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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 21秒72 深澤 涼介 小2 静岡・西奈児童館 1 1分37秒80 深澤 涼介 小2 静岡・西奈児童館
2 23秒02 加藤 ミシェル孔 小1 神奈川・梅田 2 1分38秒79 加藤 ミシェル孔 小1 神奈川・梅田
3 24秒46 市川 晃 小1 静岡・西奈児童館 3 1分48秒25 古郡 輝 小1 神奈川・さがみこ
4 25秒12 古郡 輝 小1 神奈川・さがみこ 4 1分49秒06 岩井 雅充 小1 静岡・西奈児童館
5 25秒35 木村 圭佑 小1 東京・なぎさ 5 1分52秒49 石垣 陽 未就学 静岡・長泉
6 25秒69 岩井 雅充 小1 静岡・西奈児童館 6 1分57秒43 木村 圭佑 小1 東京・なぎさ

7 2分00秒75 高田 快晴 未就学 静岡・藤枝
16インチ女子 100mスプリント 小学2年生以下 8 2分10秒46 市川 晃 小1 静岡・西奈児童館
順位 タイム 氏 名 学年 団体名
1 21秒88 山崎 杏菜 小2 神奈川・梅田 16インチ女子 400mレース 小学2年生以下
2 22秒25 大垣 華琳 小2 神奈川・湘南 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
3 23秒09 望月 瞳 小2 静岡・清水ドリーム 1 1分34秒63 山崎 杏菜 小2 神奈川・梅田
4 24秒29 大川 真祐 小1 静岡・伊豆八岳 2 1分39秒00 望月 瞳 小2 静岡・清水ドリーム
5 25秒02 吉松 涼花 小2 静岡・清水ドリーム 3 1分42秒16 大垣 華琳 小2 神奈川・湘南
6 25秒11 秦野 智美 小1 神奈川・大和 4 1分45秒38 大川 美祐 小1 静岡・伊豆八岳
7 25秒43 秋山 愛加 小2 静岡・城内 5 1分49秒00 大川 真祐 小1 静岡・伊豆八岳
8 25秒52 大川 美祐 小1 静岡・伊豆八岳 6 1分49秒79 石垣 菜桜 小2 静岡・長泉
9 25秒69 市川 美織 小2 神奈川・さがみこ 7 1分51秒50 酒井 雪乃 小2 静岡・城内
10 25秒76 野島 円 未就学 静岡・三島 8 1分53秒05 安齋 仁燿 小2 神奈川・ウィズ
11 25秒92 酒井 雪乃 小2 静岡・城内 9 1分54秒90 吉松 涼花 小2 静岡・清水ドリーム
12 25秒93 桑野 凪彩 小2 神奈川・スマイル 10 1分55秒80 桑野 凪彩 小2 神奈川・スマイル
13 26秒13 山形 槇菜 小1 神奈川・大和 11 1分57秒00 秋山 愛加 小2 静岡・城内
14 26秒31 安齋 仁燿 小2 神奈川・ウィズ 12 1分59秒02 野島 円 未就学 静岡・三島
15 29秒41 遠藤 真風 未就学 静岡・三島 13 2分00秒87 秦野 智美 小1 神奈川・大和
16 30秒52 土居 かほる 小1 神奈川・鎌倉関谷 14 2分03秒00 榎本 未来 小2 神奈川・ウィズ
17 31秒15 花上 雪乃 小1 神奈川・相模野 15 2分04秒92 市川 美織 小2 神奈川・さがみこ
18 31秒46 榎本 未来 小2 神奈川・ウィズ 16 2分09秒43 遠藤 真風 未就学 静岡・三島
19 32秒18 前田 怜香 小2 神奈川・相模野 17 2分17秒00 前田 怜香 小2 神奈川・相模野
20 35秒83 金井 みどり 未就学 神奈川・相模野 18 2分18秒84 斉藤 楓 小2 神奈川・相模野
21 37秒68 角田 遥南 小2 神奈川・相模野 19 2分19秒05 窪野 早桜 小2 神奈川・湘南
22 38秒91 糸賀 里菜 小1 静岡・ウイング 20 2分20秒50 金井 みどり 未就学 神奈川・相模野

21 2分24秒00 山下 杏摘 小2 神奈川・湘南
700C男子 100mスプリント 22 2分24秒58 土居 かほる 小1 神奈川・鎌倉関谷
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 23 2分24秒78 福田 千夏 小1 神奈川・相模野
1 12秒45 瀬戸 将貴 18 静岡・三島 24 2分25秒00 花上 雪乃 小1 神奈川・相模野
2 12秒74 藤井 壮也 中1 東京・なぎさ 25 2分31秒47 角田 遥南 小2 神奈川・相模野
3 14秒06 辻村 翔 22 神奈川・大和 26 2分42秒00 山形 槇菜 小1 神奈川・大和
4 14秒24 半田 徳明 34 神奈川・infinity Racing 27 2分47秒82 糸賀 里菜 小1 静岡・ウイング

700C男子 400mレース
順位 タイム 氏 名 学年 団体名

700C女子 100mスプリント 1 51秒69 瀬戸 将貴 18 静岡・三島
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 2 52秒66 藤井 壮也 中1 東京・なぎさ
1 13秒11 瀬戸 澪奈 高2 静岡・三島 3 54秒09 藤井 敬彦 高1 東京・なぎさ
2 13秒33 糸日谷 真央 高1 東京・篠崎 4 58秒53 辻村 翔 22 神奈川・大和
3 14秒01 石腰 早紀 22 神奈川・湘南 5 59秒34 半田 徳明 34 神奈川・infinity Racing
4 14秒16 三輪 綾香 中1 静岡・榛原児童館 6 1分03秒92 千葉 慎吾 23 愛知・名古屋
5 14秒21 森 真奈美 高2 静岡・清水ドリーム
6 14秒50 石川 日向野 中1 静岡・清水ドリーム 700C女子 400mレース
7 14秒70 大谷 東代 19 神奈川・湘南 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
8 15秒33 松木 明日香 中1 静岡・三島 1 52秒00 瀬戸 澪奈 高2 静岡・三島
9 16秒92 辻村 瑶 高2 神奈川・大和 2 54秒40 糸日谷 真央 高1 東京・篠崎

3 58秒29 森 真奈美 高2 静岡・清水ドリーム
20インチ男子 100mスプリント 小学3～4年生 4 59秒80 松木 明日香 中1 静岡・三島
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 5 1分00秒00 大谷 東代 19 神奈川・湘南
1 16秒08 後藤 槙壱 小4 埼玉・飯能 6 1分00秒17 石川 日向野 中1 静岡・清水ドリーム
2 16秒28 野島 渚 小3 静岡・三島 7 1分00秒56 三輪 綾香 中1 静岡・榛原児童館
3 16秒53 柏原 武流 小3 静岡・長泉 8 1分03秒32 辻村 瑶 高2 神奈川・大和
4 18秒95 鈴木 陸士 小4 神奈川・湘南 9 1分10秒37 石腰 早紀 22 神奈川・湘南
5 19秒47 和田 凌空 小3 神奈川・大和
6 19秒70 鈴木 礼大 小4 神奈川・相模野 20インチ男子 400mレース 小学3～4年生
7 20秒17 山本 達也 小4 神奈川・大和 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
8 20秒30 松崎 涼司 小4 神奈川・相模野 1 1分07秒26 榊 広翔 小4 静岡・清水ファイターズ
9 21秒21 滝沢 翔 小4 神奈川・さがみこ 2 1分07秒37 野島 渚 小3 静岡・三島

3 1分12秒06 柏原 武流 小3 静岡・長泉
4 1分12秒92 後藤 槙壱 小4 埼玉・飯能

20インチ女子 100mスプリント 小学3～4年生 5 1分19秒02 和田 凌空 小3 神奈川・大和
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 6 1分21秒31 鈴木 陸士 小4 神奈川・湘南
1 15秒01 高田 七海 小4 静岡・藤枝 7 1分28秒04 鈴木 礼大 小4 神奈川・相模野
2 15秒45 水野 夏南 小3 静岡・三島 8 1分30秒47 松崎 涼司 小4 神奈川・相模野
3 16秒24 榊 優衣 小4 静岡・清水ファイターズ 9 1分33秒01 山本 達也 小4 神奈川・大和
4 16秒48 秦野 七海 小4 神奈川・大和 10 1分46秒88 山形 順史郎 小3 神奈川・大和
5 16秒99 神谷 怜美 小3 神奈川・藤沢 11 1分50秒23 滝沢 翔 小4 神奈川・さがみこ
6 17秒65 小松 七海 小4 静岡・清水ドリーム
7 17秒71 橋本 あんず 小3 神奈川・鎌倉関谷 20インチ女子 400mレース 小学3～4年生
8 17秒88 山尾 千恵美 小4 神奈川・相模野 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
9 17秒99 山谷 幸恵 小4 新潟・妻有 1 1分04秒84 高田 七海 小4 静岡・藤枝
10 18秒23 太田 結菜 小3 静岡・清水ドリーム 2 1分05秒46 水野 夏南 小3 静岡・三島
11 18秒77 恩田 侑子 小4 静岡・清水ファイターズ 3 1分09秒86 秦野 七海 小4 神奈川・大和
12 18秒94 大垣 華音 小4 神奈川・湘南 4 1分11秒09 榊 優衣 小4 静岡・清水ファイターズ
13 19秒00 川島 晴南 小3 静岡・清水ドリーム 5 1分12秒37 神谷 怜美 小3 神奈川・藤沢
14 19秒12 酒井 美樹 小4 神奈川・相模野 6 1分16秒22 山谷 幸恵 小4 新潟・妻有
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15 19秒15 遠藤 風生 小3 静岡・三島 7 1分16秒44 太田 結菜 小3 静岡・清水ドリーム
16 19秒95 前 凪紗 小4 静岡・西奈児童館 8 1分17秒58 酒井 美樹 小4 神奈川・相模野
17 19秒96 秦野 亜沙美 小4 神奈川・大和 9 1分17秒65 小松 七海 小4 静岡・清水ドリーム
18 20秒14 安齋 颯菜 小4 神奈川・ウィズ 10 1分18秒97 恩田 侑子 小4 静岡・清水ファイターズ
19 20秒24 久保 瑛美 小4 神奈川・相模野 11 1分19秒35 山尾 千恵美 小4 神奈川・相模野
20 20秒29 川上 萌 小4 静岡・長泉 12 1分19秒51 橋本 あんず 小3 神奈川・鎌倉関谷
21 20秒63 花上 桃子 小4 神奈川・相模野 13 1分19秒69 遠藤 風生 小3 静岡・三島
22 21秒53 土居 まひろ 小3 神奈川・鎌倉関谷 14 1分20秒65 岩井 花 小4 静岡・西奈児童館
23 21秒68 加藤 愛理 小3 神奈川・鎌倉関谷 15 1分20秒93 前 凪紗 小4 静岡・西奈児童館
24 22秒02 古郡 麻帆 小3 神奈川・さがみこ 16 1分22秒98 久保 瑛美 小4 神奈川・相模野
25 22秒25 武藤 はな 小4 神奈川・鎌倉関谷 17 1分23秒47 大垣 華音 小4 神奈川・湘南
26 23秒10 井出 知里 小3 神奈川・鎌倉関谷 18 1分23秒57 川島 晴南 小3 静岡・清水ドリーム
27 23秒19 熊澤 優衣 小3 神奈川・ウィズ 19 1分24秒21 花上 桃子 小4 神奈川・相模野
28 25秒24 下田 有紗 小4 神奈川・鎌倉関谷 20 1分24秒75 白井 万葉 小4 神奈川・スマイル
29 25秒73 亀山 七海 小4 神奈川・ウィズ 21 1分24秒79 安齋 颯菜 小4 神奈川・ウィズ
30 29秒23 佐藤 雪音 小3 神奈川・スマイル 22 1分26秒47 秦野 亜沙美 小4 神奈川・大和

23 1分27秒19 川上 萌 小4 静岡・長泉
20インチ男子 100mスプリント 小学5～6年生 24 1分32秒07 土居 まひろ 小3 神奈川・鎌倉関谷
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 25 1分32秒64 古郡 麻帆 小3 神奈川・さがみこ
1 15秒23 青木 隆史 小5 静岡・西奈児童館 26 1分32秒73 加藤 愛理 小3 神奈川・鎌倉関谷
2 15秒96 神戸 駿地 小6 静岡・清水ドリーム 27 1分33秒09 辻 歩夏 小3 神奈川・スマイル
3 16秒60 土居 想太郎 小6 神奈川・鎌倉関谷 28 1分34秒23 武藤 はな 小4 神奈川・鎌倉関谷
4 16秒82 松木 優 小5 静岡・三島 29 1分35秒31 木村 百花 小4 東京・なぎさ
5 17秒47 長倉 智史貴 小6 東京・なぎさ 30 1分38秒17 熊澤 優衣 小3 神奈川・ウィズ
6 17秒48 市川 太一 小5 静岡・西奈児童館 31 1分41秒34 亀山 七海 小4 神奈川・ウィズ
7 17秒99 水野 一翔 小5 静岡・三島 32 1分46秒58 山下 茉咲 小3 神奈川・湘南
8 18秒72 西尾 拓也 小6 神奈川・大和 33 1分58秒51 佐藤 雪音 小3 神奈川・スマイル
9 19秒40 上條 裕汰 小6 神奈川・さがみこ
10 22秒24 鈴木 海斗 小6 神奈川・ウィズ 20インチ男子 400mレース 小学5～6年生
11 23秒77 大平 絢哉 小6 神奈川・さがみこ 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
12 24秒69 杉本 和葵 小6 神奈川・さがみこ 1 1分02秒91 神戸 駿地 小6 静岡・清水ドリーム

2 1分11秒24 松木 優 小5 静岡・三島
3 1分11秒34 土居 想太郎 小6 神奈川・鎌倉関谷

20インチ女子 100mスプリント 小学5～6年生 4 1分11秒54 市川 太一 小5 静岡・西奈児童館
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 5 1分13秒66 長倉 智史貴 小6 東京・なぎさ
1 14秒67 山田 茉鈴 小6 神奈川・大和 6 1分13秒87 青木 隆史 小5 静岡・西奈児童館
2 15秒01 高田 朝日 小5 静岡・藤枝 7 1分17秒86 白石 怜 小6 神奈川・さがみこ
3 15秒79 熊澤 慶子 小6 神奈川・梅田 8 1分17秒98 水野 一翔 小5 静岡・三島
4 15秒82 小板橋 日菜子 小6 神奈川・藤沢 9 1分21秒54 西尾 拓也 小6 神奈川・大和
5 15秒94 天神 英美里 小6 神奈川・藤沢 10 1分21秒98 上條 裕汰 小6 神奈川・さがみこ
6 16秒02 武田 深玖 小6 神奈川・鎌倉Ｓ 11 1分32秒71 鈴木 海斗 小6 神奈川・ウィズ
7 16秒19 酒井 佑奈 小6 神奈川・相模野 12 1分40秒50 大平 絢哉 小6 神奈川・さがみこ
8 16秒41 土屋 亜織 小5 静岡・清水ファイターズ 13 1分40秒74 杉本 和葵 小6 神奈川・さがみこ
9 16秒54 木学 里奈 小6 神奈川・相模野
10 16秒60 佐々木 真彩 小6 神奈川・相模野 20インチ女子 400mレース 小学5～6年生
11 16秒91 中原 彩乃 小6 静岡・西奈児童館 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
12 16秒96 牛島 千奈 小5 神奈川・梅田 1 1分03秒00 山田 茉鈴 小6 神奈川・大和
13 17秒00 鈴木 裕紀子 小5 神奈川・相模野 2 1分03秒60 高田 朝日 小5 静岡・藤枝
14 17秒21 望月 まりか 小6 神奈川・相模野 3 1分08秒56 土屋 亜織 小5 静岡・清水ファイターズ
15 17秒28 糸賀 千晴 小5 静岡・ウイング 4 1分08秒82 小板橋 日菜子 小6 神奈川・藤沢
16 17秒39 池田 七菜 小5 新潟・妻有 5 1分09秒40 熊澤 慶子 小6 神奈川・梅田
17 17秒57 古田 美夕 小6 静岡・西奈児童館 6 1分09秒57 木学 里奈 小6 神奈川・相模野
18 17秒77 鈴木 ほのか 小5 神奈川・梅田 7 1分09秒66 酒井 佑奈 小6 神奈川・相模野
19 17秒87 山本 悠加 小6 神奈川・大和 8 1分10秒65 中原 彩乃 小6 静岡・西奈児童館
20 17秒92 中村 友海 小6 神奈川・相模野 9 1分10秒82 武田 深玖 小6 神奈川・鎌倉Ｓ
21 18秒15 和田 のの 小5 静岡・三島 10 1分10秒88 佐々木 真彩 小6 神奈川・相模野
22 18秒21 市川 千陽 小5 神奈川・さがみこ 11 1分12秒10 天神 英美里 小6 神奈川・藤沢
23 18秒35 小池 萌々 小5 新潟・妻有 12 1分12秒19 望月 まりか 小6 神奈川・相模野
24 18秒46 角野 佳歩 小6 神奈川・相模野 13 1分13秒05 池田 七菜 小5 新潟・妻有
25 18秒52 高橋 奈歩 小6 神奈川・スマイル 14 1分14秒14 古田 美夕 小6 静岡・西奈児童館
26 18秒63 細谷 実華子 小6 神奈川・藤沢 15 1分14秒90 中村 友海 小6 神奈川・相模野
27 18秒69 米倉 百香 小6 神奈川・大和 16 1分14秒93 鈴木 裕紀子 小5 神奈川・相模野
28 18秒75 小屋 あずさ 小5 神奈川・スマイル 17 1分15秒00 牛島 千奈 小5 神奈川・梅田
29 19秒23 内藤 亜美 小5 神奈川・湘南 18 1分16秒10 糸賀 千晴 小5 静岡・ウイング
30 19秒83 山口 莉奈 小5 神奈川・ウィズ 19 1分16秒78 山本 悠加 小6 神奈川・大和
31 19秒93 鈴木 佳菜 小6 神奈川・ウィズ 20 1分16秒90 和田 のの 小5 静岡・三島
32 19秒98 相原 里咲 小5 神奈川・スマイル 21 1分17秒40 小池 萌々 小5 新潟・妻有
33 20秒03 後藤 くるみ 小6 東京・多摩 22 1分17秒76 鈴木 ほのか 小5 神奈川・梅田
34 20秒56 合谷 友花 小5 神奈川・藤沢 23 1分17秒92 角野 佳歩 小6 神奈川・相模野
35 20秒87 瀬野 ことみ 小5 神奈川・相模野 24 1分18秒18 細谷 実華子 小6 神奈川・藤沢
36 21秒45 青木 風花 小6 神奈川・鎌倉関谷 25 1分18秒28 高橋 奈歩 小6 神奈川・スマイル
37 21秒55 安西 莉緒 小5 神奈川・スマイル 26 1分20秒12 山本 麻由 小6 神奈川・大和
38 22秒35 福里 智美 小6 神奈川・スマイル 27 1分20秒38 米倉 百香 小6 神奈川・大和
39 22秒64 田中 えり 小5 東京・多摩 28 1分21秒19 直井 李佳 小6 神奈川・梅田
40 22秒82 田中 リサ 小5 神奈川・ウィズ 29 1分21秒24 小屋 あずさ 小5 神奈川・スマイル
41 22秒97 田中 実玖 小6 神奈川・スマイル 30 1分21秒89 牛山 陽菜 小5 神奈川・藤沢
42 23秒86 大野 優唯 小6 神奈川・さがみこ 31 1分22秒23 鈴木 佳菜 小6 神奈川・ウィズ
43 24秒32 安井 桃葉 小5 神奈川・ウィズ 32 1分23秒86 相原 里咲 小5 神奈川・スマイル
44 26秒67 大久保 里美 小5 神奈川・相模野 33 1分24秒53 市川 千陽 小5 神奈川・さがみこ

34 1分24秒76 山口 莉奈 小5 神奈川・ウィズ
24インチ男子 100mスプリント 中学生 35 1分26秒65 後藤 くるみ 小6 東京・多摩
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 36 1分26秒85 瀬野 ことみ 小5 神奈川・相模野
1 13秒09 藤井 壮也 中1 東京・なぎさ 37 1分27秒34 福里 智美 小6 神奈川・スマイル
2 16秒71 川上 拓真 中1 静岡・長泉 38 1分29秒01 内藤 亜美 小5 神奈川・湘南
3 18秒23 橋本 大河 中1 神奈川・鎌倉関谷 39 1分29秒71 田中 実玖 小6 神奈川・スマイル

40 1分30秒41 合谷 友花 小5 神奈川・藤沢
24インチ女子 100mスプリント 中学生 41 1分31秒22 安西 莉緒 小5 神奈川・スマイル
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 42 1分34秒89 青木 風花 小6 神奈川・鎌倉関谷
1 13秒89 鈴木 絢子 中3 神奈川・相模野 43 1分36秒23 田中 えり 小5 東京・多摩
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2 13秒90 青木 咲織 中1 静岡・西奈児童館 44 1分37秒87 松崎 涼佳 小5 神奈川・相模野
3 14秒36 小澤 澪 中1 神奈川・相模野 45 1分39秒50 大野 優唯 小6 神奈川・さがみこ
4 14秒39 三輪 綾香 中1 静岡・榛原児童館 46 1分41秒10 安井 桃葉 小5 神奈川・ウィズ
5 14秒40 吉田 瑞季 中3 神奈川・相模野 47 1分41秒39 高橋 凛 小6 神奈川・さがみこ
6 14秒54 石川 日向野 中1 静岡・清水ドリーム 48 1分46秒04 田中 リサ 小5 神奈川・ウィズ
7 14秒64 鈴木 梨子 中1 神奈川・相模野 49 1分54秒76 大久保 里美 小5 神奈川・相模野
8 14秒75 冨田 真未 中3 神奈川・相模野 50 2分45秒53 永井 なつこ 小5 神奈川・さがみこ
9 14秒86 望月 英里 中2 神奈川・相模野
9 14秒86 樋渡 楓 中3 神奈川・相模野 24インチ男子 400mレース 中学生
11 14秒91 草間 恵海 中1 神奈川・相模野 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
12 15秒04 山尾 真奈美 中1 神奈川・相模野 1 54秒84 藤井 壮也 中1 東京・なぎさ
13 15秒06 阿部 祐菜 中2 神奈川・梅田 2 56秒89 西尾 直也 中2 神奈川・大和
14 15秒13 平田 愛里沙 中1 神奈川・藤沢 3 1分04秒98 川上 拓真 中1 静岡・長泉
15 15秒42 松木 明日香 中1 静岡・三島 4 1分12秒78 橋本 大河 中1 神奈川・鎌倉関谷
16 15秒44 笠井 美貴 中2 神奈川・相模野
16 15秒44 柏原 理沙 中1 静岡・長泉 24インチ女子 400mレース 中学生
18 15秒53 伊藤 晴香 中1 神奈川・相模野 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
19 15秒62 塩田 未来 中2 神奈川・相模野 1 56秒92 青木 咲織 中1 静岡・西奈児童館
20 15秒68 金井 そのみ 中2 神奈川・相模野 2 57秒58 吉田 瑞季 中3 神奈川・相模野
21 15秒76 市川 花 中2 静岡・西奈児童館 3 58秒68 鈴木 絢子 中3 神奈川・相模野
22 15秒89 神宮字 楓 中2 神奈川・相模野 4 58秒87 小澤 澪 中1 神奈川・相模野
23 15秒96 斉藤 舞 中1 神奈川・相模野 5 59秒69 草間 恵海 中1 神奈川・相模野
24 16秒11 山崎 さつき 中3 神奈川・相模野 6 1分00秒01 冨田 真未 中3 神奈川・相模野
25 16秒12 加藤 飛波 中2 神奈川・梅田 7 1分00秒13 鈴木 梨子 中1 神奈川・相模野
26 16秒26 吉田 佳南子 中1 神奈川・スマイル 8 1分00秒33 松木 明日香 中1 静岡・三島
27 16秒36 花上 栞 中1 神奈川・相模野 9 1分00秒45 石川 日向野 中1 静岡・清水ドリーム
28 16秒63 柴田 若奈 中2 神奈川・相模野 10 1分00秒50 三輪 綾香 中1 静岡・榛原児童館
29 17秒22 山崎 美咲 中2 神奈川・梅田 11 1分00秒76 望月 英里 中2 神奈川・相模野
30 17秒52 鈴木 百葉 中1 神奈川・相模野 12 1分02秒06 山尾 真奈美 中1 神奈川・相模野
31 17秒76 小屋 さくら 中1 神奈川・スマイル 13 1分02秒12 柏原 理沙 中1 静岡・長泉
32 18秒28 鈴木 美結 中2 神奈川・ウィズ 14 1分02秒72 市川 花 中2 静岡・西奈児童館
33 20秒02 那須野 彩華 中1 東京・多摩 15 1分02秒94 樋渡 楓 中3 神奈川・相模野

16 1分03秒90 塩田 未来 中2 神奈川・相模野
24インチ男子 100mスプリント 高校生以上 17 1分04秒02 山崎 さつき 中3 神奈川・相模野
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 18 1分04秒26 阿部 祐菜 中2 神奈川・梅田
1 12秒92 瀬戸 将貴 18 静岡・三島 19 1分04秒27 神宮字 楓 中2 神奈川・相模野
2 13秒62 中村 翼 高1 神奈川・相模野 20 1分04秒75 笠井 美貴 中2 神奈川・相模野
3 13秒80 藤井 敬彦 高1 東京・なぎさ 21 1分04秒97 金井 そのみ 中2 神奈川・相模野
4 14秒66 千葉 慎吾 23 愛知・名古屋 22 1分05秒24 吉田 佳南子 中1 神奈川・スマイル
5 14秒92 辻村 翔 22 神奈川・大和 23 1分06秒58 平田 愛里沙 中1 神奈川・藤沢
6 15秒48 今井 勇太郎 高1 神奈川・スマイル 24 1分07秒72 伊藤 晴香 中1 神奈川・相模野
7 15秒78 後藤 彰良 高2 埼玉・飯能 25 1分08秒01 加藤 飛波 中2 神奈川・梅田
8 16秒36 徳武 満 28 東京・多摩 26 1分09秒43 柴田 若奈 中2 神奈川・相模野

27 1分10秒00 小屋 さくら 中1 神奈川・スマイル
24インチ女子 100mスプリント 高校生以上 28 1分10秒55 花上 栞 中1 神奈川・相模野
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 29 1分10秒81 斉藤 舞 中1 神奈川・相模野
1 13秒52 糸日谷 真央 高1 東京・篠崎 30 1分11秒93 山崎 美咲 中2 神奈川・梅田
2 13秒54 出口 まゆ子 高1 神奈川・湘南 31 1分12秒23 矢川 希咲 中1 神奈川・相模野
3 14秒51 小杉 沙矢香 18 新潟・妻有 32 1分12秒70 鈴木 美結 中2 神奈川・ウィズ
4 14秒57 森 真奈美 高2 静岡・清水ドリーム 33 1分14秒62 鈴木 百葉 中1 神奈川・相模野
5 14秒61 石腰 早紀 22 神奈川・湘南 34 1分27秒55 那須野 彩華 中1 東京・多摩
6 14秒79 大谷 東代 19 神奈川・湘南
7 14秒81 村上 奈津実 高1 神奈川・相模野 24インチ男子 400mレース 高校生以上
8 14秒91 半田 優美 25 神奈川・infinity Racing 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
9 15秒84 津田 稚奈 22 神奈川・相模野 1 53秒65 瀬戸 将貴 18 静岡・三島
10 16秒27 小林 佐和子 29 東京・多摩 2 57秒95 藤井 敬彦 高1 東京・なぎさ
11 16秒85 辻村 瑶 高2 神奈川・大和 3 58秒27 中村 翼 高1 神奈川・相模野
12 17秒77 篠塚 美菜 高3 東京・多摩 4 59秒26 千葉 慎吾 23 愛知・名古屋
13 17秒86 今井 友夏里 23 神奈川・スマイル 5 1分01秒00 辻村 翔 22 神奈川・大和
14 20秒57 松元 絢香 高1 神奈川・藤沢 6 1分04秒17 今井 勇太郎 高1 神奈川・スマイル

7 1分07秒78 後藤 彰良 高2 埼玉・飯能
24インチ男子 100mスプリント 30歳以上 8 1分12秒96 徳武 満 28 東京・多摩
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 9 1分38秒69 飯田 祥一 25 東京・多摩
1 13秒86 半田 義明 38 神奈川・infinity Racing
2 14秒43 半田 徳明 34 神奈川・infinity Racing 24インチ女子 400mレース 高校生以上
3 15秒43 後藤 尚只 43 埼玉・飯能 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
4 16秒64 土屋 冬樹 43 埼玉・飯能 1 56秒40 瀬戸 澪奈 高2 静岡・三島
5 16秒81 水野 栄二 41 静岡・三島 2 57秒37 森 真奈美 高2 静岡・清水ドリーム
6 17秒07 青木 謙二 42 静岡・西奈児童館 3 57秒71 糸日谷 真央 高1 東京・篠崎
7 17秒22 植田 惠文 58 神奈川・御殿場 4 58秒72 小杉 沙矢香 18 新潟・妻有
8 17秒28 米倉 政治 44 神奈川・大和 5 58秒99 出口 まゆ子 高1 神奈川・湘南
9 18秒19 古郡 哲也 40 神奈川・さがみこ 6 1分02秒09 大谷 東代 19 神奈川・湘南
10 19秒08 安藤 弘次 57 静岡・ウイング 7 1分02秒69 津田 稚奈 22 神奈川・相模野
11 19秒49 高田 国明 43 静岡・藤枝 8 1分02秒81 村上 奈津実 高1 神奈川・相模野
12 19秒87 小澤 聡 46 神奈川・相模野 9 1分07秒45 辻村 瑶 高2 神奈川・大和
13 21秒04 小川 廣 61 静岡・西奈児童館 10 1分07秒70 今井 友夏里 23 神奈川・スマイル
14 25秒47 渡辺 一 70 長野・長野 11 1分09秒02 小林 佐和子 29 東京・多摩

15 34秒80
サルバティエラ C.ファ
ン デ ディオス 46 神奈川・梅田 12 1分13秒55 亀山 蛍子 25 東京・多摩

13 1分16秒65 篠塚 美菜 高3 東京・多摩
24インチ女子 100mスプリント 30歳以上 14 1分18秒11 松元 絢香 高1 神奈川・藤沢
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 15 1分25秒31 石腰 早紀 22 神奈川・湘南
1 21秒79 米倉 雅美 44 神奈川・大和
2 22秒46 糸日谷 邦子 42 東京・篠崎 24インチ男子 400mレース 30歳以上
3 35秒80 武藤 三智代 49 神奈川・鎌倉関谷 順位 タイム 氏 名 学年 団体名

1 1分01秒26 半田 徳明 34 神奈川・infinity Racing
16インチ男子 片足走行 小学2年生以下 2 1分04秒38 半田 義明 38 神奈川・infinity Racing
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 3 1分10秒44 植田 惠文 58 神奈川・御殿場
1 13秒78 深澤 涼介 小2 静岡・西奈児童館 4 1分13秒55 青木 謙二 42 静岡・西奈児童館
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2 15秒93 市川 晃 小1 静岡・西奈児童館 5 1分14秒30 安藤 弘次 57 静岡・ウイング
3 17秒15 加藤 ミシェル孔 小1 神奈川・梅田 6 1分14秒51 米倉 政治 44 神奈川・大和
4 17秒32 岩井 雅充 小1 静岡・西奈児童館 7 1分15秒98 後藤 尚只 43 埼玉・飯能
5 19秒05 木村 圭佑 小1 東京・なぎさ 8 1分16秒51 冨山 高志 30 東京・多摩
6 19秒38 石垣 陽 未就学 静岡・長泉 9 1分16秒85 古郡 哲也 40 神奈川・さがみこ

10 1分17秒12 高田 国明 43 静岡・藤枝
16インチ女子 片足走行 小学2年生以下 11 1分18秒47 土屋 冬樹 43 埼玉・飯能
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 12 1分19秒93 小澤 聡 46 神奈川・相模野
1 13秒00 大垣 華琳 小2 神奈川・湘南 13 1分20秒49 佐藤 博文 55 神奈川・さがみこ
2 14秒53 大川 真祐 小1 静岡・伊豆八岳 14 1分24秒69 三木 博雅 30 愛知
3 15秒12 大川 美祐 小1 静岡・伊豆八岳 15 1分25秒83 小川 廣 61 静岡・西奈児童館
4 15秒16 山下 杏摘 小2 神奈川・湘南 16 1分28秒72 桑野 央 40 神奈川・スマイル
5 15秒74 石垣 菜桜 小2 静岡・長泉 17 1分32秒97 水野 栄二 41 静岡・三島
6 16秒35 野島 円 未就学 静岡・三島 18 1分43秒80 渡辺 一 70 長野・長野
7 16秒61 桑野 凪彩 小2 神奈川・スマイル
8 16秒84 安齋 仁燿 小2 神奈川・ウィズ 24インチ女子 400mレース 30歳以上
9 17秒01 榎本 未来 小2 神奈川・ウィズ 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
10 17秒20 酒井 雪乃 小2 静岡・城内 1 1分31秒40 糸日谷 邦子 42 東京・篠崎
11 17秒96 秦野 智美 小1 神奈川・大和 2 1分33秒75 米倉 雅美 44 神奈川・大和
12 19秒17 遠藤 真風 未就学 静岡・三島
13 19秒75 市川 美織 小2 神奈川・さがみこ 16インチ男子 30mタイヤ乗り 小学2年生以下
14 23秒89 金井 みどり 未就学 神奈川・相模野 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
15 27秒15 花上 雪乃 小1 神奈川・相模野 1 23秒92 加藤 ミシェル孔 小1 神奈川・梅田
16 28秒02 土居 かほる 小1 神奈川・鎌倉関谷

16インチ女子 30mタイヤ乗り 小学2年生以下
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
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 1 18秒87 山崎 杏菜 小2 神奈川・梅田
1 10秒02 柏原 武流 小3 静岡・長泉 2 21秒66 大川 真祐 小1 静岡・伊豆八岳
2 10秒59 野島 渚 小3 静岡・三島 3 23秒57 安齋 仁燿 小2 神奈川・ウィズ
3 11秒39 鈴木 陸士 小4 神奈川・湘南 4 23秒85 桑野 凪彩 小2 神奈川・スマイル
4 11秒84 榊 広翔 小4 静岡・清水ファイターズ 5 25秒82 酒井 雪乃 小2 静岡・城内
5 12秒63 鈴木 礼大 小4 神奈川・相模野 6 26秒62 石垣 菜桜 小2 静岡・長泉
6 16秒70 和田 凌空 小3 神奈川・大和 7 27秒51 山下 杏摘 小2 神奈川・湘南

8 29秒08 榎本 未来 小2 神奈川・ウィズ
20インチ女子 片足走行 小学3～4年生 9 30秒84 野島 円 未就学 静岡・三島
順位 タイム 氏 名 学年 団体名
1 9秒39 高田 七海 小4 静岡・藤枝 20インチ男子 30mタイヤ乗り 小学3～4年生
2 9秒67 水野 夏南 小3 静岡・三島 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
3 10秒54 橋本 あんず 小3 神奈川・鎌倉関谷 1 11秒15 野島 渚 小3 静岡・三島
4 10秒76 大垣 華音 小4 神奈川・湘南 2 17秒04 榊 広翔 小4 静岡・清水ファイターズ
4 10秒76 小松 七海 小4 静岡・清水ドリーム 3 29秒31 後藤 槙壱 小4 埼玉・飯能
6 10秒87 榊 優衣 小4 静岡・清水ファイターズ
7 10秒99 酒井 美樹 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
8 11秒20 川島 晴南 小3 静岡・清水ドリーム 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
9 11秒44 遠藤 風生 小3 静岡・三島 1 9秒62 高田 七海 小4 静岡・藤枝
10 11秒45 太田 結菜 小3 静岡・清水ドリーム 2 10秒51 水野 夏南 小3 静岡・三島
11 11秒63 山尾 千恵美 小4 神奈川・相模野 3 12秒42 遠藤 風生 小3 静岡・三島
12 11秒78 山谷 幸恵 小4 新潟・妻有 4 12秒43 神谷 怜美 小3 神奈川・藤沢
13 11秒91 安齋 颯菜 小4 神奈川・ウィズ 5 12秒61 榊 優衣 小4 静岡・清水ファイターズ
14 12秒23 辻 歩夏 小3 神奈川・スマイル 6 13秒54 大垣 華音 小4 神奈川・湘南
15 12秒46 前 凪紗 小4 静岡・西奈児童館 7 14秒02 橋本 あんず 小3 神奈川・鎌倉関谷
16 12秒51 花上 桃子 小4 神奈川・相模野 8 14秒79 川島 晴南 小3 静岡・清水ドリーム
17 12秒74 白井 万葉 小4 神奈川・スマイル 9 15秒13 小松 七海 小4 静岡・清水ドリーム
18 12秒76 岩井 花 小4 静岡・西奈児童館 10 15秒25 花上 桃子 小4 神奈川・相模野
19 12秒99 井出 知里 小3 神奈川・鎌倉関谷 11 15秒45 太田 結菜 小3 静岡・清水ドリーム
20 13秒22 土居 まひろ 小3 神奈川・鎌倉関谷 12 16秒71 辻 歩夏 小3 神奈川・スマイル
21 13秒90 秦野 亜沙美 小4 神奈川・大和 13 17秒66 白井 万葉 小4 神奈川・スマイル
22 14秒41 武藤 はな 小4 神奈川・鎌倉関谷 14 18秒38 安齋 颯菜 小4 神奈川・ウィズ
23 14秒43 久保 瑛美 小4 神奈川・相模野 15 19秒20 山尾 千恵美 小4 神奈川・相模野
24 15秒07 川上 萌 小4 静岡・長泉 16 19秒37 木村 百花 小4 東京・なぎさ
25 15秒62 加藤 愛理 小3 神奈川・鎌倉関谷 17 20秒40 土居 まひろ 小3 神奈川・鎌倉関谷
26 15秒71 亀山 七海 小4 神奈川・ウィズ 18 21秒12 井出 知里 小3 神奈川・鎌倉関谷
27 15秒76 木村 百花 小4 東京・なぎさ 19 21秒67 酒井 美樹 小4 神奈川・相模野
28 15秒99 熊澤 優衣 小3 神奈川・ウィズ 20 21秒85 秦野 亜沙美 小4 神奈川・大和
29 16秒20 古郡 麻帆 小3 神奈川・さがみこ 21 22秒21 古郡 麻帆 小3 神奈川・さがみこ
30 17秒16 山下 茉咲 小3 神奈川・湘南 22 23秒68 熊澤 優衣 小3 神奈川・ウィズ
31 18秒16 恩田 侑子 小4 静岡・清水ファイターズ 23 24秒04 加藤 愛理 小3 神奈川・鎌倉関谷
32 18秒51 佐藤 雪音 小3 神奈川・スマイル 24 25秒42 川上 萌 小4 静岡・長泉

25 28秒95 恩田 侑子 小4 静岡・清水ファイターズ
20インチ男子 片足走行 小学5～6年生 26 35秒14 下田 有紗 小4 神奈川・鎌倉関谷
順位 タイム 氏 名 学年 団体名
1 9秒18 神戸 駿地 小6 静岡・清水ドリーム 20インチ男子 30mタイヤ乗り 小学5～6年生
2 9秒22 青木 隆史 小5 静岡・西奈児童館 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
3 10秒18 白石 怜 小6 神奈川・さがみこ 1 9秒15 神戸 駿地 小6 静岡・清水ドリーム
4 10秒46 長倉 智史貴 小6 東京・なぎさ 2 10秒46 白石 怜 小6 神奈川・さがみこ
5 10秒49 土居 想太郎 小6 神奈川・鎌倉関谷 3 11秒97 松木 優 小5 静岡・三島
6 11秒23 市川 太一 小5 静岡・西奈児童館 4 12秒96 長倉 智史貴 小6 東京・なぎさ
7 12秒08 上條 裕汰 小6 神奈川・さがみこ 5 13秒66 土居 想太郎 小6 神奈川・鎌倉関谷
8 12秒27 西尾 拓也 小6 神奈川・大和 6 14秒81 鈴木 海斗 小6 神奈川・ウィズ
9 13秒03 水野 一翔 小5 静岡・三島 7 15秒32 市川 太一 小5 静岡・西奈児童館
10 15秒09 鈴木 海斗 小6 神奈川・ウィズ 8 16秒54 水野 一翔 小5 静岡・三島
11 16秒37 杉本 和葵 小6 神奈川・さがみこ 9 22秒84 上條 裕汰 小6 神奈川・さがみこ
12 17秒22 大平 絢哉 小6 神奈川・さがみこ

20インチ女子 30mタイヤ乗り 小学5～6年生
20インチ女子 片足走行 小学5～6年生 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 7秒82 武田 深玖 小6 神奈川・鎌倉Ｓ
1 8秒80 熊澤 慶子 小6 神奈川・梅田 2 8秒00 山田 茉鈴 小6 神奈川・大和
2 9秒19 山田 茉鈴 小6 神奈川・大和 3 8秒48 熊澤 慶子 小6 神奈川・梅田
3 9秒29 高田 朝日 小5 静岡・藤枝 4 8秒61 高田 朝日 小5 静岡・藤枝
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4 9秒37 武田 深玖 小6 神奈川・鎌倉Ｓ 5 9秒53 小板橋 日菜子 小6 神奈川・藤沢
5 9秒47 小板橋 日菜子 小6 神奈川・藤沢 6 10秒63 木学 里奈 小6 神奈川・相模野
6 10秒18 望月 まりか 小6 神奈川・相模野 7 12秒14 酒井 佑奈 小6 神奈川・相模野
7 10秒27 直井 李佳 小6 神奈川・梅田 8 12秒27 牛島 千奈 小5 神奈川・梅田
8 10秒29 細谷 実華子 小6 神奈川・藤沢 9 12秒54 牛山 陽菜 小5 神奈川・藤沢
8 10秒29 酒井 佑奈 小6 神奈川・相模野 10 13秒10 糸賀 千晴 小5 静岡・ウイング
10 10秒35 牛島 千奈 小5 神奈川・梅田 11 13秒12 合谷 友花 小5 神奈川・藤沢
11 10秒63 木学 里奈 小6 神奈川・相模野 12 13秒24 細谷 実華子 小6 神奈川・藤沢
12 10秒73 中原 彩乃 小6 静岡・西奈児童館 13 13秒59 米倉 百香 小6 神奈川・大和
13 10秒87 和田 のの 小5 静岡・三島 14 13秒77 山本 悠加 小6 神奈川・大和
14 10秒89 佐々木 真彩 小6 神奈川・相模野 15 14秒04 望月 まりか 小6 神奈川・相模野
15 11秒20 牛山 陽菜 小5 神奈川・藤沢 16 14秒11 山本 麻由 小6 神奈川・大和
16 11秒22 米倉 百香 小6 神奈川・大和 17 15秒66 山口 莉奈 小5 神奈川・ウィズ
16 11秒22 鈴木 ほのか 小5 神奈川・梅田 18 16秒68 古田 美夕 小6 静岡・西奈児童館
18 11秒25 鈴木 佳菜 小6 神奈川・ウィズ 19 17秒01 市川 千陽 小5 神奈川・さがみこ
19 11秒39 高橋 奈歩 小6 神奈川・スマイル 20 17秒44 鈴木 佳菜 小6 神奈川・ウィズ
20 11秒40 市川 千陽 小5 神奈川・さがみこ 21 17秒77 小屋 あずさ 小5 神奈川・スマイル
21 11秒43 天神 英美里 小6 神奈川・藤沢 22 17秒96 中村 友海 小6 神奈川・相模野
22 11秒56 角野 佳歩 小6 神奈川・相模野 23 19秒47 鈴木 裕紀子 小5 神奈川・相模野
23 11秒69 古田 美夕 小6 静岡・西奈児童館 24 19秒50 青木 風花 小6 神奈川・鎌倉関谷
24 11秒73 糸賀 千晴 小5 静岡・ウイング 25 20秒11 福里 智美 小6 神奈川・スマイル
25 11秒86 合谷 友花 小5 神奈川・藤沢 26 22秒79 相原 里咲 小5 神奈川・スマイル
26 11秒94 相原 里咲 小5 神奈川・スマイル 27 25秒02 小池 萌々 小5 新潟・妻有
27 11秒99 小屋 あずさ 小5 神奈川・スマイル 28 25秒39 瀬野 ことみ 小5 神奈川・相模野
28 12秒09 中村 友海 小6 神奈川・相模野 29 27秒23 後藤 くるみ 小6 東京・多摩
29 12秒14 山口 莉奈 小5 神奈川・ウィズ 30 31秒70 田中 えり 小5 東京・多摩
30 12秒25 鈴木 裕紀子 小5 神奈川・相模野 31 32秒45 永井 なつこ 小5 神奈川・さがみこ
31 12秒29 内藤 亜美 小5 神奈川・湘南 32 33秒09 大野 優唯 小6 神奈川・さがみこ
32 12秒41 山本 麻由 小6 神奈川・大和
33 12秒47 小池 萌々 小5 新潟・妻有 24インチ男子 30mタイヤ乗り 中学生
34 12秒61 安西 莉緒 小5 神奈川・スマイル 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
35 12秒66 松崎 涼佳 小5 神奈川・相模野 1 8秒51 藤井 壮也 中1 東京・なぎさ
36 12秒82 福里 智美 小6 神奈川・スマイル 2 15秒57 橋本 大河 中1 神奈川・鎌倉関谷
37 13秒03 田中 リサ 小5 神奈川・ウィズ
38 13秒12 瀬野 ことみ 小5 神奈川・相模野 24インチ女子 30mタイヤ乗り 中学生
39 13秒30 田中 実玖 小6 神奈川・スマイル 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
40 13秒33 青木 風花 小6 神奈川・鎌倉関谷 1 7秒60 青木 咲織 中1 静岡・西奈児童館
41 13秒81 山本 悠加 小6 神奈川・大和 2 8秒98 阿部 祐菜 中2 神奈川・梅田
42 16秒17 後藤 くるみ 小6 東京・多摩 3 9秒21 加藤 飛波 中2 神奈川・梅田
43 17秒04 田中 えり 小5 東京・多摩 4 9秒52 松木 明日香 中1 静岡・三島
44 20秒31 高橋 凛 小6 神奈川・さがみこ 5 9秒57 柏原 理沙 中1 静岡・長泉
45 22秒31 大野 優唯 小6 神奈川・さがみこ 6 10秒81 石川 日向野 中1 静岡・清水ドリーム
46 28秒70 永井 なつこ 小5 神奈川・さがみこ 7 11秒05 神宮字 楓 中2 神奈川・相模野

8 11秒12 冨田 真未 中3 神奈川・相模野
24インチ男子 片足走行 中学生 9 11秒20 草間 恵海 中1 神奈川・相模野
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 10 11秒26 吉田 瑞季 中3 神奈川・相模野
1 8秒53 藤井 壮也 中1 東京・なぎさ 11 11秒51 鈴木 絢子 中3 神奈川・相模野
2 12秒39 川上 拓真 中1 静岡・長泉 12 11秒62 三輪 綾香 中1 静岡・榛原児童館
3 12秒60 橋本 大河 中1 神奈川・鎌倉関谷 13 12秒28 金井 そのみ 中2 神奈川・相模野
4 14秒09 西尾 直也 中2 神奈川・大和 14 12秒47 樋渡 楓 中3 神奈川・相模野

15 13秒29 山崎 さつき 中3 神奈川・相模野
24インチ女子 片足走行 中学生 16 13秒48 吉田 佳南子 中1 神奈川・スマイル
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 17 13秒81 斉藤 舞 中1 神奈川・相模野
1 8秒35 青木 咲織 中1 静岡・西奈児童館 18 13秒83 鈴木 梨子 中1 神奈川・相模野
2 9秒44 望月 英里 中2 神奈川・相模野 19 14秒04 望月 英里 中2 神奈川・相模野
3 9秒62 阿部 祐菜 中2 神奈川・梅田 20 14秒23 小澤 澪 中1 神奈川・相模野
4 9秒70 松木 明日香 中1 静岡・三島 21 14秒36 鈴木 美結 中2 神奈川・ウィズ
5 9秒72 石川 日向野 中1 静岡・清水ドリーム 22 14秒73 笠井 美貴 中2 神奈川・相模野
6 9秒87 市川 花 中2 静岡・西奈児童館 23 15秒78 柴田 若奈 中2 神奈川・相模野
7 9秒89 柏原 理沙 中1 静岡・長泉 24 16秒05 山尾 真奈美 中1 神奈川・相模野
8 10秒09 三輪 綾香 中1 静岡・榛原児童館 25 16秒63 伊藤 晴香 中1 神奈川・相模野
9 10秒13 草間 恵海 中1 神奈川・相模野 26 16秒87 塩田 未来 中2 神奈川・相模野
10 10秒16 樋渡 楓 中3 神奈川・相模野 27 17秒23 矢川 希咲 中1 神奈川・相模野
11 10秒30 鈴木 絢子 中3 神奈川・相模野 28 18秒64 鈴木 百葉 中1 神奈川・相模野
12 10秒40 加藤 飛波 中2 神奈川・梅田 28 18秒64 那須野 彩華 中1 東京・多摩
13 10秒41 鈴木 梨子 中1 神奈川・相模野 30 19秒68 小屋 さくら 中1 神奈川・スマイル
14 10秒53 塩田 未来 中2 神奈川・相模野
14 10秒53 神宮字 楓 中2 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61 斉藤 舞 中1 神奈川・相模野 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
17 10秒72 冨田 真未 中3 神奈川・相模野 1 8秒36 中村 翼 高1 神奈川・相模野
18 10秒81 笠井 美貴 中2 神奈川・相模野 2 8秒62 瀬戸 将貴 18 静岡・三島
19 11秒01 山崎 美咲 中2 神奈川・梅田 3 9秒16 後藤 彰良 高2 埼玉・飯能
20 11秒27 花上 栞 中1 神奈川・相模野 4 11秒03 辻村 翔 22 神奈川・大和
21 11秒49 金井 そのみ 中2 神奈川・相模野 5 15秒29 徳武 満 28 東京・多摩
22 11秒59 伊藤 晴香 中1 神奈川・相模野 6 21秒67 今井 勇太郎 高1 神奈川・スマイル
23 11秒71 小澤 澪 中1 神奈川・相模野
24 11秒84 小屋 さくら 中1 神奈川・スマイル 24インチ女子 30mタイヤ乗り 高校生以上
25 11秒85 吉田 佳南子 中1 神奈川・スマイル 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
26 12秒21 柴田 若奈 中2 神奈川・相模野 1 7秒12 糸日谷 真央 高1 東京・篠崎
27 12秒62 矢川 希咲 中1 神奈川・相模野 2 7秒73 出口 まゆ子 高1 神奈川・湘南
28 13秒46 吉田 瑞季 中3 神奈川・相模野 3 8秒14 石腰 早紀 22 神奈川・湘南
29 13秒77 鈴木 百葉 中1 神奈川・相模野 4 9秒96 松元 絢香 高1 神奈川・藤沢

5 10秒08 瀬戸 澪奈 高2 静岡・三島
24インチ男子 片足走行 高校生以上 6 10秒41 森 真奈美 高2 静岡・清水ドリーム
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 7 11秒33 半田 優美 25 神奈川・infinity Racing
1 8秒14 瀬戸 将貴 18 静岡・三島 8 11秒83 小林 佐和子 29 東京・多摩
2 8秒73 中村 翼 高1 神奈川・相模野 9 12秒56 津田 稚奈 22 神奈川・相模野
3 8秒74 辻村 翔 22 神奈川・大和 10 14秒52 辻村 瑶 高2 神奈川・大和
4 8秒89 後藤 彰良 高2 埼玉・飯能 11 14秒68 村上 奈津実 高1 神奈川・相模野
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5 9秒25 藤井 敬彦 高1 東京・なぎさ
6 17秒47 今井 勇太郎 高1 神奈川・スマイル 24インチ男子 30mタイヤ乗り 30歳以上

順位 タイム 氏 名 学年 団体名
24インチ女子 片足走行 高校生以上 1 7秒44 半田 徳明 34 神奈川・infinity Racing
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 2 13秒38 土屋 冬樹 43 埼玉・飯能
1 8秒44 糸日谷 真央 高1 東京・篠崎 3 25秒15 三木 博雅 30 愛知
2 8秒74 出口 まゆ子 高1 神奈川・湘南
3 8秒91 森 真奈美 高2 静岡・清水ドリーム 24インチ女子 1500mレース 中学生
4 9秒10 石腰 早紀 22 神奈川・湘南 順位 タイム 氏 名 学年 団体名
5 9秒58 半田 優美 25 神奈川・infinity Racing 1 3分44秒84 青木 咲織 中1 静岡・西奈児童館
6 9秒68 大谷 東代 19 神奈川・湘南 2 3分54秒91 三輪 綾香 中1 静岡・榛原児童館
7 10秒28 篠塚 美菜 高3 東京・多摩 3 3分55秒73 吉田 瑞季 中3 神奈川・相模野
8 10秒30 村上 奈津実 高1 神奈川・相模野 4 3分56秒74 小澤 澪 中1 神奈川・相模野
9 10秒47 津田 稚奈 22 神奈川・相模野 5 3分58秒14 鈴木 梨子 中1 神奈川・相模野
10 10秒58 亀山 蛍子 25 東京・多摩 6 3分58秒29 柏原 理沙 中1 静岡・長泉
11 10秒72 小杉 沙矢香 18 新潟・妻有 7 4分01秒90 鈴木 絢子 中3 神奈川・相模野
12 10秒85 小林 佐和子 29 東京・多摩 8 4分02秒64 冨田 真未 中3 神奈川・相模野
13 10秒86 辻村 瑶 高2 神奈川・大和 9 4分03秒41 石川 日向野 中1 静岡・清水ドリーム

10 4分04秒58 草間 恵海 中1 神奈川・相模野
24インチ男子 片足走行 30歳以上 11 4分06秒00 吉田 佳南子 中1 神奈川・スマイル
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 12 4分06秒59 松木 明日香 中1 静岡・三島
1 9秒35 半田 徳明 34 神奈川・infinity Racing 13 4分07秒22 望月 英里 中2 神奈川・相模野
2 9秒74 後藤 尚只 43 埼玉・飯能 14 4分11秒65 市川 花 中2 静岡・西奈児童館
3 11秒43 三木 博雅 30 愛知 15 4分16秒03 山尾 真奈美 中1 神奈川・相模野
4 14秒94 青木 謙二 42 静岡・西奈児童館 16 4分16秒16 樋渡 楓 中3 神奈川・相模野
5 15秒69 小澤 聡 46 神奈川・相模野 17 4分17秒45 塩田 未来 中2 神奈川・相模野
6 16秒12 佐藤 博文 55 神奈川・さがみこ 18 4分20秒57 山崎 さつき 中3 神奈川・相模野
7 17秒63 古郡 哲也 40 神奈川・さがみこ 19 4分30秒45 小屋 さくら 中1 神奈川・スマイル
8 20秒06 小川 廣 61 静岡・西奈児童館 20 4分37秒67 神宮字 楓 中2 神奈川・相模野

21 4分38秒19 伊藤 晴香 中1 神奈川・相模野
700C男子 1500mレース 22 4分41秒09 花上 栞 中1 神奈川・相模野
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 23 4分41秒91 笠井 美貴 中2 神奈川・相模野
1 3分33秒61 藤井 壮也 中1 東京・なぎさ 24 4分42秒72 斉藤 舞 中1 神奈川・相模野
2 3分33秒77 瀬戸 将貴 18 静岡・三島 25 4分49秒02 柴田 若奈 中2 神奈川・相模野
3 3分35秒36 藤井 敬彦 高1 東京・なぎさ 26 4分49秒21 矢川 希咲 中1 神奈川・相模野
4 3分41秒24 千葉 慎吾 23 愛知・名古屋 27 4分52秒06 金井 そのみ 中2 神奈川・相模野
5 4分00秒65 辻村 翔 22 神奈川・大和 28 4分59秒53 鈴木 百葉 中1 神奈川・相模野

700C女子 1500mレース 24インチ女子 1500mレース 高校生以上
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 3分29秒03 瀬戸 澪奈 高2 静岡・三島 1 3分45秒98 瀬戸 澪奈 高2 静岡・三島
2 3分34秒25 糸日谷 真央 高1 東京・篠崎 2 3分54秒70 糸日谷 真央 高1 東京・篠崎
3 3分41秒34 森 真奈美 高2 静岡・清水ドリーム 3 3分56秒30 森 真奈美 高2 静岡・清水ドリーム
4 3分44秒77 松木 明日香 中1 静岡・三島 4 4分00秒81 小杉 沙矢香 18 新潟・妻有
5 3分45秒26 石川 日向野 中1 静岡・清水ドリーム 5 4分05秒64 大谷 東代 19 神奈川・湘南
6 3分46秒66 三輪 綾香 中1 静岡・榛原児童館 6 4分16秒29 津田 稚奈 22 神奈川・相模野
7 3分53秒19 大谷 東代 19 神奈川・湘南 7 4分16秒49 村上 奈津実 高1 神奈川・相模野
8 3分55秒36 石腰 早紀 22 神奈川・湘南 8 4分17秒95 石腰 早紀 22 神奈川・湘南
9 4分10秒64 辻村 瑶 高2 神奈川・大和 9 4分26秒78 松元 絢香 高1 神奈川・藤沢

10 4分30秒17 辻村 瑶 高2 神奈川・大和
24インチ男子 1500mレース 中学生 11 4分43秒10 小林 佐和子 29 東京・多摩
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 12 5分09秒55 亀山 蛍子 25 東京・多摩
1 3分45秒03 藤井 壮也 中1 東京・なぎさ 13 5分13秒06 篠塚 美菜 高3 東京・多摩
2 3分54秒69 西尾 直也 中2 神奈川・大和
3 4分12秒73 川上 拓真 中1 静岡・長泉 24インチ男子 1500mレース 30歳以上
4 4分31秒62 橋本 大河 中1 神奈川・鎌倉関谷 順位 タイム 氏 名 学年 団体名

1 4分10秒75 半田 義明 38 神奈川・infinity Racing
24インチ男子 1500mレース 高校生以上 2 4分33秒02 青木 謙二 42 静岡・西奈児童館
順位 タイム 氏 名 学年 団体名 3 4分33秒17 三木 博雅 30 愛知
1 3分40秒58 瀬戸 将貴 18 静岡・三島 4 4分43秒16 小澤 聡 46 神奈川・相模野
2 3分47秒65 藤井 敬彦 高1 東京・なぎさ 5 4分54秒74 植田 惠文 58 神奈川・御殿場
3 3分58秒59 千葉 慎吾 23 愛知・名古屋 6 4分55秒50 米倉 政治 44 神奈川・大和
4 4分00秒46 今井 勇太郎 高1 神奈川・スマイル 7 4分59秒17 水野 栄二 41 静岡・三島
5 4分02秒61 中村 翼 高1 神奈川・相模野 8 5分02秒31 冨山 高志 30 東京・多摩
6 4分16秒66 後藤 彰良 高2 埼玉・飯能 9 5分03秒05 高田 国明 43 静岡・藤枝
7 4分59秒85 徳武 満 28 東京・多摩 10 5分19秒71 佐藤 博文 55 神奈川・さがみこ

11 5分20秒19 小川 廣 61 静岡・西奈児童館
24インチ女子 1500mレース 30歳以上 12 5分51秒94 桑野 央 40 神奈川・スマイル
順位 タイム 氏 名 学年 団体名
1 5分36秒81 糸日谷 邦子 42 東京・篠崎

８００ｍリレー種目Ａ（20インチ×４） ８００ｍリレー種目Ｂ（16, 20×2, 24ｲﾝﾁ)
順位 タイム 団体名 順位 タイム 団体名
1 2分14秒73 神奈川・相模野 1 2分17秒25 静岡・西奈児童館
2 2分17秒28 静岡・清水ファイターズ 2 2分19秒36 静岡・三島
3 2分28秒22 神奈川・藤沢 3 2分20秒18 静岡・清水ドリーム
4 2分28秒71 静岡・西奈児童館 4 2分35秒97 東京・なぎさ
5 2分29秒59 神奈川・梅田 5 2分36秒78 神奈川・湘南
6 2分35秒50 神奈川・大和 6 2分38秒26 神奈川・スマイル
7 2分39秒30 神奈川・スマイル 7 2分54秒60 神奈川・鎌倉関谷
8 2分50秒06 神奈川・さがみこ 8 2分55秒11 静岡・藤枝
9 2分54秒37 静岡・三島 9 2分55秒64 神奈川・さがみこ

10 2分55秒71 神奈川・ウィズ
８００ｍリレー種目Ｃ（24インチ×4）
順位 タイム 団体名
1 1分49秒51 神奈川・相模野
2 2分07秒96 神奈川・大和
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3 2分12秒95 東京・多摩


