
日付 種目

秋山　雄飛 8:40.41 大崎　翔也(M9) 9:06.25 石尾　海波(3) 9:07.07 檀上　翔(3) 9:10.96 西坂　碧斗(3) 9:13.23 渡邉　心(M9) 9:14.53 大田　蘭斗(2) 9:18.17 白髪　将和(3) 9:21.70

トップギア 中電工 オリンピア F.K.C オリンピア 中国電力 オリンピア 西条中

ドナルド　ミティ 14:23.29 東　秀太(4) 14:24.11 和田　瑛登(3) 14:31.06 藤井　奏汰(1) 14:33.38 横田　吏功(3) 14:38.26 小島　光稀(2) 14:39.63 渡邊　莉玖(2) 14:48.70 竹平　奏太(4) 14:51.95

中電工 広島経済大 山梨学院高校 広島経済大 広島経済大 山梨学院高校 山梨学院高校 広島経済大

川手　央都(2) 4:54.26 伊藤　咲和(2) 4:56.10 原田　真優(2) 4:57.59 増田　実琴(3) 4:58.41 佐々木　優空(1) 5:00.43 前永　深晴(1) 5:00.92 中尾　心春(2) 5:04.88 進藤　菜々美(3) 5:06.25

府中緑ヶ丘中 昭和北 府中緑ヶ丘中 高屋中 松賀中 松賀中 熊野東中 高屋中

隅田　美月(1) 9:48.71 藤井　柑奈(2) 9:57.35 三宅　凜(2) 9:57.43 松本　のぞみ(M9) 9:59.97 青沼　麗后(3) 10:07.69 松岡　聖奈(2) 10:21.08 大歳　愛永(1) 10:37.40 安井　椛(2) 10:41.40

オリンピア 西条中 西条中 ダイソー 山梨学院高校 坂中学校 熊野中 熊野中

竹原　さくら(M9) 16:08.65 加藤　小雪(M9) 16:11.99 加藤　美咲(M9) 16:12.86 相原　美咲(M9) 16:14.17 平村　古都(M9) 16:42.14 山下　穂香(M9) 18:23.65

ダイソー ダイソー ダイソー ダイソー ダイソー ダイソー
11月4日 5000m

女子 11月4日 1500m

11月4日 3000m

7位 8位

男子 11月4日 3000m

11月4日 5000m

1位 2位 3位 4位 5位 6位

井上　恭治

主催団体名 （一財）広島陸上競技協会　（株）大創産業 陸協名 東広島市陸上競技協会

競技会名
第6回ダイソーチャレンジin東広島長距離記録会 期日・時刻 2022/11/04 審判長 郷力　礼三

競技場名 東広島運動公園陸上競技場 記録主任



審判長

記録主任

タイムレース決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
オオイシ　ジュンペイ タカヤ カゲニシ　トウヤ サイジョウチュウガッコウ

1 大石　准平(1) 高屋中 10:18.08 1 4519 蔭西　統矢(3) 西条中 9:44.41
ヤマサキ　ユウト クマノヒガシチュウ ウエダ　ソウダイ サイジョウチュウガッコウ

2 浜咲　優翔(1) 熊野東中 10:23.38 2 4530 上田　蒼大(1) 西条中 9:46.40
ナカハラ　ユウタロウ クマノヒガシチュウ ミタニ　リンタロウ サイジョウチュウガッコウ

3 中原　裕太郎(3) 熊野東中 10:23.57 3 4514 三谿　琳太朗(3) 西条中 9:48.80
ヤマチカ　コウスケ クマノチュウ [145] シングウ　ユウダイ サイジョウチュウガッコウ

4 4306 山近　康介(2) 熊野中 10:24.15 4 4512 新宮　優大(3) 西条中 9:54.47
ナカタ　ハルカ タカヤ [148] ヤマモト　ショウヤ サイジョウチュウガッコウ

5 14674 中田　悠翔(1) 高屋中 10:24.15 5 4518 山本　翔也(3) 西条中 9:55.91
アカギ　ケイゴ サイジョウチュウガッコウ ナガフジ　カイト タカヤ

6 4516 赤木　啓後(3) 西条中 10:27.11 6 4631 長藤　海翔(3) 高屋中 9:57.29
キシマ　オウスケ マツガチュウ ヤマサキ　ヨシノブ ハチホンマツ

7 4717 木島　凰佑(1) 松賀中 10:35.31 7 4580 山﨑　喜伸(3) 八本松中 9:59.75
キリタニ　シュンスケ タカヤ ホソノ　ミズト サイジョウチュウガッコウ

8 4649 桐谷　隼介(2) 高屋中 10:36.90 8 4513 細野　瑞斗(3) 西条中 10:01.88
ユウキ　レン マツガチュウ オギノ　タカヒロ サイジョウチュウガッコウ

9 4716 結城　漣(1) 松賀中 10:39.69 9 4517 荻野　高央(3) 西条中 10:09.79
ミロク　タイシ サイジョウチュウガッコウ サカモト　シュウ ヤスウラチュウ

10 4515 彌勒　泰志(3) 西条中 10:42.46 10 坂本　心優(1) 安浦中 10:10.42
キムラ　テツヤ テテ ホッタ　コウキ マツガチュウ

11 木村　哲也(-) TKdesign 10:45.67 11 4714 堀田　倖希(1) 松賀中 10:10.93
エビハラ　ケイ ハチホンマツ コセン　ユウタロウ サカチュウガッコウ

12 14600 蛯原　慶(1) 八本松中 11:00.11 12 4371 小仙　悠太郎(1) 坂中学校 10:11.33
ヤマモト　ヒロマサ マツガチュウ ハラダ　シュウセイ クマノヒガシチュウ

13 4715 山本　博雅(1) 松賀中 11:03.12 13 原田　周晟(1) 熊野東中 10:12.04
キタヤマ　ダイスケ サイジョウチュウガッコウ サカモト　タクミ クマノヒガシチュウ

14 4523 北山　大亮(2) 西条中 11:09.22 14 坂元　拓弥(3) 熊野東中 10:13.52
カナザワ　シュンノスケ サイジョウチュウガッコウ コニシ　ギンノスケ タカヤ

15 4534 金澤　俊乃介(1) 西条中 11:09.59 15 14670 小西　銀之介(1) 高屋中 10:14.94
スエオカ　リンタロウ サカチュウガッコウ コマツ　ナオキ ハチホンマツ

16 4372 末岡　凛太郎(1) 坂中学校 11:11.28 16 4578 小松　尚輝(3) 八本松中 10:15.99
サエキ　エイシュン サイジョウチュウガッコウ ワキタ　リオン ハチホンマツ

4532 佐伯　英春(1) 西条中 DNS 17 14607 脇田　琳温(2) 八本松中 10:17.94
ヘグリ　ユウキ クマノチュウ カゲヤマ　タイヨウ ハチホンマツ

4304 平郡　優希(3) 熊野中 DNS 18 4596 景山　太陽(1) 八本松中 10:18.29
イデモト　タケル サイジョウチュウガッコウ フジワラ　ミズキ サイジョウチュウガッコウ

4522 出本　武琉(2) 西条中 DNS 19 4529 藤原　瑞希(1) 西条中 10:20.17
フジタ　ユウマ フチュウミドリガオカ オキノ　ユウタ サカチュウガッコウ

4215 藤田　悠慎(1) 府中緑ヶ丘中 DNS 20 4370 沖野　佑太(1) 坂中学校 10:20.34
ミヤガワ　コウヘイ フチュウミドリガオカ ワタナベ　コウ サイジョウチュウガッコウ

4216 宮川　滉平(1) 府中緑ヶ丘中 DNS 21 4533 渡邊　孔(1) 西条中 10:23.63
オオスミ　タケル サイジョウチュウガッコウ ナカトミ　ショウヤ サカチュウガッコウ

4535 大角　剛琉(1) 西条中 DNS 22 4374 中冨　将弥(1) 坂中学校 10:28.49
ワキタ　レイ サカチュウガッコウ フサハラ　ハヤト ハチホンマツ

4378 脇田　麗(1) 坂中学校 DNS 23 4594 房原　隼斗(2) 八本松中 10:30.35
イケシタ　ケイノスケ タカヤ

4644 池下　慶之介(2) 高屋中 DNS

〈〈 タイムレース決勝 〉〉

1組 2組
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第6回ダイソーチャレンジin東広島長距離記録会[340536] 郷力礼三

東広島運動公園陸上競技場[342050] 井上恭治



審判長

記録主任

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
アキヤマ　ユウヒ トップギアヒロシマ

1 1462 秋山　雄飛(-) トップギア 8:40.41
オオサキ　ショウヤ チュウデンコウ

2 大崎　翔也(M9) 中電工 9:06.25
イシオ　ミナミ オリンピアプラス

3 3878 石尾　海波(3) オリンピア 9:07.07
ダンジョウ　カケル エフケーシー

4 4165 檀上　翔(3) F.K.C 9:10.96
ニシサカ　アオト オリンピアプラス

5 3872 西坂　碧斗(3) オリンピア 9:13.23
ワタナベ　ココロ チュゴクデンリョク

6 渡邉　心(M9) 中国電力 9:14.53
オオタ　ラン オリンピアプラス

7 3919 大田　蘭斗(2) オリンピア 9:18.17
シラガ　マサカズ サイジョウチュウガッコウ

8 4511 白髪　将和(3) 西条中 9:21.70
イシダ　カズアキ クマノヒガシチュウ

9 石田　航朗(2) 熊野東中 9:22.16
アベ　セイシロウ タカヤ

10 14666 阿部　誠志郎(1) 高屋中 9:39.16
コヤマ　リュウキ タカヤ

11 4645 小山　竜輝(2) 高屋中 9:39.72
タハラ　エイシン マツガチュウ

12 4694 田原　瑛心(3) 松賀中 9:40.24
ノダ　アサト シュウドウ

13 133 野田　和聖(3) 修道中 9:41.86
モトイエ　ユウ オリンピアプラス

14 3876 元家　雄(3) オリンピア 9:42.67
ソネ　カンタ オリンピアプラス

15 曽根　幹太(2) オリンピア 9:46.86
オガタ　リョウスケ シュウドウ

16 尾方　瞭介(3) 修道 9:50.32
フジワラ　ナツキ サイジョウチュウガッコウ

17 4520 藤原　夏希(2) 西条中 9:55.03
カマタ　セイヤ クマノヒガシチュウ

18 鎌田　聖矢(2) 熊野東中 9:55.15
ヌシエダ　フミナリ サカチュウガッコウ

19 4375 主枝　史成(1) 坂中学校 10:05.08
カタハラ　リンタロウ クマノチュウ

20 4303 片原　凛太朗(3) 熊野中 10:07.49
クニモト　タケル クマノチュウ

21 4302 國本　健琉(3) 熊野中 10:22.27
タカヤマショウ　ケンタ ムシヨゾク

高山正　健太(-) 無所属 DNF
ロクジュウブ　ユウタ オリンピアプラス

3927 六拾部　悠太(1) オリンピア DNS
イシドウ　ケイゴ オリンピアプラス

3870 石堂　圭悟(3) オリンピア DNS

3組

第6回ダイソーチャレンジin東広島長距離記録会[340536] 郷力礼三

東広島運動公園陸上競技場[342050] 井上恭治

男子3000m



審判長

記録主任

タイムレース決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
モリシタ　マサミ ヒロシマアールシー イトウ　シュン ヤマナシガクイン

1 森下　誠実(-) 広島RC 16:17.27 1 761 伊東　駿(3) 山梨学院高校 15:03.26
ハンダ　タクミ ヒロシマダイガク イ　トウタイチ ヒロシマダイガク

2 7 1180 半田　匠(3) 広島大学 17:02.23 2 伊藤　太一(3) 広島大学 15:06.36
オオバ　ミズナラ ヒロシマダイガク トウゴウ　マサヤ ヒロシマダイガク

3 7-1182 大場　みずなら(3) 広島大学 17:04.03 3 7-1191 東郷　将也(2) 広島大学 15:07.20
キヌヤマ　セイゴ ヒロシマダイガク オオモリ　ユウキ ヒロシマダイガク

4 1184 衣山　誠悟(2) 広島大学 17:30.58 4 7-1177 大森　勇輝(3) 広島大学 15:07.30
ウチオ　ハル イチリツクレ コバヤシ　シュウ ヤマナシガクイン

5 882 内尾　陽(2) 市立呉 18:30.66 5 778 小林　柊(2) 山梨学院高校 15:07.93
ニシムラ　リュウジ シモノセキシリツダイ ナカゾノ　エイジ ヒロシマダイガク

6 西村　竜司(4) 下関市立大 19:05.91 6 中薗　映児(4) 広島大学 15:18.12
イノウエ　ヒロユキ ダイソー ナカニシ　コハル ヒロシマケイザイダイ

井上　広之(-) ダイソー DNF 7 1902 中西　恋春(1) 広島経済大 15:21.97
ユカワ　ケイスケ ヒロシマダイガク アサノ　コウノスケ ヒロシマケイザイダイ

1183 湯川　圭祐(3) 広島大学 DNS 8 1373 淺野　鴻之介(3) 広島経済大 15:27.50
ハマダ　カイキ ヒロシマダイガク モウリ　リンタロウ ヒロシマケイザイダイ

7-1179 濱田　海輝(3) 広島大学 DNS 9 1381 毛利　林太郎(2) 広島経済大 15:33.66
サダツネ　ソウタ ヒロシマダイガク

10 7-1159 定常　颯太(4) 広島大学 15:35.82
ノボリタテ　コウタ トップギアヒロシマ

11 4120 幟立　晃汰(-) トップギア 15:37.08
オクハラ　ヤスヒロ トップギアヒロシマ

12 1479 奥原　康裕(-) トップギア 15:42.70
コマツ　ハヤト ヒロシマケイザイダイ

13 1386 小松　颯翔(2) 広島経済大 15:47.70
タカハシ　ユウヤ ヒロシマケイザイダイ

14 1372 高橋　侑也(4) 広島経済大 15:51.45
ジンボ　ユウヒ ヒロシマダイガク

15 7-1157 神保　優陽(4) 広島大学 15:53.57
順位 Bibs 競技者名 所属 記録 キヨミ　リョウマ ヒロシマケイザイダイ

ド　ナルドミティ チュウデンコウ 16 1376 清見　涼真(2) 広島経済大 15:56.52
1 ドナルド　ミティ(-) 中電工 14:23.29 イトウ　シンユウ ヒロシマダイガク

アズマ　シュウタ ヒロシマケイザイダイ 17 伊藤　信雄(4) 広島大学 16:06.82
2 東　秀太(4) 広島経済大 14:24.11 ヤマダ　シュウト ヒロシマケイザイダイ

ワダ　アキト ヤマナシガクイン 18 2003 山田　秀人(1) 広島経済大 16:14.21
3 772 和田　瑛登(3) 山梨学院高校 14:31.06 ニシツボ　タカヒロ ヒガシヒロシマ

フジイ　カナタ ヒロシマケイザイダイ 西坪　高洋(-) 東広島陸協 DNS
4 1906 藤井　奏汰(1) 広島経済大 14:33.38 ナカムラ　ショウタ トップギアヒロシマ

ヨコタ　リク ヒロシマケイザイダイ 1463 中村　将太(-) トップギア DNS
5 1375 横田　吏功(3) 広島経済大 14:38.26 ミヤモト　ヒロキ ミヤモトヒロキ

コジマ　ミツキ ヤマナシガクイン 7-1201 宮本　大紀(5) 広島大学 DNS
6 777 小島　光稀(2) 山梨学院高校 14:39.63

ワタナベ　リク ヤマナシガクイン

7 783 渡邊　莉玖(2) 山梨学院高校 14:48.70
タケヒラ　カナタ ヒロシマケイザイダイ

8 1384 竹平　奏太(4) 広島経済大 14:51.95
アリトミ　ダイチ ヒロシマダイガク

9 7-1158 有富　大智(4) 広島大学 15:09.28
タナベ　ユタカ ヒロシマケイザイダイ

10 1905 田辺　豊(1) 広島経済大 15:11.40
シミズ　リョウタ ヒロシマダイガク

11 7-1154 清水　椋太(4) 広島大学 15:12.76
シノハラ　カズキ ヤマナシガクイン

12 765 篠原　一希(3) 山梨学院高校 15:14.28
タケウチ　リク ヒロシマダイガク

13 7-1202 竹内　陸(6) 広島大学 15:15.27
ヤマサキ　ユウキ ヒロシマケイザイダイ

14 1382 山﨑　優希(4) 広島経済大 15:16.12
ニシナカ　ユウマ ヒロシマケイザイダイ

15 1903 西中　悠馬(1) 広島経済大 15:16.90
イデ　キヨタカ ヒロシマダイガク

16 2180 井手　聖貴(1) 広島大学 15:19.22
モチヅキ　アサヒ ヤマナシガクイン

17 768 望月　朝陽(3) 山梨学院高校 15:22.10
ミナミ　トキヒト ヒロシマダイガク

18 2181 南　凱士(1) 広島大学 15:32.56
アラカワ　ヨウイチ ヒロシマダイガク

19 7-1165 荒川　瑶一(4) 広島大学 15:50.87
オガワ　ハルヤ ヒロシマケイザイダイ

20 1899 小川　晴也(1) 広島経済大 15:54.85
ヒロセ　ワタル ヒロシマケイザイダイ

21 1901 廣瀬　航(1) 広島経済大 16:00.99
イタタニ　カズマ ヒロシマケイザイダイ

1897 板谷　和麿(1) 広島経済大 DNS

3組
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審判長 郷力礼三

記録主任 井上恭治

タイムレース決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ヨシヤマ　ルカ フチュウミドリガオカ ミヤケ　アオバ クマノヒガシチュウ

1 4232 吉山　瑠華(1) 府中緑ヶ丘中 5:38.57 1 三宅　葵葉(2) 熊野東中 5:19.77
アオキ　ユイ クマノチュウ ヤマグチ　カレン コウヨウチュウ

2 4305 青木　結(2) 熊野中 5:42.91 2 4547 山口　楓恋(3) 向陽中 5:23.98
イシモト　アヤカ ハチホンマツ イナリ　ミア クマノチュウ

3 4593 石本　彩夏(1) 八本松中 5:44.50 3 4310 稲荷　望愛(1) 熊野中 5:26.78
アリサワ　ネネ ショウワキタ ムラカミ　ジュナ タカヤ

4 3836 有澤　希音(1) 昭和北 5:50.53 4 4632 村上　珠椰(3) 高屋中 5:28.47
ミズノ　ユイカ ハチホンマツ タメオカ　サラ サイジョウチュウガッコウ

5 14600 水野　結衣果(1) 八本松中 5:52.94 5 4519 爲岡　桜羅(2) 西条中 5:29.32
イワモト　ホノカ サイジョウチュウガッコウ イズミカワ　ユラ ハチホンマツ

6 4522 岩本　歩佳(1) 西条中 5:53.73 6 4580 和泉川　夢良(3) 八本松中 5:29.56
イイダ　ミナミ タカヤ クロカワ　ナナ ハチホンマツ

7 4638 飯田　みなみ(2) 高屋中 6:04.17 7 4595 黒川　七菜(1) 八本松中 5:29.57
ナカムラ　ユウキ タカヤ ミヨシ　ヒナ サイジョウチュウガッコウ

8 4650 中村　優希(1) 高屋中 6:05.19 8 4524 三好　陽愛(1) 西条中 5:30.82
イソベ　アミ マツガチュウ アサイ　ユリナ マツガチュウ

9 4694 礒部　愛美(2) 松賀中 6:11.33 9 4703 淺井　悠莉奈(1) 松賀中 5:31.32
ナカシマ　サラ サカチュウガッコウ ヤマグチ　マヒロ タカヤ

10 4366 中島　咲良(2) 坂中学校 6:12.07 10 4639 山口　茉紘(2) 高屋中 5:32.68
ナガシマ　アイ マツガチュウ ムラタ　アキ ハチホンマツ

11 4692 永島　愛(3) 松賀中 6:14.94 11 4581 村田　亜樹(3) 八本松中 5:34.41
ミズタニ　サユ サイジョウチュウガッコウ ニシムラ　チカ マツガチュウ

12 4523 水谷　咲愉(1) 西条中 6:19.97 12 4704 西村　知華(1) 松賀中 5:37.24
イケモト　ノゾミ サカチュウガッコウ ヒガキ　ハナ フチュウミドリガオカ

13 4369 池本　稀美(1) 坂中学校 6:20.47 13 4230 檜垣　花(1) 府中緑ヶ丘中 5:43.85
ヤマダ　アコ サカチュウガッコウ ダイノブ　ハナ クマノヒガシチュウ

14 4373 山田　亜子(1) 坂中学校 6:48.41 14 台信　華(1) 熊野東中 5:47.42
ニシモト　アヤミ タカヤ オガサワラ　ルナ タカヤ

4648 西本　彩夢(1) 高屋中 DNS 15 4631 小笠原　瑠菜(3) 高屋中 5:49.93
ヤツフサ　ミサヤ フチュウミドリガオカ ヤマダ　カノン タカヤ

4229 八房　美清(1) 府中緑ヶ丘中 DNS 16 4635 山田　華音(3) 高屋中 5:56.24

順位 Bibs 競技者名 所属 記録 順位 Bibs 競技者名 所属 記録
ナガタ　ランナ フチュウミドリガオカ カワテ　オト フチュウミドリガオカ

1 4221 永田　蘭菜(2) 府中緑ヶ丘中 5:09.27 1 4216 川手　央都(2) 府中緑ヶ丘中 4:54.26
イブキ　ナナ フチュウミドリガオカ イトウ　サワ ショウワキタ

2 4215 伊吹　菜々(2) 府中緑ヶ丘中 5:09.28 2 3830 伊藤　咲和(2) 昭和北 4:56.10
ミヨシ　ユウナ マツガチュウ ハラダ　マユ フチュウミドリガオカ

3 4697 三好　佑奈(2) 松賀中 5:16.65 3 4223 原田　真優(2) 府中緑ヶ丘中 4:57.59
ウチダ　モモハ クマノヒガシチュウ マシダ　ミコト タカヤ

4 内田　百羽(3) 熊野東中 5:17.43 4 4637 増田　実琴(3) 高屋中 4:58.41
ヤマハラ　ヒナコ サイジョウチュウガッコウ ササキ　ソラ マツガチュウ

5 4525 山原　陽菜子(1) 西条中 5:17.73 5 4705 佐々木　優空(1) 松賀中 5:00.43
ユアサ　タマキ クマノチュウ マエナガ　ミハル マツガチュウ

6 4307 湯浅　珠妃(2) 熊野中 5:19.73 6 4702 前永　深晴(1) 松賀中 5:00.92
ツチモト　ミヒロ マツガチュウ ナカオ　コハル クマノヒガシチュウ

7 4695 土本　望央(2) 松賀中 5:22.51 7 中尾　心春(2) 熊野東中 5:04.88
バジョウ　アンナ クマノチュウ シンドウ　ナナミ タカヤ

8 4309 馬上　杏奈(2) 熊野中 5:24.65 8 4634 進藤　菜々美(3) 高屋中 5:06.25
ムラカミ　ユウカ サイジョウチュウガッコウ サカモト　ミア ヤスウラチュウ

9 4511 村上　由花(3) 西条中 5:25.15 9 坂本　美愛(1) 安浦中 5:07.01
ミリヤマ　ナツキ ショウワキタ ナガタ　ユズナ フチュウミドリガオカ

10 3844 森山　夏希(1) 昭和北 5:28.12 10 4218 永田　柚菜(2) 府中緑ヶ丘中 5:07.27
ミヤチ　ハナ ショウワキタ ウエオカ　ソヨ サイジョウチュウガッコウ

11 3843 宮地　葉菜(1) 昭和北 5:30.04 11 4515 上岡　想世(3) 西条中 5:07.54
タオ　カノン サカチュウガッコウ オオニシ　ヒナ フチュウミドリガオカ

12 4372 垰　花音(1) 坂中学校 5:30.85 12 4231 大西　陽愛(1) 府中緑ヶ丘中 5:08.13
ナカマエ　アヤカ ハチホンマツ タケダ　クルミ クマノヒガシチュウ

13 4579 中前　綺花(3) 八本松中 5:31.55 13 武田　来実(1) 熊野東中 5:08.45
ミネ　ユズキ ショウワキタ イワモト　ホヅキ タカヤ

14 3832 峰　優月(2) 昭和北 5:33.59 14 4633 岩本　帆月(3) 高屋中 5:13.05
フルヤ　チナツ ショウワキタ ノダ　イロハ マツガチュウ

15 3848 古谷　智捺(1) 昭和北 5:35.31 15 4691 野田　彩羽(3) 松賀中 5:14.77
カワバタ　イオ コウヨウチュウ ミヤザキ　ユイナ サイジョウチュウガッコウ

4545 川端　郁穂(3) 向陽中 DNS 16 4518 宮﨑　結愛(2) 西条中 5:29.59
ノシマ　チユキ マツガチュウ ウエオカ　サワ サイジョウチュウガッコウ

4696 能島　千幸(2) 松賀中 DNS 17 4521 上岡　桜和(2) 西条中 5:35.71
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審判長 郷力礼三

記録主任 井上恭治

タイムレース決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
スミダ　ミヅキ オリンピアプラス

1 3889 隅田　美月(1) オリンピア 9:48.71
フジイ　カンナ サイジョウチュウガッコウ

2 4517 藤井　柑奈(2) 西条中 9:57.35
ミヤケ　リン サイジョウチュウガッコウ

3 4516 三宅　凜(2) 西条中 9:57.43
マツモト　ノゾミ ダイソー

4 松本　のぞみ(M9) ダイソー 9:59.97
アオヌマ　リミ ヤマナシガクイン

5 3897 青沼　麗后(3) 山梨学院高校 10:07.69
マツオカ　セイナ サカチュウガッコウ

6 4368 松岡　聖奈(2) 坂中学校 10:21.08
オオトシ　マナエ クマノチュウ

7 4314 大歳　愛永(1) 熊野中 10:37.40
ヤスイ　モミジ クマノチュウ

8 4306 安井　椛(2) 熊野中 10:41.40
イチイ　マヒロ ダイソー

9 一井　愛央(M9) ダイソー 11:27.45
オガワ　リナ サカチュウガッコウ

4362 小川　莉奈(3) 坂中学校 DQ tr5
ヒロサキ　ユア ショウワキタ

3823 廣崎　夢音(3) 昭和北 DNS
サカザキ　リナ ヨシダチュウ

坂崎　莉奈(3) 吉田中 DNS
オカザキ　リコ ダイソー

岡﨑　莉子(M9) ダイソー DNS

審判長 郷力礼三

記録主任 井上恭治

タイムレース決勝

順位 Bibs 競技者名 所属 記録
タケハラ　サクラ ダイソー

1 竹原　さくら(M9) ダイソー 16:08.65
カトウ　コユキ ダイソー

2 加藤　小雪(M9) ダイソー 16:11.99
カトウ　ミサキ ダイソー

3 加藤　美咲(M9) ダイソー 16:12.86
アイバラ　ミサキ ダイソー

4 相原　美咲(M9) ダイソー 16:14.17
ヒラムラ　コト ダイソー

5 平村　古都(M9) ダイソー 16:42.14
ヤマシタ　ホノカ ダイソー

6 山下　穂香(M9) ダイソー 18:23.65
モリ　ヒナタ ダイソー

森　陽向(M9) ダイソー DNS
マツモト　ノゾミ ダイソー

松本　のぞみ(M9) ダイソー DNS

〈〈 タイムレース決勝 〉〉
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