
№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

1 伊藤　十和子(3) ｲﾄｳ ﾄﾜｺ 女子 ６０ｍ女子３年 塩井FAC

2 遠藤　暖空　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾉｱ 女子 ６０ｍ女子３年 塩井FAC

3 須藤　まひろ(3) ｽﾄｳ ﾏﾋﾛ 女子 ６０ｍ女子３年 塩井FAC

4 髙橋　美羽　(3) ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 女子 ６０ｍ女子３年 塩井FAC

5 伊藤　詩子　(5) ｲﾄｳ ｳﾀｺ 女子 １００ｍ女子５年 塩井FAC

5 伊藤　詩子　(5) ｲﾄｳ ｳﾀｺ 女子 ４×１００ｍ女子 塩井FAC

6 横山　綺衣　(5) ﾖｺﾔﾏ ｷｲ 女子 １００ｍ女子５年 塩井FAC

6 横山　綺衣　(5) ﾖｺﾔﾏ ｷｲ 女子 ４×１００ｍ女子 塩井FAC

7 佐野　凛音　(6) ｻﾉ ﾘｵﾝ 女子 ジャベリックボール投女子 塩井FAC

7 佐野　凛音　(6) ｻﾉ ﾘｵﾝ 女子 ４×１００ｍ女子 塩井FAC

8 清水　愛莉　(6) ｼﾐｽﾞ ｱｲﾘ 女子 １００ｍ女子６年 塩井FAC

8 清水　愛莉　(6) ｼﾐｽﾞ ｱｲﾘ 女子 ４×１００ｍ女子 塩井FAC

301 小浦　　律　(3) ｺｳﾗ ﾘﾂ 男子 ６０ｍ男子３年 塩井FAC

302 相田　莉玖　(4) ｱｲﾀ ﾘｸ 男子 ６０ｍ男子４年 塩井FAC

303 遠藤　琉生　(4) ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ 男子 ６０ｍ男子４年 塩井FAC

304 横山　羽玖　(4) ﾖｺﾔﾏ ﾊｸ 男子 ６０ｍ男子４年 塩井FAC

305 小黒　稜太　(5) ｵｸﾞﾛ ﾘｮｳﾀ 男子 ジャベリックボール投男子 塩井FAC

305 小黒　稜太　(5) ｵｸﾞﾛ ﾘｮｳﾀ 男子 ４×１００ｍ男子 塩井FAC

306 佐藤　海翔　(5) ｻﾄｳ ｶｲﾄ 男子 １０００ｍ男子 塩井FAC

307 佐野　琉煌空(5) ｻﾉ ﾙｷｱ 男子 ジャベリックボール投男子 塩井FAC

307 佐野　琉煌空(5) ｻﾉ ﾙｷｱ 男子 ４×１００ｍ男子 塩井FAC

308 鈴木　瑠桜　(5) ｽｽﾞｷ ﾙｵ 男子 ８０ｍＨ男子 塩井FAC

308 鈴木　瑠桜　(5) ｽｽﾞｷ ﾙｵ 男子 ４×１００ｍ男子 塩井FAC

309 長谷部　煌　(5) ﾊｾﾍﾞ ｺｳ 男子 １００ｍ男子５年 塩井FAC

309 長谷部　煌　(5) ﾊｾﾍﾞ ｺｳ 男子 ４×１００ｍ男子 塩井FAC

310 八巻　倖志郎(5) ﾔﾏｷ ｺｳｼﾛｳ 男子 ジャベリックボール投男子 塩井FAC

311 髙橋　蓮央　(6) ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 男子 １００ｍ男子６年 塩井FAC

311 髙橋　蓮央　(6) ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 男子 ４×１００ｍ男子 塩井FAC



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

9 猪野　樹梨　(3) ｲﾉ ｼﾞｭﾘ 女子 ６０ｍ女子３年 まほろば

10 山木　陽愛　(3) ﾔﾏｷ ﾋﾖﾘ 女子 ６０ｍ女子３年 まほろば

11 平　　茉子　(3) ﾀｲﾗ ﾏｺ 女子 ６０ｍ女子３年 まほろば

12 鈴木　優愛　(4) ｽｽﾞｷ ﾕｱ 女子 ６０ｍ女子４年 まほろば

13 木村　美心　(4) ｷﾑﾗ ﾐｸ 女子 ６０ｍ女子４年 まほろば

14 八巻　すみれ(4) ﾔﾏｷ ｽﾐﾚ 女子 ６０ｍ女子４年 まほろば

15 五十嵐　遥乃(4) ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙﾉ 女子 ６０ｍ女子４年 まほろば

16 舟山　叶愛　(4) ﾌﾅﾔﾏ ﾉｱ 女子 ６０ｍ女子４年 まほろば

17 藤田　愛花　(5) ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 女子 １００ｍ女子５年 まほろば

17 藤田　愛花　(5) ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 女子 混合４×１００ｍ まほろば

18 黒田　里桜　(6) ｸﾛﾀﾞ ﾘｵ 女子 １００ｍ女子６年 まほろば

18 黒田　里桜　(6) ｸﾛﾀﾞ ﾘｵ 女子 混合４×１００ｍ まほろば

19 服部　みひろ(6) ﾊｯﾄﾘ ﾐﾋﾛ 女子 ８００ｍ女子 まほろば

20 吉田　夢愛　(6) ﾖｼﾀﾞ ﾕｱ 女子 ８００ｍ女子 まほろば

21 五十嵐　美乃(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙﾉ 女子 １００ｍ女子６年 まほろば

21 五十嵐　美乃(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙﾉ 女子 混合４×１００ｍ まほろば

312 黒田　晴嗣　(4) ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾂｸﾞ 男子 ６０ｍ男子４年 まほろば

313 青野　蒼生　(4) ｾｲﾉ ｱｵｲ 男子 ６０ｍ男子４年 まほろば

314 青木　悠翔　(4) ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 男子 ６０ｍ男子４年 まほろば

315 椿　　凛生　(5) ﾂﾊﾞｷ ﾘｵ 男子 １００ｍ男子５年 まほろば

316 中山　結人　(5) ﾅｶﾔﾏ ﾕｲﾄ 男子 １００ｍ男子５年 まほろば

317 東條　晟也　(5) ﾋｶﾞｼｼﾞｮｳ ｾｲﾔ 男子 １０００ｍ男子 まほろば

318 佐藤　心飛　(5) ｻﾄｳ ｼﾝﾄ 男子 走幅跳男子 まほろば

318 佐藤　心飛　(5) ｻﾄｳ ｼﾝﾄ 男子 混合４×１００ｍ まほろば

319 青木　　想　(5) ｱｵｷ ｿｳ 男子 １００ｍ男子５年 まほろば

319 青木　　想　(5) ｱｵｷ ｿｳ 男子 混合４×１００ｍ まほろば



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

22 渡部　芽生　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 女子 １００ｍ女子６年 かわにし陸上

22 渡部　芽生　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 女子 ４×１００ｍ女子 かわにし陸上

23 小林　夢來　(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ 女子 １００ｍ女子６年 かわにし陸上

23 小林　夢來　(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ 女子 ４×１００ｍ女子 かわにし陸上

24 松浦　由奈　(6) ﾏﾂｳﾗ ﾕｲﾅ 女子 ８００ｍ女子 かわにし陸上

24 松浦　由奈　(6) ﾏﾂｳﾗ ﾕｲﾅ 女子 ４×１００ｍ女子 かわにし陸上

25 平光　亜里沙(6) ﾋﾗﾐﾂ ｱﾘｻ 女子 １００ｍ女子６年 かわにし陸上

25 平光　亜里沙(6) ﾋﾗﾐﾂ ｱﾘｻ 女子 ４×１００ｍ女子 かわにし陸上

26 船山　渚紗　(6) ﾌﾅﾔﾏ ﾅｷﾞｻ 女子 ８００ｍ女子 かわにし陸上

26 船山　渚紗　(6) ﾌﾅﾔﾏ ﾅｷﾞｻ 女子 ４×１００ｍ女子 かわにし陸上

27 田村　理音　(5) ﾀﾑﾗ ﾘｲﾈ 女子 ８００ｍ女子 かわにし陸上

28 寒河江　空希(5) ｻｶﾞｴ ｿﾗ 女子 ８００ｍ女子 かわにし陸上

29 船山　紅華　(4) ﾌﾅﾔﾏ ｸﾚﾊ 女子 ６０ｍ女子４年 かわにし陸上

30 須貝　莉子　(3) ｽｶﾞｲ ﾘｺ 女子 ６０ｍ女子３年 かわにし陸上

31 松浦　穂果　(3) ﾏﾂｳﾗ ﾎﾉｶ 女子 ６０ｍ女子３年 かわにし陸上

320 玉木　佑虎　(6) ﾀﾏｷ ﾕｳﾄ 男子 １００ｍ男子６年 かわにし陸上

320 玉木　佑虎　(6) ﾀﾏｷ ﾕｳﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 かわにし陸上

321 高梨　蓮希　(6) ﾀｶﾅｼ ﾊｽﾞｷ 男子 １００ｍ男子６年 かわにし陸上

322 平田　創士　(6) ﾋﾗﾀ ｿｳｼ 男子 １００ｍ男子６年 かわにし陸上

322 平田　創士　(6) ﾋﾗﾀ ｿｳｼ 男子 ４×１００ｍ男子 かわにし陸上

323 平田　慶士　(6) ﾋﾗﾀ ｹｲｼ 男子 走幅跳男子 かわにし陸上

323 平田　慶士　(6) ﾋﾗﾀ ｹｲｼ 男子 ４×１００ｍ男子 かわにし陸上

324 沼沢　航希　(6) ﾇﾏｻﾞﾜ ｺｳｷ 男子 １００ｍ男子６年 かわにし陸上

325 髙橋　愛登　(6) ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾄ 男子 １０００ｍ男子 かわにし陸上

326 佐藤　健琉　(6) ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 男子 １００ｍ男子６年 かわにし陸上

326 佐藤　健琉　(6) ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 男子 ４×１００ｍ男子 かわにし陸上

327 鈴木　　大　(6) ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 男子 １００ｍ男子６年 かわにし陸上

327 鈴木　　大　(6) ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 男子 ４×１００ｍ男子 かわにし陸上

328 清野　龍哉　(5) ｾｲﾉ ﾘｭｳﾔ 男子 走幅跳男子 かわにし陸上

329 和沢　柚俐　(5) ﾜｻﾞﾜ ﾕｳﾘ 男子 １００ｍ男子５年 かわにし陸上

330 小林　凛都　(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾄ 男子 ６０ｍ男子４年 かわにし陸上

331 小関　新太　(3) ｺｾｷ ｱﾗﾀ 男子 ６０ｍ男子３年 かわにし陸上

332 玉木　快虎　(3) ﾀﾏｷ ｶｲﾄ 男子 ６０ｍ男子３年 かわにし陸上



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

32 工藤　　花　(6) ｸﾄﾞｳ ﾊﾅ 女子 １００ｍ女子６年 長井アスリートクラブ

32 工藤　　花　(6) ｸﾄﾞｳ ﾊﾅ 女子 混合４×１００ｍ 長井アスリートクラブ

33 小杉　夏帆　(6) ｺｽｷﾞ ｶﾎ 女子 １００ｍ女子６年 長井アスリートクラブ

33 小杉　夏帆　(6) ｺｽｷﾞ ｶﾎ 女子 混合４×１００ｍ 長井アスリートクラブ

34 前柳　光希　(6) ﾏｴﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ 女子 ８０ｍＨ女子 長井アスリートクラブ

34 前柳　光希　(6) ﾏｴﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｷ 女子 混合４×１００ｍ 長井アスリートクラブ

35 青木　みなみ(5) ｱｵｷ ﾐﾅﾐ 女子 １００ｍ女子５年 長井アスリートクラブ

35 青木　みなみ(5) ｱｵｷ ﾐﾅﾐ 女子 混合４×１００ｍ 長井アスリートクラブ

36 井上　玲奈　(5) ｲﾉｳｴ ﾚﾅ 女子 １００ｍ女子５年 長井アスリートクラブ

36 井上　玲奈　(5) ｲﾉｳｴ ﾚﾅ 女子 混合４×１００ｍ 長井アスリートクラブ

37 別部　友奏　(5) ﾍﾞｯﾌﾟ ﾕｳｶ 女子 ８０ｍＨ女子 長井アスリートクラブ

38 片倉　　華　(4) ｶﾀｸﾗ ﾊﾅ 女子 ６０ｍ女子４年 長井アスリートクラブ

39 小阪　史織　(3) ｺｻｶ ｼｵﾘ 女子 ６０ｍ女子３年 長井アスリートクラブ

40 鈴木　悠維　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｲ 女子 ６０ｍ女子３年 長井アスリートクラブ

41 土屋　若菜　(3) ﾂﾁﾔ ﾜｶﾅ 女子 ６０ｍ女子３年 長井アスリートクラブ

42 山川　怜桜　(3) ﾔﾏｶﾜ ﾚｵ 女子 ６０ｍ女子３年 長井アスリートクラブ

333 青木　温人　(6) ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 男子 １００ｍ男子６年 長井アスリートクラブ

333 青木　温人　(6) ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 男子 混合４×１００ｍ 長井アスリートクラブ

334 伊藤　悠和　(6) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 １００ｍ男子６年 長井アスリートクラブ

334 伊藤　悠和　(6) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 混合４×１００ｍ 長井アスリートクラブ

335 古城　結成　(6) ｺｷﾞ ﾕｳｾｲ 男子 １００ｍ男子６年 長井アスリートクラブ

335 古城　結成　(6) ｺｷﾞ ﾕｳｾｲ 男子 混合４×１００ｍ 長井アスリートクラブ

336 安部　真叶　(5) ｱﾍﾞ ﾏﾅﾄ 男子 １００ｍ男子５年 長井アスリートクラブ

337 菅　　飛翔　(5) ｶﾝ ｱｽﾄ 男子 １００ｍ男子５年 長井アスリートクラブ

337 菅　　飛翔　(5) ｶﾝ ｱｽﾄ 男子 混合４×１００ｍ 長井アスリートクラブ

338 小阪　幸史　(5) ｺｻｶ ｺｳｼ 男子 １００ｍ男子５年 長井アスリートクラブ

339 佐藤　　蓮　(5) ｻﾄｳ ﾚﾝ 男子 １００ｍ男子５年 長井アスリートクラブ

339 佐藤　　蓮　(5) ｻﾄｳ ﾚﾝ 男子 混合４×１００ｍ 長井アスリートクラブ

340 渡部　冴珀　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊｸ 男子 ジャベリックボール投男子 長井アスリートクラブ

341 孫田　大和　(3) ｿﾝﾀ ﾔﾏﾄ 男子 ６０ｍ男子３年 長井アスリートクラブ

342 高世　偉安　(3) ﾀｶｾ ｲｱﾝ 男子 ６０ｍ男子３年 長井アスリートクラブ



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

43 酒井　優珠　(6) ｻｶｲ ﾕｽﾞ 女子 １００ｍ女子６年 小国陸上

43 酒井　優珠　(6) ｻｶｲ ﾕｽﾞ 女子 混合４×１００ｍ 小国陸上

44 勝見　真子　(6) ｶﾂﾐ ﾏｺ 女子 ８００ｍ女子 小国陸上

44 勝見　真子　(6) ｶﾂﾐ ﾏｺ 女子 混合４×１００ｍ 小国陸上

45 渡部　夏子　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｺ 女子 ８０ｍＨ女子 小国陸上

45 渡部　夏子　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｺ 女子 混合４×１００ｍ 小国陸上

46 竹田　依央　(4) ﾀｹﾀﾞ ｲｵ 女子 ６０ｍ女子４年 小国陸上

47 塚原　美桜　(4) ﾂｶﾊﾗ ﾐｵ 女子 ６０ｍ女子４年 小国陸上

343 齋藤　銀辰　(6) ｻｲﾄｳ　ｷﾞﾝﾄｷ 男子 走幅跳男子 小国陸上

343 齋藤　銀辰　(6) ｻｲﾄｳ　ｷﾞﾝﾄｷ 男子 混合４×１００ｍ 小国陸上

344 加藤　桜太　(6) ｶﾄｳ　ｵｳﾀ 男子 ジャベリックボール投男子 小国陸上

344 加藤　桜太　(6) ｶﾄｳ　ｵｳﾀ 男子 混合４×１００ｍ 小国陸上

345 馬場　大地　(6) ﾊﾞﾊﾞ　ﾀﾞｲﾁ 男子 １０００ｍ男子 小国陸上

346 伊藤　大翔　(6) ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 走幅跳男子 小国陸上

346 伊藤　大翔　(6) ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 混合４×１００ｍ 小国陸上

347 伊藤　翔太　(5) ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 男子 １００ｍ男子５年 小国陸上

348 岡村　凪人　(4) ｵｶﾑﾗ ﾅｷﾞﾄ 男子 ６０ｍ男子４年 小国陸上

349 渡部　瑛人　(4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾄ 男子 ６０ｍ男子４年 小国陸上



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

48 海老名　倫　(3) ｴﾋﾞﾅ ﾘﾝ 女子 ６０ｍ女子３年 白鷹ジュニアアスリート

49 平　　希羽　(3) ﾀｲﾗ ﾉﾉﾊ 女子 ６０ｍ女子３年 白鷹ジュニアアスリート

50 船山　桜奈　(3) ﾌﾅﾔﾏ ﾗﾅ 女子 ６０ｍ女子３年 白鷹ジュニアアスリート

51 海老名　英　(6) ｴﾋﾞﾅ ﾖｳ 女子 ジャベリックボール投女子 白鷹ジュニアアスリート

51 海老名　英　(6) ｴﾋﾞﾅ ﾖｳ 女子 混合４×１００ｍ 白鷹ジュニアアスリート

52 髙橋　梨桜　(6) ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 女子 ８０ｍＨ女子 白鷹ジュニアアスリート

52 髙橋　梨桜　(6) ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 女子 混合４×１００ｍ 白鷹ジュニアアスリート

350 紺野　慈月　(4) ｺﾝﾉ ｲﾂｷ 男子 ６０ｍ男子４年 白鷹ジュニアアスリート

351 髙橋　煌人　(4) ﾀｶﾊｼ ｷﾗﾄ 男子 ６０ｍ男子４年 白鷹ジュニアアスリート

352 梅津　瑠鋳　(6) ｳﾒﾂ ﾙｲ 男子 走幅跳男子 白鷹ジュニアアスリート

352 梅津　瑠鋳　(6) ｳﾒﾂ ﾙｲ 男子 混合４×１００ｍ 白鷹ジュニアアスリート

353 今　啓一郎　(6) ｺﾝ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 １００ｍ男子６年 白鷹ジュニアアスリート

353 今　啓一郎　(6) ｺﾝ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 混合４×１００ｍ 白鷹ジュニアアスリート

354 竹田　圭吾　(6) ﾀｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 男子 １０００ｍ男子 白鷹ジュニアアスリート

355 守谷　宗汰郎(6) ﾓﾘﾔ ｿｳﾀﾛｳ 男子 １００ｍ男子６年 白鷹ジュニアアスリート

355 守谷　宗汰郎(6) ﾓﾘﾔ ｿｳﾀﾛｳ 男子 混合４×１００ｍ 白鷹ジュニアアスリート

356 志鎌　皇成　(6) ｼｶﾏ ｺｳｾｲ 男子 ８０ｍＨ男子 白鷹ジュニアアスリート



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

53 安達　陽愛　(3) ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙｱ 女子 ６０ｍ女子３年 ETジュニア

54 黒田　順子　(3) ｸﾛﾀﾞ ﾖﾘｺ 女子 ６０ｍ女子３年 ETジュニア

55 後藤　千奈　(3) ｺﾞﾄｳ ﾁﾅ 女子 ６０ｍ女子３年 ETジュニア

56 高橋　咲葵　(3) ﾀｶﾊｼ ｻｷ 女子 ６０ｍ女子３年 ETジュニア

57 押野　璃音　(3) ｵｼﾉ ﾘｵﾝ 女子 ６０ｍ女子３年 ETジュニア

58 工藤　菜々　(3) ｸﾄﾞｳ ﾅﾅ 女子 ６０ｍ女子３年 ETジュニア

59 石川　咲絢　(3) ｲｼｶﾜ ｻｱﾔ 女子 ６０ｍ女子３年 ETジュニア

60 武田　　慧　(4) ﾀｹﾀﾞ ｽｲ 女子 ６０ｍ女子４年 ETジュニア

61 工藤　結芽　(4) ｸﾄﾞｳ ﾕﾒ 女子 ６０ｍ女子４年 ETジュニア

62 白田　彩珠　(4) ｼﾗﾀ ｱﾕﾐ 女子 ６０ｍ女子４年 ETジュニア

63 石山　結子　(5) ｲｼﾔﾏ ﾕｲｺ 女子 １００ｍ女子５年 ETジュニア

63 石山　結子　(5) ｲｼﾔﾏ ﾕｲｺ 女子 ４×１００ｍ女子 ETジュニア

63 石山　結子　(5) ｲｼﾔﾏ ﾕｲｺ 女子 混合４×１００ｍ ETジュニア

64 土田　六花　(5) ﾂﾁﾀ ﾘｯｶ 女子 １００ｍ女子５年 ETジュニア

65 伊藤　純菜　(5) ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾅ 女子 １００ｍ女子５年 ETジュニア

66 八木澤　遥花(5) ﾔｷﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 女子 １００ｍ女子５年 ETジュニア

67 真木　瑞葉　(5) ﾏｷ ﾐｽﾞﾊ 女子 １００ｍ女子５年 ETジュニア

68 大泉　瑠愛　(5) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾙﾅ 女子 １００ｍ女子５年 ETジュニア

69 安孫子　依万(5) ｱﾋﾞｺ ｲﾏ 女子 １００ｍ女子５年 ETジュニア

70 武田　　心　(6) ﾀｹﾀﾞ ﾅｵ 女子 １００ｍ女子６年 ETジュニア

70 武田　　心　(6) ﾀｹﾀﾞ ﾅｵ 女子 ４×１００ｍ女子 ETジュニア

70 武田　　心　(6) ﾀｹﾀﾞ ﾅｵ 女子 混合４×１００ｍ ETジュニア

71 林　　彩夏　(6) ﾊﾔｼ ｱﾔｶ 女子 １００ｍ女子６年 ETジュニア

71 林　　彩夏　(6) ﾊﾔｼ ｱﾔｶ 女子 ４×１００ｍ女子 ETジュニア

71 林　　彩夏　(6) ﾊﾔｼ ｱﾔｶ 女子 混合４×１００ｍ ETジュニア

72 宍戸　　鈴　(6) ｼｼﾄﾞ ﾘﾝ 女子 １００ｍ女子６年 ETジュニア

72 宍戸　　鈴　(6) ｼｼﾄﾞ ﾘﾝ 女子 ４×１００ｍ女子 ETジュニア

72 宍戸　　鈴　(6) ｼｼﾄﾞ ﾘﾝ 女子 混合４×１００ｍ ETジュニア

73 中川　心晴　(6) ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾊﾙ 女子 ８００ｍ女子 ETジュニア

73 中川　心晴　(6) ﾅｶｶﾞﾜ ｺﾊﾙ 女子 ４×１００ｍ女子 ETジュニア

74 松田　　悠　(5) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳ 女子 ８００ｍ女子 ETジュニア

74 松田　　悠　(5) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳ 女子 ４×１００ｍ女子 ETジュニア

75 黒田　琳子　(5) ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝｺ 女子 ８００ｍ女子 ETジュニア

75 黒田　琳子　(5) ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝｺ 女子 ４×１００ｍ女子 ETジュニア

76 大泉　心夏　(5) ｵｵｲｽﾞﾐ ｺﾅﾂ 女子 ８００ｍ女子 ETジュニア

77 西塚　花菜　(5) ﾆｼﾂﾞｶ ﾊﾅ 女子 ８００ｍ女子 ETジュニア

78 八鍬　恵依　(5) ﾔｸﾜ ﾒｲ 女子 ８００ｍ女子 ETジュニア

79 阿部　紗采　(5) ｱﾍﾞ ｻｱﾔ 女子 ８００ｍ女子 ETジュニア

79 阿部　紗采　(5) ｱﾍﾞ ｻｱﾔ 女子 ４×１００ｍ女子 ETジュニア

80 阿部　ゆま　(5) ｱﾍﾞ ﾕﾏ 女子 ８００ｍ女子 ETジュニア

81 齋藤　和心　(6) ｻｲﾄｳ ﾆｺ 女子 ８００ｍ女子 ETジュニア

81 齋藤　和心　(6) ｻｲﾄｳ ﾆｺ 女子 ４×１００ｍ女子 ETジュニア

81 齋藤　和心　(6) ｻｲﾄｳ ﾆｺ 女子 混合４×１００ｍ ETジュニア

82 阿部　栞奈　(5) ｱﾍﾞ ｶﾝﾅ 女子 ８００ｍ女子 ETジュニア

83 柿崎　愛來　(5) ｶｷｻﾞｷ ｱﾝﾅ 女子 ジャベリックボール投女子 ETジュニア

84 井上　佳奈　(1) ｲﾉｳｴ ｶﾅ 女子 １００m中学 ETジュニア

85 阿部　未來　(1) ｱﾍﾞ ﾐｸ 女子 １００m中学 ETジュニア

86 加藤　明希子(1) ｶﾄｳ ｱｷｺ 女子 １００m中学 ETジュニア

87 白田　琴々　(6) ｼﾗﾀ ｺｺ 女子 ４×１００ｍ女子 ETジュニア

87 白田　琴々　(6) ｼﾗﾀ ｺｺ 女子 混合４×１００ｍ ETジュニア



357 石山　大朗　(3) ｲｼﾔﾏ ﾀﾛｳ 男子 ６０ｍ男子３年 ETジュニア

358 尾形　莉央　(3) ｵｶﾞﾀ ﾘｵ 男子 ６０ｍ男子３年 ETジュニア

359 八鍬　一翔　(3) ﾔｸﾜ ｲﾁﾄ 男子 ６０ｍ男子３年 ETジュニア

360 後藤　大智　(3) ｺﾞﾄｳ ﾀｲﾁ 男子 ６０ｍ男子３年 ETジュニア

361 荒木　貴晴　(3) ｱﾗｷ ﾀｶﾊﾙ 男子 ６０ｍ男子３年 ETジュニア

362 宮川　琉星　(3) ﾐﾔｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 男子 ６０ｍ男子３年 ETジュニア

363 玉置　　瑛　(3) ﾀﾏｵｷ ｱｷﾗ 男子 ６０ｍ男子３年 ETジュニア

364 太田　晄生　(4) ｵｵﾀ ﾃﾙｷ 男子 ６０ｍ男子４年 ETジュニア

365 林　　優彦　(4) ﾊﾔｼ ﾏｻﾋｺ 男子 ６０ｍ男子４年 ETジュニア

366 八木澤　悠人(4) ﾔｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 男子 ６０ｍ男子４年 ETジュニア

367 齋藤　怜叶夢(5) ｻｲﾄｳ ﾚｱﾑ 男子 １００ｍ男子５年 ETジュニア

367 齋藤　怜叶夢(5) ｻｲﾄｳ ﾚｱﾑ 男子 ４×１００ｍ男子 ETジュニア

367 齋藤　怜叶夢(5) ｻｲﾄｳ ﾚｱﾑ 男子 混合４×１００ｍ ETジュニア

368 笹原　梨玖　(5) ｻｻﾊﾗ ﾘｸ 男子 １００ｍ男子５年 ETジュニア

368 笹原　梨玖　(5) ｻｻﾊﾗ ﾘｸ 男子 ４×１００ｍ男子 ETジュニア

368 笹原　梨玖　(5) ｻｻﾊﾗ ﾘｸ 男子 混合４×１００ｍ ETジュニア

369 熊坂　啓汰　(5) ｸﾏｻｶ ｹｲﾀ 男子 １００ｍ男子５年 ETジュニア

369 熊坂　啓汰　(5) ｸﾏｻｶ ｹｲﾀ 男子 ４×１００ｍ男子 ETジュニア

369 熊坂　啓汰　(5) ｸﾏｻｶ ｹｲﾀ 男子 混合４×１００ｍ ETジュニア

370 小野　真靖　(5) ｵﾉ ｼﾝｾｲ 男子 １００ｍ男子５年 ETジュニア

371 公平　就大　(6) ｺｳﾍｲ ﾅﾘﾄ 男子 １０００ｍ男子 ETジュニア

371 公平　就大　(6) ｺｳﾍｲ ﾅﾘﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 ETジュニア

372 尾形　蓮央　(5) ｵｶﾞﾀ ﾚｵ 男子 １０００ｍ男子 ETジュニア

372 尾形　蓮央　(5) ｵｶﾞﾀ ﾚｵ 男子 ４×１００ｍ男子 ETジュニア

372 尾形　蓮央　(5) ｵｶﾞﾀ ﾚｵ 男子 混合４×１００ｍ ETジュニア

373 大泉　來斗　(6) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾗｲﾄ 男子 １０００ｍ男子 ETジュニア

373 大泉　來斗　(6) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾗｲﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 ETジュニア

374 齋藤　陽寿　(5) ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ 男子 １０００ｍ男子 ETジュニア

374 齋藤　陽寿　(5) ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ 男子 ４×１００ｍ男子 ETジュニア

375 後藤　丈翔　(6) ｺﾞﾄｳ ﾀｹﾙ 男子 １０００ｍ男子 ETジュニア

375 後藤　丈翔　(6) ｺﾞﾄｳ ﾀｹﾙ 男子 ４×１００ｍ男子 ETジュニア

375 後藤　丈翔　(6) ｺﾞﾄｳ ﾀｹﾙ 男子 混合４×１００ｍ ETジュニア

376 村岡　慶亮　(5) ﾑﾗｵｶ ｹｲｽｹ 男子 １０００ｍ男子 ETジュニア

377 松田　陽太　(5) ﾏﾂﾀﾞ ﾖｳﾀ 男子 １０００ｍ男子 ETジュニア

378 植松　海斗　(6) ｳｴﾏﾂ ｶｲﾄ 男子 １０００ｍ男子 ETジュニア

379 石ケ森　倖大(6) ｲｼｶﾞﾓﾘ ｺｳﾀﾞｲ 男子 走幅跳男子 ETジュニア

379 石ケ森　倖大(6) ｲｼｶﾞﾓﾘ ｺｳﾀﾞｲ 男子 ４×１００ｍ男子 ETジュニア

379 石ケ森　倖大(6) ｲｼｶﾞﾓﾘ ｺｳﾀﾞｲ 男子 混合４×１００ｍ ETジュニア

380 小川　　倖　(5) ｵｶﾞﾜ ｺｳ 男子 ジャベリックボール投男子 ETジュニア

381 鈴木　琉都　(5) ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ 男子 ジャベリックボール投男子 ETジュニア

382 角田　琥珀　(5) ｶｸﾀﾞ ｺﾊｸ 男子 ジャベリックボール投男子 ETジュニア

383 齋藤　陽色　(1) ｻｲﾄｳ ﾋｲﾛ 男子 １００m中学 ETジュニア

384 辻󠄀　　惺成　(2) ﾂｼﾞ ｾｲﾔ 男子 １００m中学 ETジュニア

385 植松　悠太　(1) ｳｴﾏﾂ ﾕｳﾀ 男子 １００m中学 ETジュニア

386 庄司　伊吹　(1) ｼｮｳｼﾞ ｲﾌﾞｷ 男子 １００m中学 ETジュニア

387 田中　陽良　(2) ﾀﾅｶ ﾋﾛ 男子 １００m中学 ETジュニア



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

88 神吉　百萌  (4) ｶﾐﾖｼ ﾓﾓ 女子 ６０ｍ女子４年 山形TFC

89 石岡　桜空　(5) ｲｼｵｶ ｻﾗ 女子 １００ｍ女子５年 山形TFC

89 石岡　桜空　(5) ｲｼｵｶ ｻﾗ 女子 ４×１００ｍ女子 山形TFC

90 伊藤　結香　(5) ｲﾄｳ ﾕｶ 女子 １００ｍ女子５年 山形TFC

90 伊藤　結香　(5) ｲﾄｳ ﾕｶ 女子 ４×１００ｍ女子 山形TFC

91 尾原　美玲亜(5) ｵﾊﾞﾗ ﾐﾚｱ 女子 １００ｍ女子５年 山形TFC

91 尾原　美玲亜(5) ｵﾊﾞﾗ ﾐﾚｱ 女子 ４×１００ｍ女子 山形TFC

92 笹原　陽奈　(5) ｻｻﾊﾗ ﾋﾅ 女子 走幅跳女子 山形TFC

93 中嶋　唯杏　(5) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｱ 女子 １００ｍ女子５年 山形TFC

93 中嶋　唯杏　(5) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｱ 女子 ４×１００ｍ女子 山形TFC

94 奈良崎　愛來(5) ﾅﾗｻﾞｷ ｱｲﾗ 女子 １００ｍ女子５年 山形TFC

94 奈良崎　愛來(5) ﾅﾗｻﾞｷ ｱｲﾗ 女子 ４×１００ｍ女子 山形TFC

95 佐藤　和花　(6) ｻﾄｳ ﾜｶ 女子 走幅跳女子 山形TFC

95 佐藤　和花　(6) ｻﾄｳ ﾜｶ 女子 混合４×１００ｍ 山形TFC

96 佐藤　結花　(6) ｻﾄｳ ﾕｶ 女子 １００ｍ女子６年 山形TFC

96 佐藤　結花　(6) ｻﾄｳ ﾕｶ 女子 混合４×１００ｍ 山形TFC

97 中川　咲来　(6) ﾅｶｶﾞﾜ ｻｸﾗ 女子 走幅跳女子 山形TFC

388 石岡　明磨　(3) ｲｼｵｶ ﾊﾙﾏ 男子 ６０ｍ男子３年 山形TFC

389 石井　貴悠　(4) ｲｼｲ ﾀｶﾊﾙ 男子 ６０ｍ男子４年 山形TFC

390 城　　裕翔　(3) ｼﾛ ﾕｳﾄ 男子 ６０ｍ男子３年 山形TFC

391 尾形　遼真　(5) ｵｶﾞﾀ ﾊﾙﾏ 男子 １００ｍ男子５年 山形TFC

392 成田　慶心　(5) ﾅﾘﾀ ｹｲｼ 男子 １００ｍ男子５年 山形TFC

392 成田　慶心　(5) ﾅﾘﾀ ｹｲｼ 男子 混合４×１００ｍ 山形TFC

393 安藤　春輝　(6) ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 男子 １０００ｍ男子 山形TFC

394 伊藤　駿斗　(6) ｲﾄｳ ｼｭﾝﾄ 男子 １０００ｍ男子 山形TFC

395 早坂　修葵　(6) ﾊﾔｻｶ ｼｭﾝｷ 男子 １００ｍ男子６年 山形TFC

395 早坂　修葵　(6) ﾊﾔｻｶ ｼｭﾝｷ 男子 混合４×１００ｍ 山形TFC



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

98 門　　心美　(4) ｶﾄﾞ ｺﾄﾐ 女子 ６０ｍ女子４年 TJAC

99 伊藤　良夢　(6) ｲﾄｳ ﾗﾑ 女子 １００ｍ女子６年 TJAC

99 伊藤　良夢　(6) ｲﾄｳ ﾗﾑ 女子 ４×１００ｍ女子 TJAC

100 伊藤　瑠乃　(4) ｲﾄｳ ﾙﾉ 女子 ６０ｍ女子４年 TJAC

101 田苗　蒼唯　(6) ﾀﾅｴ ｱｵｲ 女子 ４×１００ｍ女子 TJAC

101 田苗　蒼唯　(6) ﾀﾅｴ ｱｵｲ 女子 混合４×１００ｍ TJAC

102 横山　優乃　(6) ﾖｺﾔﾏ ﾕﾉ 女子 ４×１００ｍ女子 TJAC

102 横山　優乃　(6) ﾖｺﾔﾏ ﾕﾉ 女子 混合４×１００ｍ TJAC

103 髙橋　奈妃紗(5) ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞｻ 女子 ４×１００ｍ女子 TJAC

396 清野　凛音　(6) ｾｲﾉ ﾘｵﾝ 男子 １０００ｍ男子 TJAC

397 清野　翔和　(5) ｾｲﾉ ﾄﾜ 男子 １０００ｍ男子 TJAC

398 村山　謙太　(6) ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝﾀ 男子 走幅跳男子 TJAC

399 梁瀬　翔月　(6) ﾔﾅｾ ｶﾂﾞｷ 男子 ８０ｍＨ男子 TJAC

400 井藤　　慶　(6) ｲﾄｳ ｹｲ 男子 １０００ｍ男子 TJAC

400 井藤　　慶　(6) ｲﾄｳ ｹｲ 男子 ４×１００ｍ男子 TJAC

400 井藤　　慶　(6) ｲﾄｳ ｹｲ 男子 混合４×１００ｍ TJAC

401 落合　雄馬　(6) ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 男子 ジャベリックボール投男子 TJAC

402 板坂　優波　(6) ｲﾀｻｶ ﾕｳﾊ 男子 走幅跳男子 TJAC

402 板坂　優波　(6) ｲﾀｻｶ ﾕｳﾊ 男子 ４×１００ｍ男子 TJAC

402 板坂　優波　(6) ｲﾀｻｶ ﾕｳﾊ 男子 混合４×１００ｍ TJAC

403 大野　莉久斗(6) ｵｵﾉ ﾘｸﾄ 男子 １００ｍ男子６年 TJAC

404 松田　蓮音　(6) ﾏﾂﾀﾞ ﾚｵﾄ 男子 １０００ｍ男子 TJAC

405 小川　羽海　(6) ｵｶﾞﾜ ｳﾐ 男子 ジャベリックボール投男子 TJAC

406 志賀　朝飛　(6) ｼｶﾞ ｱｻﾋ 男子 １０００ｍ男子 TJAC

406 志賀　朝飛　(6) ｼｶﾞ ｱｻﾋ 男子 ４×１００ｍ男子 TJAC

407 佐藤　新也　(6) ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 男子 １０００ｍ男子 TJAC

407 佐藤　新也　(6) ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 男子 ４×１００ｍ男子 TJAC

408 本間　新大　(4) ﾎﾝﾏ ｱﾗﾀ 男子 ６０ｍ男子４年 TJAC

409 東海林　来人(5) ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾗｲﾄ 男子 １０００ｍ男子 TJAC



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

104 遠藤　　明　(4) ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｲ 女子 ６０ｍ女子４年 寒・西JAC

105 志藤　こころ(4) ｼﾄｳ ｺｺﾛ 女子 ６０ｍ女子４年 寒・西JAC

106 白田　愛望　(4) ｼﾗﾀ ｱﾉﾝ 女子 ６０ｍ女子４年 寒・西JAC

107 菊池　彩絵　(3) ｷｸﾁ ｻｴ 女子 ６０ｍ女子３年 寒・西JAC

410 長岡　奏汰　(6) ﾅｶﾞｵｶ ｿｳﾀ 男子 １００ｍ男子６年 寒・西JAC

410 長岡　奏汰　(6) ﾅｶﾞｵｶ ｿｳﾀ 男子 ４×１００ｍ男子 寒・西JAC

411 大泉　真心　(6) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏｺﾄ 男子 １００ｍ男子６年 寒・西JAC

411 大泉　真心　(6) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏｺﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 寒・西JAC

412 田中　　樂　(6) ﾀﾅｶ ﾗｸ 男子 １００ｍ男子６年 寒・西JAC

412 田中　　樂　(6) ﾀﾅｶ ﾗｸ 男子 ４×１００ｍ男子 寒・西JAC

413 犬飼　鞍馬　(6) ｲﾇｶﾞｲ ｸﾗﾏ 男子 走幅跳男子 寒・西JAC

413 犬飼　鞍馬　(6) ｲﾇｶﾞｲ ｸﾗﾏ 男子 ４×１００ｍ男子 寒・西JAC

414 モラ　玲音　(5) ﾓﾗ ﾚｵﾝ 男子 ８０ｍＨ男子 寒・西JAC

414 モラ　玲音　(5) ﾓﾗ ﾚｵﾝ 男子 ４×１００ｍ男子 寒・西JAC

415 阿部　勇琉　(4) ｱﾍﾞ ﾀｹﾙ 男子 ６０ｍ男子４年 寒・西JAC

416 田中　　輝　(4) ﾀﾅｶ ﾃﾙ 男子 ６０ｍ男子４年 寒・西JAC

417 長岡　大翔　(4) ﾅｶﾞｵｶ ﾀﾞｲﾄ 男子 ６０ｍ男子４年 寒・西JAC

418 菊池　哲平　(2) ｷｸﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 １００ｍ中学 寒・西JAC



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

108 中里　慶佳　(6) ﾅｶｻﾞﾄ ｹｲｶ 女子 ８０ｍＨ女子 村山AC

108 中里　慶佳　(6) ﾅｶｻﾞﾄ ｹｲｶ 女子 ４×１００ｍ女子 村山AC

109 下山　乃愛　(6) ｼﾓﾔﾏ ﾉｱ 女子 ８００ｍ女子 村山AC

109 下山　乃愛　(6) ｼﾓﾔﾏ ﾉｱ 女子 ４×１００ｍ女子 村山AC

110 成原　結菜　(6) ﾅﾘﾊﾗ ﾕﾅ 女子 １００ｍ女子６年 村山AC

110 成原　結菜　(6) ﾅﾘﾊﾗ ﾕﾅ 女子 ４×１００ｍ女子 村山AC

111 渡邉　　悠　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 女子 走高跳女子 村山AC

111 渡邉　　悠　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 女子 ４×１００ｍ女子 村山AC

112 髙橋　　築　(6) ﾀｶﾊｼ ｷｽﾞｸ 女子 ８００ｍ女子 村山AC

112 髙橋　　築　(6) ﾀｶﾊｼ ｷｽﾞｸ 女子 ４×１００ｍ女子 村山AC

113 髙橋　楓香　(6) ﾀｶﾊｼ ﾌｳｶ 女子 ８００ｍ女子 村山AC

113 髙橋　楓香　(6) ﾀｶﾊｼ ﾌｳｶ 女子 ４×１００ｍ女子 村山AC

114 菅井　菖姫　(6) ｽｶﾞｲ ｱﾔﾒ 女子 走幅跳女子 村山AC

114 菅井　菖姫　(6) ｽｶﾞｲ ｱﾔﾒ 女子 ４×１００ｍ女子 村山AC

115 東海林　里穏(6) ｼｮｳｼﾞ ﾘｵﾝ 女子 １００ｍ女子６年 村山AC

116 笹原　実音　(6) ｻｻﾊﾗ ﾐｵﾝ 女子 １００ｍ女子６年 村山AC

116 笹原　実音　(6) ｻｻﾊﾗ ﾐｵﾝ 女子 ４×１００ｍ女子 村山AC

117 大室　心咲　(5) ｵｵﾑﾛ ﾐｻｷ 女子 ８００ｍ女子 村山AC

118 根岸　　李　(5) ﾈｷﾞｼ ﾘｲ 女子 走高跳女子 村山AC

119 齋藤　夢佳　(5) ｻｲﾄｳ ﾕｶ 女子 ８００ｍ女子 村山AC

120 片桐　結夏　(4) ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｲｶ 女子 ６０ｍ女子４年 村山AC

121 伊藤　　瑞　(3) ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 女子 ６０ｍ女子３年 村山AC

122 成原　玲菜　(3) ﾅﾘﾊﾗ ﾚﾅ 女子 ６０ｍ女子３年 村山AC

123 齋藤　詩月　(3) ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｸ 女子 ６０ｍ女子３年 村山AC

124 菅井　華楓　(3) ｽｶﾞｲ ｶｴﾃﾞ 女子 ６０ｍ女子３年 村山AC

125 山口　瑞喜　(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 女子 ６０ｍ女子３年 村山AC



419 奥山　天翔　(6) ｵｸﾔﾏ ｱﾏﾄ 男子 １０００ｍ男子 村山AC

419 奥山　天翔　(6) ｵｸﾔﾏ ｱﾏﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 村山AC

420 小室　　奏　(6) ｺﾑﾛ ｶﾅﾃﾞ 男子 ８０ｍＨ男子 村山AC

420 小室　　奏　(6) ｺﾑﾛ ｶﾅﾃﾞ 男子 ４×１００ｍ男子 村山AC

421 大内　光希　(6) ｵｵｳﾁ ﾐﾂｷ 男子 １００ｍ男子６年 村山AC

421 大内　光希　(6) ｵｵｳﾁ ﾐﾂｷ 男子 ４×１００ｍ男子 村山AC

422 大内　葉瑠　(6) ｵｵｳﾁ ﾊﾙ 男子 ８０ｍＨ男子 村山AC

422 大内　葉瑠　(6) ｵｵｳﾁ ﾊﾙ 男子 ４×１００ｍ男子 村山AC

423 齋藤　　大　(6) ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ 男子 １０００ｍ男子 村山AC

423 齋藤　　大　(6) ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ 男子 ４×１００ｍ男子 村山AC

424 鎌田　心裕　(5) ｶﾏﾀ ﾐﾋﾛ 男子 １００ｍ男子５年 村山AC

425 黒沼　英斗　(5) ｸﾛﾇﾏ ｴｲﾄ 男子 １００ｍ男子５年 村山AC

426 山口　壮太　(5) ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 男子 １００ｍ男子５年 村山AC

427 柴崎　　達　(5) ｼﾊﾞｻｷ ﾀﾂﾙ 男子 走高跳男子 村山AC

428 髙橋　　蓮　(4) ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 男子 ６０ｍ男子４年 村山AC

429 髙橋　　櫂　(4) ﾀｶﾊｼ ｶｲ 男子 ６０ｍ男子４年 村山AC

430 髙橋　　慧　(4) ﾀｶﾊｼ ｹｲ 男子 ６０ｍ男子４年 村山AC

431 川越　朝稀　(4) ｶﾜｺﾞｴ ｱｻｷ 男子 ６０ｍ男子４年 村山AC

432 佐藤　陽仁　(3) ｻﾄｳ ﾊﾙﾋﾄ 男子 ６０ｍ男子３年 村山AC

433 髙橋　　当　(3) ﾀｶﾊｼ ｱﾀﾙ 男子 ６０ｍ男子３年 村山AC

434 石川　大翔　(3) ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲﾄ 男子 ６０ｍ男子３年 村山AC

435 鈴木　悠晟　(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ 男子 ６０ｍ男子３年 村山AC

436 早坂　蓮凰　(3) ﾊﾔｻｶ ﾚｵ 男子 ６０ｍ男子３年 村山AC

437 奥山　拓音　(3) ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾄ 男子 ６０ｍ男子３年 村山AC

438 青山　琉海　(3) ｱｵﾔﾏ ﾙｶｲ 男子 ６０ｍ男子３年 村山AC

439 鈴木　琉世　(2) ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 男子 １００m中学 村山AC

440 髙橋　陽斗　(2) ﾀｶﾊｼ ｱｷﾄ 男子 １００m中学 村山AC

441 佐藤　玲音　(1) ｻﾄｳ ﾚｵﾝ 男子 １００m中学 村山AC



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

126 板垣　詩乃　(6) ｲﾀｶﾞｷ ｼﾉ 女子 １００ｍ女子６年 徳内ふれあい

127 髙橋　優良　(6) ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 女子 ジャベリックボール投女子 徳内ふれあい

128 髙橋　嬉衣　(4) ﾀｶﾊｼ ｷｲ 女子 ６０ｍ女子４年 徳内ふれあい

129 八鍬　優菜　(6) ﾔｸﾜ ﾕｳﾅ 女子 ８０ｍＨ女子 徳内ふれあい

130 後藤　穂乃花(5) ｺﾞﾄｳ ﾎﾉｶ 女子 ジャベリックボール投女子 徳内ふれあい

442 板垣　　育　(4) ｲﾀｶﾞｷ ｲｸ 男子 ６０ｍ男子４年 徳内ふれあい

443 青柳　煌大　(6) ｱｵﾔｷﾞ ｵｳﾀﾞｲ 男子 ジャベリックボール投男子 徳内ふれあい



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

131 鈴木　心春　(6) ｽｽﾞｷ ｺﾊﾙ 女子 ８０ｍＨ女子 さくらんぼTFC

131 鈴木　心春　(6) ｽｽﾞｷ ｺﾊﾙ 女子 ４×１００ｍ女子 さくらんぼTFC

132 菅原　菜央　(6) ｽｶﾞﾊﾗ ﾅｵ 女子 ８０ｍＨ女子 さくらんぼTFC

132 菅原　菜央　(6) ｽｶﾞﾊﾗ ﾅｵ 女子 ４×１００ｍ女子 さくらんぼTFC

132 菅原　菜央　(6) ｽｶﾞﾊﾗ ﾅｵ 女子 混合４×１００ｍ さくらんぼTFC

133 清野　陽貴　(6) ｾｲﾉ ﾖｳｷ 女子 １００ｍ女子６年 さくらんぼTFC

133 清野　陽貴　(6) ｾｲﾉ ﾖｳｷ 女子 ４×１００ｍ女子 さくらんぼTFC

134 渡辺　舞咲　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲｻ 女子 １００ｍ女子６年 さくらんぼTFC

134 渡辺　舞咲　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲｻ 女子 ４×１００ｍ女子 さくらんぼTFC

134 渡辺　舞咲　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲｻ 女子 混合４×１００ｍ さくらんぼTFC

135 戸津　凛南　(6) ﾄﾂ ﾘﾝﾅ 女子 走幅跳女子 さくらんぼTFC

135 戸津　凛南　(6) ﾄﾂ ﾘﾝﾅ 女子 ４×１００ｍ女子 さくらんぼTFC

135 戸津　凛南　(6) ｾｲﾉ ﾖｳｷ 女子 混合４×１００ｍ さくらんぼTFC

136 齋藤　里紗　(5) ｻｲﾄｳ ﾘｻ 女子 １００ｍ女子５年 さくらんぼTFC

136 齋藤　里紗　(5) ｻｲﾄｳ ﾘｻ 女子 ４×１００ｍ女子 さくらんぼTFC

137 髙橋　　煌　(5) ﾀｶﾊｼ ｷﾗ 女子 １００ｍ女子５年 さくらんぼTFC

137 髙橋　　煌　(5) ﾀｶﾊｼ ｷﾗ 女子 混合４×１００ｍ さくらんぼTFC

138 東海林　心音(5) ﾄｳｶﾘﾝ ｺｺﾈ 女子 １００ｍ女子５年 さくらんぼTFC

138 東海林　心音(5) ﾄｳｶｲﾘﾝ ｺｺﾈ 女子 混合４×１００ｍ さくらんぼTFC

139 芳賀　未空　(5) ﾊｶﾞ ﾐｸ 女子 走高跳女子 さくらんぼTFC

139 芳賀　未空　(5) ﾊｶﾞ ﾐｸ 女子 混合４×１００ｍ さくらんぼTFC

140 菅野　　漣　(5) ｽｶﾞﾉ ﾚﾝ 女子 １００ｍ女子５年 さくらんぼTFC

140 菅野　　漣　(5) ｽｶﾞﾉ ﾚﾝ 女子 ４×１００ｍ女子 さくらんぼTFC

141 千葉　真尋　(5) ﾁﾊﾞ ﾏﾋﾛ 女子 走高跳女子 さくらんぼTFC

141 千葉　真尋　(5) ﾁﾊﾞ ﾏﾋﾛ 女子 ４×１００ｍ女子 さくらんぼTFC

142 半田　莉音　(5) ﾊﾝﾀﾞ ﾘｵ 女子 ８００ｍ女子 さくらんぼTFC

142 半田　莉音　(5) ﾊﾝﾀﾞ ﾘｵ 女子 ４×１００ｍ女子 さくらんぼTFC

143 青木　梨奈　(5) ｱｵｷ ﾘﾅ 女子 １００ｍ女子５年 さくらんぼTFC

143 青木　梨奈　(5) ｱｵｷ ﾘﾅ 女子 ４×１００ｍ女子 さくらんぼTFC

144 鈴木　風華　(4) ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 女子 ６０ｍ女子４年 さくらんぼTFC

145 戸津　絢葉　(4) ﾄﾂ ｱﾔﾊ 女子 ６０ｍ女子４年 さくらんぼTFC

146 森　　奈那　(4) ﾓﾘ ﾅﾅ 女子 ６０ｍ女子４年 さくらんぼTFC

147 阿部　七海　(4) ｱﾍﾞ ﾅﾅﾐ 女子 ６０ｍ女子４年 さくらんぼTFC

148 鈴木　那琴　(3) ｽｽﾞｷ ﾅｺ 女子 ６０ｍ女子３年 さくらんぼTFC

149 天野　麻彩　(3) ｱﾏﾉ ﾏﾔ 女子 ６０ｍ女子３年 さくらんぼTFC



444 椎名　隼人　(6) ｼｲﾅ ﾊﾔﾄ 男子 １００ｍ男子６年 さくらんぼTFC

444 椎名　隼人　(6) ｼｲﾅ ﾊﾔﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 さくらんぼTFC

445 髙橋　健太　(6) ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 男子 １００ｍ男子６年 さくらんぼTFC

445 髙橋　健太　(6) ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 男子 ４×１００ｍ男子 さくらんぼTFC

445 髙橋　健太　(6) ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 男子 混合４×１００ｍ さくらんぼTFC

446 枡井　央介　(6) ﾏｽｲ ｵｳｽｹ 男子 １００ｍ男子６年 さくらんぼTFC

446 枡井　央介　(6) ﾏｽｲ ｵｳｽｹ 男子 ４×１００ｍ男子 さくらんぼTFC

446 枡井　央介　(6) ﾏｽｲ ｵｳｽｹ 男子 混合４×１００ｍ さくらんぼTFC

447 沓澤　匡吾　(5) ｸﾂｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 男子 １００ｍ男子５年 さくらんぼTFC

447 沓澤　匡吾　(5) ｸﾂｻﾞﾜ ｷｮｳｺﾞ 男子 混合４×１００ｍ さくらんぼTFC

448 三瓶　祐輝　(5) ｻﾝﾍﾟｲ ﾕｳｷ 男子 １００ｍ男子５年 さくらんぼTFC

448 三瓶　祐輝　(5) ｻﾝﾍﾟｲ ﾕｳｷ 男子 混合４×１００ｍ さくらんぼTFC

449 巽　亮太朗　(5) ﾀﾂﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 １００ｍ男子５年 さくらんぼTFC

449 巽　亮太朗　(5) ﾀﾂﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 ４×１００ｍ男子 さくらんぼTFC

450 深瀬　真叶　(5) ﾌｶｾ ﾏﾅﾄ 男子 １０００ｍ男子 さくらんぼTFC

450 深瀬　真叶　(5) ﾌｶｾ ﾏﾅﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 さくらんぼTFC

450 深瀬　真叶　(5) ﾌｶｾ ﾏﾅﾄ 男子 混合４×１００ｍ さくらんぼTFC

451 田中　芽育　(5) ﾀﾅｶ ﾒｲｸ 男子 １００ｍ男子５年 さくらんぼTFC

451 田中　芽育　(5) ﾀﾅｶ ﾒｲｸ 男子 混合４×１００ｍ さくらんぼTFC

452 神尾　浩希　(4) ｶﾐｵ ﾋﾛｷ 男子 ６０ｍ男子４年 さくらんぼTFC

453 椎名　晴琉　(4) ｼｲﾅ ﾊﾙ 男子 ６０ｍ男子４年 さくらんぼTFC

454 菅原　珀斗　(4) ｽｶﾞﾊﾗ ﾊｸﾄ 男子 ６０ｍ男子４年 さくらんぼTFC

455 三浦　有登　(4) ﾐｳﾗ ｱﾙﾄ 男子 ６０ｍ男子４年 さくらんぼTFC



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

150 横尾　優杏　(6) ﾖｺｵ ﾕｳｱ 女子 ８００ｍ女子 神町アスリート

150 横尾　優杏　(6) ﾖｺｵ ﾕｳｱ 女子 ４×１００ｍ女子 神町アスリート

150 横尾　優杏　(6) ﾖｺｵ ﾕｳｱ 女子 混合４×１００ｍ 神町アスリート

151 設楽　侑里　(6) ｼﾀﾗ ﾕｳﾘ 女子 走高跳女子 神町アスリート

151 設楽　侑里　(6) ｼﾀﾗ ﾕｳﾘ 女子 ４×１００ｍ女子 神町アスリート

152 浅野　結凪　(6) ｱｻﾉ ﾕｲﾅ 女子 １００ｍ女子６年 神町アスリート

152 浅野　結凪　(6) ｱｻﾉ ﾕｲﾅ 女子 ４×１００ｍ女子 神町アスリート

152 浅野　結凪　(6) ｱｻﾉ ﾕｲﾅ 女子 混合４×１００ｍ 神町アスリート

153 村山　未優　(6) ﾑﾗﾔﾏ ﾐﾕ 女子 走幅跳女子 神町アスリート

153 村山　未優　(6) ﾑﾗﾔﾏ ﾐﾕ 女子 ４×１００ｍ女子 神町アスリート

154 山田　　蘭　(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾗﾝ 女子 １００ｍ女子５年 神町アスリート

154 山田　　蘭　(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾗﾝ 女子 ４×１００ｍ女子 神町アスリート

154 山田　　蘭　(5) ﾔﾏﾀﾞ ﾗﾝ 女子 混合４×１００ｍ 神町アスリート

155 榎本　和奏　(5) ｴﾉﾓﾄ ﾜｶﾅ 女子 走幅跳女子 神町アスリート

456 佐々木　潤士(6) ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 男子 １００ｍ男子６年 神町アスリート

456 佐々木　潤士(6) ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 神町アスリート

456 佐々木　潤士(6) ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 男子 混合４×１００ｍ 神町アスリート

457 小関　優太　(6) ｺｾｷ ﾕｳﾀ 男子 走高跳男子 神町アスリート

457 小関　優太　(6) ｺｾｷ ﾕｳﾀ 男子 ４×１００ｍ男子 神町アスリート

458 後藤　大介　(5) ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 男子 走幅跳男子 神町アスリート

458 後藤　大介　(5) ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 男子 ４×１００ｍ男子 神町アスリート

458 後藤　大介　(5) ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 男子 混合４×１００ｍ 神町アスリート

459 三浦　愛弥　(5) ﾐｳﾗ ﾏﾅﾔ 男子 走幅跳男子 神町アスリート

459 三浦　愛弥　(5) ﾐｳﾗ ﾏﾅﾔ 男子 ４×１００ｍ男子 神町アスリート

459 三浦　愛弥　(5) ﾐｳﾗ ﾏﾅﾔ 男子 混合４×１００ｍ 神町アスリート

460 村岡　颯真　(5) ﾑﾗｵｶ ｿｳﾏ 男子 走幅跳男子 神町アスリート

460 村岡　颯真　(5) ﾑﾗｵｶ ｿｳﾏ 男子 ４×１００ｍ男子 神町アスリート

461 村山　　煌　(4) ﾑﾗﾔﾏ ｺｳ 男子 ６０ｍ男子４年 神町アスリート

462 大熊　蒼央　(4) ｵｵｸﾏ ｱｵ 男子 ６０ｍ男子４年 神町アスリート

463 齋藤　津希　(4) ｻｲﾄｳ ﾂｷ 女子 ６０ｍ女子４年 神町アスリート

464 辻村　郁美　(4) ﾂｼﾞﾑﾗ ｲｸﾐ 女子 ６０ｍ女子４年 神町アスリート



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

156 五十嵐　遼桜(1) ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 女子 １００ｍ女子中学 尾花沢アスリートクラブ

157 矢作　菜穂　(1) ﾔﾊｷﾞ ﾅﾎ 女子 １００ｍ女子中学 尾花沢アスリートクラブ

158 渡辺　叶愛　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ 女子 ８００ｍ女子 尾花沢アスリートクラブ

159 菅野　結愛　(4) ｽｶﾞﾉ ﾕｱ 女子 ６０ｍ女子４年 尾花沢アスリートクラブ

160 渡辺　心優　(4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 女子 ６０ｍ女子４年 尾花沢アスリートクラブ

161 有路　栞那　(4) ｱﾘｼﾞ ｶﾝﾅ 女子 ６０ｍ女子４年 尾花沢アスリートクラブ

162 木内　瑞稀　(4) ｷﾅｲ ﾐｽﾞｷ 女子 ６０ｍ女子４年 尾花沢アスリートクラブ

163 永沢　姫愛　(4) ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾅ 女子 ６０ｍ女子４年 尾花沢アスリートクラブ

465 菅野　愛翔  (1) ｽｶﾞﾉ ﾏﾅﾄ 男子 １００ｍ男子中学 尾花沢アスリートクラブ

466 菅原　伊織　(1) ｽｶﾞﾉ ｲｵﾘ 男子 １００ｍ男子中学 尾花沢アスリートクラブ

467 五十嵐　真那(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾅ 男子 １０００ｍ男子 尾花沢アスリートクラブ

467 五十嵐　真那(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾅ 男子 ４×１００ｍ男子 尾花沢アスリートクラブ

468 菅野　求馬　(5) ｽｶﾞﾉ ｷｭｳﾏ 男子 走幅跳男子 尾花沢アスリートクラブ

468 菅野　求馬　(5) ｽｶﾞﾉ ｷｭｳﾏ 男子 ４×１００ｍ男子 尾花沢アスリートクラブ

469 西塚　壱冴　(5) ﾆｼﾂﾞｶ ｲｯｻ 男子 走幅跳男子 尾花沢アスリートクラブ

469 西塚　壱冴　(5) ﾆｼﾂﾞｶ ｲｯｻ 男子 ４×１００ｍ男子 尾花沢アスリートクラブ

470 渡辺　偉月　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ 男子 １０００ｍ男子 尾花沢アスリートクラブ

470 渡辺　偉月　(5) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ 男子 ４×１００ｍ男子 尾花沢アスリートクラブ

471 土屋　奏太　(4) ﾂﾁﾔ ｶﾅﾀ 男子 ６０ｍ男子４年 尾花沢アスリートクラブ

472 伊藤　颯　　(4) ｲﾄｳ ﾊﾔﾃ 男子 ６０ｍ男子４年 尾花沢アスリートクラブ

473 大類　竜愛　(4) ｵｵﾙｲ ﾘｵ 男子 ６０ｍ男子４年 尾花沢アスリートクラブ

474 黒田　煌大　(4) ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 ６０ｍ男子４年 尾花沢アスリートクラブ



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

164 折原　心喜　(3) ｵﾘﾊﾗ ｺﾊﾙ 女子 ６０ｍ女子３年 尾花沢クロカン

165 阿部　寛花　(4) ｱﾍﾞ ﾋﾛｶ 女子 ６０ｍ女子４年 尾花沢クロカン

166 折原　心寧　(5) ｵﾘﾊﾗ ｺｺﾈ 女子 ８００ｍ女子 尾花沢クロカン

167 小牧　紅里　(6) ｺﾏｷ ｱｶﾘ 女子 ８００ｍ女子 尾花沢クロカン

168 本間　鼓白　(6) ﾎﾝﾏ ｺﾊｸ 女子 ８００ｍ女子 尾花沢クロカン

475 横澤　　舜　(4) ﾖｺｻﾜ ｼｭﾝ 男子 ６０ｍ男子４年 尾花沢クロカン

476 阿部　清太朗(6) ｱﾍﾞ ｾｲﾀﾛｳ 男子 走高跳男子 尾花沢クロカン

477 渡辺　翔斗　(6) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ 男子 １０００ｍ男子 尾花沢クロカン



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

169 森　優望愛　(6) ﾓﾘ ﾕﾉｱ 女子 混合４×１００ｍ 大石田JSC

169 森　優望愛　(6) ﾓﾘ ﾕﾉｱ 女子 ８００ｍ女子 大石田JSC

170 海藤　都紀　(5) ｶｲﾄｳ ﾂｷ 女子 混合４×１００ｍ 大石田JSC

170 海藤　都紀　(5) ｶｲﾄｳ ﾂｷ 女子 ８００ｍ女子 大石田JSC

171 木村　みゆ　(5) ｷﾑﾗ ﾐﾕ 女子 混合４×１００ｍ 大石田JSC

171 木村　みゆ　(5) ｷﾑﾗ ﾐﾕ 女子 ８００ｍ女子 大石田JSC

172 齋藤　結月　(4) ｻｲﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 女子 ６０ｍ女子４年 大石田JSC

174 森　優夢愛　(3) ﾓﾘ ﾕﾒｱ 女子 ６０ｍ女子３年 大石田JSC

478 加藤　絢人　(6) ｶﾄｳ ｱﾔﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 大石田JSC

478 加藤　絢人　(6) ｶﾄｳ ｱﾔﾄ 男子 １０００ｍ男子 大石田JSC

479 後藤　玲央　(6) ｺﾞﾄｳ ﾚｵ 男子 ４×１００ｍ男子 大石田JSC

479 後藤　玲央　(6) ｺﾞﾄｳ ﾚｵ 男子 混合４×１００ｍ 大石田JSC

479 後藤　玲央　(6) ｺﾞﾄｳ ﾚｵ 男子 ジャベリックボール投男子 大石田JSC

480 髙橋　颯翔　(6) ﾀｶﾊｼ ﾌｳﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 大石田JSC

480 髙橋　颯翔　(6) ﾀｶﾊｼ ﾌｳﾄ 男子 １００ｍ男子６年 大石田JSC

481 今田　陽翔　(5) ｺﾝﾀ ﾊﾙﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 大石田JSC

481 今田　陽翔　(5) ｺﾝﾀ ﾊﾙﾄ 男子 走幅跳男子 大石田JSC

482 齋藤　珀柊　(5) ｻｲﾄｳ ﾊｸﾄ 男子 １０００ｍ男子 大石田JSC

483 佐竹　海俐　(5) ｻﾀｹ ｶｲﾘ 男子 １０００ｍ男子 大石田JSC

484 菅野　真南斗(5) ｽｶﾞﾉ ﾏﾅﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 大石田JSC

484 菅野　真南斗(5) ｽｶﾞﾉ ﾏﾅﾄ 男子 ジャベリックボール投男子 大石田JSC

485 鈴木　悠仁　(5) ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ 男子 混合４×１００ｍ 大石田JSC

485 鈴木　悠仁　(5) ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ 男子 ８０ｍＨ男子 大石田JSC

486 村岡　　一　(5) ﾑﾗｵｶ ｲﾁ 男子 混合４×１００ｍ 大石田JSC

486 村岡　　一　(5) ﾑﾗｵｶ ｲﾁ 男子 ジャベリックボール投男子 大石田JSC

487 佐藤　生吹　(4) ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 男子 ６０ｍ男子４年 大石田JSC

488 佐竹　澄海　(3) ｻﾀｹ ｽｶｲ 男子 ６０ｍ男子３年 大石田JSC

489 佐藤　　悠　(3) ｻﾄｳ ｶﾅﾀ 男子 ６０ｍ男子３年 大石田JSC

490 佐藤　　琉　(3) ｻﾄｳ ﾙｲ 男子 ６０ｍ男子３年 大石田JSC

558 三浦　稟太郎(3) ﾐｳﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 ６０ｍ男子３年 大石田JSC



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

175 八鍬　実陽　(6) ﾔｸﾜ ﾐﾊﾙ 女子 １００ｍ女子６年 SMAC

175 八鍬　実陽　(6) ﾔｸﾜ ﾐﾊﾙ 女子 ４×１００ｍ女子 SMAC

176 山﨑　かのん(6) ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾉﾝ 女子 走幅跳女子 SMAC

176 山﨑　かのん(6) ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾉﾝ 女子 ４×１００ｍ女子 SMAC

177 小向　凛音　(6) ｺﾑｶｲ ﾘﾝﾈ 女子 ジャベリックボール投女子 SMAC

177 小向　凛音　(6) ｺﾑｶｲ ﾘﾝﾈ 女子 混合４×１００ｍ SMAC

178 栗田　朔良　(6) ｸﾘﾀ ｻｸﾗ 女子 １００ｍ女子６年 SMAC

178 栗田　朔良　(6) ｸﾘﾀ ｻｸﾗ 女子 ４×１００ｍ女子 SMAC

179 笹原　菜々聖(5) ｻｻﾊﾗ ﾅﾅｾ 女子 １００ｍ女子５年 SMAC

179 笹原　菜々聖(5) ｻｻﾊﾗ ﾅﾅｾ 女子 ４×１００ｍ女子 SMAC

180 栗田　聖來　(5) ｸﾘﾀ ｾｲﾗ 女子 １００ｍ女子５年 SMAC

180 栗田　聖來　(5) ｸﾘﾀ ｾｲﾗ 女子 混合４×１００ｍ SMAC

181 長倉　來華　(4) ﾅｶﾞｸﾗ ｸﾚﾊ 女子 ６０ｍ女子４年 SMAC

182 高橋　なぎ沙(4) ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞｻ 女子 ６０ｍ女子４年 SMAC

183 栗田　速香　(4) ｸﾘﾀ ﾊﾔｶ 女子 ６０ｍ女子４年 SMAC

184 荒川　真衣　(4) ｱﾗｶﾜ ﾏｲ 女子 ６０ｍ女子４年 SMAC

185 伊藤　紗良　(3) ｲﾄｳ ｻﾗ 女子 ６０ｍ女子３年 SMAC

186 笹原　瑠菜　(3) ｻｻﾊﾗ ﾙﾅ 女子 ６０ｍ女子３年 SMAC

187 岸　　柚希　(3) ｷｼ ﾕｽﾞｷ 女子 ６０ｍ女子３年 SMAC

188 小向　陽和　(3) ｺﾑｶｲ ﾋﾖﾘ 女子 ６０ｍ女子３年 SMAC

491 髙橋　一吹　(3) ﾀｶﾊｼ ｲﾌﾞｷ 男子 100m中学生男子 SMAC

492 森　　春翔　(6) ﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 １００ｍ男子６年 SMAC

492 森　　春翔　(6) ﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 混合４×１００ｍ SMAC

493 岸　　晄成　(6) ｷｼｺ ｳｾｲ 男子 １００ｍ男子６年 SMAC

493 岸　　晄成　(6) ｷｼｺ ｳｾｲ 男子 ４×１００ｍ男子 SMAC

494 髙橋　　稜　(6) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 男子 １００ｍ男子６年 SMAC

494 髙橋　　稜　(6) ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 男子 ４×１００ｍ男子 SMAC

495 柿崎　太冴　(5) ｶｷｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ 男子 １００ｍ男子５年 SMAC

495 柿崎　太冴　(5) ｶｷｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ 男子 ４×１００ｍ男子 SMAC

496 浅野　晃史朗(5) ｱｻﾉ ｺｳｼﾛｳ 男子 １００ｍ男子５年 SMAC

496 浅野　晃史朗(5) ｱｻﾉ ｺｳｼﾛｳ 男子 ４×１００ｍ男子 SMAC

497 千葉　惺矢　(5) ﾁﾊﾞ ｾｲﾔ 男子 １００ｍ男子５年 SMAC

497 千葉　惺矢　(5) ﾁﾊﾞ ｾｲﾔ 男子 混合４×１００ｍ SMAC

498 松澤　　佑　(4) ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ 男子 ６０ｍ男子４年 SMAC

499 栗田　珀來　(4) ｸﾘﾀ ﾊｸ 男子 ６０ｍ男子４年 SMAC

500 千葉　冬馬　(4) ﾁﾊﾞ ﾄｳﾏ 男子 ６０ｍ男子４年 SMAC



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

189 小野　葉月　(6) ｵﾉ ﾊﾂﾞｷ 女子 ８００ｍ女子 金山

189 小野　葉月　(6) ｵﾉ ﾊﾂﾞｷ 女子 混合４×１００ｍ 金山

190 矢口　こころ(6) ﾔｸﾞﾁ ｺｺﾛ 女子 １００ｍ女子６年 金山

190 矢口　こころ(6) ﾔｸﾞﾁ ｺｺﾛ 女子 混合４×１００ｍ 金山

191 神沼　希歩　(5) ｶﾐﾇﾏ ｷﾎ 女子 ８００ｍ女子 金山

192 栗田　美逢　(5) ｸﾘﾀ ｱﾐ 女子 ８００ｍ女子 金山

193 佐藤　夢菜　(5) ｻﾄｳ ﾕﾅ 女子 ジャベリックボール投女子 金山

501 三上　　柊　(6) ﾐｶﾐ ｼｭｳ 男子 走幅跳男子 金山

501 三上　　柊　(6) ﾐｶﾐ ｼｭｳ 男子 混合４×１００ｍ 金山

502 矢口　竜士　(6) ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ 男子 １０００ｍ男子 金山

502 矢口　竜士　(6) ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳﾄ 男子 混合４×１００ｍ 金山



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

194 八鍬　愛蓮　(5) ﾔｸﾜ ｴﾚﾝ 女子 ８００ｍ女子 戸沢

503 古川　恵琉　(5) ﾌﾙｶﾜ ﾒｸﾞﾙ 男子 １０００ｍ男子 戸沢



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

195 秋野　里桜　(5) ｱｷﾉ ﾘｵ 女子 １００ｍ女子５年 余目

196 秋野　里桜　(5) ｱｷﾉ ﾘｵ 女子 ４×１００ｍ女子 余目

197 安藤　咲和　(5) ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾜ 女子 １００ｍ女子５年 余目

197 安藤　咲和　(5) ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾜ 女子 ４×１００ｍ女子 余目

198 五十嵐　絆　(6) ｲｶﾗｼ ｷｽﾞﾅ 女子 １００ｍ女子６年 余目

198 五十嵐　絆　(6) ｲｶﾗｼ ｷｽﾞﾅ 女子 混合４×１００ｍ 余目

199 岡部　樹愛　(5) ｵｶﾍﾞ ｼﾞｭﾅ 女子 ８００ｍ女子 余目

199 岡部　樹愛　(5) ｵｶﾍﾞ ｼﾞｭﾅ 女子 ４×１００ｍ女子 余目

200 塚形　笑里　(6) ﾂｶｶﾞﾀ ｴﾐﾘ 女子 ８００ｍ女子 余目

200 塚形　笑里　(6) ﾂｶｶﾞﾀ ｴﾐﾘ 女子 混合４×１００ｍ 余目

201 吉泉　希美　(6) ﾖｼｲｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 女子 ８０ｍＨ女子 余目

202 伊藤　莉登　(6) ｲﾄｳ ﾘﾄ 女子 ８０ｍＨ女子 余目

202 伊藤　莉登　(6) ｲﾄｳ ﾘﾄ 女子 ４×１００ｍ女子 余目

203 菅井　心緒　(5) ｽｶﾞｲ ﾐｵ 女子 走幅跳女子 余目

204 忠鉢　実結　(5) ﾁｭｳﾊﾞﾁ ﾐﾕ 女子 走幅跳女子 余目

205 瀬川　玲奈　(5) ｾｶﾞﾜ ﾚﾅ 女子 走幅跳女子 余目

206 田澤　一那　(5) ﾀｻﾞﾜ ｲﾁﾅ 女子 走幅跳女子 余目

207 天野　七海　(3) ｱﾏﾉ ﾅﾅﾐ 女子 100m中学生女子 余目

504 多次見　生吹(5) ﾀｼﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 男子 １００ｍ男子５年 余目

504 多次見　生吹(5) ﾀｼﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 男子 ４×１００ｍ男子 余目

505 梅澤　　隼　(5) ｳﾒｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 １００ｍ男子５年 余目

506 梅木　颯太　(5) ｳﾒｷ ｿｳﾀ 男子 １００ｍ男子５年 余目

507 寒河井　大地(5) ｻｶﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 男子 １００ｍ男子５年 余目

507 寒河井　大地(5) ｻｶﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 男子 ４×１００ｍ男子 余目

508 髙梨　啓太　(5) ﾀｶﾅｼ ｹｲﾀ 男子 １００ｍ男子５年 余目

509 久保田　龍　(5) ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳ 男子 １００ｍ男子５年 余目

509 久保田　龍　(5) ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳ 男子 混合４×１００ｍ 余目

510 菅原　聡太　(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 男子 １００ｍ男子６年 余目

510 菅原　聡太　(6) ｽｶﾞﾜﾗ ｿｳﾀ 男子 混合４×１００ｍ 余目

511 池田　翔哉　(5) ｲﾒﾀﾞ ｼｮｳﾔ 男子 １０００ｍ男子 余目

512 國井　一那　(5) ｸﾆｲ ｶｽﾞﾄ 男子 １０００ｍ男子 余目

513 佐藤　利音　(5) ｻﾄｳ ﾘｵﾝ 男子 １０００ｍ男子 余目

513 佐藤　利音　(5) ｻﾄｳ ﾘｵﾝ 男子 ４×１００ｍ男子 余目

514 佐々木　駿汰(5) ｻｻｷ ｼｭﾝﾀ 男子 ８０ｍＨ男子 余目

515 富樫　聖太　(5) ﾄｶﾞｼ ｼｮｳﾀ 男子 ８０ｍＨ男子 余目

516 足達　一景　(6) ｱﾀﾞﾁ ｲｯｹｲ 男子 ８０ｍＨ男子 余目

516 足達　一景　(6) ｱﾀﾞﾁ ｲｯｹｲ 男子 ４×１００ｍ男子 余目

517 髙橋　　樹　(6) ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ 男子 ８０ｍＨ男子 余目

518 斎藤　　要　(6) ｻｲﾄｳ ｶﾅﾒ 男子 走幅跳男子 余目

519 佐藤　一吹　(6) ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 男子 走幅跳男子 余目

520 志田　湊也　(6) ｼﾀﾞ ｿｳﾔ 男子 走幅跳男子 余目

521 髙橋　　勇　(5) ﾀｶﾊｼ ｲｻﾑ 男子 ジャベリックボール投男子 余目

522 佐藤　優真　(1) ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 男子 100m中学生男子 余目



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

208 菅原　りさ  (6)  ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ 女子 １００ｍ女子６年 SRKジュニア

208 菅原　りさ  (6)  ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ 女子 ４×１００ｍ女子 SRKジュニア

208 菅原　りさ  (6)  ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｻ 女子 混合４×１００ｍ SRKジュニア

209 佐々木　愛花(6) ｻｻｷ ﾏﾅｶ 女子 走幅跳女子 SRKジュニア

209 佐々木　愛花(6) ｻｻｷ ﾏﾅｶ 女子 ４×１００ｍ女子 SRKジュニア

209 佐々木　愛花(6) ｻｻｷ ﾏﾅｶ 女子 混合４×１００ｍ SRKジュニア

210 小田　桃子  (6) ｵﾀﾞ ﾓﾓｺ 女子 １００ｍ女子６年 SRKジュニア

210 小田　桃子  (6) ｵﾀﾞ ﾓﾓｺ 女子 ４×１００ｍ女子 SRKジュニア

211 池田　芽生　(6) ｲｹﾀﾞ ﾒｲ 女子 走高跳女子 SRKジュニア

211 池田　芽生　(6) ｲｹﾀﾞ ﾒｲ 女子 ４×１００ｍ女子 SRKジュニア

212 佐藤　友里　(6) ｻﾄｳ ﾕﾘ 女子 １００ｍ女子６年 SRKジュニア

212 佐藤　友里　(6) ｻﾄｳ ﾕﾘ 女子 ４×１００ｍ女子 SRKジュニア

213 塩見　優菜　(6) ｼｵﾐ ﾕﾅ 女子 １００ｍ女子６年 SRKジュニア

214 齋藤　未来　(6) ｻｲﾄｳ ﾐｸ 女子 ８００ｍ女子 SRKジュニア

215 村上　さくら(6) ﾑﾗｶﾐ ｻｸﾗ 女子 走高跳女子 SRKジュニア

216  渋谷　杏俐 (5) ｼﾌﾞﾔ ｱﾝﾘ 女子 １００ｍ女子５年 SRKジュニア

216  渋谷　杏俐 (5) ｼﾌﾞﾔ ｱﾝﾘ 女子 ４×１００ｍ女子 SRKジュニア

216  渋谷　杏俐 (5) ｼﾌﾞﾔ ｱﾝﾘ 女子 混合４×１００ｍ SRKジュニア

217 富樫　　叶　(5) ﾄｶﾞｼ ｶﾉ 女子 １００ｍ女子５年 SRKジュニア

217 富樫　　叶　(5) ﾄｶﾞｼ ｶﾉ 女子 ４×１００ｍ女子 SRKジュニア

217 富樫　　叶　(5) ﾄｶﾞｼ ｶﾉ 女子 混合４×１００ｍ SRKジュニア

218 守屋　里緒　(5) ﾓﾘﾔ ﾘｵ 女子 １００ｍ女子５年 SRKジュニア

218 守屋　里緒　(5) ﾓﾘﾔ ﾘｵ 女子 ４×１００ｍ女子 SRKジュニア

219 永澤　実音　(5) ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｵ 女子 １００ｍ女子５年 SRKジュニア

219 永澤　実音　(5) ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｵ 女子 ４×１００ｍ女子 SRKジュニア

220 松田　　笑　(5) ﾏﾂﾀﾞ ﾆｺ 女子 １００ｍ女子５年 SRKジュニア

221 髙橋　美玲　(5) ﾀｶﾊｼ ﾐﾚｲ 女子 １００ｍ女子５年 SRKジュニア

222 齋藤  あか里(5) ｻｲﾄｳ ｱｶﾘ 女子 走高跳女子 SRKジュニア

223 伊勢　　風  (4) ｲｾ ﾌｳ 女子 ６０ｍ女子４年 SRKジュニア

224 成澤　萌乃　(4) ﾅﾘｻﾜ ﾎﾉ 女子 ６０ｍ女子４年 SRKジュニア

225 長谷川　葵　(4) ﾊｾｶﾞﾜ ｱｵｲ 女子 ６０ｍ女子４年 SRKジュニア



523 石堂　榛馬  (6) ｲｼﾄﾞｳ ﾊﾙﾏ 男子 １００ｍ男子６年 SRKジュニア

523 石堂　榛馬  (6) ｲｼﾄﾞｳ ﾊﾙﾏ 男子 ４×１００ｍ男子 SRKジュニア

523 石堂　榛馬  (6) ｲｼﾄﾞｳ ﾊﾙﾏ 男子 混合４×１００ｍ SRKジュニア

524 櫻井　　翔  (6) ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 男子 １００ｍ男子６年 SRKジュニア

524 櫻井　　翔  (6) ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 男子 ４×１００ｍ男子 SRKジュニア

524 櫻井　　翔  (6) ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 男子 混合４×１００ｍ SRKジュニア

525 庄司　陽音　(6) ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙﾄ 男子 １００ｍ男子６年 SRKジュニア

525 庄司　陽音　(6) ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 SRKジュニア

526 山木　大貴　(6) ﾔﾏｷ ﾀﾞｲｷ 男子 １０００ｍ男子 SRKジュニア

526 山木　大貴　(6) ﾔﾏｷ ﾀﾞｲｷ 男子 ４×１００ｍ男子 SRKジュニア

527 住石　悠真　(6) ｽﾐｲｼ ﾊﾙﾏ 男子 １０００ｍ男子 SRKジュニア

528 五十嵐　優月(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾂﾞｷ 男子 走高跳男子 SRKジュニア

528 五十嵐　優月(6) ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾂﾞｷ 男子 ４×１００ｍ男子 SRKジュニア

529 佐藤　陽斗　(5) ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 １００ｍ男子５年 SRKジュニア

529 佐藤　陽斗　(5) ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 ４×１００ｍ男子 SRKジュニア

529 佐藤　陽斗　(5) ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 男子 混合４×１００ｍ SRKジュニア

530 佐藤　壮真　(5) ｻﾄｳ ｿｳﾏ 男子 １００ｍ男子５年 SRKジュニア

530 佐藤　壮真　(5) ｻﾄｳ ｿｳﾏ 男子 ４×１００ｍ男子 SRKジュニア

530 佐藤　壮真　(5) ｻﾄｳ ｿｳﾏ 男子 混合４×１００ｍ SRKジュニア

531 髙橋　大河  (5) ﾀｶﾊｼ ﾀｲｶﾞ 男子 １００ｍ男子５年 SRKジュニア

531 髙橋　大河  (5) ﾀｶﾊｼ ﾀｲｶﾞ 男子 ４×１００ｍ男子 SRKジュニア

532 早藤　天音  (5) ﾊﾔﾌｼﾞ ﾀｶﾄ 男子 走高跳男子 SRKジュニア

533 鈴木　颯太  (5) ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 男子 １０００ｍ男子 SRKジュニア

534 佐藤　有琉  (4) ｻﾄｳ ｱｲﾙ 男子 ６０ｍ男子４年 SRKジュニア

535 東海林　煌稀(4) ﾄｳｶｲﾘﾝ ｺｳｷ 男子 ６０ｍ男子４年 SRKジュニア



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

226 佐久間　美和(3) ｻｸﾏ ﾐﾜ 女子 ６０ｍ女子３年 SRKキッズ

227 佐藤　れあ  (3) ｻﾄｳ ﾚｱ 女子 ６０ｍ女子３年 SRKキッズ

228 髙橋　あみ  (3) ﾀｶﾊｼ ｱﾐ 女子 ６０ｍ女子３年 SRKキッズ

536 佐藤　柚絢  (3) ｻﾄｳ ﾕｳｹﾝ 男子 ６０ｍ男子３年 SRKキッズ

537 藤田　太陽  (3) ﾌｼﾞﾀ ﾀｲﾖｳ 男子 ６０ｍ男子３年 SRKキッズ



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

229 後藤　にこ　(4) ｺﾞﾄｳ ﾆｺ 女子 ６０ｍ女子４年 平田

538 富樫　　亮　(6) ﾄｶﾞｼ ﾘｮｳ 男子 １００ｍ男子６年 平田

539 今野　壱颯　(6) ｺﾝﾉ ｲｯｻ 男子 １００ｍ男子６年 平田

540 山木　結斗　(3) ﾔﾏｷ ﾕｲﾄ 男子 ６０ｍ男子３年 平田

541 荒木　一桜　(6) ｱﾗｷ ｲｯｻ 男子 １０００ｍ男子 平田

542 齋藤　　陽　(4) ｻｲﾄｳ ﾖｳ 男子 ６０ｍ男子４年 平田

543 後藤　羽瑠　(6) ｺﾞﾄｳ ﾊﾙ 男子 ジャベリックボール投男子 平田



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

230 松浦　優羽  (6) ﾏﾂｳﾗ  ﾕｳ 女子 ８００ｍ女子 東郷・高崎アスリート

231 奥山  心夢  (5) ｵｸﾔﾏ ｺｺﾑ 女子 ８００ｍ女子 東郷・高崎アスリート

544 髙橋　歩夢  (6) ﾀｶﾊｼ  ｱﾕﾑ 男子 １０００ｍ男子 東郷・高崎アスリート

545 新関　琉成  (6) ﾆｲｾﾞｷ  ﾘｭｳｾｲ 男子 １０００ｍ男子 東郷・高崎アスリート

546 松浦　侑希  (3) ﾏﾂｳﾗ  ﾕｳｷ 男子 ６０ｍ男子３年 東郷・高崎アスリート

547 松浦　圭祐  (6) ﾏﾂｳﾗ  ｹｲｽｹ 男子 １０００ｍ男子 東郷・高崎アスリート

548 太田  舜維  (5) ｵｵﾀ  ｼﾞｭｲ 男子 １０００ｍ男子 東郷・高崎アスリート



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

232 高橋　夏菜　(5) ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 女子 １００ｍ女子５年 玉野スキー

233 岩崎　咲笑　(5) ｲﾜｻｷ ｻｴ 女子 １００ｍ女子５年 玉野スキー

234 遠藤　文心　(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐ 女子 ６０ｍ女子３年 玉野スキー

549 笹原　　翼　(5) ｻｻﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 男子 １００ｍ男子５年 玉野スキー

550 鈴木　雅弥　(3) ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ 男子 ６０ｍ男子３年 玉野スキー

551 髙橋　　想　(3) ﾀｶﾊｼ ｿｳ 男子 ６０ｍ男子３年 玉野スキー

552 岩崎　啓太　(3) ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 男子 ６０ｍ男子３年 玉野スキー



№ 名　　前 フリガナ 性別 出場種目 チーム名

235 阿部　　葵　(6) ｱﾍﾞ ｱｵｲ 女子 走高跳女子 舟形アスリートクラブ

235 阿部　　葵　(6) ｱﾍﾞ ｱｵｲ 女子 混合４×１００ｍ 舟形アスリートクラブ

236 八鍬　ちか　(6) ﾔｸﾜ ﾁｶ 女子 １００ｍ女子６年 舟形アスリートクラブ

236 八鍬　ちか　(6) ﾔｸﾜ ﾁｶ 女子 混合４×１００ｍ 舟形アスリートクラブ

237 後藤　朱羽　(6) ｺﾞﾄｳ ｽﾜ 女子 ジャベリックボール投女子 舟形アスリートクラブ

238 大場　すみれ(5) ｵｵﾊﾞ ｽﾐﾚ 女子 １００ｍ女子５年 舟形アスリートクラブ

238 大場　すみれ(5) ｵｵﾊﾞ ｽﾐﾚ 女子 混合４×１００ｍ 舟形アスリートクラブ

239 伊藤　虹花　(5) ｲﾄｳ ﾆｶ 女子 １００ｍ女子５年 舟形アスリートクラブ

239 伊藤　虹花　(5) ｲﾄｳ ﾆｶ 女子 混合４×１００ｍ 舟形アスリートクラブ

240 五十嵐結奈　(4) ｲｶﾞﾗｼ ﾕｲﾅ 女子 ６０ｍ女子４年 舟形アスリートクラブ

241 八鍬　彩乃　(4) ﾔｸﾜ ｱﾔﾉ 女子 ６０ｍ女子４年 舟形アスリートクラブ

242 沼澤　小夏　(3) ﾇﾏｻﾞﾜ ｺﾅﾂ 女子 ６０ｍ女子３年 舟形アスリートクラブ

243 後藤　杏和　(3) ｺﾞﾄｳ ｱｵ 女子 ６０ｍ女子３年 舟形アスリートクラブ

553 柴田　侍我　(6) ｼﾊﾞﾀ ﾗｲｶﾞ 男子 ８０ｍＨ男子 舟形アスリートクラブ

553 柴田　侍我　(6) ｼﾊﾞﾀ ﾗｲｶﾞ 男子 混合４×１００ｍ 舟形アスリートクラブ

554 沼澤　直太　(6) ﾇﾏｻﾞﾜ ﾅｵﾀ 男子 走高跳男子 舟形アスリートクラブ

554 沼澤　直太　(6) ﾇﾏｻﾞﾜ ﾅｵﾀ 男子 混合４×１００ｍ 舟形アスリートクラブ

555 野尻　煌月　(5) ﾉｼﾞﾘ ｵｳｶﾞ 男子 走高跳男子 舟形アスリートクラブ

555 野尻　煌月　(5) ﾉｼﾞﾘ ｵｳｶﾞ 男子 混合４×１００ｍ 舟形アスリートクラブ

556 石山　翔環　(5) ｲｼﾔﾏ ﾄﾜ 男子 １０００ｍ男子 舟形アスリートクラブ

556 石山　翔環　(5) ｲｼﾔﾏ ﾄﾜ 男子 混合４×１００ｍ 舟形アスリートクラブ

557 柴田　煌虎　(3) ｼﾊﾞﾀ ｷﾄﾞﾗ 男子 ６０ｍ男子３年 舟形アスリートクラブ


