
_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成29年4月29日（土・祝）午前10時45分スタート
コース：長野県松本平広域公園陸上競技場発着 4区間6.1km

総　務： 内山　了治
審判長： 木戸岡　和孝
記録主任：瀧沢　佳生

コース： 長野県松本平広域公園陸上競技場発着　6.1km　
第1区(女子)1.55km - 第2区(男子)1.5km -第3区(女子)1.5km -第4区(男子)1.55km 

大会記録　　　　　　　　　　

■総合 ■町の部

上田市    21:35 箕輪町    23:16
諏訪市    22:04 下諏訪町    23:24
松本市    22:24 高森町    23:34
駒ヶ根市    22:26
小諸市    22:38
飯田市    22:44 ■村の部
南箕輪村    22:52
飯山市    22:58 南箕輪村    22:52
原村    23:00 原村    23:00
長野市    23:02 木島平村    23:12
木島平村    23:12
箕輪町    23:16
白馬村    23:23
下諏訪町    23:24
須坂市    23:25
佐久市    23:32
喬木村    23:32
高森町    23:34
下條村    23:38
岡谷市    23:40
茅野市    23:41
安曇野市    23:44
松川村    23:48
小海町    24:00
中野市    24:00
東御市    24:10
飯島町    24:13
南木曽町    24:15
軽井沢町    24:17
飯綱町    24:21
千曲市    24:21
阿南町    24:25
豊丘村    24:31
池田町    24:33
上松町    24:37
筑北村    24:38
立科町    24:42
坂城町    24:43
小谷村    24:45
富士見町    24:45
塩尻市    24:48
山形村    24:50
大桑村    24:53
大町市    24:55
宮田村    25:01
朝日村    25:02
信濃町    25:04
木曽町    25:09
辰野町    25:15
佐久穂町    25:16
泰阜村    25:22
松川町    25:29
小布施町    25:34
小川村    25:38
阿智村    25:40
山ﾉ内町    25:40
野沢温泉村    25:53
伊那市    25:54
麻績村    26:23
栄村    26:23
南相木村    26:34
中川村    26:36

■グラウンドコンディション

  10:00    1.9    18.5
  10:45    2.0    19.5
  11:00    4.1    20.0
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第13回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会

順位 チーム名 記録 備考 チーム名 記録 備考

主催：一般財団法人長野陸上競技協会 ＳＢＣ信越放送 信濃毎日新聞社
共催：長野県 長野県教育委員会 公益財団法人長野県体育協会 松本市 松本市教育委員会
後援：長野県市長会 長野県町村会 塩尻市 松本商工会議所
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市町村対抗小学生駅伝

順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
1 上田市 牧内大華(6) 林琉翔(5) 橋詰史歩(6) 内堀翼(5)    21:35
2 諏訪市 齋藤 奏絵(6) 遠藤 優裕(6) 御子柴 清美(4) 藤森 大和(5)    22:04
3 松本市 中村 実椰(6) 小林 亮太(6) 柳澤 陽菜(6) 水野 琉斗(6)    22:24
4 駒ヶ根市 小野 梨里加(6) 青木 颯(6) 戸枝 くるみ(6) 小木曽 翔太(6)    22:26
5 小諸市 酒井 あいか(6) 塩川 晴也(6) 栁澤 瑠那(6) 土赤 仁義(4)    22:38
6 飯田市 桐生 瑞希(5) 吉澤 遼真(6) 吉澤 真穂(6) 宮澤 柊太(6)    22:44
7 南箕輪村 伊藤 千紘(6) 上田 卓輝(6) 高橋 つきみ(6) 八木 琉登(5)    22:52
8 飯山市 山本 萌華(4) 岡田 滉樹(6) 小島 こころ(6) 川久保 力生(6)    22:58
9 原村 宮坂 美紅(6) 岡戸 優虎(6) 小池瑠美嶺(5) 秋山 伶皇(6)    23:00

10 長野市 淀 果南実(6) 永原 颯磨(6) 渡邉 渚(6) 飯島 千太郎(6)    23:02
11 木島平村 山﨑 吏桜(6) 山田 梨人(6) 髙橋 実楽(5) 森  稟桜(6)    23:12
12 箕輪町 唐澤 美琴(6) 大場 崇義(6) 渕井 胡杜(5) 原 悠惺(6)    23:16
13 白馬村 水野 夏楓(6) 前田 志颯(5) ｱﾀﾞﾑｿﾝ 寧音(6) 草本 留嘉寿(6)    23:23
14 下諏訪町 志水口 佳鈴(6) 西中山 隼(5) 小林 加奈(6) 門輪 修也(6)    23:24
15 須坂市 小林 昊叶(6) 原田 仁(6) 長井 彩華(6) 田幸 輝(4)    23:25
16 佐久市 佐藤 輝(4) 加藤 大雅(6) 木内 夏乃(6) 清水 颯太(6)    23:32
17 喬木村 羽生 彩華(5) 関島 滉人(5) 畔上 結衣(6) 土屋 聡諒(6)    23:32
18 高森町 能登 愛琉(6) 山田 隼輔(6) 橋本 桜(6) 元木 夏樹(6)    23:34
19 下條村 下嶋 優菜(6) 熊谷 航陽(6) 川手 ひなた(6) 澤口 諒飛(6)    23:38
20 岡谷市 滝澤 愛佳(6) 宮坂 志一(6) 名和 夏乃子(6) 笠原 佑斗(6)    23:40
21 茅野市 林 ひよな(6) 柳沢 海斗(6) 山本 香菜美(6) 伊藤 良真(6)    23:41
22 安曇野市 辻 芽衣(6) 西尾 誓(4) 竹川 希実(6) 竹岡 孝多孔(5)    23:44
23 松川村 関谷 千里(6) 鈴木 慎吾(6) 樋井 萌菜美(6) 横澤 静也(6)    23:48
24 小海町 小須田 美裕(6) 金森 柊弥(6) 志村 心春(6) 松本 叶夢(6)    24:00
25 中野市 滝沢 亜子(5) 山田 羽琉(5) 小森 玲那(5) 山口 隼典(6)    24:00
26 東御市 川上 野々花(6) 橋詰 瑠斗(5) 宮本 和花奈(5) 寺島 一葵(6)    24:10
27 飯島町 桃澤 まなか(6) 下平 颯人(6) 吉澤 優李(6) 竹内 快斗(6)    24:13
28 南木曽町 青木 桜子(6) 鷹見 颯汰(6) 木村 日向詩(6) 麦島 啓太(6)    24:15
29 軽井沢町 佐伯 風帆(6) 雨宮 伊吹(5) 荻原 佳那(6) 榎本 康生(6)    24:17
30 飯綱町 丸山 美優(6) 清水 琥太朗(5) 中山 由梨(6) 高野 耕太郎(6)    24:21
31 千曲市 桑原 実世(6) 栗原 夢生(5) 柳澤 凜子(5) 石黒 剛琉(5)    24:21
32 阿南町 松下 日菜向(5) 小掠 正見(6) 松葉 彩聖(4) 秦  大馳(6)    24:25
33 豊丘村 高本 郁香(6) 吉川 依吹(5) 田島 さくら(6) 廣瀬 琉斗(6)    24:31
34 池田町 須沢 梨々愛(6) 小保内 壮太(6) 上條 優姫(6) 若林 輝空(6)    24:33
35 上松町 小林未来(6) 古瀬建太(6) 織田ゆきえ(6) 原瀬里飛(6)    24:37
36 筑北村 宮下 千夏(6) 宮川 じょう(6) 升田 陽美(5) 宮下 滉大(6)    24:38
37 立科町 竹内 葵(6) 滝澤 翼(6) 山浦 亜由香(6) 竹重 太琥(6)    24:42
38 坂城町 吾妻 恭隹(5) 宮下 航(5) 風間 優奈(5) 春日 信太朗(6)    24:43
39 小谷村 西澤  穂姫(5) 片山   芽(6) 丸山  佳織(6) 丸山  海翔(6)    24:45
40 富士見町 小林 みさと(6) 窪田 怜真(6) 和田 咲菜(5) 小林 勇翔(5)    24:45
41 塩尻市 風間 唯花(6) 岡村 結哉(4) 阪 千都(5) 太田 優基(5)    24:48
42 山形村 住吉 桜空(6) 山田 瑛太(6) 百瀬 涼香(6) 松實 稜雅(6)    24:50
43 大桑村 栗山 美玖(6) 小瀬木 颯(4) 平尾 悠夏(5) 藤山 堅友(4)    24:53
44 大町市 柴田 桜奈(6) 太田 龍輝(5) 平林 杏奈(6) 下條 拓海(6)    24:55
45 宮田村 岩本 初菜(6) 保科 充希(6) 小町谷 日花里(6青木 聖音(6)    25:01
46 朝日村 南原 優衣(4) 武田 來侍(5) 中村 文音(5) 宮城 岳大(5)    25:02
47 信濃町 高遠 柚季(6) 池田 惺哉(6) 大草 春華(5) 柳本 和希(5)    25:04
48 木曽町 下戸 沙弥(6) 鈴木 生人(6) 中村 珠恵(4) 鈴木 康介(6)    25:09
49 辰野町 坂元 唯花(4) 佐藤 明守斗(4) 林 雛乃(4) 上島 康陽(4)    25:15
50 佐久穂町 石垣 美心(6) 吉田 充輝(6) 松田 琉那(6) 須田 陸斗(6)    25:16
51 泰阜村 脇坂 心雪(5) 中澤 侑磨(6) 折竹 美南(5) 松下 共貴(5)    25:22
52 松川町 湯澤 帆香(6) 福島 圭亮(5) 野田 夏鈴(5) 佐藤 颯(4)    25:29
53 小布施町 山岸 茉央 田中 健介(6) 小渕 彩乃(6) 小林 和仁(6)    25:34
54 小川村 清水 愛名(6) 矢口 晴陽(6) 松永 優奈(6) 永原 悠路(6)    25:38
55 阿智村 小池 南々子(4) 園原 琉生(6) 遠山 紅葉(4) 上原 朔(6)    25:40
56 山ﾉ内町 倉田 乃綾(6) 川邊 仁太(6) 黒岩 美羽(6) 宮入 俊輔(6)    25:40
57 野沢温泉村 富井 詩子(6) 杉山 律太(6) 森 かのん(6) 久保田 康太郎(6)    25:53
58 伊那市 西村 陽菜(5) 小森 一心(5) 小松 天花(5) 埋橋 周平(6)    25:54
59 麻績村 髙野 萌々椛(5) 平田 創大(6) 伊藤 真椰(6) 柳澤 颯人(5)    26:23
60 栄村 岡田 苺珂(6) 関谷 煌(4) 小林 香里奈(5) 月岡 穂希(5)    26:23
61 南相木村 荻原 郁(6) 菊池 琉斗(6) 中島 佑桔(6) 中川 幹太(6)    26:34
62 中川村 村澤 彩優(5) 富永 琉平(6) 田中 琉奈(5) 平澤 航大(6)    26:36
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