
高校一般男子走高跳
審 判 長：阿部　和夫

記録主任：佐々木　渉

7月31日 14:30 決　勝

決　勝　

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75

記録 ｺﾒﾝﾄ
1m80 1m85

ﾄｸｵｶ ﾊﾔﾃ － － － － ○ － ○ × ○

1 2 8087 徳岡　颯(3) 國學院大 × ○ × × × 1m80
ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ ○ ○ ○ × × ×

2 1 8059 中村　聡宏 ワールウインドAC 1m50

第１２回相模原「F-R」r40731



高校一般男子走幅跳
審 判 長：阿部　和夫

記録主任：佐々木　渉

7月31日 12:45 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾂｼﾞｲ ｹｲﾀ 6m46 6m73 6m64 6m73

1 10 8084 辻井　啓太(1) ワールウインドAC +2.7 +3.2 +3.4 +3.2
ﾀﾅｶ ﾏｼﾛ 6m38 6m20 6m24 6m38

2 2 8042 田中　純白(3) Eaglerun +4.0 +1.5 +3.6 +4.0
ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 6m10 × 6m25 6m25

3 9 8061 齊藤　颯(4) ワールウインドAC +3.1 +3.4 +3.4
ﾀｶｵｶ ﾕｷﾋｻ 5m43 5m19 5m72 5m72

4 4 8041 高岡　志尚 Eaglerun +1.2 +2.7 +1.8 +1.8
ｶﾘﾉ ﾕｳﾏ 5m29 5m58 5m69 5m69

5 6 964 狩野　悠真(1) 鵠沼高校 +2.0 +1.8 +3.1 +3.1
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 5m43 5m60 5m39 5m60

6 1 8043 小林　颯(2) Eaglerun +1.7 +1.4 +4.1 +1.4
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ × 5m31 × 5m31

7 3 8040 長谷川　英稔 Eaglerun +0.5 +0.5
ﾓﾘｶﾜ ﾊﾚ 5m03 4m89 5m25 5m25

8 7 971 森川　晴(1) 鵠沼高校 +2.1 +3.1 +1.8 +1.8
ｻｲﾄｳ ﾏｻｵ

5 8062 斉藤　正夫 ワールウインドAC DNS
ｷｸﾁﾊﾗ ﾕｳ

8 8095 菊地原　優(3) 日大明誠 DNS
ｼﾏﾂﾞ ﾄｵﾔ

11 8044 嶋津　享弥(4) SCDAC DNS
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ

12 8033 井上　雄斗(4) 青山学院大 DNS

高校一般男子三段跳
審 判 長：阿部　和夫

記録主任：佐々木　渉

7月31日 15:30 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｻｶｲ ｿｳﾀ 14m72 14m55 × 14m72

1 8 2463 酒井　壮大(3) 大和南高 +3.2 +2.0 +3.2
ﾎｯﾀ ｼｮｳｼﾞ × 12m58 14m66 14m66

2 7 8139 堀田　祥史(2) 桐蔭大 +2.1 +2.5 +2.5
ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ × × 12m94 12m94

3 4 439 牛山　翔月(2) 鵠沼高校 +1.6 +1.6
ｲﾜﾅｶﾞ ﾊﾙｶ 11m03 10m49 10m32 11m03

4 3 8086 岩永　悠(2) 國大同 +2.0 +2.5 +1.6 +2.0
ｶﾜﾊﾞﾀ ﾘｸﾄ 10m66 10m40 × 10m66

5 2 8046 川端　陸斗(1) SCDAC +2.5 +2.4 +2.5
ﾀｺﾞ ﾏｻｱｷ × × ×

6 8058 田子　政昌 ワールウインドAC NM
ﾏｷﾉ ﾚｲﾄ

1 2314 牧野　羚斗(2) 光明学園相模原 DNS
ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ

5 623 新井　温大(3) 都立大 DNS

凡例  DNS:欠場 第１２回相模原「F-R」r40731



高校一般男子やり投(800g)
審 判 長：大石　泰平

記録主任：佐々木　渉

7月31日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾄ

1 5 2975 中山　広翔(2) 綾瀬高 × 36m30 34m27 36m30 36m30

ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ

2 3 3195 松本　蒼良(1) 平塚江南高 × 31m46 × 31m46 31m46

ｶﾄｳ ｲﾌﾞｷ

3 2 8047 加藤　一颯(1) SCDAC 27m19 27m03 × 27m19 27m19

ﾊｶﾞ ｼｾｲ

1 3234 芳賀　生獅(1) 綾瀬高 × × × NM
ｼﾌﾞﾔ ﾘｸﾄ

4 2971 渋谷　陸翔(2) 綾瀬高 DNS
ｲﾉｳｴ ﾘｭｳ

6 8140 井上　瑠(2) 桐蔭大 DNS

凡例  DNS:欠場 NM:記録なし 第１２回相模原「F-R」r40731



②共通男子4X100mR
審 判 長：江藤　安則

記録主任：佐々木　渉

7月31日 16:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 都立大 606 坂本　悠宇(2) ｻｶﾓﾄ ﾕｳ 41.37

607 谷村　晃希(3) ﾀﾆﾑﾗ ｺｳｷ

614 神戸　拓哉(4) ｶﾝﾍﾞ ﾀｸﾔ

621 橋本　真志(M2) ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

2 4 鵠沼高校 971 森川　晴(1) ﾓﾘｶﾜ ﾊﾚ 44.91

447 上野　桜大(1) ｳｴﾉ ｵｳﾀ

439 牛山　翔月(2) ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ

438 渡辺　裕介(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ

3 6 光明学園相模原 2316 松下　柊大(2) ﾏﾂｼﾀ ｼｭｳﾀﾞｲ 44.97

2318 濱田　孝太(2) ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾀ

2323 関向　摩侶(2) ｾｷﾑｶｲ ﾏﾛ

2326 山崎　大斗(1) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾄ

4 3 大和南高校A 3301 村松　蒼月(1) ﾑﾗﾏﾂ ｿｳｷ 46.73

2476 友井　浩貴(2) ﾄﾓｲ ﾋﾛﾀｶ

3303 関　正将(1) ｾｷ ﾏｻﾉﾌﾞ

2469 渡邉　湊(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ

5 7 大和南高校B 3302 石井　颯斗(1) ｲｼｲ ﾊﾔﾄ 48.62

2471 土志田　侑翔(1) ﾄﾞｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

3304 大湾　朝左(1) ｵｵﾜﾝ ﾄﾓｻ

2470 髙木　祐翔(2) ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾄ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

第１２回相模原「F-R」r40731



共通男子4X400mR
審 判 長：江藤　安則

記録主任：佐々木　渉

7月31日 11:50 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 綾瀬高A 2974 中田　智大(2) ﾅｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 3:33.91

2965 石井　蓮馬(2) ｲｼｲ ﾚﾝﾏ

3232 仙田　友也(1) ｾﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ

3235 豊島　孟綺(1) ﾄﾖｼﾏ ﾓｳｷ

2 4 光明学園相模原 2343 倉持　悠(2) ｸﾗﾓﾁ ﾕｳ 3:39.40

2322 佐藤　悠太(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

2345 丸山　竜輝(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ

2319 小倉　望夢(2) ｵｸﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ

3 2 都立大 627 根本　健吾(3) ﾈﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 3:40.41

607 谷村　晃希(3) ﾀﾆﾑﾗ ｺｳｷ

626 桐野　凌汰(3) ｷﾘﾉ ﾘｮｳﾀ

623 新井　温大(3) ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ

4 5 鵠沼高校 438 渡辺　裕介(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 3:40.78

447 上野　桜大(1) ｳｴﾉ ｵｳﾀ

439 牛山　翔月(2) ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ

975 奈良　優樹(1) ﾅﾗ ﾕｳｷ

5 8 Eaglerun 8043 小林　颯(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 3:41.04

8042 田中　純白(3) ﾀﾅｶ ﾏｼﾛ

8041 高岡　志尚 ﾀｶｵｶ ﾕｷﾋｻ

8040 長谷川　英稔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ

6 9 大和南高A 2469 渡邉　湊(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ 3:43.31

2476 友井　浩貴(2) ﾄﾓｲ ﾋﾛﾀｶ

2477 槇納　光汰朗(2) ﾏｷﾉ ｺｳﾀﾛｳ

2471 土志田　侑翔(1) ﾄﾞｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

7 1 綾瀬高B 3233 一宮　僚太(1) ｲﾁﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 3:44.37

2970 井上　晴生(2) ｲﾉｳｴ ﾃﾙｷ

2962 佐久間　駿汰(2) ｻｸﾏ ｼｭﾝﾀ

2976 金子　和矢(2) ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ

8 7 綾瀬高C 3299 神田　陽太(1) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 3:54.80

3228 島田　晃汰(1) ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾀ

2972 橋本　未来翔(2) ﾊｼﾓﾄ ﾐｷﾄ

2975 中山　広翔(2) ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾄ

9 6 大和南高B 3302 石井　颯斗(1) ｲｼｲ ﾊﾔﾄ 3:54.82

3301 村松　蒼月(1) ﾑﾗﾏﾂ ｿｳｷ

3304 大湾　朝左(1) ｵｵﾜﾝ ﾄﾓｻ

2470 髙木　祐翔(2) ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾄ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ



共通男子4X100mR
審 判 長：江藤　安則

記録主任：佐々木　渉

7月31日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 光明学園相模原 2316 松下　柊大(2) ﾏﾂｼﾀ ｼｭｳﾀﾞｲ 45.77 1 6 大和南高A 3301 村松　蒼月(1) ﾑﾗﾏﾂ ｿｳｷ 47.43

2318 濱田　孝太(2) ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 2476 友井　浩貴(2) ﾄﾓｲ ﾋﾛﾀｶ

2323 関向　摩侶(2) ｾｷﾑｶｲ ﾏﾛ 3303 関　正将(1) ｾｷ ﾏｻﾉﾌﾞ

2343 倉持　悠(2) ｸﾗﾓﾁ ﾕｳ 2469 渡邉　湊(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ

2 4 エスフォーA 8126 村本　倖右(3) ﾑﾗﾓﾄ ｺｳｽｹ 46.29 2 7 相武台中B 806 小林　諒大(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾞｲ 50.00

8125 髙橋　聖央(2) ﾀｶﾊｼ ｾﾅ 814 山下　泉樹(3) ﾔﾏｼﾀ ｲｽﾞｷ

8124 本城　優志(2) ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｼ 810 滝下　夏葵(3) ﾀｷｼﾀ ﾅﾂｷ

8123 中野　垂シャワール(2) ﾅｶﾉ ｽｲｼｬﾜｰﾙ 812 松下　塁音(3) ﾏﾂｼﾀ ﾙｲﾈ

3 6 平塚江南高A 3194 中内　翔馬(1) ﾅｶｳﾁ ｼｮｳﾏ 47.01 3 4 エスフォーB 8132 山田　依吹(2) ﾔﾏﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 50.15

3184 馬鳥　翔太(1) ﾊﾞﾄﾘ ｼｮｳﾀ 8134 小谷　琉維(2) ｺﾀﾆ ﾙｲ

3186 遠藤　友行(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾕｷ 8127 宮原　佑弥(3) ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳﾔ

3193 田島　大介(1) ﾀｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 8129 田島　啓大(2) ﾀｼﾞﾏ ｹｲﾀ

4 5 相武台中A 803 犬塚　将希(3) ｲﾇﾂﾞｶ ﾏｻｷ 47.93 4 8 鵜野森中B 1313 保坂　拓海(2) ﾎｻｶ ﾀｸﾐ 50.87

805 川口　幸太朗(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 1311 西山　大翔(2) ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾄ

816 山岸　春清(2) ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｷﾖ 1314 地頭方　元彌(2) ｼﾞﾄﾎｳ ﾓﾄﾔ

813 松本　和虎(3) ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾄﾗ 1309 小松　駿斗(2) ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ

5 7 鵜野森中A 1303 亀山　駿介(3) ｶﾒﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 49.22 5 5 北相中A 2035 藤本　翔(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｮｳ 52.39

1304 星　輝人(3) ﾎｼ ﾗｲﾄ 2030 新谷　晃弘(3) ｼﾝﾀﾆ ｱｷﾋﾛ

1305 谷口　智悠(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｻ 2036 山口　颯太(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ

1301 渡邉　湊梧(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｺﾞ 2031 村田　弦生(3) ﾑﾗﾀ ｹﾞﾝｾｲ

6 2 谷口中C 877 元木　晃平(2) ﾓﾄｷ ｺｳﾍｲ 50.32 6 3 谷口中D 863 有山　凌矢(2) ｱﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 55.27

867 江原　絢太(2) ｴﾊﾞﾗ ｹﾝﾀ 872 高橋　一樹(2) ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ

878 森本　光(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾋｶﾙ 865 石丸　歩夢(2) ｲｼﾏﾙ ｱﾕﾑ

876 松木　空也(2) ﾏﾂｷ ｸｳﾔ 871 新保　颯(2) ｼﾝﾎﾞ ﾊﾔﾃ

7 8 旭中C 203 中村　　陽斗(1) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 1:00.12 2 青山学院大A DNS

210 平間　夢人(1) ﾋﾗﾏ ﾕﾒﾄ

209 長谷川　恭佑(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｷｮｳｽｹ

205 白井　智尋(1) ｼﾗｲ ﾁﾋﾛ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 綾瀬高A 2974 中田　智大(2) ﾅｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 45.38 1 4 鵠沼高校 964 狩野　悠真(1) ｶﾘﾉ ﾕｳﾏ 44.89

2965 石井　蓮馬(2) ｲｼｲ ﾚﾝﾏ 447 上野　桜大(1) ｳｴﾉ ｵｳﾀ

2972 橋本　未来翔(2) ﾊｼﾓﾄ ﾐｷﾄ 439 牛山　翔月(2) ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ

2975 中山　広翔(2) ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾄ 438 渡辺　裕介(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ

2 3 谷口中B 873 田中　貴翔(2) ﾀﾅｶ ｷｼｮｳ 49.78 2 7 上溝中A 52 郷田　礼音(3) ｺﾞｳﾀﾞ ﾚｵﾝ 47.52

875 生井　慎之介(2) ﾅﾏｲ ｼﾝﾉｽｹ 57 藤井　藍斗(2) ﾌｼﾞｲ ｱｲﾄ

869 川口　拓海(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 53 菅谷　篤郎(3) ｽｶﾞﾔ ｱﾂﾛｳ

866 宇津　虎夏(2) ｳﾂ ｺﾅﾂ 51 會澤　優之介(3) ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾉｽｹ

3 5 東海大相模中A 1506 渡邊　楓生(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｾｲ 51.27 3 3 大野北中A 278 村島　温人(2) ﾑﾗｼﾏ ﾊﾙﾄ 50.96

1509 行谷　匠真(2) ﾅﾒｶﾞﾔ ﾀｸﾏ 288 中山　隼斗(1) ﾅｶﾔﾏ ﾊﾔﾄ

1518 栗木　惇太朗(1) ｸﾘｷ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 286 清水　日向(1) ｼﾐｽﾞ ﾋｭｳｶﾞ

1511 奥山　広大(2) ｵｸﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 263 坂本　了牙(2) ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ

4 8 麻溝台中A 613 佐藤　希祐(3) ｻﾄｳ ｷｽｹ 52.88 4 2 相武台中C 809 鈴木　悠翔(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｼｮｳ 51.90

615 杉山　介流(3) ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲﾙ 808 榛葉　天曜(3) ｼﾝﾊﾞ ﾃﾝﾖｳ

614 三宮　晴斗(3) ｻﾝﾉﾐﾔ ﾊﾙﾄ 826 由比　陽樹(1) ﾕｲ ﾊﾙｷ

611 江上　蓮音(3) ｴｶﾞﾐ ﾚｵﾝ 817 永田　康誠(2) ﾅｶﾞﾀ ｺｳｾｲ

2 鵜野森中D 1328 渡邉　剛(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ DQ,R2 5 大和南高B 3302 石井　颯斗(1) ｲｼｲ ﾊﾔﾄ DQ,R2

1329 古田　朋拓(1) ﾌﾙﾀ ﾄﾓﾋﾛ 2470 髙木　祐翔(2) ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾄ

1326 酒瀬川　新(1) ｻｶｾｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 2477 槇納　光汰朗(2) ﾏｷﾉ ｺｳﾀﾛｳ

1324 上森　結希也(1) ｳｴﾓﾘ ﾕｷﾔ 2471 土志田　侑翔(1) ﾄﾞｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

4 大野南中A 315 馬場　圭吾(3) ﾊﾞﾊﾞ ｹｲｺﾞ DQ,R2 6 ワールウインドACB DNS

340 大貫　耕之介(2) ｵｵﾇｷ ｺｳﾉｽｹ

307 草刈　陽(3) ｸｻｶﾘ ｱｷﾗ

312 千野　智輝(3) ﾁﾉ ﾄﾓｷ

6 相武台中E DNS 8 谷口中F DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった 第１２回相模原「F-R」r40731



共通男子4X100mR
審 判 長：江藤　安則

記録主任：佐々木　渉

7月31日 09:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　6組

5組 6組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 綾瀬高B 3228 島田　晃汰(1) ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 45.61 1 3 都立大 606 坂本　悠宇(2) ｻｶﾓﾄ ﾕｳ 41.98

3227 竹重　龍乙(1) ﾀｹｼｹﾞ ﾘｭｳﾄ 607 谷村　晃希(3) ﾀﾆﾑﾗ ｺｳｷ

3232 仙田　友也(1) ｾﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 614 神戸　拓哉(4) ｶﾝﾍﾞ ﾀｸﾔ

3299 神田　陽太(1) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 621 橋本　真志(M2) ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

2 2 谷口中A 885 狩野　純毅(3) ｶﾉｳ ｼﾞｭﾝｷ 46.42 2 8 旭中B 216 親﨑　徹(2) ｵﾔｻﾞｷ ﾄｵﾙ 50.49

896 森本　幸喜(3) ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｷ 201 島田　渉虎(1) ｼﾏﾀﾞ ｱﾕﾄ

894 三浦　怜生(3) ﾐｳﾗ ﾚｵ 212 石井　涼(3) ｲｼｲ ﾘｮｳ

898 矢口　瑛大(3) ﾔｸﾞﾁ ｴｲﾀ 220 斉藤　瑚太郎(3) ｻｲﾄｳ ｺﾀﾛｳ

3 5 大野北中C 255 遠藤　柊呂(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｲﾛ 57.35 3 5 大野北中B 258 岸谷　拓馬(2) ｷｼﾀﾆ ﾀｸﾏ 53.51

277 西村　実倫(2) ﾆｼﾑﾗ ﾐﾉﾘ 256 大山　尚悟(2) ｵｵﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ

262 酒井　道崇(2) ｻｶｲ ﾐﾁﾀｶ 253 内山　瑞貴(2) ｳﾁﾔﾏ ﾐｽﾞｷ

282 上原　孔明(1) ｳｴﾊﾗ ｺｳﾒｲ 254 梅津　秀政(2) ｳﾒﾂ ｼｭｳｾｲ

4 8 麻溝台中B 623 池田　俊介(2) ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 59.77 4 6 谷口中E 858 平野　雄太郎(1) ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 53.64

636 松原　聖剛(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲｺﾞ 862 渡邉　斐斗(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾄ

637 齋藤　瑞樹(1) ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 852 小西　暁斗(1) ｺﾆｼ ｱｷﾄ

629 藤井　瑛人(2) ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ 853 佐藤　元紀(1) ｻﾄｳ ﾓﾄｷ

3 相武台中D DNS 5 2 鵜野森中C 1330 森　健太(1) ﾓﾘ ｹﾝﾀ 56.07

1325 小笠原　悠佐(1) ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｻ

1323 石塚　海人(1) ｲｼﾂﾞｶ ｶｲﾄ

1321 土肥　暖(1) ﾄﾞﾋ ﾀﾞﾝ

4 旭中A DNS 4 大野南中B DNS

6 ワールウインドACA DNS 7 綾瀬高C DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 都立大 606 坂本　悠宇(2) ｻｶﾓﾄ ﾕｳ 41.98

607 谷村　晃希(3) ﾀﾆﾑﾗ ｺｳｷ

614 神戸　拓哉(4) ｶﾝﾍﾞ ﾀｸﾔ

621 橋本　真志(M2) ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ

2 鵠沼高校 964 狩野　悠真(1) ｶﾘﾉ ﾕｳﾏ 44.89

447 上野　桜大(1) ｳｴﾉ ｵｳﾀ

439 牛山　翔月(2) ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞｷ

438 渡辺　裕介(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ

3 綾瀬高A 2974 中田　智大(2) ﾅｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 45.38

2965 石井　蓮馬(2) ｲｼｲ ﾚﾝﾏ

2972 橋本　未来翔(2) ﾊｼﾓﾄ ﾐｷﾄ

2975 中山　広翔(2) ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾄ

4 光明学園相模原 2316 松下　柊大(2) ﾏﾂｼﾀ ｼｭｳﾀﾞｲ 45.77

2318 濱田　孝太(2) ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾀ

2323 関向　摩侶(2) ｾｷﾑｶｲ ﾏﾛ

2343 倉持　悠(2) ｸﾗﾓﾁ ﾕｳ

5 綾瀬高B 3228 島田　晃汰(1) ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 45.61

3227 竹重　龍乙(1) ﾀｹｼｹﾞ ﾘｭｳﾄ

3232 仙田　友也(1) ｾﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ

3299 神田　陽太(1) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ

6 エスフォーA 8126 村本　倖右(3) ﾑﾗﾓﾄ ｺｳｽｹ 46.29

8125 髙橋　聖央(2) ﾀｶﾊｼ ｾﾅ

8124 本城　優志(2) ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｼ

8123 中野　垂シャワール(2) ﾅｶﾉ ｽｲｼｬﾜｰﾙ

7 エスフォーA 8126 村本　倖右(3) ﾑﾗﾓﾄ ｺｳｽｹ 46.29

8125 髙橋　聖央(2) ﾀｶﾊｼ ｾﾅ

8124 本城　優志(2) ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｼ

8123 中野　垂シャワール(2) ﾅｶﾉ ｽｲｼｬﾜｰﾙ

8 谷口中A 885 狩野　純毅(3) ｶﾉｳ ｼﾞｭﾝｷ 46.42

896 森本　幸喜(3) ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｷ

894 三浦　怜生(3) ﾐｳﾗ ﾚｵ

898 矢口　瑛大(3) ﾔｸﾞﾁ ｴｲﾀ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった 第１２回相模原「F-R」r40731



一般男子砲丸投(7.260kg)
審 判 長：大石　泰平

記録主任：佐々木　渉

7月31日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｿｳ ｷｽｹ

1 8141 麻生　稀助(2) 桐蔭大 DNS

一般男子円盤投(2.000kg)
審 判 長：大石　泰平

記録主任：佐々木　渉

7月31日 10:45 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾆﾜ ﾀﾂｷ

1 8142 二羽　樹生(1) 桐蔭大 × × × NM
ｳｻﾞﾜ ﾖｼﾏｻ

2 8138 鵜澤　祐聖 レジェンズ DNS

凡例  DNS:欠場 第１２回相模原「F-R」r40731



②共通女子4X100mR
審 判 長：江藤　安則

記録主任：佐々木　渉

7月31日 16:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 平塚江南高 2292 桑原　安那(2) ｸﾜﾊﾗ ｱﾝﾅ 53.19

3188 米田　ナタリー(1) ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾀﾘｰ

2291 髙橋　菜々美(2) ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ

2289 鈴木　雪乃(2) ｽｽﾞｷ ﾕｷﾉ

6 鵠沼高校A DNS

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

凡例  DNS:欠場 第１２回相模原「F-R」r40731



共通女子4X400mR
審 判 長：江藤　安則

記録主任：佐々木　渉

7月31日 11:40 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　

1組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 鵠沼高校B 448 大原　明日香(1) ｵｵﾊﾗ ｱｽｶ 4:38.07

441 遠藤　愛(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ

960 安川　依織(1) ﾔｽｶﾜ ｲｵﾘ

965 志村　茉優(1) ｼﾑﾗ ﾏﾕ

2 2 鵠沼高校A 440 柴田　結子(2) ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｺ 5:15.56

453 井上　珠希(2) ｲﾉｳｴ ﾀﾏｷ

961 澤口　実優(1) ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ

972 宗形　唯佳(1) ﾑﾅｶﾀ ﾕｲｶ

3 綾瀬高 3231 丸古　玖羚愛(1) ﾏﾙｺ ｸﾚｱ DNS

2966 岡﨑　春美(2) ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙﾐ

2967 大竹　紗希音(2) ｵｵﾀｹ ｻｷﾈ

2973 玉城　樂々(2) ﾀﾏｼﾛ ﾗﾗ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

凡例  DNS:欠場 第１２回相模原「F-R」r40731



高校女子砲丸投(4.000kg)
審 判 長：大石　泰平

記録主任：佐々木　渉

7月31日 13:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｸﾜﾊﾗ ｱﾝﾅ

1 4 2292 桑原　安那(2) 平塚江南高 11m62 11m21 11m78 11m78 11m78

ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾅ

2 3 2320 小泉　奈那(2) 光明学園相模原 8m52 × 8m38 8m52 8m52

ｶﾒｲ ﾏﾋﾛ

3 1 967 亀井　真尋(1) 鵠沼高校 6m70 6m93 6m77 6m93 6m93

ﾏﾂｶﾞﾉ ﾘﾘｶ

4 2 2330 松ヶ野　莉夏(1) 光明学園相模原 6m90 6m86 5m75 6m90 6m90

高校女子円盤投(1.000kg)
審 判 長：大石　泰平

記録主任：佐々木　渉

7月31日 10:45 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾅ

1 2 2320 小泉　奈那(2) 光明学園相模原 21m53 24m72 25m38 25m38 25m38

ﾏﾂｶﾞﾉ ﾘﾘｶ

2 1 2330 松ヶ野　莉夏(1) 光明学園相模原 17m40 19m69 19m52 19m69 19m69

高校一般女子やり投(600g)
審 判 長：大石　泰平

記録主任：佐々木　渉

7月31日 15:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目 3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ

1 1 2474 長沢　夕葵(2) 大和南高 21m87 23m49 23m72 23m72 23m72

ｲﾃﾞｻﾜ ﾊﾙﾅ

2 2475 出澤　春凪(3) 大和南高 DNS

第１２回相模原「F-R」r40731



高校一般女子走高跳
審 判 長：阿部　和夫

記録主任：佐々木　渉

7月31日 13:00 決　勝

決　勝　

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属
1m40 1m45 1m48

記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾙｺ ｸﾚｱ × ○ ○ × × ×

1 1 3231 丸古　玖羚愛(1) 綾瀬高 1m45

第１２回相模原「F-R」r40731



高校一般女子走幅跳
審 判 長：阿部　和夫

記録主任：佐々木　渉

7月31日 14:00 決　勝

決　勝

順位 試順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 1回目 2回目 3回目
3回
ﾍﾞｽﾄ

ﾄｯﾌﾟ8
試順

4回目 5回目 6回目 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 4m18 4m20 4m41 4m41

1 3 3401 千葉　唯衣花(1) 光明学園相模原 +3.7 +3.0 +1.3 +1.3
ﾀﾏｼﾛ ﾗﾗ 4m13 × 4m13 4m13

2 2 2973 玉城　樂々(2) 綾瀬高 +3.0 +2.5 +3.0
ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙﾐ

1 2966 岡﨑　春美(2) 綾瀬高 DNS
ｻｲｸﾞｻ ﾏｽﾐ

4 8039 三枝　真澄 UABLAZE DNS

凡例  DNS:欠場 第１２回相模原「F-R」r40731



共通女子4X100mR
審 判 長：江藤　安則

記録主任：佐々木　渉

7月31日 09:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 平塚江南高A 2292 桑原　安那(2) ｸﾜﾊﾗ ｱﾝﾅ 53.29 1 9 鵜野森中A 1305 阿南　磨采(2) ｱﾅﾐ ﾏｱﾔ 53.57

3188 米田　ナタリー(1) ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾀﾘｰ 1304 多々良　心優(2) ﾀﾀﾗ ﾐﾕｳ

2291 髙橋　菜々美(2) ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ 1301 加藤　好未(3) ｶﾄｳ ｺﾉﾐ

2289 鈴木　雪乃(2) ｽｽﾞｷ ﾕｷﾉ 1309 家弓　榛夏(1) ｶﾕﾐ ﾊﾙｶ

2 2 大野北中A 266 伊調　このか(2) ｲﾁｮｳ ｺﾉｶ 55.23 2 8 鵠沼高校B 448 大原　明日香(1) ｵｵﾊﾗ ｱｽｶ 55.05

256 近藤　花奏(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｶ 965 志村　茉優(1) ｼﾑﾗ ﾏﾕ

252 鈴木　佐菜(1) ｽｽﾞｷ ｻﾅ 440 柴田　結子(2) ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｺ

269 坪根　由依(2) ﾂﾎﾞﾈ ﾕｲ 972 宗形　唯佳(1) ﾑﾅｶﾀ ﾕｲｶ

3 6 上溝中B 55 中村　咲笑音(2) ﾅｶﾑﾗ ｻﾜﾈ 56.07 3 5 エスフォーA 8128 大和　音織乃(1) ﾔﾏﾄ ｵﾘﾉ 55.12

58 塚田　あや(1) ﾂｶﾀﾞ ｱﾔ 8135 志田　識乃(3) ｼﾀﾞ ｼｷﾉ

57 佐藤　香明(1) ｻﾄｳ ｶﾐﾝ 8133 伊藤　菜々美(3) ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ

56 中本　種(2) ﾅｶﾓﾄ ﾀﾈ 8131 柴田　真綾(2) ｼﾊﾞﾀ ﾏｱﾔ

4 3 相武台中C 811 中村　歩祈(2) ﾅｶﾑﾗ ﾌｷ 56.17 4 6 上溝中A 53 中山　こなみ(3) ﾅｶﾔﾏ ｺﾅﾐ 56.42

810 鈴木　美音(2) ｽｽﾞｷ ﾐｵ 54 前多　菜々実(3) ﾏｴﾀﾞ ﾅﾅﾐ

807 加川　友結(2) ｶｶﾞﾜ ﾕｲ 51 泉　玲奈(3) ｲｽﾞﾐ ﾚｲﾅ

812 本吉　咲葵(2) ﾓﾄﾖｼ ｻｷ 52 坂本　莉菜(3) ｻｶﾓﾄ ﾘﾅ

5 8 大野南中A 326 石井　萌乃花(3) ｲｼｲ ﾎﾉｶ 56.18 5 4 藤野中 2054 小嶋　優羽奈(2) ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 56.77

335 槇原　小夏(3) ﾏｷﾊﾗ ｺﾅﾂ 2051 石井　玲奈(3) ｲｼｲ ﾚﾅ

331 菅原　萌生(3) ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｲ 2053 長久保　未那(2) ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾐﾅ

334 花形　万由子(3) ﾊﾅｶﾞﾀ ﾏﾕｺ 2055 永井　聖華(2) ﾅｶﾞｲ ｷﾖｶ

6 4 旭中B 236 石川　粋(1) ｲｼｶﾜ ｲﾅｾ 57.31 6 2 旭中C 202 加々美　杏奈(3) ｶｶﾞﾐ ｱﾝﾅ 58.11

224 稲葉　羽菜(3) ｲﾅﾊﾞ ﾊﾅ 238 吉田　ひより(1) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾖﾘ

205 安部　芽吹(2) ｱﾍﾞ ﾒｲ 233 鈴木　　結花(1) ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ

237 加藤　いろは(1) ｶﾄｳ ｲﾛﾊ 204 池本　麻音(3) ｲｹﾓﾄ ｱｻﾈ

7 9 鵜野森中C 1311 松ヶ野　稀月(1) ﾏﾂｶﾞﾉ ｷﾗﾗ 59.62 7 3 谷口中B 872 富樫　美羽(1) ﾄｶﾞｼ ﾐｳ 59.66

1312 伊場　真華(1) ｲﾊﾞ ﾏﾊﾅ 871 加藤　美緒(1) ｶﾄｳ ﾐｵ

1313 漆原　楓(1) ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 890 中田　佳歩(1) ﾅｶﾀ ｶﾎ

1303 山本　珊心(3) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾝｺﾞ 870 今西　夏己(1) ｲﾏﾆｼ ﾅﾂｷ

8 7 谷口中C 891 藤山　穂咲(2) ﾌｼﾞﾔﾏ ﾎﾉｻ 1:00.06 8 7 相武台中B 806 山中　千鶴(3) ﾔﾏﾅｶ ﾁﾂﾞﾙ 1:00.50

875 竹ノ内　優希(2) ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｷ 804 川田　朱音(3) ｶﾜﾀﾞ ｱｶﾈ

876 立石　桃花(2) ﾀﾃｲｼ ﾓﾓｶ 819 龍角　るいざ(1) ﾘｭｳｶｸ ﾙｲｻﾞ

877 野沢　心音(2) ﾉｻﾞﾜ ﾐｵ 818 真柴　優華(1) ﾏｼﾊﾞ ﾕｳﾊ

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 鵠沼高校A 454 中山　乃杏(1) ﾅｶﾔﾏ ﾉｱ 52.70 1 2 旭中A 225 渡辺　ゆう(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 54.50

960 安川　依織(1) ﾔｽｶﾜ ｲｵﾘ 235 大塚　結愛(1) ｵｵﾂｶ ﾕｱ

441 遠藤　愛(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ 209 廣瀬　菜摘(2) ﾋﾛｾ ﾅﾂﾐ

967 亀井　真尋(1) ｶﾒｲ ﾏﾋﾛ 203 城戸　優那(2) ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ

2 7 綾瀬高 3231 丸古　玖羚愛(1) ﾏﾙｺ ｸﾚｱ 54.33 2 3 谷口中A 878 馬場　莉碧(2) ﾊﾞﾊﾞ ﾗｲｱ 55.70

2966 岡﨑　春美(2) ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙﾐ 882 山田　晶(2) ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ

2967 大竹　紗希音(2) ｵｵﾀｹ ｻｷﾈ 881 山口　美紀(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｷ

2973 玉城　樂々(2) ﾀﾏｼﾛ ﾗﾗ 892 宮内　菜々美(2) ﾐﾔｳﾁ ﾅﾅﾐ

3 5 相模丘中 1603 野瀬　葉月(3) ﾉｾ ﾊﾂﾞｷ 54.43 3 8 鵜野森中B 1307 大谷　栞(2) ｵｵﾀﾆ ｼｵﾘ 57.91

1605 渡邉　千愛里(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｴﾘ 1308 堀内　結衣華(1) ﾎﾘｳﾁ ﾕｲｶ

1601 辻井　美羽(3) ﾂｼﾞｲ ﾐｳ 1310 兵頭　苺花(1) ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏｲｶ

1606 佐藤　胡桃(2) ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 1306 為永　紗彩(2) ﾀﾒﾅｶﾞ ｻﾔ

4 4 東海大相模中A 1514 松野　玲来(1) ﾏﾂﾉ ﾚｲﾗ 57.73 7 大野南中B 318 北川　卯女佳(1) ｷﾀｶﾞﾜ ｳﾒｶ DQ,R2

1515 笹崎　リン(1) ｻｻｻﾞｷ ﾘﾝ 319 髙木　麻里菜(1) ﾀｶｷﾞ ﾏﾘﾅ

1519 大西　遥心(1) ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾐ 320 槇原　雪乃(1) ﾏｷﾊﾗ ﾕｷﾉ

1517 笹崎　ユウ(1) ｻｻｻﾞｷ ﾕｳ 322 眞田　樹里(1) ｻﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾘ

5 6 麻溝台中A 614 内田　和奏(3) ｳﾁﾀﾞ ﾜｶﾅ 58.18 4 相武台中A DNS

613 内田　みみこ(3) ｳﾁﾀﾞ ﾐﾐｺ

616 渋谷　莉里(3) ｼﾌﾞﾔ ﾘﾘ

611 伊藤　未来(3) ｲﾄｳ ﾐｸ

6 8 大野北中B 264 秋津　和花(2) ｱｷﾂ ﾜｶ 59.77 5 麻溝台中B DNS

265 池田　瀬里菜(2) ｲｹﾀﾞ ｾﾘﾅ

271 西川　怜那(2) ﾆｼｶﾜ ﾚﾅ

272 本原　美和(2) ﾓﾄﾊﾗ ﾐﾜ

7 2 北相中A 2029 井上　愛彩(3) ｲﾉｳｴ ﾒｲｱ 1:02.00 6 ワールウインドAC DNS

2034 永井　彩音(2) ﾅｶﾞｲ ｱﾔﾈ

2032 石井　真優加(2) ｲｼｲ ﾏﾕｶ

2033 富田　結咲(2) ﾄﾐﾀ ﾕｲｻ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった 第１２回相模原「F-R」r40731



共通女子4X100mR
審 判 長：江藤　安則

記録主任：佐々木　渉

7月31日 09:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

タイムレース上位8位

順位 ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 鵠沼高校A 454 中山　乃杏(1) ﾅｶﾔﾏ ﾉｱ 52.70

960 安川　依織(1) ﾔｽｶﾜ ｲｵﾘ

441 遠藤　愛(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅ

967 亀井　真尋(1) ｶﾒｲ ﾏﾋﾛ

2 平塚江南高A 2292 桑原　安那(2) ｸﾜﾊﾗ ｱﾝﾅ 53.29

3188 米田　ナタリー(1) ﾖﾈﾀﾞ ﾅﾀﾘｰ

2291 髙橋　菜々美(2) ﾀｶﾊｼ ﾅﾅﾐ

2289 鈴木　雪乃(2) ｽｽﾞｷ ﾕｷﾉ

3 鵜野森中A 1305 阿南　磨采(2) ｱﾅﾐ ﾏｱﾔ 53.57

1304 多々良　心優(2) ﾀﾀﾗ ﾐﾕｳ

1301 加藤　好未(3) ｶﾄｳ ｺﾉﾐ

1309 家弓　榛夏(1) ｶﾕﾐ ﾊﾙｶ

4 綾瀬高 3231 丸古　玖羚愛(1) ﾏﾙｺ ｸﾚｱ 54.33

2966 岡﨑　春美(2) ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙﾐ

2967 大竹　紗希音(2) ｵｵﾀｹ ｻｷﾈ

2973 玉城　樂々(2) ﾀﾏｼﾛ ﾗﾗ

5 相模丘中 1603 野瀬　葉月(3) ﾉｾ ﾊﾂﾞｷ 54.43

1605 渡邉　千愛里(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｴﾘ

1601 辻井　美羽(3) ﾂｼﾞｲ ﾐｳ

1606 佐藤　胡桃(2) ｻﾄｳ ｸﾙﾐ

6 旭中A 225 渡辺　ゆう(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 54.50

235 大塚　結愛(1) ｵｵﾂｶ ﾕｱ

209 廣瀬　菜摘(2) ﾋﾛｾ ﾅﾂﾐ

203 城戸　優那(2) ｷﾄﾞ ﾕｳﾅ

7 鵠沼高校B 448 大原　明日香(1) ｵｵﾊﾗ ｱｽｶ 55.05

965 志村　茉優(1) ｼﾑﾗ ﾏﾕ

440 柴田　結子(2) ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｺ

972 宗形　唯佳(1) ﾑﾅｶﾀ ﾕｲｶ

8 大野北中A 266 伊調　このか(2) ｲﾁｮｳ ｺﾉｶ 55.23

256 近藤　花奏(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾅｶ

252 鈴木　佐菜(1) ｽｽﾞｷ ｻﾅ

269 坪根　由依(2) ﾂﾎﾞﾈ ﾕｲ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R2:(R170-7)ﾃｲｸ・ｵｰﾊﾞｰｿﾞｰﾝ内でﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽが完了しなかった 第１２回相模原「F-R」r40731


