
大会コード　１７１７０５０３

　

　 後援　上小地区地教委連絡協議会　佐久地区地教委連絡協議会

期日　　平成２９年　５月２０日（土）

場所　　佐久総合運動公園陸上競技場　（コード　１７２０６０）

気象状況 2017/05/20

時刻 天候 気温 湿度
 9:00 晴れ －   0.0m/sec.  21.5 ℃  45.0 %
10:00 晴れ 北西   1.0m/sec.  23.5 ℃  45.0 %
11:00 晴れ 北西   0.4m/sec.  26.0 ℃  48.0 %
12:00 晴れ 北   1.0m/sec.  27.0 ℃  50.0 %
13:00 晴れ 北北東   1.4m/sec.  27.0 ℃  50.0 %
14:00 晴れ 北西   1.5m/sec.  28.0 ℃  51.0 %

この大会で樹立された記録

な　し

第34回東信地区小学生陸上競技大会　

記録集

主催　長野陸上競技協会
　　　東信地区陸上競技会

風



第34回東信地区小学生陸上競技大会
主催　東信地区陸上競技会
後援　上小地区地教委連絡協議会　佐久地区地教委連絡協議会

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】172060  佐久総合運動公園陸上競技場

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
05/19 小学混合 T&F佐久平(A)     1,01.10 神科小     1,01.61 軽井沢A&AC     1,01.87 水明AC(A) 佐久平浅間(A)    1,03.68 高瀬小     1,04.10 平根小(A)     1,04.49 望月AC(A)     1,04.75

4x100mR 窪田 寿理(5) 佐野未優菜(5) 並木 彩華(4) 中島 芽衣(4) 石塚 夏姫(5) 菊原 優愛(5) 荻原 永恋(5) 佐藤 璃子(5)
宮川 紗和(5) 権田はるの(5) 中嶋 杏佳(4) 大森 玲花(4) 若杉 未来(5) 土屋 咲乃(5) 依田 はるな(5) 小林 紗和(5)
山本 祐弥(5) 笹澤廉(5) 雨宮 伊吹(5) 神谷 永遠(4) 堀込 大介(4) 八幡 壱路(5) 大工原 礼人(5) 大草 芽生(5)
中澤 煌牙(4) 滝澤智博(5) 金澤 歩夢(5) 小野澤 歯衣音(4) 小林 徠希(5) 依田 晴樹(5) 水澤 蓮(5) 桜井 雅悠(5)



決勝 5月19日 13:30

[ 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   9 浅科AC(C)   316 山浦 日陽理(4)   1,04.91  1   2 神科小   262 佐野未優菜(5)   1,01.61 

ｱｻｼﾅｴｰｼｰC ﾔﾏｳﾗ ﾋｵﾘ ｶﾐｼﾅｼｮｳ ｻﾉﾐﾕﾅ
  326 臼田 蒼衣(4)   263 権田はるの(5)

ｳｽﾀﾞ ｱｵｲ ｺﾞﾝﾀﾞﾊﾙﾉ
  313 篠原 大和(4)   261 笹澤廉(5)

ｼﾉﾊﾗ ﾔﾏﾄ ｻｻｻﾞﾜﾚﾝ
  321 高橋 大登(4)   260 滝澤智博(5)

ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾄ ﾀｷｻﾞﾜﾄﾓﾋﾛ
 2   2 上田西小   240 須山 知花(4)   1,05.53  2   6 軽井沢A&AC    66 並木 彩華(4)   1,01.87 

ｳｴﾀﾞﾆｼｼｮｳ ｽﾔﾏ ﾁﾊﾅ ｶﾙｲｻﾞﾜｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
  239 大熊 杏美
(4)    68 中嶋 杏佳(4)

ｵｵｸﾏ ｱﾐ ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
  242 阿部 光希(4)    80 雨宮 伊吹(5)

ｱﾍﾞ ﾐﾂｷ ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ
  238 田村 優弥(4)    75 金澤 歩夢(5)

ﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ
 3   4 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   115 土屋 夢萌(4)   1,06.24  3   4 ﾛﾃﾞｨｵ    44 竹花 心音   1,06.39 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ﾂﾁﾔ ﾕﾒ ﾛﾃﾞｨｵ ﾀｹﾊﾅ ｺﾉﾝ
  119 手塚 華(4)    45 依田 帆花

ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ ﾖﾀﾞ ﾎﾉｶ
  121 柳澤 翔逢(4)    43 田島 一輝

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ
  118 諸山 琉生(4)    42 土屋 大成

ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ ﾂﾁﾔ ﾀｲｾｲ
 4   3 小海小   196 井出 こころ(4)   1,06.34  4   9 西部小   284 石原 桃音(4)   1,07.57 

ｺｳﾐｼｮｳ ｲﾃ ﾞｺｺﾛ ｾｲﾌﾞｼｮｳ ｲｼﾊﾗ ﾓﾓﾈ
  190 篠原 百々香(4)   286 宮﨑 早也音(4)

ｼﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾔﾈ
  185 鷹野 珀(4)   280 齊藤 連太郎(4)

ﾀｶﾉ ﾊｸ ｻｲﾄｳ ﾚﾝﾀﾛｳ
  184 中嶋 大地(4)   281 齋藤 悠晴(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ ｻｲﾄｳ ﾕｳｾｲ
 5   6 南牧南小(A)   364 宅間 怜(4)   1,07.94  5   8 野沢小   447 油井 夏季(4)   1,08.13 

ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐｼｮｳA ﾀｸﾏ ﾚｲ ﾉｻﾞﾜｼｮｳ ﾕｲ ﾅﾂｷ
  380 吉澤 みずき(4)   450 小池 美桜(4)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ ｺｲｹ ﾐｵ
  377 吉澤 神威(4)   451 甘利 悠馬(4)

ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾑｲ ｱﾏﾘ ﾕｳﾏ
  365 新海 大輝(4)   448 飯田 開智(4)

ｼﾝｶﾞｲ ﾀｲｷ ｲｲﾀﾞ ｶｲﾁ
 6   5 小諸東小(D)   213 小林 姫乃(4)   1,11.92  6   7 佐久穂小(B)   170 渡邊 桃菜(4)   1,08.21 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳD ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾒﾉ ｻｸﾎｼｮｳB ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓﾅ
  212 上打田内 悠那(4)   167 柳沢 花恋(4)

ｶﾐｳｯﾀﾅｲ ﾕﾅ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾚﾝ
  219 小山 心汰(4)   165 有賀 颯音(4)

ｺﾔﾏ ｼﾝﾀ ｱﾘｶﾞ ﾊﾔﾄ
  218 小野澤旬介(4)   168 冨岡 仁(4)

ｵﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ ﾄﾐｵｶ ﾋﾄｼ
 7   7 佐久平浅間(B)   164 阿部 詩織(4)   1,11.95  7   5 小諸東小(B)   217 小林 るな(4)   1,09.08 

ｻｸﾀﾞｲﾗｱｻﾏB ｱﾍﾞ  ｼｵﾘ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳB ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ
  163 岩岡 美和(4)   226 関谷 莉央(4)

ｲﾜｵｶ  ﾐﾜ ｾｷﾔ ﾘｵ
  158 小林 優心(4)   210 前所 泰輝(4)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｼﾝ ﾏｴﾄﾞｺﾛ ﾀｲｷ
  153 大野 朱雀(4)   216 小林 大真(4)

ｵｵﾉ  ｽｻﾞｸ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｼﾝ
  8 佐久穂小(A)   174 坂本 優(5)  8   3 望月AC(B)   426 柳澤 華音(4)   1,09.38 

ｻｸﾎｼｮｳA ｻｶﾓﾄ ﾕｳ 失格 ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｵﾝ
  177 岡 祐里奈(5)   438 佐々木 小夏(4)

ｵｶ ﾕﾘﾅ ｻｻｷ ｺﾅﾂ
  171 小須田 佳祐(5)   431 小林 美海(4)

ｺｽﾀﾞ ｹｲｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ
  169 伴野 正宗(5)   427 保科 承太郎(4)

ﾄﾓﾉ ﾏｻﾑﾈ ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

小学混合

4x100mR

決勝



[ 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   9 水明AC(A)   266 中島 芽衣(4)   1,03.68  1   6 T&F佐久平(A)    22 窪田 寿理(5)   1,01.10 

ｽｲﾒｲｴｰｼｰ ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｲ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｸﾎﾞﾀ  ｼﾞｭﾘ
  268 大森 玲花(4)    25 宮川 紗和(5)

ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ ﾐﾔｶﾞﾜ  ｻﾜ
  271 神谷 永遠(4)    18 山本 祐弥(5)

ｶﾐﾔ ﾄﾜ ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ
  273 小野澤 歯衣音(4)    11 中澤 煌牙(4)

ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾉﾝ ﾅｶｻﾞﾜ  ｺｳｶﾞ
 2   6 望月AC(A)   436 佐藤 璃子(5)   1,04.75  2   7 高瀬小   106 菊原 優愛(5)   1,04.10 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ｻﾄｳ ﾘｺ ﾀｶｾｼｮｳ ｷｸﾊﾗ ﾕｱ
  432 小林 紗和(5)   103 土屋 咲乃(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾜ ﾂﾁﾔ ｻｸﾉ
  428 大草 芽生(5)   102 八幡 壱路(5)

ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ ﾊﾁﾏﾝ ｲﾁﾛ
  435 桜井 雅悠(5)   107 依田 晴樹(5)

ｻｸﾗｲ ﾏｻﾊﾙ ﾖﾀﾞ ﾊﾙｷ
 3   3 小諸東小(A)   200 平川 真穂子(4)   1,06.43  3   2 平根小(A)   422 荻原 永恋(5)   1,04.49 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳA ﾋﾗｶﾜ ﾏﾎｺ ﾋﾗﾈｼｮｳA ｵｷﾞﾊﾗ ｴﾚﾝ
  208 竹内 万桜(4)   424 依田 はるな(5)

ﾀｹｳﾁ ﾏｵ ﾖﾀﾞ ﾊﾙﾅ
  221 山口 遼真(4)   416 大工原 礼人(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｱﾔﾄ
  205 内堀 竜聖(4)   418 水澤 蓮(5)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾘｭｳｾｲ ﾐｽﾞｻﾜ ﾚﾝ
 4   4 真田ﾏﾗｿﾝ教室   255 三井 里咲(4)   1,06.55  4   5 川上第一   470 高見沢 優花   1,07.83 

ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂ ﾐﾂｲ ﾘｻ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｳｶ
  257 金田 馨花(4)   471 井出 奏葉

ｶﾈﾀﾞ ｷｮｳｶ ｲﾃﾞ ｶﾅﾊ
  250 内山 煌大郎(4)   473 中島 伶

ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲ
  249 柳澤 航希(4)   472 井出 拓人

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ ｲﾃﾞ ﾀｸﾄ
 5   2 田口小   351 大塚 夏希(4)   1,08.28  5   8 南牧南小(B)   375 原 亜鳥(4)   1,10.67 

ﾀｸﾞﾁｼｮｳ ｵｵﾂｶ ﾅﾂｷ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐｼｮｳB ﾊﾗ ｱﾄﾘ
  350 栁澤 理子(4)   368 新海 花奏(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｺ ｼﾝｶｲ ｶﾅﾃﾞ
  354 下山 空智(4)   369 松山 麓(4)

ｼﾓﾔﾏ ｿﾗﾁ ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｼ
  352 清水 大暉(4)   383 横森 強志(4)

ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ ﾖｺﾓﾘ ﾂﾖｼ
 6   8 平根小(B)   420 関口 歩希(4)   1,08.71  6   3 小諸東小(E)   204 八巻 彩夏(4)   1,15.11 

ﾋﾗﾈｼｮｳB ｾｷｸﾞﾁ ﾎﾏﾚ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳE ﾔﾏｷ ｱﾔｶ
  419 岩月 夕希乃(4)   220 小山 絢音(4)

ｲﾜﾂｷ ﾕｷﾉ ｺﾔﾏ ｱﾔﾈ
  413 萩原 汐逢(4)   228 伊東  輝(4)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ ｲﾄｳ ﾋｶﾙ
  415 渡邉 正葵(4)   227 塩谷 勇翔(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ ｼｵﾀﾆ ﾕｳﾄ
 7   5 岩村田小    65 橋詰 若奈(4)   1,12.26  7   4 浅科AC(D)   310 成澤 凜(4)   1,17.96 

ｲﾜﾑﾗﾀ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾜｶﾅ ｱｻｼﾅｴｰｼｰD ﾅﾙｻﾜ ﾘﾝ
   63 高安 万絢(4)   320 佐藤 りず夢(4)

ﾀｶﾔｽ ﾏｱﾔ ｻﾄｳ ﾘｽﾞﾑ
   64 後藤 大成(4)   311 松澤 一真(4)

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｾｲ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
   59 鈴木 魁斗(4)   317 山浦 大夢(4)

ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ ﾔﾏｳﾗ ﾀﾞｲﾑ
  7 中込小   340 春日 莉茉(4)

ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ ｶｽﾞｶﾞ ﾘﾏ 失格
  336 神津 陽斗(4)

ｺｳﾂﾞ ﾊﾙﾄ
  328 由井 伶音(4)

ﾕｲ ﾚｵﾝ
  335 西沢 悠希(4)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾊﾙｷ

小学混合

4x100mR



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 佐久平浅間(A)   155 石塚 夏姫(5)   1,03.68 

ｻｸﾀﾞｲﾗｱｻﾏA ｲｼﾂﾞｶ  ﾅﾂｷ
  159 若杉 未来(5)

ﾜｶｽｷﾞ  ﾐｸ
  148 堀込 大介(4)

ﾎﾘｺﾐ  ﾀﾞｲｽｹ
  157 小林 徠希(5)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾗｲｷ
 2   7 ｱｻﾏﾈSC    36 小林 粋佳(5)   1,05.45 

ｱｻﾏﾈSC ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶ
   37 住沢 叶和子(5)

ｽﾐｻﾜ ﾄﾜｺ
   32 美斉津 岳(4)

ﾐｻｲｽﾞ ｶﾞｸ
   33 土屋 海哩(5)

ﾂﾁﾔ ｶｲﾘ
 3   4 T&F佐久平(B)     8 東海林 優心花(5)   1,06.63 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾄｳｶｲﾘﾝ  ｴﾐｶ
   29 井出 優奈(5)

ｲﾃﾞ  ﾕﾅ
   27 丸山 桔平(5)

ﾏﾙﾔﾏ  ｷｯﾍﾟｲ
    9 田中 紫月(5)

ﾀﾅｶ  ｼﾂﾞｷ
 4   3 佐久浅間AC   136 荻原 藍   1,07.02 

ｻｸｱｻﾏｴｰｼｰ ｵｷﾞﾊﾗ ｱｲ
  133 小松 美結

ｺﾏﾂ ﾐﾕ
  132 中澤 珀翔

ﾅｶｻﾞﾜ ﾊｸﾄ
  134 高見澤 諒羽

ﾀｶﾐｻﾜ ﾘｮｳ
 5   8 水明AC(B)   278 永井 優里亜(4)   1,07.96 

ｽｲﾒｲｴｰｼｰ ﾅｶﾞｲ ﾕﾘｱ
  275 今井月咲(4)

ｲﾏｲ ﾂｶｻ
  277 荻原 大也(4)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾅﾘ
  279 芦沢 宗紀(4)

ｱｼｻﾞﾜ ﾑﾈﾉﾘ
 6   2 南牧北小(A)   390 津金 真汎(4)   1,08.43 

ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳA ﾂｶﾞﾈ  ﾏﾋﾛ
  397 坂本 綾華(4)

ｻｶﾓﾄ  ｱﾔｶ
  405 井出 隼晟(4)

ｲﾃﾞ  ｼｭﾝｾｲ
  394 新海 晃平(4)

ｼﾝｶｲ  ｺｳﾍｲ
 7   6 小諸東小(C)   206 内堀 紗衣(4)   1,10.93 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳC ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ
  202 美斉津 絵理奈(4)

ﾐｻｲﾂﾞ  ｴﾘﾅ
  225 金田  響(4)

ｶﾈﾀ ﾋﾋﾞｷ
  198 北村 碧惟(4)

ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ

小学混合

4x100mR



   1 T&F佐久平(A)   1,01.10 窪田 寿理(5) 宮川 紗和(5) 山本 祐弥(5) 中澤 煌牙(4)   4   1
   2 神科小   1,01.61 佐野未優菜(5) 権田はるの(5) 笹澤廉(5) 滝澤智博(5)   2   1
   3 軽井沢A&AC   1,01.87 並木 彩華(4) 中嶋 杏佳(4) 雨宮 伊吹(5) 金澤 歩夢(5)   2   2
   4 水明AC(A)   1,03.68 中島 芽衣(4) 大森 玲花(4) 神谷 永遠(4) 小野澤 歯衣音(4   3   1
   4 佐久平浅間(A)   1,03.68 石塚 夏姫(5) 若杉 未来(5) 堀込 大介(4) 小林 徠希(5)   5   1
   6 高瀬小   1,04.10 菊原 優愛(5) 土屋 咲乃(5) 八幡 壱路(5) 依田 晴樹(5)   4   2
   7 平根小(A)   1,04.49 荻原 永恋(5) 依田 はるな(5) 大工原 礼人(5) 水澤 蓮(5)   4   3
   8 望月AC(A)   1,04.75 佐藤 璃子(5) 小林 紗和(5) 大草 芽生(5) 桜井 雅悠(5)   3   2
   9 浅科AC(C)   1,04.91 山浦 日陽理(4) 臼田 蒼衣(4) 篠原 大和(4) 高橋 大登(4)   1   1
  10 ｱｻﾏﾈSC   1,05.45 小林 粋佳(5) 住沢 叶和子(5) 美斉津 岳(4) 土屋 海哩(5)   5   2
  11 上田西小   1,05.53 須山 知花(4) 大熊 杏美
(4) 阿部 光希(4) 田村 優弥(4)   1   2
  12 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   1,06.24 土屋 夢萌(4) 手塚 華(4) 柳澤 翔逢(4) 諸山 琉生(4)   1   3
  13 小海小   1,06.34 井出 こころ(4) 篠原 百々香(4) 鷹野 珀(4) 中嶋 大地(4)   1   4
  14 ﾛﾃﾞｨｵ   1,06.39 竹花 心音 依田 帆花 田島 一輝 土屋 大成   2   3
  15 小諸東小(A)   1,06.43 平川 真穂子(4) 竹内 万桜(4) 山口 遼真(4) 内堀 竜聖(4)   3   3
  16 真田ﾏﾗｿﾝ教室   1,06.55 三井 里咲(4) 金田 馨花(4) 内山 煌大郎(4) 柳澤 航希(4)   3   4
  17 T&F佐久平(B)   1,06.63 東海林 優心花(5井出 優奈(5) 丸山 桔平(5) 田中 紫月(5)   5   3
  18 佐久浅間AC   1,07.02 荻原 藍 小松 美結 中澤 珀翔 高見澤 諒羽   5   4
  19 西部小   1,07.57 石原 桃音(4) 宮﨑 早也音(4) 齊藤 連太郎(4) 齋藤 悠晴(4)   2   4
  20 川上第一   1,07.83 高見沢 優花 井出 奏葉 中島 伶 井出 拓人   4   4
  21 南牧南小(A)   1,07.94 宅間 怜(4) 吉澤 みずき(4) 吉澤 神威(4) 新海 大輝(4)   1   5
  22 水明AC(B)   1,07.96 永井 優里亜(4) 今井月咲(4) 荻原 大也(4) 芦沢 宗紀(4)   5   5
  23 野沢小   1,08.13 油井 夏季(4) 小池 美桜(4) 甘利 悠馬(4) 飯田 開智(4)   2   5
  24 佐久穂小(B)   1,08.21 渡邊 桃菜(4) 柳沢 花恋(4) 有賀 颯音(4) 冨岡 仁(4)   2   6
  25 田口小   1,08.28 大塚 夏希(4) 栁澤 理子(4) 下山 空智(4) 清水 大暉(4)   3   5
  26 南牧北小(A)   1,08.43 津金 真汎(4) 坂本 綾華(4) 井出 隼晟(4) 新海 晃平(4)   5   6
  27 平根小(B)   1,08.71 関口 歩希(4) 岩月 夕希乃(4) 萩原 汐逢(4) 渡邉 正葵(4)   3   6
  28 小諸東小(B)   1,09.08 小林 るな(4) 関谷 莉央(4) 前所 泰輝(4) 小林 大真(4)   2   7
  29 望月AC(B)   1,09.38 柳澤 華音(4) 佐々木 小夏(4) 小林 美海(4) 保科 承太郎(4)   2   8
  30 南牧南小(B)   1,10.67 原 亜鳥(4) 新海 花奏(4) 松山 麓(4) 横森 強志(4)   4   5
  31 小諸東小(C)   1,10.93 内堀 紗衣(4) 美斉津 絵理奈(4金田  響(4) 北村 碧惟(4)   5   7
  32 小諸東小(D)   1,11.92 小林 姫乃(4) 上打田内 悠那(4小山 心汰(4) 小野澤旬介(4)   1   6
  33 佐久平浅間(B)   1,11.95 阿部 詩織(4) 岩岡 美和(4) 小林 優心(4) 大野 朱雀(4)   1   7
  34 岩村田小   1,12.26 橋詰 若奈(4) 高安 万絢(4) 後藤 大成(4) 鈴木 魁斗(4)   3   7
  35 小諸東小(E)   1,15.11 八巻 彩夏(4) 小山 絢音(4) 伊東  輝(4) 塩谷 勇翔(4)   4   6
  36 浅科AC(D)   1,17.96 成澤 凜(4) 佐藤 りず夢(4) 松澤 一真(4) 山浦 大夢(4)   4   7

所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

小学混合

4x100mR
タイムレース

順位


	小学生表紙
	決勝記録一覧表
	400R

