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第 33 回⻑野県⼩学⽣陸上競技⼤会 
兼 第３３回東海⼩学⽣リレー競技⼤会予選会 

兼 第２回東海⼩学⽣陸上競技⼤会予選会 

⽇清⾷品カップ 第３２回全国⼩学⽣陸上競技交流⼤会⻑野県代表選⼿選考会 

 
 
 
 
 

記 録 集 
期   ⽇︓ 平成２８年６⽉２６⽇（⽇） 
会   場︓ 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 201020） 
主   催︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 
後 援︓ ⽇本陸上競技連盟 公益財団法⼈安藤スポーツ･⾷⽂化振興財団 

⻑野県教育委員会 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︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 
総   務︓ 葛城 光⼀ 
審 判 ⻑︓  細⽥ 完⼆（トラック） 鈴⽊ ⽂雄（跳躍） 

伊藤 利博（投てき） ⼩林 初美（招集所） 
記録・情報主任︓ 丸⼭ 新吉 

■この⼤会で樹⽴された記録 
男女 種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考 
男⼦ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 61m92 久保⽥莉⽣(6) 下條 55m29 県⼩学新
〃 〃 〃 55m73 磯⾙ 颯太(6) 中込 〃 〃

⼥⼦ 〃 〃 54m86 倉⽥紗優加(6) 南箕輪 44m98 〃
〃 ⾛⾼跳 〃 1m35 平⾕ 紗菜(6) 朝⽇ SUN 1m33 ⼤会新
〃 4×100mR 〃 53"24 富⼭・宮原

宮下・牧内 坂城 JAC 53"27 県⼩・⼤会新

〃 〃 〃 53"70 宮下・関島
吉澤・⼭城 松川陸上ｸ 53"88 ⼤会新 

■グラウンドコンディション 
時刻 天候 ⾵向 ⾵速 気温 湿度

 9:30 晴 南東 1.8m 23℃ 59%
10:00 晴 南⻄ 2.1 25 47
11:00 晴 南 1.7 25 47
12:00 晴 南⻄ 2.4 25.5 42
13:00 曇 ⻄ 2.5 25.5 41
14:00 晴 ⻄ 2.8 26.5 40
15:00 晴 南 1.4 25.5 39

 



第３３回長野県小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 細田 完二
兼 第３３回東海小学生リレー競技大会兼第２回東海小学生陸上競技大会予選会 跳躍審判長 鈴木 文雄
日清食品カップ第３２回全国小学生陸上競技交流大会長野県代表選手選考会 投擲審判長 伊藤 利博
【開催日】 平成２８年６月２６日(日) 記録主任： 丸山 新吉

【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
 6/26 男女混合 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA       57.24 三郷       58.02 菅野       58.17 T&F佐久平(A)       58.18 伊那       58.49 穂高西AC-A       59.42 南箕輪       59.53 ｺﾒｯﾄ波田       59.86

4×100m 丸茂 花愛(5) 小林 柑南(5) 塩原 そよ香(5) 橋本 春花(5) 森本 なぎさ(5) 深澤 莉子(5) 海沼 結(5) 土屋 湖白(5)
山本 香菜美(5) 笠井 琴葉(5) 髙橋 杏奈(5) 山本 紗帆(5) 逸見 加奈子(5) 丸山 朔加(5) 髙橋 つきみ(5) 絈野 夏海(5)
木次 夏雪(5) 小林 修己(5) 河越 大(5) 菊池 優介(5) 藤野 仁喜(5) 中嶋 倖志(5) 笹平 日々喜(5) 古野 幌大(5)
小口 蒼葉(4) 酒井 漱規(5) 塩原 匠真(5) 百瀬 裕吏(5) 唐澤 佳志(5) 勝野 将(5) 伊藤 嶺(5) 菊地 来夢人(5)



予選 6月26日 12:00
決勝 6月26日 15:35

[ 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 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA  2736 丸茂 花愛(5)     58.57 q  1   7 穂高西AC-A  2477 深澤 莉子(5)     59.30 q

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ ﾎﾀｶﾆｼAC-A ﾌｶｻﾜ ﾘｺ
 2737 山本 香菜美(5)  2474 丸山 朔加(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ ﾏﾙﾔﾏ ｻｸｶ
 1732 木次 夏雪(5)  1476 中嶋 倖志(5)

ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼ
 1731 小口 蒼葉(4)  1475 勝野 将(5)

ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ ｶﾂﾉ ﾏｻｼ
 2   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  2883 梶間 理預(5)   1:01.72  2   4 北御牧  2139 栁澤 心奈(5)   1:02.20 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｺﾅ
 2888 能登 愛琉(5)  2138 田中 紗奈(5)

ﾉﾄｱｲﾙ ﾀﾅｶ ｻﾅ
 1854 今村 悠真(4)  1153 赤尾    匠(5)

ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ ｱｶｵ ﾀｸﾐ
 1855 山口 智司(5)  1152 菊地 珠生(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｶｽﾞ ｷｸﾁ ｼｭｳ
 3   8 望月AC(B)  2108 小松 優花(5)   1:01.83  3   6 北山  2701 舟久保 七海(5)   1:02.78 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ｺﾏﾂ ﾕｳｶ ｷﾀﾔﾏｼｮｳ ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ
 2109 清野 永采(5)  2702 林 ひよな(5)

ｷﾖﾉ ﾉｱ ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ
 1115 小山 翔平(5)  1696 柳澤 海斗(5)

ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ
 1116 佐々木 隆之介(5)  1697 中村 光(5)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ
 4   7 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB  2739 山田 聖来(4)   1:03.12  4   5 屋代(A)  2319 佐久間 萌佳(5)   1:03.54 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ ﾔｼﾛA ｻｸﾏ ﾓｴｶ
 2740 山下 心花(4)  2320 丸山 朋花(4)

ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｶ
 1734 多田 夏音(4)  1308 小池 奏斗(5)

ﾀﾀﾞ ｶｵﾄ ｺｲｹ ｶﾅﾄ
 1735 中村 奏太(4)  1309 山本 光輝(5)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾀ ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ
 5   2 四賀  2709 芦川 舞奈(5)   1:03.58  5   8 T&F佐久平(C)  2101 宮川 紗和(4)   1:04.45 

ｼｶﾞｼｮｳ ｱｼｶﾜ ﾏﾅ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾐﾔｶﾞﾜ  ｻﾜ
 2710 増澤 爽(5)  2102 窪田 寿理(4)

ﾏｽｻﾞﾜ ｻﾜ ｸﾎﾞﾀ  ｼﾞｭﾘ
 1701 里見 大成(5)  1103 竹内 睦喜(4)

ｻﾄﾐ ﾀｲｾｲ ﾀｹｳﾁ  ﾄﾓｷ
 1702 松山 貴大(5)  1102 山本 祐弥(4)

ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ
 6   5 T&F佐久平(B)  2098 小林 美月(5)   1:04.70  6   9 中込  2034 柳澤 美玖(4)   1:06.41 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｸ
 2099 高見澤 沙慧(5)  2033 宮嶋 愛佳(4)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｻｴ ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ
 1099 小林 珀琢(5)  1051 飯出 天紳(4)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ ｲｲﾃﾞ ﾃﾝｼﾝ
 1100 井出 博人(5)  1049 青木 陸登(4)

ｲﾃﾞ  ﾋﾛﾄ ｱｵｷ ﾘｸﾄ
 7   9 小海  2016 山口 優歩(4)   1:05.86  7   3 青木島  2289 宮島 歩那(5)   1:07.42 

ｺｳﾐｼｮｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｱ ｱｵｷｼﾞﾏ ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾕﾅ
 2015 井上 葵(4)  2291 板倉 真咲(5)

ｲﾉｳｴ ｱｵｲ ｲﾀｸﾗ ﾏｻｷ
 1015 井出 康成(4)  1278 井澤 耀(5)

ｲﾃﾞ ｺｳｾｲ ｲｻﾞﾜ ﾖｳ
 1014 小池 晴琉(4)  1279 小林 颯(5)

ｺｲｹ ﾊﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
 8   3 屋代(B)  2322 大塚 優愛(4)   1:06.89   2 豊科北  2499 久保田 愛美(5)

ﾔｼﾛB ｵｵﾂｶ ﾕｳﾅ ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｸﾎﾞﾀ ﾏﾅﾐ 失格
 2321 宮川 さくら(4)  2495 平田 奈々星(5) T3

ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｸﾗ ﾋﾗﾀ ﾅﾅｾ
 1310 髙山 琥太郎(4)  1491 荒木 悠作(4)

ﾀｶﾔﾏ ｺﾀﾛｳ ｱﾗｷ ﾕｳｻｸ
 1311 大倉 一真(4)  1495 林 陸翔(5)

ｵｵｸﾗ ｶｽﾞﾏ ﾊﾔｼ ﾘｸﾄ

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   7 三郷  2467 小林 柑南(5)     59.43 q  1   5 菅野  2582 塩原 そよ香(5)     59.48 q

ﾐｻﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ ｽｶﾞﾉ ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ
 2464 笠井 琴葉(5)  2581 髙橋 杏奈(5)

ｶｻｲ ｺﾄﾊ ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ
 1464 小林 修己(5)  1568 児玉 聖士朗(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ ｺﾀﾞﾏ ｾｲｼﾞﾛｳ
 1463 酒井 漱規(5)  1570 塩原 匠真(5)

ｻｶｲ ｿｳｷ ｼｵﾊﾗ ﾀｸﾏ
 2   5 南箕輪  2837 海沼 結(5)   1:00.25 q  2   7 ｺﾒｯﾄ波田  2562 土屋 湖白(5)   1:00.23 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｶｲﾇﾏ ﾕｳ ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾂﾁﾔ ｺﾊｸ
 2836 髙橋 つきみ(5)  2560 絈野 夏海(5)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ ｶｾﾉ ﾅﾂﾐ
 1836 笹平 日々喜(5)  1546 古野 幌大(5)

ｻｻﾋﾗ ﾋﾋﾞｷ ﾌﾙﾉ ｺｳﾀﾞｲ
 1835 伊藤 嶺(5)  1550 菊地 来夢人(5)

ｲﾄｳ ﾚｲ ｷｸﾁ ﾗｳﾄ
 3   6 伊那北  2830 井口 さくら(5)   1:01.46  3   6 箕輪中部  2841 森本 真衣(4)   1:01.26 

ｲﾅｷﾀ ｲｸﾞﾁ ｻｸﾗ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ
 2831 六波羅 琉菜(5)  2840 今井 遥香(4)

ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
 1828 半田 唯也(5)  1837 向山 大稀(4)

ﾊﾝﾀﾞ ﾕｲﾔ ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
 1829 有賀 宗太(5)  1838 唐澤 友作(4)

ｱﾙｶﾞ ｿｳﾀ ｶﾗｻﾜ ﾕｳｻｸ
 4   9 三郷AC  2469 深尾 美希(5)   1:01.56  4   4 穂高西AC-B  2481 牧田 紗和(4)   1:02.05 

ﾐｻﾄｴｰｼｰ ﾌｶｵ ﾐｷ ﾎﾀｶﾆｼAC-B ﾏｷﾀ ｻﾜ
 2470 佐々木 莉香(5)  2480 蓮井 瑠菜(4)

ｻｻｷ ﾘｶ ﾊｽｲ ﾙﾅ
 1470 太田 怜(5)  1479 望月 快(4)

ｵｵﾀ ﾚｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲ
 1471 中野 凌(5)  1478 深澤 来仁(4)

ﾅｶﾉ ﾘｮｳ ﾌｶｻﾜ ﾗｲﾄ
 5   4 波田GTR  2602 守屋 美沙紀(5)   1:04.39  5   3 明南ｸﾗﾌﾞ  2507 竹田 季美花(5)   1:03.42 

ﾊﾀｼﾞｰﾃｨｰｱｰﾙ ﾓﾘﾔ ﾐｻｷ ﾒｲﾅﾝｸﾗﾌﾞ ﾀｹﾀﾞ ｷﾐｶ
 2601 奈良 朋果(5)  2508 丸山 樹里(5)

ﾅﾗ ﾄﾓｶ ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾘ
 1578 根本 昊太(5)  1510 佐藤 玄輝(5)

ﾈﾓﾄ ｺｳﾀ ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ
 1579 山本 正治(5)  1509 佐藤 響(5)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ ｻﾄｳ ﾋﾋﾞｷ
 6   8 広丘  2527 上原 彩乃(4)   1:04.90  6   2 浅科AC(A)  2049 伊藤 桃花(4)   1:06.35 

ﾋﾛｵｶ ｳｴﾊﾗ ｱﾔﾉ ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ｲﾄｳ ﾓﾓｶ
 2522 丸山 七夢(4)  2047 山浦 瑞稀(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ ﾔﾏｳﾗ ﾐｽﾞｷ
 1523 原 颯駕(4)  1068 清水 颯太(5)

ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ
 1524 江川 康輝(4)  1067 市川 寛人(5)

ｴｶﾞﾜ ｺｳｷ ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾄ
 7   3 望月AC(C)  2110 小林 紗和(4)   1:06.37  7   8 伊賀良  2856 松澤 彩花(4)   1:07.87 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾜ ｲｶﾞﾗｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔｶ
 2111 佐藤 璃子(4)  2855 山崎 佑夏(4)

ｻﾄｳ ﾘｺ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ
 1117 大草 芽生(4)  1866 信末 知輝(4)

ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ ﾉﾌﾞｽｴ ﾄﾓｷ
 1118 桜井 雅悠(4)  1867 青島 駿平(4)

ｻｸﾗｲ ﾏｻﾊﾙ ｱｵｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ
 8   2 阿智村RC  2849 田中 美桜(5)   1:09.08  8   9 佐久平浅間  2040 石塚 夏姫(4)   1:08.35 

ｱﾁﾑﾗRC ﾀﾅｶ ﾐｵ ｻｸﾀﾞｲﾗｱｻﾏ ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾂｷ
 2848 田中 真友子(5)  2041 若杉 未来(4)

ﾀﾅｶ ﾏﾕｺ ﾜｶｽｷﾞ ﾐｸ
 1859 園原 琉生(5)  1059 佐藤 陸斗(4)

ｿﾉﾊﾗ ﾘｭｳｷ ｻﾄｳ ﾘｸﾄ
 1860 上原 朔(5)  1060 上原 優大(4)

ｳｴﾊﾗ ｻｸ ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ

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   6 伊那  2827 森本 なぎさ(5)     58.88 q  1   4 T&F佐久平(A)  2096 橋本 春花(5)     58.63 q

ｲﾅ ﾓﾘﾓﾄ ﾅｷﾞｻ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ
 2829 逸見 加奈子(5)  2097 山本 紗帆(5)

ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾎ
 1826 藤野 仁喜(5)  1097 菊池 優介(5)

ﾌｼﾞﾉ ｼﾞﾝｷﾞ ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ
 1827 唐澤 佳志(5)  1096 百瀬 裕吏(5)

ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾕｷ ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ
 2   4 望月AC(A)  2106 原 里菜(5)   1:00.35  2   6 赤穂  2834 宮澤 けい(5)   1:00.71 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾊﾗ ﾘﾅ ｱｶﾎ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ
 2107 北山 和鼓子(5)  2833 井坪 要(5)

ｷﾀﾔﾏ ﾜｺｺ ｲﾂﾎﾞ ｶﾅﾒ
 1113 山浦 雅斗(5)  1831 山下 竣太郎(5)

ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 1114 小林 碧空(5)  1832 高野 善郎(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ ﾀｶﾉ ﾖｼﾛｳ
 3   9 大町西B  2617 野口 茉優(5)   1:02.48  3   2 浜井場  2874 吉川 瑞姫(5)   1:01.68 

ｵｵﾏﾁﾆｼﾋﾞｰ ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ ﾖｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ
 2616 御筆 陽南(5)  2876 松澤 望(5)

ﾐﾌﾃ ﾞﾋﾅ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 1599 関 陸翔(5)  1897 鬼頭 涼雅(5)

ｾｷ ﾘｸﾄ ｷﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ
 1600 長屋 善丈(5)  1898 池田 結太(5)

ﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾋﾛ ｲｹﾀ ﾞﾕｳﾀ
 4   5 山形AC  2533 荒木 ななせ(5)   1:02.73  4   5 並柳  2604 小輪 かのん(5)   1:03.34 

ﾔﾏｶﾞﾀｴｰｼｰ ｱﾗｷ ﾅﾅｾ ﾅﾐﾔﾅｷﾞ ｺﾜ ｶﾉﾝ
 2532 中村 佳代(5)  2603 小澤 翔子(5)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾖ ｵｻﾞﾜ ｼｮｳｺ
 1532 山田 瑛太(5)  1580 今井 優希(5)

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ ｲﾏｲ ﾕｳｷ
 1531 山﨑 陽(5)  1581 大森 翔太(5)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ
 5   7 諏訪FA  2725 両角 愛菜(4)   1:03.32  5   7 明南  2505 小池 あずき(5)   1:04.98 

ｽﾜFA ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏﾅ ﾒｲﾅﾝ ｺｲｹ ｱｽﾞｷ
 2726 石平 愛菜(4)  2506 町田 莉良(5)

ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ ﾏﾁﾀﾞ ﾘﾗ
 1719 藤森 大地(4)  1504 宮下 大佑(5)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ ﾐﾔｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ
 1720 西谷 優希(4)  1503 安里 遥人(5)

ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｷ ｱｻﾄ ﾊﾙﾄ
 6   8 軽井沢中部  2085 中野 佐羽子(5)   1:03.72  6   8 浅科AC(B)  2051 佐藤 蒼衣(4)   1:06.00 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞ ﾅｶﾉ ｻﾜｺ ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ｻﾄｳ ｱｵｲ
 2084 上原 麻結(5)  2050 伊藤 穂乃(4)

ｳｴﾊﾗ ﾏﾕ ｲﾄｳ ﾎﾉ
 1083 山本 竜生(4)  1069 丸山 颯輝斗(5)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ ﾏﾙﾔﾏｻｷﾄ
 1082 上島 拓人(4)  1070 蒔田 朝也(5)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾀｸﾄ ﾏｷﾀ ﾄﾓﾔ
 7   2 裾花  2287 吉澤 紗良(5)   1:04.93  7   9 富草  2870 倉田 千愛(4)   1:07.84 

ｽｿﾊﾞﾅ ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾗ ﾄﾐｸｻｼｮｳ ｸﾗﾀ ﾁﾅ
 2288 矢島 由唯(5)  2869 松下 日菜向(4)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾅﾀ
 1276 斉藤 雅明(5)  1900 南島 柊太(4)

ｻｲﾄｳ ﾏｻｱｷ ﾐﾅﾐｼﾏ ｼｭｳﾀ
 1277 滝澤 賢太朗(5)  1899 熊谷 新太(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ ｸﾏｶﾞｲ ｱﾗﾀ
 8   3 水明AC  2075 田口 朱音(4)   1:08.71   3 平根

ｽｲﾒｲｴｰｼｰ ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ ﾋﾗﾈｼｮｳ 欠場
 2074 白石 華和(4)

ｼﾗｲｼ ｶﾅ
 1077 金澤 歩夢(4)

ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ
 1078 柳澤 音弥(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵﾄﾔ

男女混合

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA  2736 丸茂 花愛(5)     57.24 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
 2737 山本 香菜美(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ
 1732 木次 夏雪(5)

ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ
 1731 小口 蒼葉(4)

ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ
 2   9 三郷  2467 小林 柑南(5)     58.02 

ﾐｻﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ
 2464 笠井 琴葉(5)

ｶｻｲ ｺﾄﾊ
 1464 小林 修己(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ
 1463 酒井 漱規(5)

ｻｶｲ ｿｳｷ
 3   8 菅野  2582 塩原 そよ香(5)     58.17 

ｽｶﾞﾉ ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ
 2581 髙橋 杏奈(5)

ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ
 1569 河越 大(5)

ｶﾜｺﾞｴ ﾀﾞｲ
 1570 塩原 匠真(5)

ｼｵﾊﾗ ﾀｸﾏ
 4   6 T&F佐久平(A)  2096 橋本 春花(5)     58.18 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ
 2097 山本 紗帆(5)

ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾎ
 1097 菊池 優介(5)

ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ
 1096 百瀬 裕吏(5)

ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ
 5   5 伊那  2827 森本 なぎさ(5)     58.49 

ｲﾅ ﾓﾘﾓﾄ ﾅｷﾞｻ
 2829 逸見 加奈子(5)

ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ
 1826 藤野 仁喜(5)

ﾌｼﾞﾉ ｼﾞﾝｷﾞ
 1827 唐澤 佳志(5)

ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾕｷ
 6   4 穂高西AC-A  2477 深澤 莉子(5)     59.42 

ﾎﾀｶﾆｼAC-A ﾌｶｻﾜ ﾘｺ
 2474 丸山 朔加(5)

ﾏﾙﾔﾏ ｻｸｶ
 1476 中嶋 倖志(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼ
 1475 勝野 将(5)

ｶﾂﾉ ﾏｻｼ
 7   3 南箕輪  2837 海沼 結(5)     59.53 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
 2836 髙橋 つきみ(5)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
 1836 笹平 日々喜(5)

ｻｻﾋﾗ ﾋﾋﾞｷ
 1835 伊藤 嶺(5)

ｲﾄｳ ﾚｲ
 8   2 ｺﾒｯﾄ波田  2562 土屋 湖白(5)     59.86 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾂﾁﾔ ｺﾊｸ
 2560 絈野 夏海(5)

ｶｾﾉ ﾅﾂﾐ
 1546 古野 幌大(5)

ﾌﾙﾉ ｺｳﾀﾞｲ
 1550 菊地 来夢人(5)

ｷｸﾁ ﾗｳﾄ

男女混合

4×100m
決勝
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