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期   日： 平成２７年６月２１日（日） 

会   場： 長野県松本平広域公園陸上競技場（201020） 

主   催： (一財)長野陸上競技協会  

後   援： 日本陸上競技連盟 (公財)安藤スポーツ･食文化振興財団  

       長野県教育委員会 信濃毎日新聞社 

協   賛： 日清食品ホールディングス株式会社 

主   管： (一財)長野陸上競技協会 

審 判 長： トラック／藤森 茂幸・青柳 智之  フィールド／遠山 正洋 

       招集所／小林 初美 

記録・情報主任： 葛城 光一 

 

■この大会で樹立された記録 
月日 種目 予・決 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 
6/21 80mH 予選 13 秒 03 北川 広樹 男 軽井沢 A&AC 13 秒 12 大会新 
〃 〃 決勝 12 秒 83 〃 〃 〃 〃 〃 

 

■グラウンドコンディション 
6 月 21 日（日） 
時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度%
09:30 曇 東南東 1.3 20.5 77 
10:00 雨 南 1.2 20.5 77 
11:00 曇 南東 0.1 20.5 77 
12:00 雨 - 0.0 20.5 77 
13:00 雨 南 1.5 19.5 76 
14:00 曇 南南西 1.8 20.0 77 
15:00 曇 南 1,6 22.0 62 

 



第３２回長野県小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸.青柳智之
兼 第３２回東海小学生リレー競技大会兼第１回東海小学生陸上競技大会予選会 跳躍審判長 遠山　正洋
日清食品カップ第３１回全国小学生陸上競技交流大会長野県代表選手選考会 記録主任： 葛城　光一
【開催日】 平成２７年６月２１日（日）
【主催団体】 (一財)長野陸上競技協会 決勝記録一覧表

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
 6/21 小学男女混合 筑摩       58.11 ｺﾒｯﾄ波田       58.13 佐久A&AC       58.66 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ       59.64 穂高西AC-A       59.78 T&F佐久平(A)    1:00.51 芳川     1:00.70

4×100m 三澤 百佳(5) 中村 紗生(5) 長谷川 美玖(4) 山本 香菜美(4) 深澤 柚葉(5) 大鹿 愛和(5) 斉藤 凛咲(5)
樽澤 早紀(5) 北原 颯記(5) 大森 里香(5) 中村 空夏(5) 伊藤 沙優香(5) 竹花 碧乃(5) 青木 美桜(5)
杉原 立樹(5) 安藤 心葵(5) 篠原 令磨(5) 安部 桂史郎(5) 大塚 悠剛(5) 菊池 優介(4) 我妻 由崇(5)
安坂 丈瑠(5) 唐沢 直弥(5) 古村 拓海(5) 木次 夏雪(4) 大塚 壮剛(5) 大工原 光成(5) 二木 亜琉(5)



予選 6月21日 12:05
決勝 6月21日 15:40

長野県小学生記録(ER)            55.50 高島                         高島             2010/08/29  
（長谷川 聖奈・柿澤 菜摘・藤森 光星・外川 太一）

大会記録(GR)                    55.70 

[ 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   6 穂高西AC-A  2488 深澤 柚葉(5)     59.56 q  1   5 T&F佐久平(A)  2044 大鹿 愛和(5)   1:00.58 q

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｴｰ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｵｵｼｶ  ﾏﾅ
 2490 伊藤 沙優香(5)  2045 竹花 碧乃(5)

ｲﾄｳ ｻﾔｶ ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ
 1491 大塚 悠剛(5)  1047 菊池 優介(4)

ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ
 1492 大塚 壮剛(5)  1054 大工原 光成(5)

ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ
 2   4 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  2739 山本 香菜美(4)     59.93 q  2   6 豊科北  2519 宮澤 和花(5)   1:00.80 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ
 2738 中村 空夏(5)  2520 臼井 真陽(5)

ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ ｳｽｲ ﾏﾋﾙ
 1735 安部 桂史郎(5)  1514 竹内 秀晟(5)

ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ ﾀｹｳﾁ ｼｭｳｾｲ
 1733 木次 夏雪(4)  1515 滝澤 友月(5)

ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ
 3   8 伊那北  2778 宮下 奈津実(5)   1:00.96  3   3 南箕輪  2821 青沼 のどか(5)   1:02.54 

ｲﾅｷﾀ ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ
 2783 富山 唯奈(5)  2823 髙橋 つきみ(4)

ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
 1772 工藤 航介(5)  1811 長谷部 遥希(5)

ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ ﾊｾﾍﾞ ﾊﾙｷ
 1775 木下  一稀(5)  1808 伊藤 嶺(4)

ｷﾉｼﾀ  ｲｯｷ ｲﾄｳ ﾚｲ
 4   2 寿A  2603 草間 悠奈(5)   1:02.16  4   4 五加(B)  2331 六川 歩美(5)   1:02.86 

ｺﾄﾌﾞｷA ｸｻﾏ ﾕｳﾅ ｺﾞｶB ﾛｸｶﾞﾜ ｱﾕﾐ
 2602 丸山 倖(5)  2332 島田 莉子(5)

ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁ ｼﾏﾀﾞ ﾘｺ
 1587 百瀬 大二郎(5)  1336 大屋 翔(5)

ﾓﾓｾ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ ｵｵﾔ ｼｮｳ
 1591 冨澤 元宝(5)  1337 大日野 叶向(5)

ﾄﾐｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾀ ｵｵﾋﾉ ｶﾅﾀ
 5   5 T&F佐久平(B)  2039 市川 笑花(5)   1:03.80  5   1 軽井沢A&AC  2091 荻原 佳那(4)   1:04.73 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｲﾁｶﾜ  ｴﾐｶ ｶﾙｲｻﾞﾜ ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ
 2043 倉根  慧(5)  2094 佐伯 風帆(4)

ｸﾗﾈ  ｹｲ ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ
 1049 市川 和英(5)  1099 加藤 颯人(5)

ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ
 1052 小林 珀琢(4)  1098 加藤 大雅(4)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ
 6   7 小諸東小  2071 柳沢 瑠那(4)   1:04.30  6   7 玉川小  2741 福永 なつみ(5)   1:04.89 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙﾅ ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳ ﾌｸﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ
 2066 山本 紗帆(4)  2742 丸茂 花愛(4)

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
 1077 塩川 晴也(4)  1729 原田 祐健(4)

ｼｵｶﾜ ｾｲﾔ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｹﾝ
 1076 伊藤 壮一郎(4)  1727 利根川 俊哉(4)

ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾄﾈｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
 7   3 五加(A)  2329 丑山 凜乃(5)   1:04.70  7   8 丸山小B  2872 仲井 美園(4)   1:05.90 

ｺﾞｶA ｳｼﾔﾏ ﾘﾝﾉ ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ﾅｶｲ  ﾐｿﾉ
 2330 川崎 杏奈(5)  2871 中島 咲友菜(4)

ｶﾜｻｷ ｱﾝﾅ ﾅｶｼﾞﾏ  ｻﾕﾅ
 1330 緑川 智也(5)  1868 小林 元気(4)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ  ﾄﾓﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ
 1331 竹内 朝輝(5)  1869 髙橋 鎧(4)

ﾀｹｳﾁ  ﾄﾓｷ ﾀｶﾊｼ  ｶｲ
 8   1 下條小  2860 熊谷 あいり(4)   1:07.96  8   9 野岸小  2073 酒井 あいか(4)   1:06.45 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ｸﾏｶﾞｲ ｱｲﾘ ﾉｷﾞｼｼｮｳ ｻｶｲ  ｱｲｶ
 2861 朝山 愛夢(4)  2074 浅田 ほのか(4)

ｱｻﾔﾏ ｱﾑ ｱｻﾀﾞ  ﾎﾉｶ
 1856 後藤 世那(4)  1088 北島  慧悟(4)

ｺﾞﾄｳ ｾﾅ ｷﾀｼﾞﾏ  ｹｲｺﾞ
 1857 白上 裕一(4)  1084 永井 龍斗(4)

ｼﾗｶﾐ ﾕｳｲﾁ ﾅｶﾞｲ  ﾘｭｳﾄ
 9   9 裾花  2302 平瀬 容子(5)   1:08.33  9   2 永田  2245 羽入田 優華(5)   1:06.52 

ｽｿﾊﾞﾅ ﾋﾗｾ ﾖｳｺ ﾅｶﾞﾀ ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾕｳｶ
 2301 矢島 由唯(4)  2246 山﨑 未姫(5)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｷ
 1301 山本 凌誠(4)  1244 宮島 悠人(5)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
 1300 松浦 丈(4)  1245 中島 健翔(5)

ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ

小学男女混合

4×100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 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   5 芳川  2620 斉藤 凛咲(5)   1:00.56 q  1   5 ｺﾒｯﾄ波田  2590 中村 紗生(5)     58.40 q

ﾖｼｶﾜ ｻｲﾄｳ ﾘｻ ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾅｶﾑﾗ ｻｲ
 2621 青木 美桜(5)  2589 北原 颯記(5)

ｱｵｷ ﾐｵ ｷﾀﾊﾗ ｻﾂｷ
 1607 我妻 由崇(5)  1570 安藤 心葵(5)

ﾜｶﾞﾂﾏ ﾕﾀｶ ｱﾝﾄﾞｳ ｼｷ
 1608 二木 亜琉(5)  1572 唐沢 直弥(5)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾝﾘ ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾔ
 2   3 赤穂SRC  2796 山田 優芽(5)   1:00.91  2   6 望月AC(A)  2052 田中 葵(5)   1:01.48 

ｱｶﾎｴｽｱｰﾙｼｰ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾀﾅｶ ｱｵｲ
 2798 鎮西 花(5)  2048 手塚 菜々(5)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ ﾃﾂﾞｶ ﾅﾅ
 1788 小倉 心和(5)  1061 寺島 恒輔(5)

ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ
 1787 熊谷 知樹(5)  1064 矢嶋 虹太(5)

ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ
 3   6 屋代(A)  2363 亘 花乃(5)   1:01.73  3   3 穂高西AC-B  2498 石垣 愛梨(5)   1:01.90 

ﾔｼﾛA ﾜﾀﾘ ｶﾉ ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰﾋﾞ ｲｼｶﾞｷ ｱｲﾘ
 2362 大倉 澪(5)  2497 望月 心(5)

ｵｵｸﾗ ﾐｵ ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ
 1359 清水 啓太(5)  1499 梅津 紘哉(5)

ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ ｳﾒﾂﾞ ﾋﾛﾔ
 1360 永井 一羽(5)  1500 大月 悠(5)

ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾊ ｵｵﾂｷ ﾊﾙ
 4   1 坂井  2469 宮川 舞桜(5)   1:02.90  4   8 信大附属長野  2319 西沢 萌栞(5)   1:04.42 

ｻｶｲ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｵ ﾌｿﾞｸ ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ
 2468 吉池 美音(5)  2320 中山 美空(5)

ﾖｼｲｹ ﾐｵ ﾅｶﾔﾏ ﾐｸ
 1462 宮川 じょう(4)  1322 藤沢 友翔(5)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾞｮｳ ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｼｮｳ
 1463 藤田 翼(5)  1321 中西 勇貴(5)

ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ
 5   7 波田GTR  2616 奈良 朋果(4)   1:03.69  5   1 明南  2537 小池 あずき(4)   1:05.35 

ﾊﾀｼﾞｰﾃｨｰｱｰﾙ ﾅﾗ ﾄﾓｶ ﾒｲﾅﾝ ｺｲｹ ｱｽﾞｷ
 2617 絈野 夏海(4)  2538 竹田 季美花(4)

ｶｾﾉ ﾅﾂﾐ ﾀｹﾀﾞ ｷﾐｶ
 1603 菊地 来夢人(4)  1537 安里 遥人(4)

ｷｸﾁ ﾗｳﾄ ｱｻﾄ ﾊﾙﾄ
 1604 古野 幌大(4)  1538 山田 修平(4)

ﾌﾙﾉ ｺｳﾀﾞｲ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ
 6   2 仁礼  2283 泉 玲奈良(4)   1:04.70  6   4 望月AC(B)  2047 吉田 凛(4)   1:05.68 

ﾆﾚｲ ｲｽﾞﾐ ﾚﾅ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝﾘﾝ
 2282 齋藤 ひなた(4)  2049 小松 優花(4)

ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ ｺﾏﾂ ﾕｳｶ
 1282 清水 隆誠(4)  1060 山浦 雅斗(4)

ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ
 1283 田中 豪(4)  1062 小林 碧空(4)

ﾀﾅｶ ｺﾞｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
 7   9 豊科南A  2513 塚田 春歌(4)   1:05.21  7   7 長地小  2749 花岡 亜矢(4)   1:06.08 

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐA ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｶ ｵｻﾁｼｮｳ ﾊﾅｵｶ ｱﾔ
 2514 坂口 美樹(4)  2748 小松 志緒(4)

ｻｶｸﾞﾁ ﾐｷ ｺﾏﾂ ｼｵ
 1512 宮入 隆太朗(4)  1697 吉原 昇(4)

ﾐﾔｲﾘ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾖｼﾊﾗ ﾉﾎﾞﾙ
 1513 小松 剣心(5)  1696 田村 琉信(4)

ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾝ ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｼﾝ
 8   8 青木小  2112 岩下 瑠莉(4)   1:06.00  8   9 丸山小A  2869 吉沢  舞帆(4)   1:08.94 

ｱｵｷｼｮｳ ｲﾜｼﾀ ﾙﾘ ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ﾖｼｻﾞﾜ  ﾏﾎ
 2113 佐藤 菜々子(4)  2870 板倉 詩織(4)

ｻﾄｳ ﾅﾅｺ ｲﾀｸﾗ  ｼｵﾘ
 1121 佐藤晄壽(4)  1867 松澤  秀紀(4)

ｻﾄｳ ｱｷﾄｼ ﾏﾂｻﾞﾜ  ﾋﾃﾞｷ
 1122 小林 悠吾(4)  1866 遠山 雄正(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺﾞ ﾄｵﾔﾏ  ﾕｳｾｲ
  4 南相木小  2013 伊藤紅葉(5)   2 豊洲

ﾐﾅﾐｱｲｷ ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 失格 ﾄﾖｽ 欠場
 2016 由井陽琴(5) Ｒ１(1-2)

ﾕｲ ﾋｺﾄ
 1016 菊池和泉(5)

ｷｸﾁ ｲｽﾞﾐ
 1017 丹後凪人(5)

ﾀﾝｺﾞ ﾅｷﾞﾄ

小学男女混合

4×100m



[ 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   5 筑摩  2609 三澤 百佳(5)     58.07 q  1   6 三郷  2477 守屋 咲芭(5)     58.92 q

ﾂｶﾏ ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ ﾐｻﾄ ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ
 2608 樽澤 早紀(5)  2476 倉田 侑季(5)

ﾀﾙｻﾜ ｻｷ ｸﾗﾀ ｳｷ
 1596 杉原 立樹(5)  1468 滝沢 心泉(5)

ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾝｾﾝ
 1595 安坂 丈瑠(5)  1466 上田 大稀(5)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ ｳｴﾀﾞ ﾀｲｷ
 2   6 岸野小  2027 林 さくら(5)   1:01.43  2   5 佐久A&AC  2060 長谷川 美玖(4)     59.21 q

ｷｼﾉｼｮｳ ﾊﾔｼ ｻｸﾗ ｻｸｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ
 2025 森 美陽(5)  2059 大森 里香(5)

ﾓﾘ ﾐﾊﾙ ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ
 1029 藤巻 陸都(5)  1074 篠原 令磨(5)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｸﾄ ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾏ
 1025 岡田 陸(5)  1072 古村 拓海(5)

ｵｶﾀﾞ ﾘｸ ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ
 3   1 穂高西AC-C  2501 深澤 莉子(4)   1:01.99  3   4 美篶  2832 内木真奈美(5)   1:01.96 

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｼ ﾌｶzﾜ ﾘｺ ﾐｽｽﾞ ﾅｲｷ ﾏﾅﾐ
 2500 丸山 朔加(4)  2833 北原栞(5)

ﾏﾙﾔﾏ ｻｸｶ ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
 1502 中西 郁真(4)  1819 高橋彪河(5)

ﾅｶﾅｼ ｲｸﾏ ﾀｶﾊｼ ﾋｭｳｶﾞ
 1501 勝野 将(4)  1820 春日勇人(5)

ｶﾂﾉ ﾏｻｼ ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ
 4   7 飯島  2825 下島 琉那(5)   1:02.04  4   9 戸狩  2239 川久保 涼美(5)   1:04.55 

ｲｲｼﾞﾏ ｼﾓｼﾞﾏ ﾙﾅ ﾄｶﾞﾘ ｶﾜｸﾎﾞ ｽｽﾞﾐ
 2827 唐澤 杏奈(5)  2240 江口 萌香(5)

ｶﾗｻﾜ ｱﾝﾅ ｴｸﾞﾁ ﾓｶ
 1818 堀越 隆徳(5)  1240 平井 颯馬(5)

ﾎﾘｺｼ ﾀｶﾉﾘ ﾋﾗｲ ｿｳﾏ
 1816 久保田 凱士(5)  1241 足立 一心(5)

ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ ｱﾀﾞﾁ ｲｼﾝ
 5   3 諏訪FA  2746 河西 真依(4)   1:03.35  5   7 北御牧小  2110 小川原 涼花(5)   1:04.95 

ｽﾜFA ｶｻｲ ﾏｲ ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳ ｵｶﾞﾜﾗ ｽｽﾞｶ
 2744 増田 藍(4)  2111 堀内 若葉(5)

ﾏｽﾀﾞ ｱｲ ﾎﾘｳﾁ ﾜｶﾊﾞ
 1719 林 幸史郎(5)  1114 猪口 富椰ﾝ(5)

ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ ｲﾉｸﾞﾁ ﾌﾟﾔﾝ
 1720 小泉 陽貴(5)  1115 高島 莉生(5)

ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ ﾀｶｼﾏ ﾘｵ
 6   4 浅科AC(B)  2036 鈴木 葵(4)   1:04.54  6   8 豊科北AC  2528 小穴 眞理子(4)   1:05.24 

ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ｽｽﾞｷ  ｱｵｲ ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰｼｰ ｵｱﾅ ﾏﾘｺ
 2034 高野 杏美(4)  2526 小穴 都聖(4)

ﾀｶﾉ  ｱﾐ ｵｱﾅ ﾐﾏｻ
 1039 丸山 颯輝斗(4)  1522 矢倉 優樹(4)

ﾏﾙﾔﾏ  ｻｷﾄ ﾔｸﾞﾗ ﾕｳｷ
 1041 市川 寛人(4)  1521 浅川 玲(4)

ｲﾁｶﾜ  ﾋﾛﾄ ｱｻｶﾜ ﾚｲ
 7   9 朝日RISE  2484 伊藤 唯月(4)   1:05.30  7   3 北山小  2751 舟久保 七海(4)   1:05.71 

ｱｻﾋﾗｲｽﾞ ｲﾄｳ ﾕﾂﾞｷ ｷﾀﾔﾏｼｮｳ ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ
 2485 清沢 和花(5)  2750 林 ひよな(4)

ｷﾖｻﾜ ﾜｶ ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ
 1483 上條 凱也(4)  1700 中村 光(4)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｷﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ
 1486 北村 和哉(4)  1699 柳澤 海斗(4)

ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ
 8   8 屋代(B)  2364 太田 このみ(5)   1:05.99  8   1 浅科AC(A)  2035 山浦 瑞稀(4)   1:06.81 

ﾔｼﾛB ｵｵﾀ ｺﾉﾐ ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ﾔﾏｳﾗ   ﾐｽﾞｷ
 2365 佐久間 萌佳(4)  2032 横山 優月(4)

ｻｸﾏ ﾓｴｶ ﾖｺﾔﾏ  ﾕｽﾞ
 1361 山田 希琉(4)  1040 佐藤 真稀(4)

ﾔﾏﾀﾞ ｷﾘｭｳ ｻﾄｳ  ﾏｻｷ
 1362 栁澤 温大(4)  1043 石井 俊太(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙﾀ ｲｼｲ  ｼｭﾝﾀ
 9   2 阿智村RC  1851 塚田 周太郎(4)   1:12.94   2 泰阜小  2886 東 夏蓮(5)

ｱﾁﾑﾗｱｰﾙｼｰ ﾂｶﾀﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ ﾔｽｵｶｼｮｳ ｱｽﾞﾏ ｶﾚﾝ 失格
 1849 園原 琉生(4)  2887 鈴木 優里奈(5) R1(1-2)

ｿﾉﾊﾗ ﾘｭｳｷ ｽｽﾞｷ ﾕﾘﾅ
 1850 上原 朔(4)  1880 平川 僚介(5)

ｳｴﾊﾗ ｻｸ ﾋﾗｶﾜ ﾘｮｳｽｹ
 2853 田中 真友子(4)  1879 島﨑 大河(5)

ﾀﾅｶ ﾏﾕｺ ｼﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ

小学男女混合

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 筑摩  2609 三澤 百佳(5)     58.11 

ﾂｶﾏ ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ
 2608 樽澤 早紀(5)

ﾀﾙｻﾜ ｻｷ
 1596 杉原 立樹(5)

ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ
 1595 安坂 丈瑠(5)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 2   6 ｺﾒｯﾄ波田  2590 中村 紗生(5)     58.13 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾅｶﾑﾗ ｻｲ
 2589 北原 颯記(5)

ｷﾀﾊﾗ ｻﾂｷ
 1570 安藤 心葵(5)

ｱﾝﾄﾞｳ ｼｷ
 1572 唐沢 直弥(5)

ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾔ
 3   7 佐久A&AC  2060 長谷川 美玖(4)     58.66 

ｻｸｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ
 2059 大森 里香(5)

ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ
 1074 篠原 令磨(5)

ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾏ
 1072 古村 拓海(5)

ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ
 4   9 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  2739 山本 香菜美(4)     59.64 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ
 2738 中村 空夏(5)

ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ
 1735 安部 桂史郎(5)

ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ
 1733 木次 夏雪(4)

ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ
 5   8 穂高西AC-A  2488 深澤 柚葉(5)     59.78 

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｴｰ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ
 2490 伊藤 沙優香(5)

ｲﾄｳ ｻﾔｶ
 1491 大塚 悠剛(5)

ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ
 1492 大塚 壮剛(5)

ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ
 6   3 T&F佐久平(A)  2044 大鹿 愛和(5)   1:00.51 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｵｵｼｶ  ﾏﾅ
 2045 竹花 碧乃(5)

ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ
 1047 菊池 優介(4)

ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ
 1054 大工原 光成(5)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ
 7   2 芳川  2620 斉藤 凛咲(5)   1:00.70 

ﾖｼｶﾜ ｻｲﾄｳ ﾘｻ
 2621 青木 美桜(5)

ｱｵｷ ﾐｵ
 1607 我妻 由崇(5)

ﾜｶﾞﾂﾏ ﾕﾀｶ
 1608 二木 亜琉(5)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾝﾘ
  4 三郷  2475 山下 実緒莉(5)

ﾐｻﾄ ﾔﾏｼﾀ ﾐｵﾘ 失格
 2476 倉田 侑季(5) R1(1-2)

ｸﾗﾀ ｳｷ
 1468 滝沢 心泉(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾝｾﾝ
 1466 上田 大稀(5)

ｳｴﾀﾞ ﾀｲｷ

4×100m
決勝

小学男女混合
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