
いわき市小学校陸上競技大会事務局

①

（リレーは上位８チームまでの計１６チーム）

　同記録がある場合（各ブロック大会で、１位→２位→２位などとなったら、１位→２位→２位を残

し、それ以下の１０位（リレーは８位）までの人数を減らす。

② 　補欠選手、補欠チームの選考及び棄権での繰り上げ出場はしないこととする。

＜補足＞

※

び本大会の競技役員マニュアルにおいても規定されています。）

優先１

優先２

優先３

までの無効試技数が少ない選手が上位。

る走高跳の選手を選考するにあたっても、同様の方法で選手を選考しています。

　ここまでが同じだったとすれば同率であり、同順位になります。従いまして、秋季選手権に出場す

　出場者は、いわき市小学校陸上競技大会100mB、80mH、1000m、800m、4×100mリレー、走高

跳、走幅跳、ソフトボール投において、各ブロック大会ごとの１位・２位と、３位以下の記録を４大会

総合しその中の成績の上位１０位までの計１８名とする。

　走高跳については、順位の決定において、次のような方法で順位を決定しています。（市要項及

　記録が良い（高い）選手が上位。

　記録が同じ選手がいる場合、その記録（高さ）を少ない試技数で跳んだ選手が上位。

　記録が同じでその記録（高さ）を同じ試技数で跳んだ選手がいる場合、その高さの前

は、次のように記載されています。

平成２６年度　秋季選手権出場者の選考基準について

　秋季選手権出場者につきましては、市要項P37に示されている通り選考いたしました。市要項P37に



1 本大会は、日本陸上競技連盟の競技規則により競技会を運営する。

2

3

1 トラック種目は、全レース　タイムレース決勝とする。

2 トラック種目出場者及びリレーのアンカーは、全員腰ゼッケンを使用する。

3 スタートにおいては、「位置について」「用意（800/1000mを除く）」の言葉を用いる。

4 ＜８００ｍ・１０００ｍ＞

5 ＜８０ｍＨ＞　

6

7 次の場合は失格とする。
ａ　同じ競技者が２回フライングした場合

ｂ　１００ｍ、８０ｍＨ、４×１００ｍＲにおいてレーン侵害をした場合

れた場合

1 各種目共、一人につき（走高跳については同じ高さで）試技は３回とする。　
練習は競技開始前１回とする。

2 ＜走幅跳＞
○　３回ともファウルの場合は、「記録なし」とする。

★　招 集 完 了  　　トラック競技＝１５分前　　　　フィールド競技＝４０分前

ソフトボール投を除いて、陸上競技用スパイクシューズを使用してよい。

小学生　競技注意事項（案）

★　受　　　　　付　　陸上競技場正面玄関　７：３０～８：３０　オーダー用紙受取り　　棄権届提出
 　　　　　　　　　　　　それ以降は、陸上競技場記録室（アナウンスボックス後方）で受付する。
★　選手招集所　　　トラック競技：各競技とも室内走路北側

腰ゼッケンは、陸上競技場のものを使用する。

○　オープンコースでの競技とする。

○　ハードルの高さ70ｃｍ、インターバル7ｍ、台数9台、スタートから第1ハードルまで13ｍとする。
○　故意に、または手で倒した場合は失格とする。

野球用、サッカー用等は使用を禁止する。

本大会は、雨天決行である。保護者にも事前に伝え、選手の健康状態に不安がある場合の出場
については、あらかじめ相談しておくこと。

トラック競技

＜４×１００ｍＲ＞
○　出場するチームは、招集開始時刻の１時間前までにオーダー用紙を提出すること。
○　提出場所は、８時３０分までは正面玄関前受付、８時３０分以降は記録室（アナウンスボックス後方）とする。

○　ブルーライン（補助ゾーン）を使用してよい。
○　マーカーはテーピングテープ、フロアラインテープ等を使用する。
　マグネットシートやプラスティック製シート、人工芝等、外力によって他のレーンを侵害する
　可能性があるものは使用しない。

（フライングした競技者は直ちに失格とする。また、“２度目のスタートでフライングした競技者が失
格になる”というルールは適用しない。）

フィールド競技

ｃ　４×１００ｍＲにおいてオーバーゾーンをした場合、または、補助ゾーン内でバトンパスが行わ



3 ＜走高跳＞
○　跳び方は正面跳（はさみ跳）のみとし、背面跳・ベリーロール・ロールオーバーは禁止とする。
　　マットへは、足から着地が原則。背・腰から落下した場合は、無効試技とする。
○　競技開始の高さは、男女とも１００ｃｍからとする。
○　１回目を３回ファウルした場合は、「記録なし」とする。
○　選手の意志により、パスは自由とする。
○　女子（１３５ｃｍ）・男子（１４５ｃｍ）をクリアした後のバーの上げ方は、選手の意志による。

4 ＜ソフトボール投＞
○　使用するソフトボールは、「教育用１号球」とする。
○　サークル及びファウルラインは、「円盤投サークル」とする。
○　３回ともファウルの場合は、「記録なし」とする。

1

2
（１）　レーン内を歩いて移動したり、長い時間立ち止まったりしないこと。

（２）　周囲の安全を確認して速やかにレーンに入り、自分が走ったレーン内で走り終えること。

（６）　指導者もレーン内で立ち止まっての指導はしないこと。（トラックの外でアドバイスすること。）

　男女共、各種目ごとに６位までを入賞とし、賞状を授与する。結果が出しだい、本部前で表彰
を行う。入賞者は、競技スタイルで表彰待機場所（アナウンスボックス後方）へ集合すること。

1
水分の補給も計画的に行い、各自健康管理に努めること。（スタンドでの飲食可）

2

3

4

5 けがについて、主催者は応急処置はするが、各自の責任において大会に参加すること。

6

ウォーミングアップ

ウォーミングアップは、補助競技場または屋内練習場を使用する。
★いずれの場合も、競技役員の指示に従うこと。

（３）　走り終わったら、周囲の安全を確認して速やかにレーンから出ること。
（４）　レーンを逆走しないこと。
（５）　フィールドからトラックを横断するときも同様に、自他の安全に努めること。

（７）　主催者が準備した用器具のみ使用すること。個人や各チームの用器具をウォーミングアップ場へ

ウォーミングアップをする場合には、以下を守ること。

　　　○　ジョッグ、基本ドリル、バトンのスタンディングパス等は、フィールドまたはトラックの外で
　　　　行うこと。

　　　持ちこまないこと。

表　　　彰

緊急時に備えて、路上駐車は絶対にしないこと。

スタンド、駐車場ともに、各自貴重品の管理に努めること。

そ　の　他

天候に併せて、雨具や体温を調節できる服装・副食物を準備して大会に臨むこと。

競技場内にペットを連れての応援・観戦はご遠慮ください。

写真撮影のきまりを守ること。
（１）　競技場へ降りての写真撮影はできません。
（２）　撮影禁止エリア（種目ごとの制限もあります）では、撮影できません。
（３）　競技役員がデータを確認させていただくこともありますので、予めご了承ください。



学校名 氏　　名／ふりがな 記録 学校名 氏　　名／ふりがな 記録

菊田 鈴木　麻友／すずき　まゆ １４秒５６　 中央南 鈴木　遊大／すずき　ゆうだい １３秒１２　

中央東 柳田　華鈴／やなぎた　かりん １４秒７７　 四倉 緒方　航太郎／おがた　こうたろう １３秒９０　

菊田 新妻　夢香／にいつま　ゆめか １４秒８０　 藤原 髙橋　空来／たかはし　そら １３秒９９　

郷ヶ丘 根本　茜音／ねもと　あかね １４秒８１　 平五 伊藤光汰朗／いとう　こうたろう １４秒０５　

平五 高橋　萌香／たかはし　もえか １４秒８３　 郷ヶ丘 井上　　岳／いのうえ　がく １４秒１０　

渡辺 若松　春寿／わかまつ　すず １４秒８３　 泉北 野木　太誠／のぎ　たいせい １４秒１７　

御厩 武藤　彩奈／むとう　あやな １４秒８６　 中央北 佐原　光哉／さはら　こうや １４秒１９　

植田 大渕　杏夏／おおぶち　きょうか １４秒９０　 久一 山野邉　嵐／やまのべ　あらし １４秒２７　

郷ヶ丘 丸山　陽向／まるやま　ひなた １４秒９１　 菊田 鈴木　希望／すずき　のぞむ １４秒３０　

長倉 古川　佳奈／ふるかわ　かな １４秒９４　 植田 小野　優介／おの　ゆうすけ １４秒３３　

小名東 松本　陽由／まつもと　ひより １４秒９６　 泉 草野　心也／くさの　しんや １４秒４１　

好間四 大榊　鈴音／おおさかき　すずね １５秒０１　 永崎 河野　直季／こうの　なおき １４秒４１　

小玉 若松　杏奈／わかまつ　あんな １５秒０１　 長倉 新妻　優希／にいつま　ゆうき １４秒４１　

草野 北原　彩貴／きたはら　さき １５秒０６　 大浦 鈴木　啓太／すずき　けいた １４秒４１　

湯本二 曲山　杏梨／まがりやま　あんり １５秒０７　 長倉 松本　大門／まつもと　ひろと １４秒４８　

平三 木村野々花／きむら　ののか １５秒０８　 好間一 大友　春貴／おおとも　はるき １４秒４９　

平三 作山真梨萌／さくやま　まりも １５秒１１　 渡辺 若松　宥作／わかまつ　ゆうさく １４秒４９　

泉北 天川結衣花／あまかわ　ゆいか １５秒１２　 内町 鈴木　達也／すずき　たつや １４秒５０　

植田 三部　由美／さんべ　ゆみ １５秒１２　

※

※ 太線 ※ 太線

＜女子１００ｍ＞ ＜男子１００ｍ＞

　第２ブロックの総合２位が同記録のため、太線内を計９名選出。

内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。 内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。



学校名 氏　　名／ふりがな 記録 学校名 氏　　名／ふりがな 記録

平三 塩　　采美／しお　ことみ １４秒４５　 植田 山際　一颯／やまぎわ　いっさ １３秒５８　

泉北 丹野　　綾／たんの　あや １４秒５０　 豊間 菅野　　望／かんの　のぞみ １３秒６９　

永井 柴宮　　舞／しばみや　まい １４秒７３　 御厩 片寄　麗衣／かたよせ　れい １３秒７５　

高坂 新妻　花胡／にいつま　かこ １４秒７８　 平四 佐藤  伯洋／さとう　のりひろ １３秒７８　

平三 菅野　絵理／かんの　えり １５秒１２　 内町 小松　　裕／こまつ　ひろむ １４秒０２　

植田 加藤　杏南／かとう　あんな １５秒１２　 赤井 馬上　大輔／もうえ　だいすけ １４秒１９　

長倉 大谷　琴音／おおたに　ことね １５秒１６　 高坂 根本　大輝／ねもと　たいき １４秒２０　

小川 中野　鈴花／なかの　すずか １５秒１７　 菊田 永山　智広／ながやま　ともひろ １４秒２１　

平五 市川　茉優／いちかわ　まひろ １５秒２５　 平三 進藤　篤志／しんどう　あつし １４秒４１　

渡辺 稲庭　由季／いなにわ　ゆき １５秒３６　 小名東 森田　大斗／もりた　だいと １４秒５１　

平三 矢吹　玲奈／やぶき　れな １５秒４６　 平五 安達　楓真／あだち　ふうま １４秒５２　

小名東 木村梨々香／きむら　りりか １５秒４７　 小川 荒木　憲也／あらき　かずや １４秒５６　

湯本一 高田すなお／たかだ　すなお １５秒６３　 郷ヶ丘 小野　翔大／おの　しょうた １４秒６８　

湯本一 鈴木　芙優／すずき　ふゆ １５秒７０　 錦 矢田　一稀／やだ　かずき １４秒６９　

中央東 岡﨑　美友／おかざき　みゆ １５秒７３　 中央北 髙木　想吾／たかき　そあ １４秒７６　

泉北 石川　桜子／いしかわ　さくらこ １５秒７３　 湯本一 島村　泰登／しまむら　たいと １４秒８１　

御厩 鈴木七奈実／すずき　ななみ １５秒８９　 勿来三 國分　　翼／こくぶん　つばさ １４秒８１　

勿来一 鎌田ひかり／かまた　ひかり １６秒０８　 好間一 重石　夏希／しげいし　なつき １４秒９６　

※ 太線 ※ 太線

＜８０ｍＨ女子＞ ＜８０ｍＨ男子＞

内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。 内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。



学校名 氏　　名／ふりがな 記録 学校名 氏　　名／ふりがな 記録

錦 谷口　亜実／たにぐち　つぐみ ２分３０秒８１ 湯本三 林　　晃耀／はやし　こうよう ３分０５秒６７

泉北 鈴木　澄空／すずき　そら ２分３７秒６１ 泉 厚見　空音／あつみ　そらと ３分１１秒８１

四倉 杉山伊万里／すぎやま　いまり ２分３９秒２５ 小名西 和田　　蓮／わだ　れん ３分１２秒００

汐見 小松　　和／こまつ　なごみ ２分４０秒０２ 平三 前田　雄正／まえだ　ゆうせい ３分１３秒７５

小名西 武山　　雅／たけやま　みやび ２分４０秒５２ 植田 石井　拓翔／いしい　ひろと ３分１５秒１４

小名一 渡邊　千夏／わたなべ　ちなつ ２分４０秒８５ 汐見 柄澤　太一／からさわ　たいち ３分１５秒７１

中央南 木村　柚月／きむら　ゆずき ２分４１秒６０ 小名一 吉田　唯人／よしだ　ゆいと ３分１６秒８９

赤井 及川さくら／おいかわ　さくら ２分４１秒９０ 内町 須藤　栄二／すどう　えいじ ３分１６秒９４

平三 長谷川莉子／はせがわ　りこ ２分４２秒０１ 泉 下山田陽登／しもやまだ　はると ３分１７秒２０

植田 龍田美菜野／たつた　みなの ２分４２秒１５ 平五 秋谷　直慶／あきや　なおちか ３分１８秒３７

永井 藁谷　菜月／わらがい　なつき ２分４２秒４７ 平一 若松　　拓／わかまつ　ひろと ３分１９秒０９

勿来一 櫛田　沙弓／くしだ　さゆみ ２分４２秒５８ 高久 坂本　尚輝／さかもと　なおき ３分１９秒４８

小名二 吉田　安李／よしだ　あんり ２分４３秒００ 泉北 佐藤　孝弥／さとう　たかや ３分１９秒９０

長倉 渡邊　美海／わたなべ　みう ２分４３秒１０ 湯本一 長谷川健太／はせがわ　けんた ３分２０秒２５

泉 佐藤　佳歩／さとう　かほ ２分４３秒８６ 高坂 遠藤　拓馬／えんどう　たくま ３分２０秒７９

錦東 鈴木　悠夏／すずき　はるか ２分４４秒０９ 小名西 市井　慧帆／いちい　けいほ　 ３分２０秒９９

内町 鈴木　悠奈／すずき　ゆな ２分４４秒１９ 赤井 鷺　　一晴／さぎ　いっせい ３分２１秒７２

平五 横須賀萌香／よこすか　もえか ２分４４秒２６ 赤井 五十嵐　亮／いがらし　りょう ３分２１秒９５

※ 太線 太線

＜８００ｍ＞ ＜１０００ｍ＞

内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。 内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。※



学校名 氏　　名／ふりがな 記録 学校名 氏　　名／ふりがな 記録

平五 草野古都里／くさの　ことり ３m８６cm 中央北 熊谷　佳璃／くまがい　かいり ４m１８cm

勿来一 西牧　菜桜／にしまき　なお ３m７８cm 平四 草野  圭冴／くさの　けいご ４m０３cm

永井 阿部　風花／あべ　ふうか ３m７６cm 高坂 高萩　翔大／たかはぎ　しょうだい ３m９６cm

高坂 富樫菜々子／とがし　ななこ ３m７６cm 植田 積田　雅也／つみた　まさや ３m８５cm

赤井 遠藤舞里菜／えんどう　まりな ３m７４cm 平五 田中　冬馬／たなか　とうま ３m８３cm

宮 志賀　　葵／しが　あおい ３m７４cm 平五 佐藤　駿人／さとう　はやと ３m８１cm

勿来一 荒川さくら／あらかわ　さくら ３m５７cm 平二 川島 悠太／かわしま ゆうた ３m８０cm

永崎 鈴木　瑞歩／すずき　みつほ ３m５５cm 永戸 合津京太朗／ごうつ きょうたろう ３m８０cm

泉北 増子　千夏／ましこ　ちなつ ３m５３cm 小名西 鈴木　大心／すずき　だいしん ３m８０cm

小名東 佐藤　一希／さとう　かずき ３m５２cm 中央東 黒木　海志／くろき　かいし ３m７８cm

平三 鈴木　　杏／すずき　もも ３m４８cm 高坂 阿部　峻伍／あべ　しゅんご ３m７８cm

小名東 江尻久美子／えじり　くみこ ３m４８cm 綴 小松　龍太／こまつ　りゅうた ３m７８cm

平四 小野有希奈／おの　ゆきな ３m４７cm 小名一 遠藤　利玖／えんどう　りく ３m７８cm

平三 廣瀬　凛乃／ひろせ　りの ３m４６cm 高久 井澤　聡太／いざわ　そうた ３m７５cm

勿来二 根本結梨子／ねもと　ゆりこ ３m４４cm 郷ヶ丘 古川　優悟／ふるかわ　ゆうご ３m７４cm

小名二 五十嵐　光／いがらし　ひかり ３m４３cm 湯本一 岩城　秀優／いわき　ひでまさ ３m７４cm

高坂 小林　美優／こばやし　みゆ ３m４２cm 平六 浜津　愛叶／はまつ　まなと ３m７３cm

永崎 大橋　　麗／おおはし　うらら ３m４２cm 勿来一 佐藤　快生／さとう　かい ３m６９cm

※ 太線 ※ 太線

＜女子走幅跳＞ ＜男子走幅跳＞

内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。 内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。



学校名 氏　　名／ふりがな 記録 学校名 氏　　名／ふりがな 記録

好間一 木田　遥香／きだ　はるか １m２５cm 好間一 遠藤　尚斗／えんどう　なおと １m３５cm

錦 長澤　茉尋／ながさわ　まひろ １m２５cm 平三小 大河原主雲／おおかわら　しゅう １m３０cm

勿来一 根本　優花／ねもと　ゆうか １m２５cm 湯本一 斎藤　颯太／さいとう　そうた １m３０cm

植田 秋山　理湖／あきやま　りこ １m２０cm 高久小 松本　宙大／まつもと　ひろと １m３０cm

夏井小 箱﨑　　嬉／はこざき　うれい １m２０cm 小名東 高橋　温哉／たかはし　はるや １m３０cm

泉 遠藤　百恵／えんどう　ももえ １m２０cm 小名東 大平京汰朗／おおひら　きょうたろう １m３０cm

平二小 渡邉 瑠奈／わたなべ るな １m２０cm 大浦 吉田　　葵／よしだ　あおい １m２５cm

中央東 愛川　りこ／あいかわ　りこ １m２０cm 好間二 半澤　孝樹／はんざわ　よしき １m２５cm

郷ヶ丘 岩﨑　優花／いわさき　ゆうか １m２０cm 平五小 大竹　翔太／おおたけ　しょうた １m２５cm

平三小 佐藤しいな／さとう　しいな １m１５cm 泉 千葉　晃紀／ちば　こうき １m２５cm

平四小 澤田  美樹／さわだ　みき １m１５cm 草野小 古市　隼也／ふるいち　しゅんや １m２０cm

平五小 白土さやか／しらど　さやか １m１５cm 中央北 片寄　颯人／かたよせ　はやと １m２０cm

泉 山本　瑠捺／やまもと　るな １m１５cm 小名西 石井　翔馬／いしい　しょうま １m２０cm

高坂 林　　芽衣／はやし　めい １m１５cm 長倉 西田　匠吾／にしだ　しょうご １m２０cm

小名二 上野臺実乃里／うえのだい　みのり １m１５cm 泉 田中　脩吾／たなか　しゅうご １m２０cm

勿来二 藁谷　美羽／わらがい　みう １m１５cm 豊間小 石田　星流／いしだ　せな １m２０cm

平三小 大谷　　聖／おおたに　あきら １m１５cm 同率 平四小 吉村  春樹／よしむら　はるき １m２０cm 同率

大浦 作山　晴香／さくやま　はるか １m１５cm 同率 御厩 岡　　優貴／おか　ゆうき １m２０cm 同率

久一 佐藤　瑞希／さとう　みずき １m１５cm 同率 湯本一 菅野倖太郎／かんの　こうたろう １m２０cm 同率

渡辺 永山　夏帆／ながやま　かほ １m１５cm 同率 菊田 緑川　大翔／みどりかわ　ひろと １m２０cm 同率

湯本二 葉倉　夏帆／はくら　かほ １m１５cm 同率 勿来二 山名　海輝／やまな　かいき １m２０cm

※ ※

※ 太線 ※ 太線内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。 内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。

＜女子走高跳＞ ＜男子走高跳＞

　同率の17位が５名のため、計21名選出 　同率の17位が４名及びブロック上位者を含め、計21名選出



学校名 氏　　名／ふりがな 記録 学校名 氏　　名／ふりがな 記録

汐見 池田ゲイル／いけだ　げいる ４４m９５cm 郷ヶ丘 木戸　涼輔／きど　りょうすけ ５９m７２cm

四倉 鈴木麻菜香／すずき　まなか ４４m２０cm 草野 大内　弘也／おおうち　ひろや ５８m９６cm

勿来二 児玉　瑞季／こだま　みずき ４０m７９cm 汐見 松谷　慧汰／まつや　けいた ５８m６２cm

小名一 吉本　愛実／よしもと　あみ ４０m７２cm 平三 小松　大介／こまつ　だいすけ ５７m６２cm

藤原 北郷　紗良／きたごう　さら ４０m２２cm 平四 増子  拓眞／ましこ　たくま ５６m５６cm

湯本一 根本　優香／ねもと　ゆうか ３９m６６cm 菊田 服部　太祐／はっとり　だいすけ ５５m３７cm

好間一 佐藤　裕香／さとう　ひろか ３９m５６cm 平三 沖　　政宗／おき　まさむね ５４m６７cm

湯本二 鈴木　千夏／すずき　ちなつ ３９m１１cm 平三 藁谷　　翼／わらがや　つばさ ５４m５９cm

平三 櫻井　　麗／さくらい　うらら ３８m７７cm 四倉 松岡　駿／まつおか　しゅん ５３m９２cm

磐崎 佐藤　萌香／さとう　もか ３７m９６cm 小名東 四家虹太朗／しけ　こうたろう ５３m２４cm

好間二 中村　　桃／なかむら　もも ３７m０２cm 高野 古市　聖人／ふるいち　まさと ４９m６４cm

菊田 赤津　優奈／あかつ　ゆうな ３６m６５cm 高野 佐々木太陽／ささき　たいよう ４９m５８cm

湯本三 山口　雅姫／やまぐち　みやき ３６m１１cm 菊田 五十嵐竜平／いがらし　りゅうへい ４８m６５cm

湯本一 猪狩　聖南／いがり　せな ３５m９１cm 四倉 池田　航大／いけだ　こうだい ４８m５０cm

平六 木村　晴季／きむら　はるき ３５m８６cm 小名東 阿部　晴義／あべ　はるよし ４７m５４cm

中央北 宮本　舞季／みやもと　まき ３５m３４cm 小名二 末窪　秀健／すえくぼ　ひでたけ ４７m４８cm

植田 八代　ゆか／やしろ　ゆか ３４m２７cm 御厩 宗像　亮祐／むなかた　りょうすけ ４７m３２cm

上遠野 横山　千夏／よこやま　ちなつ ３３m８１cm 上遠野 羽入　優真／はにゅう　ゆうま ４６m７９cm

※ 太線 ※ 太線

＜女子ソフトボール投＞ ＜男子ソフトボール投＞ 

内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。 内は、各ブロック上位２位及びその同記録選手。



学校名 氏　　名 記録 学校名 氏　　名 記録

平三 菅野絵理　木村野々花　作山真梨萌　塩采美　大須賀郁美　　　 ５７秒５０　 中央北 伊藤和樹　片寄颯人　熊谷佳璃　佐原光哉　上平高太朗 ５５秒５５　

植田 加藤杏南　龍田美菜野　追着葵　大渕杏夏　 ５７秒６２　 植田 鈴木伸弥　山際一颯　岩間涼星　小野優介 ５５秒７２　

菊田 戸崎今日子　鈴木麻友　齊藤帆香　新妻夢香 ５８秒０２　 四倉 杉山巧　岡田周哉　松岡駿　緒方航太郎　石川舜 ５５秒９４　

高坂 伊藤結　坂本はな　富樫菜々子　新妻花胡　江尻茜 ５８秒１７　 好間一 清水裕貴　遠藤尚斗　会川春雅　大友春貴　重石夏希 ５６秒００　

郷ヶ丘 根本茜音　岩﨑優花　寺島菜帆　丸山陽向　伊藤優季奈　 ５８秒２０　 泉 涌井洸晶　下山田陽登　厚見空音　草野心也　千葉晃紀 ５６秒１７　

平五 高橋萌香　猪狩柚葉　草野古都里　横須賀萌香　市川茉優 ５８秒２８　 小名東 四家虹太朗　高橋温哉　森田大斗　小吹悠人  澤田裕世　 ５６秒２０　

勿来一 赤津ひなた　根本優花　櫛田沙弓　　西牧菜桜　 ５８秒７９　 平四 愛澤聖耶　富岡温人　草野圭冴　栗田勇雅　池田侑 ５６秒５１　

中央東 柳田華鈴　安齊初佳　岡﨑美友　愛川りこ　大橋歩未 ５８秒９６　 小名一 吉田晃浩　遠藤利玖　小松喜輝　吉田唯人　馬上真嘉 ５６秒６０　

御厩 三本松晏里　武藤彩奈　鈴木なつみ　小野茜　若林真央 ５９秒０４　 平一 鈴木崇敏　緑川珠輝　齋藤明男　齋藤翔　若松拓 ５６秒６７　

渡辺 小野葵  片岡瑞貴　稲庭由季　若松春寿　永山夏帆 ５９秒２７　 郷ヶ丘 渡邉大智　小野翔大　木戸涼輔　井上岳　古川優悟　 ５６秒７７　

泉北 小川莉沙  丹野綾　鈴木澄空　川澄もえ　天川結衣花 ５９秒３２　 小名西 瀬谷大樹　鈴木大心　藤田清吾　石井翔馬　松本岬 ５６秒７８　

長倉 蛭田芽唯　古川佳奈　田中優那　大谷琴音　大内彩花  ５９秒３６　 中央東 野村昂平　吉田蓮　北村樹　藁谷孔也　深谷悠人 ５６秒８３　

汐見 佐藤碧　小松和　合原麻由　鈴木瀬菜　　 ５９秒４１　 内町 金澤修斗　粟野翔馬　菊地尚太　小松裕　鈴木達也 ５６秒９３　

草野 永井綾佳　デワンとうこ　北原彩貴　猪狩光希　坂本捺 ５９秒５０　 菊田 緑川大翔　鈴木希望　下山田駿　永山智広 ５７秒１６　

錦東 上野幸音　横山琴初音　鈴木悠夏　新田有梨 ５９秒７４　 泉北 野木太誠　池田和史　島津玲央　矢吹一真　佐藤孝弥 ５７秒１９　

赤井 桐生菜央　鈴木日向　及川さくら　遠藤舞里菜　羽賀美咲 ５９秒７５　 平三 進藤篤志　安田耕平　五十嵐翔　大河原主雲　源　大介　　 ５７秒２５　

※ ※

※ 太線 ※ 太線

＜女子４×１００ｍＲ＞ ＜男子４×１００ｍＲ＞

内は、各ブロック上位２位及びその同記録チーム。 内は、各ブロック上位２位及びその同記録チーム。

　リレーメンバーは、市小学校陸上競技大会と同一メンバーでなくてもよいこととします。

ただし、リレー申込書を期限までに提出してください。

　リレーメンバーは、市小学校陸上競技大会と同一メンバーでなくてもよいこととします。

ただし、リレー申込書を期限までに提出してください。


