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16インチ男子 100mスプリント 小学2年生以下 16インチ男子 400mレース 小学2年生以下
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
1 19秒06 長坂 亮 小2 静 岡・城内 1 1分26秒90 長坂 亮 小2 静 岡・城内
2 22秒23 野島 渚 小1 静 岡・三島 2 1分34秒91 後藤 槙壱 小2 埼 玉・飯能
3 22秒55 森 裕貴 小1 静 岡・三島 3 1分42秒39 小島 遼太郎 小2 神川・湘南
4 22秒76 小島 遼太郎 小2 神奈川・湘南 4 1分45秒91 森 裕貴 小1 静 岡・三島
5 26秒06 加藤 礼大 小2 神奈川・相模野 5 1分46秒09 野島 渚 小1 静 岡・三島
6 27秒56 西澤 明輝 小2 神奈川・相武台 6 1分47秒52 鈴木 陸士 小2 神奈川・湘南
7 27秒81 山本 達也 小2 神奈川・大和 7 2分01秒18 西澤 明輝 小2 神奈川・相武台
8 28秒28 加藤 ミシェル 孔 未就学 神奈川・梅田 8 2分01秒53 加藤 ミシェル 孔 未就学 神奈川・梅田
9 31秒27 深澤 涼介 未就学 静 岡・西奈 9 2分04秒27 山本 達也 小2 神奈川・大和
10 37秒11 市川 晃 未就学 静 岡・西奈 10 2分04秒37 加藤 礼大 小2 神奈川・相模野

11 2分12秒20 松崎 涼司 小2 神奈川・相模野
16インチ女子 100mスプリント 小学2年生以下 12 2分18秒30 深澤 涼介 未就学 静 岡・西奈
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 13 2分59秒55 市川 晃 未就学 静 岡・西奈
1 21秒05 勝又 桃花 小2 静 岡・三島
2 21秒19 水野 夏南 小1 静 岡・三島 16インチ女子 400mレース 小学2年生以下
3 21秒22 勝又 木花 小2 静 岡・三島 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
4 21秒79 神谷 怜美 小1 神奈川・藤沢 1 1分32秒17 勝又 桃花 小2 静 岡・三島
5 21秒99 根本 実侑 小2 神奈川・相武台 2 1分32秒55 勝又 木花 小2 静 岡・三島
6 22秒01 秦野 七海 小2 神奈川・大和 3 1分33秒07 山田 季樹 小1 静 岡・清水
7 22秒17 石塚 ゆりの 小1 静 岡・三島 4 1分34秒32 水野 夏南 小1 静 岡・三島
8 22秒93 森 彩花 小2 静 岡・三島 5 1分37秒42 秦野 七海 小2 神奈川・大和
9 22秒95 宮澤 杏奈 小2 静 岡・三島 6 1分37秒96 石塚 ゆりの 小1 静 岡・三島
10 23秒13 山尾 千恵美 小2 神奈川・相模野 7 1分40秒04 根本 実侑 小2 神奈川・相武台
11 23秒29 鈴木 漸々 小1 神奈川・鎌倉Ｓ 8 1分40秒20 森 彩花 小2 静 岡・三島
12 23秒66 秦野 亜沙美 小2 神奈川・大和 9 1分41秒40 山尾 千恵美 小2 神奈川・相模野
13 23秒80 中原 実央 小1 静 岡・西奈 10 1分41秒81 神谷 怜美 小1 神奈川・藤沢
14 24秒37 橋本 あんず 小1 神奈川・鎌倉関谷 11 1分42秒16 中原 実央 小1 静 岡・西奈
15 24秒96 遠藤 風生 小1 静 岡・三島 12 1分45秒56 宮澤 杏奈 小2 静 岡・三島
16 25秒30 牧 姫菜乃 小2 神奈川・湘南 13 1分46秒12 橋本 あんず 小1 神奈川・鎌倉関谷
17 25秒58 酒井 美樹 小2 神奈川・相模野 14 1分48秒77 秦野 亜沙美 小2 神奈川・大和
18 25秒66 松木 彩華 小2 神奈川・相武台 15 1分49秒45 和嶋 香乃 小1 神奈川・鎌倉関谷
19 26秒23 久保 瑛美 小2 神奈川・相模野 16 1分50秒25 鈴木 漸々 小1 神奈川・鎌倉Ｓ
20 26秒59 木村 百花 小2 東 京・なぎさ 17 1分51秒13 遠藤 風生 小1 静 岡・三島
21 26秒98 武藤 はな 小2 神奈川・鎌倉関谷 18 1分53秒09 松木 彩華 小2 神奈川・相武台
22 27秒28 加藤 愛理 小1 神奈川・鎌倉関谷 19 1分53秒44 佐藤 涼果 小2 神奈川・相武台
23 27秒37 中森 櫻 小2 神奈川・鎌倉関谷 20 1分53秒85 武藤 はな 小2 神奈川・鎌倉関谷
24 27秒48 安齋 颯菜 小2 神奈川・ウィズ 21 1分54秒73 酒井 美樹 小2 神奈川・相模野
25 27秒54 小林 祐輝 小2 神奈川・梅田 22 1分58秒96 花上 桃子 小2 神奈川・相模野
26 28秒37 大垣 華音 小2 神奈川・湘南 23 1分59秒50 渥美 澪香 小1 神奈川・相武台
27 28秒43 渥美 澪香 小1 神奈川・相武台 24 1分59秒99 安齋 颯菜 小2 神奈川・ウィズ
28 28秒60 白井 万葉 小2 神奈川・スマイル 25 2分00秒34 久保 瑛美 小2 神奈川・相模野
29 29秒25 伊高 由梨奈 未就学 神奈川・相武台 26 2分03秒37 伊高 由梨奈 未就学 神奈川・相武台
30 31秒85 和田 麻里奈 小2 神奈川・相武台 27 2分05秒19 牧 姫菜乃 小2 神奈川・湘南

28 2分05秒78 小林 祐輝 小2 神奈川・梅田
700C無差別 100mスプリント 29 2分06秒26 中森 櫻 小2 神奈川・鎌倉関谷
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 30 2分07秒98 大垣 華音 小2 神奈川・湘南
1 12秒06 鈴木 勝巳 19 静 岡・安東 31 2分13秒48 南 彩花 小2 神奈川・湘南
2 12秒18 瀬戸 将貴 高2 静 岡・三島 32 2分14秒10 白井 万葉 小2 神奈川・スマイル
3 12秒43 小林 成輔 24 東 京・多摩 33 2分17秒77 木村 百花 小2 東 京・なぎさ
4 13秒16 辻村 翔 20 神奈川・大和 34 2分26秒20 加藤 愛理 小1 神奈川・鎌倉関谷
5 13秒31 半田 徳明 32 神奈川・平塚 35 2分30秒19 和田 麻里奈 小2 神奈川・相武台
6 13秒56 石腰 早紀 20 神奈川・湘南 36 2分53秒69 西野 静香 小2 神奈川・スマイル
7 13秒80 瀬戸 澪奈 中3 静 岡・三島 37 4分01秒81 中澤 圭来 小2 神奈川・相模野
8 14秒02 石腰 敏之 18 神奈川・湘南
9 14秒48 森 真奈美 中3 静 岡・清水 700C無差別 400mレース
10 14秒60 千葉 慎吾 21 愛 知・名古屋 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名

1 49秒73 瀬戸 将貴 高2 静 岡・三島
20インチ男子 100mスプリント 小学3～4年生 2 51秒64 庄司 海渡 高1 神奈川・湘南
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 3 53秒02 瀬戸 澪奈 中3 静 岡・三島
1 16秒02 青木 隆史 小3 静 岡・西奈 4 54秒29 辻村 翔 20 神奈川・大和
2 16秒63 松木 優 小3 静 岡・三島 5 55秒63 石腰 早紀 20 神奈川・湘南
3 17秒19 山本 晃弥 小3 神奈川・梅田 6 56秒07 小林 成輔 24 東 京・多摩
4 17秒53 神戸 駿地 小4 静 岡・清水 7 56秒56 石腰 敏之 18 神奈川・湘南
5 18秒69 白石 怜 小4 神奈川・相模湖 8 57秒28 半田 徳明 32 神奈川・平塚
6 19秒14 伊高 大勝 小4 神奈川・相武台 9 57秒47 千葉 慎吾 21 愛 知・名古屋
7 21秒12 渥美 聖基 小3 神奈川・相武台 10 58秒93 森 真奈美 中3 静 岡・清水
8 21秒32 西尾 拓也 小4 神奈川・大和 11 1分01秒19 神戸 淳那 中1 静 岡・清水
9 21秒54 鈴木 海斗 小4 神奈川・ウィズ 12 1分02秒63 鈴木 勝巳 19 静 岡・安東
10 22秒58 水野 一翔 小3 静 岡・三島
11 27秒73 上條 裕汰 小4 神奈川・相模湖 20インチ男子 400mレース 小学3～4年生

順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
20インチ女子 100mスプリント 小学3～4年生 1 1分07秒65 青木 隆史 小3 静 岡・西奈
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 2 1分14秒40 神戸 駿地 小4 静 岡・清水
1 15秒44 山田 茉鈴 小4 神奈川・大和 3 1分14秒45 松木 優 小3 静 岡・三島
2 16秒48 熊澤 慶子 小4 神奈川・梅田 4 1分15秒79 山本 晃弥 小3 神奈川・梅田
3 16秒73 河村 彩香 小4 神奈川・藤沢 5 1分18秒68 市川 太一 小3 静 岡・西奈
4 16秒93 山本 美玖 小4 神奈川・梅田 6 1分18秒97 白石 怜 小4 神奈川・相模湖
5 17秒07 関根 愛海 小4 神奈川・鎌倉Ｓ 7 1分27秒10 伊高 大勝 小4 神奈川・相武台
6 17秒22 武田 深玖 小4 神奈川・鎌倉Ｓ 8 1分27秒57 鈴木 海斗 小4 神奈川・ウィズ
7 17秒32 池田 七菜 小3 新 潟・妻有 9 1分29秒46 西尾 拓也 小4 神奈川・大和
8 17秒33 安土 月乃 小3 神奈川・相模野 10 1分35秒40 上條 裕汰 小4 神奈川・相模湖
9 17秒45 直井 李佳 小4 神奈川・梅田 11 1分35秒77 渥美 聖基 小3 神奈川・相武台
10 17秒65 鈴木 旺子 小3 神奈川・鎌倉Ｓ 12 1分37秒46 水野 一翔 小3 静 岡・三島
11 17秒75 小板橋 日菜子 小4 神奈川・藤沢 13 2分48秒00 ドノヴァン サム 小3 神奈川・相模野
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12 17秒76 中原 彩乃 小4 静 岡・西奈
13 17秒85 山中 万佑花 小4 埼 玉・飯能 20インチ女子 400mレース 小学3～4年生
14 17秒91 酒井 佑奈 小4 神奈川・相模野 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
15 17秒95 山本 麻由 小4 神奈川・大和 1 1分09秒37 山田 茉鈴 小4 神奈川・大和
16 18秒18 望月 まりか 小4 神奈川・相模野 2 1分14秒03 熊澤 慶子 小4 神奈川・梅田
17 18秒19 太田 真理愛 小4 神奈川・相模野 3 1分14秒25 中原 彩乃 小4 静 岡・西奈
18 18秒25 朝日 菜々子 小4 神奈川・相武台 4 1分15秒45 安土 月乃 小3 神奈川・相模野
19 18秒27 鈴木 乃亜 小3 新 潟・妻有 5 1分15秒53 山本 美玖 小4 神奈川・梅田
20 18秒29 樋渡 渚 小3 神奈川・相模野 6 1分17秒18 丹羽 このみ 小3 静 岡・三島
21 18秒31 木学 里奈 小4 神奈川・相模野 7 1分17秒37 沖田 楓翔 小4 神奈川・相武台
22 18秒33 沖田 楓翔 小4 神奈川・相武台 8 1分17秒58 関根 愛海 小4 神奈川・鎌倉Ｓ
23 18秒37 伊藤 稚菜 小3 神奈川・相模野 9 1分17秒66 木学 里奈 小4 神奈川・相模野
24 18秒45 今諏訪 あやな 小4 神奈川・スマイル 10 1分17秒74 今諏訪 あやな 小4 神奈川・スマイル
25 18秒46 石嶋 藍 小3 埼 玉・飯能 11 1分17秒85 武田 深玖 小4 神奈川・鎌倉Ｓ
26 18秒73 米倉 百香 小4 神奈川・大和 12 1分17秒87 鈴木 旺子 小3 神奈川・鎌倉Ｓ
27 18秒75 糸賀 千晴 小3 静 岡・御殿場 13 1分17秒94 酒井 佑奈 小4 神奈川・相模野
28 18秒84 長澤 紅実 小3 静 岡・清水 14 1分18秒13 伊藤 稚菜 小3 神奈川・相模野
29 19秒00 小池 萌々 小3 新 潟・妻有 14 1分18秒13 樋渡 渚 小3 神奈川・相模野
30 19秒01 池田 紗優 小4 神奈川・相武台 16 1分18秒35 望月 香織 小4 神奈川・相武台
31 19秒11 西山 智美 小3 神奈川・かまくら 17 1分18秒66 川溿 観月 小4 神奈川・相武台
32 19秒14 丹羽 このみ 小3 静 岡・三島 18 1分18秒68 鈴木 乃亜 小3 新 潟・妻有
33 19秒19 一見 咲紀帆 小3 神奈川・湘南 19 1分18秒83 池田 紗優 小4 神奈川・相武台
34 19秒25 角野 佳歩 小4 神奈川・相模野 20 1分19秒07 山中 万佑花 小4 埼 玉・飯能
35 19秒46 大庭 希望 小4 静 岡・御殿場 21 1分19秒61 太田 真理愛 小4 神奈川・相模野
36 19秒54 川溿 観月 小4 神奈川・相武台 22 1分19秒87 河村 彩香 小4 神奈川・藤沢
37 19秒56 中田 百映 小3 神奈川・かまくら 23 1分21秒08 朝日 菜々子 小4 神奈川・相武台
37 19秒56 田中 希岬 小3 神奈川・鎌倉関谷 24 1分21秒31 米倉 百香 小4 神奈川・大和
39 19秒58 大久保 萌 小3 神奈川・かまくら 25 1分21秒41 和嶋 千奈 小4 神奈川・鎌倉関谷
40 19秒65 佐々木 真彩 小4 神奈川・相模野 26 1分22秒27 山本 麻由 小4 神奈川・大和
41 19秒72 金子 響 小3 神奈川・ｱﾌｨﾆﾃｨ 27 1分22秒59 小板橋 日菜子 小4 神奈川・藤沢
42 19秒81 鈴木 裕紀子 小3 神奈川・相模野 28 1分22秒76 金子 響 小3 神奈川・ｱﾌｨﾆﾃｨ
42 19秒81 塩澤 樹 小4 静 岡・西奈 29 1分22秒91 田中 希岬 小3 神奈川・鎌倉関谷
44 19秒98 石塚 まなみ 小3 静 岡・三島 30 1分22秒94 中田 百映 小3 神奈川・かまくら
45 20秒02 塩月 真莉奈 小4 神奈川・スマイル 31 1分23秒04 糸賀 千晴 小3 静 岡・御殿場
45 20秒02 和嶋 千奈 小4 神奈川・鎌倉関谷 32 1分23秒09 塩月 真莉奈 小4 神奈川・スマイル
47 20秒12 小屋 あずさ 小3 神奈川・スマイル 33 1分23秒19 石嶋 藍 小3 埼 玉・飯能
48 20秒27 高橋 奈歩 小4 神奈川・スマイル 34 1分23秒22 佐々木 真彩 小4 神奈川・相模野
49 20秒37 相原 里咲 小3 神奈川・スマイル 35 1分23秒69 小池 萌々 小3 新 潟・妻有
50 20秒54 根本 真衣 小3 神奈川・相武台 36 1分23秒78 池田 七菜 小3 新 潟・妻有
51 20秒65 内藤 亜美 小3 神奈川・湘南 37 1分23秒79 長澤 紅実 小3 静 岡・清水
51 20秒65 安西 莉緒 小3 神奈川・スマイル 38 1分23秒85 大久保 萌 小3 神奈川・かまくら
53 20秒85 北島 絢音 小4 神奈川・相武台 39 1分24秒13 小屋 あずさ 小3 神奈川・スマイル
54 20秒94 太田 優理愛 小3 神奈川・相模野 40 1分24秒49 塩澤 樹 小4 静 岡・西奈
55 20秒95 塩月 亜映奈 小4 神奈川・スマイル 41 1分24秒83 一見 咲紀帆 小3 神奈川・湘南
56 21秒11 川満 明弥 小4 神奈川・相武台 42 1分25秒00 高橋 奈歩 小4 神奈川・スマイル
57 21秒13 井上 綺音 小4 神奈川・かまくら 43 1分25秒50 鈴木 裕紀子 小3 神奈川・相模野
58 21秒15 冨安 美緒 小3 神奈川・鎌倉関谷 44 1分27秒04 中村 友海 小4 神奈川・相模野
59 21秒43 菅原 茉紘 小3 神奈川・相武台 45 1分27秒29 北島 絢音 小4 神奈川・相武台
60 22秒92 永井 なつこ 小3 神奈川・相模湖 46 1分28秒06 直井 李佳 小4 神奈川・梅田
61 23秒12 佐藤 さくら 小4 神奈川・鎌倉関谷 47 1分28秒22 石塚 まなみ 小3 静 岡・三島
62 24秒12 松崎 涼佳 小3 神奈川・相模野 48 1分28秒39 角野 佳歩 小4 神奈川・相模野
63 24秒35 瀬野 ことみ 小3 神奈川・相模野 49 1分29秒59 大庭 希望 小4 静 岡・御殿場
64 24秒88 大野 優唯 小4 神奈川・相模湖 50 1分30秒60 安西 莉緒 小3 神奈川・スマイル
65 27秒42 福里 智美 小4 神奈川・スマイル 51 1分30秒63 相原 里咲 小3 神奈川・スマイル

52 1分30秒81 望月 まりか 小4 神奈川・相模野
20インチ男子 100mスプリント 小学5～6年生 53 1分31秒38 佐藤 さくら 小4 神奈川・鎌倉関谷
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 54 1分32秒74 西山 智美 小3 神奈川・かまくら
1 15秒71 西尾 直也 小6 神奈川・大和 55 1分32秒98 牛島 千菜 小3 神奈川・梅田
2 17秒01 高山 和也 小5 静 岡・清水 56 1分33秒49 内川 華那 小4 神奈川・相模湖
3 18秒23 平原 真人 小5 静 岡・清水 57 1分33秒70 根本 真衣 小3 神奈川・相武台
4 19秒05 高橋 吾宇 小5 東 京・なぎさ 58 1分36秒47 川満 明弥 小4 神奈川・相武台
5 21秒10 鈴木 海士 小5 神奈川・湘南 59 1分37秒61 井上 綺音 小4 神奈川・かまくら
6 21秒26 橋本 大河 小5 神奈川・鎌倉関谷 60 1分37秒67 内藤 亜美 小3 神奈川・湘南
7 22秒82 平間 惇也 小5 神奈川・相武台 61 1分39秒28 菅原 茉紘 小3 神奈川・相武台

62 1分40秒77 田中 実玖 小4 神奈川・スマイル
20インチ女子 100mスプリント 小学5～6年生 63 1分42秒59 塩月 亜映奈 小4 神奈川・スマイル
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 64 1分43秒19 太田 優理愛 小3 神奈川・相模野
1 14秒56 山本 咲菜 小6 神奈川・梅田 65 1分43秒41 高橋 凛 小4 神奈川・相模湖
2 15秒72 青木 咲織 小5 静 岡・西奈 66 1分46秒02 吉田 桃子 小4 神奈川・相模湖
3 16秒13 柴田 直枝 小6 静 岡・清水 67 1分46秒51 福里 智美 小4 神奈川・スマイル
4 16秒14 山中 友貴 小6 埼 玉・飯能 68 1分53秒97 松崎 涼佳 小3 神奈川・相模野
5 16秒22 広野 満里菜 小6 静 岡・清水 69 1分54秒37 瀬野 ことみ 小3 神奈川・相模野
6 16秒29 三井 菜々子 小6 神奈川・梅田 70 2分02秒67 永井 なつこ 小3 神奈川・相模湖
7 16秒38 道伝 彩瑛 小5 神奈川・藤沢
8 16秒40 下川 結菜 小6 神奈川・梅田 20インチ男子 400mレース 小学5～6年生
9 16秒41 鎌田 実奈 小5 神奈川・相武台 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
10 16秒42 鈴木 梨子 小5 神奈川・相模野 1 1分09秒87 西尾 直也 小6 神奈川・大和
11 16秒52 山田 彩乃 小6 静 岡・清水 2 1分10秒21 藤井 壮也 小5 東 京・なぎさ
12 16秒53 小島 千明 小6 神奈川・湘南 3 1分10秒38 高山 和也 小5 静 岡・清水
13 16秒55 望月 英里 小6 神奈川・相模野 4 1分16秒35 武田 翔馬 小6 神奈川・相模湖
14 16秒63 小澤 澪 小5 神奈川・相模野 5 1分19秒41 高橋 吾宇 小5 東 京・なぎさ
15 16秒64 天野 優奈 小6 静 岡・清水 6 1分21秒03 平原 真人 小5 静 岡・清水
16 16秒70 塩田 未来 小6 神奈川・相模野 7 1分27秒03 鈴木 海士 小5 神奈川・湘南
17 16秒71 草間 恵海 小5 神奈川・相模野 8 1分27秒29 平間 惇也 小5 神奈川・相武台
18 16秒74 新井 奏子 小6 埼 玉・飯能 9 1分27秒50 橋本 大河 小5 神奈川・鎌倉関谷
19 16秒79 和田 萌 小6 神奈川・相武台
20 16秒85 安土 瑠菜 小6 神奈川・相模野 20インチ女子 400mレース 小学5～6年生
21 16秒88 秦野 希望 小6 神奈川・大和 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
22 16秒95 金井 そのみ 小6 神奈川・相模野 1 1分05秒63 山本 咲菜 小6 神奈川・梅田
23 16秒99 神宮字 楓 小6 神奈川・相模野 2 1分06秒41 三原 佳恵 小6 神奈川・梅田
24 17秒16 松木 明日香 小5 静 岡・三島 3 1分07秒23 柴田 直枝 小6 静 岡・清水
25 17秒23 鈴木 ちひろ 小5 神奈川・鎌倉Ｓ 4 1分07秒70 青木 咲織 小5 静 岡・西奈
26 17秒33 花上 栞 小5 神奈川・相模野 5 1分08秒11 天野 優奈 小6 静 岡・清水
27 17秒35 安澤 佳那 小6 神奈川・相模野 6 1分08秒28 松木 明日香 小5 静 岡・三島
28 17秒48 加藤 飛波 小6 神奈川・梅田 7 1分08秒69 広野 満里菜 小6 静 岡・清水
29 17秒54 斉藤 舞 小5 神奈川・相模野 8 1分08秒86 山田 彩乃 小6 静 岡・清水
30 17秒76 市川 花 小6 静 岡・西奈 9 1分10秒07 鈴木 梨子 小5 神奈川・相模野
31 17秒82 滝 はるか 小5 静 岡・清水 10 1分10秒28 秦野 希望 小6 神奈川・大和
32 17秒84 平田 愛里沙 小5 神奈川・藤沢 11 1分10秒35 草間 恵海 小5 神奈川・相模野
33 17秒91 小堺 有紗 小6 神奈川・相武台 12 1分10秒54 望月 英里 小6 神奈川・相模野
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34 17秒92 永田 彩夏 小6 神奈川・相模湖 13 1分10秒93 花上 栞 小5 神奈川・相模野
35 17秒96 沖田 怜翔 小6 神奈川・相武台 14 1分11秒28 鎌田 実奈 小5 神奈川・相武台
35 17秒96 深澤 春菜 小5 静 岡・西奈 15 1分11秒43 安土 瑠菜 小6 神奈川・相模野
37 18秒00 伊高 衣里那 小6 神奈川・相武台 16 1分11秒60 塩田 未来 小6 神奈川・相模野
38 18秒21 石川 日向野 小5 静 岡・清水 17 1分11秒63 下川 結菜 小6 神奈川・梅田
39 18秒28 松山 冬季 小5 神奈川・鎌倉関谷 18 1分12秒62 山中 友貴 小6 埼 玉・飯能
40 18秒32 吉田 佳南子 小5 神奈川・スマイル 19 1分13秒01 笠井 美貴 小6 神奈川・相模野
41 18秒43 伊藤 晴香 小5 神奈川・相模野 20 1分13秒42 斉藤 舞 小5 神奈川・相模野
42 18秒47 佐藤 瑞穂 小5 神奈川・相武台 21 1分13秒43 和田 萌 小6 神奈川・相武台
43 18秒56 矢川 希咲 小5 神奈川・相模野 22 1分13秒79 道伝 彩瑛 小5 神奈川・藤沢
44 18秒62 小屋 さくら 小5 神奈川・スマイル 23 1分14秒32 神宮字 楓 小6 神奈川・相模野
44 18秒62 尾形 有惟 小5 神奈川・相模湖 24 1分14秒78 市川 花 小6 静 岡・西奈
46 18秒75 新井 詩乃 小6 埼 玉・飯能 25 1分14秒94 安澤 佳那 小6 神奈川・相模野
47 18秒78 水野 芙有子 小6 神奈川・相武台 26 1分16秒47 大島 恵里香 小5 埼 玉・飯能
48 18秒80 丹羽 みなみ 小6 静 岡・三島 27 1分16秒65 伊高 衣里那 小6 神奈川・相武台
49 18秒93 塩澤 楓 小6 静 岡・西奈 28 1分16秒90 深澤 春菜 小5 静 岡・西奈
50 18秒97 柴田 若奈 小6 神奈川・相模野 29 1分17秒28 丹羽 みなみ 小6 静 岡・三島
51 19秒08 池田 彩夏 小5 神奈川・スマイル 30 1分17秒36 伊藤 晴香 小5 神奈川・相模野
52 19秒52 加藤 百葉 小5 神奈川・相模野 31 1分17秒86 佐藤 瑞穂 小5 神奈川・相武台
53 19秒65 田中 沙耶 小6 神奈川・かまくら 32 1分18秒04 武田 澪奈 小6 神奈川・相模湖
54 20秒24 中村 美裕 小6 埼 玉・飯能 33 1分18秒13 加藤 百葉 小5 神奈川・相模野
55 20秒47 工藤 芽生 小5 神奈川・相武台 34 1分18秒18 新井 奏子 小6 埼 玉・飯能
55 20秒47 加藤 舞 小5 神奈川・鎌倉関谷 35 1分18秒22 新井 詩乃 小6 埼 玉・飯能
57 20秒54 西澤 愛海 小5 神奈川・相武台 36 1分18秒42 石川 日向野 小5 静 岡・清水
58 20秒62 西山 美里 小5 神奈川・かまくら 37 1分18秒64 三井 菜々子 小6 神奈川・梅田
59 21秒09 増田 桃香 小5 神奈川・梅田 38 1分19秒04 内村 彩乃 小6 埼 玉・飯能
60 21秒30 吉田 幸栄 小5 神奈川・梅田 39 1分19秒33 吉田 佳南子 小5 神奈川・スマイル
61 22秒19 大庭 朱音 小6 静 岡・御殿場 40 1分19秒61 小澤 澪 小5 神奈川・相模野
62 24秒08 牛島 奈緒 小5 神奈川・梅田 41 1分20秒16 滝 はるか 小5 静 岡・清水

42 1分20秒31 小屋 さくら 小5 神奈川・スマイル
24インチ男子 100mスプリント 中学生 43 1分20秒52 柴田 若奈 小6 神奈川・相模野
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 44 1分20秒91 永田 彩夏 小6 神奈川・相模湖
1 13秒75 中村 翼 中2 神奈川・相模野 45 1分21秒10 矢川 希咲 小5 神奈川・相模野
2 14秒03 熊谷 陽太 中2 神奈川・相模野 46 1分22秒61 尾形 有惟 小5 神奈川・相模湖
3 14秒25 藤井 敬彦 中2 東 京・なぎさ 47 1分22秒87 沖田 怜翔 小6 神奈川・相武台
4 15秒20 西尾 和也 中2 神奈川・大和 48 1分23秒66 中村 美裕 小6 埼 玉・飯能
5 15秒34 須賀 俊弥 中2 神奈川・ｱﾌｨﾆﾃｨ 49 1分23秒90 鈴木 ちひろ 小5 神奈川・鎌倉Ｓ
6 15秒54 今井 勇太郎 中2 神奈川・スマイル 50 1分24秒29 加藤 飛波 小6 神奈川・梅田

51 1分24秒68 工藤 芽生 小5 神奈川・相武台
24インチ女子 100mスプリント 中学生 52 1分24秒80 水野 芙有子 小6 神奈川・相武台
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 53 1分25秒55 小島 千明 小6 神奈川・湘南
1 13秒46 出口 まゆ子 中2 神奈川・湘南 54 1分25秒64 金井 そのみ 小6 神奈川・相模野
2 13秒65 石嶋 華 中2 埼 玉・飯能 55 1分26秒08 平田 愛里沙 小5 神奈川・藤沢
3 13秒71 吉田 瑞季 中1 神奈川・相模野 56 1分26秒53 西澤 愛海 小5 神奈川・相武台
4 13秒75 森 さやか 中2 神奈川・相模野 57 1分27秒57 田中 沙耶 小6 神奈川・かまくら
5 13秒86 村上 奈津実 中2 神奈川・相模野 58 1分28秒31 鮎澤 楓 小6 埼 玉・飯能
6 13秒97 瀬戸 澪奈 中3 静 岡・三島 59 1分28秒60 塩澤 楓 小6 静 岡・西奈
7 14秒03 松崎 緑 中1 埼 玉・飯能 60 1分29秒25 市川 玲於 小5 静 岡・清水
8 14秒18 松元 絢香 中2 神奈川・藤沢 61 1分29秒37 松山 冬季 小5 神奈川・鎌倉関谷
9 14秒21 鈴木 絢子 中1 神奈川・相模野 62 1分35秒41 吉田 幸栄 小5 神奈川・梅田
10 14秒49 吉田 千穂 中3 神奈川・相模野 63 1分36秒33 増田 桃香 小5 神奈川・梅田
11 14秒84 神戸 淳那 中1 静 岡・清水 64 1分36秒59 西山 美里 小5 神奈川・かまくら
12 14秒91 山田 麻由実 中1 静 岡・清水 65 1分36秒80 池田 彩夏 小5 神奈川・スマイル
13 14秒97 新井 梨乃 中1 神奈川・相武台 66 1分38秒25 小堺 有紗 小6 神奈川・相武台
14 15秒16 山本 真佑 中2 神奈川・ウィズ 67 1分46秒04 牛島 奈緒 小5 神奈川・梅田
15 15秒19 平間 晴香 中1 神奈川・相武台
16 15秒25 後藤 礼奈 中1 神奈川・相模野 24インチ男子 400mレース 中学生
17 15秒32 樋渡 楓 中1 神奈川・相模野 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
18 15秒39 平原 幸栄 中1 静 岡・清水 1 56秒71 熊谷 陽太 中2 神奈川・相模野
19 15秒64 山崎 さつき 中1 神奈川・相模野 2 57秒09 中村 翼 中2 神奈川・相模野
20 15秒72 森川 瑠衣 中1 神奈川・スマイル 3 1分01秒46 西尾 和也 中2 神奈川・大和
21 15秒98 高山 友見 中1 静 岡・清水 4 1分01秒65 藤井 敬彦 中2 東 京・なぎさ
22 16秒00 新井 佳歩 中2 神奈川・相模野 5 1分04秒30 今井 勇太郎 中2 神奈川・スマイル
23 16秒14 中村 しおり 中1 神奈川・相模野 6 1分14秒82 須賀 俊弥 中2 神奈川・ｱﾌｨﾆﾃｨ
24 16秒23 辻村 瑶 中3 神奈川・大和
25 16秒27 橋本 理沙 中2 神奈川・相武台 24インチ女子 400mレース 中学生
26 16秒59 石川 愛那 中1 神奈川・相模野 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
27 16秒91 田上 絢子 中1 神奈川・スマイル 1 56秒14 瀬戸 澪奈 中3 静 岡・三島
28 17秒05 佐藤 桃子 中3 神奈川・相武台 2 57秒19 吉田 瑞季 中1 神奈川・相模野
29 18秒03 八木 美月稀 中1 静 岡・清水 3 57秒90 石嶋 華 中2 埼 玉・飯能
30 20秒49 ドノヴァン レジーナ 中2 神奈川・相模野 4 58秒60 出口 まゆ子 中2 神奈川・湘南

5 58秒62 森 真奈美 中3 静 岡・清水
24インチ男子 100mスプリント 高校生以上 6 59秒29 鈴木 絢子 中1 神奈川・相模野
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 7 59秒37 村上 奈津実 中2 神奈川・相模野
1 12秒44 小林 成輔 24 東 京・多摩 8 59秒48 新井 梨乃 中1 神奈川・相武台
2 12秒67 瀬戸 将貴 高2 静 岡・三島 9 59秒63 松崎 緑 中1 埼 玉・飯能
3 12秒77 石腰 敏之 18 神奈川・湘南 10 1分00秒75 神戸 淳那 中1 静 岡・清水
4 13秒10 庄司 海渡 高1 神奈川・湘南 11 1分00秒99 森 さやか 中2 神奈川・相模野
5 13秒28 辻村 翔 20 神奈川・大和 12 1分01秒23 吉田 千穂 中3 神奈川・相模野
6 14秒24 小杉 健太 20 新 潟・妻有 13 1分01秒52 冨田 真未 中1 神奈川・相模野
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14 1分02秒06 樋渡 楓 中1 神奈川・相模野
24インチ女子 100mスプリント 高校生以上 15 1分02秒46 山崎 さつき 中1 神奈川・相模野
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 16 1分03秒63 山田 麻由実 中1 静 岡・清水
1 13秒62 小澤 舞 高1 神奈川・相模野 17 1分03秒88 平間 晴香 中1 神奈川・相武台
2 14秒40 大谷 東代 高3 神奈川・湘南 18 1分03秒92 橋本 理沙 中2 神奈川・相武台
3 14秒43 津田 稚奈 20 神奈川・相模野 19 1分04秒18 新井 佳歩 中2 神奈川・相模野
4 14秒60 小杉 沙矢香 高2 新 潟・妻有 20 1分04秒54 田上 絢子 中1 神奈川・スマイル
5 14秒96 熊谷 真咲 高1 神奈川・相模野 21 1分05秒92 平原 幸栄 中1 静 岡・清水
6 16秒08 臼元 麗未 高1 神奈川・相模野 22 1分06秒31 森川 瑠衣 中1 神奈川・スマイル
7 16秒40 今井 美夕貴 高3 神奈川・スマイル 23 1分06秒46 辻村 瑶 中3 神奈川・大和
8 16秒42 小林 佐和子 27 東 京・多摩 24 1分06秒83 後藤 礼奈 中1 神奈川・相模野

25 1分07秒12 石川 愛那 中1 神奈川・相模野
24インチ男子 100mスプリント 30歳以上 26 1分07秒64 高山 友見 中1 静 岡・清水
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 27 1分09秒07 山本 真佑 中2 神奈川・ウィズ
1 14秒60 半田 徳明 32 神奈川・平塚 28 1分09秒11 佐藤 桃子 中3 神奈川・相武台
2 15秒55 後藤 尚只 41 埼 玉・飯能 29 1分09秒13 中村 しおり 中1 神奈川・相模野
3 16秒05 丹羽 俊一 40 静 岡・三島 30 1分12秒99 松元 絢香 中2 神奈川・藤沢
4 16秒87 植田 惠文 56 静 岡・御殿場 31 1分15秒30 八木 美月稀 中1 静 岡・清水
5 17秒14 長坂 尚武 37 静 岡・城内 32 1分26秒50 ドノヴァン レジーナ 中2 神奈川・相模野
6 17秒41 米倉 政治 42 神奈川・大和
7 19秒25 鈴木 俊之 50 静 岡・安東 24インチ男子 400mレース 高校生以上
8 19秒34 佐藤 博文 53 神奈川・相模湖 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
9 19秒37 小澤 聡 44 神奈川・相模野 1 53秒04 瀬戸 将貴 高2 静 岡・三島
10 19秒66 小川 廣 59 静 岡・西奈 2 53秒85 石腰 敏之 18 神奈川・湘南
11 21秒33 岩井 進 54 東 京・板橋 3 55秒94 小杉 健太 20 新 潟・妻有
12 21秒58 市川 享利 47 静 岡・西奈 4 57秒14 小林 成輔 24 東 京・多摩
13 22秒91 田中 雄史 42 神奈川・鎌倉関谷 5 57秒39 千葉 慎吾 21 愛 知・名古屋
14 22秒95 水野 栄二 38 静 岡・三島 6 1分04秒76 加藤 洋司 28 神奈川・湘南

7 1分12秒34 辻村 翔 20 神奈川・大和
24インチ女子 100mスプリント 30歳以上 8 1分13秒32 庄司 海渡 高1 神奈川・湘南
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 9 1分18秒85 鈴木 勝巳 19 静 岡・安東
1 31秒45 須賀 史恵 35 神奈川・ｱﾌｨﾆﾃｨ

24インチ女子 400mレース 高校生以上
16インチ男子 片足走行 小学2年生以下 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 1 55秒54 小澤 舞 高1 神奈川・相模野
1 11秒41 長坂 亮 小2 静 岡・城内 2 56秒66 小杉 沙矢香 高2 新 潟・妻有
2 12秒66 後藤 槙壱 小2 埼 玉・飯能 3 58秒51 石腰 早紀 20 神奈川・湘南
3 13秒66 野島 渚 小1 静 岡・三島 4 59秒67 大谷 東代 高3 神奈川・湘南
4 14秒68 森 裕貴 小1 静 岡・三島 5 59秒90 津田 稚奈 20 神奈川・相模野
5 22秒46 加藤 ミシェル 孔 未就学 神奈川・梅田 6 1分00秒99 今井 美夕貴 高3 神奈川・スマイル

7 1分04秒67 熊谷 真咲 高1 神奈川・相模野
16インチ女子 片足走行 小学2年生以下 8 1分05秒20 臼元 麗未 高1 神奈川・相模野
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 9 1分10秒06 小林 佐和子 27 東 京・多摩
1 12秒79 山田 季樹 小1 静 岡・清水 10 1分13秒34 篠塚 美菜 高1 東 京・多摩
2 12秒86 勝又 桃花 小2 静 岡・三島
3 13秒38 宮澤 杏奈 小2 静 岡・三島 24インチ男子 400mレース 30歳以上
4 13秒51 秦野 七海 小2 神奈川・大和 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
5 13秒63 石塚 ゆりの 小1 静 岡・三島 1 1分03秒71 半田 徳明 32 神奈川・平塚
6 13秒64 水野 夏南 小1 静 岡・三島 2 1分08秒26 丹羽 俊一 40 静 岡・三島
7 13秒65 森 彩花 小2 静 岡・三島 3 1分09秒22 後藤 尚只 41 埼 玉・飯能
8 14秒42 橋本 あんず 小1 神奈川・鎌倉関谷 4 1分10秒97 植田 惠文 56 静 岡・御殿場
9 14秒49 根本 実侑 小2 神奈川・相武台 5 1分12秒26 米倉 政治 42 神奈川・大和
10 15秒14 鈴木 漸々 小1 神奈川・鎌倉Ｓ 6 1分15秒51 小澤 聡 44 神奈川・相模野
11 15秒62 牧 姫菜乃 小2 神奈川・湘南 7 1分17秒00 鈴木 俊之 50 静 岡・安東
12 15秒73 中原 実央 小1 静 岡・西奈 8 1分18秒64 佐藤 博文 53 神奈川・相模湖
13 16秒05 山尾 千恵美 小2 神奈川・相模野 9 1分22秒49 小川 廣 59 静 岡・西奈
14 16秒23 秦野 亜沙美 小2 神奈川・大和 10 1分26秒72 長坂 尚武 37 静 岡・城内
15 16秒68 遠藤 風生 小1 静 岡・三島 11 1分30秒15 岩井 進 54 東 京・板橋
16 18秒23 酒井 美樹 小2 神奈川・相模野 12 1分31秒50 市川 享利 47 静 岡・西奈
17 18秒45 渥美 澪香 小1 神奈川・相武台 13 1分34秒99 水野 栄二 38 静 岡・三島
18 19秒15 安齋 颯菜 小2 神奈川・ウィズ 14 1分41秒72 冨安 哲郎 48 神奈川・鎌倉関谷
19 19秒34 佐藤 涼果 小2 神奈川・相武台 15 1分55秒58 田中 雄史 42 神奈川・鎌倉関谷
20 19秒66 久保 瑛美 小2 神奈川・相模野 16 2分15秒86 糸賀 登 38 静 岡・御殿場
21 21秒21 白井 万葉 小2 神奈川・スマイル
22 23秒38 花上 桃子 小2 神奈川・相模野 24インチ女子 400mレース 30歳以上
23 27秒54 伊高 由梨奈 未就学 神奈川・相武台 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名

1 2分16秒70 須賀 史恵 35 神奈川・ｱﾌｨﾆﾃｨ
20インチ男子 片足走行 小学3～4年生
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 16インチ男子 30mタイヤ乗り 小学2年生以下
1 10秒08 山本 晃弥 小3 神奈川・梅田 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
2 10秒22 青木 隆史 小3 静 岡・西奈 1 12秒75 長坂 亮 小2 静 岡・城内
3 11秒51 白石 怜 小4 神奈川・相模湖 2 22秒33 森 裕貴 小1 静 岡・三島
4 11秒92 伊高 大勝 小4 神奈川・相武台
5 12秒35 神戸 駿地 小4 静 岡・清水 16インチ女子 30mタイヤ乗り 小学2年生以下
6 12秒54 松木 優 小3 静 岡・三島 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
7 12秒84 市川 太一 小3 静 岡・西奈 1 17秒64 宮澤 杏奈 小2 静 岡・三島
8 13秒30 鈴木 海斗 小4 神奈川・ウィズ 2 17秒73 根本 実侑 小2 神奈川・相武台
9 15秒81 水野 一翔 小3 静 岡・三島 3 18秒40 石塚 ゆりの 小1 静 岡・三島
10 21秒55 上條 裕汰 小4 神奈川・相模湖 4 18秒89 勝又 桃花 小2 静 岡・三島

5 19秒44 勝又 木花 小2 静 岡・三島
20インチ女子 片足走行 小学3～4年生 6 20秒11 森 彩花 小2 静 岡・三島
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 7 21秒81 橋本 あんず 小1 神奈川・鎌倉関谷
1 09秒22 関根 愛海 小4 神奈川・鎌倉Ｓ 8 22秒62 松木 彩華 小2 神奈川・相武台
2 09秒34 山本 美玖 小4 神奈川・梅田 9 23秒07 遠藤 風生 小1 静 岡・三島
3 09秒64 河村 彩香 小4 神奈川・藤沢 10 23秒50 鈴木 漸々 小1 神奈川・鎌倉Ｓ
4 09秒98 小板橋 日菜子 小4 神奈川・藤沢 11 23秒61 中原 実央 小1 静 岡・西奈
5 10秒05 鈴木 旺子 小3 神奈川・鎌倉Ｓ 12 24秒49 牧 姫菜乃 小2 神奈川・湘南
6 10秒22 山中 万佑花 小4 埼 玉・飯能 13 25秒80 秦野 七海 小2 神奈川・大和
7 10秒49 太田 真理愛 小4 神奈川・相模野 14 25秒85 佐藤 涼果 小2 神奈川・相武台
8 10秒54 中原 彩乃 小4 静 岡・西奈 15 26秒70 山尾 千恵美 小2 神奈川・相模野
9 10秒66 塩澤 樹 小4 静 岡・西奈 16 28秒47 山田 季樹 小1 静 岡・清水
10 10秒74 安土 月乃 小3 神奈川・相模野 17 28秒89 久保 瑛美 小2 神奈川・相模野
11 10秒84 丹羽 このみ 小3 静 岡・三島 18 30秒32 武藤 はな 小2 神奈川・鎌倉関谷
12 10秒93 酒井 佑奈 小4 神奈川・相模野 19 32秒48 酒井 美樹 小2 神奈川・相模野
13 11秒15 朝日 菜々子 小4 神奈川・相武台 20 32秒64 加藤 愛理 小1 神奈川・鎌倉関谷
13 11秒15 望月 まりか 小4 神奈川・相模野 21 34秒63 伊高 由梨奈 未就学 神奈川・相武台
15 11秒17 今諏訪 あやな 小4 神奈川・スマイル
16 11秒27 糸賀 千晴 小3 静 岡・御殿場 20インチ男子 30mタイヤ乗り 小学3～4年生
17 11秒47 西山 智美 小3 神奈川・かまくら 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
18 11秒50 望月 香織 小4 神奈川・相武台 1 10秒97 山本 晃弥 小3 神奈川・梅田
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19 11秒58 伊藤 稚菜 小3 神奈川・相模野 2 11秒16 青木 隆史 小3 静 岡・西奈
20 11秒59 沖田 楓翔 小4 神奈川・相武台 3 13秒40 白石 怜 小4 神奈川・相模湖
21 11秒62 中田 百映 小3 神奈川・かまくら 4 14秒36 神戸 駿地 小4 静 岡・清水
22 11秒83 大庭 希望 小4 静 岡・御殿場 5 19秒79 鈴木 海斗 小4 神奈川・ウィズ
23 11秒97 安西 莉緒 小3 神奈川・スマイル 6 19秒84 西尾 拓也 小4 神奈川・大和
24 12秒00 高橋 奈歩 小4 神奈川・スマイル 7 21秒87 市川 太一 小3 静 岡・西奈
25 12秒04 山本 麻由 小4 神奈川・大和 8 22秒10 水野 一翔 小3 静 岡・三島
26 12秒09 樋渡 渚 小3 神奈川・相模野 9 24秒05 伊高 大勝 小4 神奈川・相武台
27 12秒11 池田 紗優 小4 神奈川・相武台
28 12秒17 佐々木 真彩 小4 神奈川・相模野 20インチ女子 30mタイヤ乗り 小学3～4年生
29 12秒27 長澤 紅実 小3 静 岡・清水 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
30 12秒54 川溿 観月 小4 神奈川・相武台 1 09秒46 熊澤 慶子 小4 神奈川・梅田
31 12秒60 冨安 美緒 小3 神奈川・鎌倉関谷 2 11秒41 山本 美玖 小4 神奈川・梅田
32 12秒63 石嶋 藍 小3 埼 玉・飯能 3 11秒45 沖田 楓翔 小4 神奈川・相武台
33 12秒67 角野 佳歩 小4 神奈川・相模野 4 11秒65 鈴木 旺子 小3 神奈川・鎌倉Ｓ
34 12秒74 小屋 あずさ 小3 神奈川・スマイル 5 11秒90 武田 深玖 小4 神奈川・鎌倉Ｓ
35 12秒91 大久保 萌 小3 神奈川・かまくら 6 12秒56 安土 月乃 小3 神奈川・相模野
36 12秒95 井上 綺音 小4 神奈川・かまくら 7 12秒81 山中 万佑花 小4 埼 玉・飯能
37 13秒21 塩月 亜映奈 小4 神奈川・スマイル 8 13秒45 酒井 佑奈 小4 神奈川・相模野
38 13秒23 北島 絢音 小4 神奈川・相武台 9 14秒10 小板橋 日菜子 小4 神奈川・藤沢
39 13秒28 一見 咲紀帆 小3 神奈川・湘南 10 14秒15 塩澤 樹 小4 静 岡・西奈
40 13秒29 和嶋 千奈 小4 神奈川・鎌倉関谷 11 14秒52 中原 彩乃 小4 静 岡・西奈
41 13秒31 金子 響 小3 神奈川・ｱﾌｨﾆﾃｨ 12 14秒88 佐々木 真彩 小4 神奈川・相模野
42 13秒46 鈴木 乃亜 小3 新 潟・妻有 13 15秒03 大庭 希望 小4 静 岡・御殿場
43 13秒54 中村 友海 小4 神奈川・相模野 14 16秒31 望月 香織 小4 神奈川・相武台
44 13秒97 内藤 亜美 小3 神奈川・湘南 15 16秒47 田中 実玖 小4 神奈川・スマイル
45 14秒12 根本 真衣 小3 神奈川・相武台 16 17秒07 鈴木 乃亜 小3 新 潟・妻有
46 14秒19 相原 里咲 小3 神奈川・スマイル 17 17秒33 望月 まりか 小4 神奈川・相模野
47 14秒22 田中 実玖 小4 神奈川・スマイル 18 18秒04 太田 真理愛 小4 神奈川・相模野
48 14秒54 内川 華那 小4 神奈川・相模湖 19 18秒13 高橋 奈歩 小4 神奈川・スマイル
49 14秒63 鈴木 裕紀子 小3 神奈川・相模野 20 18秒23 中田 百映 小3 神奈川・かまくら
50 14秒69 塩月 真莉奈 小4 神奈川・スマイル 21 18秒54 北島 絢音 小4 神奈川・相武台
51 14秒85 川満 明弥 小4 神奈川・相武台 22 18秒80 長澤 紅実 小3 静 岡・清水
52 14秒86 牛島 千菜 小3 神奈川・梅田 23 18秒91 伊藤 稚菜 小3 神奈川・相模野
53 15秒69 太田 優理愛 小3 神奈川・相模野 24 19秒03 冨安 美緒 小3 神奈川・鎌倉関谷
54 16秒50 小池 萌々 小3 新 潟・妻有 25 19秒25 一見 咲紀帆 小3 神奈川・湘南
55 17秒84 松崎 涼佳 小3 神奈川・相模野 26 19秒31 大久保 萌 小3 神奈川・かまくら
56 18秒35 吉田 桃子 小4 神奈川・相模湖 27 19秒62 鈴木 裕紀子 小3 神奈川・相模野

28 20秒00 中村 友海 小4 神奈川・相模野
20インチ男子 片足走行 小学5～6年生 29 20秒21 内藤 亜美 小3 神奈川・湘南
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 30 20秒69 菅原 茉紘 小3 神奈川・相武台
1 09秒69 藤井 壮也 小5 東 京・なぎさ 31 20秒78 井上 綺音 小4 神奈川・かまくら
2 10秒10 高山 和也 小5 静 岡・清水 32 21秒14 角野 佳歩 小4 神奈川・相模野
3 11秒34 武田 翔馬 小6 神奈川・相模湖 33 22秒33 池田 紗優 小4 神奈川・相武台
4 11秒43 平原 真人 小5 静 岡・清水 34 22秒38 金子 響 小3 神奈川・ｱﾌｨﾆﾃｨ
5 12秒37 高橋 吾宇 小5 東 京・なぎさ 35 22秒98 佐藤 さくら 小4 神奈川・鎌倉関谷
6 14秒24 鈴木 海士 小5 神奈川・湘南 36 23秒13 太田 優理愛 小3 神奈川・相模野
7 14秒69 平間 惇也 小5 神奈川・相武台 37 23秒49 塩月 真莉奈 小4 神奈川・スマイル
8 14秒89 橋本 大河 小5 神奈川・鎌倉関谷 38 23秒62 塩月 亜映奈 小4 神奈川・スマイル

39 23秒68 小屋 あずさ 小3 神奈川・スマイル
20インチ女子 片足走行 小学5～6年生 40 23秒75 根本 真衣 小3 神奈川・相武台
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 41 28秒65 福里 智美 小4 神奈川・スマイル
1 08秒74 三原 佳恵 小6 神奈川・梅田
2 09秒09 山本 咲菜 小6 神奈川・梅田 20インチ男子 30mタイヤ乗り 小学5～6年生
3 09秒24 広野 満里菜 小6 静 岡・清水 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
4 09秒32 柴田 直枝 小6 静 岡・清水 1 12秒26 藤井 壮也 小5 東 京・なぎさ
5 09秒40 鎌田 実奈 小5 神奈川・相武台 2 13秒28 高山 和也 小5 静 岡・清水
6 09秒58 鈴木 梨子 小5 神奈川・相模野 3 14秒18 西尾 直也 小6 神奈川・大和
7 09秒61 青木 咲織 小5 静 岡・西奈 4 14秒70 武田 翔馬 小6 神奈川・相模湖
8 09秒62 道伝 彩瑛 小5 神奈川・藤沢 5 18秒27 平原 真人 小5 静 岡・清水
9 09秒68 天野 優奈 小6 静 岡・清水
10 09秒70 山中 友貴 小6 埼 玉・飯能 20インチ女子 30mタイヤ乗り 小学5～6年生
11 09秒77 山田 彩乃 小6 静 岡・清水 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
12 09秒89 草間 恵海 小5 神奈川・相模野 1 09秒27 鎌田 実奈 小5 神奈川・相武台
13 09秒92 小島 千明 小6 神奈川・湘南 2 09秒50 柴田 直枝 小6 静 岡・清水
14 10秒16 市川 花 小6 静 岡・西奈 3 09秒88 山本 咲菜 小6 神奈川・梅田
15 10秒18 下川 結菜 小6 神奈川・梅田 4 10秒19 青木 咲織 小5 静 岡・西奈
16 10秒38 松木 明日香 小5 静 岡・三島 5 10秒31 広野 満里菜 小6 静 岡・清水
17 10秒42 安土 瑠菜 小6 神奈川・相模野 6 10秒43 山田 彩乃 小6 静 岡・清水
18 10秒53 大島 恵里香 小5 埼 玉・飯能 7 10秒72 天野 優奈 小6 静 岡・清水
19 10秒54 小屋 さくら 小5 神奈川・スマイル 8 11秒02 鈴木 梨子 小5 神奈川・相模野
20 10秒63 加藤 飛波 小6 神奈川・梅田 9 11秒28 加藤 飛波 小6 神奈川・梅田
21 10秒69 望月 英里 小6 神奈川・相模野 10 11秒46 草間 恵海 小5 神奈川・相模野
22 10秒72 三井 菜々子 小6 神奈川・梅田 11 11秒68 鈴木 ちひろ 小5 神奈川・鎌倉Ｓ
23 10秒79 新井 奏子 小6 埼 玉・飯能 12 11秒74 道伝 彩瑛 小5 神奈川・藤沢
24 10秒86 小澤 澪 小5 神奈川・相模野 13 11秒97 小島 千明 小6 神奈川・湘南
25 10秒88 塩田 未来 小6 神奈川・相模野 14 12秒07 望月 英里 小6 神奈川・相模野
26 10秒96 斉藤 舞 小5 神奈川・相模野 15 13秒00 滝 はるか 小5 静 岡・清水
27 11秒06 笠井 美貴 小6 神奈川・相模野 16 13秒27 武田 澪奈 小6 神奈川・相模湖
28 11秒18 神宮字 楓 小6 神奈川・相模野 17 13秒46 市川 花 小6 静 岡・西奈
28 11秒18 安澤 佳那 小6 神奈川・相模野 18 13秒76 大島 恵里香 小5 埼 玉・飯能
30 11秒19 深澤 春菜 小5 静 岡・西奈 19 14秒35 斉藤 舞 小5 神奈川・相模野
31 11秒20 新井 詩乃 小6 埼 玉・飯能 20 14秒46 金井 そのみ 小6 神奈川・相模野
32 11秒36 金井 そのみ 小6 神奈川・相模野 21 14秒68 新井 奏子 小6 埼 玉・飯能
33 11秒37 滝 はるか 小5 静 岡・清水 22 14秒82 鈴木 美結 小6 神奈川・ウィズ
34 11秒39 水野 芙有子 小6 神奈川・相武台 23 14秒93 深澤 春菜 小5 静 岡・西奈
35 11秒40 吉田 佳南子 小5 神奈川・スマイル 24 15秒12 佐藤 瑞穂 小5 神奈川・相武台
36 11秒45 池田 彩夏 小5 神奈川・スマイル 25 15秒35 沖田 怜翔 小6 神奈川・相武台
37 11秒48 石川 日向野 小5 静 岡・清水 26 15秒38 柴田 若奈 小6 神奈川・相模野
38 11秒56 加藤 百葉 小5 神奈川・相模野 27 15秒89 矢川 希咲 小5 神奈川・相模野
39 11秒57 武田 澪奈 小6 神奈川・相模湖 28 16秒10 丹羽 みなみ 小6 静 岡・三島
40 11秒58 伊藤 晴香 小5 神奈川・相模野 29 16秒40 中村 美裕 小6 埼 玉・飯能
41 11秒61 丹羽 みなみ 小6 静 岡・三島 30 16秒43 花上 栞 小5 神奈川・相模野
42 11秒74 伊高 衣里那 小6 神奈川・相武台 31 17秒48 笠井 美貴 小6 神奈川・相模野
42 11秒74 和田 萌 小6 神奈川・相武台 32 17秒84 市川 玲於 小5 静 岡・清水
44 11秒79 佐藤 瑞穂 小5 神奈川・相武台 33 17秒88 伊藤 晴香 小5 神奈川・相模野
45 11秒93 矢川 希咲 小5 神奈川・相模野 34 17秒91 塩田 未来 小6 神奈川・相模野
45 11秒93 柴田 若奈 小6 神奈川・相模野 35 18秒11 加藤 百葉 小5 神奈川・相模野
47 12秒08 永田 彩夏 小6 神奈川・相模湖 36 18秒88 塩澤 楓 小6 静 岡・西奈
48 12秒16 内村 彩乃 小6 埼 玉・飯能 37 19秒64 内村 彩乃 小6 埼 玉・飯能
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49 12秒27 尾形 有惟 小5 神奈川・相模湖 38 19秒93 工藤 芽生 小5 神奈川・相武台
50 12秒46 塩澤 楓 小6 静 岡・西奈 39 20秒01 石川 日向野 小5 静 岡・清水
51 12秒54 市川 玲於 小5 静 岡・清水 40 22秒42 田中 沙耶 小6 神奈川・かまくら
52 12秒63 沖田 怜翔 小6 神奈川・相武台 41 22秒50 松山 冬季 小5 神奈川・鎌倉関谷
53 12秒70 鈴木 美結 小6 神奈川・ウィズ 42 24秒15 加藤 舞 小5 神奈川・鎌倉関谷
54 12秒75 田中 沙耶 小6 神奈川・かまくら 43 25秒87 増田 桃香 小5 神奈川・梅田
54 12秒75 加藤 舞 小5 神奈川・鎌倉関谷 44 27秒17 鮎澤 楓 小6 埼 玉・飯能
56 12秒91 西山 美里 小5 神奈川・かまくら
57 13秒20 花上 栞 小5 神奈川・相模野 24インチ男子 30mタイヤ乗り 中学生
58 13秒47 工藤 芽生 小5 神奈川・相武台 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
59 13秒68 小堺 有紗 小6 神奈川・相武台 1 09秒74 中村 翼 中2 神奈川・相模野
60 14秒53 増田 桃香 小5 神奈川・梅田 2 10秒25 須賀 俊弥 中2 神奈川・ｱﾌｨﾆﾃｨ
61 19秒03 西澤 愛海 小5 神奈川・相武台 3 11秒59 熊谷 陽太 中2 神奈川・相模野
62 19秒08 牛島 奈緒 小5 神奈川・梅田 4 13秒54 藤井 敬彦 中2 東 京・なぎさ
63 19秒64 中村 美裕 小6 埼 玉・飯能 5 14秒04 西尾 和也 中2 神奈川・大和

6 16秒73 今井 勇太郎 中2 神奈川・スマイル
24インチ男子 片足走行 中学生
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 24インチ女子 30mタイヤ乗り 中学生
1 08秒69 中村 翼 中2 神奈川・相模野 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
2 09秒39 須賀 俊弥 中2 神奈川・ｱﾌｨﾆﾃｨ 1 08秒49 出口 まゆ子 中2 神奈川・湘南
3 10秒02 熊谷 陽太 中2 神奈川・相模野 2 08秒89 瀬戸 澪奈 中3 静 岡・三島
4 10秒39 藤井 敬彦 中2 東 京・なぎさ 3 09秒40 松元 絢香 中2 神奈川・藤沢
5 12秒42 今井 勇太郎 中2 神奈川・スマイル 4 09秒55 後藤 礼奈 中1 神奈川・相模野
6 12秒59 西尾 和也 中2 神奈川・大和 5 09秒66 山本 真佑 中2 神奈川・ウィズ

6 09秒95 新井 梨乃 中1 神奈川・相武台
24インチ女子 片足走行 中学生 7 10秒12 神戸 淳那 中1 静 岡・清水
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 8 10秒14 森 真奈美 中3 静 岡・清水
1 08秒45 出口 まゆ子 中2 神奈川・湘南 9 11秒40 田上 絢子 中1 神奈川・スマイル
2 08秒78 瀬戸 澪奈 中3 静 岡・三島 10 11秒51 山田 麻由実 中1 静 岡・清水
3 08秒87 石嶋 華 中2 埼 玉・飯能 11 12秒22 吉田 瑞季 中1 神奈川・相模野
4 09秒02 松崎 緑 中1 埼 玉・飯能 12 12秒77 松崎 緑 中1 埼 玉・飯能
4 09秒02 森 真奈美 中3 静 岡・清水 13 13秒09 吉田 千穂 中3 神奈川・相模野
6 09秒15 山田 麻由実 中1 静 岡・清水 14 13秒28 鈴木 絢子 中1 神奈川・相模野
7 09秒27 神戸 淳那 中1 静 岡・清水 15 13秒30 石川 愛那 中1 神奈川・相模野
8 09秒43 山本 真佑 中2 神奈川・ウィズ 16 14秒55 村上 奈津実 中2 神奈川・相模野
9 09秒44 鈴木 絢子 中1 神奈川・相模野 17 14秒63 平原 幸栄 中1 静 岡・清水
10 09秒66 村上 奈津実 中2 神奈川・相模野 18 14秒85 樋渡 楓 中1 神奈川・相模野
11 09秒67 森川 瑠衣 中1 神奈川・スマイル 19 15秒79 山崎 さつき 中1 神奈川・相模野
12 10秒00 新井 佳歩 中2 神奈川・相模野 20 16秒16 森川 瑠衣 中1 神奈川・スマイル
13 10秒13 高山 友見 中1 静 岡・清水 21 17秒51 高山 友見 中1 静 岡・清水
14 10秒31 平原 幸栄 中1 静 岡・清水 22 17秒94 中村 しおり 中1 神奈川・相模野
15 10秒46 山崎 さつき 中1 神奈川・相模野
16 10秒48 吉田 瑞季 中1 神奈川・相模野 24インチ男子 30mタイヤ乗り 高校生以上
16 10秒48 森 さやか 中2 神奈川・相模野 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
18 10秒58 松元 絢香 中2 神奈川・藤沢 1 07秒71 庄司 海渡 高1 神奈川・湘南
19 10秒60 冨田 真未 中1 神奈川・相模野 2 08秒14 石腰 敏之 18 神奈川・湘南
20 10秒80 後藤 礼奈 中1 神奈川・相模野 3 09秒04 加藤 洋司 28 神奈川・湘南
21 10秒92 樋渡 楓 中1 神奈川・相模野 4 10秒48 辻村 翔 20 神奈川・大和
22 11秒05 中村 しおり 中1 神奈川・相模野
23 11秒08 吉田 千穂 中3 神奈川・相模野 24インチ女子 30mタイヤ乗り 高校生以上
24 11秒26 八木 美月稀 中1 静 岡・清水 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
25 11秒43 平間 晴香 中1 神奈川・相武台 1 08秒38 石腰 早紀 20 神奈川・湘南
26 11秒49 新井 梨乃 中1 神奈川・相武台 2 11秒60 小林 佐和子 27 東 京・多摩
27 12秒34 橋本 理沙 中2 神奈川・相武台 3 13秒39 津田 稚奈 20 神奈川・相模野
28 12秒86 佐藤 桃子 中3 神奈川・相武台 4 14秒17 篠塚 美菜 高1 東 京・多摩
29 13秒64 田上 絢子 中1 神奈川・スマイル 5 14秒34 小杉 沙矢香 高2 新 潟・妻有
30 19秒83 ドノヴァン レジーナ 中2 神奈川・相模野 6 14秒76 大谷 東代 高3 神奈川・湘南

7 15秒68 今井 友夏里 21 神奈川・スマイル
24インチ男子 片足走行 高校生以上 8 16秒07 小澤 舞 高1 神奈川・相模野
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 9 17秒88 熊谷 真咲 高1 神奈川・相模野
1 07秒41 小林 成輔 24 東 京・多摩 10 19秒54 臼元 麗未 高1 神奈川・相模野
2 07秒67 庄司 海渡 高1 神奈川・湘南
3 07秒81 石腰 敏之 18 神奈川・湘南 24インチ女子 1500mレース 中学生
4 07秒98 瀬戸 将貴 高2 静 岡・三島 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
5 08秒81 加藤 洋司 28 神奈川・湘南 1 3分47秒65 森 真奈美 中3 静 岡・清水
6 09秒00 辻村 翔 20 神奈川・大和 2 3分50秒25 松崎 緑 中1 埼 玉・飯能
7 10秒36 鈴木 勝巳 19 静 岡・安東 3 3分52秒99 吉田 瑞季 中1 神奈川・相模野

4 3分53秒29 出口 まゆ子 中2 神奈川・湘南
24インチ女子 片足走行 高校生以上 5 3分53秒45 石嶋 華 中2 埼 玉・飯能
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 6 3分54秒24 神戸 淳那 中1 静 岡・清水
1 08秒64 石腰 早紀 20 神奈川・湘南 7 3分54秒98 瀬戸 澪奈 中3 静 岡・三島
2 09秒20 熊谷 真咲 高1 神奈川・相模野 8 4分03秒76 鈴木 絢子 中1 神奈川・相模野
3 09秒42 津田 稚奈 20 神奈川・相模野 9 4分03秒86 山田 麻由実 中1 静 岡・清水
4 09秒55 小澤 舞 高1 神奈川・相模野 10 4分03秒91 後藤 礼奈 中1 神奈川・相模野
5 09秒71 大谷 東代 高3 神奈川・湘南 11 4分04秒52 村上 奈津実 中2 神奈川・相模野
6 10秒18 篠塚 美菜 高1 東 京・多摩 12 4分04秒55 田上 絢子 中1 神奈川・スマイル
7 10秒46 小林 佐和子 27 東 京・多摩 13 4分04秒90 冨田 真未 中1 神奈川・相模野
8 11秒33 臼元 麗未 高1 神奈川・相模野 14 4分05秒03 吉田 千穂 中3 神奈川・相模野

15 4分07秒19 新井 梨乃 中1 神奈川・相武台
24インチ男子 片足走行 30歳以上 16 4分11秒14 森 さやか 中2 神奈川・相模野
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 17 4分11秒33 平間 晴香 中1 神奈川・相武台
1 08秒63 半田 徳明 32 神奈川・平塚 18 4分11秒62 石川 愛那 中1 神奈川・相模野
2 10秒17 後藤 尚只 41 埼 玉・飯能 19 4分12秒34 山崎 さつき 中1 神奈川・相模野
3 12秒68 丹羽 俊一 40 静 岡・三島 20 4分15秒84 橋本 理沙 中2 神奈川・相武台
4 12秒82 植田 惠文 56 静 岡・御殿場 21 4分16秒13 新井 佳歩 中2 神奈川・相模野
5 17秒07 米倉 政治 42 神奈川・大和 22 4分17秒52 樋渡 楓 中1 神奈川・相模野
6 18秒13 市川 享利 47 静 岡・西奈 23 4分27秒93 森川 瑠衣 中1 神奈川・スマイル

24 4分28秒26 辻村 瑶 中3 神奈川・大和
700C無差別 1500mレース 25 4分28秒54 高山 友見 中1 静 岡・清水
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 26 4分29秒65 平原 幸栄 中1 静 岡・清水
1 3分25秒04 瀬戸 将貴 高2 静 岡・三島 27 4分33秒67 佐藤 桃子 中3 神奈川・相武台
2 3分26秒48 瀬戸 澪奈 中3 静 岡・三島 28 4分40秒42 松元 絢香 中2 神奈川・藤沢
3 3分28秒56 鈴木 勝巳 19 静 岡・安東 29 4分46秒24 中村 しおり 中1 神奈川・相模野
4 3分30秒35 庄司 海渡 高1 神奈川・湘南 30 5分09秒40 八木 美月稀 中1 静 岡・清水
5 3分35秒66 石腰 敏之 18 神奈川・湘南
6 3分41秒83 森 真奈美 中3 静 岡・清水 24インチ男子 1500mレース 高校生以上
7 3分44秒64 辻村 翔 20 神奈川・大和 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名
8 3分44秒93 千葉 慎吾 21 愛 知・名古屋 1 3分40秒23 瀬戸 将貴 高2 静 岡・三島
9 3分54秒18 石腰 早紀 20 神奈川・湘南 2 3分41秒06 庄司 海渡 高1 神奈川・湘南
10 4分03秒10 神戸 淳那 中1 静 岡・清水 2 3分41秒06 鈴木 勝巳 19 静 岡・安東
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4 3分48秒88 石腰 敏之 18 神奈川・湘南
24インチ男子 1500mレース 中学生 5 3分55秒71 辻村 翔 20 神奈川・大和
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 6 3分56秒29 小杉 健太 20 新 潟・妻有
1 3分47秒25 熊谷 陽太 中2 神奈川・相模野 7 3分57秒22 千葉 慎吾 21 愛 知・名古屋
2 3分55秒70 中村 翼 中2 神奈川・相模野 8 4分13秒03 小林 成輔 24 東 京・多摩
3 3分55秒85 藤井 敬彦 中2 東 京・なぎさ 9 4分18秒84 加藤 洋司 28 神奈川・湘南
4 4分01秒40 須賀 俊弥 中2 神奈川・ｱﾌｨﾆﾃｨ
5 4分04秒81 今井 勇太郎 中2 神奈川・スマイル 24インチ女子 1500mレース 高校生以上
6 4分05秒86 西尾 和也 中2 神奈川・大和 順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名

1 3分56秒18 小澤 舞 高1 神奈川・相模野
24インチ男子 1500mレース 30歳以上 2 3分57秒55 小杉 沙矢香 高2 新 潟・妻有
順位 タイム 氏 名 学年 団 体 名 3 4分03秒09 大谷 東代 高3 神奈川・湘南
1 4分41秒88 半田 徳明 32 神奈川・平塚 4 4分05秒25 石腰 早紀 20 神奈川・湘南
2 4分43秒17 長坂 尚武 37 静 岡・城内 5 4分06秒01 今井 美夕貴 高3 神奈川・スマイル
3 4分52秒92 植田 惠文 56 静 岡・御殿場 6 4分06秒88 津田 稚奈 20 神奈川・相模野
4 4分53秒07 米倉 政治 42 神奈川・大和 7 4分16秒22 熊谷 真咲 高1 神奈川・相模野
5 4分57秒31 小澤 聡 44 神奈川・相模野 8 4分19秒13 今井 友夏里 21 神奈川・スマイル
6 5分10秒06 鈴木 俊之 50 静 岡・安東 9 4分22秒08 臼元 麗未 高1 神奈川・相模野
7 5分20秒76 佐藤 博文 53 神奈川・相模湖
8 5分28秒29 小川 廣 59 静 岡・西奈 ８００ｍリレー種目Ｂ（16, 20×2, 24ｲﾝﾁ)
9 5分56秒42 市川 享利 47 静 岡・西奈 順位 タイム

1 2分25秒94
８００ｍリレー種目Ａ（20インチ×４） 2 2分26秒09
順位 タイム 3 2分28秒04
1 2分13秒11 4 2分40秒65
2 2分14秒39 5 2分54秒73
3 2分16秒45 6 2分55秒48
4 2分28秒46 7 2分57秒35
5 2分34秒76 8 3分17秒76
6 2分36秒52
7 2分38秒80 ８００ｍリレー種目Ｃ（24インチ×4）
8 2分40秒58 順位 タイム
9 2分44秒63 1 1分49秒36
10 2分46秒79 2 1分53秒33
11 2分47秒10 3 2分01秒95
12 3分01秒03 4 2分02秒58

5 2分15秒74
6 2分17秒17

静 岡・清水
神奈川・スマイル

神奈川・湘南
静 岡・西奈
東 京・なぎさ
神奈川・ウィズ

埼 玉・飯能
神奈川・かまくら

神奈川・大和
静 岡・三島

神奈川・鎌倉関谷

団 体 名
神奈川・湘南
神奈川・相模野

神奈川・スマイル
神奈川・鎌倉関谷

神奈川・藤沢
神奈川・相模湖
神奈川・相武台
神奈川・鎌倉Ｓ

静 岡・清水
神奈川・梅田
静 岡・西奈
静 岡・三島

団 体 名

団 体 名
神奈川・相模野
神奈川・相武台
埼 玉・飯能

15:30から閉会式を行い、16:25に解散した。

「親睦 パン食いレース」

09:00 競技開始。14:30競技終了。 トラックでは唯一、フリークランで開催されるハイレベルな大会

306名の選手が5種目の競技へ出場するビック大会だが、晴天に恵まれ、いつものようにスムースな大会運営。

競技終了の14:30から15:30までは参加選手306名が全員参加の「親睦パン食いレース」の一時間。

もちろん一輪車に乗ってのパン食いレースだ。初心者からベテランまで一日の疲れを吹き飛ばす和やかな一時。

中学生以上の選手は通常の前進走行以外の「アッ」と言わせる高度な乗り方でパンへ喰らい付き、会場を沸かせた。


