
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

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
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時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温 湿度
(m/s) (℃) (%) (m/s) (℃) (%)

9:30 曇 東 0.2 23.0 67.0 13:00 曇 東 0.6 25.0 68.0
10:00 曇 西 0.1 23.0 67.0 14:00 曇 東 1.4 26.0 62.0
11:00 曇 北西 1.6 23.5 63.0 15:00 61.0
12:00 曇 南東 0.9 23.5 0.5 24.5

曇 南東 1.0 25.0
64.0
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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
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 女子5年  +2.7 田中 雪乃(5) 13.93 金子 亜瑠(5) 14.37 伊藤 穂香(5) 14.61 風間 優奈(5) 14.63 斎藤 優羽(5) 14.67 西村 陽菜(5) 14.79 山下 心花(5) 14.92 須江 一樺(5) 15.01
100m 坂城JAC 坂城JAC 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 坂城JAC 御代田南 高遠 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 長野市陸上教

 6/25 女子6年  +1.2 古田 波音(6) 13.73 中野 佐羽子(6) 14.08 丸山 朔加(6) 14.10 渡辺 彩那(6) 14.20 小河原 望(6) 14.21 高橋 杏奈(6) 14.27 佐野 涼楓(6) 14.41 絈野 夏海(6) 14.43
100m 開智 軽井沢中部 穂高西AC 坂城JAC 更級 菅野 赤穂 ｺﾒｯﾄ波田

 6/25 女子  +1.2 唐澤 さくら(6) 13.61 長谷川 美玖(6) 13.82 佐伯 風帆(6) 13.85 逸見 加奈子(6) 13.96 河西 真依(6) 13.97 荻原 佳那(6) 14.32 田中 朱音(6) 14.61 山﨑 彩矢(6) 16.53
80mH 箕輪西 佐久浅間AC 軽井沢A&AC 伊那 諏訪FA 軽井沢A&AC 坂城JAC 箕輪北

 6/25 女子 牧内 大華(6) 3:14.66 辻 芽衣(6) 3:15.62 志水口 佳鈴(6) 3:17.33 橋詰 史歩(6) 3:17.70 山﨑 吏桜(6) 3:18.04 齋藤 奏絵(6) 3:18.49 名和 夏乃子(6) 3:22.91 桑原 実世(6) 3:23.52
1000m 腰越JSC 三郷 下諏訪南 真田ｸﾗﾌﾞ 木島平 諏訪FA 岡谷田中 戸上ｼﾞｭﾆｱ

 6/25 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ       56.68 T&F佐久平       57.15 坂城JAC       58.11 辰野西       58.25 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ       58.40 豊科北       58.92 豊科南     1:00.14 堀金     1:00.81
4×100mR 山本 香菜美(6) 櫻井 美波(6) 西澤 佑果(5) 野澤 瑞葵(6) 荒木 ななせ(6) 木村 歩実(5) 齋藤 和泉(6) 一志 琉月(6)

丸茂 花愛(6) 橋本 春花(6) 吾妻 恭佳(5) 石﨑 智紗(6) 中村 佳代(6) 久保田 愛美(6) 住吉 深愛(6) 五十嵐 千陽(6)
田村 優衣(6) 高見澤 沙慧(6) 宮下 小牧(5) 増澤 雛(6) 上條 実来(6) 平田 奈々星(6) 宮川 真緒(6) 柴野 亜紗実(6)
箱田 真奈美(6) 山本 紗帆(6) 清水 咲歩(5) 飯沼 有美(6) 宮坂 紫乃(6) 小穴 都聖(6) 坂口 美樹(6) 福田 笑未(6)

 6/25 女子 泉 玲奈(6) 1.20 若林 美佑(6) 屋代 1.15 上村 文寧(6) 1.15 長田 真輝(5) 日大長野 1.15 小林 柚花(5) 箕輪中部 1.10
走高跳 にれい 朝山 愛夢(6) 下條 伊那 相馬 里瑠(6) 四賀 岸田 悠(6) 屋代

塚田 春歌(6) 豊科南
堀 愛美(6) 長野市陸上教

 6/25 女子 漆原 衣咲(6) 4.14(0.0) 小日向 慧(6) 4.12(+0.4) 増田 藍(6) 4.04(+1.3) 征矢 珠々(6) 4.03(+1.2) 向山 飛鳥(6) 3.99(-1.0) 木村 莉央(5) 3.79(+0.5) 小山 紗於里(5)3.72(+1.1) 寺島 亜美(6) 3.68(+2.1)
走幅跳 軽井沢A&AC 箕輪中部 諏訪FA 福島 箕輪西 豊科北 王滝 栗ｶﾞ丘

 6/25 古畑 姫乃(6) 43.27 城倉 涼花(6) 39.19 下村 美優(5) 38.21 須澤 梨々愛(6) 37.73 武井 みずき(5) 37.58 中村 杏(6) 37.49 清水 華音(6) 35.10 伊藤 ひなの(6) 34.06
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 三岳 伊那東 南箕輪 会染 南箕輪 玉川 浜井場 大町西



予選 6月25日 10:20
決勝 6月25日 15:10

長野県小学生記録(ER)            13.06 西村 佳菜子                  二子             2010/10/24  
大会記録(GR)                    13.88  　田村 純菜                    坂城JAC          2012

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -0.7

 1 西村 陽菜(5)     15.12 q  1 田中 雪乃(5)     14.25 q
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 高遠 ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 坂城JAC

 2 山岸 音葉(5)     15.24  2 池田 りん(5)     15.19 
ﾔﾏｷﾞｼ ｵﾄﾊ 通明 ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ 西箕輪AC

 3 井原 由奈(5)     15.73  3 大和田 明日風(5)     15.24 
ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那東

 4 鷲山 芽生(5)     15.75  4 倉嶋 凛音(5)     15.29 
ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ 岡田 ｸﾗｼﾏﾘｵﾝ 松代

 5 和田 藍里(5)     15.84  5 関 蒼生(5)     15.42 
ﾜﾀﾞ ｱｲﾘ 島立 ｾｷ ｱｵｲ 梓川

 6 篠原煌莉(5)     15.99  6 甘利 瑞希(5)     15.91 
ｼﾉﾊﾗ ｷﾗﾘ 田口 ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 美南ｶﾞ丘

 7 久田 一花(5)     16.24  7 田上 乃愛(5)     16.16 
ﾋｻﾀ ｲﾁｶ 信大附属長野 ﾀｳｴ ﾉｱ 岡田

 8 鎌上 瑠奈(5)     16.60  8 深井 藍香(5)     16.87 
ｶﾏｶﾞﾐ ﾙﾅ 下諏訪北 ﾌｶｲ ｱｲｶ 上田JSC

 9 中澤 美晴(5)     16.78 上條 夏朋(5)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾊﾙ 佐久東 ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾎ 裾花

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -0.3

 1 野澤 遙夏(5)     15.13  1 斎藤 優羽(5)     14.69 q
ﾉｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中野ｽﾏｲﾙ ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田南

 2 原田 未李(5)     15.41  2 須江 一樺(5)     15.02 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ 松尾 ｽｴ ｲﾁｶ 長野市陸上教

 3 櫻井 聖子(5)     15.45  3 倉田 千愛(5)     15.14 
ｻｸﾗｲ ｻﾄﾐ 佐久東 ｸﾗﾀ ﾁﾅ 富草

 4 北野 未桜(5)     15.59  4 小林 優香(5)     15.57 
ｷﾀﾉ ﾐｵ 穂高南 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 三岳

 5 丸山 七夢(5)     15.81  5 望月 咲羽(5)     15.85 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ 広丘 ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾜ 長野市陸上教

 6 丸山 春の風(5)     15.88  6 岡村 瑚白(5)     15.93 
ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉｶ 長野市陸上教 ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ 松尾

 7 上條 夏彩(5)     16.02  7 平田 春奈(5)     16.34 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 梓川 ﾋﾗﾀ ﾊﾙﾅ 豊科北

 8 由井 園海(5)     16.56  8 吉田 彩葉(5)     16.42 
ﾕｲ ｿﾉﾐ 川上第一 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 岸野

 9 柳澤 千夏(5)     18.87  9 触沢 優(5)     16.42 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾅﾂ 永明 ﾌﾚｻﾜ ﾕｳ 中佐都

[ 5組] 風速 -0.7 [ 6組] 風速 -0.5

 1 石平 愛菜(5)     15.16  1 金子 亜瑠(5)     14.51 q
ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ 諏訪FA ｶﾈｺ ｱﾙ 坂城JAC

 2 原田 一花(5)     15.19  2 山崎 佑夏(5)     15.38 
ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁｶ 大町北 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ 伊賀良

 3 向井 美来(5)     15.21  3 川久保 鈴菜(5)     15.43 
ﾑｶｲ ﾐｸ 中佐都 ｶﾜｸﾎﾞ ｽｽﾞﾅ 筑北

 4 小野澤 塔子(5)     15.38  4 徳武 華歩(5)     15.45 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾄｳｺ 長野市陸上教 ﾄｸﾀｹ ｶﾎ 篠ﾉ井西

 5 西村 渉(5)     15.77  5 神津 沙夏(5)     15.74 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕﾐ 塩尻西 ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田南

 6 越 結菜(5)     15.94  6 羽生 彩華(5)     15.76 
ｺｼ ﾕｲﾅ 日滝 ﾊﾆｭｳ ｱﾔｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 並木 瑠奈(5)     16.10  7 滝澤 紗彩(5)     16.20 
ﾅﾐｷ ﾙﾅ 佐久東 ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾔ 穂高南
畠山 あゆみ(5)  8 宮嶋 愛佳(5)     16.58 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 東春近 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ 中込
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[ 7組] 風速 -1.4

 1 伊藤 穂香(5)     14.90 q
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 風間 優奈(5)     14.99 q
ｶｻﾞﾏ ﾕｳﾅ 坂城JAC

 3 山下 心花(5)     15.11 q
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 増田 葵(5)     15.74 
ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 長野市陸上教

 5 須山 あずさ(5)     16.28 
ｽﾔﾏ ｱｽﾞｻ 洗馬

 6 上原 彩乃(5)     16.59 
ｳｴﾊﾗ ｱﾔﾉ 広丘

 7 小山 知華(5)     16.89 
ｺﾔﾏ ﾁｶ 御代田南
中村美結(5)
ﾅｶﾑﾗﾐﾕ 神科

風速 +2.7

 1 田中 雪乃(5)     13.93 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 坂城JAC

 2 金子 亜瑠(5)     14.37 
ｶﾈｺ ｱﾙ 坂城JAC

 3 伊藤 穂香(5)     14.61 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 風間 優奈(5)     14.63 
ｶｻﾞﾏ ﾕｳﾅ 坂城JAC

 5 斎藤 優羽(5)     14.67 
ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田南

 6 西村 陽菜(5)     14.79 
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 高遠

 7 山下 心花(5)     14.92 
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 8 須江 一樺(5)     15.01 
ｽｴ ｲﾁｶ 長野市陸上教
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100m
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予選 6月25日 10:45
決勝 6月25日 15:15

長野県小学生記録(ER)            13.06 西村 佳菜子                  二子             2010/10/24  
大会記録(GR)                    13.19 金田 華実                    浅科AC           2009

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -1.2

 1 高橋 杏奈(6)     14.35 q  1 丸山 朔加(6)     14.11 q
ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ 菅野 ﾏﾙﾔﾏ ｻｸｶ 穂高西AC

 2 春原 菜々子(6)     14.61  2 渡辺 彩那(6)     14.18 q
ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 篠ﾉ井西 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 坂城JAC

 3 古谷 柚季(6)     14.78  3 宮嶋 きら(6)     14.75 
ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ 片丘 ﾐﾔｼﾞﾏ ｷﾗ 七久保

 4 柳沢 理沙(6)     15.14  4 湯田 夏海(6)     14.95 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｻ 寿 ﾕﾀﾞ ﾅﾂﾐ 南箕輪南部

 5 後藤 優衣(6)     15.31  5 平塚 真佳(6)     15.05 
ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 上久堅 ﾋﾗﾂｶ ﾏﾅｶ 信濃

 6 柳澤 智穂(6)     15.38  6 片原 真帆(6)     15.66 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ 御代田南 ｶﾀﾊﾗ ﾏﾎ 福島

 7 原山 愛美(6)     15.53  7 神津 花蓮(6)     15.71 
ﾊﾗﾔﾏ ｱｲﾐ 日滝 ｺｳﾂﾞ ｶﾚﾝ 中込

 8 今井 歩実(6)     17.02  8 渡辺 碧羽(6)     15.76 
ｲﾏｲ ｱﾕﾐ 城南 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵﾊ 長野市陸上教

 9 由井 真優(6)     17.32  9 新海 茉央(6)     17.09 
ﾕｲ ﾏﾋﾙ 川上第一 ｼﾝｶｲ ﾏｵ 川上第一

[ 3組] 風速 -1.4 [ 4組] 風速 -0.3

 1 古田 波音(6)     13.83 q  1 小河原 望(6)     14.18 q
ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 開智 ｵｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 更級

 2 村山 奈菜美(6)     14.71  2 佐野 涼楓(6)     14.23 q
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅﾐ 長野市陸上教 ｻﾉ ｽｽﾞｶ 赤穂

 3 中牧 小梅(6)     14.72  3 絈野 夏海(6)     14.30 q
ﾅｶﾏｷ ｺｳﾒ 島内 ｶｾﾉ ﾅﾂﾐ ｺﾒｯﾄ波田

 4 小松 美沙季(6)     14.89  4 三浦 彩稀(6)     14.44 
ｺﾏﾂ ﾐｻｷ 諏訪FA ﾐｳﾗ ｻｷ 上田西

 5 土屋 湖白(6)     15.04  5 髙橋 つきみ(6)     14.72 
ﾂﾁﾔ ｺﾊｸ ｺﾒｯﾄ波田 ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 南箕輪

 6 三嶋 渚沙(6)     15.20  6 佐藤 美唯奈(6)     14.78 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｻﾄｳ ﾐｲﾅ 池田

 7 吉田 未旅(6)     15.58  7 西村 杏美(6)     15.21 
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾀﾋﾞ 軽井沢東部 ﾆｼﾑﾗ ｱﾐ 千曲東

 8 森 遥音(6)     17.29  8 冨澤 夢衣(6)     15.37 
ﾓﾘ ﾊﾙﾈ 軽井沢東部 ﾄﾐｻﾜ ﾒｲ 井上
倉科 美月(6)  9 岩下 杏(6)     16.38 
ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 中野 ｲﾜｼﾀ ｱﾝｽﾞ 美南ｶﾞ丘

[ 5組] 風速 -1.7 [ 6組] 風速 -0.7

 1 中野 佐羽子(6)     14.39 q  1 佐々木 幸雪(6)     14.41 
ﾅｶﾉ ｻﾜｺ 軽井沢中部 ｻｻｷ ｺﾕｷ 松尾

 2 能登 愛琉(6)     14.80  2 阿部 奈未(6)     14.66 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 松川陸上 ｱﾍﾞ ﾅﾐ 山本

 3 中村 実穏(6)     14.86  3 奥野 結愛(6)     14.73 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 芳川 ｵｸﾉ ﾕﾗ 白馬AC

 4 海沼 結(6)     14.89  4 春日 そら(6)     14.88 
ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪 ｶｽｶﾞ ｿﾗ 長野市陸上教

 5 巣山 友梨香(6)     14.99  5 葛原 亜希(6)     14.93 
ｽﾔﾏ ﾕﾘｶ 木曽楢川 ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ 会染

 6 山本 結奈(6)     15.03  6 坂井 晶(6)     15.35 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 中野 ｻｶｲ ｱｷ 信大附属長野

 7 新田 若奈(6)     15.22  7 村松 幸那(6)     15.45 
ﾆｯﾀ ﾜｶﾅ 長野市陸上教 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾅ 御代田南

 8 矢嶌 黎衣亞(6)     15.61  8 竹前 侑花(6)     15.69 
ﾔｼﾞﾏ ﾚｲｱ 山辺 ﾀｹﾏｴ ﾕｳｶ 日滝

 9 井出 姫愛(6)     16.06  9 日向 七槻(6)     16.72 
ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ 中込 ﾋﾅﾀ ﾅﾂｷ 川上第一
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風速 +1.2

 1 古田 波音(6)     13.73 
ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 開智

 2 中野 佐羽子(6)     14.08 
ﾅｶﾉ ｻﾜｺ 軽井沢中部

 3 丸山 朔加(6)     14.10 
ﾏﾙﾔﾏ ｻｸｶ 穂高西AC

 4 渡辺 彩那(6)     14.20 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 坂城JAC

 5 小河原 望(6)     14.21 
ｵｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 更級

 6 高橋 杏奈(6)     14.27 
ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ 菅野

 7 佐野 涼楓(6)     14.41 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 赤穂

 8 絈野 夏海(6)     14.43 
ｶｾﾉ ﾅﾂﾐ ｺﾒｯﾄ波田
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決勝 6月25日 14:10

長野県小学生記録(ER)          3:03.46 牛越　あかね                 並柳             2004/05/01  
大会記録(GR)                  3:03.52 小澤 麻耶                    腰越JSC          1998        

[ 1組] [ 2組]

 1 小山 葉衣莉(6)   3:34.66  1 小松 凛(6)   3:27.20 
ｺﾔﾏ ﾊｲﾘ ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾏﾂ ﾘﾝ 赤穂南

 2 赤羽 陽々姫(6)   3:34.81  2 栗山 美玖(6)   3:30.21 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾋﾞｷ 桔梗 ｸﾘﾔﾏ ﾐｸ 大桑陸上教室

 3 山田 紗羽(5)   3:38.08  3 川上 野々花(6)   3:31.09 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾜ 白馬北 ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ 祢津

 4 竹川 希実(6)   3:39.36  4 関谷 千里(6)   3:32.25 
ﾀｹｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 穂高南 ｾｷﾔ ﾁｻﾄ 松川

 5 中山 由梨(6)   3:41.90  5 水野 夏楓(6)   3:34.57 
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少 ﾐｽﾞﾉ ｶｴ 白馬南

 6 阪 千都(5)   3:43.62  6 島田 菜々美(6)   3:35.90 
ｻｶ ﾁﾋﾛ 広丘 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 千曲東

 7 冨田 穂乃花(6)   3:44.22  7 北堀 未森(5)   3:36.27 
ﾄﾐﾀ ﾎﾉｶ 屋代 ｷﾀﾎﾞﾘ ﾐﾓﾘ 森上

 8 山下 里歩(5)   3:45.10  8 中村 実椰(6)   3:36.93 
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾎ 真田ﾏﾗｿﾝ教 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾔ 芳川

 9 小林 鈴々(6)   3:48.14  9 丸山 美優(6)   3:38.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ 科野 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｳ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少

10 平尾 悠夏(5)   3:48.69 10 松下 日菜向(5)   3:39.25 
ﾋﾗｵ ﾕｳｶ 大桑陸上教室 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾅﾀ 富草

11 竹内 葵(6)   3:49.24 11 唐澤 萌香(6)   3:39.50 
ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 腰越JSC ｶﾗｻﾜ ﾎﾉｶ 三郷

12 角地 愛虹(5)   3:49.36 12 栁澤 瑠那(6)   3:39.86 
ｶｸﾁ ｱｺ 浅科AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙﾅ ｱｻﾏﾈSC

13 小林 彩華(6)   3:49.63 13 小林 昊叶(6)   3:41.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾛﾊ ﾛﾃﾞｨｵ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾖｶ 小山

14 下村 悠莉(5)   3:50.08 14 本藤 万穂子(5)   3:41.87 
ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 腰越JSC ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏﾎｺ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少

15 丸山 真璃(6)   3:50.56 15 梅木 莉子(5)   3:42.95 
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅﾘ 秋津 ｳﾒｷ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

16 岡田 苺珂(6)   3:51.07 16 帯刀 詩(5)   3:43.31 
ｵｶﾀﾞ ﾏｲｶ 栄 ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ

17 本間 鈴菜(5)   3:56.61 17 山本 愛(5)   3:43.63 
ﾎﾝﾏ ｽｽﾞﾅ 長野市陸上教 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲ 桔梗

18 石垣 美心(6)   3:58.29 18 桐生 瑞希(5)   3:43.83 
ｲｼｶﾞｷ ﾐﾋﾛ T&F佐久平 ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

19 小西 志穂(5)   4:18.26 19 髙橋 愛恵(6)   3:43.86 
ｺﾆｼ ｼﾎ 岩村田 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｴ 真田ｸﾗﾌﾞ

20 吉田 純子(5)   4:31.11 20 窪田 舞(5)   3:52.62 
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 御代田南 ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ 塩尻東
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[ 3組]

 1 牧内 大華(6)   3:14.66 
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 腰越JSC

 2 辻 芽衣(6)   3:15.62 
ﾂｼﾞ ﾒｲ 三郷

 3 志水口 佳鈴(6)   3:17.33 
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 下諏訪南

 4 橋詰 史歩(6)   3:17.70 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 山﨑 吏桜(6)   3:18.04 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 木島平

 6 齋藤 奏絵(6)   3:18.49 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 諏訪FA

 7 名和 夏乃子(6)   3:22.91 
ﾅﾜ ｶﾉｺ 岡谷田中

 8 桑原 実世(6)   3:23.52 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 戸上ｼﾞｭﾆｱ

 9 下嶋 優菜(6)   3:25.07 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

10 宮坂 美紅(6)   3:27.27 
ﾐﾔｻｶ ﾐｸ 原PC

11 戸枝 くるみ(6)   3:27.97 
ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 赤穂東

12 林 ひよな(6)   3:28.63 
ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ 北山

13 吉崎 紗衣(6)   3:29.44 
ﾖｼｻﾞｷ ｻｴ 菅野

14 淀 果南実(6)   3:29.72 
ﾖﾄﾞ ｶﾅﾐ 川中島JRC

15 酒井 あいか(6)   3:29.96 
ｻｶｲ ｱｲｶ 野岸

16 青木 日和(6)   3:30.01 
ｱｵｷ ﾋﾖﾘ 箕輪中部

17 伊藤 朱里(6)   3:31.56 
ｲﾄｳ ｱｶﾘ 箕輪中部

18 寺澤 瑠香(6)   3:34.70 
ﾃﾗｻﾜ ﾙﾐｶ 手良

19 長井 彩華(6)   3:37.19 
ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ 井上
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   1 牧内 大華(6) 腰越JSC     3:14.66   3   1
   2 辻 芽衣(6) 三郷     3:15.62   3   2
   3 志水口 佳鈴(6) 下諏訪南     3:17.33   3   3
   4 橋詰 史歩(6) 真田ｸﾗﾌﾞ     3:17.70   3   4
   5 山﨑 吏桜(6) 木島平     3:18.04   3   5
   6 齋藤 奏絵(6) 諏訪FA     3:18.49   3   6
   7 名和 夏乃子(6) 岡谷田中     3:22.91   3   7
   8 桑原 実世(6) 戸上ｼﾞｭﾆｱ     3:23.52   3   8
   9 下嶋 優菜(6) ISｼﾞｭﾆｱ     3:25.07   3   9
  10 小松 凛(6) 赤穂南     3:27.20   2   1
  11 宮坂 美紅(6) 原PC     3:27.27   3  10
  12 戸枝 くるみ(6) 赤穂東     3:27.97   3  11
  13 林 ひよな(6) 北山     3:28.63   3  12
  14 吉崎 紗衣(6) 菅野     3:29.44   3  13
  15 淀 果南実(6) 川中島JRC     3:29.72   3  14
  16 酒井 あいか(6) 野岸     3:29.96   3  15
  17 青木 日和(6) 箕輪中部     3:30.01   3  16
  18 栗山 美玖(6) 大桑陸上教室     3:30.21   2   2
  19 川上 野々花(6) 祢津     3:31.09   2   3
  20 伊藤 朱里(6) 箕輪中部     3:31.56   3  17
  21 関谷 千里(6) 松川     3:32.25   2   4
  22 水野 夏楓(6) 白馬南     3:34.57   2   5
  23 小山 葉衣莉(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:34.66   1   1
  24 寺澤 瑠香(6) 手良     3:34.70   3  18
  25 赤羽 陽々姫(6) 桔梗     3:34.81   1   2
  26 島田 菜々美(6) 千曲東     3:35.90   2   6
  27 北堀 未森(5) 森上     3:36.27   2   7
  28 中村 実椰(6) 芳川     3:36.93   2   8
  29 長井 彩華(6) 井上     3:37.19   3  19
  30 山田 紗羽(5) 白馬北     3:38.08   1   3
  31 丸山 美優(6) 牟礼陸上ｽﾎﾟ少     3:38.72   2   9
  32 松下 日菜向(5) 富草     3:39.25   2  10
  33 竹川 希実(6) 穂高南     3:39.36   1   4
  34 唐澤 萌香(6) 三郷     3:39.50   2  11
  35 栁澤 瑠那(6) ｱｻﾏﾈSC     3:39.86   2  12
  36 小林 昊叶(6) 小山     3:41.26   2  13
  37 本藤 万穂子(5) 牟礼陸上ｽﾎﾟ少     3:41.87   2  14
  38 中山 由梨(6) 牟礼陸上ｽﾎﾟ少     3:41.90   1   5
  39 梅木 莉子(5) ISｼﾞｭﾆｱ     3:42.95   2  15
  40 帯刀 詩(5) 真田ｸﾗﾌﾞ     3:43.31   2  16
  41 阪 千都(5) 広丘     3:43.62   1   6
  42 山本 愛(5) 桔梗     3:43.63   2  17
  43 桐生 瑞希(5) ISｼﾞｭﾆｱ     3:43.83   2  18
  44 髙橋 愛恵(6) 真田ｸﾗﾌﾞ     3:43.86   2  19
  45 冨田 穂乃花(6) 屋代     3:44.22   1   7
  46 山下 里歩(5) 真田ﾏﾗｿﾝ教     3:45.10   1   8
  47 小林 鈴々(6) 科野     3:48.14   1   9
  48 平尾 悠夏(5) 大桑陸上教室     3:48.69   1  10
  49 竹内 葵(6) 腰越JSC     3:49.24   1  11
  50 角地 愛虹(5) 浅科AC     3:49.36   1  12
  51 小林 彩華(6) ﾛﾃﾞｨｵ     3:49.63   1  13
  52 下村 悠莉(5) 腰越JSC     3:50.08   1  14
  53 丸山 真璃(6) 秋津     3:50.56   1  15
  54 岡田 苺珂(6) 栄     3:51.07   1  16
  55 窪田 舞(5) 塩尻東     3:52.62   2  20
  56 本間 鈴菜(5) 長野市陸上教     3:56.61   1  17
  57 石垣 美心(6) T&F佐久平     3:58.29   1  18
  58 小西 志穂(5) 岩村田     4:18.26   1  19
  59 吉田 純子(5) 御代田南     4:31.11   1  20 2085
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予選 6月25日  9:30
決勝 6月25日 14:55

長野県小学生記録(ER)            12.70 金田 華実                    浅科AC           2009/10/10  
大会記録(GR)                    13.22 山崎 萌々子                  中野ｽﾏｲﾙ         2012        

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.7

 1 河西 真依(6)     14.08 q  1 逸見 加奈子(6)     14.12 q
ｶｻｲ ﾏｲ 諏訪FA ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ 伊那

 2 長谷川 美玖(6)     14.20 q  2 荻原 佳那(6)     14.61 q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 佐久浅間AC ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ 軽井沢A&AC

 3 山﨑 彩矢(6)     14.68 q  3 古畑 美桜(6)     16.53 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 箕輪北 ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵ 湖南

 4 進藤 果歩(6)     16.05  4 赤堀 友梨(6)     17.22 
ｼﾝﾄﾞｳ ｶﾎ 日滝 ｱｶﾎﾘ ﾕﾘ 日義

 5 澤守 望未(6)     17.89  5 黒岩 美紗都(6)     17.79 
ｻﾜﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ 福島 ｸﾛｲﾜ ﾐｻﾄ 日滝

 6 三澤 藍子(6)     18.15  6 北原 史織(5)     18.21 
ﾐｻﾜ ｱｲｺ 日義 ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 座光寺

 7 油井 心美(6)     18.27  7 中田 絢音(5)     18.23 
ﾕｲ ｺｺﾐ 中込 ﾅｶﾀ ｱﾔﾈ 穂高西AC

 8 倉嶋 優菜(5)     19.61  8 松本 菜那(6)     18.87 
ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾅ 安茂里 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ 長野市陸上教

 9 小林 夏菜(5)     20.52 中澤 瑛夢(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 座光寺 ﾅｶｻﾞﾜ ｴﾑ T&F佐久平

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 +0.7

 1 岡田 葉音(6)     15.42  1 唐澤 さくら(6)     13.79 q
ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ 城南 ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪西

 2 塩原 そよ香(6)     15.70  2 田中 朱音(6)     14.88 q
ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ 菅野 ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 坂城JAC

 3 下平 梨乃(6)     16.17  3 大森 ほのか(6)     15.92 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘﾉ 伊那北 ｵｵﾓﾘ ﾎﾉｶ 今井

 4 鎌田 花音(5)     16.82  4 田口 朱音(5)     17.81 
ｶﾏﾀ ｶﾉﾝ 篠ﾉ井東 ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC

 5 岡田 莉歩(6)     17.17  5 西尾 咲輝(5)     17.87 
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC ﾆｼｵ ｻｷ 座光寺

 6 大月 怜愛(5)     18.09  6 吉沢 星奈(6)     18.27 
ｵｵﾂｷ ﾚﾅ 穂高西AC ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 開明

 7 勝山 理乃(5)     19.22  7 伊藤 優希(5)     18.39 
ｶﾂﾔﾏ ﾘﾉ 豊井 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 長野市陸上教

 8 清沢 真菜(5)     20.21  8 松葉口 いおり(5)     22.83 
ｷﾖｻﾜ ﾏﾅ 朝日SUN ﾏﾂﾊﾞｸﾞﾁ ｲｵﾘ 座光寺

[ 5組] 風速 +1.2

 1 佐伯 風帆(6)     13.64 q
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 2 大崎 にこ(6)     15.27 
ｵｵｻｷ ﾆｺ 伊那

 3 青柳 真穂(5)     17.42 qR ※qR: 救済および審判長の決定による通過
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾎ 梓川

 4 石曽根 成那(6)     17.69 
ｲｼｿﾞﾈ ｾｲﾅ 三郷

 5 池田 汐里(5)     17.88 
ｲｹﾀﾞ ｼｵﾘ 湖南

 6 山口 優歩(5)     18.76 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｱ 小海

 7 今村 夏海(5)     19.08 
ｲﾏﾑﾗ ﾅﾂﾐ 座光寺
諏訪 りあん(5)
ｽﾜ ﾘｱﾝ 屋代 失格(T1)
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風速 +1.2

 1 唐澤 さくら(6)     13.61 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪西

 2 長谷川 美玖(6)     13.82 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 佐久浅間AC

 3 佐伯 風帆(6)     13.85 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 4 逸見 加奈子(6)     13.96 
ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ 伊那

 5 河西 真依(6)     13.97 
ｶｻｲ ﾏｲ 諏訪FA

 6 荻原 佳那(6)     14.32 
ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ 軽井沢A&AC

 7 田中 朱音(6)     14.61 
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 坂城JAC

 8 山﨑 彩矢(6)     16.53 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 箕輪北

 9 青柳 真穂(5)     16.63 
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾎ 梓川
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3  2841
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5  2817
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所属名 記録／備考
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予選 6月25日 12:35
決勝 6月25日 15:50

長野県小学生記録(ER)            53.07 坂城JAC                      坂城JAC          2016/08/20  
（富山 萌衣・宮原 凛成・宮下 留花・牧内 愛実）

大会記録(GR)                    53.24 坂城JAC                                       2016        
（富山 萌衣・宮原 凛成・宮下 留花・牧内 愛実）

[ 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 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ  2643 荒木 ななせ(6)     59.23 q  1   5 坂城JAC  2333 西澤 佑果(5)     58.32 q

ｱﾗｷ ﾅﾅｾ ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｶ
 2641 中村 佳代(6)  2334 吾妻 恭佳(5)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾖ ｱｶﾞﾂﾏ ｷｮｳｶ
 2642 上條 実来(6)  2335 宮下 小牧(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｸ ﾐﾔｼﾀ ｺﾏｷ
 2645 宮坂 紫乃(6)  2336 清水 咲歩(5)

ﾐﾔｻｶ ｼﾉ ｼﾐｽﾞ ｻｷﾎ
 2   4 堀金  2606 一志 琉月(6)   1:00.65 q  2   3 ｺﾒｯﾄ波田  2525 奥原 美幌(6)   1:00.66 

ｲｯｼ ﾙﾅ ｵｸﾊﾗ ﾐﾎﾛ
 2605 五十嵐 千陽(6)  2524 高橋 若菜(6)

ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾊﾙ ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ
 2604 柴野 亜紗実(6)  2523 守屋 美沙紀(6)

ｼﾊﾞﾉ ｱｻﾐ ﾓﾘﾔ ﾐｻｷ
 2603 福田 笑未(6)  2522 奈良 朋果(6)

ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ ﾅﾗ ﾄﾓｶ
 3   3 下諏訪南  2695 田村 あず(6)   1:01.25  3   6 南箕輪  2833 原 久瑠未(6)   1:02.29 

ﾀﾑﾗ ｱｽﾞ ﾊﾗ ｸﾙﾐ
 2697 笠原 華恋(6)  2834 清水 芹蓮(6)

ｶｻﾊﾗ ｶﾚﾝ ｼﾐｽﾞ ｾﾚﾝ
 2696 小林 加奈(6)  2832 伊藤 千紘(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ
 2698 渡邉 晴那(6)  2835 小澤 優寿香(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ
 4   5 西春近北  2801 橋爪 里奈(6)   1:01.96  4   4 佐久平浅間  2057 長谷 百花(6)   1:02.44 

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘﾅ ﾊｾ ﾓﾓｶ
 2799 戸田 美優(6)  2058 堀内 涼華(6)

ﾄﾀﾞ ﾐﾕ ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾞｶ
 2798 宮下 はづみ(6)  2059 大島 彩(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾊﾂﾞﾐ ｵｵｼﾏ ｱﾔ
 2800 宮沢 莉菜(6)  2060 池田 愛(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ ｲｹﾀﾞ ｱｲ
 5   7 にれい  2323 泉 玲夢(5)   1:02.52  5   8 竜丘  2766 白上 暖佳(5)   1:04.12 

ｲｽﾞﾐ ﾚﾑ ｼﾗｶﾐ ﾊﾙｶ
 2324 茂木 愛恵(5)  2767 本田 渚(6)

ﾓｷ ﾏﾅｴ ﾎﾝﾀﾞ ﾅｷﾞｻ
 2325 塩野 愛桜(6)  2764 山口 依萄葉(5)

ｼｵﾉ ｱｲﾗ ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾄﾊ
 2326 中山 晴海(6)  2765 中島 志穂(6)

ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾐ ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ
 6   1 青木島  2329 宮島 歩那(6)   1:04.32  6   7 本郷  2611 寺沢 優舞(6)   1:04.30 

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾕﾅ ﾃﾗｻﾜ ﾕﾏ
 2327 板倉 真咲(6)  2612 角崎 美沙都(6)

ｲﾀｸﾗ ﾏｻｷ ｶｸｻﾞｷ ﾐｻﾄ
 2330 山﨑 七海(6)  2608 髙山 紫音(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅﾐ ﾀｶﾔﾏ ｼｵﾝ
 2328 小池 咲彩(6)  2610 渡邊 和華(6)

ｺｲｹ ｻﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜｶ
 7   2 佐久城山  2031 岸和田谷 友里(6)   1:04.44  7   9 東  2342 宮尾 一花(5)   1:05.42 

ｷｼﾜﾀﾞﾔ ﾕｳﾘ ﾐﾔｵ ｲﾁｶ
 2032 櫻井 梨乃(6)  2343 宮入 穂香(5)

ｻｸﾗｲ ﾘﾉ ﾐﾔｲﾘ ﾎﾉｶ
 2029 塚田 麗(6)  2341 吉澤 希歩(5)

ﾂｶﾀ ﾞｳﾗﾗ ﾖｼｻﾞﾜ ﾉｱ
 2030 中沢 麗葉(6)  2344 酒井 乃々果(5)

ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ ｻｶｲ ﾉﾉｶ
 8   8 朝日SUN  2467 中村 文音(5)   1:04.63  8   2 宮川  2712 今井 優香(5)   1:05.85 

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ ｲﾏｲ ﾕｳｶ
 2469 岩下 天莉(5)  2713 宮澤 杏奈(5)

ｲﾜｼﾀ ｱﾒﾘ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾝﾅ
 2468 小林 珠緒(6)  2715 久保田 乃愛(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ ｸﾎﾞﾀ ﾉｱ
 2471 伊藤 唯月(6)  2714 佐藤 姫星(5)

ｲﾄｳ ﾕﾂﾞｷ ｻﾄｳ ｷﾗ
 9   9 大鹿  2889 磯部 可南美(6)   1:06.84  9   1 三郷AC  2626 上條 紗希(5)   1:07.08 

ｲｿﾍﾞ ｶﾅﾐ ｶﾐｼﾞｮｳ ｻｷ
 2891 葛西 歩実(5)  2624 白澤 柚葉(5)

ｶｻｲ ｱﾕﾐ ｼﾗｻﾜ ﾕｽﾞﾊ
 2892 宮﨑 愛琉(5)  2623 福田 結菜(5)

ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲﾙ ﾌｸﾀﾞ ﾕｲﾅ
 2890 稲田 優(6)  2625 那須野 咲良(5)

ｲﾅﾀﾞ ﾕｳ ﾅｽﾉ ｻｸﾗ

女子

4×100mR

予選 通過基準  5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 T&F佐久平  2092 櫻井 美波(6)     57.24 q  1   7 辰野西  2771 野澤 瑞葵(6)     59.13 q

ｻｸﾗｲ ﾐﾅﾐ ﾉｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ
 2093 橋本 春花(6)  2770 石﨑 智紗(6)

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ
 2094 高見澤 沙慧(6)  2772 増澤 雛(6)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｻｴ ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾅ
 2095 山本 紗帆(6)  2773 飯沼 有美(6)

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ ｲｲﾇﾏ ｱﾐ
 2   4 豊科北  2553 木村 歩実(5)     59.50 q  2   6 筑摩  2547 菅野 愛万(6)   1:00.69 

ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ ｶﾝﾉ ｴﾏ
 2557 久保田 愛美(6)  2551 関崎 凪紗(6)

ｸﾎﾞﾀ ﾏﾅﾐ ｾｷｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ
 2554 平田 奈々星(6)  2548 上條 美海(6)

ﾋﾗﾀ ﾅﾅｾ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｳ
 2556 小穴 都聖(6)  2549 宍戸 美希(6)

ｵｱﾅ ﾐﾏｻ ｼｼﾄﾞ ﾐｷ
 3   3 長地  2744 小松 志緒(6)   1:01.18  3   5 宮田  2809 城倉 凜(6)   1:00.76 

ｺﾏﾂ ｼｵ ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘﾝ
 2745 御子柴 さくら(6)  2806 藤本 結愛(6)

ﾐｺｼﾊﾞ ｻｸﾗ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲ
 2746 石倉 ゆうび(6)  2808 後藤 心優(6)

ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ
 2743 大脇 汐織(6)  2807 桒原 彩奈(6)

ｵｵﾜｷ ｼｵﾘ ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔﾅ
 4   6 波田GTR  2533 黒田 香椰美(5)   1:01.89  4   4 広丘  2581 勝丸 愛(6)   1:01.34 

ｸﾛﾀﾞ ｶﾔﾐ ｶﾂﾏﾙ ｱｲ
 2532 池田 夢渚(5)  2578 須澤 春奈(6)

ｲｹﾀﾞ ﾕﾅ ｽｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
 2531 黒田 紗菜(5)  2580 小室 響生(6)

ｸﾛﾀﾞ ｻﾅ ｺﾑﾛ ﾋﾋﾞｷ
 2530 青木 真江(5)  2579 須藤 沙瑛(6)

ｱｵｷ ﾏｴ ｽﾄﾞｳ ｻｴ
 5   9 浜井場  2894 吉川 瑞姫(6)   1:02.36  5   9 伊賀良  2857 横田 みや姫(5)   1:03.71 

ﾖｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ ﾖｺﾀ ﾐﾔﾋﾞ
 2893 加山 遥菜(6)  2858 吉澤 緩奈(5)

ｶﾔﾏ ﾊﾙﾅ ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾝﾅ
 2896 木村 まりん(6)  2860 北原 野々花(5)

ｷﾑﾗ ﾏﾘﾝ ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉｶ
 2895 松澤 望(6)  2859 中村 夏鈴(5)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ
 6   7 赤穂南  2784 伊藤 鈴音(6)   1:02.42  6   8 とよす  2319 常田 楓(6)   1:04.40 

ｲﾄｳ ﾚﾈ ﾂﾈﾀﾞ ｶｴﾃﾞ
 2785 小口 萌華(6)  2321 勝山 美羽(6)

ｵｸﾞﾁ ﾓｴｶ ｶﾂﾔﾏ ﾐｳ
 2783 立花 愛(6)  2320 内山 藍未(6)

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾒｸﾞﾐ ｳﾁﾔﾏ ｱｲﾐ
 2786 原 ひなた(6)  2322 米山 未來(6)

ﾊﾗ ﾋﾅﾀ ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾗｲ
 7   8 更級  2340 中村 彩愛(5)   1:05.29  7   2 山形AC  2634 上條 佑依(5)   1:04.87 

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲ
 2337 竹森 心美(5)  2635 岩﨑 悠香(5)

ﾀｹﾓﾘ ｺｺﾐ ｲﾜｻｷ ﾕｳｶ
 2338 堀内 侑風(5)  2633 朝比奈 優衣(5)

ﾎﾘｳﾁ ﾕｳ ｱｻﾋﾅ ﾕｲ
 2339 池田 愛良(5)  2632 藤谷 樹里(5)

ｲｹﾀﾞ ｱｲﾗ ﾌｼﾞﾔ ｼﾞｭﾘ
 8   2 桔梗  2515 駒米 柚菜(6)   1:06.11  8   3 南牧南  2011 吉澤 葵(5)   1:06.39 

ｺﾏｺﾞﾒ ﾕｽﾞﾅ ﾖｼｻﾞﾜ ｱｵｲ
 2512 倉澤 優佳(6)  2010 三井 渚沙(5)

ｸﾗｻﾜ ﾕｳｶ ﾐﾂｲ ﾅｷﾞｻ
 2513 市岡 ひなの(6)  2009 新海 治美(5)

ｲﾁｵｶ ﾋﾅﾉ ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙﾐ
 2514 山下 琴美(6)  2012 髙見澤 来夢(5)

ﾔﾏｼﾀ ｺﾄﾐ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾗﾑ
 9   1 佐久東  2036 富松 心暖(5)   1:09.46 

ﾄﾐﾏﾂ ｺﾉﾝ
 2039 細谷 華鈴(5)

ﾎｿﾔ ｶﾘﾝ
 2037 田村 莉央(5)

ﾀﾑﾗ ﾘｵ
 2038 植松 結菜(5)

ｳｴﾏﾂ ﾕﾅ

女子

4×100mR



[ 5組]
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  2703 山本 香菜美(6)     56.93 q

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ
 2704 丸茂 花愛(6)

ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
 2705 田村 優衣(6)

ﾀﾑﾗ ﾕｲ
 2706 箱田 真奈美(6)

ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ
 2   7 豊科南  2561 齋藤 和泉(6)   1:00.48 q

ｻｲﾄｳ ｲｽﾞﾐ
 2562 住吉 深愛(6)

ｽﾐﾖｼ ﾐｱｲ
 2564 宮川 真緒(6)

ﾐﾔｶﾜ ﾏｵ
 2563 坂口 美樹(6)

ｻｶｸﾞﾁ ﾐｷ
 3   4 四賀  2726 増澤 爽(6)   1:01.63 

ﾏｽｻﾞﾜ ｻﾜ
 2727 池上 桃可(6)

ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ
 2728 横溝 杏奈(6)

ﾖｺﾐｿﾞ ｱﾝﾅ
 2729 芦川 舞奈(6)

ｱｼｶﾜ ﾏﾅ
 4   5 豊丘  2313 田仲 美羚(6)   1:03.27 

ﾀﾅｶ ﾐﾚｲ
 2316 青木 陽菜(5)

ｱｵｷ ﾋﾅ
 2315 工藤 美奈子(5)

ｸﾄﾞｳ ﾐﾅｺ
 2314 中澤 蒼生(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ｱｵｲ
 5   9 松川  2617 原 侑愛(6)   1:03.70 

ﾊﾗ ﾕｳｱ
 2615 田代 あい(6)

ﾀｼﾛ ｱｲ
 2616 傘木 渚月(6)

ｶｻｷﾞ ﾅﾂ
 2614 樋井 萌菜美(6)

ﾋﾉｲ ﾓﾅﾐ
 6   8 丸山  2869 柗澤 彩姫(5)   1:04.47 

ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾒ
 2868 牧島 渚(5)

ﾏｷｼﾏ ﾅｷﾞｻ
 2867 山本 天音(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾏﾈ
 2866 後藤 咲季(5)

ｺﾞﾄｳ ｻｷ
 7   2 小諸東  2063 美齊津 杏奈(5)   1:06.10 

ﾐｻｲﾂﾞ ｱﾝﾅ
 2066 中村 紗葉(5)

ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞﾊ
 2064 山口 真菜実(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ
 2065 小林 楠実(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ
 8   3 今井  2484 篠田 葵(6)   1:08.30 

ｼﾉﾀﾞ ｱｵｲ
 2485 笹山 優花(5)

ｻｻﾔﾏ ﾕｳｶ
 2483 清澤 沙月(5)

ｷﾖｻﾜ ｻﾂｷ
 2482 青木 結愛(6)

ｱｵｷ ﾕｱ

女子

4×100mR



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  2703 山本 香菜美(6)     56.68 

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ
 2704 丸茂 花愛(6)

ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
 2705 田村 優衣(6)

ﾀﾑﾗ ﾕｲ
 2706 箱田 真奈美(6)

ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ
 2   4 T&F佐久平  2092 櫻井 美波(6)     57.15 

ｻｸﾗｲ ﾐﾅﾐ
 2093 橋本 春花(6)

ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｶ
 2094 高見澤 沙慧(6)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｻｴ
 2095 山本 紗帆(6)

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾎ
 3   6 坂城JAC  2333 西澤 佑果(5)     58.11 

ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｶ
 2334 吾妻 恭佳(5)

ｱｶﾞﾂﾏ ｷｮｳｶ
 2335 宮下 小牧(5)

ﾐﾔｼﾀ ｺﾏｷ
 2336 清水 咲歩(5)

ｼﾐｽﾞ ｻｷﾎ
 4   5 辰野西  2771 野澤 瑞葵(6)     58.25 

ﾉｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ
 2770 石﨑 智紗(6)

ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ
 2772 増澤 雛(6)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾅ
 2773 飯沼 有美(6)

ｲｲﾇﾏ ｱﾐ
 5   8 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ  2643 荒木 ななせ(6)     58.40 

ｱﾗｷ ﾅﾅｾ
 2641 中村 佳代(6)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾖ
 2642 上條 実来(6)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｸ
 2645 宮坂 紫乃(6)

ﾐﾔｻｶ ｼﾉ
 6   9 豊科北  2553 木村 歩実(5)     58.92 

ｷﾑﾗ ｱﾕﾐ
 2557 久保田 愛美(6)

ｸﾎﾞﾀ ﾏﾅﾐ
 2554 平田 奈々星(6)

ﾋﾗﾀ ﾅﾅｾ
 2556 小穴 都聖(6)

ｵｱﾅ ﾐﾏｻ
 7   2 豊科南  2561 齋藤 和泉(6)   1:00.14 

ｻｲﾄｳ ｲｽﾞﾐ
 2562 住吉 深愛(6)

ｽﾐﾖｼ ﾐｱｲ
 2564 宮川 真緒(6)

ﾐﾔｶﾜ ﾏｵ
 2563 坂口 美樹(6)

ｻｶｸﾞﾁ ﾐｷ
 8   3 堀金  2606 一志 琉月(6)   1:00.81 

ｲｯｼ ﾙﾅ
 2605 五十嵐 千陽(6)

ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾊﾙ
 2604 柴野 亜紗実(6)

ｼﾊﾞﾉ ｱｻﾐ
 2603 福田 笑未(6)

ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ

4×100mR
決勝

女子



決勝 6月25日  9:45

長野県小学生記録(ER)             1.35 北原 小遥                    伊那AC           2015/10/25  
大会記録(GR)                     1.35 平谷 紗菜                    朝日SUN          2016        

泉 玲奈(6)
ｲｽﾞﾐ ﾚﾅ にれい
若林 美佑(6)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 屋代
朝山 愛夢(6)
ｱｻﾔﾏ ｱﾑ 下條
上村 文寧(6)
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 伊那
長田 真輝(5)
ｵｻﾀﾞ ﾏｷ 日大長野
相馬 里瑠(6)
ｿｳﾏ ﾘﾙ 四賀
小林 柚花(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 箕輪中部
岸田 悠(6)
ｷｼﾀﾞ ﾕｳ 屋代
塚田 春歌(6)
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｶ 豊科南
堀 愛美(6)
ﾎﾘ ﾏﾅﾐ 長野市陸上教
丸山 星花里(5)
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 長野市陸上教
石川 恋白(6)
ｲｼｶﾜ ｺﾊｸ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
清水 彩莉(6)
ｼﾐｽﾞ ｻﾘ 水明AC
片貝 雪音(5)
ｶﾀｶｲ ﾕｷﾈ 屋代
越野 沙弥(6)
ｺｼﾉ ｻﾔ 豊科南
谷口 里緒(6)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｵ 水明AC
岩下 季実佳(5)
ｲﾜｼﾀ ｷﾐｶ 広丘
浦野 結衣菜(6)
ｳﾗﾉ ﾕｲﾅ 西春近南
中島 千花(6)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｶ 水明AC
矢野 咲帆(6)
ﾔﾉ ｻﾎ 南牧南
杉本 梨紗(6)
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｻ 堀金
酒井 明日香(6)
ｻｶｲ ｱｽｶ 伊那北
茂木 心彩(6)
ﾓﾃｷ ｺｺﾛ 伊那
酒井 玲(6) 記録なし
ｻｶｲ ｱｷﾗ 西春近南
五十嵐 美羽(6) 欠場
ｲｶﾞﾗｼ ﾐｳ 浜井場
高嶋 桃花(6) 欠場
ﾀｶｼﾏ ﾓﾓｶ 伊那
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決勝 6月25日 13:20

長野県小学生記録(ER)             4.75 北岡 依生希                  伊那AC           2014/10/18  
大会記録(GR)                     4.50 椎名 昌美                    座光寺           1992        

漆原 衣咲(6)   4.14   3.97    x    4.14 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC    0.0   +0.7     0.0
小日向 慧(6)   3.98   4.12   4.11    4.12 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中部   +2.2   +0.4   +0.6    +0.4
増田 藍(6)   4.04   3.98   4.03    4.04 
ﾏｽﾀﾞ ｱｲ 諏訪FA   +1.3   +1.2   +0.2    +1.3
征矢 珠々(6)   3.65   3.93   4.03    4.03 
ｿﾔ ｽｽﾞ 福島   +2.2   -1.8   +1.2    +1.2
向山 飛鳥(6)    x   3.85   3.99    3.99 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 箕輪西   -0.5   -1.0    -1.0
木村 莉央(5)   3.79    x   3.63    3.79 
ｷﾑﾗ ﾘｵ 豊科北   +0.5   +0.4    +0.5
小山 紗於里(5)   3.72   3.42   3.53    3.72 
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 王滝   +1.1   -0.7   -0.2    +1.1
寺島 亜美(6)   3.68    x    x    3.68 
ﾃﾗｼﾏ ｱﾐ 栗ｶﾞ丘   +2.1    +2.1
袖口 夏美(6)   3.67   3.60   3.65    3.67 
ｿﾃﾞｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 三岳   +2.0   +0.4    0.0    +2.0
尾崎 芽衣(6)    x   3.67   3.49    3.67 
ｵｻﾞｷ ﾒｲ 屋代   -0.8   -0.7    -0.8
宮澤 一佳(6)   3.66   3.43    x    3.66 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾁｶ 伊那北   +0.7   +0.2    +0.7
大塚 愛菜(6)   3.34   3.55   3.47    3.55 
ｵｵﾂｶ ｱｲﾅ 中込   +2.0   -0.1   +0.4    -0.1
中村 のどか(5)   3.45   3.48   3.54    3.54 
ﾅｶﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 長野市陸上教   -0.8   +0.7   -0.2    -0.2
小松 未来(6)   3.43    x   3.53    3.53 
ｺﾏﾂ ﾐｸ 更級   +0.8   -0.6    -0.6
安藤 琴羽(5)   3.49   3.40   3.50    3.50 
ｱﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾊ 屋代   +0.7   +0.2   -1.2    -1.2
千明 伊都子(6)   3.50    x   3.40    3.50 
ﾁｷﾞﾗ ｲﾂｺ 篠ﾉ井西   +1.5   +0.3    +1.5
吉田 心美(5)   2.40   3.49   3.43    3.49 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 佐久浅間AC   +0.4   +0.8   +0.3    +0.8
小野澤 那月(5)   3.43   3.48   3.38    3.48 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 長野市陸上教   -0.1   -0.5   +0.6    -0.5
藤沢 美瑠(5)   3.31   3.44   3.20    3.44 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾙ 長野市陸上教   +2.0   +0.6   +0.3    +0.6
遠藤 桃華(6)   3.43   3.27   3.37    3.43 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ 会染   -0.2   +1.0   +0.4    -0.2
竹内 由菜(6)   3.35   3.16   3.40    3.40 
ﾀｹｳﾁ ﾕﾅ 会染   +1.6   -1.4   -0.6    -0.6
舟久保 七海(6)   3.39   3.30   3.35    3.39 
ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 北山   +0.8   -0.5   +0.6    +0.8
唐木 萌恵(6)   3.16   3.36   3.24    3.36 
ｶﾗｷ ﾓｴ 伊那   -0.7   +0.2   -1.0    +0.2
簾田 たまみ(5)   3.24   2.95   3.35    3.35 
ﾐｽﾀﾞ ﾀﾏﾐ 清水   +0.2   +0.8   +0.3    +0.3
小林 春葵(6)    x   3.10   3.34    3.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 屋代   +0.5   +0.2    +0.2
菱沼 清恵(6)   3.29   3.12   3.19    3.29 
ﾋｼﾇﾏ ｷﾖｴ 開智   -0.1   +0.3   -0.8    -0.1
児玉 雅香(6)   3.29   3.11   3.16    3.29 
ｺﾀﾞﾏ ｳｶ 高山   +0.4   +0.1   -0.2    +0.4
伊藤 亜佳音(5)    x    x   3.29    3.29 
ｲﾄｳ ｱｶﾈ 四賀   +0.8    +0.8
黒岩 美旺(6)   3.26   2.76   2.72    3.26 
ｸﾛｲﾜ ﾐｱｷ 南牧南   +0.2   -1.4   -0.7    +0.2
関口 蒔琉(6)   3.21   3.10   2.89    3.21 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 平根   -0.8   +0.1   -0.3    -0.8
平林 季奈(6)   3.21    x   2.89    3.21 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾅ 佐久平浅間   +0.6   -0.1    +0.6
井上 葵(5)   3.19   3.20   3.10    3.20 
ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 小海   -0.6   -1.0   -0.7    -1.0
前島 梨那(6)    x   2.99   3.20    3.20 
ﾏｴｼﾏ ﾘﾅ 富士見   -0.5   +0.6    +0.6
那須野 希(6)   3.14   3.07   2.93    3.14 
ﾅｽﾉ ﾉｿﾞﾐ 手良   -0.1   +0.8   -0.4    -0.1
立花 優羽(5)    x   3.09    x    3.09 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ 開田   -1.5   -0.7    -0.7
井出 叶羽(6)   3.08    x   3.01    3.08 
ｲﾃﾞ ｶﾅﾊ 南牧北   +0.5   -0.8    +0.5

女子

走幅跳
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 57  2106

-3-

2 28  2791

3 56  2742

4 26  2590

5 52  2796

6 20  2558

7 24  2486

8 27  2241

9 29  2628

10 25  2303

11 18  2804

12 53  2028

13 42  2272

14 22  2294

15 40  2308

16 51  2261

17 48  2110

18 47  2270

19 55  2273

20 17  2463

21 50  2462

22 49  2749

23 16  2843

24 14  2540

25 45  2302

26 41  2503

27 19  2243

28 21  2732

29 36  2006

30 13  2041

31 15  2056

32 9  2018

33 46  2747
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西尾 葵(6)   3.08    x    x    3.08 
ﾆｼｵ ｱｵｲ 大桑陸上教   +1.3    +1.3
山口 七海(5)   3.05   3.00    x    3.05 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 岡田   -1.3   -2.0    -1.3
竹中 なぎさ(6)   3.04   3.03    x    3.04 
ﾀｹﾅｶ ﾅｷﾞｻ 御代田南   +0.5    0.0    +0.5
井龍 翠(6)   3.03   2.89    x    3.03 
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 平根   -1.0   -1.6    -1.0
上村 暖花(6)   2.78   3.02   3.02    3.02 
ｳｴﾑﾗ ﾎﾉｶ 南牧北   -1.7   -1.9   +0.6    -1.9
鎌倉 美子(5)   2.97   2.82   3.02    3.02 
ｶﾏｸﾗ ﾐｺ 上郷   -1.0   -1.3   -0.4    -0.4
塚田 萌衣(5)   2.73   2.59   2.98    2.98 
ﾂｶﾀﾞ ﾒｲ 伊賀良   +0.9   -0.9   -0.9    -0.9
吉澤 美咲(6)   2.26    x   2.96    2.96 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ 南牧南   -0.6   +1.3    +1.3
薩田 朱里(5)   2.95   2.59   2.84    2.95 
ｻｯﾀ ｱｶﾘ 南牧北   -1.5   -1.3   -1.6    -1.5
栖村 友希(6)   2.92   2.94   2.82    2.94 
ｽﾑﾗ ﾕｷ 王滝   -3.1   -1.1   -1.4    -1.1
小西 世蘭(5)   2.73    x   2.90    2.90 
ｺﾆｼ ｾﾗﾝ 上郷   +0.4    0.0     0.0
上條 優姫(6)   2.77   2.87    x    2.87 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 会染   +0.9   -0.6    -0.6
丸山 結菜(5)   2.60   2.73   2.86    2.86 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 上郷   -0.5   -0.6   +0.5    +0.5
藤原 玲奈(6)   2.58   2.80   2.81    2.81 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾅ 大桑陸上教   -0.4   -1.6   +0.7    +0.7
堀 愛(5)   2.66   2.79   2.72    2.79 
ﾎﾘ ｱｲ 城山   -1.8   -2.1   -1.9    -2.1
松井 颯実花(5)   2.54    x   2.63    2.63 
ﾏﾂｲ ﾌﾐｶ 小海   -1.6   +1.7    +1.7
中村 妃更(5)   2.45    x   2.28    2.45 
ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾗ 御代田南   +0.9    0.0    +0.9
髙橋 萌乃(5)    x    x    x 記録なし
ﾀｶﾊｼ ﾓｴﾉ 屋代
花岡 澄珠(6)    x    x    x 記録なし
ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ 岡谷田中
中田 咲希(6) 欠場
ﾅｶﾀ ｻｷ 三郷
清水 綾乃(6) 欠場
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾉ 千栄

所属名 -1- -2- -3-
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古畑 姫乃(6)
ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾒﾉ 三岳
城倉 涼花(6)
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那東
下村 美優(5)
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 南箕輪
須澤 梨々愛(6)
ｽｻﾞﾜ ﾘﾘｱ 会染
武井 みずき(5)
ﾀｹｲ ﾐｽﾞｷ 南箕輪
中村 杏(6)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 玉川
清水 華音(6)
ｼﾐｽﾞ ｶﾉﾝ 浜井場
伊藤 ひなの(6)
ｲﾄｳ ﾋﾅﾉ 大町西
田島 若奈(6)
ﾀｼﾞﾏ ﾜｶﾅ 玉川
伊藤 七海(6)
ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ 箕輪西
濱 亜弥莉(6)
ﾊﾏ ｱﾔﾘ 両小野
石原 生芙希(5)
ｲｼﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 真田ﾏﾗｿﾝ教
藤井 愛菜(5)
ﾌｼﾞｲ ﾏﾅ 屋代
金澤 萌杏(5)
ｶﾅｻﾞﾜ ﾓｱ 屋代
岩崎 ことの(5)
ｲﾜｻｷ ｺﾄﾉ 上郷
岡澤 優那(5)
ｵｶｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 大町東
倉科 律香(6)
ｸﾗｼﾅ ﾘﾂｶ 大町西
森田 ひかり(6)
ﾓﾘﾀ ﾋｶﾘ 開田
神原 悠奈(5)
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕｳﾅ 広丘
前田 瑞侑(5)
ﾏｴﾀﾞ ﾐﾕ 中佐都
高栖 陽花(5)
ﾀｶｽ ﾊﾙｶ 広丘
藤原 琴乃(6)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｺﾄﾉ 三郷
服部 結南(6)
ﾊｯﾄﾘ ﾕｲﾅ 信濃
山中 楓葉(6)
ﾔﾏﾅｶ ｶｴﾃﾞ 小谷
依田 美颯(6)
ﾖﾀﾞ ﾐﾊﾔ 南相木
堀金 彩羽(5)
ﾎﾘｶﾞﾈ ｲﾛﾊ ｺﾒｯﾄ波田
日吉 朱里(6)
ﾋﾖｼ ｱｶﾘ 上久堅
笹川 涼香(6)
ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｶ 青木島
吉澤 結女(6)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾒ 南牧南
吉澤 波月生(6)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 筑北
高山 陽菜(6)
ﾀｶﾔﾏ ﾋﾅ 屋代
横山 紗依(5)
ﾖｺﾔﾏ ｻｴ 鎌田
小坂 千枝(5)
ｺｻｶ ﾁｴ 信濃
髙橋 美佑(5)
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 屋代
飯島 穂乃花(5)
ｲｲｼﾞﾏ ﾎﾉｶ 富草
酒井 里桜(6)
ｻｶｲ ﾘｵﾞ 篠ﾉ井東
北原 凜乃(5) 欠場
ｷﾀﾊﾗ ﾘﾉ 鎌田
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長野県小学生記録(ER)            13.06 西村 佳菜子                  二子             2010/10/24  

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +0.6

 1 矢島 柚那(4)     15.04  1 伊藤 さよ(5)     16.17 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｲﾄｳ ｻﾖ 箕輪中部

 2 千葉 未来(4)     16.01  2 藤倉 苺花(5)     16.19 
ﾁﾊﾞ ﾐｸ 軽井沢A&AC ﾌｼﾞｸﾗ ｲﾁｶ 豊科北

 3 松尾 綺夏(4)     16.02  3 中川 花音(5)     16.73 
ﾏﾂｵ ｱﾔｶ 松川陸上 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 中川西

 4 長瀬 未空(4)     17.16  4 石田 茉緒(5)     16.80 
ﾅｶﾞｾ ﾐｸ 広丘 ｲｼﾀﾞ ﾏｵ 四賀

 5 宮武 なな香(4)     17.19  5 石田 莉緒(5)     16.84 
ﾐﾔﾀｹ ﾅﾅｶ 宮川 ｲｼﾀﾞ ﾘｵ 四賀

 6 石川 綺羅(4)     17.20  6 塩原 彩花(5)     16.93 
ｲｼｶﾜ ｷﾗ 並柳 ｼｵﾊﾗ ｱﾔｶ 朝日SUN

 7 山口 日菜子(4)     18.29  7 原 亜希(5)     17.08 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾅｺ ｺﾒｯﾄ波田 ﾊﾗ ｱｷ 飯島

[ 3組] 風速 +0.1

 1 柳澤 百花(6)     16.74 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓﾓｶ T&F佐久平

 2 岩本 初菜(6)     16.82 
ｲﾜﾓﾄ ﾊﾅ 宮田

 3 竹内 ひかり(5)     17.14 
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 赤穂

 4 小池 星心(6)     17.15 
ｺｲｹ ｾｲｺ 赤穂南

 5 佐野 志織(5)     17.28 
ｻﾉ ｼｵﾘ 赤穂

 6 岩井 陽菜(5)     17.30 
ｲﾜｲ ｱｷﾅ 辰野西

 7 渡邉 彩香(6)     17.87 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲｶ 本郷

   1 矢島 柚那(4) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     15.04 (+1.6)   1   1
   2 千葉 未来(4) 軽井沢A&AC     16.01 (+1.6)   1   2
   3 松尾 綺夏(4) 松川陸上     16.02 (+1.6)   1   3
   4 伊藤 さよ(5) 箕輪中部     16.17 (+0.6)   2   1
   5 藤倉 苺花(5) 豊科北     16.19 (+0.6)   2   2
   6 中川 花音(5) 中川西     16.73 (+0.6)   2   3
   7 柳澤 百花(6) T&F佐久平     16.74 (+0.1)   3   1
   8 石田 茉緒(5) 四賀     16.80 (+0.6)   2   4
   9 岩本 初菜(6) 宮田     16.82 (+0.1)   3   2
  10 石田 莉緒(5) 四賀     16.84 (+0.6)   2   5
  11 塩原 彩花(5) 朝日SUN     16.93 (+0.6)   2   6
  12 原 亜希(5) 飯島     17.08 (+0.6)   2   7
  13 竹内 ひかり(5) 赤穂     17.14 (+0.1)   3   3
  14 小池 星心(6) 赤穂南     17.15 (+0.1)   3   4
  15 長瀬 未空(4) 広丘     17.16 (+1.6)   1   4
  16 宮武 なな香(4) 宮川     17.19 (+1.6)   1   5
  17 石川 綺羅(4) 並柳     17.20 (+1.6)   1   6
  18 佐野 志織(5) 赤穂     17.28 (+0.1)   3   5
  19 岩井 陽菜(5) 辰野西     17.30 (+0.1)   3   6
  20 渡邉 彩香(6) 本郷     17.87 (+0.1)   3   7
  21 山口 日菜子(4) ｺﾒｯﾄ波田     18.29 (+1.6)   1   7

ｵｰﾌﾟﾝ女子
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