
学年男女混合スウェーデンリレー（対抗）

大会記録　　５０秒１０　　アスリートワークＢ　（靍田・寺井・村田・黒木）　　２０１９

タイムレース決勝　1組

順位 チーム 氏名 記録 目標達成

1 松島　A（対抗） 久保　凜佳 鎌田　りお　　 小橋　昂央 瀬川　遥樹 1’08”80

2 ｱｽﾘｰﾄﾜｰｸO（対抗） 山﨑　結仁 東　倖汰 佐藤　かんな 古閑　はなこ 1’11”50

3 熊本JAC（対抗） 岩井　剣侍　 大坂間　杏珠 大坂間　桐南 岡田　良太 1’13”40 ○

4 FirstStep　ジャパン（対抗） 山本 貫太 山下　胡桃 守田　結稀 中　龍誠 1’13”80 ○

5 豊岡ＲＣ　Ａ（対抗） 村上　旭 吉村　拓実 永溝　真光 橋本　ひまわり 1’14”50

5 ＡＩＡＣ（対抗） 古田　瑛士 中村　心惺 山下　裕凜 山形　結衣星 1’14”50 ○

7 荒尾ＪＡＣーＡ（対抗） 杉本　海翔 原田　結衣 西尾　萌乃夏 井形　優斗 1’14”70

8 ＫＵＲＳ　オリックス（対抗） 籾原　想介 藤木　春名 藤木　柚名 枦山　智哉 1’15”00

9 荒尾ＪＡＣーＢ 福島　志帆 池田　颯真 松山　悠南 本村　秀太 1’15”30

10 松島B 濱　煌悠 杉田　逞海 西村　琉花 植野　紗代子 1’15”40

11 ＡＬＬ八代　Ａ（対抗）　　 村上　朱里 下先　舞奈 池田　翔一 亀田　一希 1’15”50

12 ＭａｅｄａＡＣ（対抗） 山崎　紗也加 橋爪　天陽斗 園原　優芽 中村　昊心 1’16”40 ○

13 FirstStep　ワールド 松本　あまね 増田　一樹 吉田　煉斗 山本　千祥 1’16”50

14 荒尾ＪＡＣーＣ 井形　朝陽 上野　紗弥 香田　光稀 川辰　そら 1’17”20

15 人吉ジュニア・RED（対抗） 山下　花音 吉田　愛菜 藤田　奏夢 尾方　瑛基 1’18”60 ○

16 ＫＵＲＳ　オカピ 福島　千穂 城下　尚也 平富　凛 松田　大輝 1’18”70 ○

17 荒尾ＪＡＣーＤ 内野　沙笑 松山　杏海 杉本　夏樹 西川　宇竜 1’18”90

18 FirstStep　ユニバース 大司　あかり 松本　あさひ 桑田　晃成 立山　瑠梛 1’19”10 ○

19 ＡＬＬ八代　　Ｂ 喜友名　梓 谷本　憩 杉永　爽稀 山本　光希 1’20”10

20 NJAC（対抗） 仲村　俐杏 上野　佑真 池下　海空 水谷　蒼空 1’20”20 ○

21 NJAC　飯星 古沢　果鈴 飯星　蒼空 飯星　月杏 福田　彪偉 1’20”60 ○

22 きらら∞ 奥村　美心 山本　光姫 岡村　琉之介 村﨑　琢望 1’20”90 ○

23 豊岡ＲＣＢ 小森　愛佳 清川　優美 中村　太一 清川　秀政 1’21”40

24 NJAC　曽我 曽我　千矢子 曽我　司 山口　ゆず 中村　太一 1’21”50 ○

25 ＫＵＲＳ　ジュゴン 緒方　琢磨 日置　鈴 岩下　凌大 中村　奏絵 1’21”70 ○

26 ＫＵＲＳ　マナティー 浦門　真仁 中村　琉之介 溝上　杏奈 立原　さくら 1’22”20 ○

27 人吉ジュニア・YELLOW 川内　義弘 東　萌音 川内　千晶 川内　侑 1’23”00

総　　　合　　　結　　　果



28 GTR（対抗） 笠松　歩加 笠松　悠花 村尾　郁哉 倉本　怜汰 1’23”60

29 ＭａｅｄａＡＣ　Ｃ 清田　憲司 草野　飛龍 草野　愛莉純 堂脇　颯栞 1’24”00 ○

30 人吉ジュニア・BLUE 皆越　麻叶 橋本　悠翔 本武　みう 尾方　颯志 1’24”30

31 ＭａｅｄａＡＣ　Ｂ 仁井本　隼翔 長村　くるみ 江嶋　梨愛 花岡　廉実 1’24”80 ○

32 T&F蘇陽　G（対抗） 松本　若奈 江藤　楓華 大野　直輝 光永　慈英 1’26”30

33 泉ヶ丘AC　チームR 住江　春香 森本　陸斗 米倉　条 森本　凛乃 1’27”10 ○

34 泉ヶ丘AC　チームC（対抗） 白石　隼士 西浦　結 鳥井　蒼介 福島　千尋 1’28”20 ○

35 横浦AC　ネクサス（対抗） 下川原　万結 濵本　彩乃 吉中　海利 山口　就士 1’28”60 ○

36 横浦ACネクサス　TAKA 田畑　玲華 下川原　千春 濵本　嵩隼 堤田　有智 1’32”00 ○

FORMULA　K 内野　翼　 山下　瑛大　 中村　遥希　 荒木　琉偉　 1’21”10 ○

リンクス阿蘇 村田　咲希 武田 あつき 園田　健流 今村　壱徹 1’12”40

T-project　S（対抗） 迎田　光平 潤井　花 廣川　楓華 梨子本　駿 DNS


