
名前 なまえ 性別 クラス 第1回 第2回 記録会１ 2020県大会 20201018m三世代記録会２

式部晴生 しきぶはるき 男 火１ 22.54 21.51

西田悠真 にしだゆうま 男 火１ 25.08
嶋之内 亜優 しまのうちあゆ 女 火３ 18.02 17.00 16.57 16.31

片岸希衣 かたぎしきい 女 火３ 17.05 16.09 15.99 16.47

錦戸心環 にしきどみわ 女 火３ 16.29 16.45
竹林 芽以奈 たけばやしめいな 女 金１ 21.61 20.06 19.18 18.67
山下 煌月 やましたこうき 男 金１ 20.90 19.57
深田 海司 ふかだかいじ 男 金１ 23.80 22.24 19.63

高野晃徳 たかのあきのり 男 金１ 27.57 26.72 21.78

金道翔真 かねみちとうま 男 金１ 25.96 26.56

金道陽斗 かねみちはると 男 金１ 27.44 21.67 25.78
石附 花菜 いしづきはな 女 金２ 17.60 16.75 16.32 16.56

江田柚希 えだゆずき 女 金２ 20.48 18.33 17.52 18.45

関学跳 せきがくと 男 金２ 18.37 17.93 17.29 17.64
中本 伶茉 なかもとれま 女 金２ 19.32 18.76

齊田葵 さいだあおい 女 金２ 19.38 18.56 18.3
江成 優花 えなりゆうか 女 金２ 21.90 19.79 20.63

江田桃瑚 えだももこ 女 金２ 23.52 21.43 21.36

江成穂花 えなりほのか 女 金２ 25.65 21.50 23.34

島　成世 しまなるせ 男 金２ 21.00

竹田果音 たけだかのん 女 金２ 20.53

髙田悠生 たかたゆうせい 男 金２ 18.22 18.96

権田笑 ごんだえみ 女 金２ 21.78 20.97

竹田優果 たけだゆうか 女 金２ 21.42 18.70

牧野圭汰 まきのけいた 男 金２ 17.32 18.07

式部煌斗 しきぶあきと 男 金２ 18.11

式部葵羽 しきぶあおは 女 金２ 20.60 20.55

惣田美羽 そうだみう 女 金３ 16.35

宮田煌大 みやたこうだい 男 金３ 16.85 16.32 16.03 16.77

竹田純果 たけだあやか 女 金３ 18.36 16.86



山本莉子 やまもとりこ 女 金３ 15.85

笠間ゆう菜 かさまゆうな 女 金3 16.24

南　明利 みなみ　あきと 男 金3 16.22
信田 都翔 のぶたとわ 男 水１ 19.54
藤井 志帆 ふじいしほ 女 水１ 21.44

中山瑠菜 なかやまるな 女 水１ 21.87 19.95 20.89

金井日咲 かないひさき 女 水１ 24.98 22.30 21.16
信田 凪咲 のぶたなぎさ 男 水１ 26.50

坂本結香 さかもとゆうか 女 水１ 19.91

黒岡桃子 くろおかももこ 女 水１ 19.59 19.83

奥野綾菜 おくのあやな 女 水１ 18.21 17.77

黒田恭悠 くろだやすひさ 男 水１ 19.82 18.97

馬場清悠 ばばきよはる 男 水２ 26.64 25.15

中林多希 なかばやしたき 女 水２ 20.64 20.09

松坂直祈 まつざかなおき 男 水２ 18.88 18.48

新山愛佳 あらやままなか 女 水２ 20.88 20.64

中林幹太 なかばやしかんた 男 水２ 19.61 18.40 18.84

金井一馬 かないかずま 男 水３ 17.56 17.78 17.20

北村樹 きたむらいつき 男 水３ 18.48 17.42
佐々木 琉生 ささきりゅうせい 男 水３ 19.50 19.13 18.71

河原美咲 かわはらみさき 女 水３ 18.61 18.07 18.14

唐島田絢菜 からしまだあやな 女 水３ 15.38 14.72 15.68

新山善太 あらやまぜんた 男 水３ 16.91 16.04 16.29

栗本勘太郎 くりもとかんたろう 男 水３ 16.27 16.00 16.01
藤本 唯愛 ふじもとゆいな 女 水3 15.45 15.41
大里 啓太郎 おおさとけいたろう 男 木１ 25.88 23.43 20.49 23.12
大谷 莉皐 おおやりこ 女 木１ 24.15 21.44

松永唄 まつながうた 男 木１ 19.68 19.79

有澤優芽 ありさわゆめ 女 木１ 20.41
嶋之内 心優 しまのうちみゆ 女 17.42 16.63

留分美杏 とめわけみあん 女 19.57



片岸心虹 かたぎしここ 女 24.61

片岸琢人 かたぎしたくと 男 28.78

東　渚紗 ひがしなぎさ 女 22.55

東奎丞 ひがしけいすけ 男 17.93

澤田利周 さわだとしちか 男 18.20 18.43

式部　梅香 しきぶ　うめか 女 火１ 29.84

小原　詩乃 おはら　しの 女 火１ 25.49

西山　樹希 にしやま　いつき 男 水２ 18.52

柴田　夏樹 しばた　なつき 男 火１ 20.83

小林　恵大 こばやし　けいた 男 水２ 18.86

宮本　來音 みやもと　らいと 男 金２ 17.62

小原　一加 おはら　いちか 女 火１ 19.18

河合　翔太 かわい　しょうた 男 金２ 18.28

柴田　樹 しばた　たつき 男 水２ 21.56

池端　陽太 いけはた　ひなた 男 水３ 17.47

來栖　風 くるす　ふう 女 金３ 17.47

來栖　空 くるす　そら 女 金３ 17.45

松　優佳 まつ　ゆうか 女 水３ 15.83

松田　涼太 まつだ　りょうた 男 金３ 14.94

前田　惟吹 まえだ　いぶき 男 金３ 16.62

西山　蓮 にしやま　れん 男 水３ 17.46

中野　陽生 なかの　よう 男 金３ 17.82

中山　稜太 なかやま　りょうた 男 水１ 18.48


