
： ２０１８年１０月２１日（日）
： 長野市営陸上競技場
： テレビ信州
： 長野県／長野県教育委員会／長野市／長野市教育委員会

長野陸上競技協会／NAGANOスポーツフェスティバル実行委員会
読売新聞東京本社
長野市陸上競技協会

： 小林 靖志
： 浦野 義忠
： 古田 新造

■グラウンドコンディション

■失格の略号の説明
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)

■この競技会で樹立された記録
従来の記録チーム名
  1:01.36

飯山 想斗(4)   1:01.61

4年女子 4x100m 予選   1:01.35 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

所属
ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

湿度

R1

記録の種類

風向
(℃) (%)

13.0 53.0
北西 1.0 13.0 50.0

09:15 晴 南南東 0.7
10:00 晴

14.0 50.0

風速 気温

公 式 記 録 集

ラウンド 記録

主 管

氏名(学年)

審 判 長
記録・情報主任

クラス 種目

時刻 天候
m/s

期 日
会 場
主 催
後 援

総 務

柳平 紗希(4)
山田 怜来(4)
山下 恋花(4)
阪 真琴(4)

大会新 4年男子

東南東 2.0

4x100m

晴 東 1.0

11:00 晴

大会新

茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

井出 旭飛(4)

石田 眞希斗(4)
笠井 永遠(4)

予選  59.07 長野市陸上教室A 塩原 知弥(4)   1:01.61

雨宮 伊吹(4)

12:00 晴 北 2.5 15.0 46.0
13:00 16.0 48.0
14:00 晴 北東 1.7 16.0 44.0

栗山 大翔(4)

小川 夏生(4)
大会新 4年男子 4x100m 予選   1:00.70



 17.25100m 決勝  17.10 大塚 珀空(1)

記録 氏名(学年)

4x100m 予選   1:00.26 佐久ﾄﾞﾘｰﾑA 橋詰 蓮平(4)   1:01.61

所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)記録の種類 クラス 種目 ラウンド

赤尾 悠斗(4)

大会新 4年男子

大会新 3年男子 4x100m 決勝  1:02.78 佐久ﾄﾞﾘｰﾑA 山浦 英純(3)   1:03.13
大会新 男女1年 大町北小

小島 颯斗(3)
齊藤 響(3)

清水 稜介(3)

南澤 侑吾(4)

菊原 煌生(4)

柳平 紗希(4)   1:01.36
山田 怜来(4)

大会新 4年女子 4x100m 決勝  1:00.96 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

山下 恋花(4)
阪 真琴(4)

塩原 知弥(4)   1:01.61
井出 旭飛(4)

大会新 4年男子 4x100m 決勝  58.96 長野市陸上教室A

笠井 永遠(4)
石田 眞希斗(4)
飯山 想斗(4)   1:01.61
小川 夏生(4)

大会新 4年男子 4x100m 決勝  1:00.28 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

雨宮 伊吹(4)
栗山 大翔(4)
橋詰 蓮平(4)   1:01.61
菊原 煌生(4)

大会新 4年男子 4x100m 決勝  1:00.31 佐久ﾄﾞﾘｰﾑA

赤尾 悠斗(4)
南澤 侑吾(4)
清水 尋志(4)   1:01.61
澤渡 奏太(4)

大会新 4年男子 4x100m 決勝  1:01.40 島内ｻﾝﾀﾞｰｷｯｽﾞ

川崎 晴翔(4)
佃 悠輔(4)



第28回テレビ信州キッズＲＵＮ２０１８ ﾄﾗｯｸ審判長 浦野 義忠

【開催日】 平成30年10月21日(日) 記録主任 古田 新造

【主　催】 テレビ信州

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】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

10/21 男子3年 佐久ﾄﾞﾘｰﾑA     1:02.78 望月AC     1:03.91 埴生小     1:04.19 松川陸上C なしﾁｰﾑ    1:05.23 T&F佐久平     1:06.50 島内ﾁｰﾀｰｽﾞ     1:07.11 坂城っ子     1:07.18
4×100m 山浦 英純(3) GR 高橋 侑悟(3) 中澤 遼(3) 松村 大輝(3) 金子 哲大(3) 高山 維心(3) 塚田 蓮星(3)

小島 颯斗(3) 柳澤 雄飛(3) 田中 駿矢(3) 丸山 智之(3) 小池 秀吾(3) 三間 幸輔(3) 吉池 琉仁(3)

齊藤 響(3) 柳澤 魁志(3) 小池 鷹我(3) 榎本 昊(3) 柳原 琉良(3) 百瀬 光流(3) 関 駿介(3)

清水 稜介(3) 神津 逞(3) 宮崎 蒼空(3) 岩下 隼絆(3) 油井 柊磨(3) 成沢 優輝(3) 滝澤 來樹(3)

10/21 男子4年 長野市陸上教室A      58.96 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     1:00.28 佐久ﾄﾞﾘｰﾑA     1:00.31 島内ｻﾝﾀﾞｰｷｯｽﾞ     1:01.40 千曲ﾀﾞｯｼｭ     1:02.45 富士見小ﾙﾊﾞｰﾌﾞ     1:03.21 四賀小     1:03.92 坂の上ｷｯｽﾞ     1:04.10
4×100m 塩原 知弥(4) GR 飯山 想斗(4) GR 橋詰 蓮平(4) GR 清水 尋志(4) GR 岡田 大翔(4) 眞道 珠羽(4) 荒木 慶(4) 岡本 羽輝(4)

井出 旭飛(4) 小川 夏生(4) 菊原 煌生(4) 澤渡 奏太(4) 冨田 悠輔(4) 野口 海燕(4) 山嵜 騰雷(4) 佐藤 遥仁(4)

笠井 永遠(4) 雨宮 伊吹(4) 赤尾 悠斗(4) 川崎 晴翔(4) 前田 朔杜(4) 平林 來(4) 松木 湧音(4) 西田 祐大(4)

石田 眞希斗(4) 栗山 大翔(4) 南澤 侑吾(4) 佃 悠輔(4) 赤澤 宗磨(4) 増田 祐輝(4) 松井 蒼斗(4)

10/21 男子5･6年 南澤 道大(6) 10:31 熊谷 駿汰(5) 10:38 土赤 仁義(5) 10:47 宮内 達矢(5) 10:48 児玉 大河(5) 10:49 福島 圭亮(6) 10:50 宮本 拓実(5) 10:50 小相沢 瑛翔(6) 10:52

3kmマラソン 駒ヶ根中沢RC ISｼﾞｭﾆｱ駅伝C 腰越JSC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 腰越JSC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 三水小 腰越JSC

(GR:大会新) 女  子 【競技場】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

10/21 女子3年 松川陸上C ｲﾁｺﾞﾁｰﾑ    1:06.43 坂城っ子     1:06.87 SAKURAｷｯｽﾞ     1:08.47 望月AC-A     1:08.68 3年女子佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    1:10.93 芹田ｶﾞｰﾙｽﾞ     1:12.47 望月AC-B     1:14.33 保科ﾌﾚﾝｽﾞ     1:15.43
4×100m 上條 詩子(3) 樋口 友彩(3) 吉澤 零理(3) 簾田 あいら(3) 石井 華蓮(3) 山田 玲那(3) 永井 理乃(3) 上沢 亜湖(3)

大原 心葉(3) 山下 結衣(3) 長田 みなみ(3) 掛川 千晴(3) 栁澤 優菜(3) 保科 琴葉(3) 小池 咲蘭(3) 岡村 柚稀(3)

鈴木 梨夏(3) 三井 優來(3) 今村 朱里(3) 丸山 明莉(3) 佐藤 一帆(3) 篠原 ねね(3) 來田 向日葵(3) 玉井 伶香(3)

柳 美結(3) 竜田 唯花(3) 芋川 莉緒(3) 田島 乃音(3) 田中 杏(3) 笹川 実希(3) 松原 美柚(3) 酒井 あやな(3)

10/21 女子4年 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     1:00.96 屋代ﾀﾞｯｼｭ     1:01.65 大町EWSN Runners    1:02.52 あさまねSCL     1:03.56 四賀小A     1:03.81 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     1:04.73 ｽﾏｲﾙ4     1:06.54 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     1:07.08
4×100m 柳平 紗希(4) GR 飯島 梨央奈(4) 奥原 結菜(4) 土屋 侑璃(4) 鈴木 紅彩(4) 宮澤 宇多(4) 斉藤 麗(4) 林 かれん(4)

山田 怜来(4) 越 優子(4) 内山 実紅(4) 金田 恵実(4) 松木 心音(4) 栗山 詩子(4) 森住 菜央(4) 塩澤 みのり(4)

山下 恋花(4) 田中 結菜(4) 長澤 莉緒(4) 土屋 慧音南(4) 池上 かりん(4) 松原 寧音(4) 内藤 純瑠(4) 松村 莉央(4)

阪 真琴(4) 平原 紗季(4) 中村 波南(4) 塩沢 巴里(4) 宮葉 ひかり(4) 三宅 真生(4) 土屋 桃花(4) 光澤 琥珀(4)

10/21 女子5･6年 坂元 唯花(5) 11:01 徳永 ゆめ(5) 11:22 原 亜真乃(5) 11:29 羽生 彩華(6) 11:35 菊地 遥奈(5) 11:40 片桐 小春(5) 11:47 田村 るう(5) 11:47 阪 千都(6) 11:49

3kmマラソン 辰野南小 川中島JRC ISｼﾞｭﾆｱ駅伝C ISｼﾞｭﾆｱ駅伝C 真田ｸﾗﾌﾞ 駒ヶ根中沢RC 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

(GR:大会新 w:追い風参考) 男  子 / 女  子 【競技場】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

10/21 男女1年 林 旺史朗(1) w 17.04 大塚 珀空(1) 17.10 佐野 蒼生(1) w 17.37 鈴木 颯斗(1) 17.70 徳久 翔汰郎(1) 17.73 佐藤 秀瑚(1) w 17.89 小泉 優生(1) w 17.90 高橋 彩葉(1) 17.93

100m 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 大町北小 GR 城山小 四賀小 下諏訪南小 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 豊田小 望月AC

10/21 男女2年 宮澤 知己(2) 15.86 佐藤 徠夢(2) 16.36 山口 越史(2) 16.48 関島 絆愛(2) 16.66 古沢 瑛翼(2) 16.73 宮澤 佑茉(2) 16.80 岩嶋 亜依(2) 16.90 関 幹太(2) 16.91

100m 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ あさまねSC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 長野日大小 あさまねSC

10/21 男女3･4年 駒ヶ根中沢RC    22:11.20 腰越JSC    22:12.75 すずﾗﾝ木島平    23:57.07 諏訪FA富士    24:00.77 真田ｸﾗﾌﾞ  幸村    24:16.77 川中島JRC A    25:04.81 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    25:12.61 真田ｸﾗﾌﾞ  源次郎   25:16.16
駅伝 小川 美紗 成澤 あん里 山田 桃子 御子柴 直美 北原 和 高橋 結花 宮脇 悠莉 田畑 香奈

矢澤 颯介 黒木 玲雄 鈴木 士愛 栗原 賢 横沢 岳弥 若林 天翔 宮澤 翔伍 新井 翔真

川上 南海 黒沢 燈 阿部 結奈 赤羽 美宇 帯刀 結 矢島 笑那 古林 なな花 北原 亜純

小松 竹千代 金井 瑛斗 山本 生吹 平林 陽真 清水 颯太 大井 友良 鳥海 倖正 高寺 翌桧



決勝 10月21日 12:45

大会記録(GR)                    9:53 箱山 陸人                    腰越JSC          2009        
                                      越 陽汰                      川中島JRC        2014        

 1 南澤 道大(6) 駒ヶ根中沢RC     10:31 37 新村 晃一朗(6) E-NAGANO     12:44 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾐﾁﾋﾛ ﾆｲﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ

 2 熊谷 駿汰(5) ISｼﾞｭﾆｱ駅伝C     10:38 38 清水 一真(6) 川中島JRC     12:48 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝﾀ ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ

 3 土赤 仁義(5) 腰越JSC     10:47 39 城取 遼太(5) 芹田小     12:49 
ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ ｼﾛﾄﾘ ﾘｮｳﾀ

 4 宮内 達矢(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10:48 40 宮脇 怜雅(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     12:53 
ﾐﾔｳﾁ ﾀﾂﾔ ﾐﾔﾜｷ ﾘｮｳｶﾞ

 5 児玉 大河(5) 腰越JSC     10:49 41 飯沼 一晟(5) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     12:54 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ ｲｲﾇﾏ ｲｯｾｲ

 6 福島 圭亮(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10:50 42 今村 悠真(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13:00 
ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ

 7 宮本 拓実(5) 三水小     10:50 43 新村 瑛太(5) 古牧小     13:04 
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾐ ﾆｲﾑﾗ ｴｲﾀ

 8 小相沢 瑛翔(6) 腰越JSC     10:52 44 依田 惺那(5) 望月AC     13:04 
ｺｱｲｻﾞﾜ ｴｲﾄ ﾖﾀﾞ ｾﾅ

 9 藤森 大和(6) 諏訪FA     10:52 45 木内 光波(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     13:13 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ ｷｳﾁ ｺｳﾊ

10 安藤 結星(6) 川中島JRC     10:58 46 塚田 岳(6) 城東小     13:25 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ ﾂｶﾀﾞ ｶﾞｸ

11 高藤 健吾(5) 軽井沢ｽｹｰﾄC     11:19 47 市川 志音(6) 四賀小     13:35 
ﾀｶﾄｳ ｹﾝｺﾞ ｲﾁｶﾜ ｼｵﾝ

12 笠嶋 佑樹(5) 川中島JRC     11:21 48 保科 承太郎(5) 望月AC     13:37 
ｶｻｼﾏ ﾕｳｷ ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ

13 中平 翔(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11:23 49 佐藤 大河(5) 裾花小     13:42 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｼｮｳ ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ

14 丸山 大翔(5) 川中島JRC     11:23 50 木戸 大季(5) 軽井沢ｽｹｰﾄC     13:47 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ ｷﾄﾞ ﾀﾞｲﾘ

15 曺 有根(5) 真田ｸﾗﾌﾞ     11:29 51 増田 翔太(6) 四賀小     13:50 
ｿｳ ｳｺﾝ ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ

16 玉木 輝(5) 駒ヶ根中沢RC     11:32 52 宮澤 武琉(5) 南部小     13:56 
ﾀﾏｷ ﾋｶﾙ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ

17 西沢 大空(6) 川中島JRC     11:34 53 原谷 康太(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14:05 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ ﾊﾗﾀﾆ ｺｳﾀ

18 栗原 夢生(6) 上山田小     11:36 54 田邉 隼天(5) 青木島小     14:14 
ｸﾘﾊﾗ ﾕｳ ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾃ

19 金井 崚惺(5) 腰越JSC     11:38 55 青木 寛(5) 望月AC     14:17 
ｶﾅｲ ﾘｮｳｾｲ ｱｵｷ ﾕﾀｶ

20 堀内 颯人(6) 川中島JRC     11:53 56 櫻井 颯汰(5) 望月AC     14:18 
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾔﾄ ｻｸﾗｲ ｿｳﾀ

21 黒沢 燦(5) 腰越JSC     11:53 57 田島 一輝(5) 望月AC     14:18 
ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ

22 鈴木 凱斗(5) 駒ヶ根中沢RC     11:55 58 萩原 汐逢(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14:22 
ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ

23 三橋 大翔(5) 木島平小     11:58 59 柳澤 翔逢(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14:22 
ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ

24 和田 祐弥(6) 青木島小     11:59 60 玉井 雄飛(6) 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     14:37 
ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ ﾀﾏｲ ﾕｳﾋ

25 小林 脩悟(5) 高丘小     12:04 61 寺澤 志竜(6) 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     14:43 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｺﾞ ﾃﾗｻﾜ ｼﾘｭｳ

26 西澤 紀仁 真田ｸﾗﾌﾞ     12:04 62 清水 智也(6) 豊野東小     14:52 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾄ ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ

27 児玉 大和(5) 腰越JSC     12:08 63 河野 裕乃介(5) 南部小     15:22 
ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ ｶﾜﾉ ﾕｳﾉｽｹ

28 佐藤 颯(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     12:11 64 小坂 滉(6) 信大附属長野小     15:41 
ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ ｺｻｶ ﾋﾛ

29 諸山 琉生(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     12:12 65 町田 悠太(5) 長野日大小     15:51 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ

30 鈴木 拓斗(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     12:15   丸山 由晴(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ      
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ

31 西山 優真(5) 川中島JRC     12:25   八幡 壱路(6) 高瀬小      
ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾏ ﾊﾁﾏﾝ ｲﾁﾛ

32 花岡 蓮(5) 真田ｸﾗﾌﾞ     12:26   矢澤 秀成(6) 駒ヶ根中沢RC      
ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ

33 上條 大成(5) 岡谷市立川岸小     12:28   渋谷 悠斗(5) 駒ヶ根中沢RC      
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｾｲ ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ

34 和田 陽輔 安曇野かけっこC     12:36   小林 柊也(6) 信里小      
ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾔ

35 堀切 原生(6) 千曲市東小     12:41   鈴木 陽向(6) 腰越JSC      
ﾎﾘｷﾘ ﾊﾙｵ ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ

36 竹内 悠真(5) 古牧小     12:44   黒木 勇翔(5) 腰越JSC      
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  小玉 隼人(5) 軽井沢ｽｹｰﾄC      
ｺﾀﾞﾏ ﾊﾔﾄ

  横田 佑樹(5) 軽井沢ｽｹｰﾄC      
ﾖｺﾀ ﾕｳｷ

  内堀 翼(6) 真田ｸﾗﾌﾞ      
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ

  滝澤 智博(6) 真田ｸﾗﾌﾞ      
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

  林 琉翔(6) 真田ｸﾗﾌﾞ      
ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾄ

  林 悠翔(5) 真田ｸﾗﾌﾞ      
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ

  石黒 剛琉(6) 屋代小      
ｲｼｸﾞﾛ ﾀｹﾙ

  岸本 莞爾(5) E-NAGANO      
ｷｼﾓﾄ ｶﾝｼﾞ

  大津山 光(6) 御代田南小      
ｵｵﾂﾔﾏ ｺｳ

  宮坂 悠(5) 諏訪FA      
ﾐﾔｻｶ ﾊﾙｶ

  土屋 太木(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ      
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ

  工藤 優真(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ      
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ

  豊田 大夢(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ      
ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾑ

  千葉 遼空(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ      
ﾁﾊﾞ ﾊﾙｱ

  吉田 光(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ      
ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ

  中原 稜(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ      
ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ

  佐々木 康多(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ      
ｻｻｷ ｺｳﾀ

  早藤 輔(5) 大豆島小      
ﾊﾔﾌｼﾞ ﾀｽｸ

  加藤 朝陽(5) 南箕輪小      
ｶﾄｳ ｱｻﾋ

  中原 凌(6) 戸倉小      
ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ

  相場 遥心(5) 祢津小      
ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ

  宇佐美 隆悟(5) 望月AC      
ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ

  小林 美海(5) 望月AC      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ
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決勝 10月21日 12:15

大会記録(GR)                   10:15 牛越 あかね                                   2004        

 1 坂元 唯花(5) 辰野南小     11:01 38 太田 璃子(5) 白馬北小     13:53 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ ｵｵﾀ ﾘｺ

 2 徳永 ゆめ(5) 川中島JRC     11:22 39 三井 優茉(6) 四賀小     14:01 
ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾒ ﾐﾂｲ ﾕﾏ

 3 原 亜真乃(5) ISｼﾞｭﾆｱ駅伝C     11:29 40 山田 聖来(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     14:03 
ﾊﾗ ｱﾏﾉ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ

 4 羽生 彩華(6) ISｼﾞｭﾆｱ駅伝C     11:35 41 岩下 心葉(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14:03 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔｶ ｲﾜｼﾀ ｺｺﾊ

 5 菊地 遥奈(5) 真田ｸﾗﾌﾞ     11:40 42 松村 華萌(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14:08 
ｷｸﾁ ﾊﾙﾅ ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ

 6 片桐 小春(5) 駒ヶ根中沢RC     11:47 43 柳 美紀(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14:08 
ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ

 7 田村 るう(5) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     11:47 44 大場 心愛(6) 坂城JAC     14:18 
ﾀﾑﾗ ﾙｳ ｵｵﾊﾞ ｺｺﾅ

 8 阪 千都(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     11:49 45 滝澤 悠佳(5) 坂城JAC     14:22 
ｻｶ ﾁﾋﾛ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｶ

 9 矢島 那優(5) 川中島JRC     11:58 46 井出 優奈(6) T&F佐久平     14:23 
ﾔｼﾞﾏ ﾅﾕ ｲﾃﾞ ﾕﾅ

10 池田 杏(6) 駒ヶ根中沢RC     11:59 47 三井 芽実(6) 四賀小     14:28 
ｲｹﾀﾞ ｱｽﾞ ﾐﾂｲ ﾒﾐ

11 中島 美咲(5) 千曲市東小     12:00 48 中村 実咲(5) 島内小     14:37 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻ ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ

12 羽生 月佳(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     12:02 49 手塚 華(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14:42 
ﾊﾆｭｳ ﾙｶ ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ

13 梅木 莉子(6) ISｼﾞｭﾆｱ駅伝C     12:11 50 市川 紗菜(6) 四賀小     14:44 
ｳﾒｷ ﾘｺ ｲﾁｶﾜ ｻﾅ

14 小林 千鶴(5) 川中島JRC     12:13 51 金子 亜瑠(6) 坂城JAC     14:46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾂﾞﾙ ｶﾈｺ ｱﾙ

15 髙橋 彩花(5) 真田ｸﾗﾌﾞ     12:19 52 宮下 小牧(6) 坂城JAC     14:46 
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ ﾐﾔｼﾀ ｺﾏｷ

16 福島 羽七(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     12:24 53 西澤 佑果(6) 坂城JAC     14:58 
ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｶ

17 飯嶋 咲南(6) 諏訪FA     12:32 54 三井 璃乃(5) 坂城JAC     15:02 
ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ ﾐﾂｲ ﾘﾉ

18 若林 咲和(5) 川中島JRC     12:42 55 小林 嘩歩(5) 坂城JAC     15:03 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾜ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾎ

19 荻原 舞音(5) 軽井沢ｽｹｰﾄC     12:43 56 竹村 妃由(5) 坂城JAC     15:03 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏｵ ﾀｹﾑﾗ ﾋﾖﾘ

20 桐生 瑞希(6) ISｼﾞｭﾆｱ駅伝C     12:43 57 小林 春華(5) 坂城JAC     15:30 
ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ

21 松下 真奈(6) ISｼﾞｭﾆｱ駅伝C     12:43 58 別府 輝璃(5) 東御市立祢津小学     15:40 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ﾍﾞｯﾌﾟ ﾋｶﾘ

22 高原 紅葉(5) 白馬北小     12:57 59 宮下 友希(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15:48 
ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ ﾐﾔｼﾀ ﾕｷ

23 土屋 夢萌(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     12:58 60 関 沙桜里(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15:58 
ﾂﾁﾔ ﾕﾒ ｾｷ ｻｵﾘ

24 田中 莉奈(6) あさまねSC     13:02 61 小林 志歩(5) 坂城JAC     16:06 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾎ

25 西川 侑花(6) E-NAGANO     13:02 62 宮嶋 凛(5) 坂城JAC     16:07 
ﾆｼｶﾜ ﾕｳｶ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘﾝ

26 山岸 來奈(5) ISｼﾞｭﾆｱ駅伝C     13:08 63 竜田 稀咲(5) 坂城JAC     16:26 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾗﾅ ﾀﾂﾀ ｷｻｷ

27 中島 采香(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13:11 64 大熊 杏実(5) 坂城JAC     16:33 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ ｵｵｸﾏ ｱﾐ

28 東海林 優心花(6) T&F佐久平     13:13 65 島田 葵衣(5) 信里小     16:43 
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕﾐｶ ｼﾏﾀﾞ ｱｵｲ

29 市川 真菜(5) 日滝小     13:13   本間 鈴菜(6) E-NAGANO      
ｲﾁｶﾜ ﾏﾅ ﾎﾝﾏ ｽｽﾞﾅ

30 吾妻 恭佳(6) 坂城JAC     13:21   出澤 幸芽(6) 駒ヶ根中沢RC      
ｱｶﾞﾂﾏ ｷｮｳｶ ﾃﾞｻﾞﾜ ｺｳﾒ

31 小池 陽莉(5) ISｼﾞｭﾆｱ駅伝C     13:25   田中 裕麗(6) 坂城小      
ｺｲｹ ﾋﾖﾘ ﾀﾅｶ ﾕｳｶ

32 湯澤 彩花(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13:26   下村 悠莉(6) 腰越JSC      
ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ

33 小倉 和香葉(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     13:30   竹花 心美(5) 腰越JSC      
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ ﾀｹﾊﾅ ｺｺﾐ

34 清水 咲歩(6) 坂城JAC     13:31   中村 羽来(5) 腰越JSC      
ｼﾐｽﾞ ｻｷﾎ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ

35 松尾 綺夏(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13:41   中村 莉来(5) 腰越JSC      
ﾏﾂｵ ｱﾔｶ ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ

36 芝田 晴花(5) 川中島小     13:52   児玉 朱音(5) 軽井沢ｽｹｰﾄC      
ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ ｺﾀﾞﾏ ｱｶﾈ

37 風間 優奈(6) 坂城JAC     13:53   宮島 蒼(5) 坂の上小      
ｶｻﾞﾏ ﾕｳﾅ ﾐﾔｼﾞﾏ  ｱｵ
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  山田 紗羽(6) 白馬北小      
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾜ

  帯刀 詩(6) 真田ｸﾗﾌﾞ      
ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ

  平澤 來実(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ      
ﾋﾗｻﾜ ｸﾙﾐ

  大場 由日里(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ      
ｵｵﾊﾞ ﾕｶﾘ

  石坂 美羽(6) 青木島小      
ｲｼｻﾞｶ ﾐｳ
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決勝 10月21日 14:05

大会記録(GR)                   21:49.00 腰越&川中島連合                                        2011
（越 陽太・菊地 洸希・内田 飛河・宮本 蘭々）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  17 駒ヶ根中沢RC  7171 小川 美紗  22:11.20 

ｵｶﾞﾜ ﾐｻ
 7172 矢澤 颯介

ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ
 7173 川上 南海

ｶﾜｶﾐ ﾅﾐ
 7174 小松 竹千代

ｺﾏﾂ ﾀｹﾁﾖ
 2   1 腰越JSC  7011 成澤 あん里  22:12.75 

ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ
 7012 黒木 玲雄

ｸﾛｷ ﾚｵ
 7013 黒沢 燈

ｸﾛｻﾜ ｱｶﾘ
 7014 金井 瑛斗

ｶﾅｲ ｴｲﾄ
 3  16 すずﾗﾝ木島平  7161 山田 桃子  23:57.07 

ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ
 7162 鈴木 士愛

ｽｽﾞｷ ﾄｱ
 7163 阿部 結奈

ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ
 7164 山本 生吹

ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ
 4   3 諏訪FA富士  7031 御子柴 直美  24:00.77 

ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ
 7032 栗原 賢

ｸﾘﾊﾗ ｹﾝ
 7033 赤羽 美宇

ｱｶﾊﾈ ﾐｳ
 7034 平林 陽真

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾏ
 5   6 真田ｸﾗﾌﾞ 幸村  7061 北原 和  24:16.77 

ｷﾀﾊﾗ ﾅｺﾞﾐ
 7062 横沢 岳弥

ﾖｺｻﾜ ﾀｹﾔ
 7063 帯刀 結

ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲ
 7064 清水 颯太

ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ
 6  18 川中島JRC A  7181 高橋 結花  25:04.81 

ﾀｶﾊｼ ﾕｲｶ
 7182 若林 天翔

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ
 7183 矢島 笑那

ﾔｼﾞﾏ ｴﾅ
 7184 大井 友良

ｵｵｲ ﾕﾗ
 7   2 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  7021 宮脇 悠莉  25:12.61 

ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾘ
 7022 宮澤 翔伍

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ
 7023 古林 なな花

ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾊ
 7024 鳥海 倖正

ﾄﾘｳﾐ ｺｳｾｲ
 8   7 真田ｸﾗﾌﾞ 源次郎 7071 田畑 香奈  25:16.16 

ﾀﾊﾞﾀ ｶﾅ
 7072 新井 翔真

ｱﾗｲ ｼｮｳﾏ
 7073 北原 亜純

ｷﾀﾊﾗ ｱｽﾞﾐ
 7074 高寺 翌桧

ﾀｶﾃﾞﾗ ｱｽﾅﾛ
 9  15  7151 宮澤 瞳  25:17.48 

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ
 7152 神保 帆稀

ｼﾞﾝﾎﾞ ﾎﾏﾚ
 7153 田中 美詩

ﾀﾅｶ ﾐｳ
 7154 山田 瑛己

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｷ

男女3･4年

駅伝

決勝

安曇野かけっこC B



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
10   5 E-NAGANO  A  7051 山田 ののか  25:47.59 

ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ
 7052 山﨑 みい菜

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｲﾅ
 7053 宮野尾 千咲

ﾐﾔﾉｵ ﾁｻｷ
 7054 塩入 太陽

ｼｵｲﾘ ﾀｲﾖｳ
11   4 屋小ｷｯｽﾞ  7041 冨田 真帆  26:08.36 

ﾄﾐﾀ ﾏﾎ
 7042 東 波輝

ｱｽﾞﾏ ﾅﾐｷ
 7043 吉里 結心

ﾖｼｻﾞﾄ ﾕｲﾐ
 7044 村石 奏太

ﾑﾗｲｼ ｿｳﾀ
12  14  7141 降旗 心愛  26:14.68 

ﾌﾘﾊﾀ ｺｺｱ
 7142 野島 将夫

ﾉｼﾞﾏ ﾏｻｵ
 7143 高橋 莉子

ﾀｶﾊｼ ﾘｺ
 7144 冨永 陽介

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ
13  13 祢津っ子4年  7131 高橋 陽依莉  27:35.03 

ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ
 7132 横山 司竜

ﾖｺﾔﾏ ｼﾘｭｳ
 7133 安本 桃音

ﾔｽﾓﾄ ﾓﾓﾈ
 7134 相場 莉空

ｱｲﾊﾞ ﾘｸ
14   8 軽井沢ｽｹｰﾄC A  7081 今井 紗椰  27:40.74 

ｲﾏｲ ｻﾔ
 7092 栁澤 平蔵

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾍｲｿﾞｳ
 7091 春原 歩和

ﾊﾙﾊﾗ ｱﾕﾅ
 7094 古屋野 佑俐

ｺﾔﾉ ﾕｳﾘ
15  19 川中島JRC B  7191 徳永 ほの  29:26.87 

ﾄｸﾅｶﾞ ﾎﾉ
 7192 窪田 拓実

ｸﾎﾞﾀ ﾀｸﾐ
 7193 飯浜 有千花

ｲｲﾊﾏ ｳﾁｶ
 7194 斎藤 匡平

ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ
16  10  7101 宮本 怜奈  29:59.80 

ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲﾅ
 7102 宮原 太陽

ﾐﾔﾊﾗ ﾀｲﾖｳ
 7103 坂西 香乃

ｻｶﾆｼ ｶﾉ
 7104 野池 康太

ﾉｲｹ ｺｳﾀ
17  11  7111 上野 和奏  30:07.28 

ｳｴﾉ ﾜｶﾅ
 7112 宮島 雅冬

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｻﾄ
 7113 大日向 舞衣

ｵﾋﾞﾅﾀ ﾏｲ
 7114 池永 楓

ｲｹﾅｶﾞ ｶｴﾃﾞ
18  12  7121 荒井 凜  30:18.76 

ｱﾗｲ ﾘﾝ
 7122 淺井 翔太

ｱｻｲ ｼｮｳﾀ
 7123 竹内 翠

ﾀｹｳﾁ ﾐﾄﾞﾘ
 7124 石山 勝義

ｲｼﾔﾏ ﾏｻﾐﾁ
    9 軽井沢ｽｹｰﾄC B      

欠場

負けるな南部小3年

南部小3年 かがやき

安曇野かけっこC A

がんばれ南部小3年

男女3･4年

駅伝



予選 10月21日  9:30
決勝 10月21日 13:40

長野県小学生記録(ER)            51.04 小諸AP                                        2018/03/11  
                                      （永井 龍斗・伊藤 壮一郎・山本 赳瑠・佐々木 隆之介）
大会記録(GR)                    1:03.13 長野市陸上教室　　　　　 　　　　　　　　　 　2016
                                      （塩原 知弥・井出 旭飛・笠井 永遠・石田 眞希斗）

[ 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C  3024 松村 大輝(3)   1:04.52 q  1   7 佐久ﾄﾞﾘｰﾑA  3141 山浦 英純(3)   1:03.72 q

なしﾁｰﾑ ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ
 3021 丸山 智之(3)  3142 小島 颯斗(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ
 3022 榎本 昊(3)  3143 齊藤 響(3)

ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ
 3023 岩下 隼絆(3)  3144 清水 稜介(3)

ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ
 2   9 埴生小  3082 中澤 遼(3)   1:05.77 q  2   5 望月AC  3121 高橋 侑悟(3)   1:05.35 q

ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ
 3081 田中 駿矢(3)  3122 柳澤 魁志(3)

ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲｼﾞ
 3083 小池 鷹我(3)  3123 柳澤 雄飛(3)

ｺｲｹ ｵｳｶﾞ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ
 3084 宮崎 蒼空(3)  3124 神津 逞(3)

ﾐﾔｻﾞｷ ｿﾗ ﾀｸﾏ
 3   5 島内ﾁｰﾀｰｽﾞ  3041 高山 維心(3)   1:07.13 q  3   2 T&F佐久平  3091 金子 哲大(3)   1:07.19 q

ﾀｶﾔﾏ ｲｼﾝ ｶﾈｺ ﾃﾂﾀ
 3042 三間 幸輔(3)  3092 小池 秀吾(3)

ﾐﾂﾏ ｺｳｽｹ ｺｲｹ ｼｭｳｺﾞ
 3043 百瀬 光流(3)  3093 柳原 琉良(3)

ﾓﾓｾ ﾋｶﾙ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾙｲ
 3044 成沢 優輝(3)  3094 油井 柊磨(3)

ﾅﾘｻﾜ ﾕｳｷ ﾕｲ ｼｭｳﾏ
 4   8 坂城っ子  3071 塚田 蓮星(3)   1:08.15 q  4   4 安茂里  3111 伊藤 漣(3)   1:07.85 q

ﾂｶﾀﾞ ﾚﾝﾄ ｲﾄｳ ﾚﾝ
 3072 吉池 琉仁(3)  3112 鶴田 蒼空(3)

ﾖｼｲｹ ﾘｮｳﾄ ﾂﾙﾀ ｿﾗ
 3073 関 駿介(3)  3113 米田 太一(3)

ｾｷ ｼｭﾝｽｹ ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ
 3074 滝澤 來樹(3)  3114 神田 漸(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾗｲｼﾞｭ ｶﾝﾀﾞ ｾﾞﾝ
 5   4 松川陸上C  2103 宮澤 知己(2)   1:08.17  5   3 高丘  3101 汲川 晴音(3)   1:08.74 

ﾘﾝｺﾞﾁｰﾑ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｷ ｸﾐｶﾜ ﾊﾙﾄ
 2105 古沢 瑛翼(2)  3102 塩崎 淳大(3)

ﾌﾙｻﾜ ｴｲｽｹ ｼｵｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ
 3031 真弓 隼人(3)  3103 髙田 聖樹(3)

ﾏﾕﾐ ﾊﾔﾄ ﾀｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ
 3104 村岡 碧(3)

ﾑﾗｵｶ ｱｵｲ
 6   7 更級代表3年1組  3061 菊原 琉之介(3)   1:08.29  6   6 はやぶさ  3131 善財 穂澄(3)   1:09.18 

ｷｸﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ ｾﾞﾝｻﾞｲ ﾎｽﾞﾐ
 3062 森 奏真(3)  3132 丸山 蒼空(3)

ﾓﾘ ｿｳﾏ ﾏﾙﾔﾏ ｿﾗ
 3063 角田 虎河(3)  3133 鈴木 大智(3)

ｶｸﾀ ﾀｲｶﾞ ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ
 3064 竹森 遼太(3)  3134 結城 新太郎(3)

ﾀｹﾓﾘ ﾘｮｳﾀ ﾕｳｷ ｼﾝﾀﾛｳ
 7   2 千曲市東小  3011 小林 伸洋(3)   1:08.41  7   8 佐久ﾄﾞﾘｰﾑB  3151 小松 希光(3)   1:10.38 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ ｺﾏﾂ ﾉｿﾞﾐ
 3012 西村 拓海(3)  3152 甘利 颯士(3)

ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ ｱﾏﾘ ｿｳｼ
 3013 北原 夏海(3)  3153 赤尾 遙斗(3)

ｷﾀﾊﾗ ﾅﾂﾐ ｱｶｵ ﾊﾙﾄ
 3014 久保 大河(3)  3154 斉藤 幸大(3)

ｸﾎﾞ ﾀｲｶﾞ ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ
 8   6 ｽﾏｯｼｭ4  3051 高橋 琉都(3)   1:11.42 

ﾀｶﾊｼ ﾙｲﾄﾞ
 3052 高瀬 流空(3)

ﾀｶｾ ﾙｲ
 3053 小林 統士(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｱ
 3054 小林 凛太郎(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ

男子3年

4×100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 佐久ﾄﾞﾘｰﾑA  3141 山浦 英純(3)   1:02.78 

ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 大会新
 3142 小島 颯斗(3)

ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ
 3143 齊藤 響(3)

ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ
 3144 清水 稜介(3)

ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ
 2   5 望月AC  3121 高橋 侑悟(3)   1:03.91 

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ
 3123 柳澤 雄飛(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ
 3122 柳澤 魁志(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲｼﾞ
 3124 神津 逞(3)

ﾀｸﾏ
 3   7 埴生小  3082 中澤 遼(3)   1:04.19 

ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ
 3081 田中 駿矢(3)

ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ
 3083 小池 鷹我(3)

ｺｲｹ ｵｳｶﾞ
 3084 宮崎 蒼空(3)

ﾐﾔｻﾞｷ ｿﾗ
 4   6 松川陸上C  3024 松村 大輝(3)   1:05.23 

なしﾁｰﾑ ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
 3021 丸山 智之(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ
 3022 榎本 昊(3)

ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ
 3023 岩下 隼絆(3)

ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ
 5   9 T&F佐久平  3091 金子 哲大(3)   1:06.50 

ｶﾈｺ ﾃﾂﾀ
 3092 小池 秀吾(3)

ｺｲｹ ｼｭｳｺﾞ
 3093 柳原 琉良(3)

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾙｲ
 3094 油井 柊磨(3)

ﾕｲ ｼｭｳﾏ
 6   8 島内ﾁｰﾀｰｽﾞ  3041 高山 維心(3)   1:07.11 

ﾀｶﾔﾏ ｲｼﾝ
 3042 三間 幸輔(3)

ﾐﾂﾏ ｺｳｽｹ
 3043 百瀬 光流(3)

ﾓﾓｾ ﾋｶﾙ
 3044 成沢 優輝(3)

ﾅﾘｻﾜ ﾕｳｷ
 7   3 坂城っ子  3071 塚田 蓮星(3)   1:07.18 

ﾂｶﾀﾞ ﾚﾝﾄ
 3072 吉池 琉仁(3)

ﾖｼｲｹ ﾘｮｳﾄ
 3073 関 駿介(3)

ｾｷ ｼｭﾝｽｹ
 3074 滝澤 來樹(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾗｲｼﾞｭ
    2 安茂里  3111 伊藤 漣(3)      

ｲﾄｳ ﾚﾝ 失格
 3112 鶴田 蒼空(3) R1

ﾂﾙﾀ ｿﾗ
 3113 米田 太一(3)

ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ
 3114 神田 漸(3)

ｶﾝﾀﾞ ｾﾞﾝ

男子3年

4×100m
決勝



予選 10月21日  9:15
決勝 10月21日 13:35

長野県小学生記録(ER)            53.01 坂城JAC                                       2018/06/24
                                      （清水 咲歩・金子 亜瑠・宮下 小牧・吾妻 恭佳）
大会記録(GR)                  1:04.12 松川陸上クラブA                               2017        
                                      （岩下 心葉・中島 采香・松尾 綺夏・湯澤 彩花）

[ 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 SAKURAｷｯｽﾞ  4051 吉澤 零理(3)   1:09.10 q  1   2 坂城っ子  4061 樋口 友彩(3)   1:09.32 q

ﾖｼｻﾞﾜ ﾚｲﾘ ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ
 4052 長田 みなみ(3)  4062 山下 結衣(3)

ｵｻﾀﾞ ﾐﾅﾐ ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ
 4053 今村 朱里(3)  4063 三井 優來(3)

ｲﾏﾑﾗ ｱｶﾘ ﾐﾂｲ ﾕﾗ
 4054 芋川 莉緒(3)  4064 竜田 唯花(3)

ｲﾓｶﾜ ﾘｵ ﾀﾂﾀ ﾕｲｶ
 2   3 松川陸上C  4024 上條 詩子(3)   1:11.92 q  2   3 望月AC-A  4071 簾田 あいら(3)   1:10.35 q

ｲﾁｺﾞﾁｰﾑ ｶﾐｼﾞｮｳ ｳﾀｺ ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ
 4021 大原 心葉(3)  4072 掛川 千晴(3)

ｵｵﾊﾗ ｺｺﾊ ｶｹｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ
 4022 鈴木 梨夏(3)  4073 丸山 明莉(3)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ ﾏﾙﾔﾏ ｱｶﾘ
 4023 佐々木 詩織(3)  4074 田島 乃音(3)

ｻｻｷ ｼｵﾘ ﾀｼﾞﾏ ﾉﾝ
 3   5 芹田ｶﾞｰﾙｽﾞ  4041 山田 玲那(3)   1:13.19 q  3   5 3年女子  4091 石井 華蓮(3)   1:11.92 q

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｲｼｲ ｶﾚﾝ
 4042 保科 琴葉(3)  4092 栁澤 優菜(3)

ﾎｼﾅ ｺﾄﾊ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾅ
 4043 篠原 ねね(3)  4093 佐藤 一帆(3)

ｼﾉﾊﾗ ﾈﾈ ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ
 4044 笹川 実希(3)  4094 田中 杏(3)

ｻｻｶﾞﾜ ﾐｷ ﾀﾅｶ ｱﾝ
 4   2 保科ﾌﾚﾝｽﾞ  4011 上沢 亜湖(3)   1:15.79 q  4   4 望月AC-B  4081 永井 理乃(3)   1:14.15 q

ｶﾐｻﾜ ｱｺ ﾅｶﾞｲ ﾘﾉ
 4012 岡村 柚稀(3)  4082 小池 咲蘭(3)

ｵｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ ｺｲｹ ｻﾗ
 4013 玉井 伶香(3)  4083 來田 向日葵(3)

ﾀﾏｲ ﾚｲｶ ｷﾀﾞ ﾋﾏﾘ
 4014 酒井 あやな(3)  4084 松原 美柚(3)

ｻｶｲ ｱﾔﾅ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ
    4 松川陸上C  4031 柳 美結(3)       5   6 古牧3-1ｶﾞｰﾙｽﾞ  4101 松田 那緒(3)   1:16.70 

ﾌﾞﾄﾞｳﾁｰﾑ ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 欠場 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵ
 4032 古林 なな花(3)  4102 若林 由夏(3)

ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾊ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｶ
 4033 木下 かりん(3)  4103 山崎 律(3)

ｷﾉｼﾀ ｶﾘﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾂ
 4034 吉川 南心(3)  4104 海藤 明希(3)

ﾖｼｶﾜ ﾅﾐ ｶｲﾄｳ ｱｷ

女子3年

4×100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松川陸上C  4024 上條 詩子(3)   1:06.43 

ｲﾁｺﾞﾁｰﾑ ｶﾐｼﾞｮｳ ｳﾀｺ
 4021 大原 心葉(3)

ｵｵﾊﾗ ｺｺﾊ
 4022 鈴木 梨夏(3)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ
 4031 柳 美結(3)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ
 2   6 坂城っ子  4061 樋口 友彩(3)   1:06.87 

ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ
 4062 山下 結衣(3)

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ
 4063 三井 優來(3)

ﾐﾂｲ ﾕﾗ
 4064 竜田 唯花(3)

ﾀﾂﾀ ﾕｲｶ
 3   5 SAKURAｷｯｽﾞ  4051 吉澤 零理(3)   1:08.47 

ﾖｼｻﾞﾜ ﾚｲﾘ
 4052 長田 みなみ(3)

ｵｻﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 4053 今村 朱里(3)

ｲﾏﾑﾗ ｱｶﾘ
 4054 芋川 莉緒(3)

ｲﾓｶﾜ ﾘｵ
 4   7 望月AC-A  4071 簾田 あいら(3)   1:08.68 

ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ
 4072 掛川 千晴(3)

ｶｹｶﾞﾜ ﾁﾊﾙ
 4073 丸山 明莉(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｱｶﾘ
 4074 田島 乃音(3)

ﾀｼﾞﾏ ﾉﾝ
 5   9 3年女子  4091 石井 華蓮(3)   1:10.93 

佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｲｼｲ ｶﾚﾝ
 4092 栁澤 優菜(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾅ
 4093 佐藤 一帆(3)

ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ
 4094 田中 杏(3)

ﾀﾅｶ ｱﾝ
 6   8 芹田ｶﾞｰﾙｽﾞ  4041 山田 玲那(3)   1:12.47 

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾅ
 4042 保科 琴葉(3)

ﾎｼﾅ ｺﾄﾊ
 4043 篠原 ねね(3)

ｼﾉﾊﾗ ﾈﾈ
 4044 笹川 実希(3)

ｻｻｶﾞﾜ ﾐｷ
 7   3 望月AC-B  4081 永井 理乃(3)   1:14.33 

ﾅｶﾞｲ ﾘﾉ
 4082 小池 咲蘭(3)

ｺｲｹ ｻﾗ
 4083 來田 向日葵(3)

ｷﾀﾞ ﾋﾏﾘ
 4084 松原 美柚(3)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ
 8   2 保科ﾌﾚﾝｽﾞ  4011 上沢 亜湖(3)   1:15.43 

ｶﾐｻﾜ ｱｺ
 4012 岡村 柚稀(3)

ｵｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ
 4013 玉井 伶香(3)

ﾀﾏｲ ﾚｲｶ
 4014 酒井 あやな(3)

ｻｶｲ ｱﾔﾅ

女子3年

4×100m
決勝



予選 10月21日 10:05
決勝 10月21日 13:50

長野県小学生記録(ER)            51.04 小諸AP                                        2018/03/11  
                                      （永井 龍斗・伊藤 壮一郎・山本 赳瑠・佐々木 隆之介）
大会記録(GR)                  1:01.61 茅野アスレチックスA                           2016        
                                      （中村 奏太・小口 蒼葉・多田 夏音・森 康輔）

[ 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 長野市陸上教室A 5091 塩原 知弥(4)     59.07 q  1   8 佐久ﾄﾞﾘｰﾑA  5171 橋詰 蓮平(4)   1:00.26 q

ｼｵﾊﾞﾗ ﾄﾓﾔ 大会新 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 大会新
 5092 井出 旭飛(4)  5173 菊原 煌生(4)

ｲﾃﾞ ｱｻﾋ ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ
 5093 笠井 永遠(4)  5172 赤尾 悠斗(4)

ｶｻｲ ﾄﾜ ｱｶｵ ﾕｳﾄ
 5094 石田 眞希斗(4)  5174 南澤 侑吾(4)

ｲｼﾀﾞ ﾏｷﾄ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ
 2   4 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  5041 飯山 想斗(4)   1:00.70 q  2   3 千曲ﾀﾞｯｼｭ  5123 岡田 大翔(4)   1:02.56 q

ｲｲﾔﾏ ｿｳﾄ 大会新 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ
 5042 小川 夏生(4)  5121 冨田 悠輔(4)

ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ ﾄﾐﾀ ﾕｳｽｹ
 5043 雨宮 伊吹(4)  5122 前田 朔杜(4)

ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾄ
 5044 栗山 大翔(4)  5124 赤澤 宗磨(4)

ｸﾘﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ ｱｶｻﾞﾜ ｼｭｳﾏ
 3   5 島内ｻﾝﾀﾞｰｷｯｽﾞ  5051 清水 尋志(4)   1:01.70 q  3   6 富士見小ﾙﾊﾞｰﾌﾞ  5151 眞道 珠羽(4)   1:03.26 q

ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ ｼﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ
 5052 澤渡 奏太(4)  5152 野口 海燕(4)

ｻﾜﾄﾞ ｿｳﾀ ﾉｸﾞﾁ ｶｲｴﾝ
 5053 川崎 晴翔(4)  5153 平林 來(4)

ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾄ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾗｲ
 5054 佃 悠輔(4)

ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ
 4   1 坂の上ｷｯｽﾞ  5011 岡本 羽輝(4)   1:03.46 q  4   7 四賀小  5161 荒木 慶(4)   1:03.44 q

ｵｶﾓﾄ ﾄｷ ｱﾗｷ ｹｲ
 5013 佐藤 遥仁(4)  5162 山嵜 騰雷(4)

ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾗｲ
 5012 西田 祐大(4)  5163 松木 湧音(4)

ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ﾏﾂｷ ﾕｳﾄ
 5014 松井 蒼斗(4)  5164 増田 祐輝(4)

ﾏﾂｲ ｱｵﾄ ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 5   2 通明ｶﾞｯﾂ  5021 清水 僚真(4)   1:04.44  5   5 ｶﾞﾂﾝと佐久穂  5141 鈴木 永遠(4)   1:03.78 

ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾏ ｽｽﾞｷ  ﾄﾜ
 5022 小平 琉生(4)  5142 伴野 総吾(4)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾙｲ ﾄﾓﾉ ｿｳｺﾞ
 5023 山岸 蒼空(4)  5143 高見澤 衣吹(4)

ﾔﾏｷﾞｼ ｿｳｱ ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ
 5024 宮澤 勇輝(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ
 6   3 SE4  5031 中牧 怜生(4)   1:05.83  6   1 長野市陸上教室B 5101 清水 健太(4)   1:04.09 

ﾅｶﾏｷ ﾚｲ ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ
 5032 小林 歩嵩(4)  5102 飯島 莊太(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾀｶ ｲｲｼﾞﾏ ｿｳﾀ
 5033 平原 蒼生(4)  5103 相原 柚希(4)

ﾋﾗﾊﾗ ｱｵｲ ｱｲﾊﾗ ﾕｽﾞｷ
 5034 平井 碧人(4)  5104 熊谷 颯真(4)

ﾋﾗｲ ｱｵﾄ ｸﾏｶﾞｲ ｿｳﾏ
 7   7 E-NAGANO C  5071 宮本 悠斗(4)   1:06.51  7   2 nozawanaFC  5111 小林 佑太朗(4)   1:04.28 

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ
 5072 若林 絃太(4)  5112 神田 篤輝(4)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾀ ｶﾝﾀﾞ ｱﾂｷ
 5073 鶴田 恭真(4)  5113 小笠原 悠貴(4)

ﾂﾙﾀ ｷｮｳﾏ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ
 5074 久保 桜河(4)

ｸﾎﾞ ｵｳｶﾞ
 8   8 あさまねSCM  5082 田中 莉駆(4)   1:07.47  8   4 T&F佐久平  5131 東海林 悠晴(4)   1:06.31 

ﾀﾅｶ ﾘｸ ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕｳｾｲ
 5081 吉田 晴翔(4)  5132 小林 颯介(4)

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ
 5084 多田 浬(4)  5133 天野 夏樹之助(4)

ﾀﾀﾞ ｶｲﾘ ｱﾏﾉ ﾅﾂｷﾉｽｹ
 5083 多田 圭吾(4)

ﾀﾀﾞ ｹｲｺﾞ
 9   6 E-NAGANO A  5061 小幡 歩夢(4)   1:14.26  9   9 佐久ﾄﾞﾘｰﾑB  5181 木内 旬(4)   1:06.43 

ｵﾊﾞﾀ ｱﾕﾑ ｷｳﾁ ｼｭﾝ
 5062 野口 隼聖(4)  5183 内藤 奨太(4)

ﾉｸﾞﾁ ｼｭﾝｾｲ ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾀ
 5063 深谷 大樹(4)  5184 井出 獅楽(4)

ﾌｶﾔ ﾀﾞｲｷ ｲﾃﾞ ｼﾗｸ
 5064 宮野尾 蓮(4)  5182 小林 悠(4)

ﾐﾔﾉｵ ﾚﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ

男子4年

4×100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 長野市陸上教室A 5091 塩原 知弥(4)     58.96 

ｼｵﾊﾞﾗ ﾄﾓﾔ 大会新
 5092 井出 旭飛(4)

ｲﾃﾞ ｱｻﾋ
 5093 笠井 永遠(4)

ｶｻｲ ﾄﾜ
 5094 石田 眞希斗(4)

ｲｼﾀﾞ ﾏｷﾄ
 2   4 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  5041 飯山 想斗(4)   1:00.28 

ｲｲﾔﾏ ｿｳﾄ 大会新
 5042 小川 夏生(4)

ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ
 5043 雨宮 伊吹(4)

ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ
 5044 栗山 大翔(4)

ｸﾘﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ
 3   5 佐久ﾄﾞﾘｰﾑA  5171 橋詰 蓮平(4)   1:00.31 

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 大会新
 5173 菊原 煌生(4)

ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ
 5172 赤尾 悠斗(4)

ｱｶｵ ﾕｳﾄ
 5174 南澤 侑吾(4)

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ
 4   7 島内ｻﾝﾀﾞｰｷｯｽﾞ  5051 清水 尋志(4)   1:01.40 

ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 大会新
 5052 澤渡 奏太(4)

ｻﾜﾄﾞ ｿｳﾀ
 5053 川崎 晴翔(4)

ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾄ
 5054 佃 悠輔(4)

ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ
 5   8 千曲ﾀﾞｯｼｭ  5123 岡田 大翔(4)   1:02.45 

ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ
 5121 冨田 悠輔(4)

ﾄﾐﾀ ﾕｳｽｹ
 5122 前田 朔杜(4)

ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾄ
 5124 赤澤 宗磨(4)

ｱｶｻﾞﾜ ｼｭｳﾏ
 6   9 富士見小ﾙﾊﾞｰﾌﾞ  5151 眞道 珠羽(4)   1:03.21 

ｼﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ
 5152 野口 海燕(4)

ﾉｸﾞﾁ ｶｲｴﾝ
 5153 平林 來(4)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾗｲ

 7   2 四賀小  5161 荒木 慶(4)   1:03.92 
ｱﾗｷ ｹｲ

 5162 山嵜 騰雷(4)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾗｲ

 5163 松木 湧音(4)
ﾏﾂｷ ﾕｳﾄ

 5164 増田 祐輝(4)
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ

 8   3 坂の上ｷｯｽﾞ  5011 岡本 羽輝(4)   1:04.10 
ｵｶﾓﾄ ﾄｷ

 5013 佐藤 遥仁(4)
ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ

 5012 西田 祐大(4)
ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

 5014 松井 蒼斗(4)
ﾏﾂｲ ｱｵﾄ

男子4年

4×100m
決勝



予選 10月21日  9:45
決勝 10月21日 13:45

長野県小学生記録(ER)            53.01 坂城JAC                                       2018/06/24
                                      （清水 咲歩・金子 亜瑠・宮下 小牧・吾妻 恭佳）
大会記録(GR)                    1:01.36 松川陸上クラブA                               2017        
                                      （岩下 心葉・中島 采香・松尾 綺夏・湯澤 彩花）

[ 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   8 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  6081 柳平 紗希(4)   1:01.35 q  1   5 屋代ﾀﾞｯｼｭ  6141 飯島 梨央奈(4)   1:02.06 q

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 大会新 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｵﾅ
 6082 山田 怜来(4)  6142 越 優子(4)

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ ｺｼ ﾕｳｺ
 6083 山下 恋花(4)  6143 田中 結菜(4)

ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ ﾀﾅｶ ﾕｲﾅ
 6084 阪 真琴(4)  6144 平原 紗季(4)

ｻｶ ﾏｺﾄ ﾋﾗﾊﾗ ｻｷ
 2   2 大町EWSN Runner 6021 奥原 結菜(4)   1:01.89 q  2   8 四賀小A  6171 鈴木 紅彩(4)   1:03.28 q

ｵｸﾊﾗ ﾕﾅ ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ
 6022 内山 実紅(4)  6172 松木 心音(4)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｸ ﾏﾂｷ ｺｺﾈ
 6023 長澤 莉緒(4)  6173 池上 かりん(4)

ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｵ ｲｹｶﾞﾐ ｶﾘﾝ
 6024 中村 波南(4)  6174 宮葉 ひかり(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ ﾐﾔﾊﾞ ﾋｶﾘ
 3   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  6052 林 かれん(4)   1:06.41 q  3   2 あさまねSCL  6114 土屋 侑璃(4)   1:04.45 q

ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ ﾂﾁﾔ ﾕｳﾘ
 6053 塩澤 みのり(4)  6112 金田 恵実(4)

ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ ｶﾈﾀﾞ ｴﾐ
 6054 松村 莉央(4)  6113 土屋 慧音南(4)

ﾏﾂﾑﾗ ﾘｵ ﾂﾁﾔ ｴﾄﾅ
 6051 光澤 琥珀(4)  6111 塩沢 巴里(4)

ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ ｼｵｻﾞﾜ ﾊﾟﾘ
 4   1 ﾊｯﾋﾟｨﾌﾚﾝｽﾞ  6011 箕輪 歩(4)   1:06.51  4   7 中川陸上ｸﾗﾌﾞ  6161 宮澤 宇多(4)   1:05.08 q

ﾐﾉﾜ ｱﾕﾐ ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾀ
 6013 土屋 日毬(4)  6162 栗山 詩子(4)

ﾂﾁﾔ ﾋﾏﾘ ｸﾘﾔﾏ ｳﾀｺ
 6012 柄澤 花里南(4)  6163 松原 寧音(4)

ｶﾗｻﾜ ｶﾘﾅ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾈﾈ
 6014 関 心花(4)  6164 三宅 真生(4)

ｾｷ ｺｺﾊ ﾐﾔｹ ﾏｵ
 5   6 諏訪FA桜  6061 平林 あずみ(4)   1:06.62  5   6 ｽﾏｲﾙ4  6151 斉藤 麗(4)   1:06.35 q

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｽﾞﾐ ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ
 6062 鈴木 莉央(4)  6152 森住 菜央(4)

ｽｽﾞｷ ﾘｵ ﾓﾘｽﾞﾐ ﾅｵ
 6063 北原 凜佳(4)  6153 内藤 純瑠(4)

ｷﾀﾊﾗ ﾘﾝｶ ﾅｲﾄｳ ｱﾑﾙ
 6064 中山 桃(4)  6154 土屋 桃花(4)

ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ ﾂﾁﾔ ﾓﾓｶ
 6   7 E-NAGANO A  6073 松下 咲(4)   1:07.29  6   4 安曇野かけっこC 6131 宮澤 咲歩(4)   1:06.45 

ﾏﾂｼﾀ ｻｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾎ
 6072 土屋 紗季(4)  6132 小林 美悠(4)

ﾂﾁﾔ ｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ
 6074 大澤 花和(4)  6133 鳥羽 菜々子(4)

ｵｵｻﾜ ﾊﾅ ﾄﾊﾞ ﾅﾅｺ
 6071 東海林 結葵(4)  6134 山本 妃世利(4)

ｼｮｳｼﾞ ｱﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ
 7   3 走れ!青木島!!  6032 丸山 空夏(4)   1:07.93  7   3 長野市陸上教室C 6121 小坂 彩(4)   1:09.23 

ﾏﾙﾔﾏ ｿﾅ ｺｻｶ ｱﾔ
 6034 板倉 珠咲(4)  6122 久田 芽花(4)

ｲﾀｸﾗ ﾐｻｷ ﾋｻﾀ ﾒﾘｶ
 6031 田中 陽美(4)  6123 酒井 莉唯沙(4)

ﾀﾅｶ ﾋﾐ ｻｶｲ ﾘｲｻ
 6033 山田 ののか(4)  6124 中村 璃那(4)

ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ
 8   4 千曲東ﾅｲｽ2  6041 谷口 紅羽(4)   1:08.31  8   1 高甫ｶﾞｰﾙﾁｰﾑ  6101 小山 和春(4)   1:11.25 

ﾀﾆｸﾞﾁ ｸﾚﾊ ｺﾔﾏ ﾅﾅ
 6043 吉澤 芽生(4)  6102 高野 紗矢(4)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ ﾀｶﾉ ｻﾔ
 6042 畔上 真緒(4)  6103 内田 柑那(4)

ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾏｵ ｳﾁﾀﾞ ｶﾝﾅ
 6044 宮尾 彩里(4)  6104 山崎 楓(4)

ﾐﾔｵ ｱｲﾘ ﾔﾏｻﾞｷ ｶｴﾃﾞ
 9   9 E-NAGANO B  6091 渡辺 咲(4)   1:12.98  9   9 四賀小B  6181 河西 風花(4)   1:11.27 

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ ｶｻｲ ﾌｳｶ
 6092 水口 ともあ(4)  6182 石田 凛(4)

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｱ ｲｼﾀﾞ ﾘﾝ
 6094 坂本 蘭々子(4)  6183 宮部 沙優(4)

ｻｶﾓﾄ ﾗﾗｺ ﾐﾔﾍﾞ ｻﾔ
 6093 高野 桃音(4)  6184 半田 美颯(4)

ﾀｶﾉ ﾓﾈ ﾊﾝﾀﾞ ﾐﾊﾔ

女子4年

4×100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



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  6081 柳平 紗希(4)   1:00.96 

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 大会新
 6082 山田 怜来(4)

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ
 6083 山下 恋花(4)

ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ
 6084 阪 真琴(4)

ｻｶ ﾏｺﾄ
 2   6 屋代ﾀﾞｯｼｭ  6141 飯島 梨央奈(4)   1:01.65 

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｵﾅ
 6142 越 優子(4)

ｺｼ ﾕｳｺ
 6143 田中 結菜(4)

ﾀﾅｶ ﾕｲﾅ
 6144 平原 紗季(4)

ﾋﾗﾊﾗ ｻｷ
 3   5 大町EWSN Runner 6021 奥原 結菜(4)   1:02.52 

ｵｸﾊﾗ ﾕﾅ
 6022 内山 実紅(4)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｸ
 6023 長澤 莉緒(4)

ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｵ
 6024 中村 波南(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ
 4   9 あさまねSCL  6114 土屋 侑璃(4)   1:03.56 

ﾂﾁﾔ ﾕｳﾘ
 6112 金田 恵実(4)

ｶﾈﾀﾞ ｴﾐ
 6113 土屋 慧音南(4)

ﾂﾁﾔ ｴﾄﾅ
 6111 塩沢 巴里(4)

ｼｵｻﾞﾜ ﾊﾟﾘ
 5   4 四賀小A  6171 鈴木 紅彩(4)   1:03.81 

ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ
 6172 松木 心音(4)

ﾏﾂｷ ｺｺﾈ
 6173 池上 かりん(4)

ｲｹｶﾞﾐ ｶﾘﾝ
 6174 宮葉 ひかり(4)

ﾐﾔﾊﾞ ﾋｶﾘ
 6   8 中川陸上ｸﾗﾌﾞ  6161 宮澤 宇多(4)   1:04.73 

ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾀ
 6162 栗山 詩子(4)

ｸﾘﾔﾏ ｳﾀｺ
 6163 松原 寧音(4)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾈﾈ
 6164 三宅 真生(4)

ﾐﾔｹ ﾏｵ
 7   2 ｽﾏｲﾙ4  6151 斉藤 麗(4)   1:06.54 

ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ
 6152 森住 菜央(4)

ﾓﾘｽﾞﾐ ﾅｵ
 6153 内藤 純瑠(4)

ﾅｲﾄｳ ｱﾑﾙ
 6154 土屋 桃花(4)

ﾂﾁﾔ ﾓﾓｶ
 8   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  6052 林 かれん(4)   1:07.08 

ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ
 6053 塩澤 みのり(4)

ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ
 6054 松村 莉央(4)

ﾏﾂﾑﾗ ﾘｵ
 6051 光澤 琥珀(4)

ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ

女子4年

4×100m
決勝



決勝 10月21日 11:30

大会記録(GR)                      17.25 宮澤 悠悟                                     2016        

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +2.3

 1 高橋 彩葉(1) 望月AC     17.93  1 佐野 蒼生(1) 城山小     17.37 
ﾀｶﾊｼ ｲﾛﾊ ｻﾉ ｱｵｲ

 2 徳竹 凌太(1) 栗ｶﾞ丘小     18.24  2 佐藤 秀瑚(1) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.89 
ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾀ ｻﾄｳ ｼｭｳｺﾞ

 3 油井 凪音(1) 南牧北小     18.56  3 小泉 優生(1) 豊田小     17.90 
ﾕｲ ﾅｷﾞﾄ ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳｾｲ

 4 中村  涼介(1) 千曲市東小     19.31  4 齊藤 杜季(1) 日野小     18.48 
ﾅｶﾑﾗ  ﾘｮｳｽｹ ｻｲﾄｳ ﾄｷ

 5 畑 彩萌(1) 篠ﾉ井西小     19.35  5 藤本 権一(1) ISN     18.73 
ﾊﾀ ｱﾔﾒ ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

 6 伊藤 蘭(1) 安茂里小     20.48  6 高山 史穏(1) 島内小     18.95 
ｲﾄｳ ﾗﾝ ﾀｶﾔﾏ ｼｵﾝ

 7 田中 栞奈(1) ｴﾋﾞｽ陸上部     20.66  7 市川 紗希(1) 日滝小     19.13 
ﾀﾅｶ ｶﾝﾅ ｲﾁｶﾜ ｻｷ

 8 依田 愼央(1) 望月AC     20.90  8 岩澤 遼祐(1) 古里小     19.87 
ﾖﾀﾞ ﾏｵ ｲﾜｻﾜ ﾘｮｳｽｹ

 9 菅沼 杏菜(1) 望月AC     21.04  9 簾田 ふうか(1) 望月AC     20.75 
ｽｶﾞﾇﾏ ｱﾝﾅ ﾐｽﾀﾞ ﾌｳｶ

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 +0.0

 1 鈴木 颯斗(1) 四賀小     17.70  1 大塚 珀空(1) 大町北小     17.10 
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ ｵｵﾂｶ ﾊｸ

 2 西澤 晴(1) 牟礼小     18.05  2 高橋 桃(1) 鍋屋田小     18.72 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊﾙ ﾀｶﾊｼ ﾓﾓ

 3 山野井 燈(1) 松代小     20.24  3 横田 希歩(1) 吉田小     18.90 
ﾔﾏﾉｲ ｱｶｼ ﾖｺﾀ ｷﾎ

 4 湯本 ここみ(1) 豊丘小     20.73  4 戸谷 紗耶加(1) 大町北小     19.17 
ﾕﾓﾄ ｺｺﾐ ﾄﾔ ｻﾔｶ

 5 朝場 ほのか(1) 緑ヶ丘小     20.89  5 松木 颯音(1) 四賀小     19.61 
ｱｻﾊﾞ ﾎﾉｶ ﾏﾂｷ ﾘｸﾄ

 6 島田 一希(1) 信里小     21.08  6 栁澤 妃菜(1) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     20.01 
ｼﾏﾀﾞ ｲｯｷ ﾔﾅｷﾞﾜｻ ﾋﾅ

 7 林 明里(1) 千曲市東小     21.31  7 中嶋 大也(1) 牟礼小     20.81 
ﾊﾔｼ ｱｶﾘ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾔ

 8 高柳 大惺(1) 軽井沢ｽｹｰﾄC     25.25  8 町田 悠(1) 松代小     21.40 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀｲｾｲ ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳ

  西澤 楓(1) 裾花小      
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｴﾃﾞ

[ 5組] 風速 +0.5 [ 6組] 風速 +0.4

 1 徳久 翔汰郎(1) 下諏訪南小     17.73  1 余語 英勝(1) 裾花小     19.30 
ﾄｸﾋｻ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾖｺﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ

 2 橋本 爽(1) 三本柳小     18.76  2 角田 真治(1) 青木島小     19.89 
ﾊｼﾓﾄ ｻﾔ ﾂﾉﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

 3 酒井 るり(1) 三本柳小     18.78  3 戸谷 月葉(1) 埴生小     20.88 
ｻｶｲ ﾙﾘ ﾄﾔ ﾂｷﾊ

 4 山本 将史(1) T&F佐久平     18.95  4 寺崎 友耶(1) 芹田小     20.98 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ ﾃﾗｻｷ ﾄﾓﾔ

 5 瀧澤 希来(1) 平岡小     19.49  5 小布施 颯太(1) 青木島小     21.12 
ﾀｷｻﾞﾜ ｷﾗ ｵﾌﾞｾ ｿｳﾀ

 6 花岡 陽斗(1) 滋野小     19.56  6 新井 ひなた(1) 鍋屋田小     21.31 
ﾊﾅｵｶ ﾋﾅﾄ ｱﾗｲ ﾋﾅﾀ

 7 髙橋 司(1) 上田市北小     20.91  7 早坂 咲希(1) 川辺小     23.52 
ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ ﾊﾔｻｶ ｻｷ

 8 天野 暁之進(1) T&F佐久平     20.97   小林 香介(1) 裾花小      
ｱﾏﾉ ｱｷﾉｼﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 欠場
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[ 7組] 風速 +0.9 [ 8組] 風速 +2.2

 1 青木 稜真(1) 三本柳小     18.57  1 林 旺史朗(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.04 
ｱｵｷ ﾘｮｳﾏ ﾊﾔｼ ｵｳｼﾛｳ

 2 赤井 詩彩(1) 栗ｶﾞ丘小     19.18  2 鳥海 宏陽(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     19.44 
ｱｶｲ ｳﾙﾊ ﾄﾘｳﾐ ﾋﾛﾊﾙ

 3 戸井田 琴葉(1) 三郷小     19.31  3 嶽野 晟士(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     19.60 
ﾄｲﾀ ｺﾄﾊ ﾀｹﾉ ｼﾞｮｳｼﾞ

 4 宮澤 圭(1) 通明小     19.90  4 飯野 凜(1) 坂城JAC     19.98 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ ｲｲﾉ ﾘﾝ

 5 笹川 鉄平(1) 芹田小     20.68  5 小宮山 栞捺(1) 坂城JAC     19.99 
ｻｻｶﾞﾜ ﾃｯﾍﾟｲ ｺﾐﾔﾏ ｶﾝﾅ

 6 黒木 愛叶(1) 腰越JSC     20.81  6 松村 祥雅(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     20.04 
ｸﾛｷ ｱｲｶ ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｶﾞ

 7 久保田 瑛太(1) 鍋屋田小     21.69  7 小林 紅芭(1) 川西小     21.49 
ｸﾎﾞﾀ ｴｲﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾚﾊ

 8 後藤 隆将(1) 青木島小     23.01   矢沢 日翔(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ      
ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾏｻ ﾔｻﾞﾜ ﾆﾁｶ 欠場
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順 ﾚｰﾝ
3  1052 6  1063

No. 氏  名 所属名 記録／備考No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 林 旺史朗(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.04 (+2.2)   8   1
   2 大塚 珀空(1) 大町北小     17.10 (+0.0) 大会新   4   1
   3 佐野 蒼生(1) 城山小     17.37 (+2.3)   2   1
   4 鈴木 颯斗(1) 四賀小     17.70 (+1.4)   3   1
   5 徳久 翔汰郎(1) 下諏訪南小     17.73 (+0.5)   5   1
   6 佐藤 秀瑚(1) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.89 (+2.3)   2   2
   7 小泉 優生(1) 豊田小     17.90 (+2.3)   2   3
   8 高橋 彩葉(1) 望月AC     17.93 (+0.4)   1   1
   9 西澤 晴(1) 牟礼小     18.05 (+1.4)   3   2
  10 徳竹 凌太(1) 栗ｶﾞ丘小     18.24 (+0.4)   1   2
  11 齊藤 杜季(1) 日野小     18.48 (+2.3)   2   4
  12 油井 凪音(1) 南牧北小     18.56 (+0.4)   1   3
  13 青木 稜真(1) 三本柳小     18.57 (+0.9)   7   1
  14 高橋 桃(1) 鍋屋田小     18.72 (+0.0)   4   2
  15 藤本 権一(1) ISN     18.73 (+2.3)   2   5
  16 橋本 爽(1) 三本柳小     18.76 (+0.5)   5   2
  17 酒井 るり(1) 三本柳小     18.78 (+0.5)   5   3
  18 横田 希歩(1) 吉田小     18.90 (+0.0)   4   3
  19 山本 将史(1) T&F佐久平     18.95 (+0.5)   5   4
  19 高山 史穏(1) 島内小     18.95 (+2.3)   2   6
  21 市川 紗希(1) 日滝小     19.13 (+2.3)   2   7
  22 戸谷 紗耶加(1) 大町北小     19.17 (+0.0)   4   4
  23 赤井 詩彩(1) 栗ｶﾞ丘小     19.18 (+0.9)   7   2
  24 余語 英勝(1) 裾花小     19.30 (+0.4)   6   1
  25 戸井田 琴葉(1) 三郷小     19.31 (+0.9)   7   3
  25 中村  涼介(1) 千曲市東小     19.31 (+0.4)   1   4
  27 畑 彩萌(1) 篠ﾉ井西小     19.35 (+0.4)   1   5
  28 鳥海 宏陽(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     19.44 (+2.2)   8   2
  29 瀧澤 希来(1) 平岡小     19.49 (+0.5)   5   5
  30 花岡 陽斗(1) 滋野小     19.56 (+0.5)   5   6
  31 嶽野 晟士(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     19.60 (+2.2)   8   3
  32 松木 颯音(1) 四賀小     19.61 (+0.0)   4   5
  33 岩澤 遼祐(1) 古里小     19.87 (+2.3)   2   8
  34 角田 真治(1) 青木島小     19.89 (+0.4)   6   2
  35 宮澤 圭(1) 通明小     19.90 (+0.9)   7   4
  36 飯野 凜(1) 坂城JAC     19.98 (+2.2)   8   4
  37 小宮山 栞捺(1) 坂城JAC     19.99 (+2.2)   8   5
  38 栁澤 妃菜(1) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     20.01 (+0.0)   4   6
  39 松村 祥雅(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     20.04 (+2.2)   8   6
  40 山野井 燈(1) 松代小     20.24 (+1.4)   3   3
  41 伊藤 蘭(1) 安茂里小     20.48 (+0.4)   1   6
  42 田中 栞奈(1) ｴﾋﾞｽ陸上部     20.66 (+0.4)   1   7
  43 笹川 鉄平(1) 芹田小     20.68 (+0.9)   7   5
  44 湯本 ここみ(1) 豊丘小     20.73 (+1.4)   3   4
  45 簾田 ふうか(1) 望月AC     20.75 (+2.3)   2   9
  46 黒木 愛叶(1) 腰越JSC     20.81 (+0.9)   7   6
  46 中嶋 大也(1) 牟礼小     20.81 (+0.0)   4   7
  48 戸谷 月葉(1) 埴生小     20.88 (+0.4)   6   3
  49 朝場 ほのか(1) 緑ヶ丘小     20.89 (+1.4)   3   5
  50 依田 愼央(1) 望月AC     20.90 (+0.4)   1   8
  51 髙橋 司(1) 上田市北小     20.91 (+0.5)   5   7
  52 天野 暁之進(1) T&F佐久平     20.97 (+0.5)   5   8
  53 寺崎 友耶(1) 芹田小     20.98 (+0.4)   6   4
  54 菅沼 杏菜(1) 望月AC     21.04 (+0.4)   1   9
  55 島田 一希(1) 信里小     21.08 (+1.4)   3   6
  56 小布施 颯太(1) 青木島小     21.12 (+0.4)   6   5
  57 新井 ひなた(1) 鍋屋田小     21.31 (+0.4)   6   6
  57 林 明里(1) 千曲市東小     21.31 (+1.4)   3   7
  59 町田 悠(1) 松代小     21.40 (+0.0)   4   8
  60 小林 紅芭(1) 川西小     21.49 (+2.2)   8   7
  61 久保田 瑛太(1) 鍋屋田小     21.69 (+0.9)   7   7
  62 後藤 隆将(1) 青木島小     23.01 (+0.9)   7   8
  63 早坂 咲希(1) 川辺小     23.52 (+0.4)   6   7
  64 高柳 大惺(1) 軽井沢ｽｹｰﾄC     25.25 (+1.4)   3   8
    西澤 楓(1) 裾花小          (+1.4) 欠場   3    
    小林 香介(1) 裾花小          (+0.4) 欠場   6    
    矢沢 日翔(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ          (+2.2) 欠場   8    
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決勝 10月21日 10:20

大会記録(GR)                      16.80 塩原 知也                                     2016        
三宅 真生                                     2016        

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 +1.5

 1 宮本 侑空(2) 三水小     17.01  1 山口 越史(2) あさまねSC     16.48 
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｽｸ ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾂｼ

 2 高塚 翼(2) 望月AC     17.33  2 関 幹太(2) あさまねSC     16.91 
ﾀｶﾂｶ ﾂﾊﾞｻ ｾｷ ｶﾝﾀ

 3 仲川 隼人(2) 栗ｶﾞ丘小     17.59  3 鈴木 空都(2) 豊野西小     17.24 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ ｽｽﾞｷ ｸｳﾄ

 4 林 結樹(2) 望月AC     17.61  4 中島 那瑠(2) あさまねSC     18.05 
ﾊﾔｼ ﾕｳｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾙ

 5 矢島 羽花(2) 望月AC     17.97  5 高山 透空(2) 豊野東小     18.32 
ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ ﾀｶﾔﾏ ﾄｱ

 6 佐藤 海志(2) 吉田小     18.44  6 福井 悠叶(2) 鍋屋田小     18.81 
ｻﾄｳ ｶｲｼ ﾌｸｲ ﾊﾙﾄ

 7 羽田 恋乃美(2) 望月AC     19.00  7 小山 陽菜乃(2) あさまねSC     18.99 
ﾊﾀ ｺﾉﾐ ｺﾔﾏ ﾋﾅﾉ

 8 櫻井 結月(2) 望月AC     19.12  8 風巻 諒(2) あさまねSC     19.11 
ｻｸﾗｲ ﾕﾂﾞｷ ｶｻﾞﾏｷ ﾘｮｳ

 9 依田 心愛(2) 豊野西小     19.33  9 池田 実生(2) あさまねSC     20.52 
ﾖﾀﾞ ｺｺﾅ ｲｹﾀﾞ ﾐｵ

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 +1.5

 1 坂井田 花怜(2) 野沢温泉小     17.24  1 佐藤 徠夢(2) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.36 
ｻｶｲﾀﾞ ｶﾚﾝ ｻﾄｳ ﾗｲﾑ

 2 森 琉太(2) 野沢温泉小     17.25  2 清水 優心(2) 野沢温泉小     17.32 
ﾓﾘ ﾘｭｳﾀ ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ

 3 中山 尋也(2) 湯谷小     17.59  3 藤田 彩花(2) 日滝小     17.47 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾔ ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｶ

 4 松村 空哉(2) 野沢温泉小     17.68  4 中嶋 爽(2) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.49 
ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾔ ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ

 5 萩原 翔太(2) 野沢温泉小     18.23  5 梅原 悠(2) 塩尻小     17.60 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳﾀ ｳﾒﾊﾗ ﾊﾙﾄ

 6 齊藤 佑樹(2) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     18.86  6 矢島 功輝(2) 朝陽小     18.60 
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ ﾔｼﾞﾏ ｺｳｷ

 7 風間 怜成(2) 野沢温泉小     20.52  7 古幡 樹李(2) 望月AC     19.51 
ｶｻﾞﾏ ﾘｮｳｾｲ ﾌﾙﾊﾀ ｼﾞｭﾘ

  宇佐美 薫(2) 望月AC       8 山崎 果歩(2) 八幡小     20.20 
ｳｻﾐ ｶｵﾙ ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ

  赤沢 希空(2) 八幡小       9 青木 この葉(2) 望月AC     21.05 
ｱｶｻﾞﾜ ﾉｱ ｱｵｷ ｺﾉﾊ

[ 5組] 風速 +1.3 [ 6組] 風速 -0.3

 1 佐藤 新太(2) 裾花小     18.14  1 佐藤 千紗(2) 坂の上小     17.48 
ｻﾄｳ ｱﾗﾀ ｻﾄｳ ﾁｻ

 2 鈴木 碧(2) 佐久城山小     18.42  2 佐藤 瑛仁(2) 坂の上小     17.74 
ｽｽﾞｷ ｱｵｲ ｻﾄｳ ｴｲﾄ

 3 石黒 碧(2) 軽井沢ｽｹｰﾄC     18.45  3 岡本 心愛(2) 坂の上小     18.30 
ｲｼｸﾞﾛ ｱｵｲ ｵｶﾓﾄ ｼｲ

 4 丸田 紘大(2) 高甫小     18.55  4 町田 紗来(2) 松代小     18.69 
ﾏﾙﾀ ｺｳﾀﾞｲ ﾏﾁﾀﾞ ｻﾗ

 5 丸田 千紘(2) 高甫小     19.05  5 北村 昊(2) 塩崎小     18.79 
ﾏﾙﾀ ﾁﾋﾛ ｷﾀﾑﾗ  ｿﾗ

 6 小出 幸永(2) 吉田小     19.23  6 高橋 花(2) 山王小     19.49 
ｺｲﾃﾞ ｻﾁｴ ﾀｶﾊｼ ﾊﾅ

 7 塩澤 凛太朗(2) 浅川小     19.83  7 桑原 まみ(2) 安茂里小     19.64 
ｼｵｻﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏﾐ

  北沢 大和(2) 共和小       8 今井 智菜(2) 軽井沢ｽｹｰﾄC     21.06 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ ｲﾏｲ ﾁﾅ

  唐澤 昊大(2) 共和小        秋山 幹太(2) 芹田小      
ｶﾗｻﾜ ｺｳﾀ ｱｷﾔﾏ ｶﾝﾀ
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[ 7組] 風速 -0.8 [ 8組] 風速 +0.1

 1 岩嶋 亜依(2) 長野日大小     16.90  1 竹村 咲愛(2) 篠ﾉ井西小     17.35 
ｲﾜｼﾏ ｱｲ ﾀｹﾑﾗ ｻｸｱ

 2 関川 巴琉(2) 大町北小     17.13  2 西澤 樟(2) 東塩田小     17.50 
ｾｷｶﾜ ﾊﾙ ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ

 3 竹内 琥珀(2) 青木島小     17.98  3 小林 優奈(2) T&F佐久平     17.58 
ﾀｹｳﾁ ｺﾊｸ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ

 4 田畑 亮介(2) 真田ｸﾗﾌﾞ     18.55  4 青栁 玖乃香(2) 篠ﾉ井東小     18.73 
ﾀﾊﾞﾀ  ﾘｮｳｽｹ ｱｵﾔｷﾞ ｸﾉｶ

 5 瀧澤 巧太郎(2) 平野小     18.65  5 大町 蒼月(2) 長野日大小     19.29 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ ｵｵﾏﾁ ｱﾂｷ

 6 梨田 康天(2) 共和小     19.03  6 若林 悠真(2) 屋代小     20.12 
ﾅｼﾀﾞ ﾔｽﾀｶ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ

 7 西澤 奈穂(2) 清明小     20.83   浦中 遥子(2) 信大附属長野小      
ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵ ｳﾗﾅｶ ﾊﾙｺ

  関谷 珊吏(2) 青木島小        宮田 湖永(2) T&F佐久平      
ｾｷﾔ ｻﾝﾘ ﾐﾔﾀ ｺﾄ

  伊東 加善(2) 青木島小        長門 拓空(2) 長地小      
ｲﾄｳ ｶﾀﾙ ﾅｶﾞﾄ ﾀｸ

[ 9組] 風速 +1.3 [ 10組] 風速 +0.2

 1 近藤 虎流(2) 並柳小     17.96  1 小林 勇陽(2) 旭ヶ丘小     17.23 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾋ

 2 徳武 心海(2) 戸隠小     18.05  2 田中 水稀(2) 若槻小     17.90 
ﾄｸﾀｹ ｺｺﾐ ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ

 3 櫻井 璃心(2) 徳間小     18.08  3 田中 風花(2) 若槻小     17.95 
ｻｸﾗｲ ﾘｺ ﾀﾅｶ ﾌｳｶ

 4 帯刀 晶(2) 真田ｸﾗﾌﾞ     18.89  4 宮澤 乃亜(2) 中川西小     18.14 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｱ

 5 金井 虹璃(2) 平岡小     19.06  5 宮原 想(2) 五加小     18.52 
ｶﾅｲ ﾅﾅﾘ ﾐﾔﾊﾞﾗ ｿｳ

 6 渋沢 光(2) 長野日大小     19.27  6 岩本 鯛斗(2) 五加小     19.45 
ｼﾌﾞｻﾜ ﾋｶﾘ ｲﾜﾓﾄ ﾀｲﾄ

 7 西澤 楓(1) 裾花小     19.29  7 山﨑 珀(2) 五加小     19.53 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｴﾃﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊｸ

 8 油井 瞳和(2) 堀金小     20.25  8 三浦 敬悟(2) 五加小     21.39 
ﾕｲ ﾄﾜ ﾐｳﾗ ｹｲｺﾞ

  小林 美空(2) 城東小      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｱ

[ 11組] 風速 +1.2 [ 12組] 風速 +0.2

 1 金山 凌也(2) 日滝小     17.18  1 宮澤 知己(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.86 
ｶﾅﾔﾏ ﾘｮｳﾔ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｷ

 2 片貝 怜雄(2) 坂城JAC     17.25  2 宮澤 佑茉(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.80 
ｶﾀｶﾞｲ ﾚｵ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ

 3 相澤 透汰(2) 朝陽小     17.75  3 宮下 紗里那(2) 坂城JAC     17.21 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄｳﾀ ﾐﾔｼﾀ ｻﾘﾅ

 4 中村 洸貴(2) 吉田小     20.38  4 宮下 季紗(2) 坂城JAC     18.52 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ ﾐﾔｼﾀ ｷｻ

  矢島 由萌(2) 栗ｶﾞ丘小       5 丸山 零斗(2) 坂城JAC     18.99 
ﾔｼﾏ ﾕﾒ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲﾄ

  小林 奏太(2) 浅川小       6 古賀 仁琥(2) 坂城JAC     19.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ ｺｶﾞ ﾆｺ

  徳竹 咲空(2) 南部小       7 吉池 徠洸(2) 坂城JAC     19.39 
ﾄｸﾀｹ ｻｸ ﾖｼｲｹ ﾗｲﾀ

  服部 響來(2) 坂城JAC       8 小熊 あや(2) 坂城JAC     19.43 
ﾊｯﾄﾘ ﾋﾋﾞｷ ｵｸﾞﾏ ｱﾔ

[ 13組] 風速 -0.8

 1 関島 絆愛(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.66 
ｾｷｼﾞﾏ ｷｱ

 2 古沢 瑛翼(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.73 
ﾌﾙｻﾜ ｴｲｽｹ

 3 塩澤 佑真(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.77 
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾏ

 4 吉澤 玲奈(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     20.05 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾚﾅ

 5 上野 歩楓(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     20.64 
ｳｴﾉ ｱﾕｶ

 6 関 渉真(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     20.74 
ｾｷ ｼｮｳﾏ

 7 中平 芽(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     21.14 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾒｲ

  山崎 未来(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ      
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｸﾙ

5  2108
欠場

9  2112
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9  2096

3  2106

7  2110

欠場
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欠場
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欠場
6  2101

7  2094 7  2102

5  2092 5  2100

3  2090 3  2098
欠場

4  2091

8  2095 9  2104

3  2074
欠場

順
2  2089 8  2103

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  2079 5  2084

1  2113 8  2087

7  2078 6  2085

4  2075 7  2086

5  2076 9  2088

6  2077 4  2083

2  2073 3  2082

9  2080 2  2081
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欠場 欠場
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欠場

欠場 欠場
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7  2061 7

8  2062

1  2055 2  2065

2  2056 3  2066

9  2063 4  2067

4  2058 1  2064

6  2060 6  2069

3  2057 8  2071
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5  2059 5  2068
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   1 宮澤 知己(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.86 (+0.2)  12   1
   2 佐藤 徠夢(2) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.36 (+1.5)   4   1
   3 山口 越史(2) あさまねSC     16.48 (+1.5)   2   1
   4 関島 絆愛(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.66 (-0.8)  13   1
   5 古沢 瑛翼(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.73 (-0.8)  13   2
   6 宮澤 佑茉(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.80 (+0.2)  12   2
   7 岩嶋 亜依(2) 長野日大小     16.90 (-0.8)   7   1
   8 関 幹太(2) あさまねSC     16.91 (+1.5)   2   2
   9 宮本 侑空(2) 三水小     17.01 (-0.7)   1   1
  10 関川 巴琉(2) 大町北小     17.13 (-0.8)   7   2
  11 金山 凌也(2) 日滝小     17.18 (+1.2)  11   1
  12 宮下 紗里那(2) 坂城JAC     17.21 (+0.2)  12   3
  13 小林 勇陽(2) 旭ヶ丘小     17.23 (+0.2)  10   1
  14 坂井田 花怜(2) 野沢温泉小     17.24 (+1.4)   3   1
  14 鈴木 空都(2) 豊野西小     17.24 (+1.5)   2   3
  16 森 琉太(2) 野沢温泉小     17.25 (+1.4)   3   2
  16 片貝 怜雄(2) 坂城JAC     17.25 (+1.2)  11   2
  18 清水 優心(2) 野沢温泉小     17.32 (+1.5)   4   2
  19 高塚 翼(2) 望月AC     17.33 (-0.7)   1   2
  20 竹村 咲愛(2) 篠ﾉ井西小     17.35 (+0.1)   8   1
  21 藤田 彩花(2) 日滝小     17.47 (+1.5)   4   3
  22 佐藤 千紗(2) 坂の上小     17.48 (-0.3)   6   1
  23 中嶋 爽(2) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.49 (+1.5)   4   4
  24 西澤 樟(2) 東塩田小     17.50 (+0.1)   8   2
  25 小林 優奈(2) T&F佐久平     17.58 (+0.1)   8   3
  26 仲川 隼人(2) 栗ｶﾞ丘小     17.59 (-0.7)   1   3
  26 中山 尋也(2) 湯谷小     17.59 (+1.4)   3   3
  28 梅原 悠(2) 塩尻小     17.60 (+1.5)   4   5
  29 林 結樹(2) 望月AC     17.61 (-0.7)   1   4
  30 松村 空哉(2) 野沢温泉小     17.68 (+1.4)   3   4
  31 佐藤 瑛仁(2) 坂の上小     17.74 (-0.3)   6   2
  32 相澤 透汰(2) 朝陽小     17.75 (+1.2)  11   3
  33 塩澤 佑真(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.77 (-0.8)  13   3
  34 田中 水稀(2) 若槻小     17.90 (+0.2)  10   2
  35 田中 風花(2) 若槻小     17.95 (+0.2)  10   3
  36 近藤 虎流(2) 並柳小     17.96 (+1.3)   9   1
  37 矢島 羽花(2) 望月AC     17.97 (-0.7)   1   5
  38 竹内 琥珀(2) 青木島小     17.98 (-0.8)   7   3
  39 徳武 心海(2) 戸隠小     18.05 (+1.3)   9   2
  39 中島 那瑠(2) あさまねSC     18.05 (+1.5)   2   4
  41 櫻井 璃心(2) 徳間小     18.08 (+1.3)   9   3
  42 佐藤 新太(2) 裾花小     18.14 (+1.3)   5   1
  42 宮澤 乃亜(2) 中川西小     18.14 (+0.2)  10   4
  44 萩原 翔太(2) 野沢温泉小     18.23 (+1.4)   3   5
  45 岡本 心愛(2) 坂の上小     18.30 (-0.3)   6   3
  46 高山 透空(2) 豊野東小     18.32 (+1.5)   2   5
  47 鈴木 碧(2) 佐久城山小     18.42 (+1.3)   5   2
  48 佐藤 海志(2) 吉田小     18.44 (-0.7)   1   6
  49 石黒 碧(2) 軽井沢ｽｹｰﾄC     18.45 (+1.3)   5   3
  50 宮下 季紗(2) 坂城JAC     18.52 (+0.2)  12   4
  50 宮原 想(2) 五加小     18.52 (+0.2)  10   5
  52 丸田 紘大(2) 高甫小     18.55 (+1.3)   5   4
  52 田畑 亮介(2) 真田ｸﾗﾌﾞ     18.55 (-0.8)   7   4
  54 矢島 功輝(2) 朝陽小     18.60 (+1.5)   4   6
  55 瀧澤 巧太郎(2) 平野小     18.65 (-0.8)   7   5
  56 町田 紗来(2) 松代小     18.69 (-0.3)   6   4
  57 青栁 玖乃香(2) 篠ﾉ井東小     18.73 (+0.1)   8   4
  58 北村 昊(2) 塩崎小     18.79 (-0.3)   6   5
  59 福井 悠叶(2) 鍋屋田小     18.81 (+1.5)   2   6
  60 齊藤 佑樹(2) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     18.86 (+1.4)   3   6
  61 帯刀 晶(2) 真田ｸﾗﾌﾞ     18.89 (+1.3)   9   4
  62 丸山 零斗(2) 坂城JAC     18.99 (+0.2)  12   5
  62 小山 陽菜乃(2) あさまねSC     18.99 (+1.5)   2   7
  64 羽田 恋乃美(2) 望月AC     19.00 (-0.7)   1   7
  65 梨田 康天(2) 共和小     19.03 (-0.8)   7   6
  66 丸田 千紘(2) 高甫小     19.05 (+1.3)   5   5
  66 古賀 仁琥(2) 坂城JAC     19.05 (+0.2)  12   6
  68 金井 虹璃(2) 平岡小     19.06 (+1.3)   9   5
  69 風巻 諒(2) あさまねSC     19.11 (+1.5)   2   8
  70 櫻井 結月(2) 望月AC     19.12 (-0.7)   1   8
  71 小出 幸永(2) 吉田小     19.23 (+1.3)   5   6
  72 渋沢 光(2) 長野日大小     19.27 (+1.3)   9   6
  73 大町 蒼月(2) 長野日大小     19.29 (+0.1)   8   5
  73 西澤 楓(1) 裾花小     19.29 (+1.3)   9   7
  75 依田 心愛(2) 豊野西小     19.33 (-0.7)   1   9
  76 吉池 徠洸(2) 坂城JAC     19.39 (+0.2)  12   7
  77 小熊 あや(2) 坂城JAC     19.43 (+0.2)  12   8
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  78 岩本 鯛斗(2) 五加小     19.45 (+0.2)  10   6
  79 高橋 花(2) 山王小     19.49 (-0.3)   6   6
  80 古幡 樹李(2) 望月AC     19.51 (+1.5)   4   7
  81 山﨑 珀(2) 五加小     19.53 (+0.2)  10   7
  82 桑原 まみ(2) 安茂里小     19.64 (-0.3)   6   7
  83 塩澤 凛太朗(2) 浅川小     19.83 (+1.3)   5   7
  84 吉澤 玲奈(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     20.05 (-0.8)  13   4
  85 若林 悠真(2) 屋代小     20.12 (+0.1)   8   6
  86 山崎 果歩(2) 八幡小     20.20 (+1.5)   4   8
  87 油井 瞳和(2) 堀金小     20.25 (+1.3)   9   8
  88 中村 洸貴(2) 吉田小     20.38 (+1.2)  11   4
  89 風間 怜成(2) 野沢温泉小     20.52 (+1.4)   3   7
  89 池田 実生(2) あさまねSC     20.52 (+1.5)   2   9
  91 上野 歩楓(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     20.64 (-0.8)  13   5
  92 関 渉真(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     20.74 (-0.8)  13   6
  93 西澤 奈穂(2) 清明小     20.83 (-0.8)   7   7
  94 青木 この葉(2) 望月AC     21.05 (+1.5)   4   9
  95 今井 智菜(2) 軽井沢ｽｹｰﾄC     21.06 (-0.3)   6   8
  96 中平 芽(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     21.14 (-0.8)  13   7
  97 三浦 敬悟(2) 五加小     21.39 (+0.2)  10   8
    宇佐美 薫(2) 望月AC          (+1.4) 欠場   3    
    赤沢 希空(2) 八幡小          (+1.4) 欠場   3    
    北沢 大和(2) 共和小          (+1.3) 欠場   5    
    唐澤 昊大(2) 共和小          (+1.3) 欠場   5    
    秋山 幹太(2) 芹田小          (-0.3) 欠場   6    
    関谷 珊吏(2) 青木島小          (-0.8) 欠場   7    
    伊東 加善(2) 青木島小          (-0.8) 欠場   7    
    浦中 遥子(2) 信大附属長野小          (+0.1) 欠場   8    
    宮田 湖永(2) T&F佐久平          (+0.1) 欠場   8    
    長門 拓空(2) 長地小          (+0.1) 欠場   8    
    小林 美空(2) 城東小          (+1.3) 欠場   9    
    矢島 由萌(2) 栗ｶﾞ丘小          (+1.2) 欠場  11    
    小林 奏太(2) 浅川小          (+1.2) 欠場  11    
    徳竹 咲空(2) 南部小          (+1.2) 欠場  11    
    服部 響來(2) 坂城JAC          (+1.2) 欠場  11    
    山崎 未来(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ          (-0.8) 欠場  13    
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