
大会記録(13.01)

(4) (2) (4) (2)

(4) (4) (4) (1)

伊東　大志 安部　舞紘 篠野　克望 柳坂　日喜

(5) (3) (2) (3)

(5) (5) (2) (2)

(6) (6) (2) (1)

(6) (6) (6) (2)

(2) (1) (1) (6)

(2) (1) (1) (4)

(1) (5) (6) (4)

(1) (2) (3) (5)

(3) (3) (7) (11)

(3) (3) (5) (6)

(9) (8) (8) (6)

(9) (8) (8) (7)

(7) (7) (4) (17)

(7) (7) (7) (8)

(14) (10) (11) (8)

(14) (10) (9) (9)

(9) (9) (15) (17)

(9) (9) (9) (10)

(8) (14) (13) (15)

(8) (11) (11) (11)

(13) (16) (10) (10)

(13) (15) (14) (11)

(16) (15) (9) (12)

(16) (16) (13) (11)

(12) (11) (11) (16)

(12) (12) (12) (14)

(15) (12) (20) (5)

(15) (14) (16) (15)

(11) (12) (22) (14)

(11) (13) (15) (16)

徳島あわっこｸﾗﾌﾞーA

福家　悠真 岸本　実花 中山　莞汰 藤滝　丈士

町口　泰暉 槙野　春弥 眞鍋　　湊 谷口　勇陽

氏　　　名

氏　　　名

和久　雄輝 岡本　大我

11

16 徳島あわっこｸﾗﾌﾞーB 区間記録 3:32 3:47 4:14 3:55

15:28 通過時間 3:32 7:19 11:33 15:28

上安　海恋 松田　悠那 林　　愛結 谷木　咲希

氏　　　名

区間記録 3:39 3:53 3:40 3:53

14 阿波市陸上ｸﾗﾌﾞB 区間記録 3:33 3:44 3:52 3:59

15:08 通過時間 3:33 7:17 11:09 15:08

15 徳島市RC-A 区間記録 3:37 3:47 4:11 3:39

15:14 通過時間 3:37 7:24 11:35 15:14

亘　　悠成 尾崎　奏空

氏　　　名

11 松茂ダッシューA 区間記録 3:34 3:55 3:47 3:49

氏　　　名

11 佐那河内TFC－A 区間記録 3:24 3:49 3:54 3:58

15:05 通過時間 3:24 7:13 11:07 15:05

3:39 7:32 11:12 15:05

岩倉T＆F－A

平田　　翔 津川　健翔 木村　こころ武市　莉子

氏　　　名

15:05 通過時間 3:34 7:29 11:16 15:05

小畠　凛史 西村　亜美 東　　優花 前田　凰太

15:05 通過時間

3:35 3:58 4:00

15:03 通過時間 3:30 7:05 11:03 15:03

9 北島Jr.TFC-C 区間記録 3:35 3:36 3:52 3:44

14:47 通過時間 3:35 7:11 11:03 14:47

木村　琉唯 喜多　勇貴 粟飯原　睦月 木村　彩唯凛

木内　　誠 笹山　博翔 木内　　新 神例　晃太朗

氏　　　名 井内　涼惺 稲井　悠華 尾上　世莉 久米　杏恋

氏　　　名

氏　　　名

8 区間記録 3:22 3:28 3:32 4:00

14:22 通過時間 3:22 6:50 10:22 14:22

AiJACーA

6 阿波市陸上ｸﾗﾌﾞA 区間記録 3:10 3:19 3:38 3:51

13:58

新開　奏太 井内　涼翔 加藤　拓弥

通過時間 3:10 6:29 10:07 13:58

10 吉野川JAC 区間記録 3:30

野口　啓介 福永　拓望 山田　遥大 水村　芽生

氏　　　名 稲井　彩華

7 北島Jr.TFC-B 区間記録 3:30 3:30 3:39 3:40

14:19 通過時間 3:30 7:00 10:39 14:19

氏　　　名

5 鳴門KAC 区間記録 3:05 3:22 3:34 3:32

13:33 通過時間 3:05 6:27 10:01 13:33

氏　　　名 渡辺　哲平 髙内　奏叶 飛越　このみ 柴崎　　旬

13:25 通過時間 3:06 6:20 9:45 13:25

13:15 3:16 6:42 10:08 13:15

4

新開　一翔 尾上　諒真 齋藤　晴希 武田　琉生

平尾　　完 前田　凰耀 佐賀　　湊

通過時間

3:07

田村　裕菜氏　　　名

三好市ﾄﾞﾘｰﾐｰ 区間記録 3:06 3:14 3:25 3:40

13:11

氏　　　名

区間記録

通過時間

第16回小学生クラブ対抗駅伝総合成績

13:11

順位

1

3区

令和3年11月28日(日）

所属名

会場 鳴門総合運動公園内　特設コース

期日

区間記録(3.05)

鵜飼　新大 立石　沙里菜

3:32 3:09

2
13:15

阿南JAC

氏　　　名

北島Jr.TFC-A 区間記録 3:16 3:26 3:262

区間記録 3:15 3:19 3:26 3:15

通過時間 3:15 6:34 10:00 13:15

4区

１．0Km １．0Km

区間記録(3.05)

氏　　　名

区間記録(3.04)

1区

１．0Km

鵜飼　　航

3:12

3:12

2区

１．0Km

区間記録(3.09)

清水　丈瑠

3:18

6:30 10:02



江原南スポーツクラブ (16) (17) (19) (24)

(16) (17) (17) (17)

(24) (20) (16) (13)

(24) (22) (20) (17)

(21) (17) (24) (9)

(21) (19) (23) (19)

(18) (19) (17) (22)

(18) (18) (18) (20)

(19) (25) (14) (19)

(19) (24) (19) (21)

(22) (20) (18) (25)

(22) (21) (21) (22)

(19) (20) (21) (26)

(19) (20) (21) (23)

(24) (24) (26) (23)

(24) (25) (24) (24)

(29) (26) (28) (21)

(29) (26) (26) (25)

(27) (28) (27) (19)

(27) (28) (29) (17)

(27) (23) (29) (27)

(27) (23) (25) (27)

(26) (27) (25) (28)

(26) (27) (27) (28)

(23) (29) (23) (29)

(23) (29) (28) (29)

28 岩倉T＆F－C 区間記録 4:03 4:32 4:26 4:32

17:33

29 東みよしTF 区間記録 4:00 4:46 4:16 5:09

さくらRC (DNF)

古川　　遼

藤内　一路

中村　颯良 浅田　明花浅田　知花

氏　　　名

通過時間 4:03 8:35 13:01 17:33

18:11 通過時間 4:00 8:46 13:02 18:11

中本　寛大 中本　隼輔 藤本　悠大

4:04 8:10 12:51 17:22

氏　　　名

26 徳島市RC-C 区間記録 4:04 4:39 4:29 4:02

17:14 通過時間 4:04 8:43 13:12 17:14

25 岩倉T＆F－D 区間記録 4:05 4:24 4:31 4:10

17:10 通過時間 4:05 8:29 13:00 17:10

16:58

区間記録 4:04 4:06 4:41 4:31

賀川　莉名 阿部　真央 浜田　浬英

氏　　　名

谷口　ひなの 松浦　彩夏 松本　芽依 古田　莉亜

八木田　裕哉 三原　　希 清田　　周 堀川　蒼真

西村　笑里 橋野　夏実 多川　翔弥

氏　　　名

氏　　　名

通過時間 3:54 7:59 12:11 16:37

27 AiJACーB

河内　美梨亜 山腰　悠人 山田　旭陽

木野　凛音

氏　　　名

24 松茂ダッシューC 区間記録 4:02 4:16 4:28 4:12

16:58 通過時間 4:02 8:18 12:46

21 松茂ダッシューB 区間記録 3:54 4:17 3:56 4:02

16:09

17:22 通過時間

長尾　花凛 高島　莉音 和久　玲菜 中川　地球

後藤　　龍

氏　　　名

23 板野郡陸協ジュニア 区間記録 3:54 4:05 4:12 4:26

16:37

作本　公平

氏　　　名

22 佐那河内TFC－B 区間記録 3:58 4:05 4:08 4:24

16:35 通過時間 3:58 8:03 12:11 16:35

20 岩倉T＆F－B 区間記録 3:48 4:01 4:07 4:11

16:07 通過時間 3:48 7:49 11:56 16:07

19 ＤＲＥＡＭ　ＡＣ 区間記録 3:57 3:59 4:20 3:47

16:03 通過時間 3:57 7:56 12:16 16:03

上田　康太 板東　恋空 若月　　浬 森本　幸来

大寺　雄貴 平田　悠貴

氏　　　名

通過時間 3:54 8:11 12:07 16:09

氏　　　名

東　優香里 東　明香里 佐々木　透真 北　龍之介

坂東　杏美 藤本　美琴氏　　　名

3:54

16:02 通過時間 4:02 8:07 12:08 16:02

徳島市RC-B

片山　璃彩 小林　ケイ 三崎　莉湖 稲葉　亜里沙

高岡　妃和乃 本平　琉希也 南　夕姫乃

氏　　　名

17 区間記録 4:02 4:05 4:01

17
7:38 11:48 16:02

本平　莉音氏　　　名

区間記録 3:39 3:59 4:10 4:14

16:02 通過時間 3:39


