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◆この大会で樹立された記録

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
8:30 曇り 20.5 54.0 南西 1.4
9:00 曇り 20.5 52.0 北東 0.5
10:00 雨 19.5 64.0 西 0.7
11:00 曇り 15.0 94.0 東北東 0.1
12:00 曇り 18.0 85.0 西北西 0.8
13:00 曇り 19.5 59.0 0
14:00 曇り 20.0 60.0 北北東 1.3
15:00 曇り 21.5 57.0 北北東 1.5
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決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】173100  茅野市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
05/06 小学男女混合 諏訪FA(A)     1,01.13 四賀小(A)     1,01.90 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    1,02.05 四賀小(B)     1,05.89 四賀小(C)     1,11.85

4x100mR 小倉 杏(4) 矢﨑 梨奈(5) 北原 萌衣(5) 石田 莉緒(5) 三井 優茉(5)
御子柴 清美(4) 市川 紗菜(5) 石曽根 葵(5) 北原 雅(5) 三井 芽実(5)
小溝 悠晟(4) 相馬 未来(5) 清水 秀一朗(5) 平出 瑞輝(5) 荒木 恒平(5)
遠藤 晄(4) 増田 翔太(5) 原田 琢己(5) 曽我 佑治郎(5) 相馬 一護(4)



決勝 5月6日 15:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 諏訪FA(A)   263 小倉 杏(4)   1,01.13 

ｽﾜｴﾌｴｰA ｵｸﾞﾗ ｱﾝｽﾞ
  262 御子柴 清美(4)

ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ
  251 小溝 悠晟(4)

ｺﾐｿﾞ ﾕｳｾｲ
  250 遠藤 晄(4)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ
 2   4 四賀小(A)   187 矢﨑 梨奈(5)   1,01.90 

ｼｶﾞｼｮｳA ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ
  186 市川 紗菜(5)

ｲﾁｶﾜ ｻﾅ
  178 相馬 未来(5)

ｿｳﾏ ﾐﾗｲ
  177 増田 翔太(5)

ﾏｽﾀ ﾞｼｮｳﾀ
 3   5 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少   232 北原 萌衣(5)   1,02.05 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ ﾒｲ
  231 石曽根 葵(5)

ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ
  234 清水 秀一朗(5)

ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
  235 原田 琢己(5)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
 4   2 四賀小(B)   180 石田 莉緒(5)   1,05.89 

ｼｶﾞｼｮｳB ｲｼﾀﾞ ﾘｵ
  189 北原 雅(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾐﾔﾋﾞ
  176 平出 瑞輝(5)

ﾋﾗｲﾃ ﾞﾐｽﾞｷ
  175 曽我 佑治郎(5)

ｿｶﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ
 5   6 四賀小(C)   182 三井 優茉(5)   1,11.85 

ｼｶﾞｼｮｳC ﾐﾂｲ ﾕﾏ
  183 三井 芽実(5)

ﾐﾂｲ ﾒﾐ
  192 荒木 恒平(5)

ｱﾗｷ ｺｳﾍｲ
  190 相馬 一護(4)

ｿｳﾏ ｲﾁｺﾞ

小学男女混合

4x100mR

決勝


	表紙
	決勝記録一覧表
	用紙

