
第１８回富山県小学生たすきリレー大会集計表　　（男子の部） Ｈ３０．１０．６

Ｎｏ チーム名 第一走者 区間記録(順位) 総合記録(順位） 第二走者 区間記録(順位) 総合記録(順位） 第三走者 区間記録(順位) 総合記録(順位） 第四走者 区間記録(順位) 総合記録(順位） 備考

4 Ａ.Ｃ.ＴＯＹＡＭＡＪｒ. 美濃　快空
05:19 (1) 05:19 (1)

倉谷　仁
05:30 (1) 10:49 (1)

氷見　練之介
05:41 (1) 16:30 (1)

森本　真琴
05:07 (1) 21:37 (1)

11 婦中ジュニアＡ．Ｃ．　Ａ 田部　日南太
05:26 (2) 05:26 (2)

中村　駿利
05:38 (3) 11:04 (2)

黒田　真生
05:49 (2) 16:53 (2)

堀田　礼人
05:10 (2) 22:03 (2)

1 黒部名水 吉田　淳暉
05:31 (3) 05:31 (3)

若田　涼
05:34 (2) 11:05 (3)

濵屋　充蔵
05:52 (3) 16:57 (3)

村田　皓英
05:47 (3) 22:44 (3)

8 MT.SUPOLA 柳原　響亮
05:46 (6) 05:46 (6)

浦辺　晴喜
06:01 (5) 11:47 (5)

湯上　隼斗
06:24 (5) 18:11 (5)

岩田　桜佑
05:59 (4) 24:10 (4)

6 高岡ランニングクラブ 城光　匠
05:36 (4) 05:36 (4)

卯松　健
05:44 (4) 11:20 (4)

森　康汰
06:29 (6) 17:49 (4)

木津　優人
07:02 (10) 24:51 (5)

9 沢陸　ハンパないって 赤座　連治
05:37 (5) 05:37 (5)

高道　大河
06:30 (7) 12:07 (6)

坂田　知樹
06:22 (4) 18:29 (6)

大利　哲平
07:14 (11) 25:43 (6)

7 ふくの陸上ガッツ 岡本　悠汰
05:52 (7) 05:52 (7)

清島　一颯
06:21 (6) 12:13 (7)

池田　光佑
07:03 (11) 19:16 (7)

石川　　諒
06:44 (8) 26:00 (7)

12 婦中ジュニアＡ．Ｃ．　Ｂ 福田　英俊
06:09 (9) 06:09 (9)

加藤　幹大
06:50 (9) 12:59 (9)

扇割　瑛涼
06:54 (8) 19:53 (9)

高城　凌芽
06:09 (5) 26:02 (8)

2 立山ﾗﾝﾗﾝ・紫 田中　優真
06:06 (8) 06:06 (8)

向島　滉太
06:33 (8) 12:39 (8)

中島　勇
06:58 (10) 19:37 (8)

竹内　大貴
06:39 (7) 26:16 (9)

5 朝日AC 宮崎　敦伎
06:19 (10) 06:19 (10)

浅岡　彰真
07:43 (12) 14:02 (12)

山崎　佑太
06:39 (7) 20:41 (10)

水馬　大輝
06:28 (6) 27:09 (10)

3 立山ﾗﾝﾗﾝ・藤 寺坪　健吾
06:33 (12) 06:33 (12)

土肥　政斗
07:23 (11) 13:56 (11)

塚本　葵心
06:57 (9) 20:53 (12)

宮嶋　陸人
06:48 (9) 27:41 (11)

10 沢陸　SHOWタイム 加藤　漣
06:32 (11) 06:32 (11)

岡田　玲威
07:01 (10) 13:33 (10)

猪又　晄綺
07:09 (12) 20:42 (11)

辻　脩
07:14 (12) 27:56 (12)

10:00 曇り　14.5℃　南東　1.2ｍ　58％

11:00 雨　14.0℃　南南東　　2.0ｍ　63％



第１８回富山県小学生たすきリレー大会集計表　　（女子の部） Ｈ３０．１０．６

Ｎｏ チーム名 第一走者 区間記録(順位) 総合記録(順位） 第二走者 区間記録(順位) 総合記録(順位） 第三走者 区間記録(順位) 総合記録(順位） 第四走者 区間記録(順位) 総合記録(順位） 備考

59 婦中ジュニアＡ．Ｃ．　Ａ 嶋岡　月梛 05:34 (2) 05:34 (2) 原　舞子 05:27 (1) 11:01 (1) 堺　麻里杏 05:50 (1) 16:51 (1) 上野　真由 05:20 (1) 22:11 (1) 大会新

53 Ａ.Ｃ.ＴＯＹＡＭＡＪｒ. 中島　光流 05:25 (1) 05:25 (1) 砂道　彩花 05:46 (2) 11:11 (2) 奥田　真菜 05:53 (2) 17:04 (2) 中田　果歩 05:39 (2) 22:43 (2)

56 MT.SUPOLA 濱元　咲帆 05:50 (3) 05:50 (3) 田中　歌音 05:47 (3) 11:37 (3) 長津　心結 06:44 (4) 18:21 (3) 辻口　鈴 06:32 (6) 24:53 (3)

57 沢陸　そだねー 松木　愛結 05:50 (3) 05:50 (3) 加藤　芙羽理 05:57 (4) 11:47 (4) 橋本　弥玖 07:19 (9) 19:06 (5) 坂井　優奈 06:56 (8) 26:02 (6)

51 黒部名水 山口　真愛咲 05:59 (5) 05:59 (5) 友井　星那 06:13 (5) 12:12 (5) 粥川　綾音 06:37 (3) 18:49 (4) 朝倉　りょう 06:05 (3) 24:54 (4)

52 立山ﾗﾝﾗﾝ・菫 佐伯　萌子 06:10 (8) 06:10 (8) 藤井　萌愛 06:21 (6) 12:31 (6) 立野　希歩 06:47 (5) 19:18 (6) 山岡　暖々 06:19 (5) 25:37 (5)

54 高岡ランニングクラブ 開発　葵 06:08 (7) 06:08 (7) 末廣　和奏 06:38 (7) 12:46 (7) 多田　佳純 06:48 (6) 19:34 (7) 本庄　七海 07:29 (10) 27:03 (8)

60 婦中ジュニアＡ．Ｃ．　Ｂ 村井　暖空 05:59 (5) 05:59 (5) 七澤　友南 07:22 (9) 13:21 (8) 真正　倫 07:00 (7) 20:21 (8) 松下　ひかり 06:06 (4) 26:27 (7)

55 ふくの陸上レッツ 水口　和奏 06:44 (9) 06:44 (9) 安田　ひかる 06:57 (8) 13:41 (9) 三角　仁美 07:19 (8) 21:00 (9) 宮田　暖乃 06:54 (7) 27:54 (9)

58 沢陸　もぐもぐタイム 笹島　妃乃 07:05 (10) 07:05 (10) 小田　結菜哩 07:37 (10) 14:42 (10) 秋元　美那 07:32 (10) 22:14 (10) 志賀　遙 06:58 (9) 29:12 (10)

10:00 曇り　9.5℃　南　3.4ｍ　80％

10:15 雨　18.0℃　北西　　0.2ｍ　95％

11:00 晴れ　11.0℃　南　　2.4ｍ　63％


