
男子小学1・2年 ５０ｍ

タイムレース(2)  8月 5日 11:44

大会記録  8.71  草薙 拓海(2)  2014(H26)年

タイムレース 全2組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.4

  1   3  632

飯島  唯斗 (小1)

ｲｲｼﾞﾏ  ﾕｲﾄ

有明小    9.30

  2   7  255

伊藤  明斗 (小2)

ｲﾄｳ  ﾐﾝﾄ

東京陸協    9.32

  3   2  161

下原  瑛太 (小2)

ｼﾓﾊﾞﾗ  ｴｲﾀ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC    9.35

  4   8  165

大原  和晃 (小2)

ｵｵﾊﾗ  ｶｽﾞｱｷ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC    9.36

  5   6  164

佐藤  蒼真 (小2)

ｻﾄｳ  ｿｳﾏ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC    9.47

  6   5  158

岩田  紘徳 (小2)

ｲﾜﾀ  ﾋﾛｱﾂ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC    9.54

  7   4   88

渡邉  仁 (小2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼﾞﾝ

ゆめおりAC    9.71

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   3  177

松岡  晶佑 (小2)

ﾏﾂｵｶ  ｼｮｳｽｹ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC    8.72

  2   8    4

赤嶺  純 (小2)

ｱｶﾐﾈ  ｼﾞｭﾝ

さくらＧＫＴ    9.09

  3   4    6

山本  海弥 (小2)

ﾔﾏﾓﾄ  ｶｲﾔ

多摩 愛和小    9.86

  4   7  163

岸  俊太 (小2)

ｷｼ  ｼｭﾝﾀ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC    9.88

  5   5  171

藤井  励磨 (小1)

ﾌｼﾞｲ  ﾚｲﾏ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   10.09

  6   2  637

木村  輝一 (小1)

ｷﾑﾗ  ｷｲﾁ

ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾏﾝ   10.85

  6   57

小林  舜翔 (小2)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｼｭﾝﾄ

東京町田AC DNS

男子小学3・4年 ６０ｍ

タイムレース(2)  8月 5日 11:58

大会記録  9.39  直井　唯真(4)(KMC陸上ｸﾗﾌﾞ)  2016(Ｈ28)年

タイムレース 全2組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.8

  1   6  174

松岡  遼希 (小4)

ﾏﾂｵｶ  ﾊﾙｷ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC    9.73

  2   4   95

辻  晴太 (小4)

ﾂｼﾞ  ﾊﾙﾀ

ゆめおりAC    9.90

  3   2   50

大西  大貴 (小3)

ｵｵﾆｼ  ﾀﾞｲｷ

J.VIC   10.17

  4   8  173

唯根  遼人 (小3)

ﾕｲﾈ  ﾘｮｳﾄ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   10.43

  5   7  170

田村  颯汰 (小3)

ﾀﾑﾗ  ｿｳﾀ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   10.72

  6   5   51

佐々木  将太 (小4)

ｻｻｷ  ｼｮｳﾀ

J.VIC   10.77

  7   3  166

家塚  悠弥 (小4)

ｲｴﾂﾞｶ  ﾕｳﾔ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   10.82

  1   99

木村  仁 (小3)

ｷﾑﾗ  ｼﾞﾝ

ゆめおりAC DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+2.1

  1   7  113

ジョセフ  ニコラス陸都 (小3)

ｼﾞｮｾﾌ  ﾆｺﾗｽﾘｸﾄ

ゆめおりAC    9.47

  2   5    2

村上  太一 (小4)

ﾑﾗｶﾐ  ﾀｲﾁ

藤沢 浜見小    9.49

  3   8  638

木村  太一 (小3)

ｷﾑﾗ  ﾀｲﾁ

ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾏﾝ    9.56

  4   2  257

中西  巧 (小4)

ﾅｶﾆｼ  ﾀｸﾐ

東京陸協    9.59

  5   6  110

田草川  拓実 (小4)

ﾀｸｻｶﾞﾜ  ﾀｸﾐ

ゆめおりAC    9.63

  6   1  112

小笠原  結大 (小3)

ｵｶﾞｻﾜﾗ  ﾕｳﾀ

ゆめおりAC    9.85

  7   4   86

大和田  芽来 (小4)

ｵｵﾜﾀﾞ  ﾒｸﾞﾙ

ゆめおりAC    9.90

  8   3  103

内田  煌人 (小3)

ｳﾁﾀﾞ  ｷﾗﾄ

ゆめおりAC   10.85

男子小学5・6年 ６０ｍ

タイムレース(2)  8月 5日 12:06

大会記録  8.64  関川　聖(小山田小)  2017(H29)年

タイムレース 全2組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.9

  1   5  105

宮坂  玲皇 (小6)

ﾐﾔｻｶ  ﾚｵ

ゆめおりAC    8.95

  2   7   93

赤坂  眞眸 (小6)

ｱｶｻｶ  ﾏﾅﾑ

ゆめおりAC    9.53

  3   3   91

井上  真智 (小5)

ｲﾉｳｴ  ﾏｻﾄ

ゆめおりAC   10.17

  4  162

神谷  大志 (小5)

ｶﾐﾔ  ﾀｲｼ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC DNS

  6   58

小林  大翼 (小6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｵｵｽｹ

東京町田AC DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.7

  1   5   92

佐々木  瑛太 (小6)

ｻｻｷ  ｴｲﾀ

ゆめおりAC    8.99

  2   4  108

渡邊  陽人 (小6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾊﾙﾄ

ゆめおりAC    8.99

  3   7  102

出口  遥斗 (小5)

ﾃﾞｸﾞﾁ  ﾊﾙﾄ

ゆめおりAC    9.05

  4   6   12

野口  利虎 (小5)

ﾉｸﾞﾁ  ﾘﾄﾗ

   9.34

  3   98

木村  塁 (小5)

ｷﾑﾗ  ﾙｲ

ゆめおりAC DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子小学1・2年 １００ｍ

タイムレース(3)  8月 5日 15:09

大会記録  16.53  草薙 拓海(2)  2014(H26)年

タイムレース 全3組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.5

  1   3  177

松岡  晶佑 (小2)

ﾏﾂｵｶ  ｼｮｳｽｹ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   17.18

  2   4  255

伊藤  明斗 (小2)

ｲﾄｳ  ﾐﾝﾄ

東京陸協   18.21

  3   7  165

大原  和晃 (小2)

ｵｵﾊﾗ  ｶｽﾞｱｷ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   18.27

  4   6  161

下原  瑛太 (小2)

ｼﾓﾊﾞﾗ  ｴｲﾀ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   18.67

  5   5  158

岩田  紘徳 (小2)

ｲﾜﾀ  ﾋﾛｱﾂ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   19.17

  6   2  163

岸  俊太 (小2)

ｷｼ  ｼｭﾝﾀ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   19.88

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.8

  1   7    4

赤嶺  純 (小2)

ｱｶﾐﾈ  ｼﾞｭﾝ

さくらＧＫＴ   17.73

  2   3    6

山本  海弥 (小2)

ﾔﾏﾓﾄ  ｶｲﾔ

多摩 愛和小   19.81

  3   6  361

荒川  泰輝 (小1)

ｱﾗｶﾜ  ﾀｲｷ

川崎陸上   20.13

  4   5  171

藤井  励磨 (小1)

ﾌｼﾞｲ  ﾚｲﾏ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   20.15

  5   2  363

森下  蒼太郎 (小1)

ﾓﾘｼﾀ  ｿｳﾀﾛｳ

川崎陸上   21.83

  4  362

原田  晴 (小1)

ﾊﾗﾀﾞ  ﾊﾙ

川崎陸上 DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.3

  1   7  632

飯島  唯斗 (小1)

ｲｲｼﾞﾏ  ﾕｲﾄ

有明小   18.72

  2   5   88

渡邉  仁 (小2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼﾞﾝ

ゆめおりAC   19.36

  3   3  364

猿橋  泰燿 (小1)

ｻﾙﾊｼ  ﾀｲﾖｳ

川崎陸上   21.13

  4   6  365

小川  龍司 (小1)

ｵｶﾞﾜ  ﾘｭｳｼﾞ

川崎陸上   27.08

  4   57

小林  舜翔 (小2)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｼｭﾝﾄ

東京町田AC DNS

男子小学3・4年 １００ｍ

タイムレース(3)  8月 5日 15:24

大会記録  15.11  直井　唯真(4)(KMC陸上ｸﾗﾌﾞ)  2016(H28)年

タイムレース 全3組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.6

  1   6    2

村上  太一 (小4)

ﾑﾗｶﾐ  ﾀｲﾁ

藤沢 浜見小   15.86

  2   3  354

堀脇  聡馬 (小4)

ﾎﾘﾜｷ  ｿｳﾏ

川崎陸上   15.94

  3   4  353

小林  昊夢 (小4)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾋﾛﾑ

川崎陸上   15.99

  4   1  174

松岡  遼希 (小4)

ﾏﾂｵｶ  ﾊﾙｷ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   16.01

  5   7  257

中西  巧 (小4)

ﾅｶﾆｼ  ﾀｸﾐ

東京陸協   16.30

  5   8   95

辻  晴太 (小4)

ﾂｼﾞ  ﾊﾙﾀ

ゆめおりAC   16.30

  7   2   86

大和田  芽来 (小4)

ｵｵﾜﾀﾞ  ﾒｸﾞﾙ

ゆめおりAC   16.73

  8   5   51

佐々木  将太 (小4)

ｻｻｷ  ｼｮｳﾀ

J.VIC   17.24

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.6

  1   6   50

大西  大貴 (小3)

ｵｵﾆｼ  ﾀﾞｲｷ

J.VIC   16.80

  2   8  173

唯根  遼人 (小3)

ﾕｲﾈ  ﾘｮｳﾄ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   16.87

  3   4  358

森川  叡 (小4)

ﾓﾘｶﾜ  ｻﾄｼ

川崎陸上   16.89

  4   3  359

竹本  颯志 (小4)

ﾀｹﾓﾄ  ｿｳｼ

川崎陸上   17.56

  5   1  357

米山  大地 (小4)

ﾖﾈﾔﾏ  ﾀﾞｲﾁ

川崎陸上   17.76

  6   7  355

大槻  慎 (小4)

ｵｵﾂｷ  ｼﾝ

川崎陸上   17.78

  7   2  170

田村  颯汰 (小3)

ﾀﾑﾗ  ｿｳﾀ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   17.89

  5   99

木村  仁 (小3)

ｷﾑﾗ  ｼﾞﾝ

ゆめおりAC DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   2  638

木村  太一 (小3)

ｷﾑﾗ  ﾀｲﾁ

ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾏﾝ   15.86

  2   8  113

ジョセフ  ニコラス陸都 (小3)

ｼﾞｮｾﾌ  ﾆｺﾗｽﾘｸﾄ

ゆめおりAC   15.99

  3   3  112

小笠原  結大 (小3)

ｵｶﾞｻﾜﾗ  ﾕｳﾀ

ゆめおりAC   16.78

  4   4  360

鈴木  輝石 (小3)

ｽｽﾞｷ  ﾀﾞｲﾔ

川崎陸上   17.76

  5   6  166

家塚  悠弥 (小4)

ｲｴﾂﾞｶ  ﾕｳﾔ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   18.00

  6   5  356

米山  陽大 (小4)

ﾖﾈﾔﾏ  ﾋﾅﾀ

川崎陸上   18.26

  7   7  103

内田  煌人 (小3)

ｳﾁﾀﾞ  ｷﾗﾄ

ゆめおりAC   18.28

凡例（DNS:欠    場）



男子小学5・6年 １００ｍ

タイムレース(3)  8月 5日 15:39

大会記録  13.67  岡本　皓季(6)(ﾆｭｰﾓｰﾄﾞｷｯｽﾞ)  2016(H28)年

タイムレース 全3組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.4

  1   3  352

須山  恵成 (小5)

ｽﾔﾏ  ﾔｽﾅﾘ

川崎陸上   14.86

  2   7  160

加藤  凌哉 (小6)

ｶﾄｳ  ﾘｮｳﾔ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   14.95

  3   4  351

永原  志音 (小5)

ﾅｶﾞﾊﾗ  ｼｵﾝ

川崎陸上   15.13

  4   5  345

橋本  悠希 (小6)

ﾊｼﾓﾄ  ﾕｳｷ

川崎陸上   15.27

  5   6   82

熊川  大哉 (小5)

ｸﾏｶﾞﾜ  ﾋﾛﾔ

ゆめおりAC   15.28

  6   8  346

赤松  陽太 (小6)

ｱｶﾏﾂ  ﾖｳﾀ

川崎陸上   15.37

  7   2   12

野口  利虎 (小5)

ﾉｸﾞﾁ  ﾘﾄﾗ

  15.57

  1   98

木村  塁 (小5)

ｷﾑﾗ  ﾙｲ

ゆめおりAC DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   2  108

渡邊  陽人 (小6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾊﾙﾄ

ゆめおりAC   14.83

  2   1   93

赤坂  眞眸 (小6)

ｱｶｻｶ  ﾏﾅﾑ

ゆめおりAC   15.51

  3   6   52

興津   快 (小6)

ｵｷﾂ  ｶｲ

J.VIC   15.65

  4   4  348

土谷  和史 (小6)

ﾂﾁﾔ  ｶｽﾞﾌﾐ

川崎陸上   16.07

  5   5  347

永井  聖也 (小6)

ﾅｶﾞｲ  ｾｲﾔ

川崎陸上   16.07

  6   8  162

神谷  大志 (小5)

ｶﾐﾔ  ﾀｲｼ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   16.66

  7   3   91

井上  真智 (小5)

ｲﾉｳｴ  ﾏｻﾄ

ゆめおりAC   17.14

  8   7  350

江森  由悟 (小5)

ｴﾓﾘ  ﾕｳｺﾞ

川崎陸上   17.26

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.6

  1   5  114

上河内  理来 (小6)

ｶﾐｺﾞｳﾁ  ﾘｸ

ゆめおりAC   14.33

  2   3  105

宮坂  玲皇 (小6)

ﾐﾔｻｶ  ﾚｵ

ゆめおりAC   14.70

  3   7   92

佐々木  瑛太 (小6)

ｻｻｷ  ｴｲﾀ

ゆめおりAC   14.99

  4   2  102

出口  遥斗 (小5)

ﾃﾞｸﾞﾁ  ﾊﾙﾄ

ゆめおりAC   15.33

  5   8  349

岸本  慶生 (小6)

ｷｼﾓﾄ  ｹｲ

川崎陸上   16.40

  6   4   53

宗像  温之介 (小5)

ﾑﾅｶﾀ  ｵﾝﾉｽｹ

J.VIC   17.36

  6   58

小林  大翼 (小6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｵｵｽｹ

東京町田AC DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子中学 １００ｍ

タイムレース(30)  8月 5日 16:45

大会記録  11.35  倉岡　大輝(日産ｽﾀｼﾞｱﾑAC)  2017(H29)年

タイムレース 全30組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2

  1   6  415

岩男  恵太 (中3)

ｲﾜｵ  ｹｲﾀ

南大谷中   11.75

  2   5  186

後藤  悠介 (中3)

ｺﾞﾄｳ  ﾕｳｽｹ

堺中   11.90

  3   4  610

橋本  誠司 (中3)

ﾊｼﾓﾄ  ｾｲｼﾞ

多摩 落合中   12.08

  4   3  427

塚田  海斗 (中2)

ﾂｶﾀﾞ  ｶｲﾄ

八王子城山中   12.18

  5   1  187

梶原  唯鶴 (中3)

ｶｼﾞﾜﾗ  ｲﾂﾞﾙ

堺中   12.25

  6   2  755

毛塚  亘亮 (中3)

ｹﾂﾞｶ  ﾉﾌﾞｱｷ

多摩 和田中   12.28

  7   8  754

毛塚  圭亮 (中3)

ｹﾂﾞｶ  ﾖｼｱｷ

多摩 和田中   12.28

  8   7  609

小島  翔弥 (中3)

ｺｼﾞﾏ  ｼｮｳﾔ

多摩 落合中   12.77

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  1   5  688

大澤  友貴 (中2)

ｵｵｻﾜ  ﾄﾓｷ

町田二中   11.98

  2   8  120

中上  飛河 (中2)

ﾁｭｳｼﾞｮｳ  ﾋｭｳｶﾞ

稲城二中   12.13

  3   3  756

中林  隆太 (中3)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ  ﾘｭｳﾀ

多摩 和田中   12.25

  4   1  815

黒柳  虎之助 (中2)

ｸﾛﾔﾅｷﾞ  ﾄﾗﾉｽｹ

町田山﨑中   12.31

  5   7  393

東  涼介 (中3)

ﾋｶﾞｼ  ﾘｮｳｽｹ

八王子五中   12.38

  6   2  645

山本  凌雅 (中3)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾘｮｳｶﾞ

八王子四中   12.57

  7   6  488

堀内　  凌 (中3)

ﾎﾘｳﾁ   ﾘｮｳ

忠生中   12.77

  4  416

津島  光大郎 (中3)

ﾂｼﾏ  ｺｳﾀﾛｳ

南大谷中 DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   4  775

村田  流星 (中2)

ﾑﾗﾀ  ﾘｭｳｾｲ

薬師中   12.34

  2   3  425

小坂  雄人 (中2)

ｺｻｶ  ﾕｳﾄ

八王子城山中   12.43

  3   1  772

松村  虎太郎 (中3)

ﾏﾂﾑﾗ  ｺﾀﾛｳ

薬師中   12.55

  4   5  751

河内  貴織 (中3)

ｶﾜｳﾁ  ﾀｵ

多摩 和田中   12.61

  5   2  644

星名  航希 (中3)

ﾎｼﾅ  ｺｳｷ

八王子四中   13.17

  6   6  149

清水  元貴 (中1)

ｼﾐｽﾞ  ﾓﾄｷ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   13.80

  7  413

住野  司 (中3)

ｽﾐﾉ  ﾂｶｻ

南大谷中 DNS

  8  485

保村  歩 (中3)

ﾔｽﾑﾗ  ﾜﾀﾙ

忠生中 DNS

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   7  809

石川  隼 (中3)

ｲｼｶﾜ  ﾊﾔﾃ

木曽中   12.20

  2   5  185

夏井  大誠 (中3)

ﾅﾂｲ  ﾀｲｾｲ

堺中   12.24

  3   1  547

松尾  拓朗 (中3)

ﾏﾂｵ  ﾀｸﾛｳ

八王子三中   12.37

  4   3  150

高浜  成登 (中2)

ﾀｶﾊﾏ  ﾅﾙﾄ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   12.57

  5   4  790

小林  雄翔 (中3)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾄ

木曽中   12.59

  6   2  612

大谷  優斗 (中2)

ｵｵﾀﾆ  ﾕｳﾄ

多摩 落合中   12.94

  6  647

大久保  龍晟 (中3)

ｵｵｸﾎﾞ  ﾘｭｳｾｲ

八王子四中 DNS

  8  687

山崎  舞央 (中3)

ﾔﾏｻｷ  ﾏｵ

町田二中 DNS

  5組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   1  398

竹島  大翔 (中3)

ﾀｹｼﾏ  ﾋﾛﾄ

八王子五中   12.39

  1   6   70

飯田  眞大 (中2)

ｲｲﾀﾞ  ﾏﾅﾄ

ゆめおりAC   12.39

  3   8  325

田中  郁覇 (中2)

ﾀﾅｶ  ｲｸﾊ

府中八中   12.56

  4   5  146

高木  克哉 (中3)

ﾀｶｷﾞ  ｶﾂﾔ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   12.77

  5   2  421

辻野  郁人 (中3)

ﾂｼﾞﾉ  ｲｸﾄ

八王子城山中   12.77

  6   3  433

筒井  滉平 (中1)

ﾂﾂｲ  ｺｳﾍｲ

八王子城山中   12.77

  7   4  650

田代  陽太 (中2)

ﾀｼﾛ  ﾋﾅﾀ

八王子四中   12.80

  8   7  525

鈴木  勇人 (中3)

ｽｽﾞｷ  ﾊﾔﾄ

忠生中   13.25

  6組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.7

  1   5  420

清水  陽大 (中3)

ｼﾐｽﾞ  ﾋｲﾛ

八王子城山中   12.44

  2   3  259

中所  隼人 (中2)

チュウジョ  ハヤト

清瀬五中   12.63

  3   7  296

上野    司龍 (中3)

ｳｴﾉ  ｼﾘｭｳ

府中八中   12.70

  4   6  814

伊藤  良晟 (中2)

ｲﾄｳ  ﾘｮｳｾｲ

町田山﨑中   12.77

  5   2  738

長谷川  航大 (中2)

ﾊｾｶﾞﾜ  ｺｳﾀ

鶴川二中   12.93

  6   4  123

宮本  雄斗 (中2)

ﾐﾔﾓﾄ  ﾕｳﾄ

稲城二中   12.97

  7   8  648

岡部  拓海 (中2)

ｵｶﾍﾞ  ﾀｸﾐ

八王子四中   13.21

  1  614

吉田  滉太郎 (中1)

ﾖｼﾀﾞ  ｺｳﾀﾛｳ

多摩 落合中 DNS

  7組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.8

  1   5  225

小川  慶生 (中2)

ｵｶﾞﾜ  ｹｲｾｲ

つくし野中   12.69

  2   6  426

出田  優真 (中2)

ｲﾃﾞﾀ  ﾕｳﾏ

八王子城山中   12.74

  3   3  224

福田  凛人 (中2)

ﾌｸﾀﾞ  ﾘﾝﾄ

つくし野中   12.77

  4   8  752

戸井  海智 (中3)

ﾄｲ  ﾐｻﾄ

多摩 和田中   12.91

  5   2  502

福島  健悟 (中2)

ﾌｸｼﾏ  ｹﾝｺﾞ

忠生中   13.12

  6   4  492

加藤  将光 (中2)

ｶﾄｳ  ﾏｻﾙ

忠生中   13.16

  7   1  791

堀場  日向 (中3)

ﾎﾘﾊﾞ  ﾋﾅﾀ

木曽中   13.30

  7  812

坂下  翔悟 (中3)

ｻｶｼﾀ  ｼｮｳｺﾞ

町田山﨑中 DNS

  8組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.4

  1   8  543

山本  颯人 (中1)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾊﾔﾄ

八王子三中   12.73

  2   6  119

千葉  琉生 (中2)

ﾁﾊﾞ  ﾘｭｳｾｲ

稲城二中   13.05

  3   7  539

加藤  駿平 (中3)

ｶﾄｳ  ｼｭﾝﾍﾟｲ

町田一中   13.14

  4   3  226

久保田  楓雅 (中2)

ｸﾎﾞﾀ  ﾌｳｶﾞ

つくし野中   13.19

  5   2  540

橘川  武瑠 (中2)

ｷﾂｶﾜ  ﾀｹﾙ

町田一中   13.20

  6   1  269

平井  快 (中2)

ﾋﾗｲ  ｶｲ

あきる野 五日市中
  13.41

  7   5  611

鷹野  宏太 (中2)

ﾀｶﾉ  ｺｳﾀ

多摩 落合中   13.76

  8   4  491

大久保  治宜 (中2)

ｵｵｸﾎﾞ  ﾊﾙﾀｶ

忠生中   13.95

凡例（DNS:欠    場）
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  9組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.3

  1   2  613

坂上  未羽似 (中1)

ｻｶｶﾞﾐ  ﾐｳｼﾞ

多摩 落合中   12.92

  2   1  403

五味  優太 (中1)

ｺﾞﾐ  ﾕｳﾀ

南大谷中   13.00

  3   5  193

福島  優也 (中2)

ﾌｸｼﾏ  ﾕｳﾔ

堺中   13.11

  4   7  817

山田  龍馬 (中2)

ﾔﾏﾀﾞ  ﾘｮｳﾏ

町田山﨑中   13.17

  5   3  606

小形  優珠 (中3)

ｵｶﾞﾀ  ﾕｽﾞ

多摩 落合中   13.31

  6   6  154

春山  央 (中1)

ﾊﾙﾔﾏ  ﾋｻｼ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   13.36

  7   4  493

三瓶  海斗 (中2)

ｻﾝﾍﾟｲ  ｶｲﾄ

忠生中   13.51

  8   13

吉岡　秀 (中2)

ﾖｼｵｶ    ｼｭｳ

東京陸協 DNS

  10組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   5  322

木村  広志 (中2)

ｷﾑﾗ  ﾋﾛｼ

府中八中   12.84

  2   6  739

小野寺  晃遥 (中2)

ｵﾉﾃﾞﾗ  ｺｳﾖｳ

鶴川二中   12.92

  3   7  545

中村  優太 (中2)

ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳﾀ

八王子三中   12.96

  4   3  816

佐藤  誠大 (中2)

ｻﾄｳ  ﾄﾓｷ

町田山﨑中   13.30

  5   2  546

小野田  水翔 (中2)

ｵﾉﾀﾞ  ﾐﾅﾄ

八王子三中   13.36

  6   1  586

北條  友葵 (中1)

ﾎｳｼﾞｮｳ  ﾕｳｷ

三田国際学園中   13.78

  4  270

南澤  幸矢 (中2)

ﾐﾅﾐｻﾞﾜ  ﾕｷﾔ

あきる野 五日市中
DNS

  8  190

名城  桜芽 (中2)

ﾅｼﾛ  ｵｳｶﾞ

堺中 DNS

  11組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   3  789

後藤  大樹 (中3)

ｺﾞﾄｳ  ﾀﾞｲｷ

木曽中   12.33

  2   2  792

米重  優叶 (中3)

ﾖﾈｼｹﾞ  ﾕｳﾄ

木曽中   13.12

  3   4  594

平沢  勇人 (中1)

ﾋﾗｻﾜ  ﾕｳﾄ

三田国際学園中   13.28

  4   5  793

菊地  健太 (中2)

ｷｸﾁ  ｹﾝﾀ

木曽中   13.44

  5   7  400

志村  武 (中1)

ｼﾑﾗ  ﾀｹｼ

南大谷中   13.48

  6   8  544

清水  勇理 (中2)

ｼﾐｽﾞ  ﾕｳﾘ

八王子三中   13.55

  7   1  497

井上  数基 (中2)

ｲﾉｳｴ  ｶｽﾞｷ

忠生中   13.62

  8   6  584

瀬合  開 (中1)

ｾｺﾞｳ  ｶｲ

三田国際学園中   13.96

  12組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-3.1

  1   8  777

植田  恵輔 (中2)

ｳｴﾀﾞ  ｹｲｽｹ

薬師中   13.32

  2   7  605

小笠原  隼翔 (中3)

ｵｶﾞｻﾜﾗ  ﾊﾔﾄ

多摩 落合中   13.38

  3   5  757

徳永  北斗 (中3)

ﾄｸﾅｶﾞ  ﾎｸﾄ

多摩 和田中   13.39

  4   6  807

羽田  直樹 (中1)

ﾊﾀﾞ  ﾅｵｷ

木曽中   13.49

  5   3  116

石井  晃 (中2)

ｲｼｲ  ﾋｶﾙ

稲城二中   13.66

  6   4  578

菊池  羚 (中1)

ｷｸﾁ  ﾚｲ

三田国際学園中   13.96

  7   2  500

小山  嘉月 (中2)

ｺﾔﾏ  ｶﾂﾞｷ

忠生中   14.20

  8   1  503

玉澤  壮吾 (中1)

ﾀﾏｻﾜ  ｿｳｺﾞ

忠生中   14.63

  13組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.7

  1   6  776

鳥山  滉太 (中2)

ﾄﾘﾔﾏ  ｺｳﾀ

薬師中   13.41

  2   3  306

田代  悠雅 (中1)

ﾀｼﾛ  ﾕｳｶﾞ

府中八中   13.45

  3   4  188

大森  海人 (中2)

ｵｵﾓﾘ  ｶｲﾄ

堺中   13.76

  4   7  397

石井  悠生 (中3)

ｲｼｲ  ﾊﾙｷ

八王子五中   13.97

  5   8  576

大鬼  桃太郎 (中1)

ｵｵｷ  ﾓﾓﾀﾛｳ

三田国際学園中   14.60

  1  125

佐田  悠斗 (中1)

ｻﾀﾞ  ﾕｳﾄ

稲城二中 DNS

  2  591

小屋  亮一朗 (中1)

ｺﾔ  ﾘｮｳｲﾁﾛｳ

三田国際学園中 DNS

  5  391

金  祐 (中1)

ｷﾑ  ｼﾞﾇ

八王子五中 DNS

  14組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   6  541

森見 ﾆｼﾞｭｷ (中1)

ﾓﾘﾐ  ﾆｼﾞｭｷ

八王子三中   13.64

  2   7  236

渡邊  叶 (中2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｶﾅﾀ

つくし野中   13.98

  3   5  794

中島  昊生 (中2)

ﾅｶｼﾞﾏ  ｺｵ

木曽中   14.01

  4   2  759

松井  良徳 (中2)

ﾏﾂｲ  ﾖｼﾉﾘ

多摩 和田中   14.26

  5   4  122

中田  凱 (中2)

ﾅｶﾀ  ｶｲ

稲城二中   14.48

  6   1  780

細山  蒼 (中1)

ﾎｿﾔﾏ  ｱｵｲ

薬師中   14.66

  7   3  495

田中  亮也 (中2)

ﾀﾅｶ  ﾘｮｳﾔ

忠生中   14.98

  8  653

髙野  龍聖 (中1)

ﾀｶﾉ  ﾘｭｳｾｲ

八王子四中 DNS

  15組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   6  200

板屋  翔大 (中1)

ｲﾀﾔ  ｼｮｳﾀ

堺中   13.57

  2   5  574

ﾍｲヴﾝ光汰吉田 (中2)

ﾍｲヴﾝ  ｺｳﾀﾖｼﾀﾞ

三田国際学園中   13.64

  3   7  431

奥山  俊介 (中1)

ｵｸﾔﾏ  ｼｭﾝｽｹ

八王子城山中   13.97

  4   8  764

髙橋  利空 (中2)

ﾀｶﾊｼ  ﾘｸ

町田三中   14.25

  5   2  298

郷田  笙太 (中1)

ｺﾞｳﾀﾞ  ｼｮｳﾀ

府中八中   14.39

  6   4  118

笹子  慶太 (中2)

ｻｻｺﾞ  ｹｲﾀ

稲城二中   14.91

  7   1  489

相原  瑠 (中3)

ｱｲﾊﾗ  ﾘｭｳ

忠生中   15.07

  3  194

吉光  虎太郎 (中2)

ﾖｼﾐﾂ  ｺﾀﾛｳ

堺中 DNS

  16組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.9

  1   7  750

上田  直人 (中1)

ｳｴﾀﾞ  ﾅｵﾄ

多摩 和田中   13.64

  2   3  590

中西  大一郎 (中1)

ﾅｶﾆｼ  ﾀﾞｲｲﾁﾛｳ

三田国際学園中   13.72

  3   1  563

関川  聖 (中1)

ｾｷｶﾜ  ﾋｼﾞﾘ

小山田中   13.91

  4   2  542

濵田  朋秀 (中1)

ﾊﾏﾀﾞ  ﾄﾓﾋﾃﾞ

八王子三中   13.95

  5   6  299

小笠原  大知 (中1)

ｵｶﾞｻﾜﾗ  ﾀｲﾁ

府中八中   14.33

  6   8  773

中西  星琉 (中3)

ﾅｶﾆｼ  ｾｲﾙ

薬師中   14.60

  7   4  305

小林  勇裕 (中1)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｹﾋﾛ

府中八中   14.98

  5  646

口丸  優太朗 (中3)

ｸﾁﾏﾙ  ﾕｳﾀﾛｳ

八王子四中 DNS

凡例（DNS:欠    場）
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  17組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   5  740

田中  隆生 (中2)

ﾀﾅｶ  ﾘｭｳｾｲ

鶴川二中   13.00

  2   3  235

栗原  大輝 (中1)

ｸﾘﾊﾗ  ﾀﾞｲｷ

つくし野中   13.54

  3   8  124

小椋  拓和 (中1)

ｵｸﾞﾗ  ﾀｸﾅ

稲城二中   13.81

  4   7  317

中  貴大 (中3)

ﾅｶ  ﾀｶﾋﾛ

府中八中   13.89

  5   1  407

高橋  快徳 (中1)

ﾀｶﾊｼ  ﾖｼﾉﾘ

南大谷中   13.97

  6   4  399

野々内  堅 (中3)

ﾉﾉｳﾁ  ｹﾝ

八王子五中   14.33

  7   6  401

堀井  一斗 (中1)

ﾎﾘｲ  ｶｽﾞﾄ

南大谷中   14.42

  8   2  505

小山  塔真 (中1)

ｺﾔﾏ  ﾄｳﾏ

忠生中   14.86

  18組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.9

  1   1  692

古山  璃空 (中1)

ﾌﾙﾔﾏ  ﾘｸ

町田二中   13.55

  2   6  222

鈴川  景大 (中1)

ｽｽﾞｶﾜ  ｹｲﾀ

つくし野中   14.13

  3   4  126

古家  徳真 (中1)

ﾌﾙﾔ  ﾄｸﾏ

稲城二中   14.28

  4   3  506

小山  晶人 (中1)

ｺﾔﾏ  ｱｷﾄ

忠生中   14.40

  5   8  402

後閑  暁乃介 (中1)

ｺﾞｶﾝ  ｷｮｳﾉｽｹ

南大谷中   14.60

  6   2  406

松上  蓮 (中1)

ﾏﾂｶﾞﾐ  ﾚﾝ

南大谷中   14.60

  5  763

浅見  亮太朗 (中2)

ｱｻﾐ  ﾘｮｳﾀﾛｳ

町田三中 DNS

  7  192

吉森  奏太 (中2)

ﾖｼﾓﾘ  ｿｳﾀ

堺中 DNS

  19組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   5  268

萩原  樺月 (中2)

ﾊｷﾞﾜﾗ  ｶﾂﾞｷ

あきる野 五日市中
  14.12

  2   7  498

床波  青空 (中2)

ﾄｺﾅﾐ  ｿﾗ

忠生中   14.52

  3   1   76

三浦  佐和貴 (中2)

ﾐｳﾗ  ｻﾜｷ

ゆめおりAC   14.80

  4   2  504

足立  成大 (中1)

ｱﾀﾞﾁ  ﾅﾙﾋﾛ

忠生中   15.08

  5   6  234

田中  大智 (中1)

ﾀﾅｶ  ﾀﾞｲﾁ

つくし野中   15.21

  6   8  691

千葉  智之 (中1)

ﾁﾊﾞ  ﾄﾓﾕｷ

町田二中   15.35

  7   3  128

横山  大知 (中1)

ﾖｺﾔﾏ  ﾀﾞｲﾁ

稲城二中   15.76

  8   4  577

田中  優太郎 (中1)

ﾀﾅｶ  ﾕｳﾀﾛｳ

三田国際学園中   16.18

  20組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.9

  1   7  385

田邉  陸 (中1)

ﾀﾅﾍﾞ  ﾘｸ

八王子五中   14.26

  2   4  318

原田  泰斗 (中1)

ﾊﾗﾀﾞ  ﾀｲﾄ

府中八中   14.37

  3   8  499

戸田  款太 (中2)

ﾄﾀﾞ  ｶﾝﾀ

忠生中   14.40

  4   5  654

田中  祥龍 (中1)

ﾀﾅｶ  ｼｮｳﾘｭｳ

八王子四中   14.67

  5   6  588

寺倉  琉偉 (中1)

ﾃﾗｸﾗ  ﾙｲ

三田国際学園中   15.25

  6   2  127

前楚  慶 (中1)

ﾏｴｿ  ｹｲ

稲城二中   15.43

  7   1  585

高野  慎 (中1)

ﾀｶﾉ  ﾏｺﾄ

三田国際学園中   16.23

  3  272

森下  千輝 (中3)

ﾓﾘｼﾀ  ｶｽﾞｷ

あきる野 五日市中
DNS

  21組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   5  198

田中  律 (中1)

ﾀﾅｶ  ﾘﾂ

堺中   13.58

  2   3  195

髙橋  大地 (中2)

ﾀｶﾊｼ  ﾀﾞｲﾁ

堺中   14.57

  3   2  652

小林  玄那 (中1)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｹﾞﾝﾅ

八王子四中   14.85

  4   7  203

千葉  翔瑠 (中1)

ﾁﾊﾞ  ｶｹﾙ

堺中   15.03

  5   4  589

徳永  光希 (中1)

ﾄｸﾅｶﾞ  ｺｳｷ

三田国際学園中   15.32

  6   1  580

新島  玄紀 (中1)

ﾆｲｼﾞﾏ  ｹﾞﾝｷ

三田国際学園中   17.29

  6  593

矢島  洋亮 (中1)

ﾔｼﾞﾏ  ﾖｳｽｹ

三田国際学園中 DNS

  8  233

櫻井  巧 (中1)

ｻｸﾗｲ  ﾀｸﾐ

つくし野中 DNS

  22組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.2

  1   3  779

稲村  遼 (中1)

ｲﾅﾑﾗ  ﾘｮｳ

薬師中   15.14

  2   2  693

山下  湧叶 (中1)

ﾔﾏｼﾀ  ﾕｳﾄ

町田二中   15.25

  3   1  432

松倉  輝 (中1)

ﾏﾂｸﾗ  ﾋｶﾙ

八王子城山中   15.30

  4   4  782

井上  虎太郎 (中1)

ｲﾉｳｴ  ｺﾀﾛｳ

薬師中   15.46

  5   6  655

中原  寛伸 (中1)

ﾅｶﾊﾗ  ﾋﾛﾉﾌﾞ

八王子四中   15.47

  6   5  778

井上  竜一 (中2)

ｲﾉｳｴ  ﾘｭｳｲﾁ

薬師中   15.60

  7   7  303

谷本  和弥 (中1)

ﾀﾆﾓﾄ  ｶｽﾞﾔ

府中八中   15.88

  8  788

久保  蓮太郎 (中3)

ｸﾎﾞ  ﾚﾝﾀﾛｳ

木曽中 DNS

  23組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.4

  1   1  201

飯塚  天斗 (中1)

ｲｲﾂﾞｶ  ｿﾗﾄ

堺中   13.47

  2   7  197

夏井  一誠 (中1)

ﾅﾂｲ  ｲｯｾｲ

堺中   14.80

  3   4  271

阪口  堅太 (中3)

ｻｶｸﾞﾁ  ｹﾝﾀ

あきる野 五日市中
  15.02

  4   3  404

後藤  雄太 (中1)

ｺﾞﾄｳ  ﾕｳﾀ

南大谷中   15.27

  5   6  690

上野  優哉 (中2)

ｳｴﾉ  ﾕｳﾔ

町田二中   15.84

  6   2  694

渡邉  隼 (中1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼｭﾝ

町田二中   16.01

  7   5  581

萩原  秀介 (中1)

ﾊｷﾞﾜﾗ  ｼｭｳｽｹ

三田国際学園中   17.51

  8  384

斉田  誠 (中1)

ｻｲﾀﾞ  ﾏｺﾄ

八王子五中 DNS

  24組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.3

  1   1  458

小山  颯斗 (中3)

ｺﾔﾏ  ﾊﾔﾄ

横浜 上の宮中   12.46

  2   6  475

安樂城  将大 (中2)

ｱﾗｷ  ｼｮｳﾀ

横浜 上の宮中   12.48

  3   3  196

中澤  拓人 (中1)

ﾅｶｻﾞﾜ  ﾀｸﾄ

堺中   14.45

  4   2  412

橋本  元気 (中1)

ﾊｼﾓﾄ  ｹﾞﾝｷ

南大谷中   15.20

  5   4  749

阿部  要 (中1)

ｱﾍﾞ  ｶﾅﾒ

多摩 和田中   15.38

  6   5  199

沢  勇吹 (中1)

ﾖｼｻﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ

堺中   15.80

  7   7  434

柳沼  桜志 (中1)

ﾔｷﾞﾇﾏ  ｵｳｼ

八王子城山中   15.97

  8   8  405

寺本  翔哉 (中1)

ﾃﾗﾓﾄ  ｼｮｳﾔ

南大谷中   16.26

凡例（DNS:欠    場）
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  25組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.8

  1   4   78

中鉢  豪 (中2)

ﾁｭｳﾊﾞﾁ  ｺﾞｳ

ゆめおりAC   12.49

  2   7  476

千葉  慧一郎 (中2)

ﾁﾊﾞ  ｹｲｲﾁﾛｳ

横浜 上の宮中   13.35

  3   2  463

德田  晧介 (中3)

ﾄｸﾀﾞ  ｺｳｽｹ

横浜 上の宮中   13.80

  4   5  202

遠田  晃太朗 (中1)

ｴﾝﾀﾞ  ｺｳﾀﾛｳ

堺中   13.87

  5   8  820

河盛  晃久 (中1)

ｶﾜﾓﾘ  ｱｷﾋｻ

町田山﨑中   13.99

  6   3  818

宇都宮  蓮翔 (中1)

ｳﾂﾉﾐﾔ  ﾚﾝﾄ

町田山﨑中   15.21

  7   6  741

村岡  俊弥 (中2)

ﾑﾗｵｶ  ｼｭﾝﾔ

鶴川二中   15.36

  8   1  748

池亀  健太 (中1)

ｲｹｶﾞﾒ  ｹﾝﾀ

多摩 和田中   21.61

  26組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.7

  1   3  455

大竹  格 (中3)

ｵｵﾀｹ  ｲﾀﾙ

横浜 上の宮中   12.22

  2   6  462

岸本  空大 (中3)

ｷｼﾓﾄ  ﾀｶﾋﾛ

横浜 上の宮中   12.35

  3   4  531

松村  悠 (中1)

ﾏﾂﾑﾗ  ﾕｳ

町田一中   13.41

  4   2  710

及川  健吾 (中1)

ｵｲｶﾜ  ｹﾝｺﾞ

鶴川二中   14.34

  5   7  808

松良  竜我 (中1)

ﾏﾂﾖ  ﾘｭｳｶﾞ

木曽中   14.66

  6   8  718

古矢  隼太 (中1)

ﾌﾙﾔ  ｼｭﾝﾀ

鶴川二中   15.00

  7   5  715

滝本  悠人 (中1)

ﾀｷﾓﾄ  ﾕｳﾄ

鶴川二中   15.63

  27組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.4

  1   8  478

清水  壮 (中2)

ｼﾐｽﾞ  ﾀｹﾙ

横浜 上の宮中   12.57

  2   7  530

生田  雄己 (中1)

ｲｸﾀ  ﾕｳｷ

町田一中   12.80

  3   5  477

成田  飛翔 (中2)

ﾅﾘﾀ  ﾂﾊﾞｻ

横浜 上の宮中   13.22

  4   4  671

志茂  透侍 (中2)

ｼﾓ  ﾄｳｼﾞ

昭島 瑞雲中   13.47

  5   2  711

小田部  晃太 (中1)

ｵﾀﾍﾞ  ｺｳﾀ

鶴川二中   13.50

  6   6  719

町田  陸斗 (中1)

ﾏﾁﾀﾞ  ﾘｸﾄ

鶴川二中   15.06

  7   3  533

小川  朝熊 (中1)

ｵｶﾞﾜ  ｱｻﾏ

町田一中   15.37

  28組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.0

  1   5  484

安田  伊吹 (中1)

ﾔｽﾀﾞ  ｲﾌﾞｷ

横浜 上の宮中   13.46

  2   4  534

山﨑  礼夢 (中1)

ﾔﾏｻﾞｷ  ﾗｲﾑ

町田一中   13.68

  3   3  674

半田  伊吹 (中2)

ﾊﾝﾀﾞ  ｲﾌﾞｷ

昭島 瑞雲中   13.75

  4   7  712

木村  香太 (中1)

ｷﾑﾗ  ｺｳﾀ

鶴川二中   14.00

  5   8  482

樋浦  祐弥 (中1)

ﾋｳﾗ  ﾕｳﾔ

横浜 上の宮中   14.40

  6   2  713

坂下  慎弥 (中1)

ｻｶｼﾀ  ｼﾝﾔ

鶴川二中   14.58

  7   6  685

守谷  春乃助 (中1)

ﾓﾘﾔ  ﾊﾙﾉｽｹ

昭島 瑞雲中   14.98

  29組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   5  675

矢内  陸琥 (中2)

ﾔﾅｲ  ﾘｸ

昭島 瑞雲中   12.45

  2   1   71

山本  隆太 (中2)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾘｭｳﾀ

ゆめおりAC   12.82

  3   4  532

松村  快 (中1)

ﾏﾂﾑﾗ  ｶｲ

町田一中   13.23

  4   2  535

野島  真生 (中2)

ﾉｼﾞﾏ  ﾏｻｷ

町田一中   13.45

  5   3  714

澤田  大和 (中1)

ｻﾜﾀﾞ  ﾔﾏﾄ

鶴川二中   14.03

  6   6  716

土居  龍太 (中1)

ﾄﾞｲ  ﾘｭｳﾀ

鶴川二中   14.94

  8  527

吉水  凰貴 (中1)

ﾖｼﾐｽﾞ  ｵｳｷ

町田一中 DQ  *T2

  7  464

河野  拳心 (中3)

ｶﾜﾉ  ｹﾝｼﾝ

横浜 上の宮中 DNS

  30組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.3

  1   5  459

藤井  太 (中3)

ﾌｼﾞｲ  ﾀｲ

横浜 上の宮中   11.94

  2   2  821

小島  龍也 (中1)

ｺｼﾞﾏ  ﾘｭｳﾔ

町田山﨑中   13.82

  3   6  819

金子  桐斗 (中1)

ｶﾈｺ  ｷﾘﾄ

町田山﨑中   14.03

  4   7  473

山下  流輝 (中2)

ﾔﾏｼﾀ  ﾘｭｳｷ

横浜 上の宮中   14.96

  5   4  717

中上  泰喜 (中1)

ﾅｶｳｴ  ﾀｲｷ

鶴川二中   15.66

  6   3  765

富田  来輝 (中1)

ﾄﾐﾀ  ﾗｲｷ

町田三中   15.70

  8   73

山田  凱大 (中1)

ﾔﾏﾀﾞ  ｶｲﾀ

ゆめおりAC DNS

凡例（DQ :失    格/ DNS:欠    場/ *T2:割り当てられたﾚｰﾝ以外を走った(R163.3a)）
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  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.5

  1   4  454

西郷  翔 (大1)

ｻｲｺﾞｳ  ｼｮｳ

平成国際大   11.03

  2   5  180

品川  太郎

ｼﾅｶﾞﾜ  ﾀﾛｳ

中大同好会   11.14

  3   7   16

山之上  颯　 (高2)

ﾔﾏﾉｳｴ  ﾊﾔﾃ

都松が谷高   11.55

  4   2  557

立川  歩

ﾀﾂｶﾜ  ｱﾕﾑ

RISE   11.63

  1  182

渡邉  大貴

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾛｷ

中大同好会 DNS

  3   54

小林  春輝

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊﾙｷ

東京陸協 DNS

  6  445

大塚  壮真 (大1)

ｵｵﾂｶ  ﾀｹﾏｻ

法政大 DNS

  8  326

新納  拓

ﾆｲﾉｳ  ﾀｸ

TGR DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6

  1   5  242

赤城  健太 (大1)

ｱｶｷﾞ  ｹﾝﾀ

青学大   11.54

  2   6   21

定政  朋希 (高2)

ｻﾀﾞﾏｻ  ﾄﾓｷ

都松が谷高   11.57

  3   8  446

青野  紫音

ｱｵﾉ  ｼｵﾝ

アサヒＲ＆Ｄ   12.47

  3  603

大内  恵吏也

ｵｵｳﾁ  ｴﾘﾔ

SMARTS DQ  *T2

  1   55

小田  虎賢

ｵﾀﾞ  ﾀｹﾄｼ

神奈川M DNS

  2  184

内藤  健太

ﾅｲﾄｳ  ｹﾝﾀ

中大同好会 DNS

  4    1

藤田  素三

ﾌｼﾞﾀ  ﾓﾄﾐ

中大クラブ DNS

  7  640

佐藤  空

ｻﾄｳ  ｿﾗ

W.TFC DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.2

  1   3  556

猪俣  奎亮

ｲﾉﾏﾀ  ｹｲｽｹ

RISE   11.17

  2   5  142

上石  尚輝 (高2)

ｶﾐｲｼ  ﾅｵｷ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   11.60

  3   8  559

深澤  裕年

ﾌｶｻﾜ  ﾋﾛﾄｼ

RUNWAY   11.66

  4   6  183

奥永  大貴

ｵｸﾅｶﾞ  ﾀﾞｲｷ

中大同好会   11.71

  5   7  561

漆崎  仁志

ｳﾙｼｻﾞｷ  ﾋﾄｼ

RUNWAY   11.78

  6   2  601

小林  大樹

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｲｷ

SMARTS   11.82

  7   1  602

吉川  翔

ﾖｼｶﾜ  ｼｮｳ

SMARTS   12.16

  4  453

飯島  篤史

ｲｲｼﾞﾏ  ｱﾂｼ

千葉大クラブ DNS

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   7  604

神戸  一斗

ｶﾝﾍﾞ  ｶｽﾞﾄ

町田市陸協   11.19

  2   2   11

矢田  恵大

ﾔﾀﾞ  ｹｲﾀ

東京陸協   11.59

  3   5  144

金野  友貴 (大1)

ｺﾝﾉ  ﾄﾓｷ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   11.73

  4   4  330

鈴木  一聖 (高2)

ｽｽﾞｷ  イッセイ

都昭和高   11.78

  5   8  564

山田  啓介

ﾔﾏﾀﾞ  ｹｲｽｹ

神奈川陸協   11.95

  6   6   10

橋本  悠

ﾊｼﾓﾄ  ﾕｳ

東京陸協   12.47

  1  240

中川  敏晴

ﾅｶｶﾞﾜ  ﾄｼﾊﾙ

東京陸協 DNS

  3  331

宮本  幹士 (高2)

ﾐﾔﾓﾄ  ｶﾝﾄ

東京陸協 DNS

  5組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  1   2  554

尾倉  駿太

ｵｸﾞﾗ  ｼｭﾝﾀ

RISE   11.79

  2   1  246

佐藤  駿哉 (高1)

ｻﾄｳ  ｼｭﾝﾔ

都八王子東高   11.98

  3   8  143

大西  浩哉 (高2)

ｵｵﾆｼ  ﾋﾛﾔ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   12.00

  4   3  555

石田  翔士

ｲｼﾀﾞ  ｼｮｳｼﾞ

RISE   12.01

  5   5  560

宮尾  治幸

ﾐﾔｵ  ﾊﾙﾕｷ

RUNWAY   12.10

  6   6  448

竹中  功輝 (大3)

ﾀｹﾅｶ  ｺｳｷ

世田谷陸上   12.26

  7   4  266

外川  翼 (高3)

ﾄｶﾞﾜ  ﾂﾊﾞｻ

都山崎高   12.51

  8   7   26

尾形  優斗 (高1)

ｵｶﾞﾀ  ﾕｳﾄ

都松が谷高   12.61

  6組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2

  1   2  141

前津  郁弥 (高2)

ﾏｴﾂ  ｲｸﾔ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   11.96

  2   4   19

宋  瑛生 (高2)

ｿｳ  ｴｲｷ

都松が谷高   12.01

  3   6  599

秋葉  晃佑 (高1)

ｱｷﾊﾞ  ｺｳｽｹ

三田国際学園高   12.02

  4   5  664

新垣  隆史

ｱﾗｶﾞｷ  ﾀｶｼ

東京陸協   12.29

  5   7  265

温井  純平 (高2)

ﾇｸｲ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

都山崎高   12.32

  6   1    5

根米  宏冶

ﾈｺﾞﾒ  ｺｳｼﾞ

東京陸協   12.33

  7   8  264

栩木  一至 (高2)

ﾄﾁｷﾞ  ｶｽﾞﾕｷ

都山崎高   12.58

  3   68

藤岡  京吾 (高2)

ﾌｼﾞｵｶ  ｹｲｺﾞ

ゆめおりAC DNS

  7組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.2

  1   2   28

中嶋  勇斗 (高1)

ﾅｶｼﾞﾏ　  ﾕｳﾄ

都松が谷高   11.86

  2   6   60

前田  将

ﾏｴﾀﾞ  ｼｮｳ

ゆめおりAC   12.12

  3   8  333

大森　  健斗 (高2)

ｵｵﾓﾘ   ｹﾝﾄ

都成瀬高   12.33

  4   5   30

忠鉢  勇輝 (高1)

ﾁｭｳﾊﾞﾁ  ﾕｳｷ

都松が谷高   12.51

  5   4  633

飯島  悠貴

ｲｲｼﾞﾏ  ﾕｳｷ

東京陸協   12.54

  6   7   65

尾形  亮助

ｵｶﾞﾀ  ﾘｮｳｽｹ

ゆめおりAC   12.68

  7   3  248

横尾  尚樹 (高1)

ﾖｺｵ  ﾅｵｷ

都八王子東高   12.87

  8   1  260

川村  蒼人 (高1)

ｶﾜﾑﾗ  アオト

都山崎高   12.88

  8組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   3   29

山本  流生 (高1)

ﾔﾏﾓﾄ　  ﾘｭｳｾｲ

都松が谷高   12.69

  2   4  335

平尾  駿 (高1)

ﾋﾗｵ  ｼｭﾝ

都成瀬高   12.84

  3   7   22

加藤  広夢 (高2)

ｶﾄｳ　  ﾋﾛﾑ

都松が谷高   12.90

  4   5  562

柳澤  知仁

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄﾓﾋﾄ

RUNWAY   12.97

  5   8   25

梶原  広稀 (高1)

ｶｼﾞﾜﾗ  ﾋﾛｷ

都松が谷高   13.09

  6   2  179

有馬  優仁

ｱﾘﾏ  ﾕｳｼﾞﾝ

世田谷区陸協   13.18

  7   6  334

菅田  律樹 (高1)

ｽｶﾞﾀ  ﾘﾂｷ

都成瀬高   13.52

  8   1  329

齋藤  堪汰 (高3)

ｻｲﾄｳ  ｶﾝﾀ

島本PJT   13.56

凡例（DQ :失    格/ DNS:欠    場/ *T2:割り当てられたﾚｰﾝ以外を走った(R163.3a)）



男子高校・一般 １００ｍ

タイムレース(9)  8月 5日 12:30

大会記録  10.98  菅田　悠仁(3)(eA東京)  2016(H28)年

  9組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   8  553

石田  佑也

ｲｼﾀﾞ  ﾕｳﾔ

東京陸協   12.35

  2   4  327

河野   純平

ｶﾜﾉ   ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

島本PJT   13.89

  3   5  328

枝光  洋昂 (高3)

ｴﾀﾞﾐﾂ  ﾖｳｺｳ

島本PJT   14.74

  1  639

そうじ  まさたか

ｿｳｼﾞ  ﾏｻﾀｶ

東京陸協 DNS

  2   67

五十嵐  太朗 (高1)

ｲｶﾞﾗｼ  ﾀﾛｳ

ゆめおりAC DNS

  3   66

守山  遼馬

ﾓﾘﾔﾏ  ﾘｮｳﾏ

ゆめおりAC DNS

  6   63

宇野  麻人 (高2)

ｳﾉ  ｱｻﾄ

ゆめおりAC DNS

  7  256

ルゴフ  秋人・ジュリアン

ﾙｺﾞﾌ  ｱｷﾄ･ｼﾞｭﾘｱﾝ

東京陸協 DNS

男子小学1・2年 ２００ｍ

タイムレース  8月 5日 10:00

タイムレース

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   4    4

赤嶺  純 (小2)

ｱｶﾐﾈ  ｼﾞｭﾝ

さくらＧＫＴ   36.77

凡例（DNS:欠    場）



男子中学 ２００ｍ

タイムレース(13)  8月 5日 10:10

大会記録  23.31  藤木　健人(3)(桐朋中)  2015(Ｈ27)年

タイムレース 全13組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2

  1   3  811

川上  恭 (中3)

ｶﾜｶﾐ  ｷｮｳ

町田山﨑中   24.23

  2   6  649

岡田  時人 (中2)

ｵｶﾀﾞ  ﾄｷﾄ

八王子四中   24.47

  3   4  187

梶原  唯鶴 (中3)

ｶｼﾞﾜﾗ  ｲﾂﾞﾙ

堺中   24.60

  4   2  427

塚田  海斗 (中2)

ﾂｶﾀﾞ  ｶｲﾄ

八王子城山中   25.01

  5   1  547

松尾  拓朗 (中3)

ﾏﾂｵ  ﾀｸﾛｳ

八王子三中   25.06

  7  488

堀内　  凌 (中3)

ﾎﾘｳﾁ   ﾘｮｳ

忠生中

DQ  *T2

*T3

  5  415

岩男  恵太 (中3)

ｲﾜｵ  ｹｲﾀ

南大谷中 DNS

  8  416

津島  光大郎 (中3)

ﾂｼﾏ  ｺｳﾀﾛｳ

南大谷中 DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   5  772

松村  虎太郎 (中3)

ﾏﾂﾑﾗ  ｺﾀﾛｳ

薬師中   24.87

  2   7  393

東  涼介 (中3)

ﾋｶﾞｼ  ﾘｮｳｽｹ

八王子五中   25.09

  3   6  146

高木  克哉 (中3)

ﾀｶｷﾞ  ｶﾂﾔ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   25.96

  4   4  117

石原  結希 (中2)

ｲｼﾊﾗ  ﾕｳｷ

稲城二中   26.69

  5   2  433

筒井  滉平 (中1)

ﾂﾂｲ  ｺｳﾍｲ

八王子城山中   26.98

  6   8  525

鈴木  勇人 (中3)

ｽｽﾞｷ  ﾊﾔﾄ

忠生中   27.18

  7   1  491

大久保  治宜 (中2)

ｵｵｸﾎﾞ  ﾊﾙﾀｶ

忠生中   28.06

  3  761

浅野  翼 (中3)

ｱｻﾉ  ﾂﾊﾞｻ

町田三中 DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2

  1   6  688

大澤  友貴 (中2)

ｵｵｻﾜ  ﾄﾓｷ

町田二中   24.45

  2   1  120

中上  飛河 (中2)

ﾁｭｳｼﾞｮｳ  ﾋｭｳｶﾞ

稲城二中   24.52

  3   5  645

山本  凌雅 (中3)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾘｮｳｶﾞ

八王子四中   25.43

  4   4  225

小川  慶生 (中2)

ｵｶﾞﾜ  ｹｲｾｲ

つくし野中   25.71

  5   2  650

田代  陽太 (中2)

ﾀｼﾛ  ﾋﾅﾀ

八王子四中   26.17

  6   3  492

加藤  将光 (中2)

ｶﾄｳ  ﾏｻﾙ

忠生中   26.83

  7   8  644

星名  航希 (中3)

ﾎｼﾅ  ｺｳｷ

八王子四中   27.31

  8   7  493

三瓶  海斗 (中2)

ｻﾝﾍﾟｲ  ｶｲﾄ

忠生中   27.46

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   3  224

福田  凛人 (中2)

ﾌｸﾀﾞ  ﾘﾝﾄ

つくし野中   25.31

  2   4  147

濱口  遥翔 (中2)

ﾊﾏｸﾞﾁ  ﾊﾙｶ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   25.40

  3   6  543

山本  颯人 (中1)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾊﾔﾄ

八王子三中   25.80

  4   2  545

中村  優太 (中2)

ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳﾀ

八王子三中   26.09

  5   5  236

渡邊  叶 (中2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｶﾅﾀ

つくし野中   27.92

  6   7  500

小山  嘉月 (中2)

ｺﾔﾏ  ｶﾂﾞｷ

忠生中   28.29

  7   1  226

久保田  楓雅 (中2)

ｸﾎﾞﾀ  ﾌｳｶﾞ

つくし野中   28.35

  8   8  490

緑川  佐助 (中3)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ  ｻｽｹ

忠生中   29.89

  5組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.3

  1   5  123

宮本  雄斗 (中2)

ﾐﾔﾓﾄ  ﾕｳﾄ

稲城二中   25.81

  2   4  496

牧野  兼大 (中2)

ﾏｷﾉ  ｹﾝﾄ

忠生中   26.11

  3   1  501

丸田  啓史 (中2)

ﾏﾙﾀ  ﾋｻﾄ

忠生中   27.77

  4   8  503

玉澤  壮吾 (中1)

ﾀﾏｻﾜ  ｿｳｺﾞ

忠生中   29.17

  2  812

坂下  翔悟 (中3)

ｻｶｼﾀ  ｼｮｳｺﾞ

町田山﨑中 DNS

  3   13

吉岡　秀 (中2)

ﾖｼｵｶ    ｼｭｳ

東京陸協 DNS

  6  190

名城  桜芽 (中2)

ﾅｼﾛ  ｵｳｶﾞ

堺中 DNS

  7  194

吉光  虎太郎 (中2)

ﾖｼﾐﾂ  ｺﾀﾛｳ

堺中 DNS

  6組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.4

  1   5  544

清水  勇理 (中2)

ｼﾐｽﾞ  ﾕｳﾘ

八王子三中   27.07

  2   3  546

小野田  水翔 (中2)

ｵﾉﾀﾞ  ﾐﾅﾄ

八王子三中   27.36

  3   6  494

坂爪  周 (中2)

ｻｶﾂﾞﾒ  ｼｭｳ

忠生中   28.17

  4   8  318

原田  泰斗 (中1)

ﾊﾗﾀﾞ  ﾀｲﾄ

府中八中   28.75

  5   4  122

中田  凱 (中2)

ﾅｶﾀ  ｶｲ

稲城二中   29.77

  1  486

小島  寧生 (中3)

ｺｼﾞﾏ  ﾈｵ

忠生中 DNS

  2  762

一戸  康太 (中2)

ｲﾁﾉﾍ  ｺｳﾀ

町田三中 DNS

  7  125

佐田  悠斗 (中1)

ｻﾀﾞ  ﾕｳﾄ

稲城二中 DNS

  7組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6

  1   1  506

小山  晶人 (中1)

ｺﾔﾏ  ｱｷﾄ

忠生中   28.91

  2   4  499

戸田  款太 (中2)

ﾄﾀﾞ  ｶﾝﾀ

忠生中   29.40

  3   6  498

床波  青空 (中2)

ﾄｺﾅﾐ  ｿﾗ

忠生中   30.27

  4   7  118

笹子  慶太 (中2)

ｻｻｺﾞ  ｹｲﾀ

稲城二中   30.79

  5   8  234

田中  大智 (中1)

ﾀﾅｶ  ﾀﾞｲﾁ

つくし野中   30.84

  6   3  495

田中  亮也 (中2)

ﾀﾅｶ  ﾘｮｳﾔ

忠生中   30.96

  7   5  504

足立  成大 (中1)

ｱﾀﾞﾁ  ﾅﾙﾋﾛ

忠生中   31.07

  2  646

口丸  優太朗 (中3)

ｸﾁﾏﾙ  ﾕｳﾀﾛｳ

八王子四中 DNS

  8組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.6

  1   1  200

板屋  翔大 (中1)

ｲﾀﾔ  ｼｮｳﾀ

堺中   27.50

  2   6  542

濵田  朋秀 (中1)

ﾊﾏﾀﾞ  ﾄﾓﾋﾃﾞ

八王子三中   28.98

  3   7  196

中澤  拓人 (中1)

ﾅｶｻﾞﾜ  ﾀｸﾄ

堺中   29.29

  4   3  505

小山  塔真 (中1)

ｺﾔﾏ  ﾄｳﾏ

忠生中   29.74

  5   8  127

前楚  慶 (中1)

ﾏｴｿ  ｹｲ

稲城二中   31.32

  6   5  489

相原  瑠 (中3)

ｱｲﾊﾗ  ﾘｭｳ

忠生中   32.11

  7   4  128

横山  大知 (中1)

ﾖｺﾔﾏ  ﾀﾞｲﾁ

稲城二中   32.19

  8   2  199

沢  勇吹 (中1)

ﾖｼｻﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ

堺中   34.02

凡例（DQ :失    格/ DNS:欠    場/ *T2:割り当てられたﾚｰﾝ以外を走った(R163.3a)/ *T3:縁石上･内側ﾗｲﾝ上又はその内側を走った(歩いた)(R163.3b)）



男子中学 ２００ｍ

タイムレース(13)  8月 5日 10:10

大会記録  23.31  藤木　健人(3)(桐朋中)  2015(Ｈ27)年

  9組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6

  1   6  594

平沢  勇人 (中1)

ﾋﾗｻﾜ  ﾕｳﾄ

三田国際学園中   27.06

  2   3  586

北條  友葵 (中1)

ﾎｳｼﾞｮｳ  ﾕｳｷ

三田国際学園中   27.71

  3   8  578

菊池  羚 (中1)

ｷｸﾁ  ﾚｲ

三田国際学園中   28.16

  4   1  407

高橋  快徳 (中1)

ﾀｶﾊｼ  ﾖｼﾉﾘ

南大谷中   28.20

  5   5  222

鈴川  景大 (中1)

ｽｽﾞｶﾜ  ｹｲﾀ

つくし野中   28.72

  6   2  576

大鬼  桃太郎 (中1)

ｵｵｷ  ﾓﾓﾀﾛｳ

三田国際学園中   29.12

  7   4  584

瀬合  開 (中1)

ｾｺﾞｳ  ｶｲ

三田国際学園中   29.16

  8   7  654

田中  祥龍 (中1)

ﾀﾅｶ  ｼｮｳﾘｭｳ

八王子四中   29.66

  10組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.3

  1   6  590

中西  大一郎 (中1)

ﾅｶﾆｼ  ﾀﾞｲｲﾁﾛｳ

三田国際学園中   28.31

  2   7  589

徳永  光希 (中1)

ﾄｸﾅｶﾞ  ｺｳｷ

三田国際学園中   31.28

  3   8  588

寺倉  琉偉 (中1)

ﾃﾗｸﾗ  ﾙｲ

三田国際学園中   31.35

  4   4  577

田中  優太郎 (中1)

ﾀﾅｶ  ﾕｳﾀﾛｳ

三田国際学園中   33.44

  5   2  585

高野  慎 (中1)

ﾀｶﾉ  ﾏｺﾄ

三田国際学園中   35.23

  6   5  781

宮本  隼 (中1)

ﾐﾔﾓﾄ  ｼｭﾝ

薬師中   38.29

  1  593

矢島  洋亮 (中1)

ﾔｼﾞﾏ  ﾖｳｽｹ

三田国際学園中 DNS

  3  591

小屋  亮一朗 (中1)

ｺﾔ  ﾘｮｳｲﾁﾛｳ

三田国際学園中 DNS

  11組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.4

  1   3  463

德田  晧介 (中3)

ﾄｸﾀﾞ  ｺｳｽｹ

横浜 上の宮中   27.19

  2   4  652

小林  玄那 (中1)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｹﾞﾝﾅ

八王子四中   29.68

  3   5  406

松上  蓮 (中1)

ﾏﾂｶﾞﾐ  ﾚﾝ

南大谷中   30.13

  4   7  655

中原  寛伸 (中1)

ﾅｶﾊﾗ  ﾋﾛﾉﾌﾞ

八王子四中   31.93

  5   6  384

斉田  誠 (中1)

ｻｲﾀﾞ  ﾏｺﾄ

八王子五中   32.03

  6   2  581

萩原  秀介 (中1)

ﾊｷﾞﾜﾗ  ｼｭｳｽｹ

三田国際学園中   36.16

  7   8  580

新島  玄紀 (中1)

ﾆｲｼﾞﾏ  ｹﾞﾝｷ

三田国際学園中   36.77

  12組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.5

  1   3  458

小山  颯斗 (中3)

ｺﾔﾏ  ﾊﾔﾄ

横浜 上の宮中   24.73

  2   5  475

安樂城  将大 (中2)

ｱﾗｷ  ｼｮｳﾀ

横浜 上の宮中   25.09

  3   6   78

中鉢  豪 (中2)

ﾁｭｳﾊﾞﾁ  ｺﾞｳ

ゆめおりAC   25.27

  4   4  259

中所  隼人 (中2)

チュウジョ  ハヤト

清瀬五中   25.55

  5   8  476

千葉  慧一郎 (中2)

ﾁﾊﾞ  ｹｲｲﾁﾛｳ

横浜 上の宮中   26.36

  6   7  819

金子  桐斗 (中1)

ｶﾈｺ  ｷﾘﾄ

町田山﨑中   28.44

  7   2  818

宇都宮  蓮翔 (中1)

ｳﾂﾉﾐﾔ  ﾚﾝﾄ

町田山﨑中   31.41

  13組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.8

  1   3  737

木下  紘伸 (中2)

ｷﾉｼﾀ  ﾋﾛﾉﾌﾞ

鶴川二中   24.71

  2   2  478

清水  壮 (中2)

ｼﾐｽﾞ  ﾀｹﾙ

横浜 上の宮中   24.85

  3   6  477

成田  飛翔 (中2)

ﾅﾘﾀ  ﾂﾊﾞｻ

横浜 上の宮中   26.46

  4   8  821

小島  龍也 (中1)

ｺｼﾞﾏ  ﾘｭｳﾔ

町田山﨑中   28.22

  5   5  820

河盛  晃久 (中1)

ｶﾜﾓﾘ  ｱｷﾋｻ

町田山﨑中   28.26

  4  535

野島  真生 (中2)

ﾉｼﾞﾏ  ﾏｻｷ

町田一中 DNS

  7  738

長谷川  航大 (中2)

ﾊｾｶﾞﾜ  ｺｳﾀ

鶴川二中 DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子高校・一般 ２００ｍ

タイムレース(6)  8月 5日 10:58

大会記録  22.39  箕輪　哲志(東京都庁)  2014(H26)年

タイムレース 全6組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.8

  1   7  556

猪俣  奎亮

ｲﾉﾏﾀ  ｹｲｽｹ

RISE   22.69

  2   5  180

品川  太郎

ｼﾅｶﾞﾜ  ﾀﾛｳ

中大同好会   22.76

  3   1  603

大内  恵吏也

ｵｵｳﾁ  ｴﾘﾔ

SMARTS   23.51

  4   8  604

神戸  一斗

ｶﾝﾍﾞ  ｶｽﾞﾄ

町田市陸協   23.71

  2  640

佐藤  空

ｻﾄｳ  ｿﾗ

W.TFC DNS

  3  145

鈴木  海斗 (大1)

ｽｽﾞｷ  ｶｲﾄ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC DNS

  4  326

新納  拓

ﾆｲﾉｳ  ﾀｸ

TGR DNS

  6    1

藤田  素三

ﾌｼﾞﾀ  ﾓﾄﾐ

中大クラブ DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.7

  1   6  559

深澤  裕年

ﾌｶｻﾜ  ﾋﾛﾄｼ

RUNWAY   23.35

  2   4  183

奥永  大貴

ｵｸﾅｶﾞ  ﾀﾞｲｷ

中大同好会   23.72

  3   7  554

尾倉  駿太

ｵｸﾞﾗ  ｼｭﾝﾀ

RISE   23.87

  4   5  450

佐瀬  航太 (大1)

ｻｾ  ｺｳﾀ

世田谷陸上   24.08

  5   3  142

上石  尚輝 (高2)

ｶﾐｲｼ  ﾅｵｷ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   24.19

  6   8  184

内藤  健太

ﾅｲﾄｳ  ｹﾝﾀ

中大同好会   24.27

  7   2   17

渡邊  公平 (高2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｳﾍｲ

都松が谷高   24.32

  8   1  448

竹中  功輝 (大3)

ﾀｹﾅｶ  ｺｳｷ

世田谷陸上   24.98

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   3   21

定政  朋希 (高2)

ｻﾀﾞﾏｻ  ﾄﾓｷ

都松が谷高   23.34

  2   8   16

山之上  颯　 (高2)

ﾔﾏﾉｳｴ  ﾊﾔﾃ

都松が谷高   23.59

  3   7   19

宋  瑛生 (高2)

ｿｳ  ｴｲｷ

都松が谷高   23.83

  4   5  599

秋葉  晃佑 (高1)

ｱｷﾊﾞ  ｺｳｽｹ

三田国際学園高   24.23

  5   1  560

宮尾  治幸

ﾐﾔｵ  ﾊﾙﾕｷ

RUNWAY   25.08

  6   2   26

尾形  優斗 (高1)

ｵｶﾞﾀ  ﾕｳﾄ

都松が谷高   25.59

  4   68

藤岡  京吾 (高2)

ﾌｼﾞｵｶ  ｹｲｺﾞ

ゆめおりAC DNS

  6   55

小田  虎賢

ｵﾀﾞ  ﾀｹﾄｼ

神奈川M DNS

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.8

  1   5  141

前津  郁弥 (高2)

ﾏｴﾂ  ｲｸﾔ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   24.39

  2   8   28

中嶋  勇斗 (高1)

ﾅｶｼﾞﾏ　  ﾕｳﾄ

都松が谷高   24.71

  3   1   23

林　  翔馬 (高3)

ﾊﾔｼ　  ｼｮｳﾏ

都松が谷高   24.84

  4   6    5

根米  宏冶

ﾈｺﾞﾒ  ｺｳｼﾞ

東京陸協   25.08

  5   4   30

忠鉢  勇輝 (高1)

ﾁｭｳﾊﾞﾁ  ﾕｳｷ

都松が谷高   25.16

  6   7   29

山本  流生 (高1)

ﾔﾏﾓﾄ　  ﾘｭｳｾｲ

都松が谷高   25.19

  7   3  179

有馬  優仁

ｱﾘﾏ  ﾕｳｼﾞﾝ

世田谷区陸協   25.49

  8   2   22

加藤  広夢 (高2)

ｶﾄｳ　  ﾋﾛﾑ

都松が谷高   25.72

  5組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   7   33

渡辺  龍 (高1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾘｭｳ

都松が谷高   25.34

  2   6   18

海保  健太 (高2)

ｶｲﾎ  ｹﾝﾀ

都松が谷高   26.31

  3   4   20

印東  歩夢 (高2)

ｲﾝﾄﾞｳ  ｱﾕﾑ

都松が谷高   26.43

  4   5   25

梶原  広稀 (高1)

ｶｼﾞﾜﾗ  ﾋﾛｷ

都松が谷高   26.44

  5   2   32

茨木  琉 (高1)

ｲﾊﾞﾗｷ  ﾘｭｳ

都松が谷高   27.98

  3   24

滝　  幸浩 (高3)

ﾀｷ  ﾕｷﾋﾛ

都松が谷高 DNS

  8   27

川口  悠吾 (高1)

ｶﾜｸﾞﾁ  ﾕｳｺﾞ

都松が谷高 DNS

  6組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.0

  1   6  332

林  洸生 (高1)

ﾊﾔｼ  ｺｳｷ

明大明治高   24.98

  2   3   31

小野塚  隆太 (高1)

ｵﾉﾂﾞｶ  ﾘｭｳﾀ

都松が谷高   28.85

  2   69

渡辺  航

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｳ

ゆめおりAC DNS

  4  419

梅田  祐希 (高1)

ｳﾒﾀﾞ  ﾕｳｷ

サレジオ高専 DNS

  5   67

五十嵐  太朗 (高1)

ｲｶﾞﾗｼ  ﾀﾛｳ

ゆめおりAC DNS

  7  633

飯島  悠貴

ｲｲｼﾞﾏ  ﾕｳｷ

東京陸協 DNS

  8   63

宇野  麻人 (高2)

ｳﾉ  ｱｻﾄ

ゆめおりAC DNS

凡例（DNS:欠    場）



男子中学 ４００ｍ

タイムレース(6)  8月 5日 14:24

大会記録　　　馬場　裕次郎(3)(忠生中)   53.62   平成28年

タイムレース 全6組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  811

川上  恭 (中3)

ｶﾜｶﾐ  ｷｮｳ

町田山﨑中   53.99

  2   6  649

岡田  時人 (中2)

ｵｶﾀﾞ  ﾄｷﾄ

八王子四中   54.31

  3   4  737

木下  紘伸 (中2)

ｷﾉｼﾀ  ﾋﾛﾉﾌﾞ

鶴川二中   54.98

  4   2  772

松村  虎太郎 (中3)

ﾏﾂﾑﾗ  ｺﾀﾛｳ

薬師中   58.47

  5   7  753

鈴木  涼介 (中3)

ｽｽﾞｷ  ﾘｮｳｽｹ

多摩 和田中  1:00.46

  5  398

竹島  大翔 (中3)

ﾀｹｼﾏ  ﾋﾛﾄ

八王子五中 DNS

  8  414

萩原  翔大 (中3)

ﾊｷﾞﾜﾗ  ｼｮｳﾀ

南大谷中 DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  770

小野  龍太郎 (中3)

ｵﾉ  ﾘｭｳﾀﾛｳ

薬師中   56.66

  2   3  648

岡部  拓海 (中2)

ｵｶﾍﾞ  ﾀｸﾐ

八王子四中   57.10

  3   6  545

中村  優太 (中2)

ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳﾀ

八王子三中  1:00.06

  4   7  117

石原  結希 (中2)

ｲｼﾊﾗ  ﾕｳｷ

稲城二中  1:00.86

  5   2  121

中島  隆太郎 (中2)

ﾅｶｼﾏ  ﾘｭｳﾀﾛｳ

稲城二中  1:04.12

  6   8  487

矢尾板  凛 (中3)

ﾔｵｲﾀ  ﾘﾝ

忠生中  1:12.36

  5  485

保村  歩 (中3)

ﾔｽﾑﾗ  ﾜﾀﾙ

忠生中 DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  673

肥田  祐紀 (中2)

ﾋﾀﾞ  ﾕｳｷ

昭島 瑞雲中   59.14

  2   5  642

渋谷  侑正 (中3)

ｼﾌﾞﾔ  ﾕｳｾｲ

八王子四中  1:02.94

  3   8  574

ﾍｲヴﾝ光汰吉田 (中2)

ﾍｲヴﾝ  ｺｳﾀﾖｼﾀﾞ

三田国際学園中  1:03.38

  4   2  594

平沢  勇人 (中1)

ﾋﾗｻﾜ  ﾕｳﾄ

三田国際学園中  1:03.50

  5   7  140

川添  隼斗 (中1)

ｶﾜｿﾞｴ  ﾊﾔﾄ

稲城二中  1:09.17

  6   4  576

大鬼  桃太郎 (中1)

ｵｵｷ  ﾓﾓﾀﾛｳ

三田国際学園中  1:12.25

  7   6  589

徳永  光希 (中1)

ﾄｸﾅｶﾞ  ｺｳｷ

三田国際学園中  1:13.76

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  459

藤井  太 (中3)

ﾌｼﾞｲ  ﾀｲ

横浜 上の宮中   53.28 NGR

  2   3  546

小野田  水翔 (中2)

ｵﾉﾀﾞ  ﾐﾅﾄ

八王子三中  1:04.57

  3   4  578

菊池  羚 (中1)

ｷｸﾁ  ﾚｲ

三田国際学園中  1:05.92

  4   5  126

古家  徳真 (中1)

ﾌﾙﾔ  ﾄｸﾏ

稲城二中  1:08.41

  5   6  584

瀬合  開 (中1)

ｾｺﾞｳ  ｶｲ

三田国際学園中  1:14.69

  6   7  580

新島  玄紀 (中1)

ﾆｲｼﾞﾏ  ｹﾞﾝｷ

三田国際学園中  1:28.03

  7   2  581

萩原  秀介 (中1)

ﾊｷﾞﾜﾗ  ｼｭｳｽｹ

三田国際学園中  1:28.08

  5組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  774

津川  龍之介 (中2)

ﾂｶﾞﾜ  ﾘｭｳﾉｽｹ

薬師中  1:00.16

  2   5  586

北條  友葵 (中1)

ﾎｳｼﾞｮｳ  ﾕｳｷ

三田国際学園中  1:03.42

  3   7  124

小椋  拓和 (中1)

ｵｸﾞﾗ  ﾀｸﾅ

稲城二中  1:06.36

  4   6  651

近藤  健人 (中2)

ｺﾝﾄﾞｳ  ｹﾝﾄ

八王子四中  1:14.71

  5   3  588

寺倉  琉偉 (中1)

ﾃﾗｸﾗ  ﾙｲ

三田国際学園中  1:16.30

  6   8  577

田中  優太郎 (中1)

ﾀﾅｶ  ﾕｳﾀﾛｳ

三田国際学園中  1:17.52

  2  585

高野  慎 (中1)

ﾀｶﾉ  ﾏｺﾄ

三田国際学園中 DNS

  6組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  153

安井  優斗 (中1)

ﾔｽｲ  ﾕｳﾄ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC  1:01.56

  2   6  400

志村  武 (中1)

ｼﾑﾗ  ﾀｹｼ

南大谷中  1:02.30

  3   3  544

清水  勇理 (中2)

ｼﾐｽﾞ  ﾕｳﾘ

八王子三中  1:04.15

  4   2  590

中西  大一郎 (中1)

ﾅｶﾆｼ  ﾀﾞｲｲﾁﾛｳ

三田国際学園中  1:07.26

  5   8  672

藤光  太一 (中2)

ﾌｼﾞﾐﾂ  ﾀｲﾁ

昭島 瑞雲中  1:07.88

  5  591

小屋  亮一朗 (中1)

ｺﾔ  ﾘｮｳｲﾁﾛｳ

三田国際学園中 DNS

  7  593

矢島  洋亮 (中1)

ﾔｼﾞﾏ  ﾖｳｽｹ

三田国際学園中 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子高校・一般 ４００ｍ

タイムレース(4)  8月 5日 14:47

大会記録　　　50.14  恒川　督貴(桜美林大) 平成26年

タイムレース 全4組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  451

大橋  祐樹 (大2)

ｵｵﾊｼ  ﾕｳｷ

世田谷陸上   51.27

  2   3   17

渡邊  公平 (高2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｳﾍｲ

都松が谷高   51.59

  3   6  447

宮﨑  悠樹 (大3)

ﾐﾔｻﾞｷ  ﾕｳｷ

世田谷陸上   51.62

  4   7   16

山之上  颯　 (高2)

ﾔﾏﾉｳｴ  ﾊﾔﾃ

都松が谷高   54.95

  1    1

藤田  素三

ﾌｼﾞﾀ  ﾓﾄﾐ

中大クラブ DNS

  2  243

岩瀬  貴寛 (大1)

ｲﾜｾ  ﾀｶﾋﾛ

青学大 DNS

  5  241

山本  亮輔

ﾔﾏﾓﾄ  ﾘｮｳｽｹ

早大同 DNS

  8  145

鈴木  海斗 (大1)

ｽｽﾞｷ  ｶｲﾄ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  556

猪俣  奎亮

ｲﾉﾏﾀ  ｹｲｽｹ

RISE   53.01

  2   2  332

林  洸生 (高1)

ﾊﾔｼ  ｺｳｷ

明大明治高   56.05

  3   1  261

長井  昴 (高1)

ﾅｶﾞｲ  ｽﾊﾞﾙ

都山崎高   56.47

  4   4   26

尾形  優斗 (高1)

ｵｶﾞﾀ  ﾕｳﾄ

都松が谷高   57.77

  5   7   30

忠鉢  勇輝 (高1)

ﾁｭｳﾊﾞﾁ  ﾕｳｷ

都松が谷高   57.82

  3  115

松倉  真也

ﾏﾂｸﾗ  ｼﾝﾔ

富山陸協 DNS

  6  453

飯島  篤史

ｲｲｼﾞﾏ  ｱﾂｼ

千葉大クラブ DNS

  8   59

濱田  智也 (高2)

ﾊﾏﾀﾞ  ﾄﾓﾔ

ゆめおりAC DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4   23

林　  翔馬 (高3)

ﾊﾔｼ　  ｼｮｳﾏ

都松が谷高   54.32

  2   5  237

藤田  彰久 (高1)

ﾌｼﾞﾀ  ｱｷﾋｻ

早稲田実高   55.30

  3   8   20

印東  歩夢 (高2)

ｲﾝﾄﾞｳ  ｱﾕﾑ

都松が谷高   56.87

  4   3  247

内野  倫太郎 (高1)

ｳﾁﾉ  ﾘﾝﾀﾛｳ

都八王子東高   57.78

  5   1   29

山本  流生 (高1)

ﾔﾏﾓﾄ　  ﾘｭｳｾｲ

都松が谷高   58.93

  6   7   18

海保  健太 (高2)

ｶｲﾎ  ｹﾝﾀ

都松が谷高  1:00.17

  2   27

川口  悠吾 (高1)

ｶﾜｸﾞﾁ  ﾕｳｺﾞ

都松が谷高 DNS

  6   24

滝　  幸浩 (高3)

ﾀｷ  ﾕｷﾋﾛ

都松が谷高 DNS

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  599

秋葉  晃佑 (高1)

ｱｷﾊﾞ  ｺｳｽｹ

三田国際学園高   57.36

  2   3   33

渡辺  龍 (高1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾘｭｳ

都松が谷高   58.23

  3   6   28

中嶋  勇斗 (高1)

ﾅｶｼﾞﾏ　  ﾕｳﾄ

都松が谷高   58.29

  4   4   32

茨木  琉 (高1)

ｲﾊﾞﾗｷ  ﾘｭｳ

都松が谷高  1:01.78

  5   7   31

小野塚  隆太 (高1)

ｵﾉﾂﾞｶ  ﾘｭｳﾀ

都松が谷高  1:06.40

  2  327

河野   純平

ｶﾜﾉ   ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

島本PJT DNS

  8  328

枝光  洋昂 (高3)

ｴﾀﾞﾐﾂ  ﾖｳｺｳ

島本PJT DNS

男子小学5・6年 ８００ｍ

タイムレース  8月 5日  9:43

大会記録  3.00.39  早川　貴久(ゆめおりAC)  2017(H29)年

タイムレース

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3   52

興津   快 (小6)

ｵｷﾂ  ｶｲ

J.VIC  2:53.10 NGR

  2   4   91

井上  真智 (小5)

ｲﾉｳｴ  ﾏｻﾄ

ゆめおりAC  3:07.87

  3   6   82

熊川  大哉 (小5)

ｸﾏｶﾞﾜ  ﾋﾛﾔ

ゆめおりAC  3:10.72

  5   53

宗像  温之介 (小5)

ﾑﾅｶﾀ  ｵﾝﾉｽｹ

J.VIC DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子中学 ８００ｍ

タイムレース(6)  8月 5日  9:20

大会記録  2.09.95  和泉　優希也(横浜 上の宮中)  2017(H29)年

タイムレース 全6組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  787

清水  里希 (中3)

ｷﾖﾐｽﾞ  ﾘｷ

木曽中  2:05.99 NGR

  2   8  297

加藤  優拓 (中3)

ｶﾄｳ  ﾕｳﾀ

府中八中  2:09.87 NGR

  3   2  648

岡部  拓海 (中2)

ｵｶﾍﾞ  ﾀｸﾐ

八王子四中  2:13.43

  4   5  686

大橋  海芽 (中3)

ｵｵﾊｼ  ｶｲﾒ

町田二中  2:16.14

  5   1  608

大橋  由弥 (中3)

ｵｵﾊｼ  ﾕｳﾔ

多摩 落合中  2:16.97

  6   7  753

鈴木  涼介 (中3)

ｽｽﾞｷ  ﾘｮｳｽｹ

多摩 和田中  2:22.03

  7   3  189

中村  透也 (中2)

ﾅｶﾑﾗ  ﾄｳﾔ

堺中  2:43.32

  6  643

門間  結乃進 (中3)

ﾓﾝﾏ  ﾕｲﾉｼﾝ

八王子四中 DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  758

矢羽田  健人 (中2)

ﾔﾊﾀ  ｹﾝﾄ

多摩 和田中  2:16.56

  2   3  496

牧野  兼大 (中2)

ﾏｷﾉ  ｹﾝﾄ

忠生中  2:16.64

  3   2  771

小野  虎太郎 (中3)

ｵﾉ  ｺﾀﾛｳ

薬師中  2:17.10

  4   8  502

福島  健悟 (中2)

ﾌｸｼﾏ  ｹﾝｺﾞ

忠生中  2:17.19

  5   7  501

丸田  啓史 (中2)

ﾏﾙﾀ  ﾋｻﾄ

忠生中  2:17.34

  6   1  121

中島  隆太郎 (中2)

ﾅｶｼﾏ  ﾘｭｳﾀﾛｳ

稲城二中  2:22.14

  7   5  151

田中  志由爽 (中2)

ﾀﾅｶ  ｼﾞｭｳｻﾞ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC  2:23.46

  8   4  605

小笠原  隼翔 (中3)

ｵｶﾞｻﾜﾗ  ﾊﾔﾄ

多摩 落合中  2:38.39

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  757

徳永  北斗 (中3)

ﾄｸﾅｶﾞ  ﾎｸﾄ

多摩 和田中  2:17.60

  2   6  607

鈴木  恒太朗 (中3)

ｽｽﾞｷ  ｺｳﾀﾛｳ

多摩 落合中  2:26.91

  3   3  153

安井  優斗 (中1)

ﾔｽｲ  ﾕｳﾄ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC  2:27.27

  4   2  223

林  泰斗 (中2)

ﾊﾔｼ  ﾀｲﾄ

つくし野中  2:34.74

  5   7  430

大出  慎太朗 (中1)

ｵｵﾃﾞ  ｼﾝﾀﾛｳ

八王子城山中  2:35.16

  6   5  490

緑川  佐助 (中3)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ  ｻｽｹ

忠生中  2:40.70

  7   1  487

矢尾板  凛 (中3)

ﾔｵｲﾀ  ﾘﾝ

忠生中  2:50.81

  8  486

小島  寧生 (中3)

ｺｼﾞﾏ  ﾈｵ

忠生中 DNS

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  795

渡辺  光彦 (中2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾐﾂﾋｺ

木曽中  2:17.50

  2   6  148

藤井  大智 (中1)

ﾌｼﾞｲ  ﾀﾞｲﾁ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC  2:21.92

  3   8  300

小林  勇陽 (中1)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｹﾊﾙ

府中八中  2:30.51

  4   4  140

川添  隼斗 (中1)

ｶﾜｿﾞｴ  ﾊﾔﾄ

稲城二中  2:33.77

  5   3  822

田中  遼大 (中1)

ﾀﾅｶ  ﾘｮｳﾀﾞｲ

町田山﨑中  2:34.68

  6   1  302

酒井  笙太郎 (中1)

ｻｶｲ  ｼｮｳﾀﾛｳ

府中八中  2:43.15

  7   7  301

山本  直哉 (中1)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾅｵﾔ

府中八中  3:13.72

  5  233

櫻井  巧 (中1)

ｻｸﾗｲ  ﾀｸﾐ

つくし野中 DNS

  5組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  824

吉田  駿甫 (中1)

ﾖｼﾀﾞ  ｼｭﾝｽｹ

町田山﨑中  2:37.17

  2   4  773

中西  星琉 (中3)

ﾅｶﾆｼ  ｾｲﾙ

薬師中  2:37.66

  3   2  188

大森  海人 (中2)

ｵｵﾓﾘ  ｶｲﾄ

堺中  2:39.39

  4   6  689

太田  竜翔 (中2)

ｵｵﾀ  ﾘｭｳﾄ

町田二中  2:40.56

  5   8  672

藤光  太一 (中2)

ﾌｼﾞﾐﾂ  ﾀｲﾁ

昭島 瑞雲中  2:41.34

  6   5  320

松井  亮汰 (中1)

ﾏﾂｲ  ﾘｮｳﾀ

府中八中  2:44.52

  7   7  405

寺本  翔哉 (中1)

ﾃﾗﾓﾄ  ｼｮｳﾔ

南大谷中  2:48.01

  8   3  319

清水  夏裕 (中1)

ｼﾐｽﾞ  ﾅﾂﾋﾛ

府中八中  2:51.55

  6組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   1  463

德田  晧介 (中3)

ﾄｸﾀﾞ  ｺｳｽｹ

横浜 上の宮中  2:18.08

  2   3  470

影井  太一 (中2)

ｶｹﾞｲ  ﾀｲﾁ

横浜 上の宮中  2:27.80

  3   7  671

志茂  透侍 (中2)

ｼﾓ  ﾄｳｼﾞ

昭島 瑞雲中  2:30.28

  4   6  193

福島  優也 (中2)

ﾌｸｼﾏ  ﾕｳﾔ

堺中  2:30.31

  5   9  842

須田　晴人（中2）

ｽﾀﾞ　ﾊﾙﾄ

横浜 上の宮中  2:34.88

  6   4  536

寺澤  耀仁 (中1)

ﾃﾗｻﾞﾜ  ｱｷﾄ

町田一中  2:36.98

  7   5  823

三田  大貴 (中1)

ﾐﾀ  ﾀﾞｲｷ

町田山﨑中  2:42.59

  8   8  651

近藤  健人 (中2)

ｺﾝﾄﾞｳ  ｹﾝﾄ

八王子四中  2:51.18

  9   2  304

木村  悠人 (中1)

ｷﾑﾗ  ﾕｳﾄ

府中八中  3:04.17

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



男子高校・一般 ８００ｍ

タイムレース(4)  8月 5日  9:51

大会記録  2.01.92  渡邊　公平(都松が谷高)  2017(H29)年

タイムレース 全4組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  254

猪又  優樹 (高3)

ｲﾉﾏﾀ  ﾕｳｷ

日工大駒場高  2:00.18 NGR

  2   3   17

渡邊  公平 (高2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｳﾍｲ

都松が谷高  2:00.98 NGR

  3   8  179

有馬  優仁

ｱﾘﾏ  ﾕｳｼﾞﾝ

世田谷区陸協  2:01.28 NGR

  4   7   20

印東  歩夢 (高2)

ｲﾝﾄﾞｳ  ｱﾕﾑ

都松が谷高  2:04.39

  5   6  449

沖  志瑠 (大2)

ｵｷ  ｼﾘｭｳ

世田谷陸上  2:06.12

  6   5    3

小林  大輝

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｲｷ

東京陸協  2:14.69

  2  641

種子田  裕之

ﾀﾈﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ

W.TFC DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  558

清水  憲政

ｼﾐｽﾞ  ｹﾝｾｲ

RISE  2:03.86

  2   7   23

林　  翔馬 (高3)

ﾊﾔｼ　  ｼｮｳﾏ

都松が谷高  2:08.27

  3   6  239

斎藤  匠真 (高1)

ｻｲﾄｳ  ﾀｸﾏ

早稲田実高  2:09.31

  4   2  418

町田  侑作 (高3)

ﾏﾁﾀﾞ  ﾕｳｻｸ

サレジオ高専  2:14.31

  3  600

石田  拳人

ｲｼﾀﾞ  ｹﾝﾄ

東京陸協 DNS

  4  115

松倉  真也

ﾏﾂｸﾗ  ｼﾝﾔ

富山陸協 DNS

  8   64

金田  幸輝

ｶﾈﾀﾞ  ｺｳｷ

ゆめおりAC DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5  329

齋藤  堪汰 (高3)

ｻｲﾄｳ  ｶﾝﾀ

島本PJT  2:13.39

  2   2  245

守屋  颯人 (高2)

ﾓﾘﾔ  ｿｳﾄ

都八王子東高  2:18.15

  3   8   18

海保  健太 (高2)

ｶｲﾎ  ｹﾝﾀ

都松が谷高  2:18.69

  4   4   33

渡辺  龍 (高1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾘｭｳ

都松が谷高  2:22.76

  5   7   32

茨木  琉 (高1)

ｲﾊﾞﾗｷ  ﾘｭｳ

都松が谷高  2:23.50

  3   27

川口  悠吾 (高1)

ｶﾜｸﾞﾁ  ﾕｳｺﾞ

都松が谷高 DNS

  6   24

滝　  幸浩 (高3)

ﾀｷ  ﾕｷﾋﾛ

都松が谷高 DNS

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  419

梅田  祐希 (高1)

ｳﾒﾀﾞ  ﾕｳｷ

サレジオ高専  2:15.44

  2   4  336

依田  淳志 (高1)

ﾖﾀﾞ  ｱﾂｼｼ

都成瀬高  2:16.13

  3   3  328

枝光  洋昂 (高3)

ｴﾀﾞﾐﾂ  ﾖｳｺｳ

島本PJT  2:16.26

  4   6  238

小林  樹季 (高1)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾂｷ

早稲田実高  2:20.23

  5   2   15

玉井  輝

ﾀﾏｲ  ﾋｶﾙ

SLAPED  2:24.30

  6   5   31

小野塚  隆太 (高1)

ｵﾉﾂﾞｶ  ﾘｭｳﾀ

都松が谷高  2:28.11

  7   7  327

河野   純平

ｶﾜﾉ   ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

島本PJT  2:34.02

男子中学 １１０ｍＨ(0.914m)

タイムレース(4)  8月 5日 13:15

大会記録　　　荻原　一樹(3)(桐朋中)   16.18   平成27年

タイムレース 全4組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.1

  1   3  612

大谷  優斗 (中2)

ｵｵﾀﾆ  ﾕｳﾄ

多摩 落合中   16.52

  2   8  647

大久保  龍晟 (中3)

ｵｵｸﾎﾞ  ﾘｭｳｾｲ

八王子四中   17.22

  3   7  420

清水  陽大 (中3)

ｼﾐｽﾞ  ﾋｲﾛ

八王子城山中   17.61

  4   6  752

戸井  海智 (中3)

ﾄｲ  ﾐｻﾄ

多摩 和田中   17.92

  5   2  147

濱口  遥翔 (中2)

ﾊﾏｸﾞﾁ  ﾊﾙｶ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   18.19

  4  191

松本  武 (中2)

ﾏﾂﾓﾄ  ﾀｹﾙ

堺中 DNS

  5  687

山崎  舞央 (中3)

ﾔﾏｻｷ  ﾏｵ

町田二中 DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.2

  1   5  119

千葉  琉生 (中2)

ﾁﾊﾞ  ﾘｭｳｾｲ

稲城二中   18.23

  2   2  813

山田  倖輝 (中3)

ﾔﾏﾀﾞ  ｺｳｷ

町田山﨑中   19.82

  3   7  650

田代  陽太 (中2)

ﾀｼﾛ  ﾋﾅﾀ

八王子四中   19.85

  4   4  497

井上  数基 (中2)

ｲﾉｳｴ  ｶｽﾞｷ

忠生中   20.32

  5   6  494

坂爪  周 (中2)

ｻｶﾂﾞﾒ  ｼｭｳ

忠生中   21.70

  3  433

筒井  滉平 (中1)

ﾂﾂｲ  ｺｳﾍｲ

八王子城山中 DQ  *T6

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-3.0

  1   5  613

坂上  未羽似 (中1)

ｻｶｶﾞﾐ  ﾐｳｼﾞ

多摩 落合中   19.65

  2   4  116

石井  晃 (中2)

ｲｼｲ  ﾋｶﾙ

稲城二中   20.08

  3   6  774

津川  龍之介 (中2)

ﾂｶﾞﾜ  ﾘｭｳﾉｽｹ

薬師中   20.28

  4   7  269

平井  快 (中2)

ﾋﾗｲ  ｶｲ

あきる野 五日市中
  20.55

  5   3  397

石井  悠生 (中3)

ｲｼｲ  ﾊﾙｷ

八王子五中   20.74

  6   2  268

萩原  樺月 (中2)

ﾊｷﾞﾜﾗ  ｶﾂﾞｷ

あきる野 五日市中
  21.79

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.2

  1   4  814

伊藤  良晟 (中2)

ｲﾄｳ  ﾘｮｳｾｲ

町田山﨑中   17.28

  2   2  816

佐藤  誠大 (中2)

ｻﾄｳ  ﾄﾓｷ

町田山﨑中   17.70

  3   3  642

渋谷  侑正 (中3)

ｼﾌﾞﾔ  ﾕｳｾｲ

八王子四中   20.03

  4   5  271

阪口  堅太 (中3)

ｻｶｸﾞﾁ  ｹﾝﾀ

あきる野 五日市中
  21.81

  5   6  574

ﾍｲヴﾝ光汰吉田 (中2)

ﾍｲヴﾝ  ｺｳﾀﾖｼﾀﾞ

三田国際学園中   23.58

  7   71

山本  隆太 (中2)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾘｭｳﾀ

ゆめおりAC DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DQ :失    格/ DNS:欠    場/ *T6:ﾊｰﾄﾞﾙを越えなかった(R168.7)）



男子高校・一般 １１０ｍＨ(1.067m)

タイムレース(2)  8月 5日 13:10

大会記録　　　14.81  松永　晃雅(國學院大) 平成26年

タイムレース 全2組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   6   49

木之下  滉 (大4)

ｷﾉｼﾀ  ｱｷﾗ

日大文理   16.05

  2   5  557

立川  歩

ﾀﾂｶﾜ  ｱﾕﾑ

RISE   16.25

  3   7   21

定政  朋希 (高2)

ｻﾀﾞﾏｻ  ﾄﾓｷ

都松が谷高   16.44

  4   3  452

牛久  隆大 (大2)

ｳｼｸ  ﾀｶﾋﾛ

世田谷陸上   16.46

  4  453

飯島  篤史

ｲｲｼﾞﾏ  ｱﾂｼ

千葉大クラブ DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  1   5  333

大森　  健斗 (高2)

ｵｵﾓﾘ   ｹﾝﾄ

都成瀬高   17.34

  2   3   19

宋  瑛生 (高2)

ｿｳ  ｴｲｷ

都松が谷高   17.41

  3   4  267

宮澤  尚吾 (高3)

ﾐﾔｻﾞﾜ  ｼｮｳｺﾞ

都山崎高   19.00

  4   6  334

菅田  律樹 (高1)

ｽｶﾞﾀ  ﾘﾂｷ

都成瀬高   20.07

  5   7  335

平尾  駿 (高1)

ﾋﾗｵ  ｼｭﾝ

都成瀬高   20.33

男子中学 ４００ｍＨ(0.762m)

タイムレース  8月 5日 11:33

大会記録　　　1.05.25  今村　公士(金井中) 平成26年

タイムレース

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  649

岡田  時人 (中2)

ｵｶﾀﾞ  ﾄｷﾄ

八王子四中   59.59 NGR

  2   3  813

山田  倖輝 (中3)

ﾔﾏﾀﾞ  ｺｳｷ

町田山﨑中  1:12.21

男子高校・一般 ４００ｍＨ(0.914m)

タイムレース  8月 5日  0:00

大会記録　　　55.75  浜中　康行(早大同好会) 平成26年

タイムレース

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  3   59

濱田  智也 (高2)

ﾊﾏﾀﾞ  ﾄﾓﾔ

ゆめおりAC DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子小学1・2年 ５０ｍ

タイムレース  8月 5日 11:38

大会記録  8.60  河田　天(MJアスリーツ)  2017(H29)年

タイムレース

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.2

  1   2   80

内山  和奏 (小2)

ｳﾁﾔﾏ  ﾜｶﾅ

ゆめおりAC    9.03

  2   6  156

初澤  凜 (小2)

ﾊﾂｻﾞﾜ  ﾘﾝ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC    9.11

  3   8   87

高橋  優歩 (小2)

ﾀｶﾊｼ  ﾕｱ

ゆめおりAC    9.87

  4   7  636

深瀬  優莉 (小1)

ﾌｶｾ  ﾕﾘ

ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾏﾝ   10.27

  5   3  157

滝澤  愛音花 (小2)

ﾀｷｻﾞﾜ  ﾏﾄﾞｶ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   10.56

  6   1  178

佐藤  花音 (小1)

ｻﾄｳ  ｶﾉﾝ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   10.83

  7   5   90

冨澤  心愛 (小1)

ﾄﾐｻﾞﾜ  ｺｺｱ

ゆめおりAC   10.86

  4  104

下村  せりあ (小2)

ｼﾓﾑﾗ  ｾﾘｱ

ゆめおりAC DNS

女子小学3・4年 ６０ｍ

タイムレース(3)  8月 5日 11:49

大会記録　　　ｼﾗ ﾌｧﾝﾀ 恵理加(4)(KMC陸上ｸﾗﾌﾞ)   9.41   平成28年

タイムレース 全3組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   4  106

川口  心花 (小4)

ｶﾜｸﾞﾁ  ﾐﾊﾅ

ゆめおりAC    9.48

  2   2   83

山本  香奈 (小4)

ﾔﾏﾓﾄ  ｶﾅ

ゆめおりAC   10.19

  3   3  169

土志田  菜羽 (小3)

ﾄﾞｼﾀﾞ  ﾅﾉﾊ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   10.80

  4   7  167

前田  菜々瀬 (小4)

ﾏｴﾀﾞ  ﾅﾅｾ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   11.16

  5    9

岡森  璃夏 (小3)

ｵｶﾓﾘ  ﾘﾅ

光塩女子学院小 DNS

  6   81

横山  葵美 (小4)

ﾖｺﾔﾏ  ｱﾐ

ゆめおりAC DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2

  1   5   79

加藤  百花 (小4)

ｶﾄｳ  ﾓﾓｶ

ゆめおりAC    9.79

  2   3   48

河田  天 (小3)

ｶﾜﾀ  ﾃﾝ

MJアスリーツ    9.82

  3   6  634

伊場  真華 (小3)

ｲﾊﾞ  ﾏﾊﾅ

ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾏﾝ   11.15

  4   7   84

大野  咲 (小3)

ｵｵﾉ  ｻｷ

ゆめおりAC   11.34

  5   2  109

渡邊  澪 (小3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾐｵ

ゆめおりAC   11.88

  4  111

高橋  一花 (小3)

ﾀｶﾊｼ  ｲﾁｶ

ゆめおりAC DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   6  100

内田  梨里 (小4)

ｳﾁﾀﾞ  ﾘﾘ

ゆめおりAC    9.82

  2   3  635

加川  友結 (小4)

ｶｶﾞﾜ  ﾕｲ

ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾏﾝ    9.95

  3   4   56

堀籠  彩羽 (小3)

ﾎﾘｺﾞﾒ  ｲﾛﾊ

東京町田AC   10.08

  4   7  258

福士  天音 (小4)

ﾌｸｼ  ｱﾏﾈ

町田第六小   10.13

  5   5  107

岡野  麻耶 (小3)

ｵｶﾉ  ﾏﾔ

ゆめおりAC   10.36

  2  101

内山  ソニア (小3)

ｳﾁﾔﾏ  ｿﾆｱ

ゆめおりAC DNS

女子小学5・6年 ６０ｍ

タイムレース  8月 5日 12:04

大会記録  8.90  小松原　愛璃(ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC)  2017(H29)年

タイムレース

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.6

  1   5   89

高橋  奏心 (小5)

ﾀｶﾊｼ  ｶﾅﾐ

ゆめおりAC    9.52

  2   4  175

彦田  朋香 (小5)

ﾋｺﾀ  ﾎﾉｶ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   10.49

  3   94

森  菜々子 (小6)

ﾓﾘ  ﾅﾅｺ

ゆめおりAC DNS

凡例（DNS:欠    場）



女子小学1・2年 １００ｍ

タイムレース(2)  8月 5日 15:05

大会記録　　　16.75  河田　天(MJアスリーツ) 平成29年

タイムレース 全2組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.2

  1   6   80

内山  和奏 (小2)

ｳﾁﾔﾏ  ﾜｶﾅ

ゆめおりAC   17.48

  2   4  156

初澤  凜 (小2)

ﾊﾂｻﾞﾜ  ﾘﾝ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   17.66

  3   5  381

藤井  結希 (小2)

ﾌｼﾞｲ  ﾕｳｷ

川崎陸上   19.70

  4   7  382

森川  葵 (小2)

ﾓﾘｶﾜ  ｱｵｲ

川崎陸上   20.53

  3  104

下村  せりあ (小2)

ｼﾓﾑﾗ  ｾﾘｱ

ゆめおりAC DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.0

  1   5   87

高橋  優歩 (小2)

ﾀｶﾊｼ  ﾕｱ

ゆめおりAC   19.30

  2   4  383

酒井  鈴奈 (小1)

ｻｶｲ  ｽｽﾞﾅ

川崎陸上   19.88

  3   6  636

深瀬  優莉 (小1)

ﾌｶｾ  ﾕﾘ

ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾏﾝ   20.03

  4   3   90

冨澤  心愛 (小1)

ﾄﾐｻﾞﾜ  ｺｺｱ

ゆめおりAC   21.94

女子小学3・4年 １００ｍ

タイムレース(3)  8月 5日 15:16

大会記録　　ｼﾗ ﾌｧﾝﾀ 恵理加(4)(KMC陸上ｸﾗﾌﾞ)   15.47   平成28年

タイムレース 全3組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.7

  1   7   48

河田  天 (小3)

ｶﾜﾀ  ﾃﾝ

MJアスリーツ   16.20

  2   4   83

山本  香奈 (小4)

ﾔﾏﾓﾄ  ｶﾅ

ゆめおりAC   16.51

  3   3  376

小川  玲音 (小4)

ｵｶﾞﾜ  ﾚﾉﾝ

川崎陸上   16.77

  4   5  379

丹羽  愛 (小4)

ﾆﾜ  ﾏﾅﾐ

川崎陸上   17.10

  5   6  378

木村  優希 (小4)

ｷﾑﾗ  ﾕｳｷ

川崎陸上   17.33

  6   8  167

前田  菜々瀬 (小4)

ﾏｴﾀﾞ  ﾅﾅｾ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   18.12

  7   1  169

土志田  菜羽 (小3)

ﾄﾞｼﾀﾞ  ﾅﾉﾊ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   18.43

  8   2   84

大野  咲 (小3)

ｵｵﾉ  ｻｷ

ゆめおりAC   19.69

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.3

  1   5   79

加藤  百花 (小4)

ｶﾄｳ  ﾓﾓｶ

ゆめおりAC   15.99

  2   3   56

堀籠  彩羽 (小3)

ﾎﾘｺﾞﾒ  ｲﾛﾊ

東京町田AC   16.39

  3   4    7

勝山  詩優 (小4)

ｶﾂﾔﾏ  ｼｭｳ

  16.95

  4   6  377

神藤  美咲 (小4)

ｼﾝﾄｳ  ﾐｻｷ

川崎陸上   17.49

  5   8  375

丸山  柚花 (小4)

ﾏﾙﾔﾏ  ﾕｽﾞｶ

川崎陸上   17.87

  6   2  380

永井  希歩 (小3)

ﾅｶﾞｲ  ｷﾎ

川崎陸上   19.17

  7  101

内山  ソニア (小3)

ｳﾁﾔﾏ  ｿﾆｱ

ゆめおりAC DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.6

  1   8  106

川口  心花 (小4)

ｶﾜｸﾞﾁ  ﾐﾊﾅ

ゆめおりAC   15.23 NGR

  2   4  100

内田  梨里 (小4)

ｳﾁﾀﾞ  ﾘﾘ

ゆめおりAC   16.20

  3   7  635

加川  友結 (小4)

ｶｶﾞﾜ  ﾕｲ

ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾏﾝ   16.38

  4   2  258

福士  天音 (小4)

ﾌｸｼ  ｱﾏﾈ

町田第六小   16.76

  5   5  107

岡野  麻耶 (小3)

ｵｶﾉ  ﾏﾔ

ゆめおりAC   17.04

  6   6  109

渡邊  澪 (小3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾐｵ

ゆめおりAC   18.68

  3  111

高橋  一花 (小3)

ﾀｶﾊｼ  ｲﾁｶ

ゆめおりAC DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子小学5・6年 １００ｍ

タイムレース(3)  8月 5日 15:32

大会記録　　　14.39  小松原　愛璃(ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC) 平成29年

タイムレース 全3組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   7  176

ソック  サラ (小6)

ｿｯｸ  ｻﾗ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   14.18 NGR

  2   3  367

大平  知香 (小6)

ｵｵﾋﾗ  ﾄﾓｶ

川崎陸上   14.22 NGR

  3   6  369

小林  未侑 (小6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾐﾕ

川崎陸上   14.78

  4   4  374

後藤  千里 (小5)

ｺﾞﾄｳ  ﾁｻﾄ

川崎陸上   14.80

  5   2  159

宮原  絵舞 (小6)

ﾐﾔﾊﾗ  ｴﾏ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   14.91

  5   94

森  菜々子 (小6)

ﾓﾘ  ﾅﾅｺ

ゆめおりAC DNS

  8  366

丸山  柊花 (小6)

ﾏﾙﾔﾏ  ｼｭｶ

川崎陸上 DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.1

  1   5  372

若林  杏果 (小5)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ  ｷｮｳｶ

川崎陸上   15.15

  2   3   85

高柳  菜乃葉 (小5)

ﾀｶﾔﾅｷﾞ  ﾅﾉﾊ

ゆめおりAC   15.69

  3   6  172

粟根  芽唯 (小6)

ｱﾜﾈ  ﾒｲ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   15.97

  4   8  371

伊藤  花凛 (小5)

ｲﾄｳ  ｶﾘﾝ

川崎陸上   16.31

  5   2  373

中路  花 (小5)

ﾅｶﾐﾁ  ﾊﾅ

川崎陸上   17.03

  4    8

岡森  瑳空 (小5)

ｵｶﾓﾘ  ｻﾗ

光塩女子学院小 DNS

  7  370

伊藤  玲奈 (小5)

ｲﾄｳ  ﾚﾅ

川崎陸上 DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.4

  1   2   89

高橋  奏心 (小5)

ﾀｶﾊｼ  ｶﾅﾐ

ゆめおりAC   15.80

  2   3   96

山村  美沙 (小6)

ﾔﾏﾑﾗ  ﾐｻ

ゆめおりAC   16.00

  3   7   97

山村  真歩 (小5)

ﾔﾏﾑﾗ  ﾏﾎ

ゆめおりAC   17.14

  4   5  175

彦田  朋香 (小5)

ﾋｺﾀ  ﾎﾉｶ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   17.52

  5   4  368

小川  玲奈 (小6)

ｵｶﾞﾜ  ﾚｲﾅ

川崎陸上   17.69

  6   6  168

土志田  茉奈 (小6)

ﾄﾞｼﾀﾞ  ﾏﾅ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   18.68

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子中学 １００ｍ

タイムレース(27)  8月 5日 15:48

大会記録　　　野口　まゆか(2)(白百合学園中)   13.19   平成28年

タイムレース 全27組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  1   3  565

大川  寿美香 (中3)

ｵｵｶﾜ  ｽﾐｶ

三田国際学園中   12.74 NGR

  2   5  552

石渡  萌乃 (中3)

ｲｼﾜﾀﾘ  ﾓｴﾉ

八王子三中   13.17 NGR

  3   6   74

有村  実寿々 (中2)

ｱﾘﾑﾗ  ﾐｽｽﾞ

ゆめおりAC   13.30

  4   7  410

高知尾  日陽 (中2)

ﾀｶﾁｵ  ﾋﾅﾀ

南大谷中   13.57

  5   2  828

今野  奈菜 (中2)

ｺﾝﾉ  ﾅﾅ

町田山﨑中   13.65

  6   8  623

山﨑  花菜子 (中2)

ﾔﾏｻﾞｷ  ｶﾅｺ

多摩 落合中   13.80

  7   1  417

加藤  美奈 (中3)

ｶﾄｳ  ﾐﾅ

南大谷中   13.87

  4  274

乙津  美月 (中3)

ｵﾂ  ﾐﾂﾞｷ

あきる野 五日市中
DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2

  1   6  620

板山  心 (中2)

ｲﾀﾔﾏ  ｺｺﾛ

多摩 落合中   13.59

  2   8  785

萩原  茉咲 (中3)

ﾊｷﾞﾜﾗ  ﾏｻｷ

薬師中   13.77

  3   3  550

渡邉  るり (中2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾙﾘ

八王子三中   13.79

  4   4  745

前田  碧 (中3)

ﾏｴﾀﾞ  ﾐﾄﾞﾘ

鶴川二中   14.02

  5   1  796

相見  真央 (中3)

ｱｲﾐ  ﾏｵ

木曽中   14.03

  6   5  424

望月  結 (中3)

ﾓﾁﾂﾞｷ  ﾕｲ

八王子城山中   14.10

  7   2  229

木我  波夢 (中2)

ｷｶﾞ  ﾅﾑ

つくし野中   14.18

  7  567

黒住  綾音 (中3)

ｸﾛｽﾞﾐ  ｱﾔﾈ

三田国際学園中 DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  1   5  804

福田  咲希 (中2)

ﾌｸﾀﾞ  ｻｷ

木曽中   13.81

  2   1  230

佐々岡  恋 (中2)

ｻｻｵｶ  ｺｺ

つくし野中   14.09

  3   3  830

藤原  結衣 (中2)

ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾕｲ

町田山﨑中   14.11

  4   4  568

小川  紗椰 (中2)

ｵｶﾞﾜ  ｻﾔ

三田国際学園中   14.28

  5   6  743

吉川  紗代 (中3)

ﾖｼｶﾜ  ｻﾖ

鶴川二中   14.36

  6   8  700

森  璃虹 (中2)

ﾓﾘ  ﾘｺ

町田二中   14.70

  7   7  228

酒井  美咲 (中2)

ｻｶｲ  ﾐｻｷ

つくし野中   14.70

  8   2  784

岩﨑  采音 (中2)

ｲﾜｻｷ  ｱﾔﾈ

薬師中   14.75

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   6  152

小松原  愛璃 (中1)

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ  ｱｲﾘ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   14.18

  2   7  273

奥脇  彩花 (中3)

ｵｸﾜｷ  ｱﾔｶ

あきる野 五日市中
  14.27

  3   8  511

野澤  拓乃 (中2)

ﾉｻﾞﾜ  ﾋﾛﾉ

忠生中   14.29

  4   1  520

蒲生  彩乃 (中1)

ｶﾞﾓｳ  ｱﾔﾉ

忠生中   14.38

  5   2  514

雨宮  美央 (中2)

ｱﾏﾐﾔ  ﾐｵ

忠生中   14.41

  6   4  227

佐藤  梨名 (中2)

ｻﾄｳ  ﾘﾅ

つくし野中   14.96

  3  155

高野  紅葉 (中3)

ﾀｶﾉ  ｸﾚﾊ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC DNS

  5   14

吉岡　あい (中2)

ﾖｼｵｶ    ｱｲ

東京陸協 DNS

  5組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   6  538

永井  杏奈 (中2)

ﾅｶﾞｲ  ｱﾝﾅ

町田一中   13.88

  2   5  572

森  優月 (中2)

ﾓﾘ  ﾕﾂﾞｷ

三田国際学園中   13.94

  3   1  548

金子  未奈 (中1)

ｶﾈｺ  ﾐﾅ

八王子三中   14.26

  4   2  803

栗原  菜花 (中2)

ｸﾘﾊﾗ  ﾅﾉｶ

木曽中   14.39

  5   8  285

小島  優奈 (中2)

ｺｼﾞﾏ  ﾕｳﾅ

あきる野 五日市中
  14.88

  6   4  508

川崎  梨乃 (中2)

ｶﾜｻｷ  ﾘﾉ

忠生中   14.90

  7   3  524

岡  涼香 (中1)

ｵｶ  ｽｽﾞｶ

忠生中   15.09

  8   7  625

東海林  真央 (中1)

ｼｮｳｼﾞ  ﾏｵ

多摩 落合中   15.40

  6組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.2

  1   3  662

加藤  綾乃 (中1)

ｶﾄｳ  ｱﾔﾉ

八王子四中   14.25

  2   5  284

栗原  春菜子 (中2)

ｸﾘﾊﾗ  ﾊﾅｺ

あきる野 五日市中
  14.19

  3   4  282

上野  美結 (中2)

ｳｴﾉ  ﾐﾕ

あきる野 五日市中
  14.21

  4   7  617

河合  智深 (中2)

ｶﾜｲ  ｻﾄﾐ

多摩 落合中   14.53

  4   8  281

市川  乃愛 (中2)

ｲﾁｶﾜ  ﾉｱ

あきる野 五日市中
  14.53

  6   1  569

吉田  るる花 (中2)

ﾖｼﾀﾞ  ﾙﾙｶ

三田国際学園中   14.70

  7   6  797

大原  栞 (中3)

ｵｵﾊﾗ  ｼｵﾘ

木曽中   15.13

  8   2  621

納田  和香羽 (中2)

ﾉｳﾀﾞ  ﾜｶﾊ

多摩 落合中   15.74

  7組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   3  392

星谷  咲穂 (中1)

ﾎｼﾔ  ｻｷﾎ

八王子五中   14.25

  2   4  321

原田  智咲 (中1)

ﾊﾗﾀﾞ  ﾁｻ

府中八中   14.33

  3   2  767

小関  舞姫 (中1)

ｺｾｷ  ﾏﾘﾝ

町田三中   14.34

  4   8  388

小泉  愛華 (中2)

ｺｲｽﾞﾐ  ｱｲｶ

八王子五中   14.41

  5   7  389

小野  陽向 (中1)

ｵﾉ  ﾋﾅﾀ

八王子五中   14.52

  6   5  387

緑川  湖子 (中2)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ  ｺｺ

八王子五中   14.61

  7   6  409

安間  多恵 (中2)

ﾔｽﾏ  ﾀｴ

南大谷中   14.69

  1  131

峰岸  沙奈 (中2)

ﾐﾈｷﾞｼ  ｻﾅ

稲城二中 DNS

  8組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  1   6  579

中井  さとよ (中1)

ﾅｶｲ  ｻﾄﾖ

三田国際学園中   14.34

  2   1  291

渡邉  瞳 (中2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾄﾐ

あきる野 五日市中
  14.75

  3   3  696

安藤  結美子 (中3)

ｱﾝﾄﾞｳ  ﾕﾐｺ

町田二中   14.84

  4   5  619

二村  優里香 (中2)

ﾌﾀﾑﾗ  ﾕﾘｶ

多摩 落合中   14.96

  5   7  283

木住野  紗夏 (中2)

ｷｼﾉ  ｻｲｶ

あきる野 五日市中
  15.14

  6   8  129

伊藤  菜摘 (中2)

ｲﾄｳ  ﾅﾂﾐ

稲城二中   15.21

  7   4  279

山下  真優 (中3)

ﾔﾏｼﾀ  ﾏﾕ

あきる野 五日市中
  15.35

  2  276

田丸  夏未 (中3)

ﾀﾏﾙ  ﾅﾂﾐ

あきる野 五日市中
DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子中学 １００ｍ

タイムレース(27)  8月 5日 15:48

大会記録　　　野口　まゆか(2)(白百合学園中)   13.19   平成28年

  9組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   4  386

鈴木  水萌 (中2)

ｽｽﾞｷ  ﾐﾅﾓ

八王子五中   14.30

  2   2  529

山川  璃愛 (中1)

ﾔﾏｶﾜ  ﾘｱﾅ

町田一中   14.30

  3   7  390

清水  美雨 (中1)

ｼﾐｽﾞ  ﾐｳ

八王子五中   14.50

  4   3  310

高柳  柚葉 (中2)

ﾀｶﾔﾅｷﾞ  ﾕｽﾞﾊ

府中八中   14.91

  5   5  566

山口  莉奈 (中3)

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾘﾅ

三田国際学園中   15.09

  6   8  231

丹野  桜 (中2)

ﾀﾝﾉ  ｻｸﾗ

つくし野中   15.23

  7   6   72

菊池  りな (中2)

ｷｸﾁ  ﾘﾅ

ゆめおりAC   15.27

  8   1  595

児玉  夏海 (中1)

ｺﾀﾞﾏ  ﾅﾂﾐ

三田国際学園中   15.34

  10組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.4

  1   7  135

髙橋  ことみ (中1)

ﾀｶﾊｼ  ｺﾄﾐ

稲城二中   14.40

  2   2  289

森田  菜美 (中2)

ﾓﾘﾀ  ﾅﾐ

あきる野 五日市中
  14.55

  3   4  204

杉本  莉菜 (中2)

ｽｷﾞﾓﾄ  ﾘﾅ

堺中   14.77

  4   8  290

吉澤  優鈴 (中2)

ﾖｼｻﾞﾜ  ﾕｽﾞ

あきる野 五日市中
  14.93

  5   1  293

小池  陽菜 (中1)

ｺｲｹ  ﾋﾅ

あきる野 五日市中
  15.26

  6   3  395

熊谷  桃夏 (中2)

ｸﾏｶﾞｲ  ﾓﾓｶ

八王子五中   15.46

  7   5  629

廣瀬  光 (中1)

ﾋﾛｾ  ﾋｶﾘ

多摩 落合中   15.64

  6  133

石橋  咲喜 (中1)

ｲｼﾊﾞｼ  ｻｷ

稲城二中 DNS

  11組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.2

  1   3  396

中村  美咲 (中2)

ﾅｶﾑﾗ  ﾐｻｷ

八王子五中   14.63

  2   2  137

中野  乙葉 (中1)

ﾅｶﾉ  ｵﾄﾊ

稲城二中   14.75

  3   4  437

徳永  香雪 (中1)

ﾄｸﾅｶﾞ  ｺﾕｷ

八王子城山中   14.93

  4   7  512

神村  清美 (中2)

ｶﾐﾑﾗ  ｷﾖﾐ

忠生中   14.94

  5   8  513

内藤  花南 (中2)

ﾅｲﾄｳ  ﾊﾅ

忠生中   15.26

  6   1  134

清水  さくら (中1)

ｼﾐｽﾞ  ｻｸﾗ

稲城二中   15.30

  7   6  699

鈴木  郁花 (中2)

ｽｽﾞｷ  ｱﾔｶ

町田二中   15.62

  5  436

昇  綺愛 (中1)

ﾉﾎﾞﾙ  ｱｷﾅ

八王子城山中 DNS

  12組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  1   8  315

野間  菜来 (中1)

ﾉﾏ  ﾅｺ

府中八中   14.38

  2   7  314

田村  美颯 (中1)

ﾀﾑﾗ  ﾐﾊﾔ

府中八中   14.99

  3   4  312

杉  佳凜 (中1)

ｽｷﾞ  ｶﾘﾝ

府中八中   15.05

  4   5  308

比佐  優日 (中2)

ﾋｻ  ﾕｳﾋ

府中八中   15.11

  5   2  323

原  優月 (中1)

ﾊﾗ  ﾕﾂﾞｷ

府中八中   15.42

  6   1  324

渡辺  ゆい (中1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾕｲ

府中八中   15.57

  7   3  311

塩野  海音 (中1)

ｼｵﾉ  ﾐｵﾝ

府中八中   16.31

  8   6  313

高宮  明香 (中1)

ﾀｶﾐﾔ  ﾒｲｶ

府中八中   16.33

  13組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   8  806

田中  詩音 (中1)

ﾀﾅｶ  ｼｵﾝ

木曽中   14.42

  2   3  659

秋山　沙也香 (中3)

ｱｷﾔﾏ  ｻﾔｶ

八王子四中   15.03

  3   1  275

佐藤  未海 (中3)

ｻﾄｳ  ﾐｱ

あきる野 五日市中
  15.10

  3   4  661

在田  美海 (中1)

ｱﾘﾀ  ﾐｶ

八王子四中   15.10

  5   6  551

高橋  葵 (中2)

ﾀｶﾊｼ  ｱｵｲ

八王子三中   15.12

  6   5  423

山本  千聖 (中3)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾁｻﾄ

八王子城山中   15.23

  7   7  631

三苫  優菜 (中1)

ﾐﾄﾏ  ﾕｳﾅ

多摩 落合中   15.71

  8   2  441

奥平  陽菜 (中1)

ｵｸﾀﾞｲﾗ  ﾋﾅ

八王子城山中   15.84

  14組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.6

  1   3  834

伊勢  千春 (中1)

ｲｾ  ﾁﾊﾙ

町田山﨑中   14.73

  2   5  138

原  琉歌 (中1)

ﾊﾗ  ﾘｭｳｶ

稲城二中   14.76

  3   7  521

雨宮  紗葵 (中1)

ｱﾏﾐﾔ  ｻｷ

忠生中   15.03

  4   1  747

小田  菜々海 (中1)

ｵﾀﾞ  ﾅﾅﾐ

多摩 和田中   15.10

  5   2  630

松田  望愛 (中1)

ﾏﾂﾀﾞ  ﾉｱ

多摩 落合中   15.26

  6   4  786

大野  麻琴 (中1)

ｵｵﾉ  ﾏｺﾄ

薬師中   15.30

  7   8  522

佐々木  杏 (中1)

ｻｻｷ  ｱﾝ

忠生中   15.35

  8   6  697

吉田  晴香 (中3)

ﾖｼﾀﾞ  ﾊﾙｶ

町田二中   15.58

  15組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  1   2  516

佐藤  彩名 (中1)

ｻﾄｳ  ｱﾔﾅ

忠生中   14.82

  2   3  294

清水  優那 (中1)

ｼﾐｽﾞ  ﾕｳﾅ

あきる野 五日市中
  14.89

  3   5  438

當山  莉音 (中1)

ﾄｳﾔﾏ  ﾘｵﾝ

八王子城山中   15.36

  4   4  440

梅澤  茜 (中1)

ｳﾒｻﾞﾜ  ｱｶﾈ

八王子城山中   15.40

  5   7  549

松尾  優子 (中1)

ﾏﾂｵ  ﾕｳｺ

八王子三中   15.57

  6   1  132

石井  希果 (中1)

ｲｼｲ  ﾉﾉﾊ

稲城二中   15.71

  7   6  587

ﾗｯｾﾙ  ﾐｰｼｬ (中1)

ﾗｯｾﾙ  ﾐｰｼｬ

三田国際学園中   15.85

  8   8  798

清水  静空 (中3)

ｼﾐｽﾞ  ｼｽﾞｸ

木曽中   15.98

  16組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.6

  1   2  833

齊藤  陽芽莉 (中2)

ｻｲﾄｳ  ﾋﾒﾘ

町田山﨑中   15.36

  2   6  288

髙橋  陽南 (中2)

ﾀｶﾊｼ  ﾋﾅ

あきる野 五日市中
  15.42

  3   1  843

高橋  巴菜 (中1)

ﾀｶﾊｼ  ﾊﾅ

町田三中   15.74

  4   7  573

山本  日陽 (中2)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾋﾅﾀ

三田国際学園中   15.81

  5   5  519

栁澤  美玖 (中1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾐｸ

忠生中   15.94

  3  443

篠原  茉弥 (中1)

ｼﾉﾊﾗ  ﾏﾔ

八王子城山中 DNS

  4  130

金  志優 (中2)

ｺﾝ  ｼｳ

稲城二中 DNS

  8  295

角野  樹里 (中1)

ｽﾐﾉ  ｼﾞｭﾘ

あきる野 五日市中
DNS

凡例（DNS:欠    場）
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  17組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.3

  1   2  518

福田  凛愛 (中1)

ﾌｸﾀﾞ  ﾘｱ

忠生中   14.99

  2   3  627

富田  楓花 (中1)

ﾄﾐﾀ  ﾌｳｶ

多摩 落合中   15.22

  3   4  442

大澤  陽菜 (中1)

ｵｵｻﾜ  ﾋﾅ

八王子城山中   16.00

  4   6  444

中小路  歩歌 (中1)

ﾅｶｺｳｼﾞ  ｱﾕｶ

八王子城山中   16.00

  5   8  660

荒井  乙樺 (中1)

ｱﾗｲ  ｵﾄｶ

八王子四中   16.01

  6   5  277

萩原  樺音 (中3)

ﾊｷﾞﾜﾗ  ｶﾉﾝ

あきる野 五日市中
  16.02

  7   1  571

星野  紗良 (中2)

ﾎｼﾉ  ｻﾗ

三田国際学園中   16.07

  8   7  218

久保田  さくら (中1)

ｸﾎﾞﾀ  ｻｸﾗ

堺中   16.33

  18組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.6

  1   8  205

菊竹  舞 (中2)

ｷｸﾀｹ  ﾏｲ

堺中   13.42

  2   2  208

清水  愛美 (中1)

ｼﾐｽﾞ  ｱｲﾐ

堺中   14.56

  3   1  206

松村  和奏 (中2)

ﾏﾂﾑﾗ  ﾜｶﾅ

堺中   15.04

  4   5  766

廣田  柚奈 (中2)

ﾋﾛﾀ  ﾕｽﾞﾅ

町田三中   15.49

  5   6  287

鈴木  日和 (中2)

ｽｽﾞｷ  ﾋﾖﾘ

あきる野 五日市中
  15.61

  6   3  280

粟村  有紗 (中2)

ｱﾜﾑﾗ  ｱﾘｻ

あきる野 五日市中
  15.94

  4  429

浅岡  希泉 (中2)

ｱｻｵｶ  ﾉｿﾞﾐ

八王子城山中 DNS

  7  439

牟田  歩果 (中1)

ﾑﾀ  ｱﾕｶ

八王子城山中 DNS

  19組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   4  215

手塚  海羽 (中1)

ﾃﾂﾞｶ  ﾐﾊﾈ

堺中   14.67

  2   6  213

野田  理央 (中1)

ﾉﾀﾞ  ﾘｵ

堺中   15.17

  3   2  582

日置  茉緒 (中1)

ﾋｵｷ  ﾏｵ

三田国際学園中   15.52

  4   5  841

横田  萌依 (中1)

ﾖｺﾀ  ﾒｲ

町田山﨑中   15.56

  5   1  836

篠田  優花 (中1)

ｼﾉﾀﾞ  ﾕｳｶ

町田山﨑中   16.04

  6   7  592

宮田  絹江 (中1)

ﾐﾔﾀ  ｷﾇｴ

三田国際学園中   16.09

  7   3  835

木俣  天音 (中1)

ｷﾏﾀ  ｱﾏﾈ

町田山﨑中   16.57

  8   8  278

山下  ニノン (中3)

ﾔﾏｼﾀ  ﾆﾉﾝ

あきる野 五日市中
  17.01

  20組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.5

  1   4  214

横本  咲姫 (中1)

ﾖｺﾓﾄ  ｻｷ

堺中   14.63

  2   3  840

村山  美優 (中1)

ﾑﾗﾔﾏ  ﾐﾕｳ

町田山﨑中   14.87

  3   7  838

長島  史佳 (中1)

ﾅｶﾞｼﾏ  ﾌﾐｶ

町田山﨑中   15.54

  4   8  570

小金澤  恵利花 (中2)

ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ  ｴﾘｶ

三田国際学園中   15.68

  5   2  583

堀内  理緒 (中1)

ﾎﾘｳﾁ  ﾘｵ

三田国際学園中   15.72

  6   5  837

杉山  愛果 (中1)

ｽｷﾞﾔﾏ  ﾏﾅｶ

町田山﨑中   15.79

  7   1  428

宮里  ひなた (中2)

ﾐﾔｻﾞﾄ  ﾋﾅﾀ

八王子城山中   16.39

  6  217

吉村  菫 (中1)

ﾖｼﾑﾗ  ｽﾐﾚ

堺中

DQ  *T1

*T2

  21組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  1   8  465

中嶋  亜佑実 (中3)

ﾅｶｼﾞﾏ  ｱﾕﾐ

横浜 上の宮中   14.34

  2   3  575

井出  美唯 (中1)

ｲﾃﾞ  ﾐﾕ

三田国際学園中   15.92

  3   5  509

細金  怜花 (中2)

ﾎｿｶﾞﾈ  ﾚｲｶ

忠生中   16.09

  4   6  232

川口  彩心 (中2)

ｶﾜｸﾞﾁ  ｱﾔﾈ

つくし野中   17.01

  5   2  517

橋本  穂花 (中1)

ﾊｼﾓﾄ  ﾎﾉｶ

忠生中   17.01

  6   1  292

内倉  可奈予 (中1)

ｳﾁｸﾗ  ｶﾅﾖ

あきる野 五日市中
  18.03

  4  461

茂木  千尋 (中3)

ﾓﾃｷﾞ  ﾁﾋﾛ

横浜 上の宮中 DNS

  7  515

河合  紗良 (中2)

ｶﾜｲ  ｻﾗ

忠生中 DNS

  22組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.8

  1   5  456

高橋  彩音 (中3)

ﾀｶﾊｼ  ｱﾔﾈ

横浜 上の宮中   14.77

  2   8  466

南山  寧音 (中3)

ﾐﾅﾐﾔﾏ  ﾈﾈ

横浜 上の宮中   15.30

  3   4  507

小林  実珠 (中2)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾐｼﾞｭ

忠生中   16.73

  4   6  286

清水  萌花 (中2)

ｼﾐｽﾞ  ﾓｴｶ

あきる野 五日市中
  16.74

  5   3  628

小笠原  美樹 (中1)

ｵｶﾞｻﾜﾗ  ﾐｷ

多摩 落合中   17.61

  6   1  467

金井  華恋 (中2)

ｶﾅｲ  ｶﾚﾝ

横浜 上の宮中   17.94

  2  457

比嘉  彩 (中3)

ﾋｶﾞ  ｱﾔﾒ

横浜 上の宮中 DNS

  7   77

岡野  寧々 (中1)

ｵｶﾉ  ﾈﾈ

ゆめおりAC DNS

  23組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.9

  1   1  480

中谷  早希 (中1)

ﾅｶﾀﾆ  ｻｷ

横浜 上の宮中   14.21

  2   8  481

鈴木  あんな (中1)

ｽｽﾞｷ  ｱﾝﾅ

横浜 上の宮中   14.64

  3   6  744

鈴木  美優 (中3)

ｽｽﾞｷ  ﾐﾕｳ

鶴川二中   14.73

  4   4  734

織田  麻実 (中2)

ｵﾀﾞ  ｱｻﾐ

鶴川二中   15.00

  5   3  670

中島  捺実 (中2)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾅﾂﾐ

昭島 瑞雲中   15.22

  6   5  468

高橋  茉寛 (中2)

ﾀｶﾊｼ  ﾏﾋﾛ

横浜 上の宮中   15.65

  7   2  736

入江  小春 (中2)

ｲﾘｴ  ｺﾊﾙ

鶴川二中   17.94

  7  666

畠中  すみれ (中3)

ﾊﾀﾅｶ  ｽﾐﾚ

昭島 瑞雲中 DNS

  24組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  1   1  469

佐々木  菜摘 (中2)

ｻｻｷ  ﾅﾂﾐ

横浜 上の宮中   14.09

  2   3  800

今井  実咲 (中2)

ｲﾏｲ  ﾐｻｷ

木曽中   14.37

  3   4  705

鈴木  聖 (中1)

ｽｽﾞｷ  ﾋｼﾞﾘ

鶴川二中   14.52

  4   8  732

齋藤  ひろ花 (中2)

ｻｲﾄｳ  ﾋﾛｶ

鶴川二中   14.91

  5   6  728

國吉  萌愛 (中2)

ｸﾆﾖｼ  ﾓｴ

鶴川二中   15.17

  6   5  669

金澤  百花 (中2)

ｶﾅｻﾞﾜ  ﾓﾓｶ

昭島 瑞雲中   15.49

  7   7  678

小林  萌実 (中1)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾓｴﾐ

昭島 瑞雲中   15.55

  8   2  720

阿久津  聖杏 (中2)

ｱｸﾂ  ｾｲｱ

鶴川二中   15.58

凡例（DQ :失    格/ DNS:欠    場/ *T1:他の競技者を妨害した(R163.2b)/ *T2:割り当てられたﾚｰﾝ以外を走った(R163.3a)）
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  25組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.3

  1   2  483

三嶋  利来 (中1)

ﾐｼﾏ  ﾘﾗ

横浜 上の宮中   14.06

  2   3  706

津田  琴美 (中1)

ﾂﾀﾞ  ｺﾄﾐ

鶴川二中   14.60

  3   6  681

中島  あんな (中1)

ﾅｶｼﾞﾏ  ｱﾝﾅ

昭島 瑞雲中   14.69

  4   7  727

高島  鈴香 (中2)

ﾀｶｼﾏ  ｽｽﾞｶ

鶴川二中   15.48

  5   5  721

上新  千秋 (中2)

ｳｴｼﾝ  ﾁｱｷ

鶴川二中   15.60

  6   4  679

小山  知歩 (中1)

ｺﾔﾏ  ﾁﾎ

昭島 瑞雲中   15.64

  7   1  684

山田  茉穂 (中1)

ﾔﾏﾀﾞ  ﾏﾎ

昭島 瑞雲中   16.23

  8  479

和田  久美子 (中2)

ﾜﾀﾞ  ｸﾐｺ

横浜 上の宮中 DQ  *FS

  26組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.0

  1   2  471

佐藤  めばえ (中2)

ｻﾄｳ  ﾒﾊﾞｴ

横浜 上の宮中   14.86

  2   7  472

原田  聖美 (中2)

ﾊﾗﾀﾞ  ｻﾄﾐ

横浜 上の宮中   14.94

  3   5  677

胡桃沢  美妃 (中1)

ｸﾙﾐｻﾜ  ﾐｷ

昭島 瑞雲中   15.08

  4   1  725

長谷川  莉子 (中2)

ﾊｾｶﾞﾜ  ﾘｺ

鶴川二中   15.31

  5   8  729

野谷  麻友 (中2)

ﾉﾀﾆ  ﾏﾕ

鶴川二中   15.55

  6   3  680

鈴木  璃彩 (中1)

ｽｽﾞｷ  ﾘﾗ

昭島 瑞雲中   15.91

  7   4  735

佐藤  千花 (中2)

ｻﾄｳ  ﾁﾊﾅ

鶴川二中   16.27

  8   6  726

岡本  桃 (中2)

ｵｶﾓﾄ  ﾓﾓ

鶴川二中   16.31

  27組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.9

  1   2  474

佐々木  優奈 (中2)

ｻｻｷ  ﾕｳﾅ

横浜 上の宮中   14.16

  2   1  707

日吉  桃子 (中1)

ﾋﾖｼ  ﾓﾓｺ

鶴川二中   15.10

  3   3  528

前田  咲凪 (中1)

ﾏｴﾀﾞ  ｻﾅ

町田一中   15.27

  4   6  769

原岡  杏奈 (中1)

ﾊﾗｵｶ  ｱﾝﾅ

町田三中   16.19

  5   7  733

髙橋  菜々美 (中2)

ﾀｶﾊｼ  ﾅﾅﾐ

鶴川二中   16.23

  6   4  730

兼子  ゆひな (中2)

ｶﾈｺ  ﾕﾋﾅ

鶴川二中   16.40

  7   5  683

丸山  美千 (中1)

ﾏﾙﾔﾏ  ﾐﾁ

昭島 瑞雲中   17.45

  8  801

今井  優希 (中2)

ｲﾏｲ  ﾕｷ

木曽中 DNS

女子高校・一般 １００ｍ

タイムレース(4)  8月 5日 12:20

大会記録　　　桝田　結夢(高3)(都西高)   12.63   平成27年

タイムレース 全4組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.7

  1   5  251

鷺  麻耶子 (高1)

ｻｷﾞ  ﾏﾔｺ

都八王子東高   12.36 NGR

  2   6  244

上口  有帆 (大4)

ｶﾐｸﾞﾁ  ﾕｳﾎ

青学大   12.50 NGR

  3   4   39

原　  夏羽 (高1)

ﾊﾗ  ﾅﾉﾊ

都松が谷高   13.33

  4   3   40

林　  果南 (高1)

ﾊﾔｼ　  ｶﾅ

都松が谷高   13.54

  5   8   43

山﨑  美優 (高1)

ﾔﾏｻﾞｷ  ﾐﾕ

都松が谷高   13.70

  6   7  596

正野  りえ (高3)

ﾏｻﾉ  ﾘｴ

三田国際学園高   13.88

  7   2   38

吉田  朱里 (高2)

ﾖｼﾀﾞ  ｱｶﾘ

都松が谷高   14.03

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.9

  1   5  597

梶原  莉子 (高1)

ｶｼﾞﾜﾗ  ﾘｺ

三田国際学園高   13.93

  2   2   41

宮内  美空 (高1)

ﾐﾔｳﾁ  ﾐｿﾗ

都松が谷高   14.34

  3   3  338

和田  里菜 (高2)

ﾜﾀﾞ  ﾘﾅ

都成瀬高   14.35

  4   8  343

高田  琴音 (高1)

ﾀｶﾀﾞ  ｺﾄﾈ

駒沢女子高   14.50

  5   7  342

磯部  菜々 (高1)

ｲｿﾍﾞ  ﾅﾅ

駒沢女子高   14.74

  6   6  344

本坊  ひまり (高1)

ﾎﾝﾎﾞｳ  ﾋﾏﾘ

駒沢女子高   14.82

  4   42

中島  梨夏 (高1)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾘｶ

都松が谷高 DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.8

  1   8  340

高原  実花 (高1)

ﾀｶﾊﾗ  ﾐｶ

都成瀬高   14.00

  2   3  181

倉本  栞里

ｸﾗﾓﾄ  ｼｵﾘ

中大同好会   14.12

  3   7  341

平柳  未羽 (高1)

ﾋﾗﾔﾅｷﾞ  ﾐｳ

都成瀬高   14.33

  4   6   36

岩瀨  夏那 (高2)

ｲﾜｾ　  ｶﾅ

都松が谷高   14.50

  5   4  263

大枝  彩乃 (高2)

ｵｵｴﾀﾞ  ｱﾔﾉ

都山崎高   14.54

  6   5   45

梅津  音菜 (高1)

ｳﾒﾂﾞ  ｵﾄﾅ

都松が谷高   15.12

  2  262

高橋  舞 (高1)

ﾀｶﾊｼ  ﾏｲ

都山崎高 DNS

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.3

  1   8   62

荒木  那月 (高2)

ｱﾗｷ  ﾅﾂｷ

ゆめおりAC   13.66

  2   6  598

森山  華桜 (高1)

ﾓﾘﾔﾏ  ｶｵｳ

三田国際学園高   15.40

  3   7   46

松岡  由真 (高1)

ﾏﾂｵｶ  ﾕﾏ

都松が谷高   15.45

  4   5  339

内田  海里 (高1)

ｳﾁﾀﾞ  ﾐﾉﾘ

都成瀬高   15.71

  2   61

細田  すず乃 (高2)

ﾎｿﾀﾞ  ｽｽﾞﾉ

ゆめおりAC DNS

  3   34

鈴木  梨緒子 (高2)

ｽｽﾞｷ  ﾘｵｺ

都松が谷高 DNS

  4   47

三觜  彩 (高1)

ﾐﾂﾊｼ  ｱﾔ

都松が谷高 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DQ :失    格/ DNS:欠    場/ *FS:不正スタート(R162.7)）



女子小学3・4年 ２００ｍ

タイムレース  8月 5日 10:00

大会記録　ｼﾗ ﾌｧﾝﾀ 恵理加(4)(KMC陸上ｸﾗﾌﾞ)   31.48   平成28年

タイムレース

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   3    7

勝山  詩優 (小4)

ｶﾂﾔﾏ  ｼｭｳ

  35.82

女子中学 ２００ｍ

タイムレース(9)  8月 5日 10:38

大会記録　　　野口　まゆか(2)(白百合学園中)   26.71   平成28年

タイムレース 全9組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1

  1   3  565

大川  寿美香 (中3)

ｵｵｶﾜ  ｽﾐｶ

三田国際学園中   25.35 NGR

  2   8  309

森山  にこ (中2)

ﾓﾘﾔﾏ  ﾆｺ

府中八中   26.83

  3   6  552

石渡  萌乃 (中3)

ｲｼﾜﾀﾘ  ﾓｴﾉ

八王子三中   27.37

  4   7  572

森  優月 (中2)

ﾓﾘ  ﾕﾂﾞｷ

三田国際学園中   27.66

  5   2  550

渡邉  るり (中2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾙﾘ

八王子三中   28.67

  1   14

吉岡　あい (中2)

ﾖｼｵｶ    ｱｲ

東京陸協 DNS

  4  567

黒住  綾音 (中3)

ｸﾛｽﾞﾐ  ｱﾔﾈ

三田国際学園中 DNS

  5  656

清水  綾華 (中3)

ｼﾐｽﾞ  ｱﾔｶ

八王子四中 DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.2

  1   7  620

板山  心 (中2)

ｲﾀﾔﾏ  ｺｺﾛ

多摩 落合中   28.33

  2   6  802

内田  心結 (中2)

ｳﾁﾀﾞ  ﾐﾕｳ

木曽中   28.38

  3   5  616

伊丹  日菜 (中3)

ｲﾀﾐ  ﾋﾅ

多摩 落合中   29.13

  4   8  568

小川  紗椰 (中2)

ｵｶﾞﾜ  ｻﾔ

三田国際学園中   29.38

  5   4  321

原田  智咲 (中1)

ﾊﾗﾀﾞ  ﾁｻ

府中八中   29.52

  6   1  511

野澤  拓乃 (中2)

ﾉｻﾞﾜ  ﾋﾛﾉ

忠生中   29.62

  7   2  520

蒲生  彩乃 (中1)

ｶﾞﾓｳ  ｱﾔﾉ

忠生中   29.92

  8   3  227

佐藤  梨名 (中2)

ｻﾄｳ  ﾘﾅ

つくし野中   30.87

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.1

  1   8  394

伊勢崎  真帆 (中2)

ｲｾｻﾞｷ  ﾏﾎ

八王子五中   28.39

  2   4  152

小松原  愛璃 (中1)

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ  ｱｲﾘ

ﾜｰﾙｳｲﾝﾄﾞAC   28.92

  3   2  810

前島  奈央子 (中2)

ﾏｴｼﾏ  ﾅｵｺ

木曽中   29.63

  4   1  387

緑川  湖子 (中2)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ  ｺｺ

八王子五中   30.35

  5   3  508

川崎  梨乃 (中2)

ｶﾜｻｷ  ﾘﾉ

忠生中   30.70

  6   5  524

岡  涼香 (中1)

ｵｶ  ｽｽﾞｶ

忠生中   30.72

  7   6  510

若尾  日奈子 (中2)

ﾜｶｵ  ﾋﾅｺ

忠生中   31.47

  7  131

峰岸  沙奈 (中2)

ﾐﾈｷﾞｼ  ｻﾅ

稲城二中 DNS

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.1

  1   3  408

若井  理瑚 (中2)

ﾜｶｲ  ﾘｺ

南大谷中   29.61

  2   8  135

髙橋  ことみ (中1)

ﾀｶﾊｼ  ｺﾄﾐ

稲城二中   30.10

  3   6  133

石橋  咲喜 (中1)

ｲｼﾊﾞｼ  ｻｷ

稲城二中   30.31

  4   4  569

吉田  るる花 (中2)

ﾖｼﾀﾞ  ﾙﾙｶ

三田国際学園中   30.89

  5   5  521

雨宮  紗葵 (中1)

ｱﾏﾐﾔ  ｻｷ

忠生中   31.18

  6   7  513

内藤  花南 (中2)

ﾅｲﾄｳ  ﾊﾅ

忠生中   31.60

  2  130

金  志優 (中2)

ｺﾝ  ｼｳ

稲城二中 DNS

  5組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.3

  1   4  386

鈴木  水萌 (中2)

ｽｽﾞｷ  ﾐﾅﾓ

八王子五中   29.05

  2   6  548

金子  未奈 (中1)

ｶﾈｺ  ﾐﾅ

八王子三中   29.45

  3   7  566

山口  莉奈 (中3)

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾘﾅ

三田国際学園中   30.68

  4   3  137

中野  乙葉 (中1)

ﾅｶﾉ  ｵﾄﾊ

稲城二中   30.72

  5   5  138

原  琉歌 (中1)

ﾊﾗ  ﾘｭｳｶ

稲城二中   31.40

  6   8  411

三觜  琴 (中2)

ﾐﾂﾊｼ  ｺﾄ

南大谷中   32.44

  7   2  523

西森  美空 (中1)

ﾆｼﾓﾘ  ﾐｸ

忠生中   32.50

  6組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.2

  1   8  579

中井  さとよ (中1)

ﾅｶｲ  ｻﾄﾖ

三田国際学園中   29.87

  2   6  516

佐藤  彩名 (中1)

ｻﾄｳ  ｱﾔﾅ

忠生中   30.76

  3   4  134

清水  さくら (中1)

ｼﾐｽﾞ  ｻｸﾗ

稲城二中   32.01

  4   5  663

矢野  みなみ (中1)

ﾔﾉ  ﾐﾅﾐ

八王子四中   32.18

  5   7  573

山本  日陽 (中2)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾋﾅﾀ

三田国際学園中   32.25

  6   2  509

細金  怜花 (中2)

ﾎｿｶﾞﾈ  ﾚｲｶ

忠生中   33.27

  3  515

河合  紗良 (中2)

ｶﾜｲ  ｻﾗ

忠生中 DNS

  7組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   5  595

児玉  夏海 (中1)

ｺﾀﾞﾏ  ﾅﾂﾐ

三田国際学園中   30.84

  2   6  549

松尾  優子 (中1)

ﾏﾂｵ  ﾕｳｺ

八王子三中   32.10

  3   3  587

ﾗｯｾﾙ  ﾐｰｼｬ (中1)

ﾗｯｾﾙ  ﾐｰｼｬ

三田国際学園中   32.85

  4   8  571

星野  紗良 (中2)

ﾎｼﾉ  ｻﾗ

三田国際学園中   33.26

  5   2  575

井出  美唯 (中1)

ｲﾃﾞ  ﾐﾕ

三田国際学園中   33.65

  6   4  624

和泉  釉 (中1)

ｲｽﾞﾐ  ﾕｳ

多摩 落合中   35.23

  7  507

小林  実珠 (中2)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾐｼﾞｭ

忠生中 DNS

  8組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.6

  1   4   74

有村  実寿々 (中2)

ｱﾘﾑﾗ  ﾐｽｽﾞ

ゆめおりAC   27.57

  2   2  665

小柏  葵 (中3)

ｵｶﾞｼﾜ  ｱｵｲ

昭島 瑞雲中   28.51

  3   5  582

日置  茉緒 (中1)

ﾋｵｷ  ﾏｵ

三田国際学園中   31.87

  4   7  132

石井  希果 (中1)

ｲｼｲ  ﾉﾉﾊ

稲城二中   32.86

  5   3  592

宮田  絹江 (中1)

ﾐﾔﾀ  ｷﾇｴ

三田国際学園中   33.15

  6  667

石川  舞彩 (中2)

ｲｼｶﾜ  ﾏｱﾔ

昭島 瑞雲中 DNS

  8  465

中嶋  亜佑実 (中3)

ﾅｶｼﾞﾏ  ｱﾕﾐ

横浜 上の宮中 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子中学 ２００ｍ

タイムレース(9)  8月 5日 10:38

大会記録　　　野口　まゆか(2)(白百合学園中)   26.71   平成28年

  9組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.4

  1   8  479

和田  久美子 (中2)

ﾜﾀﾞ  ｸﾐｺ

横浜 上の宮中   28.62

  2   7  834

伊勢  千春 (中1)

ｲｾ  ﾁﾊﾙ

町田山﨑中   30.49

  3   3  840

村山  美優 (中1)

ﾑﾗﾔﾏ  ﾐﾕｳ

町田山﨑中   31.43

  4   5  708

渕上  愛生 (中1)

ﾌﾁｶﾞﾐ  ﾏｵ

鶴川二中   32.35

  5   2  680

鈴木  璃彩 (中1)

ｽｽﾞｷ  ﾘﾗ

昭島 瑞雲中   32.87

  6   6  704

神蔵  優奈 (中1)

ｶﾐｸﾗ  ﾕｳﾅ

鶴川二中   34.29

  4  457

比嘉  彩 (中3)

ﾋｶﾞ  ｱﾔﾒ

横浜 上の宮中 DNS

女子高校・一般 ２００ｍ

タイムレース(3)  8月 5日 11:12

大会記録  26.78  川上　莉央(都松が谷高)  2017(H29)年

タイムレース 全3組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.1

  1   4   40

林　  果南 (高1)

ﾊﾔｼ　  ｶﾅ

都松が谷高   27.31

  2   5   39

原　  夏羽 (高1)

ﾊﾗ  ﾅﾉﾊ

都松が谷高   27.39

  3   3  596

正野  りえ (高3)

ﾏｻﾉ  ﾘｴ

三田国際学園高   27.99

  4   7   43

山﨑  美優 (高1)

ﾔﾏｻﾞｷ  ﾐﾕ

都松が谷高   28.16

  5   6   38

吉田  朱里 (高2)

ﾖｼﾀﾞ  ｱｶﾘ

都松が谷高   28.47

  6   1  597

梶原  莉子 (高1)

ｶｼﾞﾜﾗ  ﾘｺ

三田国際学園高   28.92

  7   8  338

和田  里菜 (高2)

ﾜﾀﾞ  ﾘﾅ

都成瀬高   29.35

  2   42

中島  梨夏 (高1)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾘｶ

都松が谷高 DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   3  181

倉本  栞里

ｸﾗﾓﾄ  ｼｵﾘ

中大同好会   28.73

  2   5   36

岩瀨  夏那 (高2)

ｲﾜｾ　  ｶﾅ

都松が谷高   29.31

  3   6   41

宮内  美空 (高1)

ﾐﾔｳﾁ  ﾐｿﾗ

都松が谷高   29.35

  3   7  341

平柳  未羽 (高1)

ﾋﾗﾔﾅｷﾞ  ﾐｳ

都成瀬高   29.35

  5   4  253

今野  実花 (高1)

ｺﾝﾉ  ﾐｶ

都八王子東高   29.39

  6   1  343

高田  琴音 (高1)

ﾀｶﾀﾞ  ｺﾄﾈ

駒沢女子高   30.81

  7   2   44

内山  湖乃 (高1)

ｳﾁﾔﾏ  ｺﾉ

都松が谷高   31.53

  8   8   35

田中  千里 (高2)

ﾀﾅｶ　  ﾁｻﾄ

都松が谷高   32.22

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.8

  1   7   62

荒木  那月 (高2)

ｱﾗｷ  ﾅﾂｷ

ゆめおりAC   28.77

  2   4   45

梅津  音菜 (高1)

ｳﾒﾂﾞ  ｵﾄﾅ

都松が谷高   31.51

  3   5   46

松岡  由真 (高1)

ﾏﾂｵｶ  ﾕﾏ

都松が谷高   32.90

  4   8   37

野口  真亜瑠 (高2)

ﾉｸﾞﾁ  ﾏｱﾙ

都松が谷高   32.94

  2   61

細田  すず乃 (高2)

ﾎｿﾀﾞ  ｽｽﾞﾉ

ゆめおりAC DNS

  3   34

鈴木  梨緒子 (高2)

ｽｽﾞｷ  ﾘｵｺ

都松が谷高 DNS

  6   47

三觜  彩 (高1)

ﾐﾂﾊｼ  ｱﾔ

都松が谷高 DNS

女子中学 ４００ｍ

タイムレース(2)  8月 5日 14:10

大会記録　　　1.01.11  熊木　夏奈穂(練馬 石神井西中)  平成27年

タイムレース 全2組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  657

菅井  愛香 (中3)

ｽｶﾞｲ  ﾏﾅｶ

八王子四中  1:08.61

  2   2  568

小川  紗椰 (中2)

ｵｶﾞﾜ  ｻﾔ

三田国際学園中  1:12.76

  3   6  220

沢口  奏 (中1)

ｻﾜｸﾞﾁ  ｶﾅﾃﾞ

堺中  1:16.54

  4   7  698

木下  心 (中2)

ｷﾉｼﾀ  ｺｺﾛ

町田二中  1:17.19

  5   4  658

須藤  薫水 (中3)

ｽﾄﾞｳ  ﾕｷﾅ

八王子四中  1:17.48

  6   5  219

桒山  凛 (中1)

ｸﾜﾔﾏ  ﾘﾝ

堺中  1:22.42

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  566

山口  莉奈 (中3)

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾘﾅ

三田国際学園中  1:10.98

  2   5  570

小金澤  恵利花 (中2)

ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ  ｴﾘｶ

三田国際学園中  1:12.97

  3   4  569

吉田  るる花 (中2)

ﾖｼﾀﾞ  ﾙﾙｶ

三田国際学園中  1:15.09

  4   7  571

星野  紗良 (中2)

ﾎｼﾉ  ｻﾗ

三田国際学園中  1:18.85

  6  567

黒住  綾音 (中3)

ｸﾛｽﾞﾐ  ｱﾔﾈ

三田国際学園中 DNS

凡例（DNS:欠    場）



女子高校・一般 ４００ｍ

タイムレース(2)  8月 5日 14:15

大会記録　　　1.01.53  米澤　綾香(桜美林大) 平成26年

タイムレース 全2組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6   40

林　  果南 (高1)

ﾊﾔｼ　  ｶﾅ

都松が谷高  1:03.03

  2   3  596

正野  りえ (高3)

ﾏｻﾉ  ﾘｴ

三田国際学園高  1:03.80

  3   4   36

岩瀨  夏那 (高2)

ｲﾜｾ　  ｶﾅ

都松が谷高  1:05.15

  4   8   43

山﨑  美優 (高1)

ﾔﾏｻﾞｷ  ﾐﾕ

都松が谷高  1:05.25

  5   7   38

吉田  朱里 (高2)

ﾖｼﾀﾞ  ｱｶﾘ

都松が谷高  1:06.89

  2   42

中島  梨夏 (高1)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾘｶ

都松が谷高 DNS

  5  181

倉本  栞里

ｸﾗﾓﾄ  ｼｵﾘ

中大同好会 DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   5   39

原　  夏羽 (高1)

ﾊﾗ  ﾅﾉﾊ

都松が谷高  1:04.99

  2   3   41

宮内  美空 (高1)

ﾐﾔｳﾁ  ﾐｿﾗ

都松が谷高  1:07.42

  3   4  597

梶原  莉子 (高1)

ｶｼﾞﾜﾗ  ﾘｺ

三田国際学園高  1:10.47

  4   7   35

田中  千里 (高2)

ﾀﾅｶ　  ﾁｻﾄ

都松が谷高  1:11.11

  5   6  598

森山  華桜 (高1)

ﾓﾘﾔﾏ  ｶｵｳ

三田国際学園高  1:11.98

  6   8   44

内山  湖乃 (高1)

ｳﾁﾔﾏ  ｺﾉ

都松が谷高  1:13.13

  7   2   37

野口  真亜瑠 (高2)

ﾉｸﾞﾁ  ﾏｱﾙ

都松が谷高  1:15.92

凡例（DNS:欠    場）



女子中学 ８００ｍ

タイムレース(8)  8月 5日  8:45

大会記録  2.24.57  ｶﾃﾝﾃﾞ　ﾌｧﾘｰﾀﾞ桃(八王子 上柚木中)  2017(H29)年

タイムレース 全8組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   3  537

小倉  紘 (中2)

ｵｸﾞﾗ  ﾋﾛ

町田一中  2:25.68

  2   6  832

渡辺  七美 (中2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾅﾅﾐ

町田山﨑中  2:27.25

  3   4  657

菅井  愛香 (中3)

ｽｶﾞｲ  ﾏﾅｶ

八王子四中  2:30.44

  4   5   75

佐々木  希 (中2)

ｻｻｷ  ﾉｿﾞﾐ

ゆめおりAC  2:30.69

  5   2  805

遊佐  里菜子 (中2)

ﾕｻ  ﾘﾅｺ

木曽中  2:36.34

  6   7  783

荻野  由衣 (中2)

ｵｷﾞﾉ  ﾕｲ

薬師中  2:40.88

  7   8  826

堀江  佑奈 (中3)

ﾎﾘｴ  ﾕﾅ

町田山﨑中  2:48.08

  8   1  514

雨宮  美央 (中2)

ｱﾏﾐﾔ  ﾐｵ

忠生中  2:49.59

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  799

伊藤  梨々愛 (中2)

ｲﾄｳ  ﾘﾘｱ

木曽中  2:37.89

  2   3  518

福田  凛愛 (中1)

ﾌｸﾀﾞ  ﾘｱ

忠生中  2:43.26

  3   2  831

吉田  百花 (中2)

ﾖｼﾀﾞ  ﾓﾓｶ

町田山﨑中  2:44.59

  4   7  663

矢野  みなみ (中1)

ﾔﾉ  ﾐﾅﾐ

八王子四中  2:45.55

  5   4  510

若尾  日奈子 (中2)

ﾜｶｵ  ﾋﾅｺ

忠生中  2:49.22

  6   5  523

西森  美空 (中1)

ﾆｼﾓﾘ  ﾐｸ

忠生中  2:53.78

  7   8  825

桑野  友実 (中3)

ｸﾜﾉ  ﾄﾓﾐ

町田山﨑中  2:57.49

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  760

宮園  実唯 (中2)

ﾐﾔｿﾞﾉ  ﾐﾕ

多摩 和田中  2:44.41

  2   2  570

小金澤  恵利花 (中2)

ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ  ｴﾘｶ

三田国際学園中  2:47.83

  3   4  435

峯尾  優亜 (中1)

ﾐﾈｵ  ﾕｱ

八王子城山中  2:50.11

  4   3  626

佐藤  智歩 (中1)

ｻﾄｳ  ﾁﾎ

多摩 落合中  2:51.58

  5   5  631

三苫  優菜 (中1)

ﾐﾄﾏ  ﾕｳﾅ

多摩 落合中  2:52.16

  6   7  658

須藤  薫水 (中3)

ｽﾄﾞｳ  ﾕｷﾅ

八王子四中  2:53.72

  7   6  621

納田  和香羽 (中2)

ﾉｳﾀﾞ  ﾜｶﾊ

多摩 落合中  3:04.28

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   8  526

岡村  美沙 (中1)

ｵｶﾑﾗ  ﾐｻ

町田一中  2:46.15

  2   3  695

白澤  奈菜子 (中1)

ｼﾗｻﾜ  ﾅﾅｺ

町田二中  2:47.09

  3   5  411

三觜  琴 (中2)

ﾐﾂﾊｼ  ｺﾄ

南大谷中  2:47.66

  4   7  139

本間  彩音 (中1)

ﾎﾝﾏ  ｱﾔﾈ

稲城二中  2:48.32

  5   4  583

堀内  理緒 (中1)

ﾎﾘｳﾁ  ﾘｵ

三田国際学園中  2:49.51

  6   6  829

中村  優凜 (中2)

ﾅｶﾑﾗ  ﾕﾘ

町田山﨑中  2:53.75

  7   2  573

山本  日陽 (中2)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾋﾅﾀ

三田国際学園中  3:02.49

  5組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  207

島﨑  心花 (中1)

ｼﾏｻﾞｷ  ﾐｶ

堺中  2:50.20

  2   8  210

村上  理乃 (中1)

ﾑﾗｶﾐ  ﾘﾉ

堺中  2:54.57

  3   7  209

前川  葵衣 (中1)

ﾏｴｶﾜ  ｱｵｲ

堺中  2:55.25

  4   5  136

戸川  桃花 (中1)

ﾄｶﾞﾜ  ﾓﾓｶ

稲城二中  3:00.22

  5   3  746

木内  舞 (中1)

ｷｳﾁ  ﾏｲ

多摩 和田中  3:05.89

  6   6  624

和泉  釉 (中1)

ｲｽﾞﾐ  ﾕｳ

多摩 落合中  3:06.21

  7   2  211

板垣  優奈 (中1)

ｲﾀｶﾞｷ  ﾕｳﾅ

堺中  3:06.46

  6組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  212

前田  逢良 (中1)

ﾏｴﾀﾞ  ｱｲﾗ

堺中  2:47.57

  2   5  216

守屋  汐音 (中1)

ﾓﾘﾔ  ｼｵﾈ

堺中  2:52.01

  3   8  460

橋田  明莉 (中3)

ﾊｼﾀﾞ  ｱｶﾘ

横浜 上の宮中  2:53.80

  4   2  683

丸山  美千 (中1)

ﾏﾙﾔﾏ  ﾐﾁ

昭島 瑞雲中  2:58.12

  5   4  219

桒山  凛 (中1)

ｸﾜﾔﾏ  ﾘﾝ

堺中  3:07.79

  6   3  467

金井  華恋 (中2)

ｶﾅｲ  ｶﾚﾝ

横浜 上の宮中  3:11.86

  7   7  468

高橋  茉寛 (中2)

ﾀｶﾊｼ  ﾏﾋﾛ

横浜 上の宮中  3:13.11

  7組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  665

小柏  葵 (中3)

ｵｶﾞｼﾜ  ｱｵｲ

昭島 瑞雲中  2:35.67

  2   7  722

表  ひなた (中2)

ｵﾓﾃ  ﾋﾅﾀ

鶴川二中  2:44.58

  3   5  709

吉田  怜愛 (中1)

ﾖｼﾀﾞ  ﾘﾅ

鶴川二中  2:47.79

  4   4  667

石川  舞彩 (中2)

ｲｼｶﾜ  ﾏｱﾔ

昭島 瑞雲中  2:54.37

  5   6  839

平塚  千幸 (中1)

ﾋﾗﾂｶ  ﾁﾕｷ

町田山﨑中  3:01.77

  6   3  702

大河内  希美 (中1)

ｵｵｺｳﾁ  ﾉｿﾞﾐ

鶴川二中  3:17.91

  8  668

石田  彩貴 (中2)

ｲｼﾀﾞ  ｻｷ

昭島 瑞雲中 DNS

  8組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   6  472

原田  聖美 (中2)

ﾊﾗﾀﾞ  ｻﾄﾐ

横浜 上の宮中  2:37.03

  2   3  676

大堀  千咲 (中1)

ｵｵﾎﾘ  ﾁｻｷ

昭島 瑞雲中  2:39.06

  3   4  701

青木  玲 (中1)

ｱｵｷ  ﾚｲ

鶴川二中  2:47.98

  4   5  838

長島  史佳 (中1)

ﾅｶﾞｼﾏ  ﾌﾐｶ

町田山﨑中  2:50.27

  5   8  682

橋本  小萩 (中1)

ﾊｼﾓﾄ  ｺﾊｷﾞ

昭島 瑞雲中  2:52.43

  6   7  703

大矢  あかね (中1)

ｵｵﾔ  ｱｶﾈ

鶴川二中  2:57.22

  7   2  731

川田  紗愛 (中2)

ｶﾜﾀ  ｻﾅ

鶴川二中  3:04.67

凡例（DNS:欠    場）



女子高校・一般 ８００ｍ

タイムレース  8月 5日  9:47

大会記録  2.39.53  巽　愛菜(都成瀬高)  2017(H29)年

タイムレース

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   2  337

巽　  愛菜 (高2)

ﾀﾂﾐ   ｱｲﾅ

都成瀬高  2:35.99 NGR

  2   6  598

森山  華桜 (高1)

ﾓﾘﾔﾏ  ｶｵｳ

三田国際学園高  2:42.37

  3   3   35

田中  千里 (高2)

ﾀﾅｶ　  ﾁｻﾄ

都松が谷高  2:44.00

  4   7   37

野口  真亜瑠 (高2)

ﾉｸﾞﾁ  ﾏｱﾙ

都松が谷高  2:50.79

  5   5   44

内山  湖乃 (高1)

ｳﾁﾔﾏ  ｺﾉ

都松が谷高  2:51.36

  4  250

小林  広奈 (高2)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾋﾛﾅ

都八王子東高 DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場）



女子中学 １００ｍＨ(0.762m)

タイムレース(10)  8月 5日 13:30

大会記録　　　16.10  津川　瑠衣(鶴川二中)  平成27年

タイムレース 全10組

  1組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   3  565

大川  寿美香 (中3)

ｵｵｶﾜ  ｽﾐｶ

三田国際学園中   14.79 NGR

  2   2  205

菊竹  舞 (中2)

ｷｸﾀｹ  ﾏｲ

堺中   14.98 NGR

  3   4  656

清水  綾華 (中3)

ｼﾐｽﾞ  ｱﾔｶ

八王子四中   15.93 NGR

  4   8  623

山﨑  花菜子 (中2)

ﾔﾏｻﾞｷ  ｶﾅｺ

多摩 落合中   16.08 NGR

  5   7  316

小泉  璃莉 (中2)

ｺｲｽﾞﾐ  ﾘﾘ

府中八中   16.22

  6   6  615

中谷  理紗 (中3)

ﾅｶﾀﾆ  ﾘｻ

多摩 落合中   16.67

  1  616

伊丹  日菜 (中3)

ｲﾀﾐ  ﾋﾅ

多摩 落合中 DNS

  5  827

間瀬  葉月 (中3)

ﾏｾ  ﾊｽﾞｷ

町田山﨑中 DNS

  2組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.0

  1   5  307

宮尾    菜々 (中3)

ﾐﾔｵ  ﾅﾅ

府中八中   16.04 NGR

  2   6  273

奥脇  彩花 (中3)

ｵｸﾜｷ  ｱﾔｶ

あきる野 五日市中
  16.77

  3   2  309

森山  にこ (中2)

ﾓﾘﾔﾏ  ﾆｺ

府中八中   17.01

  4   4  659

秋山　沙也香 (中3)

ｱｷﾔﾏ  ｻﾔｶ

八王子四中   17.36

  5   7  622

平尾  帆菜 (中2)

ﾋﾗｵ  ﾊﾅ

多摩 落合中   18.53

  6   8  204

杉本  莉菜 (中2)

ｽｷﾞﾓﾄ  ﾘﾅ

堺中   18.80

  7   1  206

松村  和奏 (中2)

ﾏﾂﾑﾗ  ﾜｶﾅ

堺中   18.82

  3  274

乙津  美月 (中3)

ｵﾂ  ﾐﾂﾞｷ

あきる野 五日市中
DNS

  3組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   7  229

木我  波夢 (中2)

ｷｶﾞ  ﾅﾑ

つくし野中   17.23

  2   2  230

佐々岡  恋 (中2)

ｻｻｵｶ  ｺｺ

つくし野中   18.26

  3   4  275

佐藤  未海 (中3)

ｻﾄｳ  ﾐｱ

あきる野 五日市中
  18.28

  4   5  228

酒井  美咲 (中2)

ｻｶｲ  ﾐｻｷ

つくし野中   18.47

  5   6  700

森  璃虹 (中2)

ﾓﾘ  ﾘｺ

町田二中   18.56

  6   3  279

山下  真優 (中3)

ﾔﾏｼﾀ  ﾏﾕ

あきる野 五日市中
  18.69

  7   1  587

ﾗｯｾﾙ  ﾐｰｼｬ (中1)

ﾗｯｾﾙ  ﾐｰｼｬ

三田国際学園中   21.62

  8   8  579

中井  さとよ (中1)

ﾅｶｲ  ｻﾄﾖ

三田国際学園中   24.24

  4組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.1

  1   7  289

森田  菜美 (中2)

ﾓﾘﾀ  ﾅﾐ

あきる野 五日市中
  17.79

  2   5  287

鈴木  日和 (中2)

ｽｽﾞｷ  ﾋﾖﾘ

あきる野 五日市中
  18.29

  3   4  221

永嶋  千咲 (中1)

ﾅｶﾞｼﾏ  ﾁｻｷ

堺中   18.76

  4   2  662

加藤  綾乃 (中1)

ｶﾄｳ  ｱﾔﾉ

八王子四中   19.04

  5   6  281

市川  乃愛 (中2)

ｲﾁｶﾜ  ﾉｱ

あきる野 五日市中
  19.13

  6   3  618

稲葉  好香 (中2)

ｲﾅﾊﾞ  ｺﾉｶ

多摩 落合中   20.04

  7   8  583

堀内  理緒 (中1)

ﾎﾘｳﾁ  ﾘｵ

三田国際学園中   22.08

  8   1  592

宮田  絹江 (中1)

ﾐﾔﾀ  ｷﾇｴ

三田国際学園中   22.92

  5組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+0.0

  1   4  742

大田  ひかり (中3)

ｵｵﾀ  ﾋｶﾘ

鶴川二中   18.34

  2   3  278

山下  ニノン (中3)

ﾔﾏｼﾀ  ﾆﾉﾝ

あきる野 五日市中
  19.57

  3   6  697

吉田  晴香 (中3)

ﾖｼﾀﾞ  ﾊﾙｶ

町田二中   19.57

  4   8  435

峯尾  優亜 (中1)

ﾐﾈｵ  ﾕｱ

八王子城山中   19.68

  5   5  231

丹野  桜 (中2)

ﾀﾝﾉ  ｻｸﾗ

つくし野中   19.91

  6   7  512

神村  清美 (中2)

ｶﾐﾑﾗ  ｷﾖﾐ

忠生中   20.14

  7   2  440

梅澤  茜 (中1)

ｳﾒｻﾞﾜ  ｱｶﾈ

八王子城山中   20.49

  6組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:+1.3

  1   8  661

在田  美海 (中1)

ｱﾘﾀ  ﾐｶ

八王子四中   20.08

  2   6  595

児玉  夏海 (中1)

ｺﾀﾞﾏ  ﾅﾂﾐ

三田国際学園中   20.70

  3   7  282

上野  美結 (中2)

ｳｴﾉ  ﾐﾕ

あきる野 五日市中
  21.23

  4   4  444

中小路  歩歌 (中1)

ﾅｶｺｳｼﾞ  ｱﾕｶ

八王子城山中   21.50

  5   2  277

萩原  樺音 (中3)

ﾊｷﾞﾜﾗ  ｶﾉﾝ

あきる野 五日市中
  21.62

  6   5  442

大澤  陽菜 (中1)

ｵｵｻﾜ  ﾋﾅ

八王子城山中   21.74

  3  443

篠原  茉弥 (中1)

ｼﾉﾊﾗ  ﾏﾔ

八王子城山中 DNS

  7組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.5

  1   6  291

渡邉  瞳 (中2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾄﾐ

あきる野 五日市中
  18.88

  2   3  285

小島  優奈 (中2)

ｺｼﾞﾏ  ﾕｳﾅ

あきる野 五日市中
  20.29

  3   8  284

栗原  春菜子 (中2)

ｸﾘﾊﾗ  ﾊﾅｺ

あきる野 五日市中
  20.38

  4   7  280

粟村  有紗 (中2)

ｱﾜﾑﾗ  ｱﾘｻ

あきる野 五日市中
  20.72

  5   5  582

日置  茉緒 (中1)

ﾋｵｷ  ﾏｵ

三田国際学園中   22.55

  6   2  286

清水  萌花 (中2)

ｼﾐｽﾞ  ﾓｴｶ

あきる野 五日市中
  23.27

  4  276

田丸  夏未 (中3)

ﾀﾏﾙ  ﾅﾂﾐ

あきる野 五日市中
DNS

  8組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.4

  1   5  290

吉澤  優鈴 (中2)

ﾖｼｻﾞﾜ  ﾕｽﾞ

あきる野 五日市中
  20.34

  2   6  423

山本  千聖 (中3)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾁｻﾄ

八王子城山中   20.75

  3   8  288

髙橋  陽南 (中2)

ﾀｶﾊｼ  ﾋﾅ

あきる野 五日市中
  22.06

  4   3  575

井出  美唯 (中1)

ｲﾃﾞ  ﾐﾕ

三田国際学園中   22.17

  2  293

小池  陽菜 (中1)

ｺｲｹ  ﾋﾅ

あきる野 五日市中
DQ  *T6

  4  422

山口  音 (中3)

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾉﾝ

八王子城山中 DNS

  7  292

内倉  可奈予 (中1)

ｳﾁｸﾗ  ｶﾅﾖ

あきる野 五日市中
DNS

凡例（NGR:大会新記録/ DQ :失    格/ DNS:欠    場/ *T6:ﾊｰﾄﾞﾙを越えなかった(R168.7)）



女子中学 １００ｍＨ(0.762m)

タイムレース(10)  8月 5日 13:30

大会記録　　　16.10  津川　瑠衣(鶴川二中)  平成27年

  9組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-1.2

  1   8  572

森  優月 (中2)

ﾓﾘ  ﾕﾂﾞｷ

三田国際学園中   18.11

  2   4  283

木住野  紗夏 (中2)

ｷｼﾉ  ｻｲｶ

あきる野 五日市中
  18.89

  3   2  519

栁澤  美玖 (中1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾐｸ

忠生中   23.39

  3  666

畠中  すみれ (中3)

ﾊﾀﾅｶ  ｽﾐﾚ

昭島 瑞雲中 DNS

  5   77

岡野  寧々 (中1)

ｵｶﾉ  ﾈﾈ

ゆめおりAC DNS

  6  295

角野  樹里 (中1)

ｽﾐﾉ  ｼﾞｭﾘ

あきる野 五日市中
DNS

  7  461

茂木  千尋 (中3)

ﾓﾃｷﾞ  ﾁﾋﾛ

横浜 上の宮中 DNS

  10組

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.8

  1   2  830

藤原  結衣 (中2)

ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾕｲ

町田山﨑中   16.38

  2   8  828

今野  奈菜 (中2)

ｺﾝﾉ  ﾅﾅ

町田山﨑中   18.82

  3   5  724

西巻  杏美 (中2)

ﾆｼﾏｷ  ｱﾐ

鶴川二中   20.09

  4   7  723

鴨志田  麻衣 (中2)

ｶﾓｼﾀﾞ  ﾏｲ

鶴川二中   21.29

  5   4  522

佐々木  杏 (中1)

ｻｻｷ  ｱﾝ

忠生中   22.17

  6   6  294

清水  優那 (中1)

ｼﾐｽﾞ  ﾕｳﾅ

あきる野 五日市中
  22.82

  7   3  517

橋本  穂花 (中1)

ﾊｼﾓﾄ  ﾎﾉｶ

忠生中   24.61

女子高校・一般 １００ｍＨ(0.838m)

タイムレース  8月 5日 13:25

大会記録　　　野上　花恵(日体大)   15.07   平成26年

タイムレース

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-2.8

  1   3  344

本坊  ひまり (高1)

ﾎﾝﾎﾞｳ  ﾋﾏﾘ

駒沢女子高   19.61

  2   5  342

磯部  菜々 (高1)

ｲｿﾍﾞ  ﾅﾅ

駒沢女子高   23.88

  4  252

溝井  愛里咲 (高1)

ﾐｿﾞｲ  ｱﾘｻ

都八王子東高 DNS

女子高校・一般 ４００ｍＨ(0.762m)

タイムレース  8月 5日 11:30

大会記録　　　1.10.34  平松　晴香(東大附属高) 平成26年

タイムレース

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   4  249

市川  葉菜 (高2)

ｲﾁｶﾜ  ﾊﾅ

都八王子東高  1:17.51

  3  250

小林  広奈 (高2)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾋﾛﾅ

都八王子東高 DNS

女子中学 １００ｍ

決勝  8月 5日 17:45

大会記録　　　野口　まゆか(2)(白百合学園中)   26.71   平成28年

決勝

順位
ﾚｰﾝ

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

風:-0.7

  1   4  214

横本  咲姫 (中1)

ﾖｺﾓﾄ  ｻｷ

堺中   14.54

  2   7  838

長島  史佳 (中1)

ﾅｶﾞｼﾏ  ﾌﾐｶ

町田山﨑中   15.21

  3   5  837

杉山  愛果 (中1)

ｽｷﾞﾔﾏ  ﾏﾅｶ

町田山﨑中   15.74

  4   1  428

宮里  ひなた (中2)

ﾐﾔｻﾞﾄ  ﾋﾅﾀ

八王子城山中   16.27

  2  583

堀内  理緒 (中1)

ﾎﾘｳﾁ  ﾘｵ

三田国際学園中 DNS

  3  840

村山  美優 (中1)

ﾑﾗﾔﾏ  ﾐﾕｳ

町田山﨑中 DNS

  8  570

小金澤  恵利花 (中2)

ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ  ｴﾘｶ

三田国際学園中 DNS

凡例（DNS:欠    場）


