
５年男子２００ｍリレー 大会記録 2:11.27 ５年女子２００ｍリレー 大会記録 2:17.14

順位 学校名 記録 備考 順位 学校名 記録 備考

1 亀　　阜 山﨑　　慧 増田　寛大 森　　　馨 吉宗　大地 2:30.55 1 多　　肥 戸上和香子 原渕　心春 長安　華子 川田　憂奈 2:26.66

2 川　　東 平尾　宏大 中村　文洋 松原　瑞樹 長尾　奎飛 2:35.11 2 太　　田 本多羽珠奈 板東　菜央 亀井美沙音 牛田　百花 2:32.31

3 新 番 丁 浦上　　翔 中濱総一郎 岩本　　快 近藤　　快 2:35.66 3 浅　　野 成合　真実 尾形　菜美 白井　花歩 新田　千晴 2:33.08

4 太　　田 杉田　　優 永井　慎一 久保祐太朗 村上　眞季 2:36.52 4 新 番 丁 森川　苺奈 辻　菜々美 野口　海空 森川　莉早 2:38.56

5 浅　　野 井下　一葵 加藤　陸人 洙田　貫太 矢野　悟誠 2:40.07 5 中　　央 植田　愛梨 竹内　夢奈 宮本　日和 中塚　詩音 2:40.94

6 太 田 南 吉田　紘一 山田　　湊 古川　龍成 山村　拓世 2:43.80 6 木太北部 十河彩希子 石川　七彩 川村和花奈 山本　幸希 2:41.54

7 栗　　林 藤澤　介登 大谷　颯吾 遠藤　雄晃 松岡龍之介 2:46.63 7 香　　西 河野真左子 小泉　新菜 久保　琴愛 若杉　　紬 2:42.15

8 牟 礼 南 新鞍　　護 藤貫　貢汰 齊藤　佑月 清水　飛羽 2:47.60 8 牟　　礼 井上　　凜 古瀬　優衣 篠原　茉凛 赤澤　　涼 2:43.62

9 林 本田　佳寿 田邉　治人 藤田央玖斗 西川　昊汰 2:48.32 9 円　　座 勝田　志穂 寺島　美穂 松本　珠莉 松本　菜夏 2:44.13

10 多　　肥 長谷　拓明 河田　一優 川元　大輝 大林　颯柊 2:49.09 10 古高松南 菰淵　蒼良 藤田　叶子 青野　咲紀 多田羅さくら 2:46.42

６年男子２００ｍリレー 大会記録 2:03.18 ６年女子２００ｍリレー 大会記録 2:08.60

順位 学校名 記録 備考 順位 学校名 記録 備考

1 香　　西 髙橋　慶伍 諏訪部恒成 小倉　諄大 綱井　　灯 2:19.81 1 木 太 南 玉井七々夏 小松　千紗 植村　桃子 鎌田　菜月 2:13.57

2 古 高 松 岡田　優星 辻　　海斗 松田　尚大 中瀬　　駿 2:19.84 2 浅　　野 高橋　映理 黒川　莉央 谷川　日菜 別府　すず 2:23.33

3 一　　宮 平木　康太 甲斐　耀斗 岡田　陽都 上原　優雅 2:23.05 3 木太北部 杉原　実優 黒澤　春菜 宮本　紗帆 平賀　　光 2:25.72

4 太 田 南 香西　威瑠 安部　凱葵 貞方　雄真 氏原　拓人 2:23.22 4 太 田 南 森　　愛美 齋藤明日花 林　　優花 木村　美月 2:27.63

5 木太北部 赤松　　陽 福井　渓太 平松　慶浩 原田　寛大 2:23.84 5 屋 島 西 溝渕　帆風 森永　優花 入谷　彩華 細川　陽世 2:29.12

6 亀　　阜 眞鍋　大地 髙嶋　修弥 赤松　陽太 増田　颯斗 2:26.08 6 林 森　　杏華 入星　美咲 安友　美桜 淀谷　　遥 2:30.00

7 国分寺南部 久保　洋統 有住　颯佑 土井　詩音 平木　太陽 2:29.22 7 太　　田 横川　恵光 河野　佑香 櫻井　美空 岩井鼓乃実 2:30.25

8 屋　　島 槇内　亮太 弓手　怜生 浅野　翔吾 池田晴太朗 2:29.36 8 川　　東 吉田　歩未 真鍋　美里 岡田　愛海 小松　　櫻 2:33.21

9 国分寺北部 楊箸　勝太 三原　大輝 渡邊　碧天 熊本　悠誠 2:29.77 9 国分寺南部 鷲辺　咲子 浅田　杏音 日笠友羽花 岩村光花里 2:33.72

10 太　　田 安部　耀介 村岡　熙一 板東　大貴 上田　康介 2:29.89 10 多　　肥 井上　結理 浮橋　美晴 河野　桜子 東原　栞里 2:35.22

氏　　　　　名 氏　　　　　名
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