
男子4X100mR
審 判 長：安達　直幸

記録主任：河村　靖宏

7月17日 15:15 予　選

島根県中学記録(JPR)          43.51     土江・安井・嘉本・塚田(出雲・出雲第一)2008 7月17日 16:25 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 2 湖南 811 永澤　　琉衣(3) ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 45.05 1 9 浜山 2224 松崎　　来逢(2) ﾏﾂｻﾞｷ ｺｱ 45.30
813 山本　　紘大(3) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ Q 2249 曽田　　陽斗(3) ｿﾀ ﾊﾙﾄ Q
809 高木　　健太(3) ﾀｶｷ ｹﾝﾀ 2218 川上　　陸哉(2) ｶﾜｶﾐ ﾘｸﾔ
808 枝木　　　蓮(3) ｴﾀﾞｷﾞ ﾚﾝ 2220 石飛　　洸人(2) ｲｼﾄﾋﾞ ﾋﾛﾄ

2 3 斐川東 2619 福間　　釉絆(3) ﾌｸﾏ ﾕｳｷ 46.01 2 4 江津 4528 岡本　　輝生(3) ｵｶﾓﾄ ｷｵ 46.42
2615 錦織　　俊介(3) ﾆｼｺｵﾘ ｼｭﾝｽｹ Q 4522 大場　　涼雅(3) ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ Q
2630 小村　　勇人(2) ｵﾑﾗ ﾊﾔﾄ 4524 河野　　啓輔(3) ｺｳﾉ ｹｲｽｹ
2613 岸　　　亜室(3) ｷｼ ｱﾑﾛ 4529 大場　　聖也(2) ｵｵﾊﾞ ｾｲﾔ

3 6 仁多 3794 石原　　里海(3) ｲｼﾊﾗ ｻﾄﾐ 46.70 3 3 斐川西 2720 田中　　利都(3) ﾀﾅｶ ﾘﾄ 46.42
3791 内田　　琉生(3) ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 2717 井上　　徹也(3) ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾔ q
3711 赤名　　遼人(2) ｱｶﾅ ﾊﾙﾄ 2721 多々納凜太郎(3) ﾀﾀﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ
3793 松﨑　　珀人(3) ﾏﾂｻﾞｷ ﾊｸﾄ 2719 高橋　　康太(3) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ

4 8 安来第一 162 安部　　光惺(3) ｱﾍﾞ ｺｳｾｲ 47.09 4 7 出雲第二 1929 林　　　宗汰(3) ﾊﾔｼ ｿｳﾀ 46.43
156 安部　　佑貴(3) ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 1931 大森　　元輝(3) ｵｵﾓﾘ ｹﾞﾝｷ q
157 長野　　　耀(3) ﾅｶﾞﾉ ｱｷﾗ 1934 星野　　翔心(3) ﾎｼﾉ ｼｮｳｺﾞ
158 桑俣　　慶人(3) ｸﾜﾏﾀ ｹｲﾄ 1919 井上　　学士(3) ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾄ

5 4 松江第二 615 紙谷　　泰生(3) ｶﾐﾀﾆ ﾀｲｾｲ 47.27 5 6 向陽 2412 多久和　修斗(3) ﾀｸﾜ ｼｭｳﾄ 46.86
608 村上　　陽遥(3) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾀ 2411 飯塚　　　陸(3) ｲｲﾂｶ ﾘｸ
610 岩佐　　一樹(3) ｲﾜｻ ｶｽﾞｷ 2413 岩成　　　歩(3) ｲﾜﾅﾘ ｱﾕﾑ
607 小草　　大城(3) ｵｸｻ ﾀﾞｲｷ 2415 渡部　　雄大(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

6 5 東出雲 1063 福原　　琉生(3) ﾌｸﾊﾗ ﾙｲ 47.89 6 5 出雲第三 2082 岡　　　亮汰(3) ｵｶ ﾘｮｳﾀ 48.41
1024 中井　　恵之(3) ﾅｶｲ ｴｲｼﾞ 2003 松本　祐太郎(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ
1025 松谷　虎汰郎(3) ﾏﾂﾀﾆ ｺﾀﾛｳ 2002 内藤　　良太(2) ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ
1061 能見　　遥也(3) ﾉｳﾐ ｼｭｳﾔ 2044 日下　　結翔(1) ｸｻｶ ﾕｲﾄ

7 7 仁多横田 3827 佐々木　哲也(1) ｻｻｷ ﾃﾂﾔ 50.28 8 大田第一 DNS
3825 蔦川　　雄斗(3) ﾂﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ
3816 森脇　　遼也(2) ﾓﾘﾜｷ ﾘｮｳﾔ
3808 永沼　　瑞基(2) ｴｲﾇﾏ ﾐｽﾞｷ

8 9 志学 4102 甲斐　　大河(3) ｶｲ ﾀｲｶﾞ 51.00
4101 石賀　　陽向(3) ｲｼｶﾞ ﾋﾅﾀ
4103 品川　　友輪(2) ｼﾅｶﾞﾜ ﾄﾜ
4104 宮脇　　圭介(2) ﾐﾔﾜｷ ｹｲｽｹ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 4 平田 2308 石原　　由章(3) ｲｼﾊﾗ ﾖｼｱｷ 44.66
2307 小片　　李希(3) ｵｶﾞﾀ ﾘｷ Q
2316 桑原　　大輝(3) ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｷ
2343 山根　　靖葵(2) ﾔﾏﾈ ﾔｽｷ

2 6 瑞穂 5928 日高　　　優(3) ﾋﾀﾞｶ ﾕｳ 45.69
5922 田村　　累斗(3) ﾀﾑﾗ ﾙｲﾄ Q
5927 日高　　　啓(3) ﾋﾀﾞｶ ｹｲ
5923 石橋　　大輔(2) ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ

3 3 安来第三 221 左藤　　太樹(3) ｻﾄｳ ﾀｲｷ 46.60
217 田邉　　　拓(3) ﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ
222 成瀨　　慶丞(3) ﾅﾙｾ ｹｲｽｹ
215 島田　　　結(3) ｼﾏﾀﾞ ﾕｳ

4 9 大社 2576 川島　　奏音(2) ｶﾜｼﾏ ｶﾅﾄ 47.39
2577 黒崎　　明陸(2) ｸﾛｻｷ ﾊﾙﾐﾁ
2579 土江　　駿多(2) ﾂﾁｴ ｼｭﾝﾀ
2541 式部　　那生(3) ｼｷﾌﾞ ﾅｵ

5 7 美保関 911 作野　　航基(3) ｻｸﾉ ｺｳｷ 47.77
914 永田　　陽大(3) ﾅｶﾞﾀ ﾖｳﾀﾞｲ
906 今村　　侑我(3) ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｶﾞ
909 川本　　賢佑(3) ｶﾜﾓﾄ ｹﾝｽｹ

6 5 川本 5729 渡邊　　陽斗(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 47.88
5719 甚田　　和也(3) ｼﾞﾝﾀ ｶｽﾞﾔ
5727 田邊　　優治(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ
5717 飯田　　　光(3) ｲｲﾀﾞ ﾋｶﾙ

8 大東 3107 西道　　智生(3) ｻｲﾄﾞｳ ﾄﾓｷ DQ,R1

3105 熱田　　涼祐(2) ｱﾂﾀ ﾘｮｳｽｹ
3106 藤原　　悠真(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ
3135 高見　　悠佑(3) ﾀｶﾐ ﾕｳｽｹ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:1-2走間でのオーバーゾーン



男子4X100mR
審 判 長：安達　直幸

記録主任：河村　靖宏

7月17日 15:15 予　選

島根県中学記録(JPR)          43.51     土江・安井・嘉本・塚田(出雲・出雲第一)2008 7月17日 16:25 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 平田 2308 石原　　由章(3) ｲｼﾊﾗ ﾖｼｱｷ 44.09
2307 小片　　李希(3) ｵｶﾞﾀ ﾘｷ
2316 桑原　　大輝(3) ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｷ
2343 山根　　靖葵(2) ﾔﾏﾈ ﾔｽｷ

2 7 浜山 2224 松崎　　来逢(2) ﾏﾂｻﾞｷ ｺｱ 44.22
2248 川上　　流矢(3) ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾔ
2218 川上　　陸哉(2) ｶﾜｶﾐ ﾘｸﾔ
2220 石飛　　洸人(2) ｲｼﾄﾋﾞ ﾋﾛﾄ

3 4 湖南 811 永澤　　琉衣(3) ﾅｶﾞｻﾜ ﾙｲ 44.91
813 山本　　紘大(3) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ
809 高木　　健太(3) ﾀｶｷ ｹﾝﾀ
808 枝木　　　蓮(3) ｴﾀﾞｷﾞ ﾚﾝ

4 6 瑞穂 5928 日高　　　優(3) ﾋﾀﾞｶ ﾕｳ 45.54
5922 田村　　累斗(3) ﾀﾑﾗ ﾙｲﾄ
5927 日高　　　啓(3) ﾋﾀﾞｶ ｹｲ
5923 石橋　　大輔(2) ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ

5 9 斐川東 2630 小村　　勇人(2) ｵﾑﾗ ﾊﾔﾄ 45.75
2615 錦織　　俊介(3) ﾆｼｺｵﾘ ｼｭﾝｽｹ
2611 足立　　康佑(3) ｱﾀﾞﾁ ｺｳｽｹ
2613 岸　　　亜室(3) ｷｼ ｱﾑﾛ

6 8 江津 4528 岡本　　輝生(3) ｵｶﾓﾄ ｷｵ 46.49
4522 大場　　涼雅(3) ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳｶﾞ
4524 河野　　啓輔(3) ｺｳﾉ ｹｲｽｹ
4529 大場　　聖也(2) ｵｵﾊﾞ ｾｲﾔ

7 2 斐川西 2720 田中　　利都(3) ﾀﾅｶ ﾘﾄ 46.86
2717 井上　　徹也(3) ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾔ
2721 多々納凜太郎(3) ﾀﾀﾉ ﾘﾝﾀﾛｳ
2719 高橋　　康太(3) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ

8 3 出雲第二 1929 林　　　宗汰(3) ﾊﾔｼ ｿｳﾀ 46.87
1931 大森　　元輝(3) ｵｵﾓﾘ ｹﾞﾝｷ
1934 星野　　翔心(3) ﾎｼﾉ ｼｮｳｺﾞ
1919 井上　　学士(3) ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾄ

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 R1:1-2走間でのオーバーゾーン



女子4X100mR
審 判 長：安達　直幸

記録主任：河村　靖宏

7月17日 15:00 予　選

島根県中学記録(JPR)          49.20     藤江・福本・藤原・石橋(出雲・浜山)    2019 7月17日 16:05 決　勝

予　選　3組2着＋2

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 3 瑞穂 5919 中原　　紗奈(2) ﾅｶﾊﾗ ｻﾅ 50.06 1 8 河南 2129 田中　　萌香(2) ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ 49.86
5917 野田　　一葉(3) ﾉﾀﾞ ﾋﾄﾊ Q 2122 江角　　和華(2) ｴｽﾐ ﾜｶ Q
5916 出店　　優花(3) ﾃﾞﾐｾ ﾕｳｶ 2125 山本　　美祐(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ
5918 金子　　　映(2) ｶﾈｺ ﾊﾕﾙ 2114 江角　　菜子(3) ｴｽﾐ ﾅｺ

2 5 松江第一 529 梶野　　杏南(3) ｶｼﾞﾉ ｱﾝﾅ 51.39 2 2 出雲第二 1922 大野　　　涼(3) ｵｵﾉ ﾘｮｳ 50.94
535 野津　ここな(3) ﾉﾂ ｺｺﾅ Q 1917 畑　　　心海(3) ﾊﾀ ｺｺﾐ Q
537 藤森　　　唯(3) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ 1912 吾郷　　愛莉(3) ｱｺﾞｳ ｱｲﾘ
546 永岡　　璃紗(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｻ 1928 高見　　真白(2) ﾀｶﾐ ﾏｼﾛ

3 4 大社 2556 渡部　　菜麻(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵ 52.46 3 5 仁多 3774 藤原　　愛梨(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｲﾘ 52.39
2553 別所　　みゆ(3) ﾍﾞｯｼｮ ﾐﾕ 3713 高橋　あおい(1) ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ q
2552 上田　ほづみ(3) ｳｴﾀﾞ ﾎﾂﾞﾐ 3772 杠　　　美羽(2) ﾕｽﾞﾘﾊ ﾐｳ
2557 井川　　七葉(3) ｲｶﾜ ﾅﾅﾊ 3766 八澤　　蒼空(3) ﾔｻﾜ ｿﾗ

4 7 斐川西 2716 古川　　奈々(3) ﾌﾙｶﾜ ﾅﾅ 54.28 4 7 出雲第三 2046 沖　　はるな(3) ｵｷ ﾊﾙﾅ 52.72
2715 三島　　実咲(3) ﾐｼﾏ ﾐｻｷ 2062 高橋　みひろ(2) ﾀｶﾊｼ ﾐﾋﾛ
2717 神田マリアナ(3) ｶﾝﾀﾞ ﾏﾘｱﾅ 2065 登川　　輝樹(2) ﾉﾎﾞﾘｶﾜ ｷｼﾞｭ
2714 清水　　遙夏(3) ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 2068 岩本　　夏姫(2) ｲﾜﾓﾄ ﾅﾂｷ

5 9 大田第一 3929 三谷　　如良(3) ﾐﾀﾆ ｷｻﾗ 55.34 5 3 東出雲 1070 牧野　　花帆(2) ﾏｷﾉ ｶﾎ 54.96
3912 大原　　結衣(2) ｵｵﾊﾗ ﾕｲ 1041 石倉　　光貴(3) ｲｼｸﾗ ﾐﾂｷ
3910 岡本　望乃華(2) ｵｶﾓﾄ ﾎﾉｶ 1032 大橋　　鈴香(3) ｵｵﾊｼ ﾚｲｶ
3913 福間　　璃子(2) ﾌｸﾏ ﾘｺ 1045 浦田　沙弥加(3) ｳﾗﾀ ｻﾔｶ

6 6 江津 4546 盆子原　実久(3) ﾎﾞﾝｺﾊﾗ ﾐｸ 55.80 6 4 大田第二 4004 中村　　京香(2) ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｶ 56.18
4547 横路　　　楓(3) ﾖｺﾛ ｶｴﾃﾞ 4002 寺本　　百花(2) ﾃﾗﾓﾄ ﾓﾓｶ
4548 宮村　陽女花(3) ﾐﾔﾑﾗ ﾋﾒｶ 4005 中村　妃芽夏(2) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾒｶ
4545 淺田　　結衣(3) ｱｻﾀﾞ ﾕｲ 4006 初田　　優奈(2) ﾊﾂﾀ ﾕﾅ

7 8 向陽 2426 長岡　　　凛(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾘﾝ 56.25 7 9 大東 3144 石本　　悠香(2) ｲｼﾓﾄ ﾕｳｶ 57.75
2419 森本　　芙泉(3) ﾓﾘﾓﾄ ﾊｽﾐ 3131 郷原　　佳奈(3) ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｶﾅ
2427 西尾　　心和(2) ﾆｼｵ ｼﾝﾜ 3141 黒坂　　美月(2) ｸﾛｻｶ ﾐﾂﾞｷ
2418 松浦　　真由(3) ﾏﾂｳﾗ ﾏﾕ 3134 波多野　有華(3) ﾊﾀﾞﾉ ﾕｶ

8 6 安来第三 213 小澤　　奏子(2) ｵｻﾞﾜ ｶﾅｺ 58.23
217 宇田川結希奈(2) ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕｷﾅ
218 謝花　　苺香(2) ｼﾞｬﾊﾅ ｲﾁｶ
214 近藤　　未幸(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ

3組
順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 5 平田 2313 伊藤　　綺華(2) ｲﾄｳ ｱﾔｶ 50.74
2317 玉木　　麻裕(3) ﾀﾏｷ ﾏﾋﾛ Q
2306 飯塚　万悠子(3) ｲｲﾂｶ ﾏﾕｺ
2310 大国　　千夏(3) ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ

2 6 安来第一 157 川西　　藍音(3) ｶﾜﾆｼ ｱｲﾈ 51.64
158 周藤　　　凜(3) ｽﾄｳ ﾘﾝ Q
163 陶山　　菜瑠(3) ｽﾔﾏ ﾅﾙ
156 遠藤　　真輝(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷ

3 7 湖南 837 新田　　桜子(1) ﾆｯﾀ ｻｸﾗｺ 52.21
808 岸本　　羚那(3) ｷｼﾓﾄ ﾚｲﾅ q
806 岡本　　愛里(3) ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ
809 村上　　聖来(3) ﾑﾗｶﾐ ｷﾖﾗ

4 8 浜山 2250 奥井　　菜央(3) ｵｸｲ ﾅｵ 53.37
2213 二岡　　　葵(2) ﾌﾀｵｶ ｱｵｲ
2218 松田　　琉花(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾙｶ
2246 石原　　　絢(3) ｲｼﾊﾗ ｱﾔ

5 4 松江第二 609 小畑　　凜奈(3) ｵﾊﾞﾀ ﾘｵﾅ 53.89
613 御神本　愛菜(3) ﾐｶﾓﾄ ﾏﾅ
607 扇子　　実南(3) ｾﾝｽ ﾐﾅﾐ
611 仙田　ゆりな(3) ｾﾝﾀﾞ ﾕﾘﾅ

6 9 仁多横田 3815 岡　　　優香(3) ｵｶ ﾕｳｶ 56.11
3827 景山　莉々子(3) ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾘｺ
3828 田中　　亜弥(3) ﾀﾅｶ ｱﾐ
3832 山田　　真末(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾐ

7 3 志学 4104 石賀　　遼果(2) ｲｼｶﾞ ﾊﾙｶ 56.89
4103 和田　　絆愛(3) ﾜﾀﾞ ﾊﾝﾅ
4101 景山　　　英(3) ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾅ
4102 品川　　聖奈(3) ｼﾅｶﾞﾜ ｾﾅ

凡例  =GR:大会タイ記録 DNF:途中棄権
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審 判 長：安達　直幸
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島根県中学記録(JPR)          49.20     藤江・福本・藤原・石橋(出雲・浜山)    2019 7月17日 16:05 決　勝

決　勝　

順位 ﾚｰﾝ ﾁｰﾑ ﾅﾝﾊﾞｰ ｵｰﾀﾞｰ ｶﾅ 記録 ｺﾒﾝﾄ

1 7 河南 2129 田中　　萌香(2) ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ 49.22
2122 江角　　和華(2) ｴｽﾐ ﾜｶ
2125 山本　　美祐(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕ
2114 江角　　菜子(3) ｴｽﾐ ﾅｺ

2 4 瑞穂 5919 中原　　紗奈(2) ﾅｶﾊﾗ ｻﾅ 49.61
5917 野田　　一葉(3) ﾉﾀﾞ ﾋﾄﾊ
5916 出店　　優花(3) ﾃﾞﾐｾ ﾕｳｶ
5918 金子　　　映(2) ｶﾈｺ ﾊﾕﾙ

3 6 平田 2313 伊藤　　綺華(2) ｲﾄｳ ｱﾔｶ 50.54
2317 玉木　　麻裕(3) ﾀﾏｷ ﾏﾋﾛ
2306 飯塚　万悠子(3) ｲｲﾂｶ ﾏﾕｺ
2310 大国　　千夏(3) ｵｵｸﾞﾆ ﾁﾅﾂ

4 8 松江第一 529 梶野　　杏南(3) ｶｼﾞﾉ ｱﾝﾅ 51.40
535 野津　ここな(3) ﾉﾂ ｺｺﾅ
537 藤森　　　唯(3) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ
546 永岡　　璃紗(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾘｻ

5 9 安来第一 157 川西　　藍音(3) ｶﾜﾆｼ ｱｲﾈ 51.56
158 周藤　　　凜(3) ｽﾄｳ ﾘﾝ
163 陶山　　菜瑠(3) ｽﾔﾏ ﾅﾙ
156 遠藤　　真輝(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷ

6 2 湖南 837 新田　　桜子(1) ﾆｯﾀ ｻｸﾗｺ 52.16
808 岸本　　羚那(3) ｷｼﾓﾄ ﾚｲﾅ
806 岡本　　愛里(3) ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ
809 村上　　聖来(3) ﾑﾗｶﾐ ｷﾖﾗ

7 3 仁多 3774 藤原　　愛梨(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｲﾘ 52.67
3713 高橋　あおい(1) ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ
3772 杠　　　美羽(2) ﾕｽﾞﾘﾊ ﾐｳ
3766 八澤　　蒼空(3) ﾔｻﾜ ｿﾗ

5 出雲第二 1922 大野　　　涼(3) ｵｵﾉ ﾘｮｳ DNF
1917 畑　　　心海(3) ﾊﾀ ｺｺﾐ
1912 吾郷　　愛莉(3) ｱｺﾞｳ ｱｲﾘ
1928 高見　　真白(2) ﾀｶﾐ ﾏｼﾛ

凡例  =GR:大会タイ記録 DNF:途中棄権


