
第8回中信地区小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 青柳智之
主催：中信地区陸上競技協会 跳躍審判長 中原信一

投擲審判長 中原信一
【開催日】 平成２６年６月７日（土） 記録主任： 江橋邦男
【主催団体】 中信地区陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 / 女  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 6/ 7 混合 豊科北AC       57.40 穂高西AC-A       58.65 広丘       59.36 豊科北       59.74 三郷     1:00.74 穂高西ACｰB     1:01.13 広丘AC     1:01.28 ｺﾒｯﾄ波田     1:01.52

4×100m 片桐 未音里(5) GR 新田 光咲(5) 宮島 明里(4) 沼野 藍(5) 上條 翔子(5) 中嶋 諒(5) 勝丸 優(5) 中村 紗生(4)
神谷 京楓(5) 矢口 ほの夏(5) 宮島 光里(4) 臼井 祭(5) 布山 夏乃子(5) 寺島 佑奈(5) 清水 夏美(4) 北原 颯記(4)
須山 セザル 和良(5) 勝野 武(5) 黒野 真也(5) 丸山 英嗣(5) 菅 貫太(5) 勝野 剛(5) 上條 智憂(5) 安藤 心葵(4)
酒井 幹汰(5) 野口 颯太(5) 黒野 敦志(5) 上島 大地(5) 滝澤 翔太(5) 浅輪 佳大(5) 浜 巧起(5) 唐沢 直弥(4)



予選 6月7日 11:20
決勝 6月7日 15:15

大会記録(GR)                    57.91 

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 広丘AC   296 勝丸 優(5)   1:00.43 q  1   8 穂高西ACｰB   871 中嶋 諒(5)   1:00.35 q

ﾋﾛｵｶｴｰｼｰ ｶﾂﾏﾙ ﾕｳ ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰﾋﾞｰ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
  303 田邉 優奈(5)   866 寺島 佑奈(5)

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾅ ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ
  297 上條 智憂(5)   867 勝野 剛(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ ｶﾂﾉ ﾂﾖｼ
  306 浜 巧起(5)   869 大石 伯(5)

ﾊﾏ ｺｳｷ ｵｵｲｼ ﾊｸ
 2   3 広丘ｸﾗﾌﾞ   312 三村 彩寧(4)   1:03.88  2   6 開明   239 日向  深月(5)   1:02.72 

ﾋﾛｵｶｸﾗﾌﾞ ﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ ｶｲﾒｲ ﾋﾅﾀ ﾐﾂｷ
  313 赤羽 柚寿(4)   228 倉科 このみ(5)

ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞ ｸﾗｼﾅ ｺﾉﾐ
  311 塩原 海斗(4)   244 髙木  悠弥(4)

ｼｵﾊﾗ ｶｲﾄ ﾀｶｷﾞ ﾋｻﾔ
  310 鵜飼 元樹(4)   220 三村  惟人(5)

ｳｶﾞｲ ﾓﾄｷ ﾐﾑﾗ ﾕｲﾄ
 3   7 宗賀   411 市岡 さくら(4)   1:04.48  3   9 開智   200 須澤 奏心(4)   1:03.82 

ｿｳｶﾞ ｲﾁｵｶ ｻｸﾗ ｶｲﾁ ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ
  407 塩原 瑞生(4)   204 田中 優杏菜(4)

ｼｵﾊﾗ ﾐｽﾞｷ ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ
  418 藤村 大誠(4)   196 宮原 均(4)

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｾｲ ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾄｼ
  422 百瀬 景哉(4)   199 松村 唯斗(4)

ﾓﾓｾ ｹｲﾔ ﾏﾂﾑﾗ ﾕｲﾄ
 4   5 波田GTR   759 深澤 亜澄(4)   1:05.15  4   7 三郷陸上ｸﾗﾌﾞ   369 守屋 咲芭(4)   1:05.30 

ﾊﾀｼﾞｰﾃｨｰｱｰﾙ ﾌｶｻﾜ ｱｽﾞﾐ ﾐｻﾄﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ
  762 有山 美桜菜(4)   368 山下 実緒莉(4)

ｱﾘﾔﾏ ﾐｵﾅ ﾔﾏｼﾀ ﾐｵﾘ
  763 髙木 遼磨(4)   371 伏見 智也(4)

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ ﾌｼﾐ ﾄﾓﾔ
  758 小口 翔(4)   370 富所 大輝(4)

ｵｸﾞﾁ ｶｹﾙ ﾄﾐﾄﾞｺﾛ ﾊﾙｷ
 5   6 F1波田     4 北澤 凪紗(4)   1:08.35  5   4 島立   707 田中 真永(4)   1:06.01 

ｴﾌﾜﾝﾊﾀ ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｷﾞｻ ｼﾏﾀﾞﾁｼｮｳ ﾀﾅｶ ﾏｴ
    1 安元 由莉(4)   699 河野 菜月(4)

ﾔｽﾓﾄ ﾕﾘ ｺｳﾉ ﾅﾂｷ
    2 高山 昇竜(4)   711 百瀬 靖人(4)

ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾘｭｳ ﾓﾓｾ ﾔｽﾋﾄ
    5 木下 慎太郎(4)   712 百瀬 和真(4)

ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ ﾓﾓｾ ｶｽﾞﾏ
 6   8 八坂   795 平林 栞奈(4)   1:09.20  6   2 麻績  1058 塚原 珠月(4)   1:06.16 

ﾔｻｶ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ ｵﾐ ﾂｶﾊﾗ ﾀﾏｷ
  790 橋元 理央(4)  1046 臼井 絢音(4)

ﾊｼﾓﾄ ﾘｵ ｳｽｲ ｱﾔﾈ
  792 大厩 守樹(4)  1062 髙野 遥翔(4)

ｵｵﾏﾔ ｼｷ ﾀｶﾉ ﾊﾙﾄ
  796 野髙 史朗(4)  1049 宮下 彗(4)

ﾉﾀﾞｶ ｼﾛｳ ﾐﾔｼﾀ ｹｲ
 7   2 美麻   807 小林 咲希(4)   1:12.79  7   3 王滝   136 下出 桜(4)   1:09.97 

ﾐｱｻ ｺﾊﾞﾔｼ ｻｷ ｵｳﾀｷ ｼﾀﾃﾞ ｻｸﾗ
  815 鈴木 こころ(4)   139 小山 夏葵(4)

ｽｽﾞｷ ｺｺﾛ ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ
  800 巻田 陽也(4)   141 田近 資武(4)

ﾏｷﾀﾞ ﾊﾙﾔ ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ
  816 齊藤 優(5)   137 下出 鉄平(4)

ｻｲﾄｳ ﾕｳ ｼﾀﾃﾞ ﾃｯﾍﾟｲ
  1 穂高南   889 三浦 愛音(5)   1 梓川    72 林 永遠(4)

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ ﾐｳﾗ ｱﾉﾝ 失格 ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ﾊﾔｼ ﾄﾜ 失格
  892 小岩 麗美(5) R1(2-3)    69 村上 涼子(4) R1(3-4)

ｺｲﾜ ﾚｲﾐ ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｺ
  893 小池 恵虎(5)    73 輪湖 颯(4)

ｺｲｹ ｱﾔﾄ ﾜｺ ﾊﾔﾄ
  884 吉原 万陽(5)    60 宮澤 優麒(4)

ﾖｼﾊﾗ ﾏﾋﾛ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ
  4 清水A   490 塩野崎 日菜(4)   5 大桑陸上ｸﾗﾌﾞ   549 藤懸 真帆(4)

ｼﾐｽﾞｴｰ ｼｵﾉｻﾞｷ ﾋﾅ 失格 ｵｵｸﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞｶｹ ﾏﾎ 失格
  498 中島 鈴乃(4) R1(3-4)   544 菊池 彩乃(4) R1(1-2)

ﾅｶｼﾏ ｽｽﾞﾉ ｷｸﾁ ｱﾔﾉ
  493 秋田 海崇(4)   546 上田 愛斗(4)

ｱｷﾀ ｶｲｼｭｳ ｳｴﾀﾞ ﾏﾅﾄ
  495 大留 朝陽(4)   548 西尾 俊哉(4)

ｵｵﾄﾒ ｱｻﾋ ﾆｼｵ ｼｭﾝﾔ

混合

4×100m4×100m

予選予選予選 通過基準  7組  0着 + 8通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 豊科北AC   992 片桐 未音里(5)     58.00 q  1   4 広丘   276 宮島 明里(4)     59.30 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰｼｰ ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ ﾋﾛｵｶ ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｶﾘ
  983 神谷 京楓(5)   275 宮島 光里(4)

ｶﾐﾔ ｷｮｳｶ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋｶﾘ
  984 須山 セザル 和良(5)   278 黒野 真也(5)

ｽﾔﾏ ｾｻﾞﾙ ｶｽﾞﾖｼ ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ
  979 酒井 幹汰(5)   279 黒野 敦志(5)

ｻｶｲ ｶﾝﾀ ｸﾛﾉｱﾂｼ
 2   3 大町西   554 栗原 すず(5)   1:02.28  2   6 ｺﾒｯﾄ波田    17 中村 紗生(4)   1:01.45 q

ｵｵﾏﾁﾆｼ ｸﾁhﾗ ｽｽﾞ ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾅｶﾑﾗ ｻｲ
  566 滝田 まどか(5)    22 北原 颯記(4)

ﾀｷﾀ ﾏﾄﾞｶ ｷﾀﾊﾗ ｻﾂｷ
  563 清水 駿太(5)     6 安藤 心葵(4)

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾀ ｱﾝﾄﾞｳ ｼｷ
  556 荒川 拓夢(5)    20 唐沢 直弥(4)

ｱﾗｶﾜ ﾀｸﾑ ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾔ
 3   8 豊科北T&F   997 宮澤 和花(4)   1:03.73  3   9 筑摩   646 三澤 百佳(4)   1:01.75 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ ﾂｶﾏ ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ
  996 臼井 真陽(4)   652 樽澤 早紀(4)

ｳｽｲ ﾏﾋﾙ ﾀﾙｻﾜ ｻｷ
 1001 竹内 秀晟(4)   650 杉原 立樹(4)

ﾀｹｳﾁ ｼｭｳｾｲ ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ
 1000 滝澤 友月(4)   640 安坂 丈瑠(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 4   7 大町南   592 佐藤 あかり(5)   1:03.88  4   8 洗馬   535 中野 愛李紗(4)   1:03.84 

ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐ ｻﾄｳ ｱｶﾘ ｾﾊﾞ ﾅｶﾉ ｱﾘｻ
  588 塩野 七虹(5)   540 本沢 紗羅(4)

ｼｵﾉ ﾅﾅﾐ ﾎﾝｻﾞﾜ ｻﾗ
  591 戸井田 佑輝(5)   529 古畑 貫太郎(4)

ﾄｲﾀ ﾕｳｷ ﾌﾙﾊﾀ ｶﾝﾀﾛｳ
  596 相川 透輝(5)   526 エリクソン 響貴(4)

ｱｲｶﾜ ﾄｳｷ ｴﾘｸｿﾝ ﾋﾋﾞｷ
 5   2 大町東   576 荒幡 花菜(4)   1:03.91  5   7 寿   398 草間 悠奈(4)   1:04.29 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ ｱﾗﾊﾀ ﾊﾅ ｺﾄﾌﾞｷ ｸｻﾏ ﾕｳﾅ
  577 小林 紗良(4)   392 丸山 倖(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾗ ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁ
  583 曽根原 健大(4)   403 百瀬 竣都(4)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝﾀ ﾓﾓｾ ｼｭﾝﾄ
  575 原 駿太(4)   395 須澤 幸輝(4)

ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ ｽｻﾞﾜ ｺｳｷ
 6   6 桔梗   266 小椋 心(4)   1:06.93  6   2 日義TFC   750 太田 望心(5)   1:04.80 

ｷｷｮｳ ｵｸﾞﾗｺｺﾛ ﾋﾖｼ ｵｵﾀ ﾉｿﾞﾐ
  267 成田 莉子(4)   744 山田 歩未(5)

ﾅﾘﾀﾘｺ ﾔﾏﾀ ﾞｱﾕﾐ
  271 北井 匠馬(4)   753 末木 孝一郎(5)

ｷﾀｲｼｮｳﾏ ｽｴｷ ｺｳｲﾁﾛｳ
  270 土方 晃希(4)   748 倉本 彪雅(4)

ﾋｼﾞｶﾀｺｳｷ ｸﾗﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ
 7   5 大町北   618 長谷川 陽香(4)   1:07.10  7   5 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    39 上條 愛美(4)   1:06.19 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｶ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ
  619 鈴木 迪奈(4)    28 宮越 梨央(4)

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ ﾐﾔｺｼ ﾘｵ
  609 駒澤 聖也(4)    31 笹野 煌飛(4)

ｺﾏｻﾞﾜ ｾｲﾔ ｻｻﾉ ｷﾗﾄ
  608 吉沢 舜人(4)    42 村山 真之輔(4)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼｭﾝﾄ ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ
 8   9 朝日   671 中村 万智(4)   1:09.04  8   3 白馬北   786 松澤 悠花(4)   1:06.26 

ｱｻﾋ ﾅｶﾑﾗ ﾏﾁ ﾊｸﾊﾞｷﾀ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
  666 清沢 和花(4)   789 髙原 つらら(4)

ｷﾖｻﾜ ﾜｶ ﾀｶﾊﾗ ﾂﾗﾗ
  667 清澤 力優(4)   784 丸山 大夢(4)

ｷﾖｻﾜ ﾘｷﾔ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾑ
  665 清沢 光(4)   783 荻野 彪(4)

ｷﾖｻﾜ ﾋｶﾙ ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ
 9   4 鎌田   252 大井川 このみ(4)   1:09.43  9   1 奈川   715 奥原 沙知(5)   1:07.32 

ｶﾏﾀﾞ ｵｵｲｶﾞﾜ ｺﾉﾐ ﾅｶﾞﾜ ｵｸﾊﾗ ｻﾁ
  257 田中 萌世(4)   725 髙田 稔里(4)

ﾀﾅｶ ﾓﾖ ﾀｶﾀﾞ ﾐﾉﾘ
  254 中野 晃(5)   717 奥原 晴琉(4)

ﾅｶﾉ ｱｷﾗ ｵｸﾊﾗ ﾊﾙ
  258 百瀬 虎大朗(4)   719 小林 拓未(4)

ﾓﾓｾ ｺﾀﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ

混合混合

4×100m4×100m



[ 5組] [ 6組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 穂高西AC-A   848 新田 光咲(5)     59.61 q  1   5 三郷   345 上條 翔子(5)   1:00.85 q

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｴｰ ﾆｯﾀ ﾐｻｷ ﾐｻﾄ ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ
  857 矢口 ほの夏(5)   356 布山 夏乃子(5)

ﾔｸﾞﾁ  ﾎﾉｶ ﾌﾔﾏ ｶﾉｺ
  847 勝野 武(5)   346 菅 貫太(5)

ｶﾂﾉ ﾀｹｼ ｽｶﾞ ｶﾝﾀ
  856 野口 颯太(5)   351 滝澤 翔太(5)

ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ ﾀｷｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
 2   8 豊科北   965 沼野 藍(5)   1:00.51 q  2   4 穂高西AC-C   862 深澤 柚葉(4)   1:02.02 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾇﾏﾉ ｱｲ ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｼｰ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ
  962 臼井 祭(5)   860 伊藤 沙優香(4)

ｳｽｲ ﾏﾂﾘ ｲﾄｳ  ｻﾔｶ
  963 丸山 英嗣(5)   865 大塚 悠剛(4)

ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｼﾞ ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ
  966 上島 大地(5)   864 大塚壮剛(4)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ
 3   9 福島   818 奥原 奏衣(5)   1:03.11  3   8 開明(B)   240 稗田  深月(4)   1:05.47 

ﾌｸｼﾏ ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ ｶｲﾒｲ(B)B ﾋｴﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ
  830 征矢 叶羽(5)   234 鶴田    光(5)

ｿﾔ ｶﾅｳ ﾂﾙﾀ ﾋｶﾙ
  826 志水 駿太(5)   225 小林    響(4)

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｷ
  822 古瀬 康平(5)   235 渡辺  志穏(4)

ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾝ
 4   4 菅野   483 村山 瑞貴(4)   1:05.96  4   7 穂高南AC   909 池田 歩(4)   1:08.01 

ｽｶﾞﾉ ﾑﾗﾔﾏ ﾐｽﾞｷ ﾎﾀｶﾐﾅﾐｴｰｼｰ ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ
  484 丹澤 七菜佳(4)   907 熊﨑 ゆい(4)

ﾀﾝｻﾞﾜ ﾅﾅｶ ｸﾏｻﾞｷ ﾕｲ
  478 座間 祥太(4)   908 三好 薫月(4)

ｻﾞﾏ ｼｮｳﾀ ﾐﾖｼ ｶﾂﾞｷ
  486 富成 洸冴(4)   910 那須 大聖(4)

ﾄﾐﾅﾘ ｺｳｷ ﾅｽ ﾀｲｾｲ
 5   2 本城  1037 鎌田 悠(4)   1:05.97  5   6 清水B   509 埋橋 茉子(4)   1:09.03 

ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ ｼﾐｽﾞB ｳｽﾞﾊｼ ﾏｺ
 1040 関川 眞央(4)   508 百瀬 朋奈(4)

ｾｷｶﾞﾜ ﾏｵ ﾓﾓｾ ﾄﾓﾅ
 1039 関川 卓磨(4)   504 松本 優人(4)

ｾｷｶﾞﾜ ﾀｸﾏ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ
 1036 一之瀬 颯斗(4)   505 西牧 和哉(4)

ｲﾁﾉｾ ﾊﾔﾄ ﾆｼﾏｷ ｶｽﾞﾔ
 6   5 大町南AC   606 松下 輝来(4)   1:06.23  6   3 穂高北   914 古川 結萌(4)   1:10.31 

ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐAC ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ ﾎﾀｶｷﾀ ﾌﾙｶﾜ ﾕﾒ
  607 日下 華里(4)   931 髙山 涼花(4)

ｸｻｶ ﾊﾅﾘ ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳｶ
  604 角 快利(4)   911 杏 直樹(4)

ｽﾐ ｶｲﾘ ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ
  605 小坂 悠太(4)   922 田中 弥晃(4)

ｺｻｶ ﾕｳﾀ ﾀﾅｶ ﾐｱｷ
 7   6 山辺   374 千野 唯花(4)   1:07.60  7   9 岡田A   145 山下 結美子(4)   1:11.07 

ﾔﾏﾍﾞ ﾁﾉ ﾕｲｶ ｵｶﾀﾞ ｴｰ ﾔﾏｼﾀ  ﾕﾐｺ
  375 倉科 留奈(4)   146 小林 虹穂(4)

ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾆｼﾞﾎ
  373 重田 篤希(4)   144 三浦 樹生(4)

ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ ﾐｳﾗ  ﾀﾂｷ
  372 栗田 大誠(4)   143 丸山 佳祐(4)

ｸﾘﾀ ﾀｲｾｲ ﾏﾙﾔﾏ  ｹｲｽｹ
 8   7 筑北TFC   637 増田 朋花(4)   1:08.85  8   2 朝日R   680 横山 百愛(5)   1:14.96 

ﾁｸﾎｸTFC ﾏｽﾀ ﾞﾄﾓｶ ｱｻﾋﾗﾝ ﾖｺﾔﾏ ﾓｴ
  634 青島 美月(4)   682 百瀬 結菜(4)

ｱｵｼﾏ ﾐﾂｷ ﾓﾓｾ ﾕｲﾅ
  635 石田 拓也(4)   683 蛭田 廉(4)

ｲｼﾀ ﾞﾀｸﾔ ﾋﾙﾀ ﾚﾝ
  638 藤田 翼(4)   681 上條 龍斗(5)

ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀﾂﾄ
 9   1 生坂   513 小口 七海(4)   1:12.27  9   1 会染   174 水野 いず泉(4)   1:14.96 

ｲｸｻｶ ｵｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ ｱｲｿﾒ ﾐｽﾞﾉ ｲｽﾞﾐ
  522 平林 陽菜(4)   189 北條 日菜(4)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ ｷﾀｼﾞｮｳ ﾋﾅ
  515 清水 諒央(4)   166 山岸 晴琉(4)

ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙ
  516 曽根原 大翔(4)   184 中原 輝翔(4)

ｿﾈﾊﾗ ﾊﾙﾄ ﾅｶﾊﾗ ｹﾝｽｹ

混合混合

4×100m4×100m



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 堀金  1023 赤羽 夏月(4)   1:04.41 

ﾎﾘｶﾞﾈ ｱｶﾊﾈ  ﾅﾂｷ
 1027 前田 百葉(4)

ﾏｴﾀﾞ  ﾓﾓﾊ
 1018 宗村 和平(4)

ﾑﾈﾑﾗ  ﾜﾍｲ
 1034 落合 華七斗(4)

ｵﾁｱｲ  ｶﾅﾄ
 2   4 穂高西AC-D   876 竹澤 花音(4)   1:05.55 

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰﾃﾞｨｰ ﾀｹｻﾞﾜ ｶﾉﾝ
  873 石垣 愛梨(4)

ｲｼｶﾞｷ ｱｲﾘ
  877 梅津 紘哉(4)

ｳﾒﾂﾞ ﾋﾛﾔ
  875 大月 悠(4)

ｵｵﾂｷ ﾊﾙ
 3   6 穂高西AC-E   882 望月 楽夢(4)   1:06.52 

ﾎｶｶﾆｼｴｰｼｰｲｰ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾗﾑ
  879 後藤 美空(4)

ｺﾞﾄｳ ﾐｸ
  883 蓮井 涼太(4)

ﾊｽｲ ﾘｮｳﾀ
  878 戸谷 颯真(4)

ﾄﾔ ｿｳﾏ
 4   7 三郷AC   363 上條 菫子(4)   1:06.77 

ﾐｻﾄAC ｶﾐｼﾞｮｳ ｽﾐﾚｺ
  365 倉田 侑季(4)

ｸﾗﾀ ｳｷ
  366 中谷 息吹(4)

ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ
  367 中澤 大和(4)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ
 5   2 岡田B   151 尾関 紗佳(4)   1:08.06 

ｵｶﾀﾞﾋﾞｰ ｵｾﾞｷ  ｻﾔｶ
  149 喜島 晴(4)

ｷｼﾞﾏ  ﾊﾙ
  148 加藤 琢磨(4)

ｶﾄｳ  ﾀｸﾄ
  150 小松 篤史(4)

ｺﾏﾂ  ｱﾂｼ
 6   3 開明(C)   214 丸山  叶実(4)   1:08.66 

ｶｲﾒｲCC ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅﾐ
  223 寺澤  里緒(4)

ﾃﾗｻﾜ ﾘｵ
  215 丸山  竜矢(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ
  210 井手上 健人(4)

ｲﾃﾞｶﾞﾐ ｹﾝﾄ
 7   5 松川   457 楜澤 舞子(4)   1:09.23 

ﾏﾂｶﾜ ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾏｲｺ
  452 白澤 真帆(4)

ｼﾗｻﾜ ﾏﾎ
  460 薛 草吉(4)

ｾﾂ ｿｳｷﾁ
  451 等々力 悠羅(4)

ﾄﾄﾞﾘｷ ﾕﾗ
 8   9 朝日っ子   690 増島 洸(4)   1:14.75 

ｱｻﾋｯｺ ﾏｽｼﾞﾏ ﾋｶﾙ
  689 石坂 美咲(4)

ｲｼｻﾞｶ ﾐｻｷ
  691 塙 芳征(4)

ﾊﾅﾜ ﾖｼﾕｷ
  684 丸山 羽琉(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙ

混合混合

4×100m4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 豊科北AC   992 片桐 未音里(5)     57.40 

ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰｼｰ ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ 大会新
  983 神谷 京楓(5)

ｶﾐﾔ ｷｮｳｶ
  984 須山 セザル 和良(5)

ｽﾔﾏ ｾｻﾞﾙ ｶｽﾞﾖｼ
  979 酒井 幹汰(5)

ｻｶｲ ｶﾝﾀ
 2   5 穂高西AC-A   848 新田 光咲(5)     58.65 

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｴｰ ﾆｯﾀ ﾐｻｷ
  857 矢口 ほの夏(5)

ﾔｸﾞﾁ  ﾎﾉｶ
  847 勝野 武(5)

ｶﾂﾉ ﾀｹｼ
  856 野口 颯太(5)

ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ
 3   7 広丘   276 宮島 明里(4)     59.36 

ﾋﾛｵｶ ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｶﾘ
  275 宮島 光里(4)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋｶﾘ
  278 黒野 真也(5)

ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ
  279 黒野 敦志(5)

ｸﾛﾉｱﾂｼ
 4   8 豊科北   965 沼野 藍(5)     59.74 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾇﾏﾉ ｱｲ
  962 臼井 祭(5)

ｳｽｲ ﾏﾂﾘ
  963 丸山 英嗣(5)

ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｼﾞ
  966 上島 大地(5)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ
 5   2 三郷   345 上條 翔子(5)   1:00.74 

ﾐｻﾄ ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ
  356 布山 夏乃子(5)

ﾌﾔﾏ ｶﾉｺ
  346 菅 貫太(5)

ｽｶﾞ ｶﾝﾀ
  351 滝澤 翔太(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
 6   4 穂高西ACｰB   871 中嶋 諒(5)   1:01.13 

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰﾋﾞｰ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
  866 寺島 佑奈(5)

ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ
  867 勝野 剛(5)

ｶﾂﾉ ﾂﾖｼ
  868 浅輪 佳大(5)

ｱｻﾜ ｹｲﾀ
 7   9 広丘AC   296 勝丸 優(5)   1:01.28 

ﾋﾛｵｶｴｰｼｰ ｶﾂﾏﾙ ﾕｳ
  299 清水 夏美(4)

ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ
  297 上條 智憂(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ
  306 浜 巧起(5)

ﾊﾏ ｺｳｷ
 8   3 ｺﾒｯﾄ波田    17 中村 紗生(4)   1:01.52 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾅｶﾑﾗ ｻｲ
   22 北原 颯記(4)

ｷﾀﾊﾗ ｻﾂｷ
    6 安藤 心葵(4)

ｱﾝﾄﾞｳ ｼｷ
   20 唐沢 直弥(4)

ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾔ

混合混合

4×100m4×100m
決勝決勝決勝
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