
大会コード 19170004

： ２０１９年(令和元年)６月２３日（日）
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 日本陸上競技連盟　公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団

長野県教育委員会　信濃毎日新聞社 
： 日清食品ホールディングス株式会社
： 内山 了治
： 青柳 智之 (トラック)　

木戸岡 和孝／梨子田 昌央 (フィールド)
横川 佐知雄 (招集所)

： 瀧沢 佳生

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション

■フィールド競技における記号の説明
成功・有効試技 失敗・無効試技 パス 試合放棄

■失格の略号の説明
故意にハードルを倒した (R168-7b)

期 日
会 場
主 催
後 援

協 賛

第36回長野県小学生陸上競技大会
兼 第36回東海小学生リレー競走大会 予選会
兼 第5回東海小学生陸上競技大会 予選会
日清食品カップ 第35回全国小学生陸上競技交流大会

長野県代表選手選考会

記 録 集

ラウンド 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

総 務
審 判 長

記録・情報主任

記録の種類 クラス 種目

軽井沢A&AC 12秒70

県小学生 6年女子 100m 予選 12秒99 寺平 祈愛 (6) 木祖源流TC 13秒06

県小学生
新

女子
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 80mH 決勝 12秒57 並木 彩華(6)

坂城JAC 13秒06
県小学生 6年女子 100m 決勝 13秒04 大熊 杏美 (6) 坂城JAC 13秒06
県小学生 6年女子 100m 予選 13秒03 大熊 杏美 (6)

(m/s) (℃) (%)

木祖源流TC 13秒19

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候

大会新 6年女子 100m 予選 13秒18 寺平 祈愛 (6)

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度

13:00 曇り 南 1.0 26.4 58.09:30 晴れ 南 2.5 25.5 57.0
14:00 曇り 南 1.8 26.4 54.010:00 晴れ 東 2.0 26.6 46.0

12:00 曇り 南 1.2 26.2 49.0
15:00 曇り 南 2.4 23.7 61.011:00 曇り 南東 1.7 26.9 47.0

〇 ✖ － ｒ
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第36回長野県小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 青柳 智之

兼 第36回東海小学生リレー競技大会予選会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 木戸岡 和孝/梨子田 昌央
兼 第5回東海小学生陸上競技大会予選会 招集所審判長 横川 佐知雄
【開催日】 2019年(令和元年)6月23日 記録・情報主任 瀧沢 佳生

【主催団体】 長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
男  子 / 女  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場

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

 6/23 男女混合 座光寺小(A)       54.85 赤穂       55.65 座光寺小(B)       56.14 千曲ｸﾗﾌﾞ       56.80 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      56.84 松川       57.01 豊科北A       57.01 両小野       57.39
4×100m 小池 悠(6) 鈴木 翠央(6) 田原 隼(6) 中澤 美月(6) 柳 美紀(6) 丸山 航汰(6) 後藤 健太(6) 宇治 美優(6)

千葉 唯花(6) 柏原 美緒(6) 湯田 うらら(6) 奥 紗綾(6) 羽生 月佳(6) 北沢 真輝(6) 木村 湊(6) 中島 瑛大(6)
春原 秀(6) 湯澤 幸大(6) 伊坪 優(6) 米澤 幸太(6) 鈴木 拓斗(6) 楜澤 功大(6) 岩﨑 未空(6) 倉澤 梓沙(5)
木内 憲琉(6) 池上 裕汰(6) 吉澤 悠人(6) 吾妻 俐玖(6) 佐藤  颯(6) 梨子田 乃々果(6) 松澤 悠(6) 小澤 聡(6)



予選 6月23日 13:15
決勝 6月23日 15:55

[ 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 赤穂  2781 鈴木 翠央(6)     56.51 q  1   7 座光寺小(A)  2852 小池 悠(6)     55.50 q

ｱｶﾎ ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳ ｺｲｹ ﾕｳ
 2782 柏原 美緒(6)  2853 千葉 唯花(6)

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ
 1803 湯澤 幸大(6)  1852 春原 秀(6)

ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ
 1802 池上 裕汰(6)  1853 木内 憲琉(6)

ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾀ ｷｳﾁ ｹﾝﾘｭｳ
 2   9 箕輪北  2807 折井 梨緒(6)     58.73  2   9 南箕輪  1817 向山 竜牙(6)     58.69 

ﾐﾉﾜｷﾀ ｵﾘｲ ﾘｵ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｭｳｶﾞ
 2806 大坪 千紗(6)  2799 野口 妃乃里(6)

ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ ﾉｸﾞﾁ ﾋﾉﾘ
 1824 飯島 聖那(6)  2800 三澤 英(6)

ｲｲｼﾞﾏ ｾﾅ ﾐｻﾜ ﾊﾅ
 1823 小澤 青空(6)  1816 村山 優人(6)

ｵｻﾞﾜ ｿﾗ ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ
 3   4 清水  2520 瀬戸口 鈴(6)   1:00.21  3   4 堀金  2571 中谷 凛(6)   1:00.23 

ｼﾐｽﾞ ｾﾄｸﾞﾁ ｽｽﾞ ﾎﾘｶﾞﾈ ﾅｶ ﾔﾘﾝ
 2521 澤渡 萌衣(6)  1567 百瀬 柾宏(6)

ｻﾜﾄﾞ ﾒｲ ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ
 1511 須藤 小太郎(6)  2572 丸山 真愛(6)

ｽﾄｳ ｺﾀﾛｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ
 1512 朱 倬よう(6)  1568 牛丸 哉人(6)

ｼｭ ﾀｸﾖｳ ｳｼﾏﾙ ｶﾅﾄ
 4   6 豊科北C  2570 小林 美悠(5)   1:02.40  4   5 あさまねSC(B)  2069 内堀 紗衣(6)   1:02.29 

ﾄﾖｼﾅｷﾀｼｰ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ ｱｻﾏﾈSC ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ
 2569 山本 妃世利(5)  1061 多田 圭吾(5)

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ ﾀﾀﾞ ｹｲｺﾞ
 1561 平林 慶悟(5)  1060 多田 浬(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ ﾀﾀﾞ ｶｲﾘ
 1562 東村 泰介(5)  2070 金田 恵実(5)

ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾀｲｽｹ ｶﾈﾀﾞ ｴﾐ
 5   8 戸狩小  2252 小林 寧音(6)   1:03.04  5   2 豊科南  2559 田中 美詩(5)   1:02.36 

ﾄｶﾞﾘｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾈｵﾝ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ ﾀﾅｶ ﾐｳ
 1243 関 真歩(6)  2560 宮澤 瞳(5)

ｾｷ  ｼﾝﾎ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ
 2253 星野 早月(6)  1554 大野 煌力(6)

ﾎｼﾉ   ｻﾂｷ ｵｵﾉ ｺｳﾔ
 1244 丸山 琉弥(6)  1553 和田 陽輔(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾔ ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ
 6   2 長野市陸上教  2322 久田 芽花(5)   1:06.06  6   3 竜丘小  1863 鶴巻 陽之介(6)   1:03.17 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ ﾋｻﾀ ﾒﾘｶ ﾀﾂｵｶｼｮｳ ﾂﾙﾏｷ ﾊﾙﾉｽｹ
 2323 中村 璃那(5)  2864 今村 さくら(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾘﾅ ｲﾏﾑﾗ ｻｸﾗ
 1311 浜田 一輝(5)  1864 牧内 快(6)

ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾏｷｳﾁ ｶｲ
 1312 山浦 一智(5)  2863 伊藤 倖梛(6)

ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾄ ｲﾄｳ ﾕｷﾅ
 7   3 小海小(B)  1015 砂原 千紘(5)   1:11.30  7   6 裾花小  2291 中島 麻琴(5)   1:05.86 

ｺｳﾐｼｮｳ ｽﾅﾊﾗ ﾁﾋﾛ ｽｿﾊﾞﾅｼｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｺﾄ
 1014 荒籾 証(5)  1279 林 哉太(5)

ｱﾗﾓﾐ ｼｮｳ ﾊﾔｼ ｶﾅﾀ
 2016 岩﨑 愛翔(5)  2292 宮本 芽依(5)

ｲﾜｻｷ ﾏﾅｶ ﾐﾔﾓﾄ ﾒｲ
 2015 篠原 彩美(5)  1280 片岡 一弥(5)

ｼﾉﾊﾗ ｱﾔﾐ ｶﾀｵｶ ｶｽﾞﾔ
    7 北御牧小       8   8 篠ﾉ井東小(B)  1259 富田 瑛斗(5)   1:11.73 

ｷﾀﾐﾏｷ(ｼｮｳ) DNS ｼﾉﾉｲﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾄﾐﾀ  ｱｷﾄ
 1260 春日 俊佑(5)

ｶｽｶﾞ  ｼｭﾝｽｹ
 2273 宮入 梓(5)

ﾐﾔｲﾘ  ｱｽﾞｻ
 2274 鳥羽 優奈(5)

ﾄﾊﾞ  ﾕｳﾅ

男女混合

4×100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 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   8 座光寺小(B)  1856 田原 隼(6)     56.18 q  1   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A 2874 柳 美紀(6)     56.90 q

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳ ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ
 2856 湯田 うらら(6)  2873 羽生 月佳(6)

ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ ﾊﾆｭｳﾙｶ
 2855 伊坪 優(6)  1874 鈴木 拓斗(6)

ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ
 1855 吉澤 悠人(6)  1873 佐藤  颯(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｻﾄｳﾊﾔﾃ
 2   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B 2875 松村 華萌(6)     59.42  2   7 ｺﾒｯﾄ波田  1470 冨田 俊司(6)     59.29 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾄﾐﾀ ｼｭﾝｼﾞ
 2876 中島 采香(6)  2476 黒田 稀和美(5)

ﾅｶｼﾞﾏｱﾔｶ ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ
 1876 平澤 輝大(5)  2475 中野 瑛理南(6)

ﾋﾗｻﾜ ｱｷﾋﾛ ﾅｶﾉ ｴﾘﾅ
 1875 中原 晃(5)  1469 古野 頑人(6)

ﾅｶﾊﾗ ﾋｶﾙ ﾌﾙﾉ ｹﾞﾝﾄ
 3   9 明南  1575 堀内 颯太(6)     59.97  3   4 T&F佐久平(A)  2055 掛川 日葉(6)   1:01.14 

ﾒｲﾅﾝ ﾎﾘｳﾁ ｿｳﾀ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ｶｹｶﾞﾜ  ﾋﾖ
 2575 日高 のん(6)  1047 小林 颯介(5)

ﾋﾀﾞｶ ﾉﾝ ｺﾊﾞﾔｼ  ｿｳｽｹ
 2574 百瀬 穂乃花(6)  2056 阿部 詩織(6)

ﾓﾓｾ  ﾎﾉｶ ｱﾍﾞ  ｼｵﾘ
 1574 宮下 虎汰郎(6)  1048 甘利 悠馬(6)

ﾐﾔｼﾀ ｺﾀﾛｳ ｱﾏﾘ  ﾕｳﾏ
 4   5 豊科北B  2567 真野 結奈(6)   1:00.31  4   5 山辺  2507 井上 紗希(6)   1:01.86 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾋﾞｰ ﾏﾉ ﾕｲﾅ ﾔﾏﾍﾞ ｲﾉｳｴ ｻｷ
 2566 緑川 かなで(6)  1499 スミス 大和(6)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶﾅﾃﾞ ｽﾐｽ ﾔﾏﾄ
 1560 平井 永遠(6)  2508 木下 千星(6)

ﾋﾗｲ ﾄﾜ ｷﾉｼﾀ ﾁｾ
 1559 林 奨真(6)  1498 片寄 晴之亮(6)

ﾊﾔｼ ｼｮｳﾏ ｶﾀﾖｾ ｾｲﾉｽｹ
 5   2 T&F佐久平(B)  2058 宮田 菜永(6)   1:02.22  5   9 寿  2510 安藤 芽生(6)   1:02.63 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾐﾔﾀ  ｻﾄ ｺﾄﾌﾞｷ ｱﾝﾄﾞｳ ﾒｲ
 1050 竹内 勇椅(6)  2511 中島 陽夏(6)

ﾀｹｳﾁ  ﾕｳｲ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾅ
 2059 鏑木 愛結奈(6)  1502 林 啓太(6)

ｶﾌﾞﾗｷﾞ  ｱﾕﾅ ﾊﾔｼ ｹｲﾀ
 1049 遠藤 大志(6)  1501 花村 優太(6)

ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳﾀ
 6   7 篠ﾉ井東小(A)  1256 宮沢 洸佑(5)   1:03.51  6   2 中洲小  1692 小尾 優太(5)   1:02.75 

ｼﾉﾉｲﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾐﾔｻﾞﾜ  ｺｳｽｹ ﾅｶｽｼｮｳ ｵﾋﾞ ﾕｳﾀ
 1257 下条 琉真(5)  2723 鎌倉 梨々華(5)

ｼﾓｼﾞｮｳ  ﾘｭｳﾏ ｶﾏｸﾗ ﾘﾘｶ
 2271 荒井 環希(5)  2724 赤羽 美宇(5)

ｱﾗｲ  ﾀﾏｷ ｱｶﾊﾈ ﾐｳ
 2272 坂口 華奈(5)  1691 相澤 伊吹(5)

ｻｶｸﾞﾁ  ﾊﾅ ｱｲｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ
 7   4 小海小(A)  1013 鹿島 優音(5)   1:03.67  7   8 神科小  1086 福田 渉(5)   1:04.71 

ｺｳﾐｼｮｳ ｶｼﾏ ﾕﾄ ｶﾐｼﾅｼｮｳ ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ
 2014 岩松 夕愛(5)  1085 豊永 陽一(5)

ｲﾜﾏﾂ ﾕｱ ﾄﾖﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ
 1012 臼田 優夢(5)  2085 矢野 陽菜(5)

ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾑ ﾔﾉ ﾊﾙﾅ
 2013 山口 鈴乃(5)  2084 権田 あゆむ(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞﾉ ｺﾞﾝﾀﾞ ｱﾕﾑ
    3 豊洲小       8   3 城山小  1265 宮下 瑛之信(6)   1:05.17 

ﾄﾖｽｼｮｳ DNS ｼﾞｮｳﾔﾏｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ｴｲﾉｼﾝ
 2280 森 陽香(6)

ﾓﾘ ﾊﾙｶ
 2281 柴田 あしゅり(6)

ｼﾊﾞﾀ ｱｼｭﾘ
 1266 新保 怜司(6)

ｼﾝﾎﾞ ｻﾄｼ

男女混合

4×100m



[ 5組] [ 6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 豊科北A  1557 後藤 健太(6)     57.06 q  1   8 松川  1505 丸山 航汰(6)     56.81 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰ ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ ﾏﾂｶﾜ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ
 2564 木村 湊(6)  2516 北沢 真輝(6)

ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ
 2563 岩﨑 未空(6)  1504 楜澤 功大(6)

ｲﾜｻｷ ﾐｿﾗ ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
 1558 松澤 悠(6)  2517 梨子田 乃々果(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ
 2   5 両小野  2810 宇治 美優(6)     57.36 q  2   5 千曲ｸﾗﾌﾞ  2298 中澤 美月(6)     56.85 q

ﾘｮｳｵﾉ ｳｼﾞ ﾐﾋﾛ ﾁｸﾏｸﾗﾌﾞ ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾂｷ
 1829 中島 瑛大(6)  2299 奥 紗綾(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ ｵｸ ｻｱﾔ
 2808 倉澤 梓沙(5)  1286 米澤 幸太(6)

ｸﾗｻﾜ ｱｽﾞｻ ﾖﾈｻﾞﾜ ｺｳﾀ
 1830 小澤 聡(6)  1287 吾妻 俐玖(6)

ｵｻﾞﾜ ｻﾄｼ ｱｶﾞﾂﾏ ﾘｸ
 3   8 穂高南  2554 鎌倉 もも(6)     58.85  3   7 赤穂南  1810 久保口 聖空(6)     58.35 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ ｶﾏｸﾗ ﾓﾓ ｱｶﾎﾐﾅﾐ ｸﾎﾞｸﾞﾁ ｾｲｱ
 2553 福井 美春(6)  1809 清水 應佑(6)

ﾌｸｲ ﾐﾊﾙ ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ
 1541 足立 喜一郎(6)  2789 林 ひかり(6)

ｱﾀﾞﾁ ｷｲﾁﾛｳ ﾊﾔｼ ﾋｶﾘ
 1542 村松 留依(6)  2788 小松原 彩心(6)

ﾑﾗﾏﾂ ﾙｲ ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔﾐ
 4   9 あさまねSC(A)  2067 風巻 里奈(6)     58.93  4   4 開明A  2459 工藤 凛(6)   1:00.24 

ｱｻﾏﾈSC ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ ｶｲﾒｲｴｰ ｸﾄﾞｳ ﾘﾝ
 2068 宮島 蒼(6)  1480 神山 凱星(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵ ｶﾐﾔﾏ ｶｲｾｲ
 1058 山口 遼真(6)  2460 宮坂 知彩稀(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ ﾐﾔｻｶ ﾁｻｷ
 1059 内堀 竜聖(6)  1481 渡辺 創也(6)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾘｭｳｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾔ
 5   4 三郷  2502 樋口 和加奈(6)     59.15  5   3 青木島小(B)  2297 吉原 ゆな(6)   1:01.14 

ﾐｻﾄ ﾋｸﾞﾁ ﾜｶﾅ ｱｵｷｼﾞﾏｼｮｳ ﾖｼﾊﾗ ﾕﾅ
 2501 霜田 幸奈(6)  1285 田邉 隼天(6)

ｼﾓﾀﾞ ﾕｷﾅ ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾃ
 1493 市川 冬弥(6)  2296 稲田 陽菜(6)

ｲﾁｶﾜ ﾄｳﾔ ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙﾅ
 1492 瀧浪 直人(6)  1284 島袋 琉誠(6)

ﾀｷﾅﾐ ﾅｵﾄ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾘｭｳｾｲ
 6   6 青木島小(A)  2295 板倉 珠咲(5)   1:03.95  6   2 三郷AC  2503 中島 なご美(6)   1:01.78 

ｱｵｷｼﾞﾏｼｮｳ ｲﾀｸﾗ ﾐｻｷ ﾐｻﾄｴｰｼｰ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｺﾞﾐ
 2294 丸山 空夏(5)  2504 臼井 沙也加(6)

ﾏﾙﾔﾏ ｿﾅ ｳｽｲ ｻﾔｶ
 1282 山﨑 球寿(5)  1494 山岸 丈一郎(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ｷｭｳﾄ ﾔﾏｷﾞｼｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ
 1283 保科 結幸(5)  1495 二木 佑成叶(6)

ﾎｼﾅ ﾕｲﾄ ﾌﾀﾂｷﾞ ﾕﾅﾄ
 7   3 四賀小  2709 宮葉 ひかり(5)   1:04.44  7   6 真田陸上教室  2104 小林 由奈(5)   1:03.05 

ｼｶﾞｼｮｳ ﾐﾔﾊﾞ ﾋｶﾘ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ
 2710 池上 かりん(5)  1103 内山 煌大郎(6)

ｲｹｶﾞﾐ ｶﾘﾝ ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ
 1717 荒木 慶(5)  2103 三井 里咲(6)

ｱﾗｷ ｹｲ ﾐﾂｲ ﾘｻ
 1718 山嵜 騰雷(5)  1104 柳澤 航希(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾗｲ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
 8   7 T&F佐久平(C)  2061 三石 まどか(6)   1:05.92  8   9 湖南小  1712 北原 暖人(5)   1:04.61 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾐﾂｲｼ  ﾏﾄﾞｶ ｺﾅﾐｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙﾄ
 1052 佐塚 大知(5)  2726 小池 綾葉(5)

ｻﾂｶ  ﾀﾞｲﾁ ｺｲｹ ｱﾔﾊ
 1053 東海林 悠晴(5)  2725 小池 結月(5)

ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕｳｾｲ ｺｲｹ ﾕﾂﾞｷ
 2062 須江 奈菜実(6)  1713 福田 敦士(5)

ｽｴ  ﾅﾅﾐ ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ

男女混合

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 座光寺小(A)  2852 小池 悠(6)     54.85 

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳ ｺｲｹ ﾕｳ
 2853 千葉 唯花(6)

ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ
 1852 春原 秀(6)

ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ
 1853 木内 憲琉(6)

ｷｳﾁ ｹﾝﾘｭｳ
 2   7 赤穂  2781 鈴木 翠央(6)     55.65 

ｱｶﾎ ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ
 2782 柏原 美緒(6)

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ
 1803 湯澤 幸大(6)

ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
 1802 池上 裕汰(6)

ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾀ
 3   6 座光寺小(B)  1856 田原 隼(6)     56.14 

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳ ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ
 2856 湯田 うらら(6)

ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ
 2855 伊坪 優(6)

ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ
 1855 吉澤 悠人(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 4   9 千曲ｸﾗﾌﾞ  2298 中澤 美月(6)     56.80 

ﾁｸﾏｸﾗﾌﾞ ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾂｷ
 2299 奥 紗綾(6)

ｵｸ ｻｱﾔ
 1286 米澤 幸太(6)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｺｳﾀ
 1287 吾妻 俐玖(6)

ｱｶﾞﾂﾏ ﾘｸ
 5   8 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A 2874 柳 美紀(6)     56.84 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ
 2873 羽生 月佳(6)

ﾊﾆｭｳﾙｶ
 1874 鈴木 拓斗(6)

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ
 1873 佐藤  颯(6)

ｻﾄｳﾊﾔﾃ
 6   5 松川  1505 丸山 航汰(6)     57.01 

ﾏﾂｶﾜ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ
 2516 北沢 真輝(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ
 1504 楜澤 功大(6)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
 2517 梨子田 乃々果(6)

ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ
 7   3 豊科北A  1557 後藤 健太(6)     57.01 

ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰ ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ
 2564 木村 湊(6)

ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ
 2563 岩﨑 未空(6)

ｲﾜｻｷ ﾐｿﾗ
 1558 松澤 悠(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ
 8   2 両小野  2810 宇治 美優(6)     57.39 

ﾘｮｳｵﾉ ｳｼﾞ ﾐﾋﾛ
 1829 中島 瑛大(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ
 2808 倉澤 梓沙(5)

ｸﾗｻﾜ ｱｽﾞｻ
 1830 小澤 聡(6)

ｵｻﾞﾜ ｻﾄｼ

4×100m
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