華 (5) 望月ＡＣ 1 1112 中村　夏妃 (5) ｺﾒｯﾄ波田 1 1140 北澤　千佳 (5) 南箕輪ＡＡ

ﾎｼﾔﾏ　ﾌｳﾅ 長野 ｳｼﾏﾙ　ｸﾐ 長野 ﾎﾘ　ｻｸﾗ 長野
2 1157 星山　楓南 (4) 望月ＡＣ 2 1113 牛丸　紅美 (5) ｺﾒｯﾄ波田 2 1138 堀　　咲良 (5) 南箕輪ＡＡ

ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾄ 長野 ｻﾄｳ　ﾕｳﾀ 長野 ﾑﾗｶﾐ　ﾊﾙﾋｺ 長野
3 1153 中山　圭人 (5) 望月ＡＣ 3 1110 佐藤　裕太 (5) ｺﾒｯﾄ波田 3 1135 村上　晴彦 (5) 南箕輪ＡＡ

ﾌｼﾞﾏｷ　ﾕｳｷ 長野 ｱﾘﾏ　ｼｭﾝ 長野 ｶﾗｷ　ﾖｳｽｹ 長野
4 1154 藤牧　佑希 (5) 望月ＡＣ 4 1109 有馬　　舜 (5) ｺﾒｯﾄ波田 4 1136 唐木　洋輔 (5) 南箕輪ＡＡ

7着 7ﾚｰﾝ
丹生川陸上 63.34
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｺｻｶ ﾁｱｷ 岐阜
1 1107 小坂　千明 (5) 丹生川陸上

ﾉｸﾞﾁ ﾕｲ 岐阜
2 1106 野口　結衣 (5) 丹生川陸上

ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岐阜
3 1104 田口　知哉 (5) 丹生川陸上

ｱﾗｶﾜ ﾕｳﾄ 岐阜
4 1103 荒川　祐人 (5) 丹生川陸上

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第50回東海陸上競技選手権大会兼第92回日本陸上競技選手権大会予選会(07501600)
第24回東海小学生リレー競走大会(07501609)

主催：東海陸上競技協会・中日新聞社
後援：三重県・三重県教育委員会・伊勢市・伊勢市教育委員会
主管：三重陸上競技協会
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予選  2組3着+2

審 判 長：小池　弘文
記録主任：辻　　昭司

第50回東海陸上競技選手権大会兼第92回日本陸上競技選手権大会予選会(07501600)
第24回東海小学生リレー競走大会(07501609)

主催：東海陸上競技協会・中日新聞社
後援：三重県・三重県教育委員会・伊勢市・伊勢市教育委員会
主管：三重陸上競技協会

決勝

1着 6ﾚｰﾝ 2着 5ﾚｰﾝ 3着 4ﾚｰﾝ
安城JAC 53.97 GR 田原陸上ク 56.32 浜松河輪AC 56.53
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｶﾂﾀ ﾓｴ 愛知 ｻﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾅ 愛知 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾕｳｶ 静岡
1 1178 勝田　　萌 (5) 安城ＪＡＣ 1 1196 真田　純奈 (5) 田原陸上ク 1 1027 安藤　祐華 (5) 浜松河輪AC

ｶﾜｲ ｼｲﾅ 愛知 ﾅｶｵ ﾏﾘｺ 愛知 ｻｻｷ　ｶｵﾘ 静岡
2 1179 河合　詩菜 (5) 安城ＪＡＣ 2 1197 中尾真理子 (5) 田原陸上ク 2 1026 佐々木香織 (5) 浜松河輪AC

ｶﾈｺ ﾀｸﾐ 愛知 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知 ｵｵｲｼ　ﾀｸﾐ 静岡
3 1176 兼子　拓巳 (5) 安城ＪＡＣ 3 1193 山田　大貴 (5) 田原陸上ク 3 1028 大石　卓巳 (5) 浜松河輪AC

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 愛知 ﾜﾀﾗｲ ﾓﾄｷ 愛知 ｱﾘｶﾜ　ﾕｳｷ 静岡
4 1175 遠藤　侑汰 (5) 安城ＪＡＣ 4 1194 渡会　元貴 (5) 田原陸上ク 4 1029 有川　湧貴 (4) 浜松河輪AC

4着 8ﾚｰﾝ 5着 7ﾚｰﾝ 6着 9ﾚｰﾝ
富士陸上教室 56.53 沼津陸上少年団 56.94 作野AC 58.07
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｱｶｻｶ　ﾕﾘﾅ 静岡 ｽｽﾞｷ　ｱﾔ 静岡 ﾏｷﾉ ﾘｻ 愛知
1 1049 赤坂有里菜 (5) 富士陸上教室 1 1017 鈴木　あや (5) 沼津陸上少 1 1190 牧野　りさ (5) 作野ＡＣ

ﾏﾂﾑﾗ　ﾘﾅ 静岡 ｽｷﾞﾔﾏ　ｱｽﾞｻ 静岡 ｵｵﾀﾆ ﾘﾎ 愛知
2 1050 松村　莉奈 (5) 富士陸上教室 2 1014 杉山　　梓 (5) 沼津陸上少 2 1191 大谷　莉穂 (5) 作野ＡＣ

ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾔ 静岡 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾀｶﾔ 静岡 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 愛知
3 1046 中村　友哉 (5) 富士陸上教室 3 1015 渡辺　貴也 (5) 沼津陸上少 3 1188 伊藤　拓真 (5) 作野ＡＣ

ｱｼｶﾜ　ﾀｸﾔ 静岡 ﾀｶｼﾏ　ｺｳﾄ 静岡 ﾅｶｼﾏ ﾂﾖｼ 愛知
4 1047 芦川　拓矢 (5) 富士陸上教室 4 1016 高嶌　航斗 (5) 沼津陸上少 4 1187 中島　　豪 (5) 作野ＡＣ

7着 3ﾚｰﾝ 8着 2ﾚｰﾝ
川越陸上少 58.50 望月AC 58.75
ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属

ｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 三重 ﾖﾀﾞ　ｷﾖｶ 長野
1 1217 伊東　静香 (5) 川越陸上少 1 1156 依田　清華 (5) 望月ＡＣ

ﾊﾀﾅｶ ﾘﾗ 三重 ﾎｼﾔﾏ　ﾌｳﾅ 長野
2 1218 畑中　理良 (5) 川越陸上少 2 1157 星山　楓南 (4) 望月ＡＣ

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 三重 ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾄ 長野
3 1220 山田　侑生 (5) 川越陸上少 3 1153 中山　圭人 (5) 望月ＡＣ

ｺﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 三重 ﾌｼﾞﾏｷ　ﾕｳｷ 長野
4 1221 駒田紳太郎 (5) 川越陸上少 4 1154 藤牧　佑希 (5) 望月ＡＣ
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