
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 2:23.07

順位 学校名 記録 備考 順位 学校名 記録 備考

1 大　　野 柏　　喬大 廣瀬　俊輔 穴吹　　航 川田　瞬生 2:28.95 1 亀　　阜 檜山　晴帆 河内　梨緒 松下　成美 清水　　愛 2:31.45

2 木太北部 笠原　悠佑 樋本　拓真 杉原　瞳斗 田代　玲士 2:31.19 2 一　　宮 白田　　光 末金真結花 亀井　里奈 林田　望実 2:37.87

3 栗　　林 納田　康平 関本　　椋 武内　　駿 弘瀨　皓太 2:32.59 3 古 高 松 久保　椎奈 三宅　日佳 武田芽生子 濱田　　桜 2:39.04

4 太　　田 大山　雄史 藤原　義伸 山本　拓実 鎌野　　翼 2:33.19 4 香　　南 香川　琴美 井原　　楓 上原　綺華 中名　桃子 2:43.12

5 太 田 南 森　　文弥 宮浦　将大 岡田　笑門 辰井　謙斗 2:36.77 5 多　　肥 三島　唯郁 沖山　夏菜 合田有里那 竹内　望結 2:44.44

6 香　　西 小松　俊之 濱田　大誠 宮崎　雄成 山下　慶悟 2:39.59 6 栗　　林 入江　　彩 河合美瑞紀 裏山　彩月 髙橋　美優 2:49.98

7 新 番 丁 水尾　祐介 岡野　紘大 三原　一真 中嶋　紘大 2:44.08 7 屋 島 西 佐伯　絵美 古谷　嗣実 若本　果凛 西岡　愛莉 2:50.22

8 中　　央 真鍋　　空 加藤　卓弥 中村　徳寿 小島　歩夢 2:44.29 8 新 番 丁 三谷百依子 松下　愛未 岡野未千佳 竹内　聖空 2:51.63

9 国分寺北部 中越　陽太 千葉　瑛司 國友　康佑 旅田　　樹 2:45.21 9 太 田 南 渡邉　観世 岡田　有純 中川　萌子 伊藤　七海 2:51.75

10 十　　河 小野　祐輝 大島　貴瑠 安冨奈央人 舩田　大雅 2:46.87 10 太　　田 森脇　若菜 池上　花音 原田　紗良 北條　杏奈 2:51.86

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 一　　宮 北岡　　響 春井　貫吾 藤田　優希 熊野　絢太 2:08.79 1 木太北部 間城　璃音 湯浅　里菜 伊東未来莉 南原　咲来 2:13.67

2 亀　　阜 土田　悠介 宇野　翔太 北村　　光 和田　巧朗 2:12.45 2 古 高 松 長尾　　楓 松本　佳奈 中島　園香 美濃李々可 2:18.07

3 木 太 南 岡田　大聖 宮内　優希 平井　　敦 濵中　　薫 2:17.38 3 中　　央 安藤　梨沙 中垣　友里 三浦　佑夏 坂本彩久良 2:27.40

4 屋 島 西 樹山　春紀 岡　　拓見 高野　裕維 木村麟太郎 2:19.15 4 栗　　林 坂本　希美 大西　春佳 松本　幸夕 冨永　奈見 2:30.38

5 太　　田 為近　壮輝 吉原　隆平 藤田　泰河 福西　亮介 2:20.69 5 太　　田 宮武　遥香 有田　小夏 浅見　彩乃 佐々木千佳 2:32.08

6 香　　西 鈴木颯太郎 岡田　晃輝 寿賀　温仁 大貫　翔和 2:23.71 6 附属高松 黒川美沙希 溝内　ひな 五島　祐美 頼冨　花菜 2:33.93

7 香　　南 中村伊織利 久保　颯太 上田　知輝 松浦　郁也 2:26.11 7 円　　座 植村　悠子 宮崎　　萌 野口　萌絵 小笠原梨紗 2:34.72

8 円　　座 大島　拓海 森　　正大 奴賀　立樹 栁本　斗太 2:26.16 8 国分寺南部 田中　美優 秋山由里愛 饗庭　加奈 中條　里香 2:36.56

9 木　　太 古安　歓地 環　　　颯 大塚　　樹 西野　壮大 2:28.87 9 下 笠 居 岡内　咲良 丸山　礼奈 泉谷　彩由 南原　美咲 2:39.74

10 古高松南 谷川　勝広 平賀　廉大 渡辺　怜武 久保　寛人 2:29.00 10 屋　　島 艸葉圭奈子 谷口　智香 松原明日香 森　あずさ 2:40.22
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