
2017年10月15日　9時50分スタート

女子小学3年駅伝
大会記録19分48秒　きしあみ（喜多代、石井（花棄）、石井（里奈）、若杉）第19回
タスキ　（赤）

総合成績リスト

順位 �ナン∧◆一 �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �石庭 
1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

1 �4 �22：08 �チーターフラワー �暮本唯花（3） �森田はるな（3） �棄原兼空（3） �新井里奈（3） 
フゾ小1州 �別　ルナ �クワJlうミク �丁ライリナ 

兼小 （1）　5：34 �兼小 （1）11：05 �柴小 （1）16：43 �集中 （1）22：08 

（1）　　5：34 �（3）　　5：31 �（1）　　5：38 �（4）　　5：25 

2 l l �2 �22：14 �リトルスターズ �某押繰（3） �野口蘭（3） �小山怜紋（3） �穴吹t薫（3） 
ケリ∧うユ別 �／ク‘チラン �：けマレモン �丁ナナキヨ，ハ‘ 

兼小 （2）　5：37 �王小 （2）11：10 �書中 （2）16：52 �兼小 （2）22：14 

（2）　　5：37 �（4）　　5：33 �（2）　　5：42 �（3）　　5：22 

3 l l l l �3 �22：39 �KTMMH �小泉琴（3） �荻野瑠己（3） �市川桃子（3〉 �松原美月（3） 
コイス●ミコト �群‘ノ，マキ �イ軸ワモモコ �叩l●うミブキ 

西小 �酉小 �西中 �酉小 

（7）　　6：03 �（3）　11：28 �（4）　17：48 �（3）　22：39 

（7）　　6：03 �（1）　　5：25 �（8）　　6：20 �（1）　　4：51 

l4 �7 �23：27 �がんばろう �上手雪駄（3） �小山結ま（3） �相田書集（3） �中野畢（3） 
コウ，●マ桝 �コ巾ユ丁 �ウ王，●丁か● �ナかミト◆リ 

小作台小 �小仲台小 �小作台小 �小作台小 

（4）　　5：46 �（5）　11：37 �（3）　17：36 �（4）　23：27 

（4）　　5：46 �（6）　　5：51 �（6）　　5：59 �（8）　　5：51 

15 l �5 �23：42 �チームアマツバメ �鈴木彙璃（3） �村下書（3） �書棚美和子（3） �中濱心那（3） 
フは●キ7イリ �ムラシ，比◆キ �け拝‘ミワコ �州ウラココナ 

武蔵野小 �武井野中 �武井野小 �戴1野小 

（9）　　6：33 �（9）　12：25 �（6）　18：07 �（5）　23：42 

（9）　　6：33 �（7）　　5：52 �（2）　　5：42 �（5）　　5：35 

● l �8 �23：43 �クローバーチーム �菊池集結（3） �小澤玲集（3〉 �玉野紀稽（3〉 �繋田ま衣椛（3） 
キ押ミ1 �げワレミ �ヤ／袖 �シケ●タメ佃 
小作台小 �小作合小 �小件台小 �小作台小 

（6）　　6：02 �（8）　12：03 �（9）　18：26 �（6）　23：43 

（6）　　6：02 �（8）　　6：01 �（9）　　6：23 �（2）　　5：17 

7 l l l l l �1 �23：56 �レツツゴー4人 �笠原実権（3） �的場遺書（3） �三浦明重く3） �濃さ美唯（3） 
鮒∧ラミオ �マト八●　八山 �ミウうメイナ �エント●ウミイ 

兼小 �兼小 �兼小 �東小 

（3）　　5：45 �（4）　11：31 �（7）　18：10 �（7）　23：56 

（3）　　5：45 �（5）　　5：46 �（10）　　6：39 �（7）　　5：46 

l8 l l l �6 �24：04 �RushetteS（ラシエツツ �いわいしあかり（3） �やしろ　ここな（3） �ますだはの（3） �のまかえで（3） 
イワイシ丁椚 �ヤシロ：コナ �マス，●〟 �ノてカ工手■ 

武井野小 （5）　6：00 �眞♯野中 （7）12：01 �武蔵野小 （8）18：20 �糞上野小 （8）24：04 

（5）　　6：00 �（8）　　6：01 �（7）　　6：19 �（6）　　5：44 

1　9 �9 �24：12 �全力走 �浦尾歩実（3） �伏木書莱（3） �松澤美咲（3） �篠田秀美（3） 
ウラITlミ �フシキルナ �マガ●ゥミサキ �フ舛◆　ヒデミ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（8）　　6：26 �（6）　11：55 �（5）　17：50 �（9）　24：12 

（8）　　6：26 �（2）　　5：29 �（4）　　5：55 �（9）　　6：22 

10 �10 �25：58 �がんばるぞ日 �小林濡奈（3） �下遭t瑛（3） �渡辺縮ま（3） �光安優月（3） 
コ八°†シレけ �カミチ千丁キ �ワタナヘ‘ヒ州 �ミサはユ，◆キ 

その他 �その他 �その他 �その他 

（10）　　6：58 �（10）　13：18 �（10）　19：15 �（10）　25：58 

（10）　　6：58 �（10）　　6：20 �（5）　　5：57 �（10）　　6：43 
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2017年10月15日　9時50分スタート

女子小学4年駅伝
大会記録19分24秒　チーターズ（反田、清藤、あら井、羽が、いしの）第15回
タスキ　（青）

稔合成績リスト

順位 �ナンJl●一 �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

1 �25 �19：33 �きしあみ �霊多代納子（4） �石井花棄（4） �石井里奈（4） �若杉著未（4） 
キ舛－イ7†コ �イシイ鮒 �イシイリナ �ワ如キ’ココ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（4）　　5：05 �（1）　　9：42 �（1）　14：36 �（1）　19：33 

（4）　　5：05 �（1）　　4：37 �rl）　　4：54 �（3）　　4：57 

2 �15 �19：43 �SKEG44 �松村愛（4） �佐♯爽（4） �生野めい（4） �町田実荊（4） 
マ71，7イ �サトウサワ �シオノメイ �マチタ◆　ミノリ 

栄小 �栄小 �柴小 �栄小 

（2）　　4：47 �（2）　　9：44 �（2）　14：58 �（2）　19：43 

（2）　　4：47 �（2）　　4：57 �（3）　　5：14 �（2）　　4：45 

3 �16 �20：50 �ダッシュ �大蔵彰音（4） �秋元心緒（4） �川■理咲（4） �斉■■依（4） 
村モリ丁†I �丁キモトミュウ �か）シマリサ �サイ川と到 
武蔵野小 �武義野小 �武蔵野小 �武蔵野小 

（6）　　5：16 �（3）　10：20 �（3）　15：43 �（3）　20：50 

（6）　　5：16 �（3）　　5：04 �（4）　　5：23 �（4）　　5：07 

4 �23 �21：49 �太陽 �小山彩集（4） �轟■集書（4） �富沢紗依（4） �小川境木（4） 
コヤ77サミ � �汁●ヮサエ �わ◆ゥナシミ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（5）　　5：12 �（4）　10：42 �（4）　16：27 �（4）　21：49 

（5）　　5：12 �（5）　　5：30 �（8）　　5：45 �（6）　　5：22 

5 �22 �22：01 �ガールズハート �栗原実嗅（4） �河辺礪藁（4） �四十物真帆（4） �木村影良（4） 
クリ八ラ三明 �加へ●　ユウナ �丁作ノ神 �鶴ラサラ 

古土見小 �富士見小 �古土見小 �富士見小 

（3）　　5：00 �（6）　10：52 �（5）　16：35 �（5）　22：01 

r　3）　　5：00 �（9）　　5：52 �（7）　　5：43 �r　7）　　5：26 

6 �13 �22：14 �ONiGiRi �岩浪絵荊番（4） �伊井集掃（4） �割田心■（4〉 �t日暮歩（4） 
イワナミエ冊 �イトウミレイ �ワ仲川 �イイナ●　鴻 
酉小 �西中 �西中 �商小 

（9）　　5：32 �（8）　11：24 �（9）　17：32 �（即　　22：14 

r　9）　　5：32 �（9）　　5：52 �（10）　　6：08 �（1）　　4：42 

7 �19 �22：25 �ジェッツ �金子肇肇（4） �高嶺呑無く4） �長沼咲和（4） �光本なつ（4） 
輌コユ勧 �，かゆアンナ �州17サナ �ミサモトナワ 
小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（13）　　5：56 �（14）　11：54 �（7）　17：04 �（7）　22：25 

（13）　　5：56 �（12）　　5：58 �（21　　5：10 �（5）　　5：21 

8 �12 �22：56 �ミニオンズ �山鳥美砂希（4） �日中杏奈（4） �赤欄巨捧（4） �離村璃胡（4） 
†噌ミ牌 �ナナ鳥アンナ �丁射7ス’サ �プリムラ犯 

★小 �★小 �責小 �真小 

（1）　　4：37 �（7）　11：12 �（6）　16：49 �（8）　22：56 

rl）　　4：37 �（15）　　6：35 �（6）　　5：37 �r121　　6：07 

9 �20 �23：05 �ブルースター �野口再兼囁く4） �櫓填はるなく4） �木村優沙（4） �伊簾給嚢（4） 
／ゲチヒ刊 �ヒ鳥◆キ川け �軸ラユイ �小ウ1ナ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（12）　　5：43 �（9）　11：32 �（10）　17：33 �（9）　23：05 

（12）　　5：43 �（7）　　5：49 �（9）　　6：01 �（8）　　5：32 

10 �14 �23：10 �よっぱ �岩l■集花く4） �松岡紗キ（4） �千葉製瑚（4） �伊轟音無く4） 
イワ明ミ77 �77わサ， �チ正　犯 �小り丁汁 
西小 �西小 �西小 �西小 

（7）　　5：27 �（5）　10：48 �（8）　17：17 �（10）　23：10 

（7）　　5：27 �（4）　　5：21 �（11）　　6：29 �（11）　　5：53 

11 �18 �23：33 �TARH �★山集咲（4） �玉臼怜（4） �暮■朋（4） �権田藍書（4） 
対†マミ琳 �，マ，●　レイ �ミノワIt �サシナ◆7佃 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（11）　　5：41 �（10）　11：32 �（12）　18：01 �（11）　23：33 

rll）　　5：41 �r　8）　　5：51 �rll）　　6：29 �（8）　　5：32 

12 �11 �24：07 �スピードスター �山日豊事（4） �軋本音無（4） � �■椙鏡芽（4） 
†マナ●　ミ1 �舶モトアンナ �フ減りハリーマ �コ如ユメ 

集中 （14）　6：03 �文中 （15）12：09 �兼小 （11）17：44 �責小 （12）24：07 

（14）　　6：03 �（13）　　6：06 �（5）　　5：35 �（13）　　6：23 

13 �21 �24：08 �ピーゲルズ �富田みくり（4） �川■■量（4） �昔日よ集（4） �濃辺舌甫（4） 
か）シマヒ粥 �ヨシ，◆　げミ �舛ナ√　7万 

古土見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（15）　　6：13 �（13）　11：53 �（15）　18：27 �（13）　24：08 

（15）　　6：13 �（6）　　5：40 �（14）　　6：34 �（10）　　5：41 

14 �17 �24：32 �FUS柑l �のままき（4） ／マ璃 武1野小 �キハノ　亜紀（4） �百村さあや（4） �酒井■糞（4） 
如ノ西 武上野小 �武義野中 �拗イけ 武蔵野小 

（10）　　5：40 �（12）　11：35 �（13）　18：08 �（14）　24：32 

（10）　　5：40 �（11）　　5：55 �（13）　　6：33 �r14）　　6：24 

15 �24 �25：29 �スカイブルー �影山紗和（4） �佐井祐彙（4） �大迫和花集（4） �中村暮（4） 
抽●巾サワ �机ウユウ丁 �材サコワ加● �ナIlラマイ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（8）　　5：29 �（11）　11：35 �（14）　18：20 �（15）　25：29 

（8）　　5：29 �（13）　　6：06 �（15）　　6：45 �（15）　　7：09 
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2017年10月15日11時20分スタート

女子小学5年駅伝
大会記録　39分51秒　栄小マツコデラックス（渡部、戸田、堀部、星野）第13回
タスキ　（ピンク）

総合成績リスト

順位 �ナン∧◆－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
2．3km �2．3km �2．3km �2．3km 

1 �33 �43：08 �T川Y �ホ嶋瑚々（5） �伊暮なつ紀（5） �甘川藁（5） �失代1花（5） 
I鮒キココ �小ウナ舛 �ミヤ如7才イ �†シロブ一拍 

武蔵野小 �武義野中 �武蔵野小 �武義野中 

（1）　10：19 �（1）　21：47 �（1）　32：26 �（1）　43：08 

（1）　10：19 �（4）　11：28 �（2）　10：39 �r　2）　10：42 

2 �38 �43：28 �チーターズ3 �渡辺集祐く5） �村木荊彙（5） �松鳥香花（5） �野上実優（5） 
7，ナヘ●　ミユ �lIIリナ �†博和地 �／がミミユ 

富士見小 �書士見小 �富士見小 �書士見小 

（2）　10：29 �（2）　21：50 �（2）　32：37 �（2）　43：28 

（21　10：29 �（3）　11：21 �（3）　10：47 �（5）　10：51 

3 �34 �44：46 �チーターズ �倉漕芽生（5） �中野藁（5） �億■★瀾（5） �小山機業（5） 
舛す，メイ �州ノ7才イ �サトウミウ �コヤマ相 
小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（8）　13：15 �（6）　23：48 �（4）　34：03 �（3）　朋・：46 

（8）　13：15 �（1）　10：33 �（1）　10：15 �（3）　10：43 

4 �37 �45：05 �つばさ �羽人影絢（5） �三好昔流（5） �小池鳥生（5） �池田堆（5〉 
八二1ウサ丁ヤ �ミ亨シ1↓ �コイケメイ �イ帥◆　ユイ 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �苫士見小 

（4）　10：51 �（3）　22：11 �（3）　33：59 �（4）　45：05 

（4）　10：51 �（2）　11：20 �（6）　11：48 �（7）　11：06 

5 �32 �45：29 �レディースタイガー �山根彰英（5） �新井暮（5） �折原糞々実（5） �■岡花恋（5） 
中辛サエ �乃イけ �I伽ラ汁ミ �，脚か／ン 
兼小 （3）10：49 �覚小 （5）23：45 �柴小 （5）34：45 �朱小 （5）45：29 

（3）　10：49 �（9）　12：56 �（4）　11：00 �（4）　10：44 

6 l l l �40 �46：23 �マルゲリータ �原■はづきく5） �小川▼≠（5） �海毛遍恵（5〉 �根岸恭子（5） 
爪ラシマ爪アキ �わ◆つけ �工と◆サウ乃◆ミ �書手●シキヨウコ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（5）　11：44 �（4）　23：42 �（6）　35：20 �（6）　46：23 

（5）　11：44 �（7）　11：58 �（5）　11：38 �（6）　11：03 

7 l �39 �49：02 �ホットケーキ �佐義利子（5） �横田結（5） �木下妃菜（5） �前日　きらり（5） 
サトウリコ �ヨコ，ユイ �キノシナキナ �マ工，●　年別 

松林小 �松削l �松林小 �松削＼ 

（7）　12：53 �（8）　24：41 �（7）　37：30 �（7）　49：02 

（7）　12：53 �（6）　11：48 �（7）　12：49 �（8）　11：32 

8 �31 �49：33 �西小スター �畏岐■薫（5） �清水優那（5） �蘭書萌花（5） �無■花萌（5） 
州◆書け � �ハマ舛モ三島 �ケマケラ軸 
西中 （9）13：42 �西中 （9）25：54 �西小 （8）39：52 �西中 （8）49：33 

（9）　13：42 �（8）　12：12 �（8）　13：58 �（1）　　9：41 

9 �35 �53：55 �KRJK �海■小暮（5〉 �鶴田生彩（幻 �大丸集緒（5） �古川心羽（5） 
カイトウコユキ �フ竹◆　ライ7 �オ才，キミオ �ヨシか）ココハ 

小作合小 �小作台小 �小作含小 �小作台小 

（6）　12：29 �（7）　23：57 �（9）　39：53 �（9）　53：55 

（6）　12：29 �（4）　11：28 �（9）　15：56 �（9）　14：02 

36 �DNS �たおたお �ホ本■月（5） �田中否棄㈹ �大瀧義欄（5） �大場彰まく5） 
朗モトサ杵 �lナlT：イ �寸書，キミオ �村〟丁憎 
小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

凡例DHS：欠　　場
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2017年10月15日11時20分スタート

女子小学6年駅伝
大会記録　38分08秒　富士見スーパーガールズ（田中、清水、石井、吉田）第13回
タスキ　（自）

稔合成績リスト

順位 �ナンJl●－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
2．3km �2．3km �2．3km �2．3km 

1 �52 �43：17 �WithS �白石集濡（6） �池田■濃く6） �羽村I（6） �商量某（8） 
イケI◆　ルナ �鵬ラブ八°サ �ニシ叶力 

栄小 �栄小 �柴小 �果小 

（2）　　9：57 �（2）　22：20 �（2）　32：31 �（1）　43：17 

r　2）　　9：57 �（4）　12：23 �（2）　10：11 �（1）　10：46 

2 �51 �43：26 �ユニコーン �兼未史絵素（6） �清水荊鰭（6） �尾亦♯紗（6） �河村緒饗（6） 
乃キシ工ナ �シミス●リユ �杓，丁ス◆サ �lウlIlT 

集中 （4）12：04 �★小 （3）22：59 �文中 （1）32：29 �★小 （2）43：26 

（4）　12：04 �（2）　10：55 �（1）　　9：30 �（2）　10：57 

3 �53 �45：01 �まつの木 �小山夕藁（6） �白井t集（6） �松井業々子（6） �塩田瑠奈（6） 
椚ユスーキ 　ム �シIイ丁ミ �丁，イナナコ 　▲ �シfIIナ 　▲ 

小作口中 （1）　9：56 �小作台小 （1）20：29 �小作白小 （3）33：31 �小作8小 （3）45：01 

（1）　　9：56 �（1）　10：33 �（4）　13：02 �（3）　11：30 

4 �54 �49：23 �モンスターズ �小笠原塵取（6） �憂坂篇花（6） �搬韓利子（6〉 �小鮒優子（6） 
才がサワラ畑 �州●サカモ工カ �サメす　りコ �コアナウコ 
富士見小 �古土見小 �富士見小 �富士見小 

（3）　11：27 �（4）　23：46 �（4）　36：04 �（4）　49：23 

1割　11：呈7 �（3）　12：19 �13）　12：18 �（4）　13：19 

一一一一5－－～



2017年10月15日　9時20分スタート

男子小学3年駅伝
大会記録18分03秒　プラチナドラコ●ン（谷、野田、大乗、杉浦）第19回
タスキ　（緑）

総合成績リスト

順位 �ナンJl一一 �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

1 �68 �20：08 �ガンバフォー �川靡重大（3） �t未鴻太（3） �和田異類（3） �木村鍵久井（3） 
か）∧ラコ舛 �丁絆コウ， �ワI◆　ミライ �払ラI舛 

武蔵野小 �武蔵野小 �武蔵野小 �武義野小 

（2）　　4：37 �（3）　　9：43 �（1）　14：47 �（1）　20：08 

（2）　　4：37 �（2）　　5：06 �（2）　　5：04 �r　8）　　5：21 

2 �69 �20：17 �ドラゴンボール �河野遥人（3） �井上璃玖（の �蝿航太郎（3） �角よす（3） 
コウノ鵬ト �イノウエリク �セキコウI叫 �肘かl●ル 

武暮野中 �武蔵野小 �武蔵野小 �武暮野小 

（3）　　4：42 �（1）　　9：41 �（2）　15：07 �（2）　20：17 

r　3）　　4：42 �（1）　　4：59 �（7）　　5：26 �（4）　■　5：10 

3 �71 �20：22 �がんばライオン �ホホ浩書く3） �野簾山九廉く3） �井内験ヰ（3） �井′川■太（3） 
スス◆キコウスケ �／，●巾ハ析 �7爪’キウナシ1ント �イルワけl 

武義野中 �電暮野中 �武蔵野小 �武義野中 

（1）　　4：29 �（2）　　9：41 �（3）　15：09 �（3）　20：22 

（1）　　4：29 �（3）　　5：12 �r　8）　　5：28 �（6）　　5：13 

4 �65 �20：26 �YYYKE �構爪t和（3） �棟木燻す（3） �市橘優人（3） �韓日洗太（3） 
爪シナメユウワ �八シモトエ西 �イチノウユ外 �シ／，◆　コウI 

西小 �酉小 �西中 �酉小 

（4）　　4：54 �（4）　10：07 �（5）　15：35 �（4）　20：26 

（4）　　4：54 �（4）　　5：13 �（8）　　5：28 �（2）　　4：51 

5 �72 �20：43 �サッカー組 �大嶋洋ヰ（3） がヒ叫 �纂本■司（3） �佐靡濠里（3） �中野i斗（3） 
，娘トツケシ �サIウカイリ �州ノレント 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（9）　　5：20 �（6）　10：39 �（4）　15：31 �（5）　20：43 

（9）　　5：20 �（6）　　5：19 �rl）　　4：52 �（5）　　5：12 

6 �70 �20：48 �ヤング★スター �栗田暮希（3） �古市凄羽（3〉 �金円真相（3） �古田漉刀（3〉 
クリ，lシキ �ルイチコウ �柚タ◆　マナト �ヨシ，●　カイト 

武暮野小 �武暮野小 �虞上野小 �武暮野小 

（6）　　5：08 �（5）　10：26 �（6）　15：40 �（6）　20：48 

（6）　　5：08 �（5）　　5：18 �（4）　　5：14 �（3）　　5：08 

7 �74 �21：22 �ひみつだっしゆ �小笠原柊（3） �橘川増紀（3） �相川暮（3） �濃辺＃（3） 
わ◆†乃シ1ウ �撥ねワミス◆キ �丁イ如，〟サ �ワ，ナヘ◆　ヒ加 

亨士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（10）　　5：28 �（8）　10：48 �（7）　15：56 �（7）　21：22 

rlO）　　5：28 �r　7）　　5：20 �（3）　　5：08 �（9）　　5：26 

8 l l �75 �21：32 �スーパーランナー �鍼欄l宙（3） �菊地晴也（3） �檎手叶（3） �小久保佳祐（3） 
モノオリラ �キクチセ什 �ヨコテJu �コ州◆　ケイスケ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（7）　　5：11 �（10）　11：25 �（10）　16：48 �（8）　21：32 

r　7）　　5：11 �r13）　　6：14 �（6）　　5：23 �（1）　　4：44 

9 �67 �21：53 �ドラゴンチーター �浜中真木（3） �辻光希（3） �平皿日航大（3） �川田細大（3） 
∧マナカマキ 崇小 �ワシ‘ミ舛 柴小 �ヒ舛7コウ，●ィ 柴小 �如，‘ショウ， 柴小 

（5）　　5：06 �（7）　10：40 �（9）　16：40 �（9）　21：53 

（5）　　5：06 �r　91　　5：34 �（13）　　6：00 �r　6）　　5：13 
110 �66 �22：01 �ファイヤラン �中村サ昔（3） �山田琉幡（3） �鈴木大空（3） �多臼■量（3） 

ナ加うユウコー �†T，◆↓イ �スス’キ乃 �舛◆　丁机 

巣小 （8）　5：16 �崇小 （9）11：02 �柴小 （8）16：17 �集中 （10）22：01 

（8）　　5：16 �（10）　　5：46 �（5）　　5：15 �（11）　　5：44 

11 �61 �23：25 �ショウリンズ �3 �3 �（3 �3 
ナ柚工小 ★小 �スサ●キ胸ウスケ 兼小 �シマス●ェィ， ★小 �ナ淋ユウト 責小 

（12）　　6：33 �（11）　12：03 �（11）　17：33 �（11）　23：25 

（12）　　6：33 �r　8）　　5：30 �（11）　　5：30 �（13）　　5：52 

12 �62 �23：43 �デンコウセッカ �金沢快（3） �上田＝断乎（3） �騨穣事彩（3） �円本祐ヰ（3） 
カナサ’り倉イ 集中 �シマI●シンヘ‘イ 文中 �七輪ユ仰 ★小 �，モlユ舛 真小 

（11）　　6：28 �（12）　12：26 �（13）　18：11 �（12）　23：43 

（11）　　6：28 �（11）　　5：58 �（12）　　5：45 �（10）　　5：32 

13 �64 �23：58 �ブーメランズ �3 �3 �江星口　　3 �3 
丁，キーイ知ウ 酉小 �列∧ラブ1ン 酉小 �エリダチマサル 百中 �クマカ◆ィケンコ’ 西中 

（13）　　6：37 �（13）　12：40 �（12）　18：09 �（13）　23：58 

（13）　　6：37 �（12）　　6：03 �（10）　　5：29 �（12）　　5：49 

63 �Dl帽 �ベースボール �今井■肇（3） �丹生光（3） �■田轟沈（3） �佐々大使♯（3） 
巾イヤスユキ �Iンシ！ウと蜘 �シ7，’侮舛 �サ舛カイセイ 

集中 �★小 �★小 �書中 

73 �l州＄ �タイガーズ2 �餞旬日隕♯（3） �近江珪介8） �薬師寺■祐（3） �大村充睾（3） 
椚ミエ伯ケ �竹シシ●　コウスケ �払，ミ，タカ 

富士見小 �富士見小 �古土見小 �富士見小 

凡例DllS：欠　　場
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2017年10月15日　9時20分スタート

男子小学4年駅伝
大会記録18分06秒　タイガーズZ（松村、山本、伊藤、岡部）第19回
タスキ　（黄）

稔合成績リスト

順位 �ナンJl◆－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

1 �85 �18：24 �SKE羽村 �大業悠鞠（4） �谷悠揚（4） �青谷蓋書（4） �杉浦悠斗（4） 
才か●仙ト �，二八鵬 �シ1舛レオン �諦●ウラユウト 
崇小 （2）　4：31 �柴小 （1）　8：43 �栄小 （1）13：41 �栄小 （1）18：24 

（2）　　4：31 �（1）　　4：12 �（7）　　4：58 �r　3）　　4：43 

2 �90 �19：02 �さいきょう �緒井凛皇（4） �にしやまたいがく4） �つちはし　りょうた（4） �おのうえあつき（4） 
モロイル弛イ �ニ汁7，佃◆ �，チJゆりョウナ �オノウエ乃キ 

武暮野中 （5）4：50 �武義野中 （2）　9：25 �武蔵野小 （4）14：39 �武義野小 （2）柑：02 

（5）　　4：50 �（3）　　4：35 �（11）　　5：14 �（1）　　4：23 

3 �95 �19：15 �ハリケーン �日義壕（4） �□晴信（4） �井上惣良（4） �三浦＊（4） 
爪う，●†材 �げチル／デ �イ／ウエソヲ �ミウラカナデ 

富士見小 �古土見小 �富士見小 �富士見小 

（8）　　5：07 �（9）　10：06 �（3）　14：32 �（3）　19：15 

（8）　　5：07 �（7）　　4：59 �（1）　　4：26 �（3）　　4：43 

4 �100 �19：19 �オールスターズ �川臆舜荊（4） �1憫＝■女鹿（4） �日宇爽太（4） �中村太一（4） 
鮒●マシュン，ロウ �ヒウゾウ， �ナ払う，イチ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（9）　　5：09 �（8）　　9：58 �（5）　14：45 �（4）　19：19 

（9）　　5：09 �（5）　　4：49 �（2）　　4：47 �（2）　　4：34 

5 �86 �19：28 �ホットドック �野田優乃介（4） �町日量来年（4） �押野優薫（4） �込曹伊★（4） 
／タ●　ユウノスケ �マチl●　セラト �セキノユウマ �コミヤイ糾 

果小 （4）　4：38 �崇小 （3）　9二29 �柴小 （2）14：21 �果小 （5）19：28 

（4）　　4：38 �（6）　　4：51 �（6）　　4：52 �（10）　　5：07 

6 �92 �19：38 �ホワイトタイガー �竹渕佑哉（4） �高玉大兼（4） �亡★悠翔（4） �土方重工（4） 
舛プーチユウ† �IカITミライ �ニトウユウト �tシ‘IItナ 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（12）　　5：17 �（6）　　9：56 �（6）　14：47 �（6）　19：38 

（12）　　5：17 �（4）　　4：39 �（4）　　4：51 �r　6）　　4：51 

7 �88 �19：39 �本気ファイターズ �吉田醜冴（4） �石井汐書（4） �鬼匿爽叶（4） �長谷川悠翔（4） 
ヨシナ◆　仲灯 �イシイシわ �オこ，●カサ†l �爪墟◆ウルl 

武蔵野小 �武義野中 �武義野小 �武蔵野小 

（14）　　5：23 �（7）　　9：57 �（7）　14：48 �（7）　19：39 

（14）　　5：23 �（2）　　4：34 �（4）　　4：51 �（6）　　4：51 

8 �84 �19：47 �西野ホークス �鈴木島斗（4） �入山叶大（4） �鈴木緒翔（4） �入山正也（4） 
スス●キ1けト �イヴ巾カナ， �スス●キユ舛 �イリ竹マサ† 

西中 �西中 �西小 �西中 

（3）　　4：35 �（5）　　9：51 �（9）　15：00 �（8）　19：47 

（3）　　4：35 �（10）　　5：16 �（9）　　5：09 �（5）　　4：47 

9 �83 �20：22 �TTKH �松原編集（4） �市野義正（4） �横井敬暮（4） �竹羽目験斗（4） 
マ，〟亨，クミ �ニシ／，化イ �ヨコイケイスケ �竹ム，′惰ト 

西中 �酉小 �西小 �西小 

（7）　　5：01 �（10）　10：09 �（8）　14：56 �（9）　20：22 

（7）　　5：01 �（8）　　5：08 �（2）　　4：47 �（15）　　5：26 

10 �98 �20：28 �はやぶさ1号 �三浦遼太く4） �長坂美作（4） �落合瑛太（4） �棚嘱目軌空（4） 
ナカ●サカユ弼 �押丁イエィ， �†ナキ●ノウ仲 

富士見小 �富士見小 �富士見小 �書士見小 

（1）　　4：27 �（4）　　9：43 �（10）　15：11 �（10）　20：28 

（1）　　4：27 �rlO）　　5二16 �（15）　　5：28 �（13）　　5：17 

11 �89 �20：49 �スピードセブン �井上浩太（4） �大野嘉空く4） �口中歩瞳（4） �宮川大翔（4） 
イ膏エコウl �射ノポl �タ州アユ▲ �ミ憎◆ゥI●小 

武義野中 （15）　5：26 �武蔵野小 （12）10：35 �武蔵野小 （13）15：46 �武蔵野小 （11）20：49 

（15）　　5：26 �（9）　　5：09 �rlO）　　5：11 �（9）　　5：03 

12 �82 �20：56 �ヨーグルト �濃沼匠（4） �田村濃（4） �秋吉暮臣（4） �森田星河（4） 
セヌ7，クミ �，▲ラミナト � �別ナt佃’ 

兼小 �兼小 �棄小 �十小 

（11）　　5：10 �（13）　10：37 �（12）　15：42 �（12）　20：56 

（11）　　5：10 �（13）　　5：27 �（8）　　5：05 �（12）．5：14 

13 �96 �21：19 �タイガーズ �磯村壮史（4） �時間餞太（4） �加■乙積（4） �橘本蛤（4） 
仲村シ1ンナ �カトウイ舛 �J鴎トコウ 

富士見小 �富士見小 �書士見小 �富士見小 

（10）　　5：10 �（14）　10：47 �（14）　16：10 �（13）　21：19 

（10）　　5：10 �（16）　　5：37 �（14）　　5：23 �（11）　　5：09 

14 �81 �21：33 �テタ→ズ �濱田■太（4） �雨音書紀（4） �中野美翔（4） �富田悠薫（4） 
キヨ，わ， �〃ミヤ亡と◆キ �州／エ小 �トミタユウマ 

★小 �★小 �★小 �兼小 

（13）　　5：19 �（15）　10：52 �（15）　16：38 �（14）　21：33 

r13）　　5：19 �r15）　　5：33 �（19）　　5：46 �（8）　　4：55 

15 �87 �21：41 �フライドポテト �書等一書（4） �7m1●－トスキーメイソン薫く4） �高撫養徴（4） �野伏彙希（4） 
加●†奴●キ �rm●－トスキーメイソン如 �，かゆ丁押 �ノブシマナキ 

武蔵野小 �武轟野中 �武蔵野小 �衣暮野小 

（6）　　5：00 �（11）　10：19 �（11）　15：33 �（15）　21：41 

（6）　　5：00 �（12）　　5：19 �（11）　　5：14 �（19）　　6：08 

16 �91 �21：57 �SKYS �本村札一朗（4） �石田轟く4） �潔灘大和（4） �佐原空之介（4〉 
モ払う乃イ千的 �イシ，◆　カエ干■ �乃サワ巾ト � 
小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（17）　　5：46 �（16）　11：18 �（16）　こ16：39 �（16）　21：57 

（17）　　5：46 �（14）　　5：32 �r13）　　5：21 �（14）　　5：18 

17 �93 �23：02 �レッド �伊儀大t（4） �船木痩進（4） �暮安武ヰ（4） �安野天（4） 
イけケ’ィチ � �シケ’とロ，ル �†入ノテン 

小件台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（16）　　5：37 �（17）　11：42 �（17）　17：22 �（17）　23：02 

r16）　　5：37 �r18）　　6：05 �（18）　　5：40 �r18）　　5：40 

一日－7－…



2017年10月15日　9時20分スタート

男子小学4年駅伝
大会記録18分06秒　タイガーズZ（松村、山本、伊藤、岡部）第19回
タスキ　（黄）

稔合成績リスト

順位 �ナン∧◆－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

18 �94 �23：03 �まつかぜ �エ■和睦（4） �伊義明薫（4） �清水鹸大帝（4） �古澤拓希（4） 
姉●ウナコ◆ム �小りアキ謂 �シミス●　セイ如ウ �ヨミけ●り印書 

書士見小 （19）　6：03 �喜士見小 （18）11：52 �富士見小 （18）17：25 �古土見小 （18）23：03 

（19）　　6：03 �（17）　　5：49 �（16）　　5：33 �（17）　　5：38 

19 �99 �24：27 �スーパードンソク � �4 � �4 
丁ナンJ両 �ウ功●ィlン， �ナ加亨的ミ �，加シJ瀬 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（18）　　5：48 �（19）　13：13 �（19）　18：52 �（19）　24：27 

（18）　　5：48 �（19）　　7：25 �（17）　　5：39 �（16）　　5：35 

97 �DNS �With　S �小野沢暮斗（4） �山日韓■（4） �益子雅久（4） �小蒙淳之助（4） 
オ／サ‘ヮルサト �巾I●　紳カ �マスコがケ �コシIl’シ●1ンノスケ 

富士見小 �富士見小 �書士見小 �富士見小 

凡例DlJS：欠　　場
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2017年10月15日10時20分スタート

男子小学5年駅伝
大会記録　35分13秒　プア什ルぞうさんチーム（是永、雨倉、金澤、山口、小須田）第4回
タスキ　（紫）

抱合成績リスト

順位 �ナンJl◆－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
2．3km �2．3km �2．3km �2．3km 

1 �115 �37：53 �タイガーズ �樫庸卜拓人（5） �加■空己（5） �伊■且悟（5） �山木嚢（5） 
マツムラ舛ト �机ウマ舛 �小り川コ‘ �竹モトI砂 
富士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（2）　　9：18 �（1）　18：36 �（1）　27：54 �（1）　37：53 

r　2）　　9：18 �rl）　　9：18 �（1）　　9：18 �（31　　9：59 

2 �117 �41：08 �クリスタル �大城ディエゴ（5） �山口大書（5） �矢部大知（5） �皇月佑斗（5） 
榊干●ィェコ◆ �竹ケ●手，イキ �ヤヘ’帥ト �モげキ1ウト 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（4）　10：19 �（4）　20：57 �（2）　31：29 �（2）　41：08 

（4）　10：19 �（3）　10：38 �（2）　10：32 �（2）　　9：39 

3 �111 �41：13 �SMSST �楕円事実（5） �松井叩く5） �佐久ⅦI■胞（5） �楕円遥■（引 
サシ，◆　竹ミ �丁，イミ牌 �サ炉と丁キ �サシ，’仙ヒ 

稟小 （3）9：32 �土中 （2）20：24 �兼小 （3）31：50 �責小 （3）41：13 

r　3）　　9：32 �（4）　10：52 �（3）　11：26 �（1）　　9：23 

4 �113 �43：19 �ハヤブサ �四谷拓暮（5） �大蔵蘭書（5） �川日義大（5） �山■乗貫（5） 
ヨ舛夕舛 �オオモリ∧J化 �カワI’わ， �㈹◆キシ1ウマ 

栄小 （1）　9：01 �巣小 （3）20：46 �柴小 （4）32：24 �覚小 （4）43：19 

rl）　　9：01 �（6）　11：45 �（4）　11：38 �（5）　10：55 

5 l l �112 �45：43 �チーターズ2 �轟繍空（5） �腋谷光鶉（引 クマカ●ィコ舛 �浜名ヰ（5） �水野豊（5） 
I加シソヲ ��几マナヒ加 �ミス●ノ〃 

西中 �西中 �百小 �百小 

（7）　11：43 �（6）　22：53 �（5）　34：44 �（5）　45：43 

（7）　11：43 �（5）　11：10 �（5）　11：51 �（6）　10：59 

：6 l �114 �46：38 �スポーツ �金子雫樹（5〉 �大書成（5） �鈴木奥社（5） �石野蓋珂（5） 
娘ココ舛 �タ●伯ケル �瓜◆キコ竹ク �イシノ川嶋 
小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（6）　11：42 �（7）　23：30 �（7）　36：21 �（6）　46：38 

（6）　11：42 �（7）　11：48 �（6）　12：51 �（4）　10：17 

7 �116 �47：59 �エメラルド �山田弥央（5） �岡田克1（5） �吉本結斗（舅 �中子和■（5） 
ヤ7，◆　ミオ �わタ●　的とロ �ミ†小1小 �ナ如奴●キ 

松林小 �松林小 �松削l �松林小 

（5）　10：31 �（5）　20：59 �（6）　35：03 �（7）　47：59 

（51　10：31 �（2）　10：28 �（力　14：04 �（7）　12：56 
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2017年10月15日10時20分スタート

男子小学6年駅伝
大会記録　34分20秒　栄小俊足豆おかき（森田、斎藤、山下、並木）第9回
タスキ　（オレンジ）

総合成績リスト

順位 �ナンハ◆－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
2．3km �2．3km �2．3km �2．3km 

1 �127 �37：32 �ハリケーン �6 �6） �6 �6 
，如シ唇憎● �イノウ工場 �払ラ汁とロ �コウノと巾 
富士見小 �音士見小 �富士見小 �吉士見小 

（3）　　9：17 �（2）　19：29 �（2）　29：08 �（1）　37：32 

r　3）　　9：17 �（4）　10：12 �r　3）　　9：39 �（1）　　8：24 

2 �126 �38：10 �マッハハヤブサ �鶉も大知（6） �失羽多醜央（6） �t野菅生く6） �1■兼楼太（6） 
フウシマタイチ �伽タ〃 �加l／手，シ �乃ライオウ， 

書士見小 �富士見小 �富士見小 �富士見小 

（1）　　8：49 �（1）　18：55 �（1）　27：49 �（2）　38：10 

（1）　　8：49 �（3）　10：06 �（1）　　8：54 �r　6）　10：21 

3 �123 �38：45 �SKE5 �近萬健太（6） �F■書く6） �野田書太靡く6） �塩野心汰（6） 
チ如ケン， �lシマフ几●サ �／●　村仲ウ �シオノコウタ 

宋小 �柴小 �朱小 �柴小 

（5）　10：03 �（4）　19：41 �（3）　29：11 �（3）　38：45 

（5）　10：03 �（1）　　9：38 �（2）　　9：30 �（2）　　9：34 

4 �124 �39：14 �ヤングマン �中山惣i（6） �蘭沢晃（8） �川井佑羽（6） �大森匠（6） 
ナ帥ユウセイ �セ耕一ワヒ加 �如ヒがシユウ �オホリ舛ミ 
武義野中 （2）9：02 �武義野小 （3）19：39 �武蔵野小 （4）29：29 �武義野中 （4）3g：14 

（2）　　9：02 �（6）　10：37 �r　4）　　9：50 �（4）　　9：45 

5 �122 �41：19 �死ぬ気でGO �よ∴1（6） �七円幹生（6） �東川瞳（6） �先安祐呼（6】 
ホシハ●鼻 �イげも火イ �功◆ワリケ �ミ1沖スユ舛 
西中 �百小 �西中 �西中 

（4）　　9：55 �（5）　20：26 �（5）　31：12 �（5）　41：19 

（4）　　9：55 �（5）　10：31 �（6）　10：46 �（5）　10：07 

6 l �125 �42：22 �ごぼう虫 �畑中良太（8〉 �池眉目■介（6） �高橋叶（6】 �岡部せ禅（6） 
八，州侮りタ �イケ，●　ヨウスケ �仙1シ別・， �才か●　ナ舛 

武士野小 （6）10：46 �虞暮野小 （6）20：44 �武義野小 （6）31：24 �武蔵野小 （6）42：22 

（6）　10：46 �r　2）　　9：58 �（5）　10：40 �（7）　10：58 

：　7 �121 �43：02 �ぐでチーズ �ヽ �6 � �6 
叩日加 兼小 �シ丁，◆ソウシ ★小 �珊ユウ 兼小 �エンl●ウシ◆1ンヤ 兼小 

（7）　10：47 �（7）　21：52 �（7）　33：18 �（7）　43：02 

（7）　10：47 �（7）　11：05 �（71　11：26 �r　3）　　9：44 
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2017年10月15日　9時20分スタート

男子小学3・4年駅伝
タスキ　3年（緑）・4年（黄）

総合成績リスト

順位 �ナンハ◆－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

1 �85 �18：24 �SKE羽村 �大業箇禰（4） �谷悠帆（4） �宿谷証書（4） �杉濠葛斗（4） 
書か●　ルI �，二八痛 � �鳩●ウラユウl 
兼小 �果小 �栄小 �兼小 

（3）　　4：31 �（1）　　8：43 �（1）　13：41 �（1）　18：24 

r　3）　　4：31 �（1）　　4：12 �（8）　　4：58 �f　3）　　4：43 

2 �90 �19：02 �さいきょう �緒井琉量（4） � � �おのうえ　あつき（l） 
印イリ1ウtイ �二汁7，佃一 � �才／り王丁舛 

式■野小 �式i野小 �式1野小 �糞義野小 

（8）　　4：50 �（2）　　9：25 �（4）　14：39 �（2）　19：02 

（8）　　4：50 �r　3）　　4：35 �（14）　　5：14 �（1）　　4：23 

3 �95 �19：15 �ハリケーン �原田藁1（l） �機口Il償（l） �井上想良（4） �三浦賽（4） 
八ラ，◆ナス才 �げチル／フ◆ �イノウエツラ �ミウラよナデ 

書士見小 �書士農小 �書士よ小 �書土臭小 

（13）　　5：07 �（12）　10：06 �（3）　14：32 �（3）　19：15 

（13）　　5：07 �r　7）　　4：59 �（1）　　4：26 �（3）　　4：43 

4 �100 �19：19 �オールスターズ �川▲舜荊（4） �土用＝■太錦（l） �日宇爽太（4） �中村太一（4） 
ヒウリウタ �ナ抽ラ，イチ 

松林小 �松♯小 �松林小 �松林小 

（15）　　5：09 �（11）　　9：58 �（5）　14：45 �（4）　19：19 

r15）　　5：09 �r　51　　4：49 �r　2）　　4：47 �r　2）　　4：34 

5 �86 �19：28 �ホットドック �野田t乃介（4） �町田よ兼斗（l） �H野t嘉（4） �込書伊■（4） 
／，◆　ユウ／入ケ �マチタ‘セラト �セキ／ユウマ �コミヤイ刈 

糞小 （6）4：38 �兼〃ヽ （3）　9：29 �巣小 （2）14：21 �栄小 （5）19：28 

（61　　4：38 �（6）　　4：51 �（6）　　4：52 �（121　　5：07 

6 �92 �19：38 �ホワイトタイガー �竹濃い給畿（4） �高玉東乗（4） �亡鳶悠翔（l） �土方1王（l） 
タケフ●チユウ† �糊クマミライ �二トウ1ウト �ヒシ’椚いけ 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（20）　　5：17 �（9）　　9：56 �（6）　14：47 �（6）　19：38 

r20）　　5：17 �（4）　　4：39 �（4）　　4：51 �（7）　　4：51 

7 �88 �19：39 �本気ファイターズ �吉8濠冴（4） �石井汐青（4） �▲堤爽叶（4） �長谷川鰹類（4） 
イシイシわ �才二でカサヤト �八七l‘ゥルト 

式1野小 （23）　5：23 �式義一1小 （10）　9：57 �武義■小 （8）14：48 �虞義野小 （7）19：39 

（231　　5：23 �（21　　4：34 �（4）　　4：51 �（7）　　4：51 

8 �84 �19：47 �西野ホークス �鈴木轟斗（4） �入山　叶大（4） �鈴木裕翔（4） �入山正也（4） 
スrf縛ト �イ什マカナ， �追●キユウト �イl汁ママサ† 

酉小 �西小 �西小 �西小 

（4）　　4：35 �（8）　　9：51 �（10）　15：00 �（8）　19：47 

r　4）　　4：35 �r14）　　5：16 �（12）　　5：09 �（6）　　4：47 

9 l �68 �20：08 �ガンバフォー �川原空大（3） �十本凛太（3） �和田実＃（3） �本欄巨■久嘉（3） 
椚ハラコウ， �アオキコウタ �舛’ミライ �払テク舛 

式暮野小 �式i野小 �式i野小 �糞i野小 

（5）　　4：37 �（6）　　9：43 �（7）　14：47 �（9）　20：08 

（5）　　4：37 �（9）　　5：06 �r　9）　　5：04 �（22）　　5：21 

10 �69 �20：17 �ドラゴンボール �河野遷人（3〉 �井上璃玖（3） �開航太郎（3） �角」腋坤（3） 
コウ／ルl �イ／り王リサ �惰】り帥ウ �カケ加●■ 

武義■小 �武義野小 �武蔵野小 �式鷺野中 

（7）　　4：42 �（4）　　9：41 �（11）　15：07 �（10）　20：17 

r　7）　　4：42 �（71　　4：59 �r21）　　5：26 �（15）　　5：10 

11 �71 �20：22 �がんばライオン �鈴木薄儀（3） �野簾山離農（3） �井内駿斗（3） �井ノ川l■太（3） 
1ス◆キ】ウスケ �／7‘巾ルマ � �イ／慮りけ， 

武義野小 （2）4：29 �貴鴬野小 （5）9：41 �武蔵野小 （12）15：09 �虞i野小 （11）20：22 

（2）　　4：29 �（12）　　5：12 �（221　　5：28 �r171　　5：13 

12 �83 �20：22 �TTKH �松原拓澹（l） �西野轟正（l） �横井散文（4） �竹村瞳斗（l） 
二シ／，イセイ �ヨ】イケイスケ �，抽ラJ叶ト 

西小 （11）　5：01 �酋小 （14）10：09 �西小 （9）14：56 �西小 （12）20：22 

（11）　　5：01 �rlO）　　5：08 �r　21　　4：47 �r23）　　5：26 

13 �65 �20：26 �YYYKE �構爪優和は） �挑本篠礪（3） �市構t人（3） �鶴田洗太（3） 
八シデメユウワ �八シtlエイキ �イ千八シユウl �シ／，●　コウ， 

酉小 �西中 �西小 �西小 

（9）　　4：54 �（13）　10：07 �（16）　15：35 �（13）　20：26 

（9）　　4：54 �r131　　5：13 �（22）　　5：28 �（7）’4：51 

14 �98 �20：28 �はやぶさ1号 �三浦重大（4〉 �長坂共作（4） �離合摸太（4） �柳構罰空（4） 
拍●憫ユ竹ケ �I千丁イエィ， � 

富士見小 �書士見小 �書士見小 �書土臭小 

（1）　　4：27 �（7）　　9：43 �（13）　15：11 �（14）　20：28 

rl）　　4：27 �r141　　5：16 �（22）　　5：28 �r20）　　5：17 

15 �72 �20：43 �サッカー租 �大■洋輝（3） �ホ　　司（3〉 �佐　鶉里（3） �中野　斗（3） 
柑ハ‘ヒ叫 �拍モト押シ �サトウカ・川 �州／レント 
小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（22）　　5：20 �（19）　10：39 �（14）　15：31 �（15）　20：43 

（22）　　5：20 �（171　　5：19 �r　61　　4：52 �r16）　　5：12 

16 �70 �20：48 �ヤング★スター �震日　暮希（3） �古市破羽（3） �金田嘉翔（3） �吉田鶉刀（3〉 
刑サト沖 �71イチ】ウ �抽タ●　マナト �王的‘カイト 

糞i野中 （14）　5：08 �式上野小 （16）10：26 �武蔵野小 （17）15：40 �武蔵野小 （16）20：48 

r14）　　5：08 �（16）　　5：18 �r141　　5：14 �r13）　　5：08 

17 �89 �20：49 �スピードセブン �井上溝太（4） �大野薫1（4） �田中歩畦（l） �富川大翔（l） 
イ／ウエ】ウ， �州／マサト �タナ1711 �ミ†1●ゥタ‘・什 

式上野小 （24）　5：26 �嚢豪野小 （17）10：35 �武蔵野小 （19）‘15：46 �武蔵野小 （17）20：49 

r24）　　5：26 �（11）　　5：09 �r13）　　5：11 �（11）　　5：03 

18 �82 �20：56 �ヨーグルト �濃沼匠（4） �田村藩（4） �秋吉竃臣（4） �森田星河（l） 
偵マ舛ミ �，lラミH � �モり〇七イカ● 

薫小 �稟小 �暮小 �★小 

（17）　　5：10 �（18）　10：37 �（18）　15：42 �（18）　20：56 

r17）　　5：10 �r201　　5：27 �⊥＿1以　　　5：05 �191　　5：14 
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2017年10月15日　9時20分スタート

男子小学3・4年駅伝
タスキ　3年（緑）・4年（責）

総合成績リスト

順位 �ナン∧●－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

19 �96 �21：19 �タイガーズ �儀村壮史（4） �時岡優太（l） �加算乙捨（l） �1先本脆（4） 
トキオカシ1ンタ �かウイ舛 �ハシ1汁コウ 

富士見小 （16）　5：10 �書士見小 （21）10：47 �書士見小 （21）16：10 �書士見小 （19）21：19 

（16）　　5：10 �r251　　5：37 �r19）　　5：23 �（14）　　5：09 

20 �74 �21：22 �ひみつだっしゆ �小笠原柊（3） �蠣川場紀（3） �相川暮（3〉 �渡辺井（3） 
才がサワラシ1ウ �キ湘ワミス◆キ �丁州ワッ八◆サ �ワタナヘ◆【加 

書士見小 �書士見小 �書士見小 �書士見小 

（25）　　5：28 �（22）　10：48 �（20）　15：56 �（20）　21：22 

（251　　5：28 �（柑）　　5：20 �（11）　　5：08 �（23）　　5：26 

21 �75 �21：32 �スーパーランナー �妹尾電（3〉 �♯地l■也（3） �書手晴（3） �小久層佳祐（3） 
t／才ツラ �キク千七イ† �】】テル �コ舛‘ヶィスケ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（18）　　5：11 �（26）　11：25 �（26）　16：48 �（21）　21：32 

r181　　5：11 �r31）　　6二14 �（191　　5：23 �r　5）　　4：44 

22 �81 �21：33 �チターズ �粛田儀太く4） �声音書紀（4） �中野美精（4） �書田癒轟く4） 
キヨタケンタ �〃ミヤヒヒ●キ �ナl／エ小 �Iミタユウマ 

稟小 �★小 �薫小 �丈小 

（21）　　5：19 �（23）　10：52 �（23）　16：38 �（22）　21：33 

r211　　5：19 �（231　　5：33 �r311　　5：46 �rlO）　　4：55 

23 �87 �21：41 �フライドポテト �t谷一書（4） �フ●むl◆－トスキーメ丹ン舞（4） �ホ機雅傲（4） �野伏愛書（l） 
識‘†寂●キ � �，加シマサヤ �／フ●シマナキ 

式薫野小 �虞t野中 �武蔵野小 �真義野中 

（10）　　5：00 �（15）　10：19 �（15）　15：33 �（23）　21：41 

rlO）　　5：00 �（17）　　5：19 �（14）　　5：14 �（32）　　6：08 

24 �67 �21：53 �ドラゴンチーター �浜中真木（3） �辻光希（3） �平山航大（3） �川田翔大（3） 
八叶巨咋 �ワシ●　ミ舛 �ヒ升マコウ，◆ィ �カ竹’シiウ， 

巣小 �兼小 �巣小 �兼小 

（12）　　5：06 �（20）　10：40 �（25）　16：40 �（24）　21：53 

r12）　　5：06 �r24）　　5：34 �r32）　　6：00 �（17）　　5：13 

25 �91 �21：57 �SKYS �≠庵巨■一朗（4） �石田ト■（4） �深澤大和（4） �佐原空之介（4） 
thラブウイチロウ �イ沖◆　カエデ �カサワ巾ト �サ，ラソラ／スケ 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（27）　　5：46 �（25）　11：柑 �（24）　16：39 �（25）　21：57 

（271　　5：46 �（22）　　5：32 �（181　　5：21 �（21）　　5：18 

26 �66 �22：01 �ファイヤラン �中村儀昔（3） �山田＝眞♯（3） �鈴木大空（3） �多田l■曇（3） 
ナ仙ラユウコー �や，◆　▲イ �スス●キ乃 �州●　丁キト 

栄小 （19）　5：16 �巣小 （24）11：02 �崇小 （22）16：17 �崇小 （26）22：01 

r191　　5：16 �r26）　　5：46 �r17）　　5：15 �r29）　　5：44 

27 �93 �23：02 �レッド �伊藤大t（4） �松木礁進（4） �暮宏糞珊（4） �安野天（4〉 
イ柏，●ィチ � �シケ●川タル �ヤスノテン 
小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（26）　　5：37 �（27）　11：42 �（27）　17：22 �（27）　23：02 

（26）　　5：37 �f30）　　6：05 �r291　　5：40 �（28）　　5：40 

28 �94 �23：03 �まつかぜ �エ霹和睦（4） �伊欄＝明嘉（4） �諷水鯛太郎（4） �苦刃巨拓希（4） 
サト◆ウナ】－▲ �小り丁キTす � �】汁◆ヮヒ斡 

書士見小 �書士見小 �書士見小 �書士見小 

（29）　　6：03 �（28）　11：52 �（28）　17：25 �（28）　23：03 

r291　　6：03 �（27）　　5：49 �（27）　　5：33 �r271　　5：38 

29 l l l �61 �23：25 �ショウリンズ �（3） �須　　　（3） �▲濃＝離汰（3） シマス●ェィタ 壬小 �中　　　（3） 
ナ棉エ小 景小 �スサ‘キ侮りスケ 暮小 ��柏手1ウト ★小 

（31）　　6：33 �（29）　12：03 �（29）　17：33 �（29）　23：25 

r31）　　6：33 �（211　　5：30 �（261　　5：30 �r31）　　5：52 

30 �62 �23：43 �デンコウセツカ �全訳快（3） �■円新平（3） �開根事欝（3） �田本籠書（3） 
鳥州●ヮカイ � �輯lユ仰 �舛ト1ウキ 
薫小 �士小 �ま小 �暮小 

（30）　　6：28 �（30）　12：26 �（31）　18：＝ �（30）　23：43 

r30）　　6：28 �r28）　　5：58 �r30）　　5：45 �（25）　　5：32 

31 �64 �23：58 �ブーメランズ �松木♯大胡（3） �稟原瀾（3） �江星口　t（3） �熊谷隷書（3） 
マ舛セィ，ロウ � �粥ク●チ7サ▲ �ケT力●ィケン】● 

酉小 �西小 �西中 �西小 

（32）　　6：37 �（31）　12：40 �（30）　18：09 �（31）　23：58 

（321　　6：37 �（29）　　6：03 �（251　　5：29 �（301　　5：49 

32 �99 �24：27 �スーパードンソク �阿有機（4） �熊谷幹太（4） �中∬拓濃く4） �纂禰書簡（4） 
丁ナンJV拝 �舛カ◆ィ貴ンタ �ナ加l亨的ミ �，加lシ八持 

松♯小 �松林小 �松林小 �松♯小 

（28）　　5：48 �（32）　13：13 �（32）　18：52 �（32）　24：27 

r281　　5：48 �（32）　　7：25 �r28）　　5：39 �r261　　5：35 

63 �DNS �ベースボール �今井■事（3） �丹生光（3） �■8禿汰（3） �佐々木快晴（3〉 
イマイヤス1キ � �シマナ‘91ウ， �1相手カイセイ 

責小 �暮小 �稟小 �稟小 

73 �DNS �タイガーズ2 �♯述翔樹（3） �近江旗介（3） �薬師寺▲祐（3） �本欄仁充孝（3） 
椚ミエイスケ �†クシゾ　コ奴ケ �払ラミサ拍 

書土臭小 �書士見小 �書土臭小 �書士見小 

97 �DNS �With　S �小野沢龍斗（4） �山田樽■（4〉 �i子瀧久（4〉 �小乗ヰ之助（4） 
才／†●ヮサ1ウト �†マタ●　＊拍 �マス】力’ク � 

書士見小 �曹士見小 �書士見小 �書士見小 

凡例DNS：欠　　場
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2017年10月15日　9時50分スタート

女子小学314年駅伝
タスキ　3年（赤）・4年（青）

総合成績リスト

順位 �ナンハ◆－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

1 �25 �19：33 �きしあみ �暮多代絢子（4） �石井花套（4） �石井里奈（4） �若杉著木（4） 
キ舛●イ丁ヤコ �イシイカナ �ルイリナ �宛えキ‘ココ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（4）　　5：05 �（1）　　9：42 �（1）　14：36 �（1）　19：33 

（4）　　5：05 �（1）　　4：37 �（1）　　4：54 �（4）　　4：57 

2 �15 �19：43 �SKEG44 �松村愛（4） �佐靂爽（4） �壌野めい（1） �町田兼帯（4） 
マツムラ丁イ �サトウサワ �シオ／メイ �マ千，－　ミ／リ 

兼小 �兼小 �兼小 �兼小 

（2）　　4：47 �（2）　　9：44 �（2）　14：58 �（2）　19：43 

（2）　　4：47 �（2）　　4：57 �（3）　　5：14 �（2）　　4：45 

3 �16 �20：50 �ダッシュ �大森詔書（4） �秋元心結（4） �川l■理咲（4〉 �斉欄＝■依（4） 
柑別了解 �丁キートミュウ �カワシマリサ �サ小りと刑 
武井野小 �武暮野中 �武井野小 �戴暮野中 

（6）　　5：16 �（3）　10：20 �（3）　15：43 �（3）　20：50 

（6）　　5：16 �（3）　　5：04 �（4）　　5：23 �（5）　　5：07 

4 �23 �21：49 �太陽 �小山彩美（4） �高■美t（4） �宮沢紗依（4） �小川龍未（4） 
コヤ77サミ �拍シマミ1キ �ミヤサ◆ヮサェ �書がワナシミ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（5）　　5：12 �（4）　10：42 �（4）　16：27 �（4）　21：49 

（5）　　5：12 �（7）　　5：30 �（11）　　5：45 �（8）　　5：22 

5 �22 �22：01 �ガールズハート �栗原美咲（4） �河辺t菜（4） �四十物よ帆（1） �木村彩良く4） 
クリ∧うミサキ �靂ワヘ◆ユウナ �丁代／璃 �払うすう 

富士見小 �盲士泉小 �富士見小 �書士見小 

（3）　　5：00 �（6）　10：52 �（5）　16：35 �（5）　22：01 

（3）　　5：00 �（15）　　5：52 �（10）　　5：43 �（11）　　5：26 

6 �4 �22：08 �チーターフラワー �3 �田　は　　　3 �3 �井　　　3 
フゾモトユ相 乗小 �別八↓ナ 崇小 �クワ八うミケ 栄小 �7ライリナ 兼小 

（10）　　5：34 �（7）　11：05 �（6）　16：43 �（6）　22：08 

（10）　　5：34 �（8）　　5：31 �（7）　　5：38 �（10）　　5：25 

7 �2 �22：14 �リトルスターズ �兼原♯（3） �野口　ホ（3） �小山怜紋（3） �穴吹讐葉（3） 
ク中lラユ椚 �乃一手ラン �コヤマレモン �丁ナデキ】ワ八■ 

文中 �千小 �文中 �文中 

（11）　　5：37 �（8）　11：10 �（8）　16：52 �（7）　22：14 

（11）　　5：37 �（9）　　5：33 �（8）　　5：42 �（8）　　5：22 

8 l l l �13 �22：14 �ONiGiRi �岩浪絵荊書（4） �伊井美玲（4） �割田心中（4） �飯田恵歩（4） 
イワナミエ川 �イトウミレイ �ウリIコル �イィ，◆　油 

西中 �酉小 �酉小 �西小 

（9）　　5：32 �（10）　11：24 �（11）　17：32 �（8）　22：14 

（9）　　5：32 �（15）　　5：52 �（16）　　6：08 �（1）　　4：42 
■　　9 �19 �22：25 �ジェッツ �金手幸筆（4） �高欄香奈（4） �長沼咲和（4〉 �光本なつ（4） 

拍コユ軸 �クかシ丁ンナ �ナ●網サナ �ミ，モト乃 
小作合小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（17）　　5：56 �（19）　11：54 �（9）　17：04 �（9）　22：25 

（17）　　5：56 �（19）　　5：58 �（2）　　5：10 �（7）　　5：21 

10 �3 �22：39 �KTMMH �小泉琴（3） �荻野瑠己（3） �市川銚子（3） �松原美月（3） 
コ化◆ミコト �紳●ノ拍手 �イ州ワ礪コ �7，八◆ぅミ，●キ 

西中 �西中 �酉小 �西中 

（20）　　6：03 �（11）　11：28 �（15）　17：48 �（10）　22：39 

（20）　　6：03 �（5）　　5：25 �（18）　　6：20 �（3）　　4：51 

11 �12 �22：56 �ミニオンズ �山点美沙希（4） �日中杏奈（4） �春機梓（4） �藤村璃胡（4） 
†吋ミ粥 �，州丁ンナ �丁拍Tl◆サ �7シ●ふうリコ 

兼小 �兼小 �真小 �兼小 

（1）　　4：37 �（9）　11：12 �（7）　16：49 �（11）　22：56 

（1）　　4：37 �（25）　　6：35 �（6）　　5：37 �（20）　　6：07 

12 �20 �23：05 �ブルースター �野口　■箕理（4） �檜電はるな（4） �大村優沙（4） �伊集結套（4） 
ノケ◆手と刊 �ヒがキルナ �払う1イ �小ウユナ 

古土見小 �書士見小 �富士見小 �書士見小 

（14）　　5：43 �（13）　11：32 �（12）　17：33 �（12）　23：05 

（14）　　5：43 �r12）　　5：49 �（15）　　6：01 �（12）　　5：32 

13 �14 �23：10 �よっぱ �岩ヰ美花（4） �松岡紗羅（4） �千葉製瑚（4） �伊離香奈（4） 
イ竹キミ77 �77わサラ �チ∧●　ヴコ �イけ丁ンナ 
西中 �西小 �西中 �酉小 

（7）　　5：27 �（5）　10：48 �（10）　17：17 �（13）　23：10 

（7）　　5：27 �（4）　　5：21 �（20）　　6：29 �（19）　　5：53 

14 �7 �23：27 �がんばろう �上妻t咲（3） �小山慈愛（3） �植田書稟（3） �中野軍（3） 
コケ，●マチサキ �コヤ717 �如ナ●丁か● �ナカ／ミト●リ 

小作台小 �小作台小 �小作合小 �小作台小 

（16）　　5：46 �（17）　11：37 �（13）　17：36 �（14）　23：27 

（16）　　5：46 �（13）　　5：51 �（14）　　5：59 �（18）　　5：51 

15 �18 �23：33 �TARH �書山美咲（4） �王日韓（4） �暮書欄（4） �相田藍響（4） 
けヤマミサキ �，マナ◆　レイ �ミ／ワトモ �サシl●　丁相 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（13）　　5：41 �（14）　11：32 �（17）　18：01 �（15）　23：33 

（13）　　5：41 �（13）　　5：51 �（20）　　6：29 �（12）　　5：32 

16 �5 �23：42 �チームアマツバメ �鈴木彙璃（3） �村下響（3） �書柳美和子（3） �中濱心那（3） 
スス◆キ丁イリ �ふうシ，比●キ �7才†キ◆　ミワコ �ナ鍋ラ】コナ 

政義野中 （24）　6：33 �武＋野中 （24）12：25 �武義野中 （18）18：07 �武蔵野小 （16）23：42 

（24）　　6：33 �（15）　　5：52 �（8）　　5：42 �（14）　　5：35 

17 �8 �23：43 �クローバーチーム �菊池美結（3） �小藩玲美（3） �塵野紀穂（3） �兼堰巨費衣椛（3） 
キクチミ1 �オサ’ヮレミ �ヤ／輔 �シゲサメ佃 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（19）　　6：02 �（22）　12：03 �（23）　18：26 �（17）　23：43 

⊥19）　　6：02 �し20）　　6：01 �19）　　6：23 �（6）　　5：17 
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2017年10月15日　9時50分スタート

女子小学3・4年駅伝
タスキ　3年（赤）・4年（青）

総合成績リスト

横位 �ナンハ◆－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
1．15km �1．15km �1．15km �1．15km 

18 �1 �23：56 �レッツゴー4人 �笠原実様（3） �的場遺書（3） �三油日調彙（3） �遽義美唯（3） 
カサ∧ラミ才 �マh●　ルカ �ミウラメイナ �エンドウミイ 

文中 �末小 �文中 �文中 

（15）　　5：45 �（12）　11：31 �（20）　18：10 �（18）　23：56 

（15）　　5：45 �（11）　　5：46 �（24）　　6：39 �（17）　　5：46 

19 �6 �24：04 �Ru＄hettes（ラシェツツ �いわいし　あかり（3） �やしろ　ここな（3） �ますだはの（3） �のまかえで（3） 
イウイシ丁椚 �ヤシロ：コナ �マス，●　∧／ �ノ71ェデ 

武暮野小 �武蔵野小 �武義野中 �武蔵野小 

（18）　　6：00 �（21）　12：01 �（22）　18：20 �（19）　24：04 

（18）　　6：00 �（20）　　6：01 �（17）　　6：19 �（16）　　5：44 

20 �11 �24：07 �スピードスター �山田望夢（4） �岡本香奈（4） �古川ハリーマ（4） �興櫓結芽（4） 
ヤマ，●　ミ1 �わ朴丁ンナ �7由り刑－マ �コ如ユメ 

末小 �兼小 �文中 �大小 

（21）　　6：03 �（23）　12：09 �（14）　17：44 �（20）　24：07 

（21）　　6：03 �（22）　　6：06 �（5）　　5：35 �（22）　　6：23 

21 �21 �24：08 �ビークルズ �宮田みくり（4） �川■■愛く4） �青田泉美（4） �渡辺香南（4） 
ミ††ミクリ �カワシマ臼リ �ヨシ，‘伯‘ミ �ワナナへ●　丁ンナ 

書士見小 �書士見小 �書士見小 �書士見小 

（22）　　6：13 �（18）　11：53 �（24）　18：27 �（21）　24：08 

（22）　　6：13 �（10）　　5：40 �（23）　　6：34 �（15）　　5：41 

22 �9 �24：12 �全力走 �瀬尾歩実（3） �伏木書藁（3） �軽薄美咲（3） �相田秀美（3） 
ウう才Tlミ �フシキルナ �叩サ●ヮミサキ �フ如●　ヒデミ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（23）　　6：26 �（20）　11：55 �（16）　17：50 �（22）　24：12 

（23）　　6：26 �（6）　　5：29 �r12）　　5：55 �（21）　　6：22 

l23 l �17 �24：32 �FUSI6Ⅰ �の手書き（4） �キハノ　亜紀（4） �西村　さあや（4） �酒井中葉（4） 
／ママキ �キ八／丁キ �こシムラサ丁ヤ �サlイ　亡ナ 

嚢暮野中 （12）　5：40 �武暮野中 （16）11：35 �武蔵野小 （19）18：08 �眞t733）24：3■2 

（12）　　5：40 �（18）　　5：55 �（22）　　6：33 �（23）　　6：24 

24 �24 �25：29 �スカイブルー �影山紗和（4） �儀膚巨緒彙（4） �大迫和花葉（l） �中村暮（4） 
柑◆ヤマサワ �サけ1ウ丁 �柑拇ワ加● �ナ仙ラマイ 
松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（8）　　5：29 �（15）　11：35 �（21）　18：20 �（24）　25：29 

（8）　　5：29 �（22）　　6：06 �（25）　　6：45 �（25）　　7：09 

25 �10 �25：58 �がんばるぞ！！ �小林霜衰（3） �下壬t瑛（3） �渡辺姫夏（3） �光安¶月（3） 
コ∧’†シレけ �シ，ミチチ丁キ �ワ相へ■　ヒメカ �ミサ十スユツ●キ 

その他 �その他 �その他 �その他 

（25）　　6：58 �（25）　13：18 �（25）　19：15 �（25）　25：58 

（25）　　6：58 �（24）　　6：20 �（13）　　5：57 �（24）　　6：43 
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2017年10月15日10時20分スタート

男子小学5・6年駅伝
タスキ　5年（紫）・6年（オレンジ）

総合成績リスト

順位 �ナンハ●－ �タイム �チーム �1区 �2区 �3匹 �4区 
2．3km �2．3km �2．3km �2．3km 

1 �127 �37：32 �ハリケーン �高欄響糞（6） �井上羽流（即 �大桐日向弘（6） �甲野博也（6） 
拍∧シ如ウカ■ �イ／ウ工場 �払うナ批n �コウノ　ヒ叶 
書士見小 �書士見小 �書士見小 �書士見小 

（4）　　9：17 �（3）　19：29 �（3）　29：08 �（1）　37：32 

（4）　　9：17 �（5）　10：12 �（4）　　9ニ39 �rl）　　8：24 

2 �115 �37：53 �タイガーズ �松村拓人（5） �加算聖己（5） �伊集れ憎く5） �山本眞（5） 
7，ふう的ト �貴トウ丁舛 �イりソウコ‘ �†マモト，ケシ 

書士見小 �書士見小 �書士見小 �書士見小 

（5）　　9：18 �（1）　18：36 �（2）　27：54 �（2）　37：53 

（5）　　9：18 �（1）　　9：18 �（2）　　9：18 �（7）　　9：59 

3 �126 �38：10 �マッハハヤブサ �‡l■大知（6） �矢羽多琉央（6） �t野菅史（6） �鶴来楼太（6） 
フケシマナ作 �ヤ八夕暮イ �加l／子，シ �フウライオサケ 

書士見小 �書士見小 �塞士見小 �書■士見小 

（1）　　8：49 �（2）　18：55 �（1）　27：49 �（3）　38：10 

（1）　　8：49 �（4）　10：06 �（1）　　8：54 �（10）　10：21 

4 �123 �38：45 �SKE5 �近馬尊大（6） �戸■果（6） �野田啓太劇（6） �壌野心汰（6） 
チ如ケン， �トシマッハ’サ �／，●　ケィ，叫 �シオ／コ竹 

兼小 （8）10：03 �柴小 （5）19：41 �兼小 （4）29：11 �兼小 （4）38：45 

（8）　10：03 �（2）　　9：38 �（3）　　9：30 �（3）　　9：34 

5 �124 �39：14 �ヤングマン �中山悠絵（6） �関沢臭（6） �川東佑羽（6） �大森匠（6） 
州†マユ放イ �輔サ■りヒル �カワヒカ◆シユウ �けtリ舛ミ 
最井野小 �眞i野小 �武井野中 �武義野小 

（3）　　9：02 �（4）　19：39 �（5）　29：29 �（5）　39：14 

（3）　　9：02 �（8）　10：37 �r　5）　　9：50 �（6）　　9：45 

6 �117 �41：08 �クリスタル �大城ティエゴ（5） �山口　大貴（5） �矢部大翔（5） �望月　佑斗（5） 
けシPTlエコ 松林小 �巾ク千，仲 松林小 �†ヘヒロト 松林小 �群，キ1サト 松林小 

（9）　10：19 �（10）　20：57 �（8）　31：29 �（6）　41：08 

（9）　10：19 �（9）　10：38 �（6）　10：32 �（4）　　9：39 

7 �111 �41：13 �SMSST �相田■実（5） �松井岬（5） �佐久Ⅶ■旭（5） �指層卜遺書（5） 
サシ，’的ミ �叩イミサキ �サクマと丁キ �サシ，●　川と 

兼小 �兼小 �壬小 �兼小 

（6）　　9：32 �（6）　20：24 �（9）　31：50 �（7）　41：13 

（6）　　9：32 �（10）　10：52 �（9）　11：26 �（2）　　9：23 

8 �122 �41：19 �死ぬ気でGO �量温（6） �簾田　幹生（6） �永川　睦（6） �先安祐ヰ（6） 
lシハ’量 �イィ，◆　加′tイ �王がワリク �ミサヤスユ植 

西中 �西小 �西中 �酉小 

（7）　　9：55 �（7）　20：26 �（6）　31：12 �（8）　41：19 

（7）　　9：55 �（7）　10：31 �（8）　10：46 �（8）　10：07 

9 �125 �42：22 �ごぼう虫 �畑中　良太（6） �池日　中介（6〉 �古書叶（6） �岡部直樹（6） 
八，ナカリ】竹 �イケ，一　ヨウスケ �，加lシカナナ �わへ◆　吋キ 

武茸野小 （11）10ニ46 �武義野小 （8）20：44 �武義野中 （7）31：24 �武義野小 （9）42：22 

（11）　10：46 �（3）　　9：58 �（7）　10：40 �（12）　10：58 

10 �121 �43：02 �ぐでチーズ �松尾光理（6） �■津荘史（6） �大坂悠（6） �逮儀純哉（6） 
マ吋ヒカリ 文中 �シマナソウシ 文中 �榊1ウ 兼小 �エント◆ウシ■ユンヤ 

兼小 

（12）　10：47 �（12）　21：52 �（11）　33：18 �（10）　43：02 

（12）　10：47 �（11）　11：05 �（9）　11：26 �（5）　　9：44 

11 �113 �43：19 �ハヤブサ �四谷拓真（5） �大森晴■（5） �川田日的大（5） �山峰秀薫（5） 
：けヤ舛マ �村引ハヒ �カワ，●　ケン， �すけ◆キシ1ウマ 

集中 �栄小 �兼小 �巣小 

（2）　　9：01 �（9）　20：46 �（10）　32：24 �（11）　43：19 

（2）　　9：01 �（13）　11：45 �（11）　11：38 �（11）　10：55 

12 �112 �45：43 �チーターズ2 �古橋空（5） �熊谷光や（5） �浜名　耳（5） �水野塁（5） 
ケかlシソラ �壇がイコ舛 �Jlマナヒ加 �ミス’ノ↓イ 

西中 �酉小 �酉小 �西中 

（14）　11：43 �（13）　22：53 �（12）　34：44 �（12）　45：43 

（14）　11：43 �（12）　11：10 �（12）　11：51 �（13）　10：59 

13 �114 �46：38 �スポーツ �金子幸樹（5） �大農成（5） �鈴木王様（5） �石野蓬珂（5） 
抽ココ舛 �，●巾ケル �スス◆キコ竹ケ �イシ／川畑 
小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（13）　11：42 �（14）　23：30 �（14）　36：21 �（13）　46：38 

（13）　11：42 �（14）　11：48 �（13）　12：51 �（9）　10：17 

14 �116 �47：59 �エメラルド �山田　弥央（5） �岡用真土（5） �官本結斗（5） �中子和噂（5） 
巾タ●　ミ才 �わ，●　か死ロ �ミ†小ユ小 �ナ加日放‘キ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（10）　10：31 �（11）　20：59 �（13）　35：03 �（14）　47：59 

（10）　10：31 �（6）　10：28 �（14）　14：04 �（14）　12：56 
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2017年10月15日11時20分スタート

女子小学5・6年駅伝
タスキ　5年（ピンク）・6年（白）

総合成績リスト

順位 �ナン∧◆t �タイム �チーム �1区 �2区 �3区 �4区 
2．3km �2．3km �2．3km �2．3km 

1 �33 �43：08 �T川Y �租嶋瑚々（5） �伊儀lなつ紀（5） �吾川葵（与） �失代風花（5） 
柏沖ココ �小ウナ舛 �ミヤ如けイ �†シ87■抽 
武暮野小 （3）10：19 �武井野中 （2）21：47 �武蔵野小 （1）32：26 �武井野中 （1）43：08 

（3）　10：19 �（6）　11：28 �（4）　10：39 �（2）　10：42 

2 �52 �43：17 �削thS �白石美薄（6） �池田■菜（6） �羽村薫（6） �西愛葉（6） 
イ竹◆ルナ �八人ラブ八●サ �こシマ州 

兼小 �乗小 �柴小 �栄小 

（2〉　　　9：57 �（5）　22：20 �（3）　32：31 �（2）　43：17 

（2）　　9：57 �（12）　12：23 �（2）　10：11 �（5）　10：46 

3 �51 �43：26 �ユニコーン �荒木史絵素（6） �清水荊結（6〉 �尾亦梓紗（6） �河村結愛（6） 
丁舛シエナ �シミ1■リユ �わ，Tl◆サ �カワ1うユ丁 

千小 （9）12：04 �兼小 （6）22：59 �兼小 （2）32：29 �土中 （3）43：26 

（9）　12：04 �（3）　10：55 �（1）　　9：30 �（7）　10：57 

4 �38 �43：28 �チーターズ3 �渡辺美祐（5） �村木荊妻（5） �松尾香花（5） �野上実t（5） 
ワ，ナヘ◆　ミ1 �ふうキリナ �マ吋如一拍 �／がミミ1 

古土見小 �古土見小 �盲士見小 �書士見小 

（4）　10：29 �（3）　21：50 �（4）　32：37 �（4）　43：28 

（4）　10二29 �（5）　11：21 �（5）　10：47 �（6）　10：51 

5 �34 �44：46 �チーターズ �倉藩芽生（5） �中野藁（5） �佐靡美潤（5） �小山跳礫（5） 
タラサワメイ �ナ加TIイ �サトウミウ �コ巾モ功 
小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（12）　13：15 �（10）　23：48 �（7）　34：03 �（5）　44：46 

（12）　13：15 �（1）　10：33 �（3）　10：15 �（3）　10：43 

6 �53 �45：01 �まつの木 �小山夕憂（6） �白井蒙美（6） �松井薫々子（6） �塩田瑠奈（6） 
コヤマ1入◆キ �シライ丁ミ �マ，イナナコ �シIllナ 

小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（1）　　9：56 �（1）　20：29 �（5）　33：31 �（6）　45：01 

（1）　　9：56 �（1）　10：33 �（11）　13：02 �（10）　11：30 

7 �37 �45：05 �つばさ �羽人影餉（5） �三好音読（5） �小池恵生（5） �池田唯（5） 
J二ユウサ丁ヤ �ミヨシ妬 �コイケメイ �付，●　ユイ 

書士見小 �書士見小 �t士見小 �書士見小 

（6）　10：51 �（4）　22：11 �（6）　33：59 �（7）　45：05 

（6）　10：51 �（4）　11：20 �（8）　11：48 �（9）　11：06 

8 �32 �45：29 �レディースタイガー �山羊彰英（5） �新井♯（5） �折原菜々実（5） �■周花恋（5） 
ヤ璃サエ 兼小 �丁ライけ 兼小 �才り∧ラナナミ 巣小 �サ■州カレン 果小 

（5）　10：49 �（8）　23：45 �（8）　34：45 �（8）　45：29 

（5）　10：49 �（13）　12：56 �（6）　11：00 �（4）　10：44 

9 �40 �46：23 �マルゲリータ �原もはづき（5） �小川t蘭（5） �海老遍恵（5〉 �根岸恭子（5） 
八うシマ爪でキ �わ●ヮッナ �エヒ’サワ乃●ミ �紳●シキ】わ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（8）　11：朝 �（7）　23：42 �（9）　35：20 �（9）　46：23 

（8）　11：44 �（9）　11：58 �（7）　11：38 �（8）　11：03 

10 �39 �49：02 �ホットケーキ �佐靂和子（5） �横田結（5） �木下妃菜（5） �前田　きらり（5） 
サトウリつ �ヨコケ1イ �キ／シナキナ �マエナ‘キラリ 

松林小 �松林小 �松林小 �松林小 

（11）　12：53 �（12）　24：41 �（11）　37：30 �（10）　49：02 

（11）　12：53 �（8）　11：48 �（10）　12：49 �（11）　11：32 

11 �54 �49：23 �モンスターズ �小生原生散（6） �長坂萌花（6） �梅津荊子（6） �小鮒優子（6） 
書がサワラ槻 �州◆サカモエカ �ウメブリコ �コフ◆ナウコ 

富士見小 �書士見小 �書士見小 �奮士見小 

（7）　11：27 �（9）　23：46 �（10）　36：04 �（11）　49：23 

（7）　11：27 �（11）　12：19 �（9）　12：18 �（12）　13：19 

12 �31 �49：33 �西中スター �長蛙陣薫（5） �清水」憂那（5） �濱鴫萌花（5） �熊倉花萌（5） 
州●書け �シミス◆　ユウナ �ハマサキモ出 �サマナラ抽 

西中 （13）13：42 �酉小 （13）25：54 �酉小 （12）39：52 �西中 （12）49：33 

（13）　13：42 �（10）　12：12 �（12）　13：58 �（1）　　9：41 

13 �35 �53：55 �KRJK �瀧簾中t（5） �4■田聖彩（5） �大瀧美綺（5） �吉川心羽（5） 
如けユユキ �フ舛◆　ライ丁 �村仲ミI �ヨ泊ワコ】八 
小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

（10）　12：29 �（11）　23：57 �（13）　39：53 �（13）　53：55 

（10）　12：29 �（6）　11：28 �（13）　15：56 �（13）　14：02 

36 �DllS �たおたお �ホ本■月（5） �田中杏奈（5） �大瀧美綺（5） �大1日彰王（5） 
拍モトサ舛 �ナナ濃丁ンナ �村仲ミ才 �村れ◆：什力 
小作台小 �小作台小 �小作台小 �小作台小 

凡例DNS：欠　　場
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