
第27回長野県小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
日清食品カップ・第26回全国小学生陸上競技交流大会 跳躍審判長 富松健夫
兼　第27回東海小学生リレー競技大会予選会 投擲審判長 伊藤利博
【開催日】 平成22年6月27日（日） 記録主任： 竹内秀樹
【主催団体】 長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】県松本平広域公園

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
 6/27 小学生男子 小林 海仁(6) 2:55.17 田畑 嵩明(6) 3:02.39 大澤 智樹(6) 3:03.02 中村 祐太(6) 3:05.25 大月 海世(6) 3:06.59 市川 楓(6) 3:06.83 高木 航志(5) 3:06.84 熊井 捷人(6) 3:07.39

1000m 川中島JRC 川路小 赤穂 坂城JAC 明南小 腰越JSC 腰越JSC 戸上ｼﾞｭﾆｱ
 6/27  -0.1 甕 慎伍(6) 13.56 奥原 大輝(6) 13.61 久保田倫史(6) 14.32 内山 裕智(6) 14.51 桑原 太志(6) 14.66 小澤 亮雅(6) 14.78 久保敷昇吾(6) 15.19 中澤  晴起(5) 15.27

80mH 三郷小 大野川小 芝沢小 柏原 北信 穂高南小 山本小 御代田南陸上ｸﾗ
 6/27 赤羽 達也(6) 1.41 松田 敦樹(6) 1.41 津滝 寅希(6) 1.30 藤田 優介(6) 1.30 月岡 健斗(6) 北信 1.25 内山 涼太(6) 1.25 青柳 朋和(6) 1.25

走高跳 辰野西 GR 大町西小 GR 塩尻西小 穂高北小 細田  泰(6) 中川東 南箕輪南部 堀金小
 6/27 古牧 友陽(6) 4.49(+5.0) 中村 亮介(6) 4.46(-0.2) 巾下 颯太(6) 4.33(+2.0) 平林 秀基(6) 4.27(-0.5) 渡辺 大介(6) 4.19(-0.6) 西田 光太朗(6)4.03(+1.8) 君山 巧(6) 4.03(+3.5) 小林 蒼泉(6) 4.01(-1.2)

走幅跳 洗馬小 南箕輪南部 二子小学校 三郷小 明南小 高遠北 日義小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
 6/27 宮原 亘(6) 65.24 勝野 史也(6) 63.88 永瀬 蒼生(5) 63.41 駒込 太晟(6) 63.03 松岡 崇元(6) 60.41 塩原 利久弥(6) 60.39 種村 駿佑(6) 59.64 若月 陸央(6) 58.25

ﾎﾞｰﾙ投 木曽楢川小 富草小 塩尻西小 信州新町 並柳小 宗賀小 中野 柏原
 6/27 三郷小(A)       54.39 望月AC       54.93 ｺﾒｯﾄ波田       55.16 豊科北(A)       55.18 豊科東小       55.29 大町北小       55.76 高瀬AC       55.88 塩尻東小       56.60

4×100m 種山 翔太(6) 大澤 達(6) 中村 奈央(6) 花形 駿介(6) 長崎 祐介(6) 遠藤 幹也(6) 山口 智也(6) 百瀬 凌太(6)
三宅 浩生(6) 神田 優人(6) 有馬 直(6) 岡村 正昭(6) 岡村 慧胤(6) 中村 宗弘(6) 矢嶋 大祐(6) 小林 勇也(6)
増子 良平(6) 伊藤 司能(5) 高村 拓明(6) 横澤 竜斗(6) 河地 迅也(6) 成澤 稜(6) 平山 快斗(6) 加々島 史龍(6)
塚田 隆文(6) 土屋 巧(6) 木崎 光輝(6) 細萱 広高(6) 小澤 拓真(6) 黒田 啓之(6) 木曽 俊輔(6) 清水 空(6)

 6/27 小学5年男子  +0.8 鳥羽 晃平(5) 13.94 木下 博貴(5) 14.02 寺澤 龍吾(5) 14.04 曽根原 賢(5) 14.19 寺島 魁人(5) 14.21 中林 嵩弥(5) 14.24 小林 真陽(5) 14.33 桑原 圭都(5) 14.42
100m 通明 ｲｲﾀﾞｯｼｭ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 赤穂南 北安松川小 湖東小 座光寺小 更埴陸上教室

 6/27 小学6年男子  -0.4 近藤 裕哉(6) 12.46 花里 翼(6) 13.08 和田口丈樹(6) 13.31 横井 潤(6) 13.39 藤澤 祐哉(6) 13.44 浅原 隼風(6) 13.45 大森  晃(6) 13.69 吉田晃洋(6) 13.82
100m 松川陸上ｸﾗﾌﾞ GR 水明AC 三岳小 上松小 富士見小 筑摩小 長野市陸上教 金沢小

 6/27 小学オープン 秦翔(5) 15.17 志水 瞭太(6) 15.38 中西 竜歩(4) 15.58 早川 遼(6) 15.59 藤原 圭祐(5) 15.65 藤巻 聡基(5) 15.90 岡崎　滉平(5) 15.99 中島 悠(5) 16.06
100m 下久堅小 ｺﾒｯﾄ波田 穂高西小 大町西小 穂高南小 大町南小 中洲小 梓川小

第27回長野県小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
日清食品カップ・第26回全国小学生陸上競技交流大会 跳躍審判長 富松健夫
兼　第27回東海小学生リレー競技大会予選会 投擲審判長 伊藤利博
【開催日】 平成22年6月27日（日） 記録主任： 竹内秀樹
【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】県松本平広域公園
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
 6/27 小学生混合 高島小       57.01 ｺﾒｯﾄ波田(A)       57.75 諏訪ｼﾞｭﾆｱ       58.94 穂高西小       59.45 南箕輪(A)       59.86 岩村田AC     1:00.54 南箕輪(B)     1:00.66 開明小(A)     1:01.21

4×100m 長谷川 聖奈(5) 中塚 真子(5) 川上 由華(5) 臼井 舞彩(5) 清水 詩乃(5) 高野 円花(5) 清水 花乃(5) 樋口 奈央(5)
柿澤 菜摘(5) 百瀬そよか(5) 小林 みずほ(5) 辰口 和(5) 根橋 カレン(5) 秋山 理佳(5) 矢崎 凛(5) 板花 佳乃子(5)
藤森 光星(5) 大月 涼太(5) 白井 裕介(5) 河内 竜汰(5) 代田 寛稀(5) 大井 拓矢(5) 伊沢 快(5) 平出 正悟(5)
外川 太一(5) 小島 空(5) 中村 謙士(5) 五十嵐智哉(5) 小林 聖弥(5) 梅田 隼人(5) 伊藤 諒(5) 安永 岳斗(5)



予選 6月27日 11:00
決勝 6月27日 15:45

長野県小学生(ER)                12.37 三澤　慶一                   伊那北           2000/10/22  

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -0.5

 1 品川 直輝(5)     14.68  1 鳥羽 晃平(5)     14.39 q
ｼﾅｶﾞﾜ ﾅｵｷ 豊平小 ﾄﾊﾞ ｺｳﾍｲ 通明

 2 中上 皓太(5)     15.09  2 中林 嵩弥(5)     14.46 q
ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳﾀ 東春近 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 湖東小

 3 大井 柊(5)     15.18  3 酒井 千尋(5)     14.89 
ｵｵｲ ｼｭｳ 小海 ｻｶｲ ﾁﾋﾛ 西春近南

 4 須崎 修二(5)     15.59  4 花塚 圭汰(5)     15.10 
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田市南 ﾊﾅﾂﾞｶ ｹｲﾀ 八坂小

 5 山辺 裕貴(5)     15.62  5 岡村 崚平(5)     15.20 
ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳｷ 塩尻西小 ｵｶﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 穂高南小

 6 永井 蒼大(5)     15.76  6 毛見  彰吾(5)     15.48 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀﾞｲ 西条 ｹﾐ  ｼｮｳｺﾞ 御代田南陸上ｸﾗ

 7 山口 蓮(5)     16.08  7 冨澤 太理(5)     15.99 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝ 大町北小 ﾄﾐｻﾜ  ﾀｲﾘ 青木島

 8 土屋 侑平(5)     16.17  8 外山 巧(5)     16.32 
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾍｲ 西部AC ﾄﾔﾏ ﾀｸﾐ 三水第一

 9 渡辺 拓斗(5)     16.26 宮島 耀大(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾄ 三水第一 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾖｳﾀ 上田JSC

[ 3組] 風速 -2.4 [ 4組] 風速 +1.6

 1 曽根原 賢(5)     14.39 q  1 木下 博貴(5)     14.27 q
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 赤穂南 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 2 佐藤 孝紀(5)     14.73  2 長谷部 大成(5)     14.71 
ｻﾄｳ ｺｳｷ 木島 ﾊｾﾍﾞ ﾀｲｾｲ 松尾小

 3 伊豆 裕太(5)     15.13  3 柳澤 一夢(5)     15.09 
ｲｽﾞ ﾕｳﾀ 東っ子ｸﾗﾌﾞ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾑ 中込

 4 丸茂 海斗(5)     15.13  4 蝦名 李音(5)     15.10 
ﾏﾙﾓ ｶｲﾄ 玉川小 ｴﾋﾞﾅ ﾘｵ 附属松本小

 5 武居 亨太(5)     15.29  5 中村 智(5)     15.40 
ﾀｹｲ ｷｮｳﾀ 小井川小 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 日義小

 6 木下 天斗(5)     15.53  6 元田 絃貴(5)     15.50 
ｷﾉｼﾀ   ﾀｶﾄ 塩尻東小 ﾓﾄﾀﾞ  ｹﾞﾝｷ 栗ｶﾞ丘

 7 小池 寿輝(5)     15.74  7 原 眞尋(5)     15.56 
ｺｲｹ ﾏｻｷ 開智小 ﾊﾗ ﾏﾋﾛ 川上第二ｸﾗﾌﾞ

 8 唐木澤 祐(5)     16.11  8 五味 駿佑(5)     15.75 
ｶﾗｷｻﾜ ﾕｳ 更埴陸上教室 ｺﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 山形小

 9 下城 邦彰(5)     16.13  9 上原 聖貴(5)     16.01 
ｼﾓｼﾞｮｳ  ｸﾆｱｷ 武石JSC ｳｴﾊﾗ ﾏｻｷ 戸狩

[ 5組] 風速 -0.2 [ 6組] 風速 +0.4

 1 寺澤 龍吾(5)     14.38 q  1 桑原 圭都(5)     14.25 q
ﾃﾗｻﾜﾘｭｳｺﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ 更埴陸上教室

 2 尾形  直也(5)     14.67  2 寺島 魁人(5)     14.28 q
ｵｶﾞﾀ  ﾅｵﾔ 長野市陸上教 ﾃﾗｼﾏ ｶｲﾄ 北安松川小

 3 斎藤 ｵﾘｵﾝ 流(5)     14.81  3 赤尾 理玖(5)     14.66 
ｻｲﾄｳ ｵﾘｵﾝ ﾘｭｳ 寿小 ｱｶｵ ﾘｸ 豊殿ｸﾗﾌﾞ

 4 志富 優人(5)     15.00  4 岡田 大和(5)     15.00 
ｼﾄﾐ ﾏｻﾄ 田口ｸﾗﾌﾞ ｵｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ 塩崎

 5 髙山 起(5)     15.18  5 宮坂 秀星(5)     15.06 
ﾀｶﾔﾏ ﾀﾂｷ 寿小 ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 箕輪北

 6 若林 翔希(5)     15.40  6 大倉 春輝(5)     15.12 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ  ｼｮｳｷ 川西 ｵｵｸﾗ ﾊﾙｷ 大町北小

 7 市瀬 魁翔(5)     15.48  7 高木 景都(5)     15.41 
ｲﾁﾉｾ ｶｲﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾀｶｷﾞ ｹｲﾄ 玉川小

 8 坂本 敦士(5)     15.51  8 清水 隆哉(5)     15.75 
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 中野ｽﾏｲﾙ ｼﾐｽﾞ  ﾘｭｳﾔ 御代田南陸上ｸﾗ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学5年男子

100m

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

2  1804

所属名 記録／備考
6  1751

9  1537

3  1100

7  1011

8  1339

1  1583

No. 氏  名 所属名

4  1281

順

5  1122

8  1706

4  1811

記録／備考
1  1305

ﾚｰﾝ

9  1480

2  1081

5  1595

3  1282

6  1008

7  1234

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

8  1163

3  1818

2  1256

1  1545

5  1748

9  1691

4  1029

7  1633

6  1269

2  1881

氏  名 所属名 記録／備考
6  1848

3  1529

4  1148

5  1670

1  1601

7  1266

8  1133

9  1314

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

6  1654

5  1895

7  1331

8  1014

4  1153

2  1655

8  17499  1847

3  1334

順 ﾚｰﾝ No.

9  1030

2  1773

4  1596

所属名 記録／備考
7  1268

6  1582

3  1285

5  1080



[ 7組] 風速  0.0

 1 小林 真陽(5)     14.36 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾀｶ 座光寺小

 2 和田 正仕(5)     14.54 
ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 伊那

 3 塚原 和己(5)     14.85 
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞｷ 仁礼

 4 太田 達也(5)     14.90 
ｵｵﾀ ﾀﾂﾔ 中佐都ｸﾗﾌﾞ

 5 伊藤 拓海(5)     15.19 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 大町西小

 6 山田 航(5)     15.20 
ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 東っ子ｸﾗﾌﾞ

 7 西村 武登(5)     15.30 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 朝陽
遠藤 直人(5)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 大町北小

風速 +0.8

 1 鳥羽 晃平(5)     13.94 
ﾄﾊﾞ ｺｳﾍｲ 通明

 2 木下 博貴(5)     14.02 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 寺澤 龍吾(5)     14.04 
ﾃﾗｻﾜﾘｭｳｺﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 曽根原 賢(5)     14.19 
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 赤穂南

 5 寺島 魁人(5)     14.21 
ﾃﾗｼﾏ ｶｲﾄ 北安松川小

 6 中林 嵩弥(5)     14.24 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 湖東小

 7 小林 真陽(5)     14.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾀｶ 座光寺小

 8 桑原 圭都(5)     14.42 
ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ 更埴陸上教室

氏  名 所属名 記録／備考
6  1864

8  1798

小学5年男子

100m

順 ﾚｰﾝ No.

4  1150

9  1561

5  1342

3  1237

7  1581

2  1164

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  1895

2  1305

4  1848

3  1706

8  1818

7  1596

6  1864

5  1268



予選 6月27日 11:25
決勝 6月27日 15:50

長野県小学生(ER)                12.37 三澤　慶一                   伊那北           2000/10/22  
大会記録(GR)                    12.60 

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 -1.2

 1 浅原 隼風(6)     13.39 q  1 近藤 裕哉(6)     12.39 q
ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 筑摩小 ｺﾝﾄﾞｳﾕｳﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 宮入 汰智(6)     13.78  2 吉田晃洋(6)     13.68 
ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾁ 更埴陸上教室 ﾖｼﾀﾞｱｷﾋﾛ 金沢小

 3 赤堀 拓夢(6)     13.87  3 黒岩 直輝(6)     13.80 
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 広丘小 ｸﾛｲﾜ ﾅｵｷ 堀金小

 4 熊倉 直人(6)     14.14  4 今別府 隆平(6)     14.07 
ｸﾏｸﾗ ﾅｵﾄ 原PCｼﾞｭﾆｱ ｲﾏﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｭｳﾍｲ 更埴陸上教室

 5 岡部 壮志(6)     14.16  5 佐藤 巧実(6)     14.17 
ｵｶﾍﾞ ﾀｹｼ 中込 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 佐久市東ｸﾗﾌﾞ

 6 山田 亮太(6)     14.53  6 麻田 柊大(6)     14.19 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 倭 ｱｻﾀﾞ ｼｭｳﾀﾞｲ 穂高西小

 7 岩附 光太郎(6)     14.66  7 長谷川 直樹(6)     14.52 
ｲﾜﾂｷ ｺｳﾀﾛｳ 辰野東 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 滋野ｸﾗﾌﾞ

 8 髙橋 将太(6)     14.75  8 宮澤 宏武(6)     15.07 
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 田口ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾋﾛﾑ 松尾小

 9 東方 海露(6)     15.49  9 中村 友之進(6)     15.40 
ﾄｳﾎｳ ｶｲﾛ 城山 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾉｼﾝ 飯山小ﾗﾝﾅｰｽﾞ

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 -0.1

 1 横井 潤(6)     13.27 q  1 花里 翼(6)     12.93 q
ﾖｺｲ ｼﾞｭﾝ 上松小 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 水明AC

 2 椚谷 和久(6)     13.68  2 木村 彪雅(6)     13.97 
ｸﾇｸﾞﾀﾆﾜｸ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｷﾑﾗ ﾋｮｳｶﾞ 高島小

 3 高見澤 草大(6)     13.73  3 清水 陽(6)     14.03 
ﾀｶﾐｻﾞﾜｿｳﾀ 南牧北 ｼﾐｽﾞ  ﾖｳ 川西

 4 中島 晃平(6)     13.89  4 米倉 敬宏(6)     14.15 
ﾅｶｼﾏ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井西 ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 附属松本小

 5 大内 健瑠(6)     13.91  5 久保田 拓(6)     14.37 
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 座光寺小 ｸﾎﾞﾀ ﾀｸ 三水第一

 6 並木 八雲(6)     13.92  6 齋木 純平(6)     14.42 
ﾅﾐｷ ﾔｸﾓ 本城小 ｻｲｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 北安松川小

 7 中島 嘉活(6)     14.01  7 新津 輝(6)     14.57 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ 島内小 ﾆｲﾂ ﾋｶﾙ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 北山 輝(6)     14.49  8 明石 博貴(6)     14.88 
ｷﾀﾔﾏ ｱｷﾗ 通明 ｱｶｼ ﾋﾛｷ 飯山小ﾗﾝﾅｰｽﾞ

 9 大井 工(6)     14.51 小松 賢弥(6)
ｵｵｲ ﾀｸﾐ 坂の上ｸﾗﾌﾞ ｺﾏﾂ ｻﾄﾔ 手良

[ 5組] 風速 +1.5 [ 6組] 風速 +0.9

 1 和田口丈樹(6)     13.44 q  1 大森  晃(6)     13.48 q
ﾜﾀﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 三岳小 ｵｵﾓﾘ  ｱｷﾗ 長野市陸上教

 2 渡辺 幹久(6)     13.97  2 木下 和典(6)     13.79 
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾐｷﾋｻ 川上第一 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 伊賀良小

 3 小林 未到(6)     14.04  3 手塚 涼(6)     13.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾄｳ 富士見小 ﾃﾂﾞｶ ﾘｮｳ 豊科南小

 4 福島 秀士(6)     14.38  4 小川 柊(6)     14.09 
ﾌｸｼﾏ ｼｭｳｼﾞ 浅科a.c. ｵｶﾞﾜ ｼｭｳ 開智小

 5 小松 太一(6)     14.40  5 金沢 樹(6)     14.19 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 二子小学校 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 箕輪北

 6 鈴木  達也(6)     14.56  6 相場 泰彦(6)     14.43 
ｽｽﾞｷ  ﾀﾂﾔ 長野市陸上教 ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 谷川 航輝(6)     14.56  7 清水 裕太(6)     14.74 
ﾀﾆｶﾜ  ｺｳｷ 中川東 ｼﾐｽﾞ  ﾕｳﾀ 和田ｸﾗﾌﾞ

 8 奥原 直道(6)     15.32 高橋 慶(6)
ｵｸﾊﾗ ﾅｵﾐﾁ 飯山小ﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾀｶﾊｼ ｹｲ 緑ヶ丘
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[ 7組] 風速 +0.2

 1 藤澤 祐哉(6)     13.49 q
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見小

 2 越崎 尊喜(6)     13.77 
ｺｼｻﾞｷ ﾀﾂｷ 伊那東

 3 上野 利槻(6)     14.06 
ｳｴﾉ   ﾘﾂｷ 栗ｶﾞ丘

 4 堀内 友貴(6)     14.13 
ﾎﾘｳﾁ ﾄﾓｷ 附属松本小

 5 杉江 一希(6)     14.15 
ｽｷﾞｴ ｲﾂｷ 開智小

 6 上原 大希(6)     14.34 
ｳｴﾊﾗ ﾀｲｷ 高瀬AC

 7 橋詰 周一(6)     14.61 
ﾊｼﾂﾞﾒ  ｼｭｳｲﾁ 青木島

 8 細山田 和貴(6)     14.67 
城下

風速 -0.4

 1 近藤 裕哉(6)     12.46 
ｺﾝﾄﾞｳﾕｳﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 花里 翼(6)     13.08 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 水明AC

 3 和田口丈樹(6)     13.31 
ﾜﾀﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 三岳小

 4 横井 潤(6)     13.39 
ﾖｺｲ ｼﾞｭﾝ 上松小

 5 藤澤 祐哉(6)     13.44 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見小

 6 浅原 隼風(6)     13.45 
ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 筑摩小

 7 大森  晃(6)     13.69 
ｵｵﾓﾘ  ｱｷﾗ 長野市陸上教

 8 吉田晃洋(6)     13.82 
ﾖｼﾀﾞｱｷﾋﾛ 金沢小

 9 椚谷 和久(6)     14.03 
ｸﾇｸﾞﾀﾆﾜｸ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
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予選 6月27日  9:10
決勝 6月27日 15:20

長野県小学生(ER)                11.72 内川　佳祐                   白馬北           2008        

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -1.6

 1 内山 裕智(6)     14.01 q  1 久保田倫史(6)     14.86 q
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 柏原 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾌﾐ 芝沢小

 2 中澤  晴起(5)     15.00 q  2 宮脇 大輝(6)     15.84 
ﾅｶｻﾞﾜ  ﾊﾙｷ 御代田南陸上ｸﾗ ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｷ 中沢

 3 塩原 武(6)     15.04  3 小林 拓真(6)     15.88 
ｼｵﾊﾗ ﾀｹﾙ 塩尻西小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 祢津ｸﾗﾌﾞ

 4 望月 章史(6)     16.40  4 鈴木 紫穏(6)     17.20 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ 豊科東小 ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ 朝日小

 5 中村 翼(5)     18.13  5 中原 栄亮(6)     17.58 
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 東伊那 ﾅｶﾊﾗ ｴｲｽｹ 会染小

 6 佐鳥 広樹(5)     18.36  6 齋藤 大河(6)     18.49 
ｻﾄﾘ  ﾋﾛｷ 昭和 ｻｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 栄東部

 7 畑中 裕介(6)     18.67  7 原  拓郎(6)     18.62 
ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 泰阜小 ﾊﾗ    ﾀｸﾛｳ 清内路小

 8 田中 光(6)     18.97  8 鈴木 迪人(6)     19.45 
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 望月AC ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾄ 天龍小

 9 松川 ノボル(5)     19.90  9 山口 大翔     19.79 
ﾏﾂｶﾜ ﾉﾎﾞﾙ 中佐都ｸﾗﾌﾞ ﾔﾅｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 川辺

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速 -1.6

 1 秋山 立樹(6)     15.05  1 奥原 大輝(6)     14.40 q
ｱｷﾔﾏ ﾀﾂｷ 高遠北 ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大野川小

 2 藤ヶ崎 半平太(6)     15.09  2 久保敷昇吾(6)     14.81 q
ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ﾊﾝﾍﾟｲﾀ 南牧南 ｸﾎﾞｼﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 山本小

 3 宮坂 哲朗(6)     17.44  3 内山 朋也(6)     15.67 
ﾐﾔｻｶ ﾃﾂﾛｳ 北安松川小 ｳﾁﾔﾏ  ﾄﾓﾔ 栗ｶﾞ丘

 4 佐々木 陽(5)     17.63  4 荻原 慧(5)     16.29 
ｻｻｷ ﾊﾙ 軽井沢中部ｸﾗﾌﾞ ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 坂の上ｸﾗﾌﾞ

 5 小松 澪央(5)     18.05  5 古畑 智也(6)     16.67 
ｺﾏﾂ ﾚｵ 大岡 ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓﾔ 北安松川小

 6 藤森 史也(6)     18.34  6 渡部 翔太(5)     17.08 
ﾌｼﾞﾓﾘﾌﾐﾔ 塩尻西小 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼｮｳﾀ 中洲小

 7 澁谷 拓見(5)     18.35  7 内田 晟哉(6)     17.09 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 長地小 ｳﾁﾀﾞ ｾｲﾔ 豊科南小

 8 香川朋輝(6)     19.01  8 有坂 優沙(5)     19.47 
ｶｶﾞﾜﾄﾓｷ 金沢小 ｱﾘｻｶ ﾕｳｻ 中込

[ 5組] 風速 -0.9 [ 6組] 風速 -0.9

 1 甕 慎伍(6)     13.77 q  1 桑原 太志(6)     14.88 q
ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ 三郷小 ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 北信

 2 小山 稔生(6)     15.36  2 小澤 亮雅(6)     15.00 q
ｺﾔﾏ ﾄｼｷ 東っ子ｸﾗﾌﾞ ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳｶﾞ 穂高南小

 3 小林 夏輝(6)     16.33  3 吉江 諒介(6)     16.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 本城小 ﾖｼｴ ﾘｮｳｽｹ 塩尻東小

 4 菊池 一希(5)     17.24  4 宮坂 康暉(6)     16.65 
ｷｸﾁ ｶｽﾞｷ 湖東小 ﾐﾔｻｶ ｺｳｷ 坂の上ｸﾗﾌﾞ

 5 武藤 好輝(6)     17.33  5 保科 緯希(6)     16.81 
ﾑﾄｳ ｺｳｷ 境小 ﾎｼﾅ ｲｷ 高遠北

 6 市村 和史(6)     17.60  6 大平 翼生(6)     16.90 
ｲﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 朝日小 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ 富草小

 7 宮入 瑠惟(6)     18.79  7 甘利 琉翔(5)     18.78 
ﾐﾔｲﾘ  ﾙｲ 更級 ｱﾏﾘ ﾘｭｳﾄ 美南ｶﾞ丘AC

 8 杉本 鉄馬(5)     18.84 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾂﾏ 西部AC
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風速 -0.1

 1 甕 慎伍(6)     13.56 
ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ 三郷小

 2 奥原 大輝(6)     13.61 
ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大野川小

 3 久保田倫史(6)     14.32 
ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾌﾐ 芝沢小

 4 内山 裕智(6)     14.51 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 柏原

 5 桑原 太志(6)     14.66 
ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 北信

 6 小澤 亮雅(6)     14.78 
ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳｶﾞ 穂高南小

 7 久保敷昇吾(6)     15.19 
ｸﾎﾞｼﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 山本小

 8 中澤  晴起(5)     15.27 
ﾅｶｻﾞﾜ  ﾊﾙｷ 御代田南陸上ｸﾗ
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決勝 6月27日 14:30

長野県小学生(ER)              2:52.94 大久保　賢志                 真田クラブ       2005/06/25  
大会記録(GR)                  2:52.94 

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 裕幸(6)   3:11.55  1 林 幹太(6)   3:10.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ 下諏訪北小 ﾊﾔｼｶﾝﾀ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 岩本 悠汰(6)   3:16.29  2 高野 友陽(6)   3:11.32 
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 下諏訪北小 ﾀｶﾉ ﾕｳﾋ 豊井

 3 中村 怜輝(5)   3:16.76  3 中山 智顕(6)   3:12.44 
ﾅｶﾑﾗ ﾚｷ 腰越JSC ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 佐久城山AC

 4 小林  幹(6)   3:20.43  4 長坂 勝次(6)   3:13.17 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｶﾝ 富士見小 ﾅｶﾞｻｶ ｼｮｳｼﾞ 中込

 5 甘利 大祐(5)   3:21.74  5 友野 晃祐(6)   3:13.21 
ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ 北御牧ｸﾗﾌﾞ ﾄﾓﾉ ｺｳｽｹ 田口ｸﾗﾌﾞ

 6 藤井 光彦(5)   3:21.80  6 上原 雄大(6)   3:14.65 
ﾌｼﾞｲ ﾐﾂﾋｺ 旭町小 ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 箕輪北

 7 山上 淳(6)   3:22.35  7 太田 裕真(6)   3:17.36 
ﾔﾏｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 腰越JSC ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 広丘小

 8 原 大晴(6)   3:22.51  8 宮坂 大輝(6)   3:17.72 
ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 川上第二ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻｶ ﾋﾛｷ 戸上ｼﾞｭﾆｱ

 9 笹沢 健司(5)   3:22.52  9 大屋 忠士(5)   3:18.65 
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 腰越JSC ｵｵﾔ ﾀﾀﾞｼ 森上

10 篠﨑 浩之(6)   3:22.56 10 内田 知樹(6)   3:18.73 
ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 白馬南小 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 戸上ｼﾞｭﾆｱ

11 高柳 竜馬(6)   3:22.60 11 石田 貴大(6)   3:20.46 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ  ﾘｮｳﾏ 川上第一 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 古間

12 鮎澤 雅尚(6)   3:23.71 12 横山 武史(6)   3:21.06 
ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 川岸小 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ 白馬南小

13 林 智哉(6)   3:25.35 13 岩崎 真哉(6)   3:21.51 
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ 岸野T&F ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 飯山小ﾗﾝﾅｰｽﾞ

14 松下 哲也(5)   3:27.31 14 松木 与市(5)   3:26.15 
ﾏﾂｼﾀﾃﾂﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｷ ﾖｲﾁ 川中島JRC

15 松村 優作(5)   3:29.05 15 波場 大知(6)   3:26.86 
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｻｸ 軽井沢中部ｸﾗﾌﾞ ﾊﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 穂高西小

16 宮島 優希(6)   3:29.70 16 栢下 諒(6)   3:27.76 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 共和 ｶﾔｼﾀ ﾏｺﾄ 三郷小

17 松本 聖也(6)   3:29.81 17 吉田 響祐(6)   3:28.30 
ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ 岸野T&F ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 穂高北小

18 湯澤 俊輔(5)   3:30.23 18 竹内 健吾(6)   3:29.79 
ﾕｻﾞﾜ  ｼｭﾝｽｹ 中洲小 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｺﾞ 両小野

19 北原幹太(6)   3:30.79 19 三沢 直柔(6)   3:29.82 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾝﾀ 山本小 ﾐｻﾜ ﾅｵﾔ 松尾小

20 植木 尚洋(6)   3:32.64 20 松尾 直樹(6)   3:29.83 
ｳｴｷ ﾅｵﾋﾛ 軽井沢中部ｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｵ ﾅｵｷ 上松小
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[ 3組]

 1 小林 海仁(6)   2:55.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 川中島JRC

 2 田畑 嵩明(6)   3:02.39 
ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 川路小

 3 大澤 智樹(6)   3:03.02 
ｵｵｻﾜ  ﾄﾓｷ 赤穂

 4 中村 祐太(6)   3:05.25 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 坂城JAC

 5 大月 海世(6)   3:06.59 
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明南小

 6 市川 楓(6)   3:06.83 
ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ 腰越JSC

 7 高木 航志(5)   3:06.84 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 腰越JSC

 8 熊井 捷人(6)   3:07.39 
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 戸上ｼﾞｭﾆｱ

 9 真島 雅季(6)   3:08.75 
ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 北安松川小

10 西山 蒼(6)   3:09.90 
ﾆｼﾔﾏ ｿｳ 池田小

11 宮下 大空(6)   3:10.24 
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾀｶ 会染小

12 窪田 稔哉(6)   3:11.29 
ｸﾎﾞﾀ ﾄｼﾔ 芳川小

13 相馬 崇史(6)   3:11.49 
ｿｳﾏ ﾀｶｼ 筑摩小

14 木田 元春(6)   3:11.69 
ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 古間

15 保倉 敏樹(5)   3:12.72 
ﾎｸﾗ ﾄｼｷ 川中島JRC

16 満澤 辰祥(5)   3:13.28 
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀﾂﾖｼ 七久保

17 丸山 幸輝(5)   3:13.33 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 川中島JRC

18 竹村 吉晃(6)   3:13.82 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 中沢

19 秦 慧(6)   3:15.02 
ﾊﾀ ｻﾄﾙ 戸上ｼﾞｭﾆｱ

20 加藤 匠(6)   3:16.93 
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 附属松本小

氏  名 所属名 記録／備考
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16  1850
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   1 小林 海仁(6) 川中島JRC     2:55.17   3   1
   2 田畑 嵩明(6) 川路小     3:02.39   3   2
   3 大澤 智樹(6) 赤穂     3:03.02   3   3
   4 中村 祐太(6) 坂城JAC     3:05.25   3   4
   5 大月 海世(6) 明南小     3:06.59   3   5
   6 市川 楓(6) 腰越JSC     3:06.83   3   6
   7 高木 航志(5) 腰越JSC     3:06.84   3   7
   8 熊井 捷人(6) 戸上ｼﾞｭﾆｱ     3:07.39   3   8
   9 真島 雅季(6) 北安松川小     3:08.75   3   9
  10 西山 蒼(6) 池田小     3:09.90   3  10
  11 宮下 大空(6) 会染小     3:10.24   3  11
  12 林 幹太(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:10.54   2   1
  13 窪田 稔哉(6) 芳川小     3:11.29   3  12
  14 高野 友陽(6) 豊井     3:11.32   2   2
  15 相馬 崇史(6) 筑摩小     3:11.49   3  13
  16 小林 裕幸(6) 下諏訪北小     3:11.55   1   1
  17 木田 元春(6) 古間     3:11.69   3  14
  18 中山 智顕(6) 佐久城山AC     3:12.44   2   3
  19 保倉 敏樹(5) 川中島JRC     3:12.72   3  15
  20 長坂 勝次(6) 中込     3:13.17   2   4
  21 友野 晃祐(6) 田口ｸﾗﾌﾞ     3:13.21   2   5
  22 満澤 辰祥(5) 七久保     3:13.28   3  16
  23 丸山 幸輝(5) 川中島JRC     3:13.33   3  17
  24 竹村 吉晃(6) 中沢     3:13.82   3  18
  25 上原 雄大(6) 箕輪北     3:14.65   2   6
  26 秦 慧(6) 戸上ｼﾞｭﾆｱ     3:15.02   3  19
  27 岩本 悠汰(6) 下諏訪北小     3:16.29   1   2
  28 中村 怜輝(5) 腰越JSC     3:16.76   1   3
  29 加藤 匠(6) 附属松本小     3:16.93   3  20
  30 太田 裕真(6) 広丘小     3:17.36   2   7
  31 宮坂 大輝(6) 戸上ｼﾞｭﾆｱ     3:17.72   2   8
  32 大屋 忠士(5) 森上     3:18.65   2   9
  33 内田 知樹(6) 戸上ｼﾞｭﾆｱ     3:18.73   2  10
  34 小林  幹(6) 富士見小     3:20.43   1   4
  35 石田 貴大(6) 古間     3:20.46   2  11
  36 横山 武史(6) 白馬南小     3:21.06   2  12
  37 岩崎 真哉(6) 飯山小ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:21.51   2  13
  38 甘利 大祐(5) 北御牧ｸﾗﾌﾞ     3:21.74   1   5
  39 藤井 光彦(5) 旭町小     3:21.80   1   6
  40 山上 淳(6) 腰越JSC     3:22.35   1   7
  41 原 大晴(6) 川上第二ｸﾗﾌﾞ     3:22.51   1   8
  42 笹沢 健司(5) 腰越JSC     3:22.52   1   9
  43 篠﨑 浩之(6) 白馬南小     3:22.56   1  10
  44 高柳 竜馬(6) 川上第一     3:22.60   1  11
  45 鮎澤 雅尚(6) 川岸小     3:23.71   1  12
  46 林 智哉(6) 岸野T&F     3:25.35   1  13
  47 松木 与市(5) 川中島JRC     3:26.15   2  14
  48 波場 大知(6) 穂高西小     3:26.86   2  15
  49 松下 哲也(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:27.31   1  14
  50 栢下 諒(6) 三郷小     3:27.76   2  16
  51 吉田 響祐(6) 穂高北小     3:28.30   2  17
  52 松村 優作(5) 軽井沢中部ｸﾗﾌﾞ     3:29.05   1  15
  53 宮島 優希(6) 共和     3:29.70   1  16
  54 竹内 健吾(6) 両小野     3:29.79   2  18
  55 松本 聖也(6) 岸野T&F     3:29.81   1  17
  56 三沢 直柔(6) 松尾小     3:29.82   2  19
  57 松尾 直樹(6) 上松小     3:29.83   2  20
  58 湯澤 俊輔(5) 中洲小     3:30.23   1  18
  59 北原幹太(6) 山本小     3:30.79   1  19
  60 植木 尚洋(6) 軽井沢中部ｸﾗﾌﾞ     3:32.64   1  20
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決勝 6月27日 13:55

長野県小学生(ER)                13.19 三澤　慶一                   伊那北           2000/10/22  

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -1.6

 1 中西 竜歩(4)     15.58  1 藤原 圭祐(5)     15.65 
ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 穂高西小 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｽｹ 穂高南小

 2 井出 翔真(4)     16.15  2 藤巻 聡基(5)     15.90 
ｲﾃﾞ  ｼｮｳﾏ 臼田 ﾌｼﾞﾏｷ ﾄｼｷ 大町南小

 3 和田 賢人(4)     16.20  3 中島 悠(5)     16.06 
ﾜﾀﾞ ｹﾝﾄ 岩村田AC ﾅｶｼﾏ  ﾕｳ 梓川小

 4 菊池 秀太(4)     16.46  4 中村　駿吾(5)     16.32 
ｷｸﾁ ｼｭｳﾀ 下諏訪南小 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 長地小

 5 小宮山 峻平(4)     16.86  5 伊藤　駿(4)     16.37 
ｺﾐﾔﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 西部AC ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 高島小

 6 前田　陸(4)     17.00  6 池田　裕司(5)     16.71 
ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 諏訪ｼﾞｭﾆｱ ｲｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 田中陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 中井 友翔(4)     18.23  7 竹村　太一(5)     17.56 
ﾅｶｲ ﾕｳﾄ 豊科北 ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 田中小

 8 吉澤 佑(4)     18.70  8 坂井　結音(5)     18.09 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 芳川小 ｻｶｲ ﾕｲﾝ 高島小

[ 3組] 風速 -2.6 [ 4組] 風速 -0.5

 1 志水 瞭太(6)     15.38  1 秦翔(5)     15.17 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ ｺﾒｯﾄ波田 ﾊﾀｼｮｳ 下久堅小

 2 早川 遼(6)     15.59  2 岡崎　滉平(5)     15.99 
ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳ 大町西小 ｵｶｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 中洲小

 3 櫻井 利希(6)     16.71  3 唐澤 聖輝(6)     16.23 
ｻｸﾗｲ ﾘｷ 豊科東小 ｶﾗｻﾜ ﾏｻｷ 箕輪東

 4 左右田恭朋(6)     16.82  4 碓氷 朋也(6)     16.80 
ｿｳﾀﾞ ﾔｽﾄﾓ 大町北小 ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 岸野T&F

 5 上野 樹(6)     16.90  5 中門 優(5)     16.90 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 望月AC ﾅｶｶﾄﾞ ﾕｳ 鎌田小

 6 塩原 大輔(6)     17.32  6 片桐駿樹(5)     16.96 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 芳川小 ｶﾀｷﾞﾘﾊﾔｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 増澤　賢(6)     17.55  7 上田 航希(5)     16.99 
ﾏｽｻﾞﾜ ｹﾝ 長地小 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 南箕輪
加藤 蒼一朗(6)  8 小池 諒(5)     17.09 
ｶﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 南箕輪 ｺｲｹ ﾘｮｳ 南箕輪

 9 竹村 凌平(5)     17.20 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 大町西小
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 秦翔(5) 下久堅小     15.17 (-0.5)   4   1
   2 志水 瞭太(6) ｺﾒｯﾄ波田     15.38 (-2.6)   3   1
   3 中西 竜歩(4) 穂高西小     15.58 (-1.7)   1   1
   4 早川 遼(6) 大町西小     15.59 (-2.6)   3   2
   5 藤原 圭祐(5) 穂高南小     15.65 (-1.6)   2   1
   6 藤巻 聡基(5) 大町南小     15.90 (-1.6)   2   2
   7 岡崎　滉平(5) 中洲小     15.99 (-0.5)   4   2
   8 中島 悠(5) 梓川小     16.06 (-1.6)   2   3
   9 井出 翔真(4) 臼田     16.15 (-1.7)   1   2
  10 和田 賢人(4) 岩村田AC     16.20 (-1.7)   1   3
  11 唐澤 聖輝(6) 箕輪東     16.23 (-0.5)   4   3
  12 中村　駿吾(5) 長地小     16.32 (-1.6)   2   4
  13 伊藤　駿(4) 高島小     16.37 (-1.6)   2   5
  14 菊池 秀太(4) 下諏訪南小     16.46 (-1.7)   1   4
  15 櫻井 利希(6) 豊科東小     16.71 (-2.6)   3   3
  15 池田　裕司(5) 田中陸上ｸﾗﾌﾞ     16.71 (-1.6)   2   6
  17 碓氷 朋也(6) 岸野T&F     16.80 (-0.5)   4   4
  18 左右田恭朋(6) 大町北小     16.82 (-2.6)   3   4
  19 小宮山 峻平(4) 西部AC     16.86 (-1.7)   1   5
  20 上野 樹(6) 望月AC     16.90 (-2.6)   3   5
  20 中門 優(5) 鎌田小     16.90 (-0.5)   4   5
  22 片桐駿樹(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.96 (-0.5)   4   6
  23 上田 航希(5) 南箕輪     16.99 (-0.5)   4   7
  24 前田　陸(4) 諏訪ｼﾞｭﾆｱ     17.00 (-1.7)   1   6
  25 小池 諒(5) 南箕輪     17.09 (-0.5)   4   8
  26 竹村 凌平(5) 大町西小     17.20 (-0.5)   4   9
  27 塩原 大輔(6) 芳川小     17.32 (-2.6)   3   6
  28 増澤　賢(6) 長地小     17.55 (-2.6)   3   7
  29 竹村　太一(5) 田中小     17.56 (-1.6)   2   7
  30 坂井　結音(5) 高島小     18.09 (-1.6)   2   8
  31 中井 友翔(4) 豊科北     18.23 (-1.7)   1   7
  32 吉澤 佑(4) 芳川小     18.70 (-1.7)   1   8
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決勝 6月27日 9:30

長野県小学生(ER)                 1.46 内川　佳祐                   白馬北           2007/05/03  
大会記録(GR)                     1.40 小松　匡 下諏訪南 1997

1m42
赤羽 達也(6) - - - o o o o o xo xo 大会新
ｱｶﾊﾈ  ﾀﾂﾔ 辰野西 xxx
松田 敦樹(6) - - - o o o o xo xxo xo 大会新
ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｷ 大町西小 xxx
津滝 寅希(6) - - - o o xo o xxx
ﾂﾀｷ ﾄﾓｷ 塩尻西小
藤田 優介(6) o o o o o o xo xxx
ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 穂高北小
月岡 健斗(6) o o o o o o xxx
ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 北信
細田  泰(6) o o o o o o xxx
ﾎｿﾀﾞ   ﾋﾛ 中川東
内山 涼太(6) o o o o o xo xxx
ｳﾁﾔﾏﾘｮｳﾀ 南箕輪南部
青柳 朋和(6) xo o o o o xo xxx
ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 堀金小
米窪 颯(6) - o o o o xxx
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾊﾔﾃ 塩尻西小
野村 健成(5) o o o o o xxx
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 豊科北
宮坂 駿吾(6) o o o o xxx
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 長地小
岩垂 瑛介(6) - o o o xxx
ｲﾜﾀﾞﾚ ｴｲｽｹ 塩尻西小
久保 拓也(6) o o o o xxx
ｸﾎﾞ ﾀｸﾔ 上松小
有賀 涼太(6) o o o xo xxx
ｱﾙｶﾞﾘｮｳﾀ 南箕輪南部
上條 秀人(6) o o o xo xxx
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞﾄ 堀金小
津島 崇人(6) o o o xo xxx
ﾂｼﾏ ﾀｶﾄ 旭町小
荒井 宏侑(6) o o xo xxo xxx
ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 篠ﾉ井西
久保田 英慎(5) o o o xxx
ｸﾎﾞﾀ ｴｲｼﾝ 湖東小
依田 祥吾(6) o o o xxx
ﾖﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 高瀬AC
沖 拓実(6) o o o xxx
ｵｷ ﾀｸﾐ 穂高南小
三間  一騎(6) o o o xxx
ﾐﾂﾏ ｶｽﾞｷ 明南小
中原 祐哉(6) o o o xxx
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾔ 富県
森村 一真(5) xo o o xxx
ﾓﾘﾑﾗ  ｶｽﾞﾏ 東塩田
小林 大悟(5) - xo o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾞｲｺﾞ 昭和
芳田 竜之介(5) o o xo xxx
ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾉｽｹ 西部AC
太田 修平(6) o o xo xxx
ｵｵﾀ ｼｭｳﾍｲ 梓川小
丸澤 尚矢(6) o o xo xxx
ﾏﾙｻﾜ ﾅｵﾔ 島立小学校
岩下 和樹(5) o o xxo xxx
ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞｷ 西部AC
竹村 泰河(5) o o xxx
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 白馬南小
小松 凌大(6) o xo xxx
ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾀ 高瀬AC
唐木田 翔(5) o xxo xxx
ｶﾗｷﾀﾞ ｶｹﾙ 軽井沢東部
宮原 拓未(5) xo xxo xxx
ﾐﾔﾊﾗ ﾀｸﾐ 岩村田AC
吉澤 史也(5) o xxx
ﾖｼｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 南牧南
内田 智也(5) xo xxx
ｳﾁﾀ ﾞﾄﾓﾔ 湖東小
富山 雄大(5) xxx 記録なし
ﾄﾐﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 西部AC
小林 凛太郎(5) xxx 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 軽井沢東部
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決勝 (1,2組) 6月27日 10:30

長野県小学生(ER)                 5.47 内川　佳祐                   白馬北           2007/10/06  

[ 1組]
 ３回の
 最高記録

中村 亮介(6)   4.22   4.46    x    4.46    4.46 
ﾅｶﾑﾗﾘｮｳｽｹ 南箕輪南部   +0.8   -0.2    -0.2    -0.2
渡辺 大介(6)   4.19   3.25   4.12    4.19    4.19 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 明南小   -0.6   -4.0   +3.3    -0.6    -0.6
西田 光太朗(6)   4.03   3.69   3.96    4.03    4.03 
ﾆｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 高遠北   +1.8   -1.5   +0.7    +1.8    +1.8
小林 蒼泉(6)   4.01   3.65   3.84    4.01    4.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   -1.2   +1.3   +1.9    -1.2    -1.2
松本 翼(6)   3.88   3.82   3.94    3.94    3.94 
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 中野   +0.1   -1.0   +2.8    +2.8    +2.8
佐々木 航平(6)    x   3.91   3.92    3.92    3.92 
ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 八千穂AC   +2.8   -0.7    -0.7    -0.7
井坪 希夢(6)   3.83    x   3.71    3.83    3.83 
ｲﾂﾎﾞ  ﾉｿﾞﾑ 鼎小   -1.6   +1.6    -1.6    -1.6
田中 文弥(6)   3.80   3.68   3.69    3.80    3.80 
ﾀﾅｶ ﾌﾐﾔ 白馬南小   +1.2   -0.2   -0.6    +1.2    +1.2
中野 飛鳥(6)    x    x   3.75    3.75    3.75 
ﾅｶﾉ ｱｽｶ 洗馬小   -0.3    -0.3    -0.3
中嶋 友哉(6)   3.73   3.73   3.66    3.73    3.73 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ 上松小   -0.9   -0.4   -1.0    -0.9    -0.9
寺島 裕貴(5)    x   3.56   3.71    3.71    3.71 
ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｷ 穂高南小   +1.3   +0.5    +0.5    +0.5
細井 功一(6)    x   3.11   3.69    3.69    3.69 
ﾎｿｲ ｺｳｲﾁ 岸野T&F   -5.3   -1.3    -1.3    -1.3
小林 直哉(5)    x    x   3.68    3.68    3.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 祢津ｸﾗﾌﾞ   -0.8    -0.8    -0.8
鈴木 洋行(6)   3.67   3.42   3.58    3.67    3.67 
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 小山   +1.3   +1.2   -1.4    +1.3    +1.3
座光寺 直人(6)    x   3.60   3.64    3.64    3.64 
ｻﾞｺｳｼﾞ ﾅｵﾄ 宗賀小   -3.4   -0.6    -0.6    -0.6
今井 健太(6)    x   3.40   3.62    3.62    3.62 
ｲﾏｲ ｹﾝﾀ 開明小   -3.2   -1.1    -1.1    -1.1
山浦 水樹(6)   3.61   3.54    x    3.61    3.61 
ﾔﾏｳﾗ ﾐｽﾞｷ 岸野T&F   -0.8   +1.3    -0.8    -0.8
松橋 舞哉(6)   3.58   3.60   3.47    3.60    3.60 
ﾏﾂﾊｼ ﾏｲﾔ 小山   +1.5   -3.1   -0.8    -3.1    -3.1
穂坂 琉偉(6)   3.50   3.52   3.55    3.55    3.55 
ﾎｻｶ ﾙｲ 境小   -2.7   -1.6   -0.3    -0.3    -0.3
山下 恵人(6)   3.18   3.29   3.54    3.54    3.54 
ﾔﾏｼﾀ  ｹｲﾄ 下久堅小   -0.9   -2.3   -2.9    -2.9    -2.9
越智 大詞(5)   3.44   3.48   3.39    3.48    3.48 
ｵﾁ ﾀｲｼ 附属長野   -0.3   -1.0   -1.7    -1.0    -1.0
荒井  滉司(5)   3.16   3.40   3.44    3.44    3.44 
ｱﾗｲ  ｺｳｼﾞ 長野市陸上教   -2.0   -3.2   -2.9    -2.9    -2.9
小林 竜也(5)   3.33   3.16   3.05    3.33    3.33 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾂﾔ 青木島   +2.6   +1.8   +1.0    +2.6    +2.6
吉村 郁哉(5)   3.31   3.27   3.16    3.31    3.31 
ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ 長沼   +0.9   -1.5   -2.8    +0.9    +0.9
木田 海斗(6)    x   3.11    x    3.11    3.11 
ｷﾀﾞ  ｶｲﾄ 川上第一   -0.8    -0.8    -0.8
町田 澪亮(6)    x   3.00   3.07    3.07    3.07 
ﾏﾁﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 岸野T&F   +0.2   -1.0    -1.0    -1.0
北澤 海斗(5)   2.89   2.97   2.97    2.97    2.97 
ｷﾀｻﾞﾜ ｶｲﾄ 千曲東   -0.3   -1.5   +0.5    -1.5    -1.5
由井 紫苑(5)   2.68   2.51   2.18    2.68    2.68 
ﾕｲ  ｼｵﾝ 川上第一   -1.7   +1.3   -3.8    -1.7    -1.7
中島 怜(6)    x    x    x 記録なし
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾚﾝ 川上第一
御子柴 悟志(6) 欠場
ﾐｺｼﾊﾞ  ｻﾄｼ 美篶

小学生男子
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[ 2組]
 ３回の
 最高記録

古牧 友陽(6)   3.96   4.28   4.49    4.49    4.49 
ｺﾏｷ ﾄﾓﾊﾙ 洗馬小   +4.0   +2.6   +5.0    +5.0    +5.0
巾下 颯太(6)   4.01   3.96   4.33    4.33    4.33 
ﾊﾊﾞｼﾀ ｿｳﾀ 二子小学校   +1.5   +0.8   +2.0    +2.0    +2.0
平林 秀基(6)   4.15   4.27   4.24    4.27    4.27 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 三郷小   +2.7   -0.5   +1.8    -0.5    -0.5
君山 巧(6)   3.80   3.79   4.03    4.03    4.03 
ｷﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ 日義小   +4.4   +3.0   +3.5    +3.5    +3.5
宮内 翔(6)   4.00    x    x    4.00    4.00 
ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳ 下久堅小   +2.8    +2.8    +2.8
有賀 正和(6)   3.17   2.66   3.96    3.96    3.96 
ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 箕輪中部   +1.0   -1.6   +3.8    +3.8    +3.8
窪田 貴明(6)   3.89   3.68   3.77    3.89    3.89 
ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｱｷ 境小   -1.0   +1.6   +3.0    -1.0    -1.0
内山 翔太(6)   3.28   3.88   3.57    3.88    3.88 
ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ 穂高西小   +1.4   +3.0   +1.1    +3.0    +3.0
生形  圭(6)   3.81   3.76   3.85    3.85    3.85 
ｳﾌﾞｶﾀ  ｹｲ 長野市陸上教   +3.1   +0.4   +3.5    +3.5    +3.5
浦野 博登(6)    x   3.84   3.20    3.84    3.84 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 長地小   +5.1   +3.0    +5.1    +5.1
山田 流星(6)   3.48   3.76   3.80    3.80    3.80 
ﾔﾏﾀﾞ   ﾘｭｳｾｲ 高遠   +2.6   +2.5   +1.8    +1.8    +1.8
小金沢夏輝(6)   3.68   3.71   3.77    3.77    3.77 
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 大町北小   +1.1   +3.8   +3.2    +3.2    +3.2
北村 悠太(6)   3.75    x   3.71    3.75    3.75 
ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 穂高北小   +2.8   +2.5    +2.8    +2.8
湯本 健太(6)    x   3.46   3.73    3.73    3.73 
ﾕﾓﾄ ｹﾝﾀ 仁礼   -0.9   +4.0    +4.0    +4.0
石井 悠介(5)    x   3.69    x    3.69    3.69 
ｲｼｲ ﾕｳｽｹ 丸山小   +5.1    +5.1    +5.1
金田 辰紀(5)    x   3.59    x    3.59    3.59 
ｶﾈﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ 富草小   +4.4    +4.4    +4.4
石田 紘大(6)   3.46   3.40   3.55    3.55    3.55 
ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ 三輪   +1.1   +5.3   +0.7    +0.7    +0.7
中島 剛流(6)   3.53   3.52    x    3.53    3.53 
ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾞｵﾙ 南牧南   +4.3   +2.2    +4.3    +4.3
茂木 良祐(6)    x    x   3.46    3.46    3.46 
ﾓｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 王滝小   +2.3    +2.3    +2.3
片井 宏務(5)   3.39   3.43   3.23    3.43    3.43 
ｶﾀｲ ﾋﾛﾑ 岸野T&F   +3.8   -0.2   +1.5    -0.2    -0.2
小林 孝太郎(5)    x   3.42   3.33    3.42    3.42 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳﾀﾛｳ 中込   +3.8   +4.5    +3.8    +3.8
羽入田 拓真(5)   3.29   3.33   3.38    3.38    3.38 
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ 朝陽   +2.9   +1.1   +4.1    +4.1    +4.1
三井 雄汰郎(6)   3.13   2.97   3.37    3.37    3.37 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 湖東小   +3.2   +1.6   +3.2    +3.2    +3.2
菊池 諒(6)   3.34    x   3.25    3.34    3.34 
ｷｸﾁ ﾏｺﾄ 南牧南   +3.2   +3.7    +3.2    +3.2
海野 直哉(5)    x    x   3.34    3.34    3.34 
ｳﾝﾉ   ﾅｵﾔ 栗ｶﾞ丘   +2.6    +2.6    +2.6
高橋 勇気(5)   3.26   3.04   3.29    3.29    3.29 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 中込   +1.8   -0.4   +3.0    +3.0    +3.0
小山 大夢(5)   3.28   3.06   3.11    3.28    3.28 
ｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 東っ子ｸﾗﾌﾞ   +3.0   +1.9   +1.9    +3.0    +3.0
清水 彗(5)    x    x   3.22    3.22    3.22 
ｼﾐｽﾞ ｹｲ 戸狩   +2.9    +2.9    +2.9
井出 想野(6)    x    x    x 記録なし
ｲﾃﾞｿｳﾔ 南牧北
上野 恵祐(6) 欠場
ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 仁礼

小学生男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考

1 30  1556

-4- -5- -6- 記録

2 29  1666

3 27  1463

4 24  1531

5 22  1865

6 25  1772

7 16  1713

8 28  1476

9 8  1330

10 13  1694

11 26  1812

12 17  1584

13 21  1489

14 23  1340

15 14  1898

16 10  1874

17 19  1354

18 9  1169

19 20  1518

20 3  1061

21 15  1142

22 5  1236

23 12  1710

24 1  1168

25 6  1265

26 4  1141

27 2  1158

18  1341

28 7  1313

11  1170
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長野県小学生(ER)                 5.47 内川　佳祐                   白馬北           2007/10/06  

古牧 友陽(6) 洗馬小
ｺﾏｷ ﾄﾓﾊﾙ ｾﾊﾞｼｮｳ
中村 亮介(6) 南箕輪南部
ﾅｶﾑﾗﾘｮｳｽｹ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾅﾝﾌﾞ
巾下 颯太(6) 二子小学校
ﾊﾊﾞｼﾀ ｿｳﾀ ﾌﾀｺﾞｼｮｳ
平林 秀基(6) 三郷小
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ ﾐｻﾄ
渡辺 大介(6) 明南小
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾒｲﾅﾝ
西田 光太朗(6) 高遠北
ﾆｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾀｶﾄｵｷﾀ
君山 巧(6) 日義小
ｷﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ ﾋﾖｼｼｮｳ
小林 蒼泉(6) 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ ﾁﾉﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ
宮内 翔(6) 下久堅小
ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳ ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ
有賀 正和(6) 箕輪中部
ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ
松本 翼(6) 中野
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ ﾅｶﾉ
佐々木 航平(6) 八千穂AC
ｻｻｷ ｺｳﾍｲ ﾔﾁﾎAC
窪田 貴明(6) 境小
ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｱｷ ｻｶｲｼｮｳ
内山 翔太(6) 穂高西小
ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾎﾀｶﾆｼ
生形  圭(6) 長野市陸上教
ｳﾌﾞｶﾀ  ｹｲ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
浦野 博登(6) 長地小
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ ｵｻﾁｼｮｳ
井坪 希夢(6) 鼎小
ｲﾂﾎﾞ  ﾉｿﾞﾑ ｶﾅｴｼｮｳ
山田 流星(6) 高遠
ﾔﾏﾀﾞ   ﾘｭｳｾｲ ﾀｶﾄｵ
田中 文弥(6) 白馬南小
ﾀﾅｶ ﾌﾐﾔ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ
小金沢夏輝(6) 大町北小
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾅﾂｷ ｵｵﾏﾁｷﾀｼｮｳ
北村 悠太(6) 穂高北小
ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ ﾎﾀｶｷﾀ
中野 飛鳥(6) 洗馬小
ﾅｶﾉ ｱｽｶ ｾﾊﾞｼｮｳ
中嶋 友哉(6) 上松小
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ｱｹﾞﾏﾂ
湯本 健太(6) 仁礼
ﾕﾓﾄ ｹﾝﾀ ﾆﾚｲ
寺島 裕貴(5) 穂高南小
ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｷ ﾎﾀｶﾐﾅﾐ
細井 功一(6) 岸野T&F
ﾎｿｲ ｺｳｲﾁ ｷｼﾉT&F
石井 悠介(5) 丸山小
ｲｼｲ ﾕｳｽｹ ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ
小林 直哉(5) 祢津ｸﾗﾌﾞ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ ﾈﾂ
鈴木 洋行(6) 小山
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ ｺﾔﾏ
座光寺 直人(6) 宗賀小
ｻﾞｺｳｼﾞ ﾅｵﾄ ｿｳｶﾞｼｮｳ
今井 健太(6) 開明小
ｲﾏｲ ｹﾝﾀ ｶｲﾒｲｼｮｳ
山浦 水樹(6) 岸野T&F
ﾔﾏｳﾗ ﾐｽﾞｷ ｷｼﾉT&F
松橋 舞哉(6) 小山
ﾏﾂﾊｼ ﾏｲﾔ ｺﾔﾏ
金田 辰紀(5) 富草小
ｶﾈﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ ﾄﾐｸｻｼｮｳ
穂坂 琉偉(6) 境小
ﾎｻｶ ﾙｲ ｻｶｲｼｮｳ
石田 紘大(6) 三輪
ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ ﾐﾜ   +0.7

2-17
  +1.1

  3.40
  +5.3

  3.55
  +0.7

  -0.3
1-19

36 1354   3.46   3.55
  -2.7

  3.52
  -1.6

  3.55
  -0.3

  +4.4
2-16

35 1714   3.50   3.55

  3.59
  +4.4

   x
  -3.1

1-18

34 1874    x   3.59
  +1.5

  3.60
  -3.1

  3.47
  -0.8

  -0.8
1-17

33 1275   3.58   3.60
  -0.8

  3.54
  +1.3

   x
  -1.1

1-16

32 1059   3.61   3.61

  3.40
  -3.2

  3.62
  -1.1

  -0.6
1-15

31 1636    x   3.62

  3.60
  -3.4

  3.64
  -0.6

  +1.3
1-14

30 1555    x   3.64
  +1.3

  3.42
  +1.2

  3.58
  -1.4

  -0.8
1-13

29 1276   3.67   3.67

   x   3.68
  -0.8

  +5.1
2-15

28 1024    x   3.68

  3.69
  +5.1

   x
  -1.3

1-12

27 1898    x   3.69

  3.11
  -5.3

  3.69
  -1.3

  +0.5
1-11

26 1058    x   3.69

  3.56
  +1.3

  3.71
  +0.5

  +4.0
2-14

25 1483    x   3.71

  3.46
  -0.9

  3.73
  +4.0

  -0.9
1-10

24 1340    x   3.73
  -0.9

  3.73
  -0.4

  3.66
  -1.0

  -0.3
1- 9

23 1525   3.73   3.73

   x   3.75
  -0.3

  +2.8
2-13

22 1557    x   3.75
  +2.8

   x   3.71
  +2.5

  +3.2
2-12

21 1489   3.75   3.75
  +1.1

  3.71
  +3.8

  3.77
  +3.2

  +1.2
1- 8

20 1584   3.68   3.77
  +1.2

  3.68
  -0.2

  3.69
  -0.6

  +1.8
2-11

19 1594   3.80   3.80
  +2.6

  3.76
  +2.5

  3.80
  +1.8

  -1.6
1- 7

18 1812   3.48   3.80
  -1.6

   x   3.71
  +1.6

  +5.1
2-10

17 1857   3.83   3.83

  3.84
  +5.1

  3.20
  +3.0

  +3.5
2- 9

16 1694    x   3.84
  +3.1

  3.76
  +0.4

  3.85
  +3.5

  +3.0
2- 8

15 1330   3.81   3.85
  +1.4

  3.88
  +3.0

  3.57
  +1.1

  -1.0
2- 7

14 1476   3.28   3.88
  -1.0

  3.68
  +1.6

  3.77
  +3.0

  -0.7
1- 6

13 1713   3.89   3.89

  3.91
  +2.8

  3.92
  -0.7

  +2.8
1- 5

12 1173    x   3.92
  +0.1

  3.82
  -1.0

  3.94
  +2.8

  +3.8
2- 6

11 1328   3.88   3.94
  +1.0

  2.66
  -1.6

  3.96
  +3.8

  +2.8
2- 5

10 1772   3.17   3.96
  +2.8

   x    x
  -1.2

1- 4

9 1865   4.00   4.00
  -1.2

  3.65
  +1.3

  3.84
  +1.9

  +3.5
2- 4

8 1750   4.01   4.01
  +4.4

  3.79
  +3.0

  4.03
  +3.5

  +1.8
1- 3

7 1531   3.80   4.03
  +1.8

  3.69
  -1.5

  3.96
  +0.7

  -0.6
1- 2

6 1814   4.03   4.03
  -0.6

  3.25
  -4.0

  4.12
  +3.3

  -0.5
2- 3

5 1517   4.19   4.19
  +2.7

  4.27
  -0.5

  4.24
  +1.8

  +2.0
2- 2

4 1463   4.15   4.27
  +1.5

  3.96
  +0.8

  4.33
  +2.0

  -0.2
1- 1

3 1666   4.01   4.33
  +0.8

  4.46
  -0.2

   x

2- 1

2 1795   4.22   4.46

記録 組順

  +4.0
  4.28
  +2.6

  4.49
  +5.0   +5.0

-３- -４- 備考

1 1556   3.96   4.49

-５- -６-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

競技結果        小学生男子      走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

富松健夫
竹内秀樹

2010/06/27 12:57

第27回長野県小学生陸上競技大会
日清食品カップ・第26回全国小学生陸上競技交流大会
兼　第27回東海小学生リレー競技大会予選会
主催：長野陸上競技大会
後援：日本陸上競技連盟,長野県教育委員会,安藤スポーツ食文化財団,信濃毎日新聞社　協賛：日清食品(株)

_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成22年6月27日（日）
場所：県松本平広域公園陸上競技場（201020）
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競技結果        小学生男子      走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

富松健夫
竹内秀樹

2010/06/27 12:57

第27回長野県小学生陸上競技大会
日清食品カップ・第26回全国小学生陸上競技交流大会
兼　第27回東海小学生リレー競技大会予選会
主催：長野陸上競技大会
後援：日本陸上競技連盟,長野県教育委員会,安藤スポーツ食文化財団,信濃毎日新聞社　協賛：日清食品(株)

山下 恵人(6) 下久堅小
ﾔﾏｼﾀ  ｹｲﾄ ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ
中島 剛流(6) 南牧南
ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾞｵﾙ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
越智 大詞(5) 附属長野
ｵﾁ ﾀｲｼ ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉ
茂木 良祐(6) 王滝小
ﾓｷﾞ ﾘｮｳｽｹ ｵｳﾀｷｼｮｳ
荒井  滉司(5) 長野市陸上教
ｱﾗｲ  ｺｳｼﾞ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
片井 宏務(5) 岸野T&F
ｶﾀｲ ﾋﾛﾑ ｷｼﾉT&F
小林 孝太郎(5) 中込
ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳﾀﾛｳ ﾅｶｺﾞﾐ
羽入田 拓真(5) 朝陽
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ ｱｻﾋ
三井 雄汰郎(6) 湖東小
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ
菊池 諒(6) 南牧南
ｷｸﾁ ﾏｺﾄ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
海野 直哉(5) 栗ｶﾞ丘
ｳﾝﾉ   ﾅｵﾔ ｸﾘｶﾞｵｶ
小林 竜也(5) 青木島
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾂﾔ ｱｵｷｼﾞﾏ
吉村 郁哉(5) 長沼
ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ ﾅｶﾞﾇﾏ
高橋 勇気(5) 中込
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ﾅｶｺﾞﾐ
小山 大夢(5) 東っ子ｸﾗﾌﾞ
ｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ ﾋｶﾞｼｯｺｸﾗﾌﾞ
清水 彗(5) 戸狩
ｼﾐｽﾞ ｹｲ ﾄｶﾞﾘ
木田 海斗(6) 川上第一
ｷﾀﾞ  ｶｲﾄ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁ
町田 澪亮(6) 岸野T&F
ﾏﾁﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ｷｼﾉT&F
北澤 海斗(5) 千曲東
ｷﾀｻﾞﾜ ｶｲﾄ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ
由井 紫苑(5) 川上第一
ﾕｲ  ｼｵﾝ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁ
中島 怜(6) 川上第一 記録なし
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾚﾝ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁ
井出 想野(6) 南牧北 記録なし
ｲﾃﾞｿｳﾔ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀ
上野 恵祐(6) 仁礼 欠場
ｳｴﾉ ｹｲｽｹ ﾆﾚｲ
御子柴 悟志(6) 美篶 欠場
ﾐｺｼﾊﾞ  ｻﾄｼ ﾐｽｽﾞ

1-  

2-  

1806

2-  

1341

   x    x

1-  

1170    x

   x    x
  -1.7

1-28

1127    x
  -1.7

  2.51
  +1.3

  2.18
  -3.8

  -1.5
1-27

56 1129   2.68   2.68
  -0.3

  2.97
  -1.5

  2.97
  +0.5

  -1.0
1-26

55 1304   2.89   2.97

  3.00
  +0.2

  3.07
  -1.0

  -0.8
1-25

54 1060    x   3.07

  3.11
  -0.8

   x
  +2.9

2-28

53 1128    x   3.11

   x   3.22
  +2.9

  +3.0
2-27

52 1313    x   3.22
  +3.0

  3.06
  +1.9

  3.11
  +1.9

  +3.0
2-26

51 1158   3.28   3.28
  +1.8

  3.04
  -0.4

  3.29
  +3.0

  +0.9
1-24

50 1141   3.26   3.29
  +0.9

  3.27
  -1.5

  3.16
  -2.8

  +2.6
1-23

49 1326   3.31   3.31
  +2.6

  3.16
  +1.8

  3.05
  +1.0

  +2.6
2-25

48 1233   3.33   3.33

   x   3.34
  +2.6

  +3.2
2-24

47 1265    x   3.34
  +3.2

   x   3.25
  +3.7

  +3.2
2-23

46 1168   3.34   3.34
  +3.2

  2.97
  +1.6

  3.37
  +3.2

  +4.1
2-22

45 1710   3.13   3.37
  +2.9

  3.33
  +1.1

  3.38
  +4.1

  +3.8
2-21

44 1236   3.29   3.38

  3.42
  +3.8

  3.33
  +4.5

  -0.2
2-20

43 1142    x   3.42
  +3.8

  3.43
  -0.2

  3.23
  +1.5

  -2.9
1-22

42 1061   3.39   3.43
  -2.0

  3.40
  -3.2

  3.44
  -2.9

  +2.3
2-19

41 1329   3.16   3.44

   x   3.46
  +2.3

  -1.0
1-21

40 1518    x   3.46
  -0.3

  3.48
  -1.0

  3.39
  -1.7

  +4.3
2-18

39 1347   3.44   3.48
  +4.3

  3.52
  +2.2

   x

1-20

38 1169   3.53   3.53

記録 組順

  -0.9
  3.29
  -2.3

  3.54
  -2.9   -2.9

-３- -４- 備考

37 1866   3.18   3.54

-５- -６-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成22年6月27日（日）
場所：県松本平広域公園陸上競技場（201020）



決勝 (1,2組) 6月27日 14:00

長野県小学生(ER)                74.23 冨永　凌平                   中川東陸上クラブ 2008        

[ 1組]
 ３回の
 最高記録

宮原 亘(6)
ﾐﾔﾊﾗ ﾜﾀﾙ 木曽楢川小
永瀬 蒼生(5)
ﾅｶﾞｾ ｱｵｲ 塩尻西小
塩原 利久弥(6)
ｼｵﾊﾗ ﾘｸﾔ 宗賀小
種村 駿佑(6)
ﾀﾈﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 中野
若月 陸央(6)
ﾜｶﾂｷ ﾘｵ 柏原
鎌倉 朋也(6)
ｶﾏｸﾗ ﾄﾓﾔ 三穂小
眞島 昂佑(6)
ﾏｼﾏ  ｺｳｽｹ 中川東
島田 隼也(6)
ｼﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 大町西小
山本 翔太(6)
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 大町南小
小笠原 悠(6)
ｵｶﾞｻﾜﾗ  ﾕｳ 中川東
吉澤 希(6)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ 芳川小
小松 和真(5)
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 阿智RC
平林 大弥(6)
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾔ 千曲東
小池 祥樹(6)
ｺｲｹ ﾖｼｷ 南牧南
水間 亮佑(6)
ﾐｽﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 佐久城山AC
笠原 拓実(5)
ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾐ 塩尻西小
渡辺 稜介(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 八千穂AC
宮下 周平(6)
ﾐﾔｼﾀ ｼｭｳﾍｲ 赤穂東
岩崎 陸隼(6)
ｲﾜｻｷ ﾘｸﾄ 城南小
山田 翔大
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 野沢
青木 翔勇(6)
ｱｵｷ ﾄｵｲ 小山
小林 聖志(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 高瀬AC
島田 蒼太(6)
ｼﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 千曲東
赤沼 聡太(6)
ｱｶﾇﾏ ｿｳﾀ 田中小
佐原 貴奎(5)
ｻﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ 川上第二ｸﾗﾌﾞ
藤木 健史(6)
ﾌｼﾞｷ ﾀｹｼ 栄東部
小畑 謙太朗(6)
ｵﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 上田市西小ｸﾗﾌﾞ
吉澤 隼斗(5)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 東っ子ｸﾗﾌﾞ
岩田 陸(5)
ｲﾜﾀ ﾘｸ 千曲東
六井 克哉(6) 欠場
ﾑﾂｲ ｶﾂﾔ 宗賀小

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学生男子

ﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  63.41

記録 備考

1 29  1558
 65.24    x    o   65.24

2 24  1540
   o  63.41    o  63.41 

 65.24 

  59.64

 60.39    x   60.39
3 28  1553

   x

4 30  1327
 59.64    x    o  59.64 

 60.39 

  56.30

   o  58.25   58.25
5 26  1250

   o

6 14  1899
   o    o  56.30  56.30 

 58.25 

  55.28

 55.43    x   55.43
7 20  1832

   o

8 27  1562
 55.28    o    o  55.28 

 55.43 

  53.36

   o  53.80   53.80
9 22  1577

   o

10 25  1831
   o    o  53.36  53.36 

 53.80 

  51.69

   o  52.02   52.02
11 23  1676

   o

12 11  1846
   o  51.69    o  51.69 

 52.02 

  51.60

 51.62    o   51.62
13 7  1301

   o

14 16  1166
   o  51.60    o  51.60 

 51.62 

  51.20

   o  51.48   51.48
15 13  1092

   o

16 19  1541
 51.20    o    o  51.20 

 51.48 

  49.51

 50.95    o   50.95
17 21  1172

   o

18 18  1817
   o    o  49.51  49.51 

 50.95 

  49.05

 49.20    o   49.20
19 5  1722

   o

20 10  1190
 49.05    o    o  49.05 

 49.20 

  47.15

   o  47.35   47.35
21 15  1274

   o

22 9  1082
   o    o  47.15  47.15 

 47.35 

  45.47

   o  45.82   45.82
23 4  1302

   o

24 1  1742
 45.47    o    o  45.47 

 45.82 

  43.72

   o  44.89   44.89
25 8  1132

   o

26 3  1278
   x    o  43.72  43.72 

 44.89 

  41.90

 42.39    x   42.39
27 6  1009

   o

28 12  1157
 41.90    o    o  41.90 

 42.39 

   o    o   38.41
29 2  1303

 38.41  38.41 

17  1554



[ 2組]
 ３回の
 最高記録

勝野 史也(6)
ｶﾂﾉ ﾌﾐﾔ 富草小
駒込 太晟(6)
ｺﾏｺﾞﾒ  ﾀｲｾｲ 信州新町
松岡 崇元(6)
ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾕｷ 並柳小
高山 直人(6)
ﾀｶﾔﾏ ﾅｵﾄ 二子小学校
熊谷 直人(6)
ｸﾏｶﾞｲ  ﾅｵﾄ 川上第一
牛山 一成(6)
ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 阿智RC
平林 海斗(6)
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 生坂小
瀧澤 寿(6)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽｽﾞ 上松小
塚原 雄一(6)
ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 麻績小
草海 光貴(6)
ｸｻｶﾞｲ  ﾐﾂﾀｶ 青木島
那須野 雄斗(6)
ﾅｽﾉ ﾕｳﾄ 七久保
赤堀 光(6)
ｱｶﾎﾘ ﾋｶﾙ 日義小
矢崎成伸(6)
ﾔｻﾞｷｼｹﾞﾉﾌﾞ 四賀小
小林 凌太(6)
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾀ 青木島
和久 滉矢(5)
ﾜｷｭｳ  ｺｳﾔ 川上第一
桐生 孝明(6)
ｷﾘｭｳ ﾀｶｱｷ 下久堅小
藤森 智哉(6)
ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾄﾓﾔ 手良
大池 翔真(6)
ｵｵｲｹ ｼｮｳﾏ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ
堀 孝(6)
ﾎﾘ ﾀｶｼ 城山
宮川 雄大(6)
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 北信
橘 優輝(5)
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｷ 湖東小
高木 翔(5)
ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ 柏原
石井 智渉(6)
ｲｼｲ ﾄﾓﾀｶ 軽井沢中部ｸﾗﾌﾞ
大塚 亮(5)
ｵｵﾂｶ ﾘｮｳ 滋野ｸﾗﾌﾞ
清澤 翔二(5)
ｷﾖｻﾜ ｼｮｳｼﾞ 上松小
新海 聡大(6)
ｼﾝｶｲ  ｿｳﾀ 川上第一
松田 魁斗(5)
ﾏﾂﾀﾞ ｶｲﾄ 上田市西小ｸﾗﾌﾞ
齋藤 聖矢(6)
ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ 栄東部
中村 駿(6) 欠場
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 境小

所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

小学生男子

ﾎﾞｰﾙ投

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1 16  1875
   o  63.88    o   63.88

  60.41

 63.88 

2 27  1300
   o    o  63.03   63.03

3 20  1674
   o  60.41    o  60.41 

 63.03 

  54.23

   o  55.91   55.91
4 24  1665

   o

5 17  1124
   o  54.23    o  54.23 

 55.91 

  52.54

   o    o   53.10
6 18  1845

 53.10

7 25  1607
   o  52.54    o  52.54 

 53.10 

  51.59

 52.03    o   52.03
8 19  1522

   o

9 21  1610
   o    o  51.59  51.59 

 52.03 

  50.58

 51.11    o   51.11
10 29  1231

   o

11 26  1827
   o  50.58    o  50.58 

 51.11 

  50.31

 50.42    o   50.42
12 22  1530

   x

13 8  1716
 50.31    o    o  50.31 

 50.42 

  49.24

   o    o   49.25
14 23  1232

 49.25

15 15  1126
 49.24    o    o  49.24 

 49.25 

  48.85

   o    o   48.87
16 4  1867

 48.87

17 28  1810
   o  48.85    o  48.85 

 48.87 

  46.45

   o    o   48.70
18 14  1183

 48.70

19 12  1296
   o  46.45    o  46.45 

 48.70 

  45.41

   o    o   45.90
20 9  1351

 45.90

21 2  1711
   o    o  45.41  45.41 

 45.90 

  44.74

   o  45.40   45.40
22 6  1251

   o

23 11  1076
 44.74    o    o  44.74 

 45.40 

  42.71

   o  43.55   43.55
24 5  1006

   o

25 13  1523
   o  42.71    o  42.71 

 43.55 

  42.32

 42.49    x   42.49
26 10  1125

   o

27 7  1010
   o  42.32    o  42.32 

 42.49 

 35.60    o   35.60
28 1  1279

   o

3  1715

 35.60 
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宮原 亘(6) 木曽楢川小
ﾐﾔﾊﾗ ﾜﾀﾙ ｷｿﾅﾗｶﾜｼｮｳ
勝野 史也(6) 富草小
ｶﾂﾉ ﾌﾐﾔ ﾄﾐｸｻｼｮｳ
永瀬 蒼生(5) 塩尻西小
ﾅｶﾞｾ ｱｵｲ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
駒込 太晟(6) 信州新町
ｺﾏｺﾞﾒ  ﾀｲｾｲ ｼﾝｼｭｳｼﾝﾏﾁ
松岡 崇元(6) 並柳小
ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾕｷ ﾅﾐﾔﾅｷﾞｼｮｳ
塩原 利久弥(6) 宗賀小
ｼｵﾊﾗ ﾘｸﾔ ｿｳｶﾞｼｮｳ
種村 駿佑(6) 中野
ﾀﾈﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾅｶﾉ
若月 陸央(6) 柏原
ﾜｶﾂｷ ﾘｵ ｶｼﾜﾊﾞﾗ
鎌倉 朋也(6) 三穂小
ｶﾏｸﾗ ﾄﾓﾔ ﾐﾎｼｮｳ
高山 直人(6) 二子小学校
ﾀｶﾔﾏ ﾅｵﾄ ﾌﾀｺﾞｼｮｳ
眞島 昂佑(6) 中川東
ﾏｼﾏ  ｺｳｽｹ ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼ
島田 隼也(6) 大町西小
ｼﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾔ ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ
熊谷 直人(6) 川上第一
ｸﾏｶﾞｲ  ﾅｵﾄ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁ
山本 翔太(6) 大町南小
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐｼｮｳ
小笠原 悠(6) 中川東
ｵｶﾞｻﾜﾗ  ﾕｳ ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼ
牛山 一成(6) 阿智RC
ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ ｱﾁRC
平林 海斗(6) 生坂小
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ ｲｸｻｶｼｮｳ
瀧澤 寿(6) 上松小
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽｽﾞ ｱｹﾞﾏﾂ
吉澤 希(6) 芳川小
ﾖｼｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ ﾖｼｶﾜｼｮｳ
小松 和真(5) 阿智RC
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ ｱﾁRC
平林 大弥(6) 千曲東
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾔ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ
小池 祥樹(6) 南牧南
ｺｲｹ ﾖｼｷ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
塚原 雄一(6) 麻績小
ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｲﾁ ｵﾐｼｮｳ
水間 亮佑(6) 佐久城山AC
ﾐｽﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ ｻｸｼﾞｮｳﾔﾏ
笠原 拓実(5) 塩尻西小
ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾐ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
草海 光貴(6) 青木島
ｸｻｶﾞｲ  ﾐﾂﾀｶ ｱｵｷｼﾞﾏ
渡辺 稜介(5) 八千穂AC
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾔﾁﾎAC
那須野 雄斗(6) 七久保
ﾅｽﾉ ﾕｳﾄ ﾅﾅｸﾎﾞ
赤堀 光(6) 日義小
ｱｶﾎﾘ ﾋｶﾙ ﾋﾖｼｼｮｳ
矢崎成伸(6) 四賀小
ﾔｻﾞｷｼｹﾞﾉﾌﾞ ｼｶﾞｼｮｳ
宮下 周平(6) 赤穂東
ﾐﾔｼﾀ ｼｭｳﾍｲ ｱｶﾎﾋｶﾞｼ
小林 凌太(6) 青木島
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾀ ｱｵｷｼﾞﾏ
和久 滉矢(5) 川上第一
ﾜｷｭｳ  ｺｳﾔ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁ
岩崎 陸隼(6) 城南小
ｲﾜｻｷ ﾘｸﾄ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ
山田 翔大 野沢
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾉｻﾞﾜ
桐生 孝明(6) 下久堅小
ｷﾘｭｳ ﾀｶｱｷ ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ

第27回長野県小学生陸上競技大会
日清食品カップ・第26回全国小学生陸上競技交流大会
兼　第27回東海小学生リレー競技大会予選会
主催：長野陸上競技大会
後援：日本陸上競技連盟,長野県教育委員会,安藤スポーツ食文化財団,信濃毎日新聞社　協賛：日清食品(株)

2010/06/27 16:11

競技結果        小学生男子      ﾎﾞｰﾙ投          決勝      投擲審判長
記録主任：

伊藤利博
竹内秀樹

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -５- -６- 記録 組順-１- -２- -３- -４- 備考

1 1558
 65.24    x    o  65.24

1- 1

2 1875
   o  63.88    o  63.88

2- 1

3 1540
   o  63.41    o  63.41

1- 2

4 1300
   o    o  63.03  63.03

2- 2

5 1674
   o  60.41    o  60.41

2- 3

6 1553
   x  60.39    x  60.39

1- 3

7 1327
 59.64    x    o  59.64

1- 4

8 1250
   o    o  58.25  58.25

1- 5

9 1899
   o    o  56.30  56.30

1- 6

10 1665
   o    o  55.91  55.91

2- 4

11 1832
   o  55.43    x  55.43

1- 7

12 1562
 55.28    o    o  55.28

1- 8

13 1124
   o  54.23    o  54.23

2- 5

14 1577
   o    o  53.80  53.80

1- 9

15 1831
   o    o  53.36  53.36

1-10

16 1845
 53.10    o    o  53.10

2- 6

17 1607
   o  52.54    o  52.54

2- 7

18 1522
   o  52.03    o  52.03

2- 8

19 1676
   o    o  52.02  52.02

1-11

20 1846
   o  51.69    o  51.69

1-12

21 1301
   o  51.62    o  51.62

1-13

22 1166
   o  51.60    o  51.60

1-14

23 1610
   o    o  51.59  51.59

2- 9

24 1092
   o    o  51.48  51.48

1-15

25 1541
 51.20    o    o  51.20

1-16

26 1231
   o  51.11    o  51.11

2-10

27 1172
   o  50.95    o  50.95

1-17

28 1827
   o  50.58    o  50.58

2-11

29 1530
   x  50.42    o  50.42

2-12

30 1716
 50.31    o    o  50.31

2-13

31 1817
   o    o  49.51  49.51

1-18

32 1232
 49.25    o    o  49.25

2-14

33 1126
 49.24    o    o  49.24

2-15

34 1722
   o  49.20    o  49.20

1-19

35 1190
 49.05    o    o  49.05

1-20

36 1867
 48.87    o    o  48.87

2-16

_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成22年6月27日（日）
場所：県松本平広域公園陸上競技場（201020）
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第27回長野県小学生陸上競技大会
日清食品カップ・第26回全国小学生陸上競技交流大会
兼　第27回東海小学生リレー競技大会予選会
主催：長野陸上競技大会
後援：日本陸上競技連盟,長野県教育委員会,安藤スポーツ食文化財団,信濃毎日新聞社　協賛：日清食品(株)

2010/06/27 16:11

競技結果        小学生男子      ﾎﾞｰﾙ投          決勝      投擲審判長
記録主任：

伊藤利博
竹内秀樹

藤森 智哉(6) 手良
ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾄﾓﾔ ﾃﾗ
大池 翔真(6) 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ
ｵｵｲｹ ｼｮｳﾏ ﾉｷﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ
青木 翔勇(6) 小山
ｱｵｷ ﾄｵｲ ｺﾔﾏ
小林 聖志(6) 高瀬AC
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ ﾀｶｾAC
堀 孝(6) 城山
ﾎﾘ ﾀｶｼ ｼﾞｮｳﾔﾏ
宮川 雄大(6) 北信
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ﾎｸｼﾝ
島田 蒼太(6) 千曲東
ｼﾏﾀﾞ ｿｳﾀ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ
赤沼 聡太(6) 田中小
ｱｶﾇﾏ ｿｳﾀ ﾀﾅｶｼｮｳ
橘 優輝(5) 湖東小
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｷ ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ
高木 翔(5) 柏原
ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ ｶｼﾜﾊﾞﾗ
佐原 貴奎(5) 川上第二ｸﾗﾌﾞ
ｻﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲﾆ
石井 智渉(6) 軽井沢中部ｸﾗﾌﾞ
ｲｼｲ ﾄﾓﾀｶ ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞ
藤木 健史(6) 栄東部
ﾌｼﾞｷ ﾀｹｼ ｻｶｴﾄｳﾌﾞ
大塚 亮(5) 滋野ｸﾗﾌﾞ
ｵｵﾂｶ ﾘｮｳ ｼｹﾞﾉ
清澤 翔二(5) 上松小
ｷﾖｻﾜ ｼｮｳｼﾞ ｱｹﾞﾏﾂ
新海 聡大(6) 川上第一
ｼﾝｶｲ  ｿｳﾀ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁ
小畑 謙太朗(6) 上田市西小ｸﾗﾌﾞ
ｵﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ ｳｴﾀﾞﾆｼｼｮｳ
松田 魁斗(5) 上田市西小ｸﾗﾌﾞ
ﾏﾂﾀﾞ ｶｲﾄ ｳｴﾀﾞﾆｼｼｮｳ
吉澤 隼斗(5) 東っ子ｸﾗﾌﾞ
ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ ﾋｶﾞｼｯｺｸﾗﾌﾞ
岩田 陸(5) 千曲東
ｲﾜﾀ ﾘｸ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ
齋藤 聖矢(6) 栄東部
ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ ｻｶｴﾄｳﾌﾞ
中村 駿(6) 境小 欠場
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ ｻｶｲｼｮｳ
六井 克哉(6) 宗賀小 欠場
ﾑﾂｲ ｶﾂﾔ ｿｳｶﾞｼｮｳ

組順 備考順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３-

37 1810
   o  48.85

-６- 記録-４- -５-

   o  48.85
2-17

38 1183
 48.70    o    o  48.70

2-18

39 1274
   o    o  47.35  47.35

1-21

40 1082
   o    o  47.15  47.15

1-22

41 1296
   o  46.45    o  46.45

2-19

42 1351
 45.90    o    o  45.90

2-20

43 1302
   o    o  45.82  45.82

1-23

44 1742
 45.47    o    o  45.47

1-24

45 1711
   o    o  45.41  45.41

2-21

46 1251
   o    o  45.40  45.40

2-22

47 1132
   o    o  44.89  44.89

1-25

48 1076
 44.74    o    o  44.74

2-23

49 1278
   x    o  43.72  43.72

1-26

50 1006
   o    o  43.55  43.55

2-24

51 1523
   o  42.71    o  42.71

2-25

52 1125
   o  42.49    x  42.49

2-26

53 1009
   o  42.39    x  42.39

1-27

54 1010
   o  42.32    o  42.32

2-27

55 1157
 41.90    o    o  41.90

1-28

56 1303
 38.41    o    o  38.41

1-29

57 1279
   o  35.60    o  35.60

2-28

1715

1-  

2-  

1554

_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成22年6月27日（日）
場所：県松本平広域公園陸上競技場（201020）



組 順位 レーン チーム名 記録
1 1 5 三郷小(A) 54.24 種山 翔太 6 三宅 浩生 6 増子 良平 6 塚田 隆文 6
1 2 8 城南小 56.48 溝口 智彦 6 小林 汰介 6 舟波 育 6 野頭 孝志 6
1 3 9 中川東 56.8 鮎澤 岳斗 6 北島  桂秀 6 目黒 竜馬 6 寺平  優伊 6
1 4 4 大町西小 57.45 松本 大亮 6 高野 誠也 6 田中 勝輝 6 縣健太郎 6
1 5 6 中込 59.08 山岸 航太郎 6 井出 熙紀 6 小林 春輝 6 高橋 大城 6
1 6 3 豊丘 59.16 駒木 翔汰 6 森山 瑞輝 6 宮本 英人 6 山岸 光 6
1 7 7 西部AC     1:01.14 谷津 聡紀 6 小須田 美?樹 6 井熊 了一 6 本間 正敏 6
1 8 2 長地小     1:01.75 武田 大輝 6 岩井　一幸 6 山中 智貴 6 花岡 英一 6
1 9 1 高島小     1:04.56 今井 駿介 5 竹村 文貴 5 丸山 雄大 5 飯田 優希 5
2 1 2 望月AC 55.49 大澤 達 6 神田 優人 6 伊藤 司能 5 土屋 巧 6
2 2 8 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗(A) 56.4 湯本 将太 5 樋口 一馬 6 上條 颯 6 瀧沢 快斗 6
2 3 5 堀金小 58.16 請地 直也 6 山本 伊織 6 藤原 淳太 6 高井 悠登 6
2 4 6 箕輪東 58.36 藤森 友都 6 葉桐 文哉 6 八幡 竣也 6 漆戸  大 6
2 5 9 岡田小     1:00.25 胡桃沢大祐 6 大脇雄志郎 6 檀原 陸央 6 岡部 拓海 6
2 6 7 長     1:01.75 竹村 勇音 6 宮島 真悟 6 山口 駿太 6 倉島 文也 6
2 7 4 松川中央小     1:03.38 竹村 一希 5 水尻 雄也 5 稲垣 智哉 5 今井 頑馬 5
2 8 3 臼田(A)     1:03.72 木本 慧 5 田島 和篤 5 嵯峨 千弘 5 山越 瑞希 5
3 1 2 豊科北(A) 54.85 髙木 涼太 6 岡村 正昭 6 横澤 竜斗 6 細萱 広高 6
3 2 4 ｺﾒｯﾄ波田 54.97 中村 奈央 6 有馬 直 6 高村 拓明 6 木崎 光輝 6
3 3 6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 57.59 高田 泰彦 5 米澤 和真 5 松崎 健悟 5 近藤 雅哉 5
3 4 5 開明小 58.97 飯干 聖也 6 田中 大介 6 小林佳三朗 6 手塚 大喜 6
3 5 3 三郷小(B) 59.61 石原 理玖 5 増澤 陸斗 5 二村 健太 5 中西 立樹 5
3 6 8 鎌田小     1:00.72 川上敦也 6 森 昴大 5 小林 勝 5 小澤克幸 5
3 7 7 ﾛﾃﾞｨｵ望月     1:01.98 ファン パブロ 5 佐藤 友哉 6 竹花 朋矩 6 西沢 諒 5
3 8 9 佐久城山ＡＣ     1:02.59 春日 快斗 6 岩崎 希望 6 渡辺泉樹 6 池田 航平 6
4 1 8 塩尻東小 55.87 百瀬 凌太 6 小林 勇也 6 加々島 史龍 6 清水 空 6
4 2 3 祢津ｸﾗﾌﾞ 57.02 唐沢 航希 6 小林 速人 6 滝沢 大智 6 柳沢 拓実 6
4 3 7 水明AC 57.18 甘利 聖也 6 荻原 裕貴 6 小林 義明 6 吉澤 亮 6
4 4 5 東っ子ｸﾗﾌﾞ 58.17 土屋 隆浩 6 北澤 寬汰 6 丸山 知也 6 伊藤 渉 6
4 5 2 岸野Ｔ＆Ｆ 58.8 大塚 涼生 6 工藤 俊平 6 清野 凌太 6 中山 大雅 6
4 6 9 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ     1:00.33 上原 秀人 6 山浦 遼 6 堤 瑛二 6 山浦 悠 6
4 7 4 篠ﾉ井西     1:01.93 倉田 昂 5 田嶌 遼介 5 竹下 大貴 5 下平 啓太 5
4 8 6 山本小     1:05.17 林健斗 5 佐々木遼太 5 熊谷優作 5 佐々木雄亮 5
5 1 9 豊科東小 55.04 長崎 祐介 6 岡村 慧胤 6 河地 迅也 6 小澤 拓真 6
5 2 7 高瀬AC 56.07 山口 智也 6 矢嶋 大祐 6 平山 快斗 6 木曽 俊輔 6
5 3 3 伊那 57.21 木村 航也 6 竹前 和輝 6 橋爪 充樹 6 唐木 大河 6
5 4 5 中洲小 58.03 金子 英輝 6 上原 渉 6 松村 祐希 6 牛山 直哉 6
5 5 8 上郷小 59.35 吉川 俊輝 5 市岡 朋弥 6 下山 剛史 6 中田 健太郎 6
5 6 6 追手町小 59.4 権田 敬太朗 6 宮田 友和 6 斉藤 幸介 5 井口 亮 6
5 7 2 浅科a.c.     1:00.45 金田 弦樹 5 成澤 俊樹 5 北原 琉次 5 丸橋 佑二 5
5 8 4 共和     1:03.35 村上 領 6 小林 慎矢 6 笠原 渓介 6 後藤 将太 6
6 1 2 大町北小 55.35 遠藤 幹也 6 中村 宗弘 6 成澤 稜 6 黒田 啓之 6
6 2 4 田中小 56.74 杉浦 光太郎 6 小尾 雅 6 小口 敬史 6 岩本 雄大 6
6 3 5 南箕輪 57.23 羽場 直樹 6 岡庭 太一 6 北澤 蓮 6 髙坂 雅也 6
6 4 7 赤穂南 58.81 北原 悠太郎 6 友野 達平 6 清水 諒 6 井上 惟織 6
6 5 6 臼田(B) 59.61 栁澤 利功 6 井出 拓海 6 加藤 就 6 山越 蒼士 6
6 6 8 芳川小(B)     1:00.35 桃井廣太郎 6 山口 直也 6 田村 祥大 6 笹谷 勇人 6
6 7 3 科野     1:03.70 風間 康太 6 北村 将也 6 小林 廉 6 湯本 健太郎 6
6 DSQ 9 大町東小(A) 宮坂 和弥 6 太田 行信 6 佐藤 大起 6 青田 龍輝 6

１走 ２走 ３走 ４走

小学生男子

４×１００ｍＲ
予選



組 順位 レーン チーム名 記録
1 1 7 三郷小(A) 54.39 種山 翔太 6 三宅 浩生 6 増子 良平 6 塚田 隆文 6
1 2 8 望月AC 54.93 大澤 達 6 神田 優人 6 伊藤 司能 5 土屋 巧 6
1 3 4 ｺﾒｯﾄ波田 55.16 中村 奈央 6 有馬 直 6 高村 拓明 6 木崎 光輝 6
1 4 6 豊科北(A) 55.18 花形 駿介 6 岡村 正昭 6 横澤 竜斗 6 細萱 広高 6
1 5 5 豊科東小 55.29 長崎 祐介 6 岡村 慧胤 6 河地 迅也 6 小澤 拓真 6
1 6 9 大町北小 55.76 遠藤 幹也 6 中村 宗弘 6 成澤 稜 6 黒田 啓之 6
1 7 3 高瀬AC 55.88 山口 智也 6 矢嶋 大祐 6 平山 快斗 6 木曽 俊輔 6
1 8 2 塩尻東小 56.6 百瀬 凌太 6 小林 勇也 6 加々島 史龍 6 清水 空 6

４走

小学生男子

４×１００ｍＲ
決勝

１走 ２走 ３走



予選 6月27日 11:55
決勝 6月27日 16:00

[ 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 開明小(A)  2642 樋口 奈央(5)     59.67 q  1   9 ﾛﾃﾞｨｵ望月(A)  2037 井出 晃(5)   1:00.66 

ｶｲﾒｲｼｮｳA ﾋｸﾞﾁ  ﾅｵ ﾛﾃﾞｨｵﾓﾁﾂﾞｷA ｲﾃﾞ ﾋｶﾙ
 2641 板花 佳乃子(5)  2036 土屋 美月(5)

ｲﾀﾊﾅ ｶﾉｺ ﾂﾁﾔ ﾐﾂﾞｷ
 1643 平出 正悟(5)  1039 高橋 輝(5)

ﾋﾗｲﾃﾞ ｾｲｺﾞ ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ
 1642 安永 岳斗(5)  1040 渡辺 幹太(5)

ﾔｽﾅｶﾞ ｶﾞｸﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾀ
 2   7 南箕輪(B)  2784 清水 花乃(5)     59.79 q  2   3 北御牧ｸﾗﾌﾞ  2023 岩下 日菜子(5)   1:01.21 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜB ｼﾐｽﾞ ｶﾉ ｷﾀﾐﾏｷ ｲﾜｼﾀ ﾋﾅｺ
 2786 矢崎 凛(5)  2022 小林 千夏(5)

ﾔｻﾞｷ ﾘﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶ
 1784 伊沢 快(5)  1031 滝澤 壮大(5)

ｲｻﾜ ｶｲ ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 1785 伊藤 諒(5)  1032 緑川 敬太(5)

ｲﾄｳ ﾘｮｳ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｹｲﾀ
 3   9 ｺﾒｯﾄ波田(B)  2603 三田 有紗(5)   1:01.11  3   4 木島  2269 関 柚月(5)   1:01.52 

ｺﾒｯﾄﾊﾀB ﾐﾀ ｱﾘｻ ｷｼﾞﾏ ｾｷ ﾕﾂﾞｷ
 2604 柏原 朋意(5)  2270 太田 千乃(5)

ｶｼﾜﾊﾗ ﾄﾓｲ ｵｵﾀ ﾕｷﾉ
 1621 浅田 康博(5)  1257 佐藤 優天(5)

ｱｻﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ ｻﾄｳ ﾕｳｱ
 1629 檀原 陸央(6)  1258 髙澤 健(5)

ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾘｸｵ ﾀｶｻﾜ ﾀｹﾙ
 4   8 下諏訪南小  2723 臼田 彩花(4)   1:01.38  4   5 望月AC  2159 清水 千亜紀(5)   1:01.90 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ
 2725 徳竹 美友(4)  2157 土屋 かなめ(5)

ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ
 1721 浜 咲哉(4)  1176 中村 郁弥(5)

ﾊﾏ ｻｸﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ
 1719 大澤 涼(5)  1175 高橋 涼(4)

ｵｵｻﾜ ﾘｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ
 5   1 浜井場小(A)  2895 山岸 さくら(5)   1:01.38  5   8 軽井沢中部ｸﾗﾌﾞ  2056 水野薫子(5)   1:02.09 

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳA ﾔﾏｷﾞｼ  ｻｸﾗ ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞ ﾐｽﾞﾉ ｶｵﾙｺ
 2892 木下 愛香(5)  2057 関原ひなた(5)

ｷﾉｼﾀ  ﾏﾅｶ ｾｷﾊﾗ ﾋﾅﾀ
 1879 福澤 涼佑(5)  1072 中里 優河(5)

ﾌｸｻﾞﾜ  ﾘｮｳｽｹ ﾅｶｻﾄ ﾕｳｶﾞ
 1877 赤津 京平(5)  1071 上原 森太郎(5)

ｱｶﾂ  ｷｮｳﾍｲ ｳｴﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
 6   6 大町西小  2539 芳村 夏奈(5)   1:02.26  6   6 田中陸上ｸﾗﾌﾞ  2743 小竹 彩水(5)   1:02.93 

ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ ﾖｼﾑﾗ ｶﾅ ﾀﾅｶｸﾗﾌﾞ ｺﾀｹ ｱﾐ
 2537 南澤 唯(5)  2742 平沼 美優(5)

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｲ ﾋﾗﾇﾏ ﾐﾕ
 1566 松原 洸介(5)  1739 田中 葵(5)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ ﾀﾅｶ ｱｵｲ
 1565 宮崎 樹(5)  1740 伊藤 諒太(5)

ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾂｷ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ
 7   4 西部AC  2095 内田 菜月(4)   1:03.52  7   2 野沢(A)  2171 小林 香苗(5)   1:03.54 

ｾｲﾌﾞｴｰｼｰ ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾉｻﾞﾜA ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｴ
 2103 原田 星南(4)  2172 岩松 真歩(5)

ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾅ ｲﾜﾏﾂ ﾏﾎ
 1110 井出 直哉(4)  1191 轟 直也(5)

ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ ﾄﾄﾞﾛｷ ﾅｵﾔ
 1111 山浦 隆慈(4)  1192 木内 郁弥(5)

ﾔﾏｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ ｷｳﾁ ﾌﾐﾔ
 8   2 南部(B)  2381 坂原 舞(5)   1:04.79  8   7 水明AC(B)  2091 湯浅 恋(5)   1:03.56 

ﾅﾝﾌﾞB ｻｶﾊﾗ ﾏｲ ｽｲﾒｲｴｰｼｰB ﾕｱｻ ﾚﾝ
 2382 内藤 寧音(5)  2090 白鳥 美遥(5)

ﾅｲﾄｳ ﾈﾈ ｼﾗﾄﾘ ﾐﾊﾙ
 1337 塚田 颯真(5)  1109 柳澤 龍太郎(4)

ﾂｶﾀﾞ ｿｳﾏ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ
 1338 内山 力哉(5)  1108 渡辺 大飛(4)

ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ
 9   3 森上(A)  2406 丸山 佳奈子(5)   1:05.38   1 追手町小(B)

ﾓﾘｳｴA ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅｺ ｵｳﾃﾏﾁｼｮｳB 欠場
 2405 奥村 莉帆(5)

ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ
 1357 米沢 仁(5)

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾄｼ
 1356 水本 純平(5)

ﾐｽﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

小学生混合

4×100m

予選 通過基準  7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 穂高西小  2464 臼井 舞彩(5)     58.76 q  1   6 高島小  2740 長谷川 聖奈(5)     56.80 q

ﾎﾀｶﾆｼ ｳｽｲ ﾏｱﾔ ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ
 2463 辰口 和(5)  2739 柿澤 菜摘(5)

ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ ｶｷｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ
 1477 河内 竜汰(5)  1736 藤森 光星(5)

ｶﾜｳﾁ ﾘｭｳﾀ ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳｾｲ
 1478 五十嵐智哉(5)  1737 外川 太一(5)

ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓﾔ ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
 2   5 箕輪中部  2774 亀山 知世(5)   1:00.78  2   1 ｺﾒｯﾄ波田(A)  2596 百瀬 天音(5)     58.08 q

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ ｶﾒﾔﾏ ﾄﾓﾖ ｺﾒｯﾄﾊﾀA ﾓﾓｾ ｱﾏﾈ
 2775 米窪 ビクトリア(5)  2594 百瀬そよか(5)

ﾖﾈｸﾎﾞ ﾋﾞｸﾄﾘｱ ﾓﾓｾ ｿﾖｶ
 1770 牛越 悠人(4)  1617 大月 涼太(5)

ｳｼｺｼ ﾕｳﾄ ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾀ
 1771 登内 フランク(5)  1616 小島 空(5)

ﾄﾉｳﾁ ﾌﾗﾝｸ ｺｼﾞﾏ ｿﾗ
 3   1 岸野Ｔ＆Ｆ  2046 片桐 未琴(5)   1:01.53  3   8 箕輪南  2781 白鳥 杏佳(5)   1:01.07 

ｷｼﾉT&F ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｺﾄ ﾐﾉﾜﾐﾅﾐ ｼﾛﾄﾘ ｷｮｳｶ
 2049 大塚 千聖(5)  2782 毛利 由紀(5)

ｵｵﾂｶ ﾁｻﾄ ﾓｳﾘ ﾕｷ
 1054 篠原 駿(5)  1777 登内 健太(5)

ｼﾉﾊﾗ ｼｭﾝ ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
 1055 藤巻 篤樹(5)  1776 小沢 侑也(5)

ﾌｼﾞﾏｷ ｱﾂｷ ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾔ
 4   7 高森南小(B)  2884 牧野 明日香(4)   1:02.38  4   3 本城小  2584 合庭 巴菜(4)   1:03.17 

ﾀｶﾓﾘﾐﾅﾐｼｮｳB ﾏｷﾉ ｱｽｶ ﾎﾝｼﾞｮｳｼｮｳ ｱｲﾊﾞ ﾊﾅ
 2883 藤岡 緩奈(4)  2585 関川 友葵(4)

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ ｾｷｶﾞﾜ ﾕｷ
 1871 三浦 和真(4)  1603 柳澤 翔太(4)

ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳﾀ
 1872 宮内 斗輝(4)  1604 宮川 敏輝(4)

ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄｼｷ
 5   6 水明AC(A)  2088 佐藤 麻衣(5)   1:02.74  5   4 大町南小  2554 後藤 月楓(5)   1:03.18 

ｽｲﾒｲｴｰｼｰA ｻﾄｳ ﾏｲ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐｼｮｳ ｺﾞﾄｳ ﾂｷｶ
 2089 饗場 玲衣(5)  2555 安藤 響(5)

ｱｲﾊﾞ ﾚｲ ｱﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ
 1107 土屋 健一(5)  1578 勝川 滉也(5)

ﾂﾁﾔ ｹﾝｲﾁ ｶﾂｶﾜ ﾋﾛﾔ
 1106 依田 海斗(5)  1579 谷口 侑也(5)

ﾖﾀﾞ ｶｲﾄ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾔ
 6   9 野尻湖  2390 雲野 チェルシー(5)   1:03.51  6   9 ﾛﾃﾞｨｵ望月(B)  2039 重田 瑛月(5)   1:04.71 

ﾉｼﾞﾘｺ ｸﾓﾉ ﾁｪﾙｼｰ ﾛﾃﾞｨｵﾓﾁﾂﾞｷB ｼｹﾞﾀ ｴﾙﾅ
 2391 池田 麻也(5)  2038 竹花 美来(5)

ｲｹﾀﾞ ﾏﾔ ﾀｹﾊﾅ ﾐﾗｲﾋ
 1346 井澤 直也(5)  1041 松岡 聖悟(5)

ｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ ﾏﾂｵｶ ｼｮｳｺﾞ
 1345 小出 郁弥(5)  1042 常田 紀幸(5)

ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ
 7   2 大桑小(A)  2503 古野 成美(5)   1:04.12  7   7 大岡  2251 大平 歩未(4)   1:05.81 

ｵｵｸﾜｼｮｳA ﾌﾙﾉ ﾅﾙﾐ ｵｵｵｶ ｵｵﾋﾗ ｱﾕﾐ
 2502 牧 楓花(4)  2252 羽生 遥海(4)

ﾏｷ ﾌｳｶ ﾊﾆｭｳ ﾊﾙﾐ
 1526 古瀬 晃太(4)  1248 平林 勝真(4)

ﾌﾙｾ ｺｳﾀﾞｲ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾏ
 1527 中島 拓朗(5)  1247 廣田 鴻平(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ ﾋﾛﾀ ｺｳﾍｲ
 8   3 南部(A)  2379 橋本 真理子(5)   1:06.65  8   2 豊科北(B)  2490 岡田 瑠実(4)   1:05.93 

ﾅﾝﾌﾞA ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ ﾄﾖｼﾅｷﾀB ｵｶﾀﾞ ﾙﾐ
 2380 中塚 萌香(5)  2491 佐藤 里菜(4)

ﾅｶﾂｶ ﾓｴｶ ｻﾄｳ ﾘﾅ
 1335 飯吉 弘規(5)  1504 中谷昌太郎(4)

ｲｲﾖｼ ﾋﾛｷ ﾅｶﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ
 1336 小林 永佳(5)  1505 恩田 瑛司(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾖｼ ｵﾝﾀﾞ ｴｲｼﾞ
 9   4 豊井(B)  2354 清野 真貴(4)   1:06.97   5 浜井場小(B)  2891 小畑 美来(4)

ﾄﾖｲB ｷﾖﾉ ﾏｷ ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳB ｵﾊﾞﾀ  ﾐｸ 失格
 2353 丸山 彩綺(4)  2894 中島 菜緒(4) R1(2-3)

ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ ﾅｶｼﾞﾏ  ﾅｵ
 1320 土屋 隼(4)  1878 勝野 裕介(4)

ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ ｶﾂﾉ  ﾕｳｽｹ
 1321 割田 健斗(4)  1880 矢高 隆人(4)

ﾜﾘﾀ ｹﾝﾄ ﾔﾀｶ  ﾘｭｳﾄ

4×100m
小学生混合



[ 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   6 南箕輪(A)  2789 清水 詩乃(5)     59.46 q  1   7 諏訪ｼﾞｭﾆｱ  2731 川上 由華(5)     58.54 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜA ｼﾐｽﾞ ｼﾉ ｽﾜｼﾞｭﾆｱ ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ
 2788 根橋 カレン(5)  2732 小林 みずほ(5)

ﾈﾊﾞｼ ｶﾚﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ
 1789 代田 寛稀(5)  1727 白井 裕介(5)

ｼﾛﾀ ﾄﾓｷ ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ
 1788 小林 聖弥(5)  1728 中村 謙士(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
 2   8 長地小  2709 坂本 唯(5)   1:00.28  2   5 祢津ｸﾗﾌﾞ  2016 柳橋 奈美(5)   1:00.97 

ｵｻﾁｼｮｳ ｻｶﾓﾄ ﾕｲ ﾈﾂ ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾅﾐ
 2708 中島 夏美(5)  2018 小林 永実(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾐ
 1700 鳴海 裕斗(5)  1021 坂口 蓮(5)

ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ ｻｶｸﾞﾁ ﾚﾝ
 1701 山田 敬太(5)  1022 小川 純哉(5)

ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀ ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ
 3   3 更埴陸上教  2285 宮澤 結(5)   1:00.88  3   6 梓川小(A)  2617 泉 乃亜(5)   1:01.13 

ｺｳｼｮｸﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｲ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳA ｲｽﾞﾐ  ﾉｱ
 2286 宮澤 文香(5)  2619 西山 果歩(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌﾐｶ ﾆｼﾔﾏ ｶﾎ
 1273 佐藤 法俊(5)  1625 佐原 尚門(5)

ｻﾄｳ ﾎｳｼｭﾝ ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ
 1272 中澤 圭吾(5)  1626 福井 航介(5)

ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｺﾞ ﾌｸｲ ｺｳｽｹ
 4   4 芳川小  2681 小松 結子(4)   1:02.02  4   9 芝沢小  2652 中村 優里(4)   1:01.29 

ﾖｼｶﾜｼｮｳ ｺﾏﾂ ﾕｲｺ ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ
 2683 鈴島 瑞菜(4)  2651 原田 優(4)

ｽｽﾞｼﾏ ﾐｽﾞﾅ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳ
 1678 黒田 拓巳(4)  1651 新村 篤史(4)

ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾆｲﾑﾗ ｱﾂｼ
 1679 宮嶋 海斗(4)  1652 太田 誠人(4)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｲﾄ ｵｵﾀ ﾏｺﾄ
 5   2 延徳  2247 関 真友帆(5)   1:02.32  5   3 美篶  2812 生駒 あんな(5)   1:01.33 

ｴﾝﾄｸ ｾｷ ﾏﾕﾎ ﾐｽｽﾞ ｲｺﾏ  ｱﾝﾅ
 2248 田村 涼華(5)  2813 村田 菜々子(5)

ﾀﾑﾗ ｽｽﾞｶ ﾑﾗﾀ  ﾅﾅｺ
 1244 酒井　翔平(5)  1807 伊東 知輝(5)

ｻｶｲ ｼｮｳﾍｲ ｲﾄｳ  ﾄﾓｷ
 1245 竹内 侑太(5)  1808 木下 遥斗(5)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ ｷﾉｼﾀ  ﾊﾙﾄ
 6   9 戸狩  2349 小林 もも花(4)   1:04.75  6   8 東っ子ｸﾗﾌﾞ  2128 塩川 眞央(5)   1:03.22 

ﾄｶﾞﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ ﾋｶﾞｼｯｺｸﾗﾌﾞ ｼｵｶﾜ ﾏｵ
 2348 祖父江 凜(4)  2129 井上 珠音(5)

ｿﾌﾞｴ ﾘﾝ ｲﾉｳｴ ﾐｵﾄ
 1316 中村 愛斗(4)  1154 小山 空(5)

ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾄ ｺﾔﾏ ｿﾗ
 1315 小林 啓将(4)  1155 大池 真空(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ ｵｵｲｹ ﾏｸ
 7   5 野沢(B)  2174 荒井 杏奈(4)   1:04.76  7   2 森上(B)  2407 山本 彩雅(4)   1:06.15 

ﾉｻﾞﾜB ｱﾗｲ ｱﾝﾅ ﾓﾘｳｴB ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ
 2175 永井 優(4)  2408 善財 奈央(4)

ﾅｶﾞｲ ﾕｳ ｾﾞﾝｻﾞｲ  ﾅｵ
 1193 小平 桂吾(4)  1358 下川 龍玖(4)

ｺﾀﾞｲﾗ ｹｲｺﾞ ｼﾓｶﾜ ﾘｭｳｸ
 1194 植松 涼哉(4)  1359 鶴田 優斗(5)

ｳｴﾏﾂ ﾘｮｳﾔ ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ
 8   7 波田GTR(A)  2678 斉藤 楓花(4)   1:20.25  8   4 豊井(A)  2351 宮本 彩海(5)   1:06.86 

ﾊﾀｼﾞｰﾃｨｰｱｰﾙA ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ ﾄﾖｲA ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾐ
 2677 中沢 楓香(4)  2352 畠山 早希(5)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｷ
 1669 太田 温土(4)  1319 神田 惟耶(5)

ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ ｶﾝﾀﾞ ﾕｲﾔ
 1667 今井 侑志(4)  1318 戸島 大和(5)

ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ ﾄｼﾏ ﾔﾏﾄ

小学生混合

4×100m



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 岩村田AC  2054 高野 円花(5)     59.95 q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｴｰｼｰ ﾀｶﾉ ﾏﾄﾞｶ
 2052 秋山 理佳(5)

ｱｷﾔﾏ ｱﾔｶ
 1067 大井 拓矢(5)

ｵｵｲ ﾀｸﾔ
 1068 梅田 隼人(5)

ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ
 2   5 下久堅小  2875 桐生 美空(5)     59.96 

ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ ｷﾘｭｳ ﾐｸ
 2873 太田 早紀(5)

ｵｵﾀ ｻｷ
 1869 三石 智也(5)

ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ
 1868 小松 良樹(5)

ｺﾏﾂ ﾖｼｷ
 3   8 島立小学校  2674 塩原 優夏(5)   1:01.43 

ｼﾏﾀﾞﾁｼｮｳ ｼｵﾊﾗ ﾕｳｶ
 2673 宮下 奈緒(5)

ﾐﾔｼﾀ ﾅｵ
 1662 堀川 拡(5)

ﾎﾘｶﾜ ｶｸ
 1661 松崎 貴史(5)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶｼ
 4   9 穂高南小  2473 高山 幸佳(5)   1:01.94 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ ﾀｶﾔﾏ ｻﾁｶ
 2474 望月 茉桜(5)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｵ
 1485 浅川 駿太(5)

ｱｻｶﾜ ｼｭﾝﾀ
 1484 安達 翔(5)

ｱﾀﾞﾁ ｶｹﾙ
 5   6 野沢温泉  2388 松村 明奈(5)   1:02.71 

ﾉｻﾞﾜｵﾝｾﾝ ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾅ
 2389 野﨑 まどか(5)

ﾉｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ
 1344 鈴木 拓磨(5)

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ
 1343 小林 宙(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
 6   3 臼田  2043 三ツ石 理乃(4)   1:02.72 

ｳｽﾀﾞ ﾐﾂｲｼ ﾘﾉ
 2040 白石ふう香(4)

ｼﾗｲｼ ﾌｳｶ
 1044 石井 康瑛(4)

ｲｼｲ ｺｳｴｲ
 1045 渡辺 貴聖(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄｼ
 7   7 通明  2343 塩沢 優芽(5)   1:05.93 

ﾂｳﾒｲ ｼｵｻﾞﾜ ﾕﾒ
 2344 中島 由貴(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ
 1307 小山 健吾(5)

ｺﾔﾏ ｹﾝｺﾞ
 1308 曽根 昂浩(5)

ｿﾈ ｱｷﾋﾛ
  2 朝陽  2239 德竹 沙彩(4)

ｱｻﾋ ﾄｸﾀｹ ｻｱﾔ 失格
 2240 橋本ひなた(4) R1(1-2)

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾅﾀ
 1238 小坂 拓也(4)

ｺｻｶ ﾀｸﾔ
 1239 中山 康生(4)

ﾅｶﾔﾏ ｺｳｾｲ

小学生混合

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 高島小  2740 長谷川 聖奈(5)     57.01 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ
 2739 柿澤 菜摘(5)

ｶｷｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ
 1736 藤森 光星(5)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳｾｲ
 1737 外川 太一(5)

ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
 2   7 ｺﾒｯﾄ波田(A)  2595 中塚 真子(5)     57.75 

ｺﾒｯﾄﾊﾀA ﾅｶﾂｶ ﾏｺ
 2594 百瀬そよか(5)

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ
 1617 大月 涼太(5)

ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾀ
 1616 小島 空(5)

ｺｼﾞﾏ ｿﾗ
 3   6 諏訪ｼﾞｭﾆｱ  2731 川上 由華(5)     58.94 

ｽﾜｼﾞｭﾆｱ ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ
 2732 小林 みずほ(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ
 1727 白井 裕介(5)

ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ
 1728 中村 謙士(5)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
 4   5 穂高西小  2464 臼井 舞彩(5)     59.45 

ﾎﾀｶﾆｼ ｳｽｲ ﾏｱﾔ
 2463 辰口 和(5)

ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ
 1477 河内 竜汰(5)

ｶﾜｳﾁ ﾘｭｳﾀ
 1478 五十嵐智哉(5)

ｲｶﾞﾗｼ ﾄﾓﾔ
 5   9 南箕輪(A)  2789 清水 詩乃(5)     59.86 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜA ｼﾐｽﾞ ｼﾉ
 2788 根橋 カレン(5)

ﾈﾊﾞｼ ｶﾚﾝ
 1789 代田 寛稀(5)

ｼﾛﾀ ﾄﾓｷ
 1788 小林 聖弥(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ
 6   2 岩村田AC  2054 高野 円花(5)   1:00.54 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｴｰｼｰ ﾀｶﾉ ﾏﾄﾞｶ
 2052 秋山 理佳(5)

ｱｷﾔﾏ ｱﾔｶ
 1067 大井 拓矢(5)

ｵｵｲ ﾀｸﾔ
 1068 梅田 隼人(5)

ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ
 7   3 南箕輪(B)  2784 清水 花乃(5)   1:00.66 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜB ｼﾐｽﾞ ｶﾉ
 2786 矢崎 凛(5)

ﾔｻﾞｷ ﾘﾝ
 1784 伊沢 快(5)

ｲｻﾜ ｶｲ
 1785 伊藤 諒(5)

ｲﾄｳ ﾘｮｳ
 8   8 開明小(A)  2642 樋口 奈央(5)   1:01.21 

ｶｲﾒｲｼｮｳA ﾋｸﾞﾁ  ﾅｵ
 2641 板花 佳乃子(5)

ｲﾀﾊﾅ ｶﾉｺ
 1643 平出 正悟(5)

ﾋﾗｲﾃﾞ ｾｲｺﾞ
 1642 安永 岳斗(5)

ﾔｽﾅｶﾞ ｶﾞｸﾄ

決勝

小学生混合

4×100m
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