
第68回岡谷市民陸上選手権大会 兼第2回岡谷市小学生陸上競

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】204040  茅野市陸上競技場

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
10/04 中学生女子  -0.2 小尾 友音(2) 13.89 栁澤 唯月(2) 14.34 篠原 花恋(1) 14.53 山田 楓(2) 14.70 宮坂 育(1) 14.71 小林 尚美(2) 14.91 工藤 真希(2) 15.00

100m 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中
10/04  +1.1 小尾 友音(2) 29.72 栁澤 唯月(2) 30.20 中島 瑠衣(2) 30.70 山田 楓(2) 30.76 長久保 麻衣(2) 32.10 倉品 愛美(1) 32.36

200m 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中
10/04 宮坂 なな(1) 1,14.68

400m 中学生･岡谷東部中
10/04 花岡 瑚徒(1) 5,45.52 塚田 光香(2) 6,15.36

1500m 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷北部中
10/04 倉品 愛美(1) 1.40 花岡 瑚徒(1) 1.35 北原 璃歩(1) 1.30 工藤 真希(2) 1.30 中島 瑠衣(2) 中学生･岡谷西部中 1.20

走高跳 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 林 沙都美(2) 中学生･岡谷東部中
10/04 小口 るり(1) 4.47(+2.8) 花岡 いろは(2)4.40(+1.7) 髙木 佑菜(1) 3.86(+2.2) 宮坂 麻絢(1) 3.81(+0.7) 長久保 麻衣(2)3.60(+1.7) 今井 美月(1) 3.59(+2.3) 酒井 歩美(1) 3.55(+1.9) 林 菜月(1) 3.34(+1.8)

走幅跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中
10/04 小口 維吹(1) 6.95 武舎 ひかる(1) 6.00 宮坂 なな(1) 5.40 田中 優冬(1) 4.97

砲丸投2.7 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中
10/04 岡谷西部中(A)      56.03 岡谷東部中       56.74 岡谷西部中(B)      59.78 岡谷北部中     1,01.68

4×100mR 山田 楓(2) 篠原 花恋(1) 酒井 歩美(1) 島﨑 七星(1)
小尾 友音(2) 花岡 いろは(2) 花岡 瑚徒(1) 髙木 佑菜(1)
小林 尚美(2) 宮坂 育(1) 武舎 ひかる(1) 小澤 沙永子(1)
中島 瑠衣(2) 栁澤 唯月(2) 倉品 愛美(1) 今井 媛奈(2)

10/04 小学5･6年女  +2.0 中村 璃音(6) 15.53 小林 朋美(6) 15.70 河口 いずみ(6) 15.74 大場 ひかる(6) 15.98 中嶋 密(6) 16.17 高橋 陽葵(6) 16.27 加納 のどか(6) 16.30
100m 小学生･長地小 小学生･川岸小 小学生･神明小 小学生･小井川小 小学生･神明小 小学生･小井川小 小学生･小井川小

10/04 小口 紗弥(5) 3,44.43 大兼政 凜(6) 3,52.31 矢﨑 萌夏(6) 3,54.30 佐藤 希美(5) 4,01.12 並木 花音(6) 4,03.13 手島 愛(5) 4,04.25 小口 侑寿葉(6) 4,05.71 津田 充瑠(5) 4,09.65
1000m 小学生･長地小 小学生･小井川小 小学生･長地小 小学生･田中小 小学生･小井川小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･神明小

10/04 伊藤 美咲(5) 1.00
走高跳 小学生･田中小

10/04 濱 美月(5) 3.36(+1.8) 井口 柚(5) 3.26(+0.8) 村瀬 祥子(6) 3.25(+2.0) 山田 真帆(5) 3.25(+2.3) 宮本 若葉(5) 3.24(+1.3)
走幅跳 小学生･岡谷小 小学生･岡谷小 小学生･岡谷小 小学生･長地小 小学生･長地小

10/04 神明小(A)     1,03.18 小井川小     1,03.52 岡谷小(A)     1,04.73 岡谷小(B)     1,05.17 長地小     1,07.25 神明小(B)     1,11.79
4×100mR 中嶋 密(6) 高橋 陽葵(6) 村瀬 祥子(6) 武居 雅恵(5) 小口 紗弥(5) 津田 充瑠(5)

小口 侑寿葉(6) 加納 のどか(6) 石田 美夢(6) 本橋 奈央子(5) 宮本 若葉(5) 手島 愛(5)
加藤 瑶唯(6) 大兼政 凜(6) 百瀬 京佳(6) 濱 美月(5) 笠原 江梨(5) 中嶋 菜月(5)
河口 いずみ(6) 大場 ひかる(6) 武居 真衣(6) 濱 衣吹(5) 花岡 麗奈(5) 丸山 璃心(5)

10/04 小学1･2年女 小口 色葉(2) 11.14 中島 淳菜(2) 11.30 中嶋 春香(2) 11.34 本村 玲菜(2) 11.48 小口 花(2) 11.55 矢ヶ崎 桃葉(2) 11.61 近藤 千夏(2) 11.68 亀田 真麻(1) 11.69
60m 小学生･田中小 小学生･川岸小 小学生･神明小 小学生･岡谷小 小学生･川岸小 小学生･神明小 小学生･川岸小 小学生･川岸小

10/04 村山 奈央(2) 2,37.30 遠藤 素羽(2) 2,37.70 林 陽菜(2) 2,38.83 永田 夢空(2) 2,43.11 伊藤 小羽(2) 2,52.48
600m 小学生･田中小 小学生･岡谷小 小学生･田中小 小学生･上の原小 小学生･長地小

10/04 小学3･4年女  +1.6 小澤 珠里(3) 16.85 林 杏珠(4) 17.12 池田 優香(4) 17.25 町田  芽依(4) 17.58 林 優舞(4) 17.69 高林  あんり(4) 17.73 山田 亜実(4) 17.90
100m 小学生･川岸小 小学生･岡谷小 小学生･神明小 小学生･小井川小 小学生･長地小 小学生･小井川小 小学生･長地小

10/04 中島 優香(4) 3,08.90 宮坂 優那(4) 3,13.37 関 唯々香(4) 3,14.61 名和 夏乃子(3) 3,15.43 宮内 胡都(4) 3,25.75 上久保 花怜(3) 3,30.12 藤森 愛莉(3) 3,38.36 花岡 澄珠(3) 3,40.03
800m 小学生･川岸小 小学生･長地小 小学生･川岸小 小学生･岡谷小 小学生･川岸小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･岡谷小

10/04 長地小     1,10.09 小井川小     1,10.98 川岸小     1,11.26 神明小     1,11.81 岡谷小     1,17.35
4×100mR 林 優舞(4) 大兼政 琳温(4) 関 唯々香(4) 池田 優香(4) 林 奈乃羽(3)

板場 海咲葵(4) 永田  真知(4) 中島 優香(4) 中嶋 茜音(4) 伊藤 朱音(3)
宮坂 優那(4) 高林  あんり(4) 大輪 円香(4) 河口 みずき(4) 花岡 澄珠(3)
大矢 咲蘭(4) 町田  芽依(4) 宮内 胡都(4) 今井 成美(4) 名和 夏乃子(3)



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 岡谷市 [-1] 競技会名 平成26年度第68回岡谷市民陸上選手権大会 兼第 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 茅野市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204040]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
中学生女子 10/04 -0.2  1 小尾 友音(2) 中学生    13.89  2 栁澤 唯月(2) 中学生    14.34  3 篠原 花恋(1) 中学生    14.53  4 山田 楓(2) 中学生    14.70

岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷西部中
 5 宮坂 育(1) 中学生    14.71  6 小林 尚美(2) 中学生    14.91  7 工藤 真希(2) 中学生    15.00

岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中
中学生女子 10/04 +1.1  1 小尾 友音(2) 中学生    29.72  2 栁澤 唯月(2) 中学生    30.20  3 中島 瑠衣(2) 中学生    30.70  4 山田 楓(2) 中学生    30.76

岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷西部中
 5 長久保 麻衣(2) 中学生    32.10  6 倉品 愛美(1) 中学生    32.36 宮坂 育(1) 中学生 棄権

岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中
中学生女子 10/04  1 宮坂 なな(1) 中学生  1,14.68

岡谷東部中
中学生女子 10/04  1 花岡 瑚徒(1) 中学生  5,45.52  2 塚田 光香(2) 中学生  6,15.36

岡谷西部中 岡谷北部中
小学5･6年女子 10/04 +2.0  1 中村 璃音(6) 小学生    15.53  2 小林 朋美(6) 小学生    15.70  3 河口 いずみ(6) 小学生    15.74  4 大場 ひかる(6) 小学生    15.98

長地小 川岸小 神明小 小井川小
 5 中嶋 密(6) 小学生    16.17  6 高橋 陽葵(6) 小学生    16.27  7 加納 のどか(6) 小学生    16.30

神明小 小井川小 小井川小
小学5･6年女子 10/04  1 小口 紗弥(5) 小学生  3,44.43  2 大兼政 凜(6) 小学生  3,52.31  3 矢﨑 萌夏(6) 小学生  3,54.30  4 佐藤 希美(5) 小学生  4,01.12

長地小 小井川小 長地小 田中小
 5 並木 花音(6) 小学生  4,03.13  6 手島 愛(5) 小学生  4,04.25  7 小口 侑寿葉(6) 小学生  4,05.71  8 津田 充瑠(5) 小学生  4,09.65

小井川小 神明小 神明小 神明小
 9 中嶋 菜月(5) 小学生  4,14.80

神明小
小学1･2年女子 10/04  1組 +0.4  1 小口 花(2) 小学生    11.55  2 矢ヶ崎 桃葉(2) 小学生    11.61  3 林 蒼依(2) 小学生    12.29  4 三澤 楓(1) 小学生    12.53

川岸小 神明小 岡谷小 川岸小
 5 足助 琉碧(2) 小学生    12.58  6 藤田 実冴(2) 小学生    14.04  7 矢澤 風柚(1) 小学生    14.45

岡谷小 長地小 上の原小
 2組 +0.3  1 小口 色葉(2) 小学生    11.14  2 中島 淳菜(2) 小学生    11.30  3 関 心乃香(1) 小学生    11.83  4 木下 加奈子(2) 小学生    11.86

田中小 川岸小 川岸小 岡谷小
 5 大竹 詠乃(2) 小学生    12.03  6 小口 萌々花(2) 小学生    12.58 横川 芽依(2) 小学生 欠場

長地小 神明小 岡谷小
 3組 +1.9  1 中嶋 春香(2) 小学生    11.34  2 本村 玲菜(2) 小学生    11.48  3 近藤 千夏(2) 小学生    11.68  4 亀田 真麻(1) 小学生    11.69

神明小 岡谷小 川岸小 川岸小
 5 松本 結衣(2) 小学生    11.88  6 佐藤 里菜(2) 小学生    12.00

長地小 神明小
小学1･2年女子 10/04  1 村山 奈央(2) 小学生  2,37.30  2 遠藤 素羽(2) 小学生  2,37.70  3 林 陽菜(2) 小学生  2,38.83  4 永田 夢空(2) 小学生  2,43.11

田中小 岡谷小 田中小 上の原小
 5 伊藤 小羽(2) 小学生  2,52.48

長地小
小学3･4年女子 10/04  1 小澤 珠里(3) 小学生    16.85  2 林 杏珠(4) 小学生    17.12  3 池田 優香(4) 小学生    17.25  4 町田  芽依(4) 小学生    17.58

川岸小 岡谷小 神明小 小井川小
 5 林 優舞(4) 小学生    17.69  6 高林  あんり(4)小学生    17.73  7 山田 亜実(4) 小学生    17.90

長地小 小井川小 長地小
小学3･4年女子 10/04  1 中島 優香(4) 小学生  3,08.90  2 宮坂 優那(4) 小学生  3,13.37  3 関 唯々香(4) 小学生  3,14.61  4 名和 夏乃子(3) 小学生  3,15.43

川岸小 長地小 川岸小 岡谷小
 5 宮内 胡都(4) 小学生  3,25.75  6 上久保 花怜(3) 小学生  3,30.12  7 藤森 愛莉(3) 小学生  3,38.36  8 花岡 澄珠(3) 小学生  3,40.03

川岸小 神明小 神明小 岡谷小
 9 大輪 円香(4) 小学生  3,48.10

川岸小
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 岡谷市 [-1] 競技会名 平成26年度第68回岡谷市民陸上選手権大会 兼第 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 茅野市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204040]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
中学生女子 10/04  1組 -0.3  1 栁澤 唯月(2) 中学生    13.88  2 小林 尚美(2) 中学生    14.71  3 工藤 真希(2) 中学生    14.88  4 宮坂 麻絢(1) 中学生    15.09

岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷東部中
 5 髙木 佑菜(1) 中学生    15.32  6 小澤 沙永子(1) 中学生    15.33 武舎 ひかる(1) 中学生 欠場

岡谷北部中 岡谷北部中 岡谷西部中
 2組 +2.1  1 小尾 友音(2) 中学生    13.76  2 篠原 花恋(1) 中学生    14.50  3 今井 媛奈(2) 中学生    15.05  4 酒井 歩美(1) 中学生    15.53

岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷西部中
 5 島﨑 七星(1) 中学生    15.77  6 小口 維吹(1) 中学生    16.15 山田 ひかる(2) 中学生 欠場

岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷東部中
 3組 +1.0  1 宮坂 育(1) 中学生    14.29  2 山田 楓(2) 中学生    14.45  3 花岡 いろは(2) 中学生    14.99  4 早出 裕美(1) 中学生    15.47

岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷東部中
 5 田中 優冬(1) 中学生    17.32 小島 美紀(1) 中学生 欠場

岡谷東部中 岡谷北部中
中学生女子 10/04  1組 +0.3  1 栁澤 唯月(2) 中学生    29.75  2 山田 楓(2) 中学生    30.33  3 長久保 麻衣(2) 中学生    31.57  4 倉品 愛美(1) 中学生    32.30

岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷西部中
 5 吉沢 彩季子(1) 中学生    34.58

岡谷東部中
 2組 +0.7  1 小尾 友音(2) 中学生    29.01  2 中島 瑠衣(2) 中学生    30.73  3 宮坂 育(1) 中学生    31.15  4 山田 花永(1) 中学生    33.82

岡谷西部中 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷東部中
小学5･6年女子 10/04  1組 +0.6  1 中嶋 密(6) 小学生    16.05  2 笠原 江梨(5) 小学生    16.64  3 武居 雅恵(5) 小学生    16.65  4 阿部 彩菜(6) 小学生    17.07

神明小 長地小 岡谷小 長地小
 5 太田 幸奈(6) 小学生    17.56  6 川嶋 成美(5) 小学生    17.64

小井川小 小井川小
 2組 -1.4  1 河口 いずみ(6) 小学生    15.38  2 大場 ひかる(6) 小学生    15.63  3 中島 さや香(5) 小学生    16.28  4 花岡 麗奈(5) 小学生    16.58

神明小 小井川小 長地小 長地小
 4 濱 衣吹(5) 小学生    16.58  6 江口 真尋(5) 小学生    16.89

岡谷小 小井川小
 3組 +0.6  1 小林 朋美(6) 小学生    15.84  2 加納 のどか(6) 小学生    16.04  3 加藤 瑶唯(6) 小学生    16.41  4 本橋 奈央子(5) 小学生    16.77

川岸小 小井川小 神明小 岡谷小
 5 山口 華奈(6) 小学生    17.51  6 宮坂 詩(5) 小学生    17.88

長地小 小井川小
 4組 +0.6  1 中村 璃音(6) 小学生    15.59  2 高橋 陽葵(6) 小学生    16.27  3 丸山 璃心(5) 小学生    17.15  4 宮坂 真菜美(6) 小学生    17.46

長地小 小井川小 神明小 長地小
 5 武居 真衣(6) 小学生    17.50

岡谷小
小学3･4年女子 10/04  1組  1 池田 優香(4) 小学生    16.79  2 林 杏珠(4) 小学生    17.02  3 町田  芽依(4) 小学生    17.25  4 滝澤 愛佳(3) 小学生    17.81

神明小 岡谷小 小井川小 小井川小
 5 藤田 莉央(4) 小学生    18.02  6 佐藤 優衣(4) 小学生    19.12  7 宮内 陽乃(3) 小学生    21.29

長地小 神明小 川岸小
 2組  1 山田 亜実(4) 小学生    17.64  2 高林  あんり(4)小学生    17.66  3 瀧澤 桐子(4) 小学生    17.92  4 中嶋 茜音(4) 小学生    18.16

長地小 小井川小 田中小 神明小
 5 北田 紗由季(3) 小学生    18.43  6 倉科 夢叶(4) 小学生    19.46  7 伊藤 朱音(3) 小学生    19.63

小井川小 岡谷小 岡谷小
 3組  1 小澤 珠里(3) 小学生    16.77  2 林 優舞(4) 小学生    17.65  3 沖津 美咲(4) 小学生    18.59  4 河口 みずき(4) 小学生    18.60

川岸小 長地小 岡谷小 神明小
 5 増澤 はづき(3) 小学生    18.75  6 前澤 嘉乃(4) 小学生    22.16

小井川小 小井川小
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 岡谷市 [-1] 競技会名 平成26年度第68回岡谷市民陸上選手権大会 兼第 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 茅野市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204040]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 4組  1 花岡 亜矢(3) 小学生    18.10  2 林 奈乃羽(3) 小学生    18.41  3 今井 成美(4) 小学生    18.48  4 永田  真知(4) 小学生    18.97
長地小 岡谷小 神明小 小井川小

 5 松田 こもも(3) 小学生    19.01  6 坂戸 愛佳(4) 小学生    20.89
上の原小 小井川小



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 岡谷市 [-1] 競技会名 平成26年度第68回岡谷市民陸上選手権大会 兼第 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 茅野市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204040]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
中学生女子 10/04  1 倉品 愛美(1) 中学生    1.40  2 花岡 瑚徒(1) 中学生    1.35  3 北原 璃歩(1) 中学生    1.30  4 工藤 真希(2) 中学生    1.30

岡谷西部中 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷東部中
 5 中島 瑠衣(2) 中学生    1.20  5 林 沙都美(2) 中学生    1.20

岡谷西部中 岡谷東部中
中学生女子 10/04  1 小口 るり(1) 中学生    4.47  2 花岡 いろは(2) 中学生    4.40  3 髙木 佑菜(1) 中学生    3.86  4 宮坂 麻絢(1) 中学生    3.81

岡谷東部中    +2.8 岡谷東部中    +1.7 岡谷北部中    +2.2 岡谷東部中    +0.7
 5 長久保 麻衣(2) 中学生    3.60  6 今井 美月(1) 中学生    3.59  7 酒井 歩美(1) 中学生    3.55  8 林 菜月(1) 中学生    3.34

岡谷東部中    +1.7 岡谷東部中    +2.3 岡谷西部中    +1.9 岡谷東部中    +1.8
 9 小林 尚美(2) 中学生    3.12 10 上條 なつみ(1) 中学生    2.55 今井 愛胡(1) 中学生 早出 裕美(1) 中学生 欠場

岡谷西部中    +2.6 岡谷東部中    +2.3 岡谷東部中 岡谷東部中
今井 美里(2) 中学生 欠場

岡谷北部中
中学生女子 10/04  1 小口 維吹(1) 中学生    6.95  2 武舎 ひかる(1) 中学生    6.00  3 宮坂 なな(1) 中学生    5.40  4 田中 優冬(1) 中学生    4.97

岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷東部中
小学5･6年女子 10/04  1 伊藤 美咲(5) 小学生    1.00

田中小
小学5･6年女子 10/04  1 濱 美月(5) 小学生    3.36  2 井口 柚(5) 小学生    3.26  3 村瀬 祥子(6) 小学生    3.25  4 山田 真帆(5) 小学生    3.25

岡谷小    +1.8 岡谷小    +0.8 岡谷小    +2.0 長地小    +2.3
 5 宮本 若葉(5) 小学生    3.24

長地小    +1.3
小学3･4年女子 10/04
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砲丸投2.7砲丸投2.7砲丸投2.7
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走幅跳走幅跳走幅跳



リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 岡谷市 [-1] 競技会名 平成26年度第68回岡谷市民陸上選手権大会 兼第2回岡 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 茅野市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204040]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
中学生女子 10/04     1 岡谷西部中(A) 山田 楓(2) 小尾 友音(2) 小林 尚美(2) 中島 瑠衣(2)       56.03

    2 岡谷東部中 篠原 花恋(1) 花岡 いろは(2) 宮坂 育(1) 栁澤 唯月(2)       56.74
    3 岡谷西部中(B) 酒井 歩美(1) 花岡 瑚徒(1) 武舎 ひかる(1) 倉品 愛美(1)       59.78
    4 岡谷北部中 島﨑 七星(1) 髙木 佑菜(1) 小澤 沙永子(1) 今井 媛奈(2)     1,01.68

小学5･6年女子 10/04     1 神明小(A) 中嶋 密(6) 小口 侑寿葉(6) 加藤 瑶唯(6) 河口 いずみ(6)     1,03.18
    2 小井川小 高橋 陽葵(6) 加納 のどか(6) 大兼政 凜(6) 大場 ひかる(6)     1,03.52
    3 岡谷小(A) 村瀬 祥子(6) 石田 美夢(6) 百瀬 京佳(6) 武居 真衣(6)     1,04.73
    4 岡谷小(B) 武居 雅恵(5) 本橋 奈央子(5) 濱 美月(5) 濱 衣吹(5)     1,05.17
    5 長地小 小口 紗弥(5) 宮本 若葉(5) 笠原 江梨(5) 花岡 麗奈(5)     1,07.25
    6 神明小(B) 津田 充瑠(5) 手島 愛(5) 中嶋 菜月(5) 丸山 璃心(5)     1,11.79

小学3･4年女子 10/04     1 長地小 林 優舞(4) 板場 海咲葵(4) 宮坂 優那(4) 大矢 咲蘭(4)     1,10.09
    2 小井川小 大兼政 琳温(4) 永田  真知(4) 高林  あんり(4) 町田  芽依(4)     1,10.98
    3 川岸小 関 唯々香(4) 中島 優香(4) 大輪 円香(4) 宮内 胡都(4)     1,11.26
    4 神明小 池田 優香(4) 中嶋 茜音(4) 河口 みずき(4) 今井 成美(4)     1,11.81
    5 岡谷小 林 奈乃羽(3) 伊藤 朱音(3) 花岡 澄珠(3) 名和 夏乃子(3)     1,17.35

チーム名 選手名１
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