
 

公 式 記 録 集 
期   日： 平成２９年１０月２９日（日） 

会   場： 長野総合運動公園 陸上競技場 

主   催： テレビ信州 

後   援： 長野県／長野県教育委員会／長野市／長野市教育委員会 

       (一財)長野陸上競技協会／読売新聞東京本社 

主   管： 長野市陸上競技協会  

総   務： 小林 靖志  

審 判 長： 浦野 義忠  

記録 ・情報主任： 瀧沢 佳生 

■この大会で樹立された記録  
種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考 

女子小学 4年 
4x100mR 

決勝 1分 01秒 36 岩下 心葉(4) 
中島 采香(4) 
松尾 綺夏(4) 
湯澤 彩花(4) 

松川陸上ｸﾗﾌﾞ A 1分 01秒 64 大会新 

■グラウンドコンディション 

時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度% 

 9:15 雨 南南西 1.2 14.0 80.0 
10:00 雨 南西 1.1 14.0 80.0 
11:00 雨 西 0.9 14.0 80.0 
12:00 雨 南東 1.2 14.0 80.0 
13:00 雨 北東 0.9 14.0 80.0 

 



第27回テレビ信州キッズRUN２０１７　決勝記録一覧表

３kmマラソン 男子の部（5,6年）競技結果 ３kmマラソン 女子の部（5,6年）競技結果
順位 No. 氏    名 所    属 学年 記   録 順位 No. 氏    名 所    属 学年 記   録

1 16 永原　颯磨 川中島JRC 6 10分22秒 1 12 牧内　大華 腰越JSC 6 11分03秒
2 31 加藤　大雅 軽井沢A&AC 6 10分24秒 2 16 橋詰　史歩 真田クラブ 6 11分13秒
3 28 内堀　翼 真田クラブ 5 10分48秒 3 40 齋藤　奏絵 諏訪FA 6 11分19秒
4 78 水野　琉斗 安曇野かけっこクラブ 6 11分01秒 4 32 山﨑　吏桜 木島平小学校 6 11分20秒
5 92 熊谷　航陽 ISジュニア駅伝クラブ 6 11分04秒 5 61 戸枝　くるみ 駒ヶ根中沢RC 6 11分29秒
6 1 塩川　晴也 あさまねSC 6 11分07秒 6 6 酒井　あいか あさまねSC 6 11分36秒
7 17 吉岡　斗真 川中島JRC 6 11分11秒 7 60 小松　凛 駒ヶ根中沢RC 6 11分41秒
8 89 岡戸　優虎 茅野アスレチックス 6 11分14秒 8 29 桑原　実世 戸上ジュニア陸上クラブ 6 11分53秒
9 74 丸山　直生 山形小学校 5 11分21秒 9 63 梅木　莉子 ISジュニア駅伝クラブ 5 12分08秒

10 57 山田　梨人 木島平小学校 6 11分24秒 10 56 小池　瑠美嶺 茅野アスレチックス 5 12分08秒

6km駅伝の部（3,4年）競技結果

１００ｍ・４×１００ｍリレー 競技結果

順位 No. チーム名 1区走者 2区走者 3区走者 4区走者 記録
1 11 腰越JSC選抜 中村　羽来 土赤　仁義 成澤　あん里 児玉　大河 22分15秒
2 21 駒ヶ根中沢RC+ 坂元　唯花 矢澤　颯介 小野　安里 玉木　輝 22分25秒
3 19 諏訪FA 御子柴　清美 遠藤　晄 小倉　杏 小溝　悠晟 23分31秒
4 8 川中島JRC 矢島　那優 丸山　大翔 小林　千鶴 笠嶋　佑樹 23分43秒
5 2 松川陸上クラブA 福島　羽七 宮内　達也 羽生　月佳 中平　翔 23分47秒
6 6 大町スポーツクラブ 秋山　遥香 永澤　良大 太田　花梨 横川　翔生 24分01秒
7 1 真田クラブ　幸村 北原　和 林　悠翔 高橋　彩花 西澤　紀仁 24分13秒
8 22 妙高木島平フレンズ 山田　桃子 駒村　隼 阿部　結奈 宮下　日生 24分16秒

(GR:大会新) 【競技場】172070  長野市営陸上競技場
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

10/29 男女小学1年 山口 越史(1) 18.41 宮本 侑空(1) 18.55 塩澤 佑真(1) 18.62 清水 優心(1) 野沢温泉小学校 18.70 佐藤 徠夢(1) 18.73 森 琉太(1) 19.20 高塚 翼(1) 19.23
100m あさまねSC 三水第一小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 坂井田 花怜(1) 野沢温泉小学校 佐久ドリーム 野沢温泉小学校 望月AC

10/29 男女小学2年 宮澤 悠悟(2) 17.40 寺島 来武(2) 清水小学校 17.48 宮崎 蒼空(2) 17.51 黒木 玲雄(2) 17.60 飛島 吏玖(2) 17.61 竜田 唯花(2) 17.67 青木 洋登(2) 17.70
100m 赤穂東小学校 清水 稜介(2) 佐久ドリーム 埴生小学校 腰越JSC 開明小学校 坂城JAC 中込小学校

10/29 男子小学3年 長野市陸上教室    1,03.13     1,05.99     1,06.66     1,07.00 四賀小     1,07.42 坂ノ上キッズ    1,08.04 佐久ドリーム    1,09.35 屋代小     1,09.52
4×100mR 塩原 知弥(3) 眞道 珠羽(3) 小川 夏生(3) 清水 尋志(3) 山崎 騰雷(3) 佐藤 遥仁(3) 木内 旬(3) 横前 幸之助(3)

井出 旭飛(3) 野口 海燕(3) 飯山 想斗(3) 澤渡 奏太(3) 矢部 佑樹(3) 松井 蒼斗(3) 橋詰 蓮平(3) 前田 朔杜(3)
笠井 永遠(3) 平林 來(3) 雨宮 伊吹(3) 川﨑 晴翔(3) 松木 湧音(3) 岡本 羽輝(3) 小林 悠(3) 岡田 大翔(3)
石田 眞希斗(3) 岡本 勢良(3) 小口 双葉(3) 佃 悠輔(3) 増田 祐輝(3) 西田 祐大(3) 南澤 侑吾(3) 赤澤 宗磨(3)

10/29 男子小学4年 日滝ボーイズA    1,02.25 松川陸上クラブ    1,02.93 望月AC     1,03.17     1,03.45     1,03.57 片塩ランナーズ    1,04.54 あさまねSC-M    1,05.16 佐久ドリーム    1,05.65
4×100mR 新井 颯真(4) 佐藤 颯(4) 依田 惺那(4) 辻本 奄汰(4) 戸根川 拓磨(4) 丸谷 高太郎(4) 小林 大真(4) 市川 絆(4)

原山 慶大(4) 藤本 輝伸(4) 小林 美海(4) 内山 煌大郎(4) 神田 悠希(4) 田中 秀弥(4) 内堀 竜聖(4) 諸山 琉生(4)
白戸 悠輝(4) 丸山 由晴(4) 保科 承太郎(4) 中屋 大和(4) 浜田 峻陽(4) 鎌田 真登(4) 山口 遼真(4) 柳澤 翔逢(4)
浦野 愛矢(4) 鈴木 拓斗(4) 田島 一輝(4) 柳澤 航希(4) 角田 大空(4) 臼井 大夢(4) 美斉津 岳(4) 山浦 旺琉(4)

10/29 女子小学3年     1,05.73 屋代小     1,06.72     1,07.25 四賀小     1,07.97     1,09.12 坂城っ子     1,09.73 東条小     1,09.96     1,10.90
4×100mR 奥原 結菜(3) 飯島 梨央奈(3) 柳平 紗希(3) 宮葉 ひかり(3) 阪 真琴(3) 米山 紗希(3) 箕輪 歩(3) 林 かれん(3)

内山 実紅(3) 越 優子(3) 山田 怜来(3) 松木 心音(3) 鎌倉 梨々華(3) 山田 怜奈(3) 柄澤 花里南(3) 宮脇 悠莉(2)
長澤 莉緒(3) 竹口 怜(3) 櫻井 音寧(3) 池上 かりん(3) 伊東 昊咲(3) 竹内 紫玲(3) 清水 日毬(3) 光澤 琥珀(3)
中村 波南(3) 平原 紗季(3) 山下 恋花(3) 鈴木 紅彩(3) 新村 悠里(3) 小熊 千奈(3) 関 心花(3) 塩澤 みのり(3)

10/29 女子小学4年 松川陸上ｸﾗﾌﾞA    1,01.36     1,04.45 日滝ガールズA    1,05.14     1,05.85     1,06.96 千曲八幡KKRM    1,07.30 柳原小4年A     1,07.31 坂城JAC 4-A     1,07.78
4×100mR 岩下 心葉(4) GR 太田 花音(4) 小山 侑月(4) 真野 結奈(4) 大日方 彩莉(4) 古家 美羽(4) 佐藤 美幸(4) 小林 春華(4)

中島 采香(4) 米山 心翔(4) 宮尾 蓮愛(4) 関野 由依(4) 小林 未佳(4) 小井土 叶(4) 藤森 早紀(4) 竜田 稀咲(4)
松尾 綺夏(4) 石橋 薫(4) 髙橋 花凜(4) 木村 湊(4) 勝山 亜咲(4) 大内 里香(4) 大川 伽南(4) 阿部 萌花(4)
湯澤 彩花(4) 長村 梨夢(4) 市川 真菜(4) 緑川 かなで(4) 山口 莉央(4) 永田 心花(4) 北山 乃ノ葉(4) 樋口 碧(4)

大町EWSN Runners 松川陸上クラブ

ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞTeamU 安曇野かけっこｸﾗﾌﾞD

富士見小ルバーブ 茅野アスレチックス 島内サンダーキッズ

真田マラソン教室 ウインディーMAX-Ⅱ古

茅野アスレチックスA 茅野アスレチックスB

安茂里小学校



第26回テレビ信州 キッズRUN2016　マラソン男子3km  結果（5･6）年 No. 1／2

順位 No. 氏    名 所    属 学年 記   録

1 16 永原　颯磨 川中島JRC 6 10分22秒

2 31 加藤　大雅 軽井沢A&AC 6 10分24秒

3 28 内堀　翼 真田クラブ 5 10分48秒

4 78 水野　琉斗 安曇野かけっこクラブ 6 11分01秒

5 92 熊谷　航陽 ISジュニア駅伝クラブ 6 11分04秒

6 1 塩川　晴也 あさまねSC 6 11分07秒

7 17 吉岡　斗真 川中島JRC 6 11分11秒

8 89 岡戸　優虎 茅野アスレチックス 6 11分14秒

9 74 丸山　直生 山形小学校 5 11分21秒

10 57 山田　梨人 木島平小学校 6 11分24秒

11 24 小相沢　瑛翔 腰越JSC 5 11分24秒

12 99 金子　倖大 T&F佐久平 5 11分25秒

13 21 宮下　翔弥 諏訪市立湖南小学校 6 11分26秒

14 94 山岸　亮太 ISジュニア駅伝クラブ 6 11分31秒

15 43 藤森　大和 諏訪市立中州小学校 5 11分33秒

16 36 藤本　憲伸 松川陸上クラブ 6 11分33秒

17 41 福島　圭亮 松川陸上クラブ 5 11分34秒

18 97 田下　輝稀 T&F佐久平 6 11分38秒

19 27 横山　廉汰郎 真田クラブ 6 11分46秒

20 26 安本　桜太郎 真田クラブ 6 11分46秒

21 47 小林　柊也 長野市立信里小学校 5 11分48秒

22 93 中山　椋介 ISジュニア駅伝クラブ 6 11分49秒

23 63 齋藤　音吹 佐久ドリーム 6 11分50秒

24 66 安藤　結星 E-NAGANOスポーツクラブ 5 11分51秒

25 30 林　琉翔 真田クラブ 5 11分53秒

26 32 勝山　大珠 長野市立豊野東小学校 6 11分54秒

27 15 飯島　千太郎 川中島JRC 6 11分54秒

28 64 土屋　聖瑛 佐久ドリーム 6 11分58秒

29 4 金田　和 あさまねSC 5 12分00秒

30 98 中山　瑛生 T&F佐久平 6 12分01秒

31 18 清水　一真 川中島JRC 5 12分02秒

32 25 熊倉　正之 真田クラブ 6 12分03秒

33 76 春日　信太朗 坂城JAC 6 12分07秒

34 83 小林　碧空 望月AC 6 12分11秒

35 54 和田　祐弥 長野市立青木島小学校 5 12分20秒

36 34 羽生　大起 松川陸上クラブ 6 12分21秒

37 84 佐々木　隆之介 望月AC 6 12分27秒

38 58 須山　碧天 塩尻市立洗馬小学校 5 12分29秒

39 59 太田　龍輝 大町スポーツクラブ 5 12分31秒

40 62 金森　柊弥 小海小学校 6 12分31秒

41 96 片井　蓮仁 T&F佐久平 6 12分33秒

42 69 石黒　剛琉 千曲市立屋代小学校 5 12分34秒

43 51 齋藤　黎 中野市立平岡小学校 6 12分35秒

44 23 若林　晄雅 長野市立篠ノ井西小学校 6 12分38秒

45 56 鈴木　聖永 木島平小学校 6 12分39秒

46 90 小嶋　徠聖 茅野アスレチックス 5 12分41秒

47 77 平川　湊 安曇野かけっこクラブ 6 12分43秒

48 40 中原　稜 松川陸上クラブ 5 12分44秒

49 73 宮島　寛幸 山形小学校 5 12分49秒

50 11 佐藤　孜羽 若穂RCジュニア 6 12分51秒

2017年10月27日（日）　テレビ信州・長野市陸上競技協会



第26回テレビ信州 キッズRUN2016　マラソン男子3km  結果（5･6）年 No. 2／2

順位 No. 氏    名 所    属 学年 記   録

51 55 椚原　嵩 木島平小学校 6 12分51秒

52 72 小林　誠史 真田マラソン教室 6 12分53秒

53 67 小原　拓登 E-NAGANOスポーツクラブ 5 12分55秒

54 75 望月　優斗 飯山市立戸狩小学校 6 12分59秒

55 20 西沢　大空 川中島JRC 5 13分01秒

56 38 今村　悠真 松川陸上クラブ 5 13分04秒

57 79 竹岡　孝多孔 安曇野かけっこクラブ 5 13分07秒

58 61 大澤　汰暉 長野市立城山小学校 6 13分08秒

59 85 柳澤　孔軌 望月AC 6 13分08秒

60 46 中原　凌 千曲市立戸倉小学校 5 13分09秒

61 35 羽生　祥基 松川陸上クラブ 6 13分10秒

62 5 荒木　恒平 諏訪市立四賀小学校 5 13分10秒

63 7 平出　瑞輝 諏訪市立四賀小学校 5 13分28秒

64 65 木内　光波 佐久ドリーム 5 13分32秒

65 52 吉川　一馬 長野市立昭和小学校 6 13分35秒

66 3 市川　仁陽 あさまねSC 5 13分37秒

67 101 赤塚　昊介 信大附属長野小学校 5 13分52秒

68 100 丸山　桔平 T&F佐久平 5 13分53秒

69 8 増田　翔太 諏訪市立四賀小学校 5 14分03秒

70 19 堀内　颯人 川中島JRC 5 14分04秒

71 95 森田　真斗 大町スポーツクラブ 5 14分13秒

72 87 大草　芽生 望月AC 5 14分16秒

73 88 清水　智也 豊野東 5 14分25秒

74 10 上沢　亜樹 若穂RCジュニア 6 14分26秒

75 6 相馬　未来 諏訪市立四賀小学校 5 14分44秒

76 91 小坂　滉 信大附属長野小学校 5 14分56秒

77 12 玉井　雄飛 若穂RCジュニア 5 14分59秒

78 2 市川　陽彬 あさまねSC 6 15分02秒

79 53 大日方　真 信大附属長野小学校 5 15分02秒

80 9 安孫子　夏希 長野市立大豆島小学校 6 欠場

81 13 栗原　夢生 千曲市立上山田小学校 5 欠場

82 14 堀切　原生 千曲市立東小学校 5 欠場

83 22 新村　晃一朗 長野市立東条小学校 5 欠場

84 29 滝澤　智博 真田クラブ 5 欠場

85 33 安藤　陽人 松川陸上クラブ 6 欠場

86 37 山田　隼輔 松川陸上クラブ 6 欠場

87 39 中島　賢吾 松川陸上クラブ 5 欠場

88 42 信藤　賢治 長野市立共和小学校 6 欠場

89 44 齋藤　光佑 諏訪市立中洲小学校 5 欠場

90 45 山口　大和 御代田北小学校 5 欠場

91 48 山口　雄太 長野市立篠ノ井東小学校 6 欠場

92 49 辰野　瑞季 長野市立山王小学校 5 欠場

93 50 小山　大晴 千曲市立上山田小学校 5 欠場

94 60 新山　堅太 大町スポーツクラブ 5 欠場

95 68 高橋　幸雅 長野市立城山小学校 6 欠場

96 70 安部　拓登 千曲市立屋代小学校 5 欠場

97 71 齋藤　聖太 長野市立三輪小学校 6 欠場

98 80 山田　涼太郎 安曇野かけっこクラブ 5 欠場

99 81 遠藤　優裕 諏訪FA 6 欠場

100 82 小山　翔平 望月AC 6 欠場

101 86 山浦　雅斗 望月AC 6 欠場

2017年10月27日（日）　テレビ信州・長野市陸上競技協会



第26回テレビ信州 キッズRUN2016　マラソン女子3km  結果（5･6）年 No. 1／2

順位 No. 氏    名 所    属 学年 記   録

1 12 牧内　大華 腰越JSC 6 11分03秒

2 16 橋詰　史歩 真田クラブ 6 11分13秒

3 40 齋藤　奏絵 諏訪FA 6 11分19秒

4 32 山﨑　吏桜 木島平小学校 6 11分20秒

5 61 戸枝　くるみ 駒ヶ根中沢RC 6 11分29秒

6 6 酒井　あいか あさまねSC 6 11分36秒

7 60 小松　凛 駒ヶ根中沢RC 6 11分41秒

8 29 桑原　実世 戸上ジュニア陸上クラブ 6 11分53秒

9 63 梅木　莉子 ISジュニア駅伝クラブ 5 12分08秒

10 56 小池　瑠美嶺 茅野アスレチックス 5 12分08秒

11 10 淀　果南実 川中島JRC 6 12分18秒

12 45 吾妻　恭佳 坂城JAC 5 12分19秒

13 62 小林　昊叶 須坂市立小山小学校 6 12分20秒

14 13 下村　悠莉 腰越JSC 5 12分28秒

15 57 阪　千都 茅野アスレチックス 5 12分37秒

16 54 蓮井　瑠奈 安曇野かけっこクラブ 5 12分38秒

17 66 松下　真奈 ISジュニア駅伝クラブ 5 12分39秒

18 53 辻　芽衣 安曇野かけっこクラブ 6 12分41秒

19 22 長井　彩華 須坂市立井上小学校 6 12分43秒

20 7 栁澤　瑠那 あさまねSC 6 12分48秒

21 52 竹川　希実 安曇野かけっこクラブ 6 12分48秒

22 17 帯刀　詩 真田クラブ 5 12分50秒

23 9 田中　裕麗 坂城小学校 5 12分59秒

24 15 高橋　愛恵 真田クラブ 6 13分01秒

25 21 湯澤　帆花 松川陸上クラブ 6 13分05秒

26 33 須江　一樺 信大附属長野小学校 5 13分06秒

27 51 関谷　千里 安曇野かけっこクラブ 6 13分07秒

28 50 唐澤　萌香 安曇野かけっこクラブ 6 13分14秒

29 41 金田　麗花 真田マラソン教室 6 13分18秒

30 30 倉嶋　凛音 長野市立松代小学校 5 13分21秒

31 48 清水　咲歩 坂城JAC 5 13分24秒

32 42 横沢　怜奈 真田マラソン教室 6 13分33秒

33 31 松田　彩夢 長野市立松代小学校 5 13分36秒

34 55 小倉　和香葉 茅野アスレチックス 5 13分36秒

35 37 渡辺　彩那 坂城JAC 6 13分43秒

36 70 東海林　優心花 T&F佐久平 5 13分45秒

37 2 三井　優茉 諏訪市立四賀小学校 6 13分46秒

38 35 渋谷　真心 E-NAGANOスポーツクラブ 5 13分54秒

39 39 宮下　小牧 坂城JAC 5 13分56秒

40 58 山田　聖来 茅野アスレチックス 5 13分57秒

41 47 金子　亜瑠 坂城JAC 5 13分59秒

42 49 田中　雪乃 坂城JAC 5 13分59秒

43 36 田中　朱音 坂城JAC 6 13分59秒

44 8 横須賀　さくら あさまねSC 5 14分00秒

45 18 梶間　理預 松川陸上クラブ 6 14分05秒

46 69 井出　優奈 T&F佐久平 5 14分08秒

47 25 西川　侑花 長野市立三本柳小学校 5 14分09秒

48 4 三井　芽実 諏訪市立四賀小学校 5 14分12秒

49 1 相馬　里瑠 諏訪市立四賀小学校 6 14分15秒

50 5 矢崎　梨奈 諏訪市立四賀小学校 5 14分15秒

2017年10月27日（日）　テレビ信州・長野市陸上競技協会



第26回テレビ信州 キッズRUN2016　マラソン女子3km  結果（5･6）年 No. 2／2

順位 No. 氏    名 所    属 学年 記   録

51 26 小林　遥 長野市立信里小学校 5 20分12秒

52 3 小林　媛香 諏訪市立四賀小学校 5 欠場

53 11 竹内　葵 腰越JSC 6 欠場

54 14 川上　野々花 真田クラブ 6 欠場

55 19 小林　礼奈 松川陸上クラブ 6 欠場

56 20 能登　愛琉 松川陸上クラブ 6 欠場

57 23 竹内　佑奈 中野市立平野小学校 5 欠場

58 24 鎌田　花音 長野市立篠ノ井東小学校 5 欠場

59 27 斉藤　葵実 丸子中央小学校 5 欠場

60 28 斉藤　舞唯 丸子中央小学校 5 欠場

61 34 志水口　佳鈴 下諏訪南小学校 6 欠場

62 38 西澤　佑果 坂城JAC 5 欠場

63 43 田中　聖 長野市立古牧小学校 6 欠場

64 44 清水　理央 坂城JAC 6 欠場

65 46 風間　優奈 坂城JAC 5 欠場

66 59 小野　梨里加 駒ヶ根中沢RC 6 欠場

67 64 桐生　瑞希 ISジュニア駅伝クラブ 5 欠場

68 65 羽生　彩華 ISジュニア駅伝クラブ 5 欠場

69 67 石坂　美羽 長野市立青木島小学校 5 欠場

70 68 本間　鈴菜 長野市立城山小学校 5 欠場

2017年10月27日（日）　テレビ信州・長野市陸上競技協会



第26回テレビ信州 キッズRUN2016 駅伝の部（3･4年）競技結果 No. 1／1

順位 No. チーム名 1区走者 2区走者 3区走者 4区走者 記録

1 11 腰越JSC選抜 中村　羽来 土赤　仁義 成澤　あん里 児玉　大河 22分15秒

2 21 駒ヶ根中沢RC+ 坂元　唯花 矢澤　颯介 小野　安里 玉木　輝 22分25秒

3 19 諏訪FA 御子柴　清美 遠藤　晄 小倉　杏 小溝　悠晟 23分31秒

4 8 川中島JRC 矢島　那優 丸山　大翔 小林　千鶴 笠嶋　佑樹 23分43秒

5 2 松川陸上クラブA 福島　羽七 宮内　達也 羽生　月佳 中平　翔 23分47秒

6 6 大町スポーツクラブ 秋山　遥香 永澤　良大 太田　花梨 横川　翔生 24分01秒

7 1 真田クラブ　幸村 北原　和 林　悠翔 高橋　彩花 西澤　紀仁 24分13秒

8 22 妙高木島平フレンズ 山田　桃子 駒村　隼 阿部　結奈 宮下　日生 24分16秒

9 18 安曇野かけっこクラブ 嶋岡　愛子 野島　将夫 百瀬　優衣 西尾　誓 24分35秒

10 7 木島平小RC 山﨑　詩由衣 鈴木　士愛 浦山　瑠乃羽 三橋　大翔 24分37秒

11 14 屋代小A 小池　菜々美 白石　陽向 藤本　麗美 清水　大地 24分37秒

12 12 腰越JSC A 竹花　心美 黒沢　燦 中村　莉来 児玉　大和 25分02秒

13 17 茅野アスレチックス 林　柊里 鵜飼　大雅 田村　るう 岡戸　獅門 25分13秒

14 24 祢津っこ4年 菊地　遥奈 小山　叶夢 竹内　姫織 相場　遥心 25分23秒

15 10 あきつ 丸山　桧依 上松　温人 西山　帆乃夏 田中　秀磨 25分25秒

16 16 真田マラソン教室 三井　里咲 藤沢　俊輔 金田　馨花 堀内　侑李 25分26秒

17 3 真田クラブ　源次郎 丸山　優結 清水　颯太 帯刀　結 花岡　蓮 25分47秒

18 23 祢津っこ3年 高橋　陽依莉 横山　司竜 安本　桃音 相場　莉空 26分44秒

19 13 腰越JSC B 小相沢　麗海 黒木　勇翔 馬場　初果 金井　崚惺 27分00秒

20 25 柳原小4年E 高橋　凜 宮澤　蒼太 小林　愛生 寺田　一翔 27分29秒

21 4 SKY BLUE 荻原　真柚 荻原　悠大 宮坂　瑠南 小林　泰雅 27分31秒

22 9 松川陸上クラブB 加藤　妃心 宮脇　怜雅 大場　由日里 近藤　紫矢 27分32秒

23 5 やちほ 今井　優希 今井　琢人 佐々木　友那 今井　俊輔 28分10秒

24 15 屋代小B 栗原　楓菜 塚田　大翔 中村　由依 村石　奏太 28分30秒

25 20 四賀小 河西　風花 里見　大地 石田　凛 荒木　慶 28分58秒

26 26 柳原小4年F 鷹野　未空 駒村　陽平 牧野　亜紀 小林　想楽 29分04秒

2017年10月29日（日）　テレビ信州・長野市陸上競技協会



決勝 10月29日 11:00

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -0.8

 1 清水 優心(1)  18.70  1 佐藤 徠夢(1)  18.73 
ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 野沢温泉小学校 ｻﾄｳ ﾗｲﾑ 佐久ドリーム

 2 坂井田 花怜(1)  18.70  2 森 琉太(1)  19.20 
ｻｶｲﾀﾞ ｶﾚﾝ 野沢温泉小学校 ﾓﾘ ﾘｭｳﾀ 野沢温泉小学校

 3 高塚 翼(1)  19.23  3 小宮山 蓮(1)  19.77 
ﾀｶﾂｶ ﾂﾊﾞｻ 望月AC ｺﾐﾔﾏ ﾚﾝ 岸野小学校

 4 酒井 海路(1)  20.10  4 松村 空哉(1)  19.82 
ｻｶｲ ｶｲｼﾞ 田中小学校 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾔ 野沢温泉小学校

 5 藤田 彩花(1)  20.15  5 中島 爽(1)  20.43 
ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｶ 日滝小学校 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ 岸野小学校

 6 佐藤 海志(1)  20.45  6 柳澤 花音(1)  20.64 
ｻﾄｳ ｶｲｼ 吉田小学校 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾉﾝ 岸野小学校

 7 田中 直弥(1)  21.18  7 横川 愛翔(1)  21.32 
ﾀﾅｶ ﾅｵﾔ 平野小学校 ﾖｺｶﾜ ﾏﾅﾄ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

 8 飛島 伊吹(1)  21.71  8 笹岡 晴(1)  24.72 
ﾄﾋﾞｼﾏ ｲﾌﾞｷ 開明小学校 ｻｻｵｶ ﾊﾙ 野沢温泉小学校

 9 吉澤 芽衣(1)  22.53 齊藤 佑樹(1)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 徳間小学校 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 佐久ドリーム

[ 3組] 風速 -1.9 [ 4組] 風速 -1.7

 1 仲川 隼人(1)  19.35  1 山口 越史(1)  18.41 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 栗ガ丘小学校 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾂｼ あさまねSC

 2 瀧澤 巧太郎(1)  20.02  2 宮原 颯佑(1)  19.32 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 平野小学校 ﾐﾔﾊﾗ ｿｳｽｹ 篠ノ井西小学校

 3 黒沢 天馬(1)  20.29  3 山岸 諭史(1)  20.02 
ｸﾛｻﾜ ﾃﾝﾏ 腰越JSC ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾄｼ 昭和小学校

 4 内田 結彩(1)  20.66  4 小林 泰雅(1)  20.21 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｱ 大豆島小学校 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ あさまねSC

 5 山崎 果歩(1)  21.57  5 竹花 ひまり(1)  20.93 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ 八幡小学校 ﾀｹﾊﾅ ﾋﾏﾘ 腰越JSC

 6 赤沢 希空(1)  22.56  6 風巻 諒(1)  20.96 
ｱｶｻﾞﾜ ﾉｱ 八幡小学校 ｶｻﾞﾏｷ ﾘｮｳ あさまねSC
青柳 玖乃香(1)  7 林 真翔(1)  21.19 
ｱｵﾔｷﾞ ｸﾉｶ 篠ノ井東小学校 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ
依田 心愛(1)  8 宮島 咲子(1)  22.65 
ﾖﾀﾞ ｺｺﾅ 豊野西小学校 ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｷｺ 真田ｸﾗﾌﾞ

他の競技者を妨害した (R163-2)

[ 5組] 風速 -0.1

 1 宮本 侑空(1)  18.55 
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｽｸ 三水第一小学校

 2 塩澤 佑真(1)  18.62 
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 野島 将太(1)  19.75 
ﾉｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 安曇野かけっこ

 4 北沢 大和(1)  20.02 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 共和小学校

 5 高山 透空(1)  20.13 
ﾀｶﾔﾏ ﾄｱ 豊野東小学校

 6 帯刀 晶(1)  20.93 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｷ 上田南小学校
高橋 知也(1)
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 豊野東小学校
浅井 仁(1)
ｱｻｲ ｼﾞﾝ 寺尾小学校
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 1 山口 越史(1) あさまねSC  18.41 (-1.7)  4  1
 2 宮本 侑空(1) 三水第一小学校  18.55 (-0.1)  5  1
 3 塩澤 佑真(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  18.62 (-0.1)  5  2
 4 清水 優心(1) 野沢温泉小学校  18.70 (-1.5)  1  1
 4 坂井田 花怜(1) 野沢温泉小学校  18.70 (-1.5)  1  2
 6 佐藤 徠夢(1) 佐久ドリーム  18.73 (-0.8)  2  1
 7 森 琉太(1) 野沢温泉小学校  19.20 (-0.8)  2  2
 8 高塚 翼(1) 望月AC  19.23 (-1.5)  1  3
 9 宮原 颯佑(1) 篠ノ井西小学校  19.32 (-1.7)  4  2

 10 仲川 隼人(1) 栗ガ丘小学校  19.35 (-1.9)  3  1
 11 野島 将太(1) 安曇野かけっこ  19.75 (-0.1)  5  3
 12 小宮山 蓮(1) 岸野小学校  19.77 (-0.8)  2  3
 13 松村 空哉(1) 野沢温泉小学校  19.82 (-0.8)  2  4
 14 瀧澤 巧太郎(1) 平野小学校  20.02 (-1.9)  3  2
 14 山岸 諭史(1) 昭和小学校  20.02 (-1.7)  4  3
 14 北沢 大和(1) 共和小学校  20.02 (-0.1)  5  4
 17 酒井 海路(1) 田中小学校  20.10 (-1.5)  1  4
 18 高山 透空(1) 豊野東小学校  20.13 (-0.1)  5  5
 19 藤田 彩花(1) 日滝小学校  20.15 (-1.5)  1  5
 20 小林 泰雅(1) あさまねSC  20.21 (-1.7)  4  4
 21 黒沢 天馬(1) 腰越JSC  20.29 (-1.9)  3  3
 22 中島 爽(1) 岸野小学校  20.43 (-0.8)  2  5
 23 佐藤 海志(1) 吉田小学校  20.45 (-1.5)  1  6
 24 柳澤 花音(1) 岸野小学校  20.64 (-0.8)  2  6
 25 内田 結彩(1) 大豆島小学校  20.66 (-1.9)  3  4
 26 竹花 ひまり(1) 腰越JSC  20.93 (-1.7)  4  5
 26 帯刀 晶(1) 上田南小学校  20.93 (-0.1)  5  6
 28 風巻 諒(1) あさまねSC  20.96 (-1.7)  4  6
 29 田中 直弥(1) 平野小学校  21.18 (-1.5)  1  7
 30 林 真翔(1) 真田ｸﾗﾌﾞ  21.19 (-1.7)  4  7
 31 横川 愛翔(1) 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  21.32 (-0.8)  2  7
 32 山崎 果歩(1) 八幡小学校  21.57 (-1.9)  3  5
 33 飛島 伊吹(1) 開明小学校  21.71 (-1.5)  1  8
 34 吉澤 芽衣(1) 徳間小学校  22.53 (-1.5)  1  9
 35 赤沢 希空(1) 八幡小学校  22.56 (-1.9)  3  6
 36 宮島 咲子(1) 真田ｸﾗﾌﾞ  22.65 (-1.7)  4  8
 37 笹岡 晴(1) 野沢温泉小学校  24.72 (-0.8)  2  8
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決勝 10月29日 10:20

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -2.0

 1 宮澤 悠悟(2)     17.40  1 寺島 来武(2)     17.48 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 赤穂東小学校 ﾃﾗｼﾏ ﾗｲﾑ 清水小学校

 2 宮崎 蒼空(2)     17.51  2 飛島 吏玖(2)     17.61 
ﾐﾔｻﾞｷ ｿﾗ 埴生小学校 ﾄﾋﾞｼﾏ ﾘｸ 開明小学校

 3 柳澤 雄飛(2)     18.49  3 辻 和真(2)     18.57 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾏ 朝陽小学校

 4 簾田 あいら(2)     19.53  4 鎌田 雄登(2)     19.12 
ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ 望月AC ｶﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 平野小学校

 5 上沢 亜湖(2)     19.63  5 柳原 琉良(2)     19.20 
ｶﾐｻﾜ ｱｺ 若穂RCジュニア ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾙｲ 泉小学校

 6 児玉 楓(2)     20.25  6 浜田 景吾(2)     19.45 
ｺﾀﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 望月AC ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 古牧小学校

 7 松原 美柚(2)     21.82  7 吉澤 結衣(2)     20.14 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ 望月AC ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｲ 徳間小学校
白浜 凛(2)  8 丸谷 佳右(2)     20.47 
ｼﾗﾊﾏ ﾘﾝ 吉田小学校 ﾏﾙﾀﾆ ｹｲｽｹ 平野小学校
市川 芽依(2) 赤坂 徠希(2)
ｲﾁｶﾜ ﾒｲ 通明小学校 ｱｶｻｶ ﾗｲｷ 辰野西小学校

他の競技者を妨害した (R163-2)

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -1.7

 1 柳沢 魁志(2)     17.71  1 清水 稜介(2)     17.48 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲｼﾞ 望月AC ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐久ドリーム

 2 唐沢 圭吾(2)     17.96  2 青木 洋登(2)     17.70 
ｶﾗｻﾜ ｹｲｺﾞ 筑摩小学校 ｱｵｷ ﾋﾛﾄ 中込小学校

 3 髙山 維心(2)     18.62  3 小島 颯斗(2)     18.13 
ﾀｶﾔﾏ ｲｼﾝ 島内小学校 ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ 佐久ドリーム

 4 小池 秀吾(2)     18.86  4 西田 太陽(2)     18.33 
ｺｲｹ ｼｭｳｺﾞ 中佐都小学校 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

 5 中島 悠大(2)     19.20  5 西村 拓海(2)     18.53 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 森上小学校 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ 千曲市東小学校

 6 降旗 華菜(2)     19.46  6 宮崎 星成(2)     18.72 
ﾌﾘﾊﾀ ｶﾅ 栗ガ丘小学校 ﾐﾔｻﾞｷ ｾﾅ 篠ノ井西小学校

 7 小代 湖太郎(2)     19.81  7 宮尾 魁也(2)     18.85 
ｵｼﾞﾛ ｺﾀﾛｳ 芹田小学校 ﾐﾔｵ ｶｲﾔ 通明小学校

 8 土屋 颯也(2)     20.03 齊藤 響(2)
ﾂﾁﾔ ｿｳﾔ 望月AC ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ドリーム
高梨 咲雪(2) 栗原 大空(2)
ﾀｶﾅｼ ｻﾕ 上田南小学校 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸ 上山田小学校

[ 5組] 風速 -1.7 [ 6組] 風速 -1.4

 1 宮尾 武虎(2)     18.51  1 黒木 玲雄(2)     17.60 
ﾐﾔｵ ﾀｹﾄﾗ 裾花小学校 ｸﾛｷ ﾚｵ 腰越JSC

 2 山野井 暖(2)     19.65  2 若林 絃太(2)     17.80 
ﾔﾏﾉｲ ﾊﾙ 松代小学校 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾀ 篠ノ井西小学校

 3 中村 颯志(2)     20.21  3 黒沢 燈(2)     18.52 
ﾅｶﾑﾗ ｿｳｼ 千曲市東小学校 ｸﾛｻﾜ ｱｶﾘ 腰越JSC

 4 宮尾 絢慎(2)     20.32  4 三澤 拓実(2)     18.69 
ﾐﾔｵ ｹﾝｼﾝ 千曲市東小学校 ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ 塩尻東小学校

 5 小山 慧人(2)     20.68  5 中村 勇陽(2)     19.01 
ｺﾔﾏ ｹｲﾄ 城山小学校 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 腰越JSC

 6 田中 里奈(2)     21.56  6 小林 大隼(2)     19.13 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ エビス陸上部 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 浅川小学校
甘利 颯士(2)  7 金井 瑛斗(2)     19.90 
ｱﾏﾘ ｿｳｼ 岸野小学校 ｶﾅｲ ｴｲﾄ 腰越JSC
牧野 香央(2) 横沢 岳弥(2)
ﾏｷﾉ ｶｵ 千曲市東小学校 ﾖｺｻﾜ ﾀｹﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ
柳澤 陽愛里(2) 宮坂 理史(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾏﾘ 芳川小学校 ﾐﾔｻｶ ﾘﾋﾄ 信大附属長野小

男女小学2年
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[ 7組] 風速 -1.3 [ 8組] 風速 -1.1

 1 岩下 隼絆(2)     18.09  1 竜田 唯花(2)     17.67 
ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾀﾂﾀ ﾕｲｶ 坂城JAC

 2 北原 亜純(2)     18.93  2 名取 煌成(2)     18.14 
ｷﾀﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾅﾄﾘ ｺｳｾｲ 富士見小学校

 3 筒井 陽(2)     18.98  3 樋口 友彩(2)     18.60 
ﾂﾂｲ ﾊﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ 坂城JAC

 4 宮脇 悠莉(2)     19.27  4 米田 太一(2)     19.82 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ 安茂里小学校

 5 長井 大河(2)     19.84  5 黒岩 凛音(2)     20.09 
ﾅｶﾞｲ ﾀｲｶﾞ 井上小学校 ｸﾛｲﾜ ﾘﾝﾈ 安茂里小学校

 6 鳥海 倖正(2)     20.64  6 韮澤 侑海(2)     20.18 
ﾄﾘｳﾐ ｺｳｾｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾆﾗｻﾜ ﾕｳﾐ 坂城JAC

 7 勝山 ここは(2)     20.95  7 倉嶋 駿吾(2)     20.35 
ｶﾂﾔﾏ ｺｺﾊ 豊野東小学校 ｸﾗｼﾏ ｼｭﾝｺﾞ 安茂里小学校

 8 中平 櫂(2)     21.79 藤田 拓未(2)
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｶｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 寺尾小学校
山口 亨哉(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾔ 御代田北小学校

   1 宮澤 悠悟(2) 赤穂東小学校     17.40 (-1.0)   1   1
   2 寺島 来武(2) 清水小学校     17.48 (-2.0)   2   1
   2 清水 稜介(2) 佐久ドリーム     17.48 (-1.7)   4   1
   4 宮崎 蒼空(2) 埴生小学校     17.51 (-1.0)   1   2
   5 黒木 玲雄(2) 腰越JSC     17.60 (-1.4)   6   1
   6 飛島 吏玖(2) 開明小学校     17.61 (-2.0)   2   2
   7 竜田 唯花(2) 坂城JAC     17.67 (-1.1)   8   1
   8 青木 洋登(2) 中込小学校     17.70 (-1.7)   4   2
   9 柳沢 魁志(2) 望月AC     17.71 (-0.7)   3   1
  10 若林 絃太(2) 篠ノ井西小学校     17.80 (-1.4)   6   2
  11 唐沢 圭吾(2) 筑摩小学校     17.96 (-0.7)   3   2
  12 岩下 隼絆(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.09 (-1.3)   7   1
  13 小島 颯斗(2) 佐久ドリーム     18.13 (-1.7)   4   3
  14 名取 煌成(2) 富士見小学校     18.14 (-1.1)   8   2
  15 西田 太陽(2) 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ     18.33 (-1.7)   4   4
  16 柳澤 雄飛(2) 望月AC     18.49 (-1.0)   1   3
  17 宮尾 武虎(2) 裾花小学校     18.51 (-1.7)   5   1
  18 黒沢 燈(2) 腰越JSC     18.52 (-1.4)   6   3
  19 西村 拓海(2) 千曲市東小学校     18.53 (-1.7)   4   5
  20 辻 和真(2) 朝陽小学校     18.57 (-2.0)   2   3
  21 樋口 友彩(2) 坂城JAC     18.60 (-1.1)   8   3
  22 髙山 維心(2) 島内小学校     18.62 (-0.7)   3   3
  23 三澤 拓実(2) 塩尻東小学校     18.69 (-1.4)   6   4
  24 宮崎 星成(2) 篠ノ井西小学校     18.72 (-1.7)   4   6
  25 宮尾 魁也(2) 通明小学校     18.85 (-1.7)   4   7
  26 小池 秀吾(2) 中佐都小学校     18.86 (-0.7)   3   4
  27 北原 亜純(2) 真田ｸﾗﾌﾞ     18.93 (-1.3)   7   2
  28 筒井 陽(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.98 (-1.3)   7   3
  29 中村 勇陽(2) 腰越JSC     19.01 (-1.4)   6   5
  30 鎌田 雄登(2) 平野小学校     19.12 (-2.0)   2   4
  31 小林 大隼(2) 浅川小学校     19.13 (-1.4)   6   6
  32 柳原 琉良(2) 泉小学校     19.20 (-2.0)   2   5
  32 中島 悠大(2) 森上小学校     19.20 (-0.7)   3   5
  34 宮脇 悠莉(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     19.27 (-1.3)   7   4
  35 浜田 景吾(2) 古牧小学校     19.45 (-2.0)   2   6
  36 降旗 華菜(2) 栗ガ丘小学校     19.46 (-0.7)   3   6
  37 簾田 あいら(2) 望月AC     19.53 (-1.0)   1   4
  38 上沢 亜湖(2) 若穂RCジュニア     19.63 (-1.0)   1   5
  39 山野井 暖(2) 松代小学校     19.65 (-1.7)   5   2
  40 小代 湖太郎(2) 芹田小学校     19.81 (-0.7)   3   7
  41 米田 太一(2) 安茂里小学校     19.82 (-1.1)   8   4
  42 長井 大河(2) 井上小学校     19.84 (-1.3)   7   5
  43 金井 瑛斗(2) 腰越JSC     19.90 (-1.4)   6   7
  44 土屋 颯也(2) 望月AC     20.03 (-0.7)   3   8
  45 黒岩 凛音(2) 安茂里小学校     20.09 (-1.1)   8   5
  46 吉澤 結衣(2) 徳間小学校     20.14 (-2.0)   2   7
  47 韮澤 侑海(2) 坂城JAC     20.18 (-1.1)   8   6
  48 中村 颯志(2) 千曲市東小学校     20.21 (-1.7)   5   3
  49 児玉 楓(2) 望月AC     20.25 (-1.0)   1   6
  50 宮尾 絢慎(2) 千曲市東小学校     20.32 (-1.7)   5   4
  51 倉嶋 駿吾(2) 安茂里小学校     20.35 (-1.1)   8   7
  52 丸谷 佳右(2) 平野小学校     20.47 (-2.0)   2   8
  53 鳥海 倖正(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     20.64 (-1.3)   7   6
  54 小山 慧人(2) 城山小学校     20.68 (-1.7)   5   5
  55 勝山 ここは(2) 豊野東小学校     20.95 (-1.3)   7   7
  56 田中 里奈(2) エビス陸上部     21.56 (-1.7)   5   6
  57 中平 櫂(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     21.79 (-1.3)   7   8
  58 松原 美柚(2) 望月AC     21.82 (-1.0)   1   7
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決勝 10月29日  9:30

大会記録(GR)      1,02.78

[ 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   7 長野市陸上教室  3061 塩原 知弥(3)   1,03.13  1   5  3121 小川 夏生(3)   1,06.66 

ｼｵﾊﾞﾗ ﾄﾓﾔ ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ
 3062 井出 旭飛(3)  3122 飯山 想斗(3)

ｲﾃﾞ ｱｻﾋ ｲｲﾔﾏ ｿｳﾄ
 3063 笠井 永遠(3)  3123 雨宮 伊吹(3)

ｶｻｲ ﾄﾜ ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ
 3064 石田 眞希斗(3)  3124 小口 双葉(3)

ｲｼﾀﾞ ﾏｷﾄ ｵｸﾞﾁ ﾌﾀﾊﾞ
 2   9  3081 眞道 珠羽(3)   1,05.99  2   3  3101 清水 尋志(3)   1,07.00 

ｼﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ
 3082 野口 海燕(3)  3102 澤渡 奏太(3)

ﾉｸﾞﾁ ｶｲｴﾝ ｻﾜﾄﾞ ｿｳﾀ
 3083 平林 來(3)  3103 川﨑 晴翔(3)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾗｲ ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾄ
 3084 岡本 勢良(3)  3104 佃 悠輔(3)

ｵｶﾓﾄ ｾﾗ ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ
 3   8 坂ノ上キッズ  3073 佐藤 遥仁(3)   1,08.04  3   7 四賀小  3141 山崎 騰雷(3)   1,07.42 

ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾗｲ
 3074 松井 蒼斗(3)  3142 矢部 佑樹(3)

ﾏﾂｲ ｱｵﾄ ﾔﾍﾞ ﾕｳｷ
 3071 岡本 羽輝(3)  3143 松木 湧音(3)

ｵｶﾓﾄ ﾄｷ ﾏﾂｷ ﾕｳﾄ
 3072 西田 祐大(3)  3144 増田 祐輝(3)

ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 4   5 佐久ドリーム  3041 木内 旬(3)   1,09.35  4   4 屋代小  3111 横前 幸之助(3)   1,09.52 

ｷｳﾁ ｼｭﾝ ﾖｺﾏｴ ｺｳﾉｽｹ
 3042 橋詰 蓮平(3)  3112 前田 朔杜(3)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾄ
 3043 小林 悠(3)  3113 岡田 大翔(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ
 3044 南澤 侑吾(3)  3114 赤澤 宗磨(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ ｱｶｻﾜ ｼｭｳﾏ
 5   2 通明ガッツ  3011 宮澤 勇輝(3)   1,09.73  5   6  3131 神保 帆希(3)   1,09.64 

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ ｼﾞﾝﾎﾞ ﾎﾏﾚ
 3012 小平 琉生(3)  3132 冨永 陽介(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾙｲ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ
 3013 山岸 蒼空(3)  3133 山田 瑛己(3)

ﾔﾏｷﾞｼ ｿｳｱ ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｷ
 3014 清水 僚真(3)  3134 牧田 大輝(3)

ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾏ ﾏｷﾀ ﾀﾞｲｷ
 6   4 附属小3年1組  3032 小林 洋平(3)   1,10.53  6   8 NP4  3151 中牧 怜生(3)   1,12.39 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ ﾅｶﾏｷ ﾚｲ
 3033 須江 啓仁(3)  3152 中村 春紀(3)

ｽｴ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ
 3034 上原 蔵之介(3)  3153 山口 未翔(3)

ｳｴﾊﾗ ｸﾗﾉｽｹ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾄ
 3031 水谷 耕太(3)  3154 小林 歩嵩(3)

ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾀｶ
 7   6  3051 栗林 暁生(3)   1,13.81  7   2 坂城っ子  3091 小林 虎雅(3)   1,14.15 

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ
 3052 森田 乃斗(3)  3092 風間 凱斗(3)

ﾓﾘﾀ ﾅｲﾄ ｶｻﾞﾏ ｶｲﾄ
 3053 松澤 夏輝(3)  3093 西澤 輝昌(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅﾂｷ ﾆｼｻﾞﾜ ﾃﾙﾏｻ
 3054 後藤 泰樹(3)  3094 篠原 琉壱(3)

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｼﾞｭ ｼﾉﾊﾗ ﾙｲ
  3  3021 中村 宗一郎(3)

ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 欠場
 3022 篠原 大駕(3)

ｼﾉﾊﾗ ﾀｲｶﾞ
 3023 藤井 啓人(3)

ﾌｼﾞｲ ｹｲﾄ
 3024 高橋 龍一(3)

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｲﾁ

茅野アスレチックス

富士見小ルバーブ 島内サンダーキッズ

安曇野かけっこｸﾗﾌﾞB

みあさ3年元気アップ

山びこボーイズ

男子小学3年

4×100mR

決勝



   1 長野市陸上教室   1,03.13 塩原 知弥(3) 井出 旭飛(3) 笠井 永遠(3) 石田 眞希斗(3)   1   1
   2 富士見小ルバーブ   1,05.99 眞道 珠羽(3) 野口 海燕(3) 平林 來(3) 岡本 勢良(3)   1   2
   3 茅野アスレチックス   1,06.66 小川 夏生(3) 飯山 想斗(3) 雨宮 伊吹(3) 小口 双葉(3)   2   1
   4 島内サンダーキッズ   1,07.00 清水 尋志(3) 澤渡 奏太(3) 川﨑 晴翔(3) 佃 悠輔(3)   2   2
   5 四賀小   1,07.42 山崎 騰雷(3) 矢部 佑樹(3) 松木 湧音(3) 増田 祐輝(3)   2   3
   6 坂ノ上キッズ   1,08.04 佐藤 遥仁(3) 松井 蒼斗(3) 岡本 羽輝(3) 西田 祐大(3)   1   3
   7 佐久ドリーム   1,09.35 木内 旬(3) 橋詰 蓮平(3) 小林 悠(3) 南澤 侑吾(3)   1   4
   8 屋代小   1,09.52 横前 幸之助(3) 前田 朔杜(3) 岡田 大翔(3) 赤澤 宗磨(3)   2   4
   9 安曇野かけっこｸﾗﾌﾞB   1,09.64 神保 帆希(3) 冨永 陽介(3) 山田 瑛己(3) 牧田 大輝(3)   2   5
  10 通明ガッツ   1,09.73 宮澤 勇輝(3) 小平 琉生(3) 山岸 蒼空(3) 清水 僚真(3)   1   5
  11 附属小3年1組   1,10.53 小林 洋平(3) 須江 啓仁(3) 上原 蔵之介(3) 水谷 耕太(3)   1   6
  12 NP4   1,12.39 中牧 怜生(3) 中村 春紀(3) 山口 未翔(3) 小林 歩嵩(3)   2   6
  13 みあさ3年元気アップ   1,13.81 栗林 暁生(3) 森田 乃斗(3) 松澤 夏輝(3) 後藤 泰樹(3)   1   7
  14 坂城っ子   1,14.15 小林 虎雅(3) 風間 凱斗(3) 西澤 輝昌(3) 篠原 琉壱(3)   2   7

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3

男子小学3年

4×100mR
タイムレース



決勝 10月29日  9:15

大会記録(GR)      1,04.12

[ 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  4041 奥原 結菜(3)   1,05.73  1   3  4101 柳平 紗希(3)   1,07.25 

ｵｸﾊﾗ ﾕﾅ ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ
 4042 内山 実紅(3)  4103 山田 怜来(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｸ ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ
 4043 長澤 莉緒(3)  4104 櫻井 音寧(3)

ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｵ ｻｸﾗｲ ﾈﾈ
 4044 中村 波南(3)  4102 山下 恋花(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ
 2   9 屋代小  4083 飯島 梨央奈(3)   1,06.72  2   6 四賀小  4131 宮葉 ひかり(3)   1,07.97 

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｵﾅ ﾐﾔﾊﾞ ﾋｶﾘ
 4082 越 優子(3)  4132 松木 心音(3)

ｺｼ ﾕｳｺ ﾏﾂｷ ｺｺﾈ
 4081 竹口 怜(3)  4133 池上 かりん(3)

ﾀｹｸﾞﾁ ﾚﾝ ｲｹｶﾞﾐ ｶﾘﾝ
 4084 平原 紗季(3)  4134 鈴木 紅彩(3)

ﾋﾗﾊﾗ ｻｷ ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ
 3   8 坂城っ子  4071 米山 紗希(3)   1,09.73  3   5  4124 阪 真琴(3)   1,09.12 

ﾖﾈﾔﾏ ｻｷ ｻｶ ﾏｺﾄ
 4072 山田 怜奈(3)  4123 鎌倉 梨々華(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾅ ｶﾏｸﾗ ﾘﾘｶ
 4073 竹内 紫玲(3)  4122 伊東 昊咲(3)

ﾀｹｳﾁ ｽﾐﾚ ｲﾄｳ ｺｳｻ
 4074 小熊 千奈(3)  4121 新村 悠里(3)

ｵｸﾞﾏ ﾁﾅ ﾆｲﾑﾗ ﾕｳﾘ
 4   2 東条小  4011 箕輪 歩(3)   1,09.96  4   4  4111 丹羽 陽愛(3)   1,10.91 

ﾐﾉﾜ ｱﾕﾐ ﾆﾜ ﾋﾖﾘ
 4012 柄澤 花里南(3)  4112 小林 美悠(3)

ｶﾗｻﾜ ｶﾘﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ
 4013 清水 日毬(3)  4113 鳥羽 菜々子(3)

ｼﾐｽﾞ ﾋﾏﾘ ﾄﾊﾞ ﾅﾅｺ
 4014 関 心花(3)  4114 山本 妃世利(3)

ｾｷ ｺｺﾊ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ
 5   4 松川陸上クラブ  4034 林 かれん(3)   1,10.90  5   2 なんぶっこ  4091 中村 璃那(3)   1,13.38 

ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ
 2062 宮脇 悠莉(2)  4092 中沢 心結(3)

ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾘ ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾕ
 4031 光澤 琥珀(3)  4093 鈴木 詩乃(3)

ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ ｽｽﾞｷ ｳﾀﾉ
 4033 塩澤 みのり(3)  4094 袖山 璃莉亜(3)

ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ ｿﾃﾞﾔﾏ ﾘﾘｱ
 6   3 走れ！！青木島  4021 山田 ののか(3)   1,11.33  6   8 高甫チーム  4151 小山 和春(3)   1,15.23 

ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ ｺﾔﾏ ﾅﾅ
 4022 板倉 珠咲(3)  4152 佐藤 美月(3)

ｲﾀｸﾗ ﾐｻｷ ｻﾄｳ ﾐﾂｷ
 4023 田中 ひみ(3)  4153 金石 柚月(3)

ﾀﾅｶ ﾋﾐ ｶﾈｲｼ ﾕﾂﾞｷ
 4024 丸山 空夏(3)  4154 山崎 楓(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｿﾅ ﾔﾏｻﾞｷ ｶｴﾃﾞ
 7   7 元気アップガー  4061 原 侑理(3)   1,15.29  7   7 ハッピーラビッ  4141 小坂 彩(3)   1,16.36 

ﾊﾗ ﾕﾘ ｺｻｶ ｱﾔ
 4064 青木 萌彩(3)  4142 酒井 莉唯沙(3)

ｱｵｷ ﾒｲ ｻｶｲ ﾘｲｻ
 4063 八木 奏和(3)  4143 坂本 知優(3)

ﾔｷﾞ ｶﾝﾅ ｻｶﾓﾄ ﾁﾋﾛ
 4062 黒田 菜月(3)  4144 関 心音(3)

ｸﾛﾀﾞ ﾅﾂｷ ｾｷ ｺｺﾈ
  6 ナノマチック  4051 林 茉紀綾(3)

ﾊﾔｼ ﾏｷｱ 欠場
 4052 山田 千咲(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾁｻｷ
 4053 日比野 菜乃花(3)

ﾋﾋﾞﾉ ﾅﾉﾊ
 4054 伊藤 のどか(3)

ｲﾄｳ ﾉﾄﾞｶ

安曇野かけっこｸﾗﾌﾞC

大町EWSN Runners

女子小学3年

4×100mR

決勝

茅野アスレチックスA

茅野アスレチックスB



   1 大町EWSN Runners   1,05.73 奥原 結菜(3) 内山 実紅(3) 長澤 莉緒(3) 中村 波南(3)   1   1
   2 屋代小   1,06.72 飯島 梨央奈(3) 越 優子(3) 竹口 怜(3) 平原 紗季(3)   1   2
   3 茅野アスレチックスA   1,07.25 柳平 紗希(3) 山田 怜来(3) 櫻井 音寧(3) 山下 恋花(3)   2   1
   4 四賀小   1,07.97 宮葉 ひかり(3) 松木 心音(3) 池上 かりん(3) 鈴木 紅彩(3)   2   2
   5 茅野アスレチックスB   1,09.12 阪 真琴(3) 鎌倉 梨々華(3) 伊東 昊咲(3) 新村 悠里(3)   2   3
   6 坂城っ子   1,09.73 米山 紗希(3) 山田 怜奈(3) 竹内 紫玲(3) 小熊 千奈(3)   1   3
   7 東条小   1,09.96 箕輪 歩(3) 柄澤 花里南(3) 清水 日毬(3) 関 心花(3)   1   4
   8 松川陸上クラブ   1,10.90 林 かれん(3) 宮脇 悠莉(2) 光澤 琥珀(3) 塩澤 みのり(3)   1   5
   9 安曇野かけっこｸﾗﾌﾞC   1,10.91 丹羽 陽愛(3) 小林 美悠(3) 鳥羽 菜々子(3) 山本 妃世利(3)   2   4
  10 走れ！！青木島   1,11.33 山田 ののか(3) 板倉 珠咲(3) 田中 ひみ(3) 丸山 空夏(3)   1   6
  11 なんぶっこ   1,13.38 中村 璃那(3) 中沢 心結(3) 鈴木 詩乃(3) 袖山 璃莉亜(3)   2   5
  12 高甫チーム   1,15.23 小山 和春(3) 佐藤 美月(3) 金石 柚月(3) 山崎 楓(3)   2   6
  13 元気アップガール   1,15.29 原 侑理(3) 青木 萌彩(3) 八木 奏和(3) 黒田 菜月(3)   1   7
  14 ハッピーラビット   1,16.36 小坂 彩(3) 酒井 莉唯沙(3) 坂本 知優(3) 関 心音(3)   2   7

順位 所属名 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位ｵｰﾀﾞｰ2ｵｰﾀﾞｰ1

女子小学3年

4×100mR
タイムレース



決勝 10月29日 10:05

[ 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   3 松川陸上クラブ  5021 佐藤 颯(4)   1,02.93  1   5 望月AC  5121 依田 惺那(4)   1,03.17 

ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ ﾖﾀﾞ ｾﾅ
   36 藤本 輝伸(6)  5122 小林 美海(4)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ
 5023 丸山 由晴(4)  5123 保科 承太郎(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ
 5024 鈴木 拓斗(4)  5124 田島 一輝(4)

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ
 2   9 真田マラソン教  5081 辻本 奄汰(4)   1,03.45  2   7 四賀小  5141 横溝 玲音(4)   1,05.76 

ﾂｼﾞﾓﾄ ｴﾝﾀ ﾖｺﾐｿﾞ ﾚﾉﾝ
 5082 内山 煌大郎(4)  5142 名取 柊哉(4)

ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ ﾅﾄﾘ ｼｭｳﾔ
 5083 中屋 大和(4)  5143 相馬 一護(4)

ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ ｿｳﾏ ｲﾁｺﾞ
 5084 柳澤 航希(4)  5144 松木 勇人(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ ﾏﾂｷ ﾊﾔﾄ
 3   2 ウインディーMAX 5013 戸根川 拓磨(4)   1,03.57  3   8 T&F佐久平  5151 佐原 雅玖(4)   1,06.69 

ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀｸﾏ ｻﾊﾗ ｶﾞｸ
 5012 神田 悠希(4)  5152 中澤 煌牙(4)

ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｷ ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ
 5011 浜田 峻陽(4)  5153 大井 優翔(4)

ﾊﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾖｳ ｵｵｲ ﾕｳﾄ
 5014 角田 大空(4)  5154 遠藤 大志(4)

ﾂﾉﾀﾞ ｿﾗ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ
 4   4 片塩ランナーズ  5031 丸谷 高太郎(4)   1,04.54  4   6 茅野アスレチッ  5131 中村 牧生(4)   1,09.93 

ﾏﾙﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ﾏｷｵ
 5032 田中 秀弥(4)  5132 木次 優敢(4)

ﾀﾅｶ ｼｭｳﾔ ｺﾂｷﾞ ﾕﾀｶ
 5033 鎌田 真登(4)  5133 飯沼 一晟(4)

ｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ ｲｲﾇﾏ ｲｯｾｲ
 5034 臼井 大夢(4)  5134 窪田 琉真(4)

ｳｽｲ ﾋﾛﾑ ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳﾏ
 5   8 あさまねSC-M  5073 小林 大真(4)   1,05.16  5   4 柳原小4年D  5111 深澤 郁頼(4)   1,09.98 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｼﾝ ﾌｶｻﾜ ﾌﾐﾖｼ
 5072 内堀 竜聖(4)  5112 大場 莉央(4)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾘｭｳｾｲ ｵｵﾊﾞ ﾘｵ
 5071 山口 遼真(4)  5113 金井 康祐(4)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ ｶﾅｲ ｺｳｽｹ
 5074 美斉津 岳(4)  5114 丸山 倖生(4)

ﾐｻｲｽﾞ ｶﾞｸ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｾｲ
 6   5 佐久ドリーム  5041 市川 絆(4)   1,05.65  6   2 安曇野かけっこ  5091 鈴木 健斗(4)   1,10.00 

ｲﾁｶﾜ ｷｽﾞﾅ ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ
 5044 諸山 琉生(4)  5092 児野 幹(4)

ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ ﾁｺﾞﾉ ﾐｷ
 5043 柳澤 翔逢(4)  5093 山田 悠太郎(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ
 5042 山浦 旺琉(4)  5094 和田 陽輔(4)

ﾔﾏｳﾗ ﾋｶﾙ ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ
 7   7 みあさ4年元気ア 5061 大島 七色(4)   1,07.07  7   3 柳原小4年C  5101 神田 怜楽(4)   1,17.66 

ｵｵｼﾏ ｱｰﾄ ｶﾝﾀﾞ ﾚｲﾀ
 5062 松下 暖(4)  5102 杉田 優作(4)

ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙ ｽｷﾞﾀ ﾕｳｻｸ
 5063 大友 直毅(4)  5103 大畑 秀直(4)

ｵｵﾄﾓ ﾅｵｷ ｵｵﾊﾀ ﾋﾃﾞﾅｵ
 5064 鈴木 タオ(4)  5104 辰野 大樹(4)

ｽｽﾞｷ ﾀｵ ﾀﾂﾉ ﾀﾞｲｷ
 8   6 きょうわ4人ぐみ 5051 佐藤 悠大(4)   1,12.08 

ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ
 5052 柳澤 悠翔(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ
 5053 細井 亮祐(4)

ﾎｿｲ ﾘｮｳｽｹ
 5054 齊藤 永真(4)

ｻｲﾄｳ ｴｲﾏ

男子小学4年

4×100mR

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 日滝ボーイズA  5161 新井 颯真(4)   1,02.25 

ｱﾗｲ ｿｳﾏ
 5162 原山 慶大(4)

ﾊﾗﾔﾏ ｹｲﾀ
 5163 白戸 悠輝(4)

ｼﾗﾄ ﾕｳｷ
 5164 浦野 愛矢(4)

ｳﾗﾉ ﾏﾅﾔ
 2   3 日滝ボーイズB  5171 中沢 秀真(4)   1,06.46 

ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭｳﾏ
 5172 中山 大誠(4)

ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｾｲ
 5173 竹内 健太朗(4)

ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ
 5174 鈴木 裕也(4)

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ
 3   4 日滝ボーイズC  5181 黒岩 大暉(4)   1,08.23 

ｸﾛｲﾜ ﾀﾞｲｷ
 5182 山岸 尚暉(4)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾅｵｷ
 5183 小林 風音(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳﾄ
 5184 勝山 敬太(4)

ｶﾂﾔﾏ ｹｲﾀ
 4   5 松代ボーイズ  5191 野中 文也(4)   1,08.27 

ﾉﾅｶ ﾌﾐﾔ
 5192 宮澤 泰多(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾀ
 5193 三井 眞樹(4)

ﾐﾂｲ ﾏｻｷ
 5194 高井 優介(4)

ﾀｶｲ ﾕｳｽｹ
 5   6 イナズマボンバ  5201 服部 颯(4)   1,08.76 

ﾊｯﾄﾘ ﾊﾔﾃ
 5202 清水 喜幸(4)

ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾕｷ
 5203 新村 瑛太(4)

ﾆｲﾑﾗ ｴｲﾀ
 5204 小林 優誠(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ

男子小学4年

4×100mR



   1 日滝ボーイズA   1,02.25 新井 颯真(4) 原山 慶大(4) 白戸 悠輝(4) 浦野 愛矢(4)   3   1
   2 松川陸上クラブ   1,02.93 佐藤 颯(4) 藤本 輝伸(6) 丸山 由晴(4) 鈴木 拓斗(4)   1   1
   3 望月AC   1,03.17 依田 惺那(4) 小林 美海(4) 保科 承太郎(4) 田島 一輝(4)   2   1
   4 真田マラソン教室   1,03.45 辻本 奄汰(4) 内山 煌大郎(4) 中屋 大和(4) 柳澤 航希(4)   1   2
   5 ウインディーMAX-Ⅱ古   1,03.57 戸根川 拓磨(4) 神田 悠希(4) 浜田 峻陽(4) 角田 大空(4)   1   3
   6 片塩ランナーズ   1,04.54 丸谷 高太郎(4) 田中 秀弥(4) 鎌田 真登(4) 臼井 大夢(4)   1   4
   7 あさまねSC-M   1,05.16 小林 大真(4) 内堀 竜聖(4) 山口 遼真(4) 美斉津 岳(4)   1   5
   8 佐久ドリーム   1,05.65 市川 絆(4) 諸山 琉生(4) 柳澤 翔逢(4) 山浦 旺琉(4)   1   6
   9 四賀小   1,05.76 横溝 玲音(4) 名取 柊哉(4) 相馬 一護(4) 松木 勇人(4)   2   2
  10 日滝ボーイズB   1,06.46 中沢 秀真(4) 中山 大誠(4) 竹内 健太朗(4) 鈴木 裕也(4)   3   2
  11 T&F佐久平   1,06.69 佐原 雅玖(4) 中澤 煌牙(4) 大井 優翔(4) 遠藤 大志(4)   2   3
  12 みあさ4年元気アップ   1,07.07 大島 七色(4) 松下 暖(4) 大友 直毅(4) 鈴木 タオ(4)   1   7
  13 日滝ボーイズC   1,08.23 黒岩 大暉(4) 山岸 尚暉(4) 小林 風音(4) 勝山 敬太(4)   3   3
  14 松代ボーイズ   1,08.27 野中 文也(4) 宮澤 泰多(4) 三井 眞樹(4) 高井 優介(4)   3   4
  15 イナズマボンバーズ   1,08.76 服部 颯(4) 清水 喜幸(4) 新村 瑛太(4) 小林 優誠(4)   3   5
  16 茅野アスレチックス   1,09.93 中村 牧生(4) 木次 優敢(4) 飯沼 一晟(4) 窪田 琉真(4)   2   4
  17 柳原小4年D   1,09.98 深澤 郁頼(4) 大場 莉央(4) 金井 康祐(4) 丸山 倖生(4)   2   5
  18 安曇野かけっこｸﾗﾌﾞA   1,10.00 鈴木 健斗(4) 児野 幹(4) 山田 悠太郎(4) 和田 陽輔(4)   2   6
  19 きょうわ4人ぐみ   1,12.08 佐藤 悠大(4) 柳澤 悠翔(4) 細井 亮祐(4) 齊藤 永真(4)   1   8
  20 柳原小4年C   1,17.66 神田 怜楽(4) 杉田 優作(4) 大畑 秀直(4) 辰野 大樹(4)   2   7

備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

男子小学4年

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4×100mR
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 10月29日  9:45

[ 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  2 松川陸上ｸﾗﾌﾞA  6011 岩下 心葉(4)  1,01.36  1  7 千曲八幡KKRM  6131 古家 美羽(4)  1,07.30 

ｲﾜｼﾀ ｺｺﾊ 大会新 ﾌﾙﾔ ﾐｳ
 6012 中島 采香(4)  6132 小井土 叶(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ｺｲﾄﾞ ｶﾅｳ
 6013 松尾 綺夏(4)  6133 大内 里香(4)

ﾏﾂｵ ｱﾔｶ ｵｵｳﾁ ﾘｶ
 6014 湯澤 彩花(4)  6134 永田 心花(4)

ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ ﾅｶﾞﾀ ｺﾉｶ
 2  8 ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞTeam  6073 太田 花音(4)  1,04.45  2  5 坂城JAC 4-A  6111 小林 春華(4)  1,07.78 

ｵｵﾀ ｶﾉﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ
 6072 米山 心翔(4)  6112 竜田 稀咲(4)

ﾖﾈﾔﾏ ｺｺｶ ﾀﾂﾀ ｷｻｷ
 6071 石橋 薫(4)  6113 阿部 萌花(4)

ｲｼﾊﾞｼ ｶｵﾙ ｱﾍﾞ ﾓｴｶ
 6074 長村 梨夢(4)  6114 樋口 碧(4)

ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ
 3  9 日滝ガールズA  6231 小山 侑月(4)  1,05.14  3  4  6101 太田 千尋(4)  1,08.07 

ｺﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ
 6232 宮尾 蓮愛(4)  6102 野中 ななほ(4)

ﾐﾔｵ ﾚﾅ ﾉﾅｶ ﾅﾅﾎ
 6233 髙橋 花凜(4)  6103 松澤 萌愛(4)

ﾀｶﾊｼ ｶﾘﾝ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾓﾅ
 6234 市川 真菜(4)  6104 内山 彩愛(4)

ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ ｳﾁﾔﾏ ｱﾔﾅ
 4  5 佐久ドリーム  6043 木内 美桜(4)  1,07.84  4  9 日滝ガールズB  6241 永岡 心音(4)  1,08.24 

ｷｳﾁ ﾐｵ ﾅｶﾞｵｶ ｺｺﾈ
 6044 佐藤 澪夏(4)  6242 宮下 朱里(4)

ｻﾄｳ ﾚｲﾅ ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾘ
 6041 土屋 夢萌(4)  6243 村石 日梛多(4)

ﾂﾁﾔ ﾕﾒ ﾑﾗｲｼ ﾋﾅﾀ
 6042 手塚 華(4)  6244 進藤 杏菜(4)

ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾝﾅ
 5  3 松川陸上ｸﾗﾌﾞB  6022 関 沙桜里(4)  1,08.91  5  2 あさまねSC-L  6081 風巻 里奈(4)  1,08.38 

ｾｷ ｻｵﾘ ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ
 6023 松村 華萌(4)  6084 塩沢 芭里(4)

ﾏﾂﾑﾗ ｼｵｻﾞﾜ
 6021 宮下 友希(4)  6082 内堀 紗衣(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｷ ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ
 6024 柳　美紀(4)  6083 金田 恵実(4)

ﾔﾅｷﾞ ﾐｷ ｶﾈﾀﾞ ｴﾐ
 6  4 HINAYUMI  6031 関 柊来(4)  1,09.73  6  6 坂城JAC 4-B  6121 竹村 妃由(4)  1,13.55 

ｾｷ ﾋｲﾗ ﾀｹﾑﾗ ﾋｵﾘ
 6032 村島 菜々心(4)  6122 小林 志歩(4)

ﾑﾗｼﾏ ﾅﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾎ
 6033 徳竹 結菜(4)  6123 山崎 紗矢(4)

ﾄｸﾀｹ ﾕﾅ ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ
 6034 芋川 美緒(4)  6124 滝澤 悠佳(4)

ｲﾓｶﾜ ﾐｵ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｶ
 7  6  6051 北村 香凛(4)  1,15.57  8  6143 足立 未彩(4)

ｷﾀﾑﾗ ｶﾘﾝ ｱﾀﾞﾁ ﾐｻ 失格
 6052 田澤 緋代(4)  6141 雨宮 ちとせ(4) R1(1-2)

ﾀｻﾞﾜ ﾋﾖ ｱﾒﾐﾔ ﾁﾄｾ
 6053 村越 さくら(4)  6142 矢島 柚那(4)

ﾑﾗｺｼ ｻｸﾗ ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ
 6054 縫部 桃子(4)  6144 竹田 紅愛(4)

ﾇｲﾍﾞ ﾓﾓｺ ﾀｹﾀﾞ ｸﾚｱ
 7  6061 浦野 あずみ(4)  3 軽井沢A&AC  6091 千葉 未来(4)

ｳﾗﾉ ｱｽﾞﾐ 失格 ﾁﾊﾞ ﾐｸ 欠場
 6062 粕谷 百音(4) R1(3-4)  6092 中嶋 京佳(4)

ｶｽﾔ ﾓﾓﾝ ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
 6063 下田 結友(4)  6093 並木 彩華(4)

ｼﾓﾀﾞ ﾕﾕ ﾅﾐｷ ｱﾔｶ
 6064 松本 香澄(4)  6094 大森 玲花(4)

ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾐ ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ

女子小学4年

4×100mR

決勝

1位を目指せ!!古牧ｷｯｽ

茅野アスレチックスみあさ4年元気ｱｯﾌﾟ

ガッツファイアー



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3  6161 真野 結奈(4)   1,05.85 

ﾏﾉ ﾕｲﾅ
 6162 関野 由依(4)

ｾｷﾉ ﾕｲ
 6163 木村 湊(4)

ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ
 6164 緑川 かなで(4)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶﾅﾃﾞ
 2   2 安茂里小学校  6151 大日方 彩莉(4)   1,06.96 

ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾔﾘ
 6152 小林 未佳(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ
 6153 勝山 亜咲(4)

ｶﾂﾔﾏ ｱｻ
 6154 山口 莉央(4)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵ
 3   5 柳原小4年A  6181 佐藤 美幸(4)   1,07.31 

ｻﾄｳ ﾐﾕｷ
 6182 藤森 早紀(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｻｷ
 6183 大川 伽南(4)

ｵｵｶﾜ ｶﾅﾝ
 6184 北山 乃ノ葉(4)

ｷﾀﾔﾏ ﾉﾉﾊ
 4   9 松代ガールズ  6221 海沼 杏(4)   1,09.77 

ｶｲﾇﾏ ｱﾝ
 6222 松本 佳奈(4)

ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅ
 6223 竹内 広美(4)

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾐ
 6224 瀧澤 優(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳ
 5   7  6201 牧野 喜恵(4)   1,11.38 

ﾏｷﾉ ｷｴ
 6202 佐々木 奏羽(4)

ｻｻｷ ｿﾜ
 6203 山岸 來奈(4)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾗﾅ
 6204 茂手木 奈月(4)

ﾓﾃｷﾞ ﾅﾂｷ
 6   8 T&F佐久平  6211 小山 明香(4)   1,11.77 

ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ
 6212 鏑木 愛結奈(4)

ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｱﾕﾅ
 6213 須江 奈菜実(4)

ｽｴ ﾅﾅﾐ
 6214 阿部 詩織(4)

ｱﾍﾞ ｼｵﾘ
 7   6 柳原小4年B  6191 宮澤 香帆(4)   1,16.61 

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾎ
 6192 駒村 咲菜(4)

ｺﾏﾑﾗ ｻﾅ
 6193 丸山 詩織(4)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｵﾘ
 6194 金井 陽依(4)

ｶﾅｲ ﾋﾖﾘ
  4 篠ノ井東  6171 鈴木 杏菜(4)

ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 失格
 6172 東野 愛生(4) R1(2-3)

ﾋｶﾞｼﾉ ｱﾑ
 6173 堀 瑠莉愛(4)

ﾎﾘ ﾙﾘｱ
 6174 酒井 柚寿(4)

ｻｶｲ ﾕｽﾞ

R1 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

女子小学4年

4×100mR

安曇野かけっこｸﾗﾌﾞD

ISジュニア駅伝ｸﾗﾌﾞ



   1 松川陸上ｸﾗﾌﾞA   1,01.36 大会新 岩下 心葉(4) 中島 采香(4) 松尾 綺夏(4) 湯澤 彩花(4)   1   1
   2 ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞTeamU   1,04.45 太田 花音(4) 米山 心翔(4) 石橋 薫(4) 長村 梨夢(4)   1   2
   3 日滝ガールズA   1,05.14 小山 侑月(4) 宮尾 蓮愛(4) 髙橋 花凜(4) 市川 真菜(4)   1   3
   4 安曇野かけっこｸﾗﾌﾞD   1,05.85 真野 結奈(4) 関野 由依(4) 木村 湊(4) 緑川 かなで(4)   3   1
   5 安茂里小学校   1,06.96 大日方 彩莉(4) 小林 未佳(4) 勝山 亜咲(4) 山口 莉央(4)   3   2
   6 千曲八幡KKRM   1,07.30 古家 美羽(4) 小井土 叶(4) 大内 里香(4) 永田 心花(4)   2   1
   7 柳原小4年A   1,07.31 佐藤 美幸(4) 藤森 早紀(4) 大川 伽南(4) 北山 乃ノ葉(4)   3   3
   8 坂城JAC 4-A   1,07.78 小林 春華(4) 竜田 稀咲(4) 阿部 萌花(4) 樋口 碧(4)   2   2
   9 佐久ドリーム   1,07.84 木内 美桜(4) 佐藤 澪夏(4) 土屋 夢萌(4) 手塚 華(4)   1   4
  10 1位を目指せ!!古牧ｷｯｽ   1,08.07 太田 千尋(4) 野中 ななほ(4) 松澤 萌愛(4) 内山 彩愛(4)   2   3
  11 日滝ガールズB   1,08.24 永岡 心音(4) 宮下 朱里(4) 村石 日梛多(4) 進藤 杏菜(4)   2   4
  12 あさまねSC-L   1,08.38 風巻 里奈(4) 塩沢 芭里(4) 内堀 紗衣(4) 金田 恵実(4)   2   5
  13 松川陸上ｸﾗﾌﾞB   1,08.91 関 沙桜里(4) 松村 華萌(4) 宮下 友希(4) 柳　美紀(4)   1   5
  14 HINAYUMI   1,09.73 関 柊来(4) 村島 菜々心(4) 徳竹 結菜(4) 芋川 美緒(4)   1   6
  15 松代ガールズ   1,09.77 海沼 杏(4) 松本 佳奈(4) 竹内 広美(4) 瀧澤 優(4)   3   4
  16 ISジュニア駅伝ｸﾗﾌﾞ   1,11.38 牧野 喜恵(4) 佐々木 奏羽(4) 山岸 來奈(4) 茂手木 奈月(4)   3   5
  17 T&F佐久平   1,11.77 小山 明香(4) 鏑木 愛結奈(4) 須江 奈菜実(4) 阿部 詩織(4)   3   6
  18 坂城JAC 4-B   1,13.55 竹村 妃由(4) 小林 志歩(4) 山崎 紗矢(4) 滝澤 悠佳(4)   2   6
  19 みあさ4年元気ｱｯﾌﾟ   1,15.57 北村 香凛(4) 田澤 緋代(4) 村越 さくら(4) 縫部 桃子(4)   1   7
  20 柳原小4年B   1,16.61 宮澤 香帆(4) 駒村 咲菜(4) 丸山 詩織(4) 金井 陽依(4)   3   7
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