
大会コード 17170004

： ２０１７年６月２５日（日）
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 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

長野県教育委員会　信濃毎日新聞社 
： 日清食品ホールディングス株式会社
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 内山 了治
： 青柳 智之 (トラック)　酒井 剛 (跳躍)

伊藤 利博 (投てき) 小林 初美 (招集所)
： 瀧沢 佳生

■この大会で樹立された記録
 なし

■グラウンドコンディション

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技 
他の競技者を妨害した (R163-2) (走高跳・棒高跳)
他のレーンに入った (R163-3a) 失敗・無効試技
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) パス
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 試合放棄
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
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第３４回長野県小学生陸上競技大会
兼 第３４回東海小学生リレー競走大会 予選会
兼 第３回東海小学生陸上競技大会 予選会

日清食品カップ 第３３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 集



第３４回長野県小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 青柳 智之
兼 第３４回東海小学生リレー競技大会兼第３回東海小学生陸上競技大会予選会 跳躍審判長 酒井 剛
日清食品カップ第３３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２９年６月２５日(日) 記録主任： 瀧沢 佳生

【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
 6/25 男女混合 箕輪中部       57.89 諏訪FA       58.81 四賀       58.96 穂高西AC       59.48 飯島       59.56 軽井沢A&AC     1:00.08 松川陸上     1:00.23

4×100mR 森本 真衣(5) 小倉 杏(4) 矢﨑 梨奈(5) 蓮井 瑠菜(5) 工藤 ひなた(5) 並木 彩華(4) 中島 采香(4)
今井 遥香(5) 御子柴 清美(4) 市川 紗菜(5) 牧田 紗和(5) 北原 瑠菜(5) 中嶋 杏佳(4) 湯澤 彩花(4)
杉井 瑛澄(5) 小溝 悠晟(4) 曽我 佑治郎(5) 望月 快(5) 矢澤 翔太(5) 雨宮 伊吹(5) 中原 稜(5)
向山 大稀(5) 遠藤 晄(4) 増田 翔太(5) 深澤 来仁(5) 加藤 一毅(5) 金澤 歩夢(5) 今村 悠真(5)



予選 6月25日 12:00
決勝 6月25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)                    56.17 豊科北AC                                      2013        
（木村 実夢・津幡 祐衣・丸山 直樹・白澤 稜馬）

[ 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   5 松川陸上  2852 中島 采香(4)   1:00.16 q  1   5 箕輪中部  2792 森本 真衣(5)     57.73 q

ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ
 2853 湯澤 彩花(4)  2793 今井 遥香(5)

ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
 1849 中原 稜(5)  1793 杉井 瑛澄(5)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ ｽｷﾞｲ ｴｲｽ
 1848 今村 悠真(5)  1794 向山 大稀(5)

ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
 2   9 座光寺  2870 石川 結衣(4)   1:03.29  2   3 四賀  2723 矢﨑 梨奈(5)   1:00.15 q

ｲｼｶﾜ ﾕｲ ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ
 2871 千葉 唯花(4)  2724 市川 紗菜(5)

ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ ｲﾁｶﾜ ｻﾅ
 1869 春原 秀(4)  1727 曽我 佑治郎(5)

ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ ｿｶﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ
 1870 木内 憲琉(4)  1726 増田 翔太(5)

ｷｳﾁ ｹﾝﾘｭｳ ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ
 3   6 平根  2042 荻原 永恋(5)   1:03.61  3   2 屋代  2345 宮川 さくら(5)   1:01.33 

ｵｷﾞﾊﾗ ｴﾚﾝ ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｸﾗ
 2043 依田 はるな(5)  2346 前田 華花(5)

ﾖﾀﾞ ﾊﾙﾅ ﾏｴﾀﾞ ﾊﾅｶ
 1037 大工原 礼人(5)  1336 大倉 一真(5)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｱﾔﾄ ｵｵｸﾗ ｶｽﾞﾏ
 1038 水澤 蓮(5)  1337 清水 大地(4)

ﾐｽﾞｻﾜ ﾚﾝ ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ
 4   3 旭町  2473 井口 菜緒(5)   1:03.61  4   6 梓川  2478 永本 涼夏(4)   1:03.43 

ｲｸﾞﾁ ﾅｵ ﾅｶﾞﾓﾄ ｽｽﾞｶ
 2472 内田 朋実(5)  2479 宇田川 結桜(4)

ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾐ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕﾗ
 1470 田所 宗治(4)  1477 上條 輝(4)

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾑﾈﾊﾙ ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｷﾗ
 1469 美里 晃汰(4)  1476 輪湖 雅治(4)

ﾐｻﾄ ｺｳﾀ ﾜｺ ﾏｻﾊﾙ
 5   1 下條  2864 中島 妃芽乃(4)   1:04.58  5   7 中川西  2812 新井 結衣(5)   1:03.55 

ﾅｶｼﾏ ﾋﾒﾉ ｱﾗｲ ﾕｲ
 2863 熊谷 かなで(4)  2814 小杉 心愛(5)

ｸﾏｶﾞｲ ｶﾅﾃﾞ ｺｽｷﾞ ｺｺｱ
 1863 熊谷 駿汰(4)  1820 富永 陽人(5)

ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝﾀ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ
 1862 下平 陽斗(4)  1819 竹澤 士音(5)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾊﾙﾄ ﾀｹｻﾞﾜ ｼｵﾝ
 6   2 小海  2021 井出 こころ(4)   1:05.05  6   1 佐久平浅間  2061 石塚 夏姫(5)   1:04.06 

ｲﾃ ﾞｺｺﾛ ｲｼﾂﾞｶ ﾅﾂｷ
 2020 篠原 百々香(4)  2062 若杉 未来(5)

ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ ﾜｶｽｷﾞ ﾐｸ
 1020 鷹野 珀(4)  1061 堀込 大介(4)

ﾀｶﾉ ﾊｸ ﾎﾘｺﾐ ﾀﾞｲｽｹ
 1019 中嶋 大地(4)  1060 小林 徠希(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲｷ
 7   8 とよす  2317 竹内 咲和(5)   1:07.06  7   4 穂高南  2600 鎌倉 もも(4)   1:04.12 

ﾀｹｳﾁ ｻﾜ ｶﾏｸﾗ ﾓﾓ
 2318 徳武 眞帆(5)  2599 福井 美春(4)

ﾄｸﾀｹ ﾏﾎ ﾌｸｲ ﾐﾊﾙ
 1309 沖田 翔(5)  1598 足立 喜一郎(4)

ｵｷﾀ ｼｮｳ ｱﾀﾞﾁ ｷｲﾁﾛｳ
 1308 依田 大輝(5)  1597 村松 留依(4)

ﾖﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾑﾗﾏﾂ ﾙｲ
  4 T&F佐久平  2097 窪田 寿理(5)  8   8 坂井  2534 池田 詩音(5)   1:04.40 

ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾘ 失格 ｲｹﾀﾞ ｼｵﾝ
 2098 宮川 紗和(5) R1(1-2)  2535 宮下 栞帆(4)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｻﾜ ﾐﾔｼﾀ ｶﾎ
 1105 山本 祐弥(5)  1527 吉池 康希(4)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ ﾖｼｲｹ ｺｳｷ
 1106 中澤 煌牙(4)  1526 宮坂 太葵(5)

ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ ﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ
  7 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ  2648 吉池 伊織(5)  9   9 ｱｻﾏﾈSC  2112 小林 粋佳(5)   1:07.49 

ﾖｼｲｹ ｲｵﾘ 失格 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ
 2647 橋本 佳歩(5) R1(1-2)  2113 住沢 叶和子(5)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ ｽﾐｻﾜ ﾄﾜｺ
 1636 二山 琉威(5)  1124 美斉津 岳(4)

ﾌﾀﾔﾏ ﾙｲ ﾐｻｲｽﾞ ｶﾞｸ
 1637 宮沢 璃空(5)  1125 土屋 海哩(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｸ ﾂﾁﾔ ｶｲﾘ

男女混合

4×100mR

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 山形AC  2638 宮越 南央(5)     59.59 q  1   4 飯島  2823 工藤 ひなた(5)     59.59 q

ﾐﾔｺｼ ﾅｵ ｸﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ
 2636 平林 あいら(5)  2822 北原 瑠菜(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ ｷﾀﾊﾗ ﾙﾅ
 1627 丸山 凌央(5)  1829 矢澤 翔太(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｵ ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
 1626 平林 瑞樹(5)  1828 加藤 一毅(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ ｶﾄｳ ｲﾂｷ
 2   4 神科  2120 佐野 未優菜(5)   1:00.99  2   5 軽井沢A&AC  2105 並木 彩華(4)   1:00.10 q

ｻﾉ ﾐﾕﾅ ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
 2119 権田 はるの(5)  2103 中嶋 杏佳(4)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾊﾙﾉ ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
 1132 笹澤 廉(5)  1113 雨宮 伊吹(5)

ｻｻｻﾞﾜ ﾚﾝ ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ
 1133 滝澤 智博(5)  1112 金澤 歩夢(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ
 3   3 松川陸上  2855 柳 美紀(4)   1:02.11  3   6 高島  2721 河西 美結(5)   1:01.72 

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ ｶｻｲ ﾐﾕ
 2854 羽生 月佳(4)  2722 藤原 莉奈(5)

ﾊﾆｭｳ ﾙｶ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾅ
 1851 丸山 由晴(4)  1721 伊藤 聖河(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ ｲﾄｳ ｾｲｶﾞ
 1850 佐藤 颯(4)  1722 山崎 夏月(5)

ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ
 4   7 並柳  2567 堀内 杏菜(4)   1:02.91  4   8 山形TF  2639 平林 さくら(5)   1:02.97 

ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ
 2569 宮入 心奈(4)  2640 上条 陽那(5)

ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾅ
 1565 田中 拳水(4)  1628 土屋 郁真(5)

ﾀﾅｶ ｹﾝｽｲ ﾂﾁﾔ ｲｸﾏ
 1566 小松 秀爾(4)  1629 村田 侑世(5)

ｺﾏﾂ ｼｭｳｼﾞ ﾑﾗﾀ ﾕｳｾｲ
 5   6 望月AC  2088 佐藤 璃子(5)   1:03.62  5   7 屋代  2348 大塚 優愛(5)   1:03.04 

ｻﾄｳ ﾘｺ ｵｵﾂｶ ﾕｳﾅ
 2089 小林 紗和(5)  2347 丸山 朋花(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾜ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｶ
 1089 大草 芽生(5)  1338 滝澤 克樹(5)

ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾂｷ
 1090 桜井 雅悠(5)  1339 花岡 翼(5)

ｻｸﾗｲ ﾏｻﾊﾙ ﾊﾅｵｶ ﾂﾊﾞｻ
 6   2 開明  2506 小倉 愛里(5)   1:04.84  6   2 ｺﾒｯﾄ波田  2527 藤田 倖歩(4)   1:03.49 

ｵｸﾞﾗ ｱｲﾘ ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾎ
 2505 平田 里奈(5)  2528 手塚 葵理(4)

ﾋﾗﾀ ﾘﾅ ﾃﾂﾞｶ ｱｵﾘ
 1506 渡辺 創也(4)  1524 古野 頑人(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾔ ﾌﾙﾉ ｹﾞﾝﾄ
 1507 神山 凱星(4)  1523 大野 羽琉(5)

ｶﾐﾔﾏ ｶｲｾｲ ｵｵﾉ ﾊﾙ
 7   9 豊丘南  2762 壬生 蒼衣(4)   1:05.72  7   9 小諸東  2067 平川 真穂子(4)   1:04.81 

ﾐﾌﾞ ｱｵｲ ﾋﾗｶﾜ ﾏﾎｺ
 2763 木下 麗(4)  2068 竹内 万桜(4)

ｷﾉｼﾀ ｳﾗﾗ ﾀｹｳﾁ ﾏｵ
 1892 壬生 然(4)  1069 山口 遼真(4)

ﾐﾌﾞ ｾﾞﾝ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ
 1891 細田 怜哉(4)  1068 内堀 竜聖(4)

ﾎｿﾀﾞ ﾚﾝﾔ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾘｭｳｾｲ
 8   8 ﾛﾃﾞｨｵ  2055 竹花 心音(4)   1:06.11  8   3 浅科AC  2051 山浦 日陽理(4)   1:05.43 

ﾀｹﾊﾅ ｺﾉﾝ ﾔﾏｳﾗ ﾋｵﾘ
 2054 依田 帆花(4)  2052 臼田 蒼衣(4)

ﾖﾀﾞ ﾎﾉｶ ｳｽﾀﾞ ｱｵｲ
 1055 田島 一輝(4)  1052 篠原 大和(4)

ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ ｼﾉﾊﾗ ﾔﾏﾄ
 1054 土屋 大成(4)  1053 高橋 大登(4)

ﾂﾁﾔ ﾀｲｾｲ ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾄ

男女混合

4×100mR



[ 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   7 諏訪FA  2737 小倉 杏(4)     58.98 q  1   4 赤穂  2776 北原 萌衣(5)   1:01.01 

ｵｸﾞﾗ ｱﾝｽﾞ ｷﾀﾊﾗ ﾒｲ
 2736 御子柴 清美(4)  2777 石曽根 葵(5)

ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ
 1733 小溝 悠晟(4)  1780 清水 秀一朗(5)

ｺﾐｿﾞ ﾕｳｾｲ ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
 1732 遠藤 晄(4)  1779 原田 琢己(5)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
 2   6 穂高西AC  2594 蓮井 瑠菜(5)     59.36 q  2   7 広丘  2585 武石 佳子(4)   1:02.53 

ﾊｽｲ ﾙﾅ ﾀｹｲｼ ｶｺ
 2595 牧田 紗和(5)  2587 松田 惺月(4)

ﾏｷﾀ ｻﾜ ﾏﾂﾀﾞ ｾｲﾗ
 1594 望月 快(5)  1576 須澤 洸太(4)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲ ｽｻﾞﾜ ｺｳﾀ
 1595 深澤 来仁(5)  1575 保科 広樹(4)

ﾌｶｻﾜ ﾗｲﾄ ﾎｼﾅ ﾋﾛｷ
 3   5 赤穂  2780 竹村 一愛(5)   1:02.55  3   5 水明AC  2076 中島 芽衣(4)   1:03.31 

ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞｱ ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ
 2779 山本 奏葉(5)  2075 大森 玲花(4)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾊ ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ
 1782 唐澤 琉之介(5)  1081 神谷 永遠(4)

ｶﾗｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ｶﾐﾔ ﾄﾜ
 1783 岩崎 聡太(5)  1080 小野澤 歯衣音(4)

ｲﾜｻｷ ｿｳﾀ ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾉﾝ
 4   4 豊科北  2560 木村 湊(4)   1:03.12  4   8 宮川  2709 加納 瑠璃菜(5)   1:04.14 

ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ ｶﾉｳ ﾙﾘﾅ
 2559 緑川 かなで(4)  2710 鈴木 愛琳(5)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶﾅﾃﾞ ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ
 1549 久保田 大輝(4)  1708 滝澤 陽哉(5)

ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾔ
 1547 小穴 理人(4)  1709 両角 禮夢(5)

ｵｱﾅ ﾘﾋﾄ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾗｲﾑ
 5   9 高瀬  2045 菊原 優愛(5)   1:04.02  5   9 山形  2630 平井 紗久良(4)   1:04.51 

ｷｸﾊﾗ ﾕｱ ﾋﾗｲ ｻｸﾗ
 2046 土屋 咲乃(5)  2631 長村 梨夢(4)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾉ ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ
 1039 八幡 壱路(5)  1622 倉科 千空(4)

ﾊﾁﾏﾝ ｲﾁﾛ ｸﾗｼﾅ ﾁｿﾗ
 1040 依田 晴樹(5)  1621 日笠 大地(4)

ﾖﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾋｶﾞｻ ﾀﾞｲﾁ
 6   8 穂高南  2602 会川 千陽(4)   1:05.03  6   3 上田西  2117 須山 知花(4)   1:04.92 

ｱｲｶﾜ ﾁﾖ ｽﾔﾏ ﾁﾊﾅ
 2601 窪田 歩咲(4)  2116 大熊 杏美(4)

ｸﾎﾞﾀ ｱｻｷ ｵｵｸﾏ ｱﾐ
 1599 富田 夏輝(4)  1131 阿部 光希(4)

ﾄﾐﾀ ﾅﾂｷ ｱﾍﾞ ﾐﾂｷ
 1600 降旗 海智(5)  1130 田村 優弥(4)

ﾌﾘﾊﾀ ｶｲﾁ ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ
 7   2 城山  2332 山岸 莉々菜(4)   1:05.49  7   2 豊井  2311 遠藤 玲菜(5)   1:05.18 

ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾘﾅ ｴﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ
 2331 桑原 瑠花(4)  2312 戸島 和花(5)

ｸﾜﾊﾗ ﾙｶ ﾄｼﾏ ﾉﾄﾞｶ
 1323 滝澤 雄飛(4)  1306 髙橋 和空(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾋ ﾀｶﾊｼ ﾜｸ
 1322 宮下 瑛之信(4)  1307 神田 勇大(5)

ﾐﾔｼﾀ ｴｲﾉｼﾝ ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ
 8   3 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ  2108 土屋 夢萌(4)   1:07.05   6 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  2700 小倉 和香葉(5)

ﾂﾁﾔ ﾕﾒ ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 失格
 2107 手塚 華(4)  2701 山田 聖来(5) R1(2-3)

ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ
 1120 柳澤 翔逢(4)  1702 漆戸 遥希(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ ｳﾙｼﾄﾞ ﾊﾙｷ
 1121 諸山 琉生(4)  1700 中村 奏太(5)

ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾀ

男女混合

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 箕輪中部  2792 森本 真衣(5)     57.89 

ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ
 2793 今井 遥香(5)

ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
 1793 杉井 瑛澄(5)

ｽｷﾞｲ ｴｲｽ
 1794 向山 大稀(5)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
 2   7 諏訪FA  2737 小倉 杏(4)     58.81 

ｵｸﾞﾗ ｱﾝｽﾞ
 2736 御子柴 清美(4)

ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ
 1733 小溝 悠晟(4)

ｺﾐｿﾞ ﾕｳｾｲ
 1732 遠藤 晄(4)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ
 3   2 四賀  2723 矢﨑 梨奈(5)     58.96 

ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ
 2724 市川 紗菜(5)

ｲﾁｶﾜ ｻﾅ
 1727 曽我 佑治郎(5)

ｿｶﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ
 1726 増田 翔太(5)

ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ
 4   5 穂高西AC  2594 蓮井 瑠菜(5)     59.48 

ﾊｽｲ ﾙﾅ
 2595 牧田 紗和(5)

ﾏｷﾀ ｻﾜ
 1594 望月 快(5)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲ
 1595 深澤 来仁(5)

ﾌｶｻﾜ ﾗｲﾄ
 5   9 飯島  2823 工藤 ひなた(5)     59.56 

ｸﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ
 2822 北原 瑠菜(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾙﾅ
 1829 矢澤 翔太(5)

ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
 1828 加藤 一毅(5)

ｶﾄｳ ｲﾂｷ
 6   8 軽井沢A&AC  2105 並木 彩華(4)   1:00.08 

ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
 2103 中嶋 杏佳(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
 1113 雨宮 伊吹(5)

ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ
 1112 金澤 歩夢(5)

ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ
 7   3 松川陸上  2852 中島 采香(4)   1:00.23 

ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ
 2853 湯澤 彩花(4)

ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ
 1849 中原 稜(5)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ
 1848 今村 悠真(5)

ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ
  4 山形AC  2638 宮越 南央(5)

ﾐﾔｺｼ ﾅｵ 棄権
 2636 平林 あいら(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ
 1627 丸山 凌央(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｵ
 1626 平林 瑞樹(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ

4×100mR
決勝

男女混合
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