
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 香　　西 髙橋　慶伍 諏訪部恒成 小倉　諄大 綱井　　灯 2:33.91 1 木 太 南 玉井七々夏 藤尾　茜風 植村　桃子 鎌田　菜月 2:25.56

2 太 田 南 香西　威瑠 渡邊　升翔 市原　立暉 氏原　拓人 2:36.73 2 木太北部 杉原　実優 黒澤　春菜 宮本　紗帆 平賀　　光 2:39.74

3 古 高 松 岡田　優星 辻　　海斗 松田　尚大 中瀬　　駿 2:38.30 3 国分寺南部 鷲辺　咲子 浅田　杏音 北谷　　幸 儀間　萌香 2:45.13

4 国分寺南部 沖川　　航 久保　洋統 有住　颯佑 出口　碧音 2:38.87 4 浅　　野 黒川　莉央 別府　すず 高橋　映理 谷川　日菜 2:46.40

5 太　　田 内川　滉瑛 上田　康介 板東　大貴 坂本　　樹 2:39.45 5 太 田 南 森　　愛美 齋藤明日花 林　  優花 木村　美月 2:47.90

6 亀　　阜 眞鍋　大地 土居　優太 増田　颯斗 髙嶋　修弥 2:39.91 6 屋 島 西 入谷　彩華 溝渕　帆風 細川　陽世 森永　優花 2:48.71

7 木太北部 赤松　　陽 福井　渓太 土岐　碧惟 平松　慶浩 2:42.47 7 川　　東 真鍋　美里 岡田　愛海 龍満　円香 小松　　櫻 2:51.30

8 一　　宮 平木　康太 甲斐　耀斗 市原　凜汰 谷本　幸翼 2:46.82 8 附属高松 松本　菜緒 會田　吉音 齊藤　彩花 桑嶋向日葵 2:51.33

9 附属高松 多田光太郎 森本　翔太 吉田　侑司 渡邊　颯太 2:48.11 9 川　　島 小岡　泰世 三﨑　もか 堤谷　花純 能祖　亜恋 2:51.61

10 木　　太 松浦　一太 松下　莞大 市川　昌太 十川　詩穏 2:49.88 10 牟　　礼 藤尾舞奈美 竹下　知那 四宮　明依 藤井　美月 2:53.63

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 太 田 南 萩山　紫音 岡村　泰河 瀧川　結斗 黒田　　陽 2:19.43 1 大　　野 森田　陽菜 西山あやね 三浦明日香 石河　万衣 2:20.65

2 栗　　林 河野　壮真 下原　士侑 武井　理人 樋口　　空 2:19.69 2 多　　肥 徳田　萌花 戸上由美子 松永　実咲 河田　真優 2:21.48

3 屋 島 西 渡辺　翔大 籾井　良哉 吉川　　伶 里石　　謙 2:21.21 3 一　　宮 成田　佳乃 久保奈々葉 柳生しずく 池田　美夢 2:22.55

4 木 太 南 蓮池　悠斗 立田龍之介 青木　隆仁 宮内　憲広 2:25.69 4 林 梶　　詩苑 白井　望杜 井田　綺萌 太田　　怜 2:28.95

5 木太北部 樋本　晧介 宮武　秀晟 川村健太郎 三野　眞虎 2:28.16 5 新 番 丁 中村　梨乃 浦上　華奈 岡野　明莉 藤田　奏音 2:31.65

6 川　　東 長尾　祐飛 髙畠　光翔 野濵　雷三 池尻　奏太 2:28.36 6 川　　東 平池　陽奈 竹内　一花 影山　晴菜 中條　泰世 2:32.55

7 香　　南 脇　　大誠 佃　　祥太 森　　透麻 渡邊　雪翔 2:29.61 7 亀　　阜 丹下　温楓 武藤　実咲 吉宗　沙織 竹田　彩乃 2:34.14

8 亀　　阜 宇野　颯真 和田　洋武 和泉　吾門 太田　春希 2:29.63 8 太 田 南 三好　七奈 糸嶺　幸樹 青木　希実 和泉　奈々 2:34.37

9 浅　　野 山田　大地 廣瀬　駿一 中條　郁仁 藤本　翔海 2:33.39 9 太　　田 近藤　彩音 山﨑　未結 造田　晴菜 久保　美友 2:34.77

10 中　　央 川村爽太朗 高橋　晃大 川村清太朗 西尾　泰希 2:33.51 10 中　　央 溝渕　花乃 原田　麗夢 井上　　桜 松江　純花 2:35.00
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