
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) 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 小学生女子 千野 恵実(6) 3:07.11 田中 ジェシカ(5) 3:11.20 竹内 優花(6) 3:12.21 和田 有菜(5) 3:12.99 堀内 智加(6) 3:13.70 津金真由子(5) 3:14.93 永山 実来(6) 3:17.91 上原 舞(6) 3:19.23

1000m 坂城JAC 腰越JSC 坂城JAC 川中島JRC 中沢 堀金小 竜丘小 永明小
 6/27  +1.8 藤巻 奈々(6) 13.69 矢島 萌(6) 14.34 荻原 和(6) 14.61 大月 麻央(6) 14.66 田中 里佳(6) 15.44 木村  莉歩(6) 15.54 上嶋 美咲(6) 16.48 鳥羽 美宇(6) 17.56

80mH 岸野T&F 岡谷小 臼田 朝日小 望月AC 長野市陸上教 梓川小 明北小
 6/27 前田 花奈(6) 1.25 高橋有美花(6) 大町南小 1.20 堀井 満里奈(6) 1.20 坂元ひより(6) 1.20 伊原 由茉(6) 下久堅小 1.15

走高跳 伊那東 池田 玲(6) 東っ子ｸﾗﾌﾞ 宮田 穂高北小 山田 夏綺(6) 開田小
緑川 遥陽(6) 篠ﾉ井西
村松 明日見(6) 和田小

 6/27 菊池 恵里(6) 4.05(+2.3) 高見澤 晏佳(6)4.01(+2.3) 井出 真愛(6) 3.93(-2.0) 青木 七海(5) 3.93(+2.6) 横坂 光希(6) 3.88(-1.9) 長澤 妙(6) 3.86(+2.8) 羽生田 早希(6)3.75(-0.8) 小口 朋花(6) 3.74(-1.7)
走幅跳 八千穂AC 坂城JAC 日義小 芳川小 洗馬小 白馬南小 豊丘 長地小

 6/27 宮田くぬぎ(6) 55.63 大久保慶乃(6) 45.58 木次 恵利香(6) 44.60 中嶋 菜南子(5) 44.46 原 由紀乃(6) 44.41 大久保幸乃(6) 43.66 桑原 絵里華(6) 42.80 宮井 さくら(6) 40.92
ﾎﾞｰﾙ投 池田小 GR 島立小学校 中込 青木島 南箕輪 島立小学校 栄東部 竜丘小

 6/27 坂城JAC       54.06 豊科北(A)       56.46 南箕輪       57.03 ｺﾒｯﾄ波田(A)       57.29 長地小       57.96 附属長野(B)       57.96 八千穂AC       58.18 開智小(A)       58.76
4×100m 春原 愛莉紗(6) GR 河西 あずさ(6) 今井 静空(6) 牛丸 亜美(6) 野村 朱里(6) 竹前 なぎさ(6) 輿水 枝里(6) 達家 莉子(6)

宮下 あかね(6) 佐藤 日奈(6) 原 七瀬(6) 高波 舞(6) 山田 花菜(6) 倉石 依澄(6) 井出 真由(6) 須澤 美月(6)
田中 祐里(6) 西澤 羽純(6) 佐藤 萌香(6) 百瀬奈樹沙(6) 遠藤 千春(6) 宮田 果歩(6) 井出 心(6) 柳澤 果純(6)
田村 有利奈(6) 森 愛美(6) 吉田 みさき(5) 竹内 桃子(6) 山田 彩加(6) 高橋 沙綾(6) 井出 幸歩(6) 大石 彩未(6)

 6/27 小学5年女子  +1.9 森元 知隼(5) 14.08 樋口 香苗(5) 14.28 宮澤 風香(5) 14.34 樋口  実那(5) 14.65 工藤 瑠香(5) 14.79 青柳 里央(5) 14.83 矢澤 瑠佳(5) 14.88 横山可奈子(5) 15.09
100m 塩尻西小 米沢小 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 長野市陸上教 開明小 穂高北小 軽井沢中部ｸﾗﾌﾞ 鎌田小

 6/27 小学6年女子  +0.8 西村佳菜子(6) 13.23 三井 マイキ(6) 13.73 伊藤あおい(6) 14.06 小林 彩七(6) 14.18 石川 アマンダ(6) 14.31 平谷 早菜(6) 14.39 翠川 千晴(6) 14.45 望月 るり(6) 14.46
100m 二子小学校 千曲 明南小 豊科南小 追手町小 塩尻東小 通明 宗賀小

 6/27 小学オープン 永渡 彩加(5) 15.35 桐山 千鶴(6) 15.57 上野未来(6) 15.79 髙見　李那(6) 16.01 二村 美羽(5) 16.12 高橋　麻奈華(5) 16.24 花村 温子(5) 16.39 中島　茉帆(5) 16.44
100m 坂城JAC ｺﾒｯﾄ波田 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 宮川小 ｺﾒｯﾄ波田 長地小 豊科北 田中陸上ｸﾗﾌﾞ



予選 6月27日 10:10
決勝 6月27日 15:35

長野県小学生(ER)                13.19 金田　華実                   浅科AC           2009/06/29  

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +0.5

 1 樋口 香苗(5)     14.41 q  1 青柳 里央(5)     14.90 q
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 米沢小 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 穂高北小

 2 横山可奈子(5)     15.10 q  2 浅倉 歩(5)     15.18 
ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田小 ｱｻｸﾗ   ｱﾕﾐ 栗ｶﾞ丘

 3 高見澤 和穂(5)     15.46  3 松山由里香(5)     15.33 
ﾀｶﾐｻﾞﾜｶｽﾞﾎ 南牧北 ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 島内小

 4 渡邉 美南(5)     15.52  4 菊池 紗稀(5)     15.48 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ ｷｸﾁ ｻｷ 城下

 5 大塚 明(5)     15.56  5 春日 笑里(5)     15.57 
ｵｵﾂｶ ﾒｲ ｽﾎﾟｺﾐ東北 ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ 手良

 6 住吉 遥夏(5)     15.62  6 鈴木 香琳(5)     16.02 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 浪合小 ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 中佐都ｸﾗﾌﾞ

 7 宮坂 桃夏(5)     15.73  7 竹内 瑞喜(5)     16.06 
ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ 小井川小 ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ 坂城JAC

 8 白澤 真美(5)     16.12  8 倉沢 まりあ(5)     16.16 
ｼﾗｻﾜ ﾏﾅﾐ 大町南小 ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 9 山本 明里(5)     16.16  9 小池 あゆみ(5)     16.65 
ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 山ﾉ内東 ｺｲｹ ｱﾕﾐ 更埴陸上教

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 -0.2

 1 森元 知隼(5)     14.20 q  1 宮澤 風香(5)     14.56 q
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻西小 ﾐﾔｻﾞﾜﾌｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 古谷 菜穂(5)     15.19  2 矢澤 瑠佳(5)     14.98 q
ﾌﾙﾔ ﾅｵ 片丘小 ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢中部ｸﾗﾌﾞ

 3 有賀 留那(5)     15.47  3 森 麻(5)     15.17 
ｱﾙｶﾞ ﾙﾅ 塩尻東小 ﾓﾘ ｱｻ 白馬北小

 4 両角 あずさ(5)     15.58  4 帯川 萌香(5)     15.30 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ 新山 ｵﾋﾞｶﾜ ﾓｴｶ 米沢小

 5 松田  華歩(5)     15.68  5 梨子田 藍(5)     15.31 
ﾏﾂﾀﾞ  ｶﾎ 御代田南陸上ｸﾗ ﾅｼﾀﾞ ｱｲ 飯山

 6 中村 葵(5)     15.74  6 友渕 若穂(5)     15.65 
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 坂の上ｸﾗﾌﾞ ﾄﾓﾌﾞﾁ ﾜｶﾎ 寿小

 7 清水 美紗(5)     15.92  7 工藤 仁美(5)     15.98 
ｼﾐｽﾞ ﾐｻ 泉台 ｸﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ 佐久市東ｸﾗﾌﾞ

 8 平山 栞(5)     16.30  8 小松  紗菜(5)     16.28 
ﾋﾗﾔﾏ ｼｵﾘ 上の原小 ｺﾏﾂ  ｻﾅ 長野市陸上教

 9 黒岩 紗子(5)     16.30 老野 萌美(5)
ｸﾛｲﾜ ｻｴｺ 高山 ｵｲﾉ ﾓｴﾐ 上田市南

[ 5組] 風速 -0.5 [ 6組] 風速 -2.2

 1 工藤 瑠香(5)     15.14 q  1 堤 向日葵(5)     15.36 
ｸﾄﾞｳ ﾙｶ 開明小 ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 寿小

 2 荻原 明日香(5)     15.44  2 奥村  茉奈佳(5)     15.51 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 滋野ｸﾗﾌﾞ ｵｸﾑﾗ  ﾏﾅｶ 長野市陸上教

 3 伊能 史織(5)     15.84  3 北原 寧々(5)     15.57 
ｲﾉｳ ｼｵﾘ 朝陽 ｷﾀﾊﾗ  ﾈﾈ 赤穂

 4 池上 美温(5)     16.00  4 甲田 莉理(5)     16.04 
ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾇ 伊那 ｺｳﾀﾞ ﾘﾘ 長

 5 丸山 優花(5)     16.15  5 遠藤 菜々(5)     16.25 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 本城小 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 川上第二ｸﾗﾌﾞ

 6 宇野  日南乃(5)     16.32  6 熊谷 春菜(5)     16.32 
ｳﾉ  ﾋﾅﾉ 軽井沢東部 ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙﾅ 川路小

 7 鈴木 寧々(5)     16.39  7 足立 瑠莉子(5)     16.38 
ｽｽﾞｷ ﾈﾈ 喬木第一小 ｱﾀﾞﾁ ﾙﾘｺ 泉台

 8 小林 真綾(5)     16.64  8 木田村 美央(5)     17.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｱﾔ ｽﾎﾟｺﾐ東北 ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 木曽上田小
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[ 7組] 風速 -2.0

 1 樋口  実那(5)     14.95 q
ﾋｸﾞﾁ  ﾐﾅ 長野市陸上教

 2 程田 梨央(5)     15.40 
ﾎﾄﾞﾀ  ﾘｵ 富士見小

 3 神戸 菜月(5)     15.48 
ｺﾞｳﾄﾞ ﾅﾂｷ 両小野

 4 小林侑生(5)     15.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野小

 5 田中 瑞紀(5)     15.79 
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 大町南小

 6 安藤 那奈(5)     15.87 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 野沢

 7 上野 結菜(5)     15.94 
ｳｴﾉ  ﾕｲﾅ 武石JSC

 8 髙橋 葵(5)     16.36 
ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 朝陽

風速 +1.9

 1 森元 知隼(5)     14.08 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻西小

 2 樋口 香苗(5)     14.28 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 米沢小

 3 宮澤 風香(5)     14.34 
ﾐﾔｻﾞﾜﾌｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 樋口  実那(5)     14.65 
ﾋｸﾞﾁ  ﾐﾅ 長野市陸上教

 5 工藤 瑠香(5)     14.79 
ｸﾄﾞｳ ﾙｶ 開明小

 6 青柳 里央(5)     14.83 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 穂高北小

 7 矢澤 瑠佳(5)     14.88 
ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢中部ｸﾗﾌﾞ

 8 横山可奈子(5)     15.09 
ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田小

9  2055

2  2644

3  2635

4  2476

7  2903

8  2372

記録／備考
6  2514

5  2758

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  2020

9  2238

2  2551

7  2170

6  2768

4  2656

5  2372

8  2749

小学5年女子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 6月27日 10:35
決勝 6月27日 15:40

長野県小学生(ER)                13.19 金田　華実                   浅科AC           2009/06/29  

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +0.7

 1 平谷 早菜(6)     14.36 q  1 西村佳菜子(6)     13.61 q
ﾋﾗﾔ  ｻﾅ 塩尻東小 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 二子小学校

 2 宮澤 岬季(6)     14.83  2 上條 風香(6)     14.64 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｻｷ 松尾小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｶ 洗馬小

 3 山口 りさ(6)     14.95  3 前島 優菜(6)     14.98 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｻ 通明 ﾏｴｼﾏ ﾕｳﾅ 喬木第一小

 4 三井 葉月(6)     15.02  4 土屋 美咲(6)     15.08 
ﾐﾂｲ ﾊﾂﾞｷ 明善小 ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ 篠ﾉ井西

 5 廣野 美咲(6)     15.23  5 中沢 小菊(6)     15.19 
ﾋﾛﾉ ﾐｻｷ 赤穂南 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｷﾞｸ 森上

 6 吉澤  美南(6)     15.24  6 織田 渚(6)     15.30 
ﾖｼｻﾞﾜ  ﾐﾅﾐ 長野市陸上教 ｵﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 白馬南小

 7 後藤 結花(6)     15.27  7 小口 ゆうり(6)     15.47 
ｺﾞﾄｳ ﾕｲｶ 祢津ｸﾗﾌﾞ ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾘ 小井川小

 7 田村 春花(6)     15.27  8 大崎 詩生(6)     15.73 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 北山小 ｵｵｻｷ ｼｵ 祢津ｸﾗﾌﾞ

 9 清水 凪沙(6)     16.09  9 萩原 愛美(6)     15.91 
ｼﾐｽﾞ  ﾅｷﾞｻ 御代田南陸上ｸﾗ ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾐ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 3組] 風速 -1.5 [ 4組] 風速 -1.2

 1 江崎 奈美(6)     14.51  1 小林 彩七(6)     14.33 q
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂東 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 豊科南小

 2 本山 泉希(6)     14.73  2 松村 彩乃(6)     14.82 
ﾓﾄﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 島内小 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 中川西

 3 牧元 美沙(6)     14.93  3 細井 悠希江(6)     14.83 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 大町北小 ﾎｿｲ ﾕｷｴ 大岡

 4 河西由利香(6)     15.16  4 吾妻 美果(6)     15.14 
ｶｻｲ ﾕﾘｶ 平根AC ｱｶﾞﾂﾏ ﾐｶ 立科

 5 北澤 愛衣梨(6)     15.26  5 斉藤 涼香(6)     15.18 
ｷﾀｻﾞﾜ ｱｲﾘ 徳間 ｻｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 塩尻吉田小

 6 中村  理彩(6)     15.28  6 北澤 佑奈(6)     15.23 
ﾅｶﾑﾗ  ﾘｻ 長野市陸上教 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾅ 北山小

 7 井澤 唯(6)     15.38  7 引木 美月(6)     15.36 
ｲｻﾞﾜ ﾕｲ 松尾小 ﾋｷｷﾞ ﾐﾂﾞｷ 佐久市東ｸﾗﾌﾞ

 8 加納 采弥(6)     15.70  8 岸田 早由里(6)     15.54 
ｶﾉｳ ｻﾔ 南部 ｷｼﾀﾞ ｻﾕﾘ 泉台

 9 池上 未来(6)     16.00  9 山浦日和(6)     15.56 
ｲｹｶﾞﾐ ﾐｷ 傍陽 ﾔﾏｳﾗ ﾋﾖﾘ 立科

[ 5組] 風速 -0.4 [ 6組] 風速 +2.0

 1 三井 マイキ(6)     14.12 q  1 望月 るり(6)     14.30 q
ﾐﾂｲ ﾏｲｷ 千曲 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙﾘ 宗賀小

 2 伊藤あおい(6)     14.28 q  2 翠川 千晴(6)     14.44 q
ｲﾄｳ ｱｵｲ 明南小 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾁﾊﾙ 通明

 3 石川 アマンダ(6)     14.32 q  3 両角 若菜(6)     14.54 
ｲｼｶﾜ ｱﾏﾝﾀﾞ 追手町小 ﾓﾛｽﾞﾐ  ﾜｶﾅ 中洲小

 4 瀬在 梨可(6)     14.74  4 雫田 まき(6)     14.81 
ｾｻﾞｲ ﾘｶ 更埴陸上教 ｼｽﾞｸﾀﾞﾏｷ 南牧北

 5 大下菜々海(6)     14.87  5 下川 綾香(6)     14.91 
ｵｵｼﾓ ﾅﾅﾐ 三岳小 ｼﾓｶﾜ ｱﾔｶ 穂高北小

 6 唐澤 季里(6)     15.08  6 田中 麻紘(6)     15.09 
ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 富士見小 ﾀﾅｶ ﾏﾋﾛ 仁礼

 7 荒井 祐里奈(6)     15.16  7 宮下 しずく(6)     15.10 
ｱﾗｲ ﾕﾘﾅ 共和 ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 渡辺 恵衣(6)     15.40  8 五十棲ゆり(6)     15.29 
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾒｲ 佐久西ｸﾗﾌﾞ ｲｿｽﾞﾐﾕﾘ 御代田北陸上教
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2  2064
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所属名 記録／備考
7  2522

4  2341

順 ﾚｰﾝ No.

5  2746

3  2477

9  28408  2276

6  2077

5  2501

3  2750

7  2855

4  2284

氏  名
2  2106

9  2499

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



[ 7組] 風速 -1.0

 1 柴田友菜(6)     14.80 
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 菅野小

 2 鹿野 香沙(6)     14.84 
ｼｶﾉ ｺｳｻ 富県

 3 山岸 明紀穂(6)     15.06 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 4 白石ひかり(6)     15.17 
ｼﾗｲｼ ﾋｶﾘ 三郷小

 5 鍋島 理子(6)     15.35 
ﾅﾍﾞｼﾏ ﾘｺ 坂の上ｸﾗﾌﾞ

 6 佐藤 千夏(6)     15.37 
ｻﾄｳ ﾁﾅﾂ 浪合小

 7 石田 千夏(6)     15.48 
ｲｼﾀﾞ ﾁﾅﾂ 戸狩

 8 砥石 世奈(6)     15.82 
ﾄｲｼ ｾﾅ 美南ｶﾞ丘AC

風速 +0.8

 1 西村佳菜子(6)     13.23 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 二子小学校

 2 三井 マイキ(6)     13.73 
ﾐﾂｲ ﾏｲｷ 千曲

 3 伊藤あおい(6)     14.06 
ｲﾄｳ ｱｵｲ 明南小

 4 小林 彩七(6)     14.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 豊科南小

 5 石川 アマンダ(6)     14.31 
ｲｼｶﾜ ｱﾏﾝﾀﾞ 追手町小

 6 平谷 早菜(6)     14.39 
ﾋﾗﾔ  ｻﾅ 塩尻東小

 7 翠川 千晴(6)     14.45 
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾁﾊﾙ 通明

 8 望月 るり(6)     14.46 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙﾘ 宗賀小
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予選 6月27日  9:40
決勝 6月27日 15:25

長野県小学生(ER)                13.26 有賀　菜央                   辰野西           2008        

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -1.1

 1 藤巻 奈々(6)     14.17 q  1 大月 麻央(6)     15.06 q
ﾌｼﾞﾏｷ ﾅﾅ 岸野T&F ｵｵﾂｷ ﾏｵ 朝日小

 2 矢島 萌(6)     14.89 q  2 荻原 和(6)     15.75 q
ﾔｼﾞﾏ ﾓｴ 岡谷小 ｵｷﾞﾊﾗ ﾅｷﾞ 臼田

 3 木村  莉歩(6)     15.98 q  3 栗林 花野奈(6)     16.25 
ｷﾑﾗ  ﾘﾎ 長野市陸上教 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾔﾅ 湖南小

 4 大熊 きらら(6)     16.87  4 松葉 可恋(5)     18.38 
ｵｵｸﾏ ｷﾗﾗ 洗馬小 ﾏﾂﾊﾞ ｶﾚﾝ 池田小

 5 曽根原可菜(6)     17.31  5 渡辺 京華(5)     18.43 
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 北安松川小 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｷｮｳｶ 川上第一

 6 工藤 夏帆(5)     18.53  6 林 希美(6)     18.54 
ｸﾄﾞｳ ﾅﾂﾎ 豊平小 ﾊﾔｼ  ﾉｿﾞﾐ 昭和

 7 月岡 雅(5)     19.41  7 友野  遙(5)     18.84 
ﾂｷｵｶ ﾐﾔﾋﾞ 北信 ﾄﾓﾉ   ﾊﾙｶ 佐久西ｸﾗﾌﾞ

 8 川井 彩美(5)     19.93  8 半藤 夢乃(5)     19.53 
ｶﾜｲ ｱﾔﾐ ﾛﾃﾞｨｵ望月 ﾊﾝﾄﾞｳ ﾕﾒﾉ 北信
遠山 未優(5)  9 上條 祐菜(5)     19.54 
ﾄｵﾔﾏ ﾐﾕ 美南ｶﾞ丘AC ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾅ 山形小

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -0.5

 1 酒井 涼楓(6)     16.12  1 田中 里佳(6)     14.19 q
ｻｶｲ ｽｽﾞｶ 富県 ﾀﾅｶ ﾘｶ 望月AC

 2 古谷 仁紀(6)     16.94  2 山川 桃佳(6)     17.58 
ﾌﾙﾀﾆ ﾆｷ 木曽楢川小 ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 朝日小

 3 大井 富貴(6)     17.80  3 松沢 帆奈(6)     17.80 
ｵｵｲ ﾌｷ 坂の上ｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾊﾝﾅ 白馬AC

 4 吉岡 綾子(5)     17.82  4 佐藤 聖梨奈(6)     17.99 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 長地小 ｻﾄｳ ｾﾘﾅ 柏原

 5 仲 葵衣(6)     18.18  5 佐藤 雛子(6)     18.09 
ﾅｶ ｱｵｲ 鎌田小 ｻﾄｳ ﾋﾅｺ 東っ子ｸﾗﾌﾞ

 6 下條 玲奈(5)     18.92  6 神林 早紀(6)     18.38 
ｼﾓｼﾞｮｳ  ﾚｲﾅ 昭和 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｻｷ 小山

 7 市川 千紗(6)     19.04  7 両澤 杏夢(5)     19.13 
ｲﾁｶﾜ ﾁｻ 小山 ﾓﾛｻﾜ ｱﾑ ﾛﾃﾞｨｵ望月

 8 佐原 詩織(5)     19.72  8 田中 杏(6)     20.05 
ｻﾊﾗ ｼｵﾘ 川上第二ｸﾗﾌﾞ ﾅﾀｶ ｱﾝ 宮田
森 仁美(5)  9 松本  里緒菜(6)     20.09 
ﾓﾘ ﾋﾄﾐ 山形小 ﾏﾂﾓﾄ  ﾘｵﾅ 長野市陸上教

[ 5組] 風速 -0.8 [ 6組] 風速 -0.5

 1 上嶋 美咲(6)     16.09 q  1 鳥羽 美宇(6)     15.94 q
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｻｷ 梓川小 ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明北小

 2 輿水 優希(5)     16.82  2 田路 円香(6)     16.22 
ｺｼﾐｽﾞ ﾕｷ 長地小 ﾄｳｼﾞ ﾏﾄﾞｶ 富県

 3 樋屋 彩(6)     16.83  3 小林 奈々美(6)     16.92 
ﾋｵｸ ｱﾔ 赤穂東 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 柏原

 4 小林 鈴佳(5)     17.55  4 佐々木 真実(6)     17.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 川上第二ｸﾗﾌﾞ ｻｻｷ ﾏﾐ 箕輪中部

 5 渡邉 彩華(6)     17.75  5 下平 愛実(6)     17.82 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 小山 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅﾐ 朝日小

 6 塩原 万由花(6)     18.09  6 小山 京香(6)     18.00 
ｼｵﾊﾗ ﾏﾕｶ 洗馬小 ｺﾔﾏ ｷｮｳｶ 小山

 7 筒木 友梨(6)     18.10  7 山野 萌花(6)     18.21 
ﾂﾂｷ ﾕｳﾘ 大野川小 ﾔﾏﾉ  ﾓｴｶ 川上第一

 8 今井 桃子(6)     18.26  8 遠山 里奈(6)     19.19 
ｲﾏｲ  ﾓﾓｺ 川上第一 ﾄｵﾔﾏ ﾘﾅ 美南ｶﾞ丘AC

 9 大島 花恋(5)     18.44 
ｵｵｼﾏ ｶﾚﾝ 森上

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学生女子

80mH

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
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風速 +1.8

 1 藤巻 奈々(6)     13.69 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾅﾅ 岸野T&F

 2 矢島 萌(6)     14.34 
ﾔｼﾞﾏ ﾓｴ 岡谷小

 3 荻原 和(6)     14.61 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾅｷﾞ 臼田

 4 大月 麻央(6)     14.66 
ｵｵﾂｷ ﾏｵ 朝日小

 5 田中 里佳(6)     15.44 
ﾀﾅｶ ﾘｶ 望月AC

 6 木村  莉歩(6)     15.54 
ｷﾑﾗ  ﾘﾎ 長野市陸上教

 7 上嶋 美咲(6)     16.48 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｻｷ 梓川小

 8 鳥羽 美宇(6)     17.56 
ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明北小

小学生女子

80mH
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 6月27日 14:10

長野県小学生(ER)              3:03.46 牛越　あかね                 並柳             2004/05/01  

[ 1組] [ 2組]

 1 稲田 有彩(6)   3:29.92  1 上原 舞(6)   3:19.23 
ｲﾅﾀﾞ ｱﾘｻ 白馬北小 ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 永明小

 2 今井 萌(6)   3:34.53  2 竹内 美翔(6)   3:24.45 
ｲﾏｲ ﾓｴ 小井川小 ﾀｹｳﾁﾐﾕ 川中島JRC

 3 樋沢 早帆美   3:35.14  3 曽根原とうこ(6)   3:29.29 
ﾋｻﾞﾜ ｻﾎﾐ 本原 ｿﾈﾊﾗ ﾄｳｺ 山形小

 4 田中 杏子(6)   3:35.24  4 松澤 綾音(5)   3:29.81 
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明小 ﾏﾂｻﾞﾜ  ｱﾔﾈ 喬木第一小

 5 宮坂 綾乃(6)   3:39.84  5 松田 未来(6)   3:29.85 
ﾐﾔｻｶ ｱﾔﾉ 原PCｼﾞｭﾆｱ ﾏﾂﾀﾞ ﾐｸ 喬木第二小

 6 神長 汐音(5)   3:40.90  6 池上 有咲(6)   3:31.57 
ｶﾐﾅｶﾞ ｼｵﾈ 南牧南 ｲｹｶﾞﾐ ｱｻｷ 赤穂東

 7 由井 碧美(6)   3:41.70  7 高橋 未来(6)   3:34.69 
ﾕｲ  ﾀﾏﾐ 川上第一 ﾀｶﾊｼ  ﾐｸ 赤穂

 8 唐木 実緒(6)   3:43.08  8 青木 朱穂(6)   3:35.03 
ｶﾗｷ ﾐｵ 木島 ｱｵｷ ｼｭﾎ 戸狩

 9 田村 真尋(5)   3:43.76  9 小須田 未羽(5)   3:35.19 
ﾀﾑﾗ ﾏﾋﾛ 南相木ｸﾗﾌﾞ ｺｽﾀﾞ ﾐｳ 更埴陸上教

10 渡部 優可里(6)   3:44.32 10 銭坂 晴日(6)   3:35.25 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶﾘ 西部AC ｾﾞﾆｻｶ ﾊﾙﾋ 三郷小

11 佐藤  優里彩(5)   3:44.71 11 鵜澤 小夏(6)   3:36.66 
ｻﾄｳ  ﾕﾘｱ 御代田南陸上ｸﾗ ｳｻﾞﾜ ｺﾅﾂ 富士里

12 髙見澤 こなつ(6)   3:45.12 12 上原 春香(6)   3:36.93 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｺﾅﾂ 南牧南 ｶﾐﾊﾗ ﾊﾙｶ 山辺小

13 酒井 菜月(6)   3:46.58 13 尾川 史花(6)   3:37.66 
ｻｶｲ ﾅﾂｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｵｶﾞﾜ ﾌﾐｶ 穂高南小

14 吉澤　里奈(6)   3:47.86 14 薛 崚子(5)   3:38.48 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾅ 塩尻吉田小 ｾﾂ ﾘｮｳｺ 北安松川小

15 新海 妃菜(6)   3:49.34 15 岡澤 沙季(6)   3:39.45 
ｼﾝｶｲ  ﾋﾅ 川上第一 ｵｶｻﾞﾜ ｻｷ 小谷小

16 篠原 芙由子(5)   3:49.84 16 小林 千佳(6)   3:41.24 
ｼﾉﾊﾗ ﾌﾕｺ 岩村田AC ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶ 飯山小ﾗﾝﾅｰｽﾞ

17 千見寺美未香(6)   3:51.03 17 吉江 美季(6)   3:44.06 
ﾁｹﾞﾝｼﾞ ﾐﾐｶ 鎌田小 ﾖｼｴ ﾐｷ 豊科北

18 木内 麗(6)   3:52.46 18 黒川真由香(5)   3:44.94 
ｷｳﾁ ｳﾗﾗ 岸野T&F ｸﾛｶﾜ ﾏﾕｶ 大町北小

19 小林 菜海(6)   3:52.67 19 湯本 珠実(5)   3:49.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾐ 西部AC ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科東小

20 難波 千秋(6)   3:52.88 中島 虹菜(5)
ﾅﾝﾊﾞ ﾁｱｷ 西部AC ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ 仁礼
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[ 3組]

 1 千野 恵実(6)   3:07.11 
ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ 坂城JAC

 2 田中 ジェシカ(5)   3:11.20 
ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 腰越JSC

 3 竹内 優花(6)   3:12.21 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 坂城JAC

 4 和田 有菜(5)   3:12.99 
ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 川中島JRC

 5 堀内 智加(6)   3:13.70 
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 中沢

 6 津金真由子(5)   3:14.93 
ﾂｶﾞﾈ ﾏﾕｺ 堀金小

 7 永山 実来(6)   3:17.91 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 竜丘小

 8 西本 梨花(6)   3:19.24 
ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 川中島JRC

 9 矢澤 茉璃奈(6)   3:19.67 
ﾔｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 諏訪FA

10 山岸 鈴加(6)   3:20.44 
ﾔﾏｷﾞｼｽｽﾞｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

11 名取 萌花(6)   3:23.07 
ﾅﾄﾘ ﾓｴｶ 広丘小

12 佐藤 真由(5)   3:24.44 
ｻﾄｳ ﾏﾕ 東っ子ｸﾗﾌﾞ

13 斉藤 眞夕(6)   3:24.72 
ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 大野川小

14 岡村 未歩(6)   3:26.11 
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 川中島JRC

15 篠塚 香里(5)   3:26.51 
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ 仁礼

16 小林 菜々夏(5)   3:26.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ 腰越JSC

17 宮川 瑞穂(6)   3:29.29 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾎ 高甫

18 滝沢 菜絵(5)   3:29.39 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 川中島JRC

19 金子 二葉(6)   3:36.84 
ｶﾈｺ  ﾌﾀﾊﾞ 美篶

20 清水 彩音(6)   3:38.47 
ｼﾐｽ ﾞｱﾔﾈ 南箕輪
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18  2127
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6  2498

3  2304

10  2262

19  2303
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   1 千野 恵実(6) 坂城JAC     3:07.11   3   1
   2 田中 ジェシカ(5) 腰越JSC     3:11.20   3   2
   3 竹内 優花(6) 坂城JAC     3:12.21   3   3
   4 和田 有菜(5) 川中島JRC     3:12.99   3   4
   5 堀内 智加(6) 中沢     3:13.70   3   5
   6 津金真由子(5) 堀金小     3:14.93   3   6
   7 永山 実来(6) 竜丘小     3:17.91   3   7
   8 上原 舞(6) 永明小     3:19.23   2   1
   9 西本 梨花(6) 川中島JRC     3:19.24   3   8
  10 矢澤 茉璃奈(6) 諏訪FA     3:19.67   3   9
  11 山岸 鈴加(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:20.44   3  10
  12 名取 萌花(6) 広丘小     3:23.07   3  11
  13 佐藤 真由(5) 東っ子ｸﾗﾌﾞ     3:24.44   3  12
  14 竹内 美翔(6) 川中島JRC     3:24.45   2   2
  15 斉藤 眞夕(6) 大野川小     3:24.72   3  13
  16 岡村 未歩(6) 川中島JRC     3:26.11   3  14
  17 篠塚 香里(5) 仁礼     3:26.51   3  15
  18 小林 菜々夏(5) 腰越JSC     3:26.79   3  16
  19 曽根原とうこ(6) 山形小     3:29.29   2   3
  19 宮川 瑞穂(6) 高甫     3:29.29   3  17
  21 滝沢 菜絵(5) 川中島JRC     3:29.39   3  18
  22 松澤 綾音(5) 喬木第一小     3:29.81   2   4
  23 松田 未来(6) 喬木第二小     3:29.85   2   5
  24 稲田 有彩(6) 白馬北小     3:29.92   1   1
  25 池上 有咲(6) 赤穂東     3:31.57   2   6
  26 今井 萌(6) 小井川小     3:34.53   1   2
  27 高橋 未来(6) 赤穂     3:34.69   2   7
  28 青木 朱穂(6) 戸狩     3:35.03   2   8
  29 樋沢 早帆美 本原     3:35.14   1   3
  30 小須田 未羽(5) 更埴陸上教     3:35.19   2   9
  31 田中 杏子(6) 永明小     3:35.24   1   4
  32 銭坂 晴日(6) 三郷小     3:35.25   2  10
  33 鵜澤 小夏(6) 富士里     3:36.66   2  11
  34 金子 二葉(6) 美篶     3:36.84   3  19
  35 上原 春香(6) 山辺小     3:36.93   2  12
  36 尾川 史花(6) 穂高南小     3:37.66   2  13
  37 清水 彩音(6) 南箕輪     3:38.47   3  20
  38 薛 崚子(5) 北安松川小     3:38.48   2  14
  39 岡澤 沙季(6) 小谷小     3:39.45   2  15
  40 宮坂 綾乃(6) 原PCｼﾞｭﾆｱ     3:39.84   1   5
  41 神長 汐音(5) 南牧南     3:40.90   1   6
  42 小林 千佳(6) 飯山小ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:41.24   2  16
  43 由井 碧美(6) 川上第一     3:41.70   1   7
  44 唐木 実緒(6) 木島     3:43.08   1   8
  45 田村 真尋(5) 南相木ｸﾗﾌﾞ     3:43.76   1   9
  46 吉江 美季(6) 豊科北     3:44.06   2  17
  47 渡部 優可里(6) 西部AC     3:44.32   1  10
  48 佐藤  優里彩(5) 御代田南陸上ｸﾗ     3:44.71   1  11
  49 黒川真由香(5) 大町北小     3:44.94   2  18
  50 髙見澤 こなつ(6) 南牧南     3:45.12   1  12
  51 酒井 菜月(6) ｲｲﾀﾞｯｼｭ     3:46.58   1  13
  52 吉澤　里奈(6) 塩尻吉田小     3:47.86   1  14
  53 新海 妃菜(6) 川上第一     3:49.34   1  15
  54 湯本 珠実(5) 豊科東小     3:49.56   2  19
  55 篠原 芙由子(5) 岩村田AC     3:49.84   1  16
  56 千見寺美未香(6) 鎌田小     3:51.03   1  17
  57 木内 麗(6) 岸野T&F     3:52.46   1  18
  58 小林 菜海(6) 西部AC     3:52.67   1  19
  59 難波 千秋(6) 西部AC     3:52.88   1  20
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決勝 6月27日 13:40

長野県小学生(ER)                13.19 金田　華実                   浅科AC           2009/06/29  

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -0.6

 1 池田 杏莉(4)     16.98  1 高橋　麻奈華(5)     16.24 
ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾘ 芝沢小 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｶ 長地小

 2 臼井 緑彩(4)     16.99  2 中島　茉帆(5)     16.44 
ｳｽｲ ﾂｶｻ 穂高西小 ﾅｶｲﾏ ﾏﾎ 田中陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 宮坂 さくら(4)     17.34  3 小口　寿子(5)     16.78 
ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ 高島小 ｵｸﾞﾁ ﾋｻｺ 高島小

 4 久保田良子(4)     17.49  4 佐藤 緋莉(5)     16.90 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｺ 本城小 ｻﾄｳ ｱｶﾘ 浅科a.c.

 5 吉田 楓(4)     17.66  5 藤澤 夏乃(5)     17.12 
ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 下諏訪南小 ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂﾉ 大町西小

 6 宮坂 莉奈(4)     18.66  6 西牧亜加莉(5)     17.19 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾅ 諏訪ｼﾞｭﾆｱ ﾆｼﾏｷ ｱｶﾘ 梓川小

 7 髙橋 紀乃(4)     18.94  7 細澤 彩香(5)     17.27 
ﾀｶﾊｼ ｷﾉ 西部AC ﾎｿｻﾞﾜ ｱﾔｶ 大町南小
中田 藍里(4)  8 池田 茜(5)     17.51 
ﾅｶﾀ ｱｲﾘ 波田GTR ｲｹﾀﾞ ｱｶﾈ 穂高南小

 9 小木曽里沙(5)     17.61 
ｵｷﾞｿ  ﾘｻ 開智小

[ 3組] 風速 -4.5 [ 4組] 風速 -2.3

 1 桐山 千鶴(6)     15.57  1 永渡 彩加(5)     15.35 
ｷﾘﾔﾏ ﾁﾂﾞﾙ ｺﾒｯﾄ波田 ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ｱﾔｶ 坂城JAC

 2 上野未来(6)     15.79  2 二村 美羽(5)     16.12 
ｳｴﾉﾐｸ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾆﾑﾗ ﾐｳ ｺﾒｯﾄ波田

 3 髙見　李那(6)     16.01  3 花村 温子(5)     16.39 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 宮川小 ﾊﾅﾑﾗ ｱﾂｺ 豊科北

 4 川上 紗英(6)     16.72  4 戸田 すみれ(4)     16.88 
ｶﾜｶﾐ ｻｴ 穂高西小 ﾄﾀﾞ ｽﾐﾚ 南箕輪

 5 小林 彩奈(6)     16.82  5 籾山かえで(4)     18.55 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 飯島 ﾓﾐﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 豊科北

 6 川上 紗世(6)     16.95  6 落合 真由(5)     18.75 
ｶﾜｶﾐ ｻﾖ 大町西小 ｵﾁｱｲ  ﾏﾕ 昭和

 7 北澤 菜々星(6)     17.25  7 望月 結以(5)     19.36 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅｾ 赤穂 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 小口 未来(6)     17.32  8 松岡みず穂(4)     21.92 
ｵｸﾞﾁ ﾐｸ 開明小 ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 芳川小

 9 山本 奈穂(6)     17.46 
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾎ 西部AC

No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
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   1 永渡 彩加(5) 坂城JAC     15.35 (-2.3)   4   1
   2 桐山 千鶴(6) ｺﾒｯﾄ波田     15.57 (-4.5)   3   1
   3 上野未来(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.79 (-4.5)   3   2
   4 髙見　李那(6) 宮川小     16.01 (-4.5)   3   3
   5 二村 美羽(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.12 (-2.3)   4   2
   6 高橋　麻奈華(5) 長地小     16.24 (-0.6)   2   1
   7 花村 温子(5) 豊科北     16.39 (-2.3)   4   3
   8 中島　茉帆(5) 田中陸上ｸﾗﾌﾞ     16.44 (-0.6)   2   2
   9 川上 紗英(6) 穂高西小     16.72 (-4.5)   3   4
  10 小口　寿子(5) 高島小     16.78 (-0.6)   2   3
  11 小林 彩奈(6) 飯島     16.82 (-4.5)   3   5
  12 戸田 すみれ(4) 南箕輪     16.88 (-2.3)   4   4
  13 佐藤 緋莉(5) 浅科a.c.     16.90 (-0.6)   2   4
  14 川上 紗世(6) 大町西小     16.95 (-4.5)   3   6
  15 池田 杏莉(4) 芝沢小     16.98 (+0.8)   1   1
  16 臼井 緑彩(4) 穂高西小     16.99 (+0.8)   1   2
  17 藤澤 夏乃(5) 大町西小     17.12 (-0.6)   2   5
  18 西牧亜加莉(5) 梓川小     17.19 (-0.6)   2   6
  19 北澤 菜々星(6) 赤穂     17.25 (-4.5)   3   7
  20 細澤 彩香(5) 大町南小     17.27 (-0.6)   2   7
  21 小口 未来(6) 開明小     17.32 (-4.5)   3   8
  22 宮坂 さくら(4) 高島小     17.34 (+0.8)   1   3
  23 山本 奈穂(6) 西部AC     17.46 (-4.5)   3   9
  24 久保田良子(4) 本城小     17.49 (+0.8)   1   4
  25 池田 茜(5) 穂高南小     17.51 (-0.6)   2   8
  26 小木曽里沙(5) 開智小     17.61 (-0.6)   2   9
  27 吉田 楓(4) 下諏訪南小     17.66 (+0.8)   1   5
  28 籾山かえで(4) 豊科北     18.55 (-2.3)   4   5
  29 宮坂 莉奈(4) 諏訪ｼﾞｭﾆｱ     18.66 (+0.8)   1   6
  30 落合 真由(5) 昭和     18.75 (-2.3)   4   6
  31 髙橋 紀乃(4) 西部AC     18.94 (+0.8)   1   7
  32 望月 結以(5) 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ     19.36 (-2.3)   4   7
  33 松岡みず穂(4) 芳川小     21.92 (-2.3)   4   8
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決勝 6月27日 12:00

長野県小学生(ER)                 1.35 小松　美菜                   木島平南部       1997/08/30  
有賀　楓子                   西春近北         2005/08/27  

前田 花奈(6)
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東
高橋有美花(6)
ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｶ 大町南小
池田 玲(6)
ｲｹﾀﾞ ﾚｲ 東っ子ｸﾗﾌﾞ
堀井 満里奈(6)
ﾎﾘｲ ﾏﾘﾅ 宮田
坂元ひより(6)
ｻｶﾓﾄ ﾋﾖﾘ 穂高北小
伊原 由茉(6)
ｲﾊﾗ ﾕﾏ 下久堅小
山田 夏綺(6)
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 開田小
緑川 遥陽(6)
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾊﾙﾋ 篠ﾉ井西
村松 明日見(6)
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 和田小
松﨑 美優(5)
ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾕｳ 西箕輪AC
日野 美香(6)
ﾋﾉ ﾐｶ 白馬南小
森泉 乃晏(6)
ﾓﾘｲｽﾞﾐ  ﾉｱﾝ 佐久西ｸﾗﾌﾞ
小澤 紀香(5)
ｵｻﾞﾜ  ﾉﾘｶ 辰野西
勝野 瞳菜(5)
ｶﾂﾉ ﾐﾅ 大町東小
中澤毬乃(5)
ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ 四賀小
米川 マリア(6)
ﾖﾈｶﾜ ﾏﾘｱ 追手町小
丸山さりな(6)
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾘﾅ 白馬AC
花岡 萌(6)
ﾊﾅｵｶ ﾓｴ 会染小
石神 愛(6)
ｲｼｶﾞﾐ ｱｲ 川田
保科 妃呂(6)
ﾎｼﾅ  ﾋﾛ 昭和
尾崎 まどか(6)
ｵｻﾞｷ ﾏﾄﾞｶ 日義小
雫田 知夏子(6)
ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾁｶｺ 高瀬AC
南澤 菜子(6)
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾅｺ 白馬南小
宮戸 香菜(5)
ﾐﾔﾄﾞ  ｶﾅ 木曽上田小
高中 麻衣(6)
ﾀｶﾅｶ ﾏｲ 軽井沢東部
松澤 希(6)
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 南箕輪
中原 有紀子(6)
ﾅｶﾊﾗ ﾕｷｺ 宗賀小
清水 彩花(5)
ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 豊科東小
山口 亜友(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾕ 梓川小
福士 夕生(6)
ﾌｸｼ ﾕｳｷ 小山
阿部 あゆ美(6)
ｱﾍﾞ ｱﾕﾐ 高瀬AC
行田 美咲(6)
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾐｻｷ 軽井沢東部
市村 綾香(6)
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔｶ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ
元田 つぐみ(6)
ﾓﾄﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ 川田
石坂 麻菜(5)
ｲｼｻﾞｶ  ﾏﾅ 昭和
宍戸 琴葉(5)
ｼｼﾄﾞ ｺﾄﾊ 豊科東小
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小学生女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



永井 紀香(6)
ﾅｶﾞｲ ﾉﾘｶ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ
市川 志菜(5)
ｲﾁｶﾜ ｼﾅ 西部AC
上原 百華(6)
ｳｴﾊﾗ ﾓﾓｶ 佐久城山AC
熊谷 瑞希(5) 記録なし
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ 富草小
塚原 夏希(5) 記録なし
ﾂｶﾊﾗ ﾅﾂｷ 麻績小
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備考1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m27順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録

小学生女子

走高跳



決勝 (1,2組) 6月27日 13:30

長野県小学生(ER)                 4.50 宮本　由紀                   飯山市           1988/10/30  
椎名　昌美                   座光寺           1992/06/28  

[ 1組]
 ３回の
 最高記録

井出 真愛(6)   3.93   3.17   3.37    3.93    3.93 
ｲﾃﾞ ﾏﾅ 日義小   -2.0   -1.3   -1.4    -2.0    -2.0
横坂 光希(6)    x    x   3.88    3.88    3.88 
ﾖｺｻｶ ﾐﾂｷ 洗馬小   -1.9    -1.9    -1.9
羽生田 早希(6)   3.56   3.75   3.43    3.75    3.75 
ﾊﾆｳﾀﾞ ｻｷ 豊丘   -3.9   -0.8   +1.4    -0.8    -0.8
小口 朋花(6)   3.52    x   3.74    3.74    3.74 
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 長地小   -2.3   -1.7    -1.7    -1.7
宮坂 彩夏(6)   3.63   3.70   3.69    3.70    3.70 
ﾐﾔｻｶｱﾔｶ 南箕輪南部   -2.0   -1.0   -1.0    -1.0    -1.0
山城 江莉菜(6)   3.67   3.36   3.51    3.67    3.67 
ﾔﾏｼﾛ ｴﾘﾅ 坂城JAC   +0.6   -1.5   -0.6    +0.6    +0.6
井口 咲(5)   3.56    x   3.49    3.56    3.56 
ｲｸﾞﾁ ｻｷ 岡谷小   -3.3   -2.3    -3.3    -3.3
酒井 麻絵(6)   3.55   3.48   3.52    3.55    3.55 
ｻｶｲ ﾏｴ 柏原   -2.6   -2.0   -1.5    -2.6    -2.6
瀬在 理沙(5)   3.39   3.21   3.33    3.39    3.39 
ｾｻﾞｲ ﾘｻ 上田市西小ｸﾗﾌﾞ   -1.0   -1.0   -0.1    -1.0    -1.0
北條 珠緒(6)   3.28   3.38   3.38    3.38    3.38 
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀﾏｵ 富県   +0.2   -2.0   -2.2    -2.2    -2.2
白石 茉優子(6)   3.33   3.38   3.36    3.38    3.38 
ｼﾗｲｼ ﾏﾕｺ 中込   -1.4   -2.6   -1.9    -2.6    -2.6
石嶺 李安(6)   3.38   3.23   2.75    3.38    3.38 
ｲｼﾐﾈ ﾘｱﾝ 朝日小   -2.4   -1.7   -0.9    -2.4    -2.4
鈴木 あみり(6)   3.37   3.13    x    3.37    3.37 
ｽｽﾞｷ ｱﾐﾘ 丸山小   -2.0   -1.1    -2.0    -2.0
山本 風菜(5)    x   3.13   3.28    3.28    3.28 
ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳﾅ 西部AC   -3.9   -4.3    -4.3    -4.3
伊藤 萌花(6)   3.14    x   3.27    3.27    3.27 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ ｽﾎﾟｺﾐ東北   +0.3   +0.3    +0.3    +0.3
藤森 優衣(5)   3.10   3.25   3.07    3.25    3.25 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ 湖南小   +1.1   -0.8   -2.0    -0.8    -0.8
柴﨑 玲奈(6)   3.06   3.23   3.00    3.23    3.23 
ｼﾊﾞｻｷ ﾚｲﾅ 大岡   -1.6   -3.0   -1.3    -3.0    -3.0
林 南歩(6)   3.22   2.98   3.17    3.22    3.22 
ﾊﾔｼ ﾅﾎ 上郷小   +0.4   -2.2   -1.4    +0.4    +0.4
森口 沙弥(5)   3.22   2.99   3.02    3.22    3.22 
ﾓﾘｸﾞﾁｻﾔ 下條小   -1.1   -1.1   +0.2    -1.1    -1.1
清水 優光(6)   3.02   2.93   3.19    3.19    3.19 
ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ 戸狩   -0.7   -1.2   -1.0    -1.0    -1.0
北村 雪乃(6)    x   2.91   3.16    3.16    3.16 
ｷﾀﾑﾗ ﾕｷﾉ 仁礼   -1.8   -1.8    -1.8    -1.8
熊谷 美咲(6)    x   2.93   3.10    3.10    3.10 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｻｷ 天龍小   -2.1   -1.4    -1.4    -1.4
小須田 彩音(6)   3.08   3.01   2.75    3.08    3.08 
ｺｽﾀﾞ ｱﾔﾈ 臼田   -0.4   +1.2   +0.8    -0.4    -0.4
松下 結衣(6)   2.86   2.88   3.04    3.04    3.04 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｲ 上郷小   -2.8   -2.6   -0.7    -0.7    -0.7
小林 優生(6)   3.02   3.00    x    3.02    3.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 仁礼   -3.1   -2.0    -3.1    -3.1
入江 唯(6)    x    x   2.95    2.95    2.95 
ｲﾘｴ ﾕｲ 白馬AC   -1.7    -1.7    -1.7
渡辺 奈々(5)   2.75   2.74   2.63    2.75    2.75 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ 小海   -1.1   -2.0   -1.2    -1.1    -1.1
中澤樹里(6)    x   2.62   2.65    2.65    2.65 
ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 平根AC   -3.0   -1.7    -1.7    -1.7
竹花 小紀子(6) 欠場
ﾀｹﾊﾅ ｻｷｺ 平根AC

小学生女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 27  2506

-3- -4- -5- -6-

2 22  2530

3 28  2359

4 25  2701

5 23  2799

6 29  2307

7 15  2698

8 26  2258

9 13  2005

10 24  2806

11 21  2121

12 11  2583

13 10  2905

14 6  2101

15 8  2334

16 7  2716

17 20  2249

18 5  2857

19 9  2860

20 2  2346

21 14  2386

22 19  2887

23 1  2042

24 18  2858

25 16  2385

26 17  2563

27 3  2083

28 4  2154

12  2155



[ 2組]
 ３回の
 最高記録

菊池 恵里(6)   4.05   3.29   3.87    4.05    4.05 
ｷｸﾁ  ｴﾘ 八千穂AC   +2.3   +1.3   +2.2    +2.3    +2.3
高見澤 晏佳(6)   4.01   3.86   3.70    4.01    4.01 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 坂城JAC   +2.3   +3.4   +0.7    +2.3    +2.3
青木 七海(5)   3.93    x    x    3.93    3.93 
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 芳川小   +2.6    +2.6    +2.6
長澤 妙(6)   3.61   3.66   3.86    3.86    3.86 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 白馬南小   +3.2   +1.3   +2.8    +2.8    +2.8
大森 玲奈(6)   3.53   3.30   3.64    3.64    3.64 
ｵｵﾓﾘ ﾚｲﾅ 柏原   +0.3   +0.8   +1.2    +1.2    +1.2
贄田 彩香(6)   3.52   3.47   3.62    3.62    3.62 
ﾆｴﾀﾞ ｱﾔｶ 原PCｼﾞｭﾆｱ   -1.9   -1.2   +1.0    +1.0    +1.0
中村 文音(6)   3.18   3.60   3.44    3.60    3.60 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 柏原   +1.4   +0.7   +2.2    +0.7    +0.7
盛田 このみ(6)   3.50   3.18   3.58    3.58    3.58 
ﾓﾘﾀ ｺﾉﾐ 柏原   +2.5   +1.7   +2.5    +2.5    +2.5
倉科 有希(6)   3.43   3.31   3.55    3.55    3.55 
ｸﾗｼﾅ ﾕｳｷ 大町西小   +1.3   +2.5   +2.9    +2.9    +2.9
宮澤 希(5)   3.51    x    x    3.51    3.51 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中部   +2.6    +2.6    +2.6
滝沢 未来(6)   3.25   3.29   3.49    3.49    3.49 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｸ 白馬北小   +1.1   +1.1   +2.1    +2.1    +2.1
小松 聖(6)   3.46   3.42   3.47    3.47    3.47 
ｺﾏﾂ  ﾋｼﾞﾘ 美篶   +1.7   +1.7   +2.8    +2.8    +2.8
山田 千寛(6)   3.39   3.45   3.13    3.45    3.45 
ﾔﾏﾀﾞ  ﾁﾋﾛ 美篶   +3.8   +3.0   +2.2    +3.0    +3.0
茅野 萌絵(5)   3.28   2.68   3.45    3.45    3.45 
ﾁﾉ ﾓｴ 穂高南小   +1.2   +1.0   +2.0    +2.0    +2.0
奥田 安美(6)   3.23   3.22   3.44    3.44    3.44 
ｵｸﾀ ｱﾐ 大野川小   +2.3   +1.6   +1.9    +1.9    +1.9
山中 楓菜(6)   3.25   3.23   3.37    3.37    3.37 
ﾔﾏﾅｶ ﾌｳﾅ 南牧南   -2.9   -1.2   +0.7    +0.7    +0.7
木村 楓(6)   3.29   2.49   3.35    3.35    3.35 
ｷﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 千曲   -0.5   +2.3   +0.9    +0.9    +0.9
今井 悠菜(6)   3.16   3.32   3.25    3.32    3.32 
ｲﾏｲ ﾊﾙﾅ 朝日小   +2.0   +1.3   +2.7    +1.3    +1.3
小林 直央(5)   3.25   3.10   3.32    3.32    3.32 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 穂高北小   -1.4    0.0   +1.7    +1.7    +1.7
小宮山 花恵(5)    x   3.26   2.95    3.26    3.26 
ｺﾐﾔﾏ ｶｴ 八千穂AC   +1.2   +1.5    +1.2    +1.2
宮崎 涼花(5)   3.22    x    x    3.22    3.22 
ﾐﾔｻﾞｷ ｽｽﾞｶ 大野川小   -0.8    -0.8    -0.8
井上 和香奈(6)   3.19   3.16    x    3.19    3.19 
ｲﾉｳｴ ﾜｶﾅ 中込   +0.8   +1.0    +0.8    +0.8
黒川 涼音(5)   3.18    x   3.13    3.18    3.18 
ｸﾛｶﾜ ｽｽﾞﾈ 城山   -0.9   +1.0    -0.9    -0.9
小野 渚紗(6)   3.10   2.99   3.15    3.15    3.15 
ｵﾉ ﾅｷﾞｻ 城山   +0.7   +1.2   +1.7    +1.7    +1.7
澤田 まどか(6)   3.08   3.13   3.12    3.13    3.13 
ｻﾜﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 木祖源流TC   +2.4   +1.0   +2.0    +1.0    +1.0
青木  野々花(6)   2.86   2.93   2.98    2.98    2.98 
ｱｵｷ  ﾉﾉｶ 長野市陸上教   +0.8   -1.2   +1.7    +1.7    +1.7
南澤 英里子(5)   2.60    x   2.84    2.84    2.84 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｴﾘｺ 美南ｶﾞ丘AC   +0.6   +2.3    +2.3    +2.3
小川  綾(6)    x    x    x 記録なし
ｵｶﾞﾜ ｱﾔ 木曽上田小
小松 晴菜(6) 欠場
ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ 長地小

小学生女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考

1 29  2145

-4- -5- -6- 記録

2 15  2306

3 28  2680

4 23  2567

5 20  2256

6 8  2748

7 11  2255

8 27  2257

9 21  2536

10 24  2771

11 19  2570

12 25  2811

13 22  2810

14 13  2472

15 14  2666

16 5  2134

17 4  2105

18 18  2582

19 10  2479

20 16  2144

21 12  2667

22 6  2122

23 1  2319

24 3  2320

25 17  2510

26 9  2371

27 2  2149

26  2509

7  2702



P. 17

長野県小学生(ER)                 4.50 宮本　由紀                   飯山市           1988/10/30  
椎名　昌美                   座光寺           1992/06/28  

菊池 恵里(6) 八千穂AC
ｷｸﾁ  ｴﾘ ﾔﾁﾎAC
高見澤 晏佳(6) 坂城JAC
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾊﾙｶ ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ
井出 真愛(6) 日義小
ｲﾃﾞ ﾏﾅ ﾋﾖｼｼｮｳ
青木 七海(5) 芳川小
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ ﾖｼｶﾜｼｮｳ
横坂 光希(6) 洗馬小
ﾖｺｻｶ ﾐﾂｷ ｾﾊﾞｼｮｳ
長澤 妙(6) 白馬南小
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ
羽生田 早希(6) 豊丘
ﾊﾆｳﾀﾞ ｻｷ ﾄﾖｵｶ
小口 朋花(6) 長地小
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓｶ ｵｻﾁｼｮｳ
宮坂 彩夏(6) 南箕輪南部
ﾐﾔｻｶｱﾔｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾅﾝﾌﾞ
山城 江莉菜(6) 坂城JAC
ﾔﾏｼﾛ ｴﾘﾅ ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ
大森 玲奈(6) 柏原
ｵｵﾓﾘ ﾚｲﾅ ｶｼﾜﾊﾞﾗ
贄田 彩香(6) 原PCｼﾞｭﾆｱ
ﾆｴﾀﾞ ｱﾔｶ ﾊﾗﾋﾟｰｼｰｼﾞｭﾆｱ
中村 文音(6) 柏原
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ ｶｼﾜﾊﾞﾗ
盛田 このみ(6) 柏原
ﾓﾘﾀ ｺﾉﾐ ｶｼﾜﾊﾞﾗ
井口 咲(5) 岡谷小
ｲｸﾞﾁ ｻｷ ｵｶﾔｼｮｳ
酒井 麻絵(6) 柏原
ｻｶｲ ﾏｴ ｶｼﾜﾊﾞﾗ
倉科 有希(6) 大町西小
ｸﾗｼﾅ ﾕｳｷ ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ
宮澤 希(5) 箕輪中部
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ
滝沢 未来(6) 白馬北小
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｸ ﾊｸﾊﾞｷﾀｼｮｳ
小松 聖(6) 美篶
ｺﾏﾂ  ﾋｼﾞﾘ ﾐｽｽﾞ
山田 千寛(6) 美篶
ﾔﾏﾀﾞ  ﾁﾋﾛ ﾐｽｽﾞ
茅野 萌絵(5) 穂高南小
ﾁﾉ ﾓｴ ﾎﾀｶﾐﾅﾐ
奥田 安美(6) 大野川小
ｵｸﾀ ｱﾐ ｵｵﾉｶﾞﾜｼｮｳ
瀬在 理沙(5) 上田市西小ｸﾗﾌﾞ
ｾｻﾞｲ ﾘｻ ｳｴﾀﾞﾆｼｼｮｳ
北條 珠緒(6) 富県
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀﾏｵ ﾄﾐｶﾞﾀ
白石 茉優子(6) 中込
ｼﾗｲｼ ﾏﾕｺ ﾅｶｺﾞﾐ
石嶺 李安(6) 朝日小
ｲｼﾐﾈ ﾘｱﾝ ｱｻﾋｼｮｳ
山中 楓菜(6) 南牧南
ﾔﾏﾅｶ ﾌｳﾅ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
鈴木 あみり(6) 丸山小
ｽｽﾞｷ ｱﾐﾘ ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ
木村 楓(6) 千曲
ｷﾑﾗ ｶｴﾃﾞ ﾁｸﾏ
今井 悠菜(6) 朝日小
ｲﾏｲ ﾊﾙﾅ ｱｻﾋｼｮｳ
小林 直央(5) 穂高北小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ ﾎﾀｶｷﾀ
山本 風菜(5) 西部AC
ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳﾅ ｾｲﾌﾞｴｰｼｰ
伊藤 萌花(6) ｽﾎﾟｺﾐ東北
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ ｽﾎﾟｺﾐﾄｳﾎｸ
小宮山 花恵(5) 八千穂AC
ｺﾐﾔﾏ ｶｴ ﾔﾁﾎAC

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 15:57

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

富松健夫
竹内秀樹

-１- -２- -３- -４-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 備考

1 2145   4.05   4.05

-５- -６- 記録 組順

  +2.3
  3.29
  +1.3

  3.87
  +2.2   +2.3

2- 1

2 2306   4.01   4.01
  +2.3

  3.86
  +3.4

  3.70
  +0.7   +2.3

2- 2

3 2506   3.93   3.93
  -2.0

  3.17
  -1.3

  3.37
  -1.4   -2.0

1- 1

4 2680   3.93   3.93
  +2.6

   x    x
  +2.6

2- 3

5 2530    x   3.88   x   3.88
  -1.9   -1.9

1- 2

6 2567   3.61   3.86
  +3.2

  3.66
  +1.3

  3.86
  +2.8   +2.8

2- 4

7 2359   3.56   3.75
  -3.9

  3.75
  -0.8

  3.43
  +1.4   -0.8

1- 3

8 2701   3.52   3.74
  -2.3

   x   3.74
  -1.7   -1.7

1- 4

9 2799   3.63   3.70
  -2.0

  3.70
  -1.0

  3.69
  -1.0   -1.0

1- 5

10 2307   3.67   3.67
  +0.6

  3.36
  -1.5

  3.51
  -0.6   +0.6

1- 6

11 2256   3.53   3.64
  +0.3

  3.30
  +0.8

  3.64
  +1.2   +1.2

2- 5

12 2748   3.52   3.62
  -1.9

  3.47
  -1.2

  3.62
  +1.0   +1.0

2- 6

13 2255   3.18   3.60
  +1.4

  3.60
  +0.7

  3.44
  +2.2   +0.7

2- 7

14 2257   3.50   3.58
  +2.5

  3.18
  +1.7

  3.58
  +2.5   +2.5

2- 8

15 2698   3.56   3.56
  -3.3

   x   3.49
  -2.3   -3.3

1- 7

16 2258   3.55   3.55
  -2.6

  3.48
  -2.0

  3.52
  -1.5   -2.6

1- 8

17 2536   3.43   3.55
  +1.3

  3.31
  +2.5

  3.55
  +2.9   +2.9

2- 9

18 2771   3.51   3.51
  +2.6

   x    x
  +2.6

2-10

19 2570   3.25   3.49
  +1.1

  3.29
  +1.1

  3.49
  +2.1   +2.1

2-11

20 2811   3.46   3.47
  +1.7

  3.42
  +1.7

  3.47
  +2.8   +2.8

2-12

21 2810   3.39   3.45
  +3.8

  3.45
  +3.0

  3.13
  +2.2   +3.0

2-13

22 2472   3.28   3.45
  +1.2

  2.68
  +1.0

  3.45
  +2.0   +2.0

2-14

23 2666   3.23   3.44
  +2.3

  3.22
  +1.6

  3.44
  +1.9   +1.9

2-15

24 2005   3.39   3.39
  -1.0

  3.21
  -1.0

  3.33
  -0.1   -1.0

1- 9

25 2806   3.28   3.38
  +0.2

  3.38
  -2.0

  3.38
  -2.2   -2.2

1-10

26 2121   3.33   3.38
  -1.4

  3.38
  -2.6

  3.36
  -1.9   -2.6

1-11

27 2583   3.38   3.38
  -2.4

  3.23
  -1.7

  2.75
  -0.9   -2.4

1-12

28 2134   3.25   3.37
  -2.9

  3.23
  -1.2

  3.37
  +0.7   +0.7

2-16

29 2905   3.37   3.37
  -2.0

  3.13
  -1.1

   x
  -2.0

1-13

30 2105   3.29   3.35
  -0.5

  2.49
  +2.3

  3.35
  +0.9   +0.9

2-17

31 2582   3.16   3.32
  +2.0

  3.32
  +1.3

  3.25
  +2.7   +1.3

2-18

32 2479   3.25   3.32
  -1.4

  3.10
   0.0

  3.32
  +1.7   +1.7

2-19

33 2101    x   3.28  3.13
  -3.9

  3.28
  -4.3   -4.3

1-14

34 2334   3.14   3.27
  +0.3

   x   3.27
  +0.3   +0.3

1-15

35 2144    x   3.26  3.26
  +1.2

  2.95
  +1.5   +1.2

2-20

_______________________________________________________________________________________________________________________
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 15:57

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

富松健夫
竹内秀樹

藤森 優衣(5) 湖南小
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ ｺﾅﾐｼｮｳ
柴﨑 玲奈(6) 大岡
ｼﾊﾞｻｷ ﾚｲﾅ ｵｵｵｶ
林 南歩(6) 上郷小
ﾊﾔｼ ﾅﾎ ｶﾐｻﾄｼｮｳ
森口 沙弥(5) 下條小
ﾓﾘｸﾞﾁｻﾔ ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ
宮崎 涼花(5) 大野川小
ﾐﾔｻﾞｷ ｽｽﾞｶ ｵｵﾉｶﾞﾜｼｮｳ
井上 和香奈(6) 中込
ｲﾉｳｴ ﾜｶﾅ ﾅｶｺﾞﾐ
清水 優光(6) 戸狩
ｼﾐｽﾞ ﾕﾐ ﾄｶﾞﾘ
黒川 涼音(5) 城山
ｸﾛｶﾜ ｽｽﾞﾈ ｼﾞｮｳﾔﾏ
北村 雪乃(6) 仁礼
ｷﾀﾑﾗ ﾕｷﾉ ﾆﾚｲ
小野 渚紗(6) 城山
ｵﾉ ﾅｷﾞｻ ｼﾞｮｳﾔﾏ
澤田 まどか(6) 木祖源流TC
ｻﾜﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ ｷｿｹﾞﾝﾘｭｳTC
熊谷 美咲(6) 天龍小
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｻｷ ﾃﾝﾘｭｳｼｮｳ
小須田 彩音(6) 臼田
ｺｽﾀﾞ ｱﾔﾈ ｳｽﾀﾞ
松下 結衣(6) 上郷小
ﾏﾂｼﾀ ﾕｲ ｶﾐｻﾄｼｮｳ
小林 優生(6) 仁礼
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ ﾆﾚｲ
青木  野々花(6) 長野市陸上教
ｱｵｷ  ﾉﾉｶ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
入江 唯(6) 白馬AC
ｲﾘｴ ﾕｲ ﾊｸﾊﾞｴｲｼｰ
南澤 英里子(5) 美南ｶﾞ丘AC
ﾐﾅﾐｻﾜ ｴﾘｺ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶ
渡辺 奈々(5) 小海
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ ｺｳﾐ
中澤樹里(6) 平根AC
ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾘ ﾋﾗﾈ
小川  綾(6) 木曽上田小 記録なし
ｵｶﾞﾜ ｱﾔ ｳｴﾀﾞｼｮｳ
竹花 小紀子(6) 平根AC 欠場
ﾀｹﾊﾅ ｻｷｺ ﾋﾗﾈ
小松 晴菜(6) 長地小 欠場
ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ ｵｻﾁｼｮｳ

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

36 2716   3.10   3.25

-５- -６- 記録 組順

  +1.1
  3.25
  -0.8

  3.07
  -2.0   -0.8

1-16

37 2249   3.06   3.23
  -1.6

  3.23
  -3.0

  3.00
  -1.3   -3.0

1-17

38 2857   3.22   3.22
  +0.4

  2.98
  -2.2

  3.17
  -1.4   +0.4

1-18

39 2860   3.22   3.22
  -1.1

  2.99
  -1.1

  3.02
  +0.2   -1.1

1-19

40 2667   3.22   3.22
  -0.8

   x    x
  -0.8

2-21

41 2122   3.19   3.19
  +0.8

  3.16
  +1.0

   x
  +0.8

2-22

42 2346   3.02   3.19
  -0.7

  2.93
  -1.2

  3.19
  -1.0   -1.0

1-20

43 2319   3.18   3.18
  -0.9

   x   3.13
  +1.0   -0.9

2-23

44 2386    x   3.16  2.91
  -1.8

  3.16
  -1.8   -1.8

1-21

45 2320   3.10   3.15
  +0.7

  2.99
  +1.2

  3.15
  +1.7   +1.7

2-24

46 2510   3.08   3.13
  +2.4

  3.13
  +1.0

  3.12
  +2.0   +1.0

2-25

47 2887    x   3.10  2.93
  -2.1

  3.10
  -1.4   -1.4

1-22

48 2042   3.08   3.08
  -0.4

  3.01
  +1.2

  2.75
  +0.8   -0.4

1-23

49 2858   2.86   3.04
  -2.8

  2.88
  -2.6

  3.04
  -0.7   -0.7

1-24

50 2385   3.02   3.02
  -3.1

  3.00
  -2.0

   x
  -3.1

1-25

51 2371   2.86   2.98
  +0.8

  2.93
  -1.2

  2.98
  +1.7   +1.7

2-26

52 2563    x   2.95   x   2.95
  -1.7   -1.7

1-26

53 2149   2.60   2.84
  +0.6

   x   2.84
  +2.3   +2.3

2-27

54 2083   2.75   2.75
  -1.1

  2.74
  -2.0

  2.63
  -1.2   -1.1

1-27

55 2154    x   2.65  2.62
  -3.0

  2.65
  -1.7   -1.7

1-28

2509    x

2155

2-     x    x

1-  

2702 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 11:30

長野県小学生(ER)                59.63 島田　美菜                   七二会           2006        
大会記録(GR)                    55.41 金沢　聖恩 西箕輪 2009

[ 1組]
 ３回の
 最高記録

大久保慶乃(6)
ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾉ 島立小学校
中嶋 菜南子(5)
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾅﾅｺ 青木島
大久保幸乃(6)
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｷﾉ 島立小学校
石川 園果(5)
ｲｼｶﾜ ｿﾉｶ 島内小
伊東 実春(6)
ｲﾄｳ  ﾐﾊﾙ 高遠
山岸 若菜(6)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾜｶﾅ 長丘
遠藤 瑠衣(6)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ 川岸小
下村 唯(6)
ｼﾓﾑﾗ ﾕｲ 佐久市東ｸﾗﾌﾞ
安達 彩衣(6)
ｱﾀﾞﾁ ｻｴ 坂城JAC
笠井 千香子(6)
ｶｻｲ ﾁｶｺ 千曲東
牛越真理菜(6)
ｳｼｺｼ ﾏﾘﾅ 生坂小
関 聖香理(5)
ｾｷ ﾋｶﾘ 共和
鈴木 友子(6)
ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ 南箕輪
熊谷 美希(5)
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ 洗馬小
内山 毬(6)
ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘ 小山
三島絵梨香(5)
ﾐｼﾏ ｴﾘｶ 東っ子ｸﾗﾌﾞ
小林陽美花(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｶ 鎌田小
新井 祐加(6)
ｱﾗｲ ﾕｶ 五常小
山口 なつき(5)
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾅﾂｷ 美篶
大西 瑛奈(6)
ｵｵﾆｼ ｴﾅ 木島
小野田 光里(6)
ｵﾉﾀﾞﾋｶﾘ 下條小
新井 比呂(6)
ｱﾗｲ ﾋﾛ 佐久市東ｸﾗﾌﾞ
小林 千那(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅ 宮川小
北島 光(5)
ｷﾀｼﾞﾏ  ｱｶﾘ 佐久東ｸﾗﾌﾞ
原 菜々子(5)
ﾊﾗ ﾅﾅｺ 宗賀小
和田 美椰(6)
ﾜﾀﾞ ﾐﾔ 木島

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学生女子

ﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  44.46

記録 備考

1 24  2672
 45.58    o    o   45.58

2 18  2236
   o  44.46    o  44.46 

 45.58 

  38.06

   o  43.66   43.66
3 26  2671

   o

4 23  2670
 38.06    o    o  38.06 

 43.66 

  36.31

   o  37.57   37.57
5 25  2819

   o

6 21  2360
   o    o  36.31  36.31 

 37.57 

  35.01

   o    o   36.19
7 3  2711

 36.19

8 22  2069
   x    o  35.01  35.01 

 36.19 

  34.34

 34.47    o   34.47
9 17  2305

   o

10 20  2340
   o    o  34.34  34.34 

 34.47 

  32.52

   o    o   33.19
11 19  2581

 33.19

12 9  2275
 32.52    o    o  32.52 

 33.19 

  31.67

   o    o   32.49
13 16  2793

 32.49

14 8  2529
   x  31.67    o  31.67 

 32.49 

  30.85

 31.47    o   31.47
15 15  2291

   o

16 1  2125
   o  30.85    o  30.85 

 31.47 

  30.32

 30.79    o   30.79
17 10  2647

   o

18 13  2648
   o    o  30.32  30.32 

 30.79 

  30.17

 30.27    o   30.27
19 12  2809

   o

20 11  2268
 30.17    o    o  30.17 

 30.27 

  28.10

 28.52    o   28.52
21 6  2861

   o

22 7  2067
 28.10    o    o  28.10 

 28.52 

  26.38

   o    o   27.55
23 5  2752

 27.55

24 4  2079
 26.38    o    o  26.38 

 27.55 

   o    o   26.32
25 14  2524

 26.32

 25.14 

 26.32 

26 2  2267
 25.14    o    o   25.14



[ 2組]
 ３回の
 最高記録

宮田くぬぎ(6) 大会新
ﾐﾔﾀ ｸﾇｷﾞ 池田小
木次 恵利香(6)
ｷﾂｷﾞ  ｴﾘｶ 中込
原 由紀乃(6)
ﾊﾗ ﾕｷﾉ 南箕輪
桑原 絵里華(6)
ｸﾜﾊﾗ ｴﾘｶ 栄東部
宮井 さくら(6)
ﾐﾔｲ ｻｸﾗ 竜丘小
高橋 アップル(6)
ﾀｶﾊｼ ｱｯﾌﾟﾙ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ
高野 美奈(6)
ﾀｶﾉ ﾐﾅ 会染小
宮下 桃歌(6)
ﾐﾔｼﾀ ﾓﾓｶ 大下條小
小田切 麻耶(6)
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏﾔ 飯山
西澤 沙弥(6)
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾔ 宗賀小
山本 彩未(6)
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾐ 芝沢小
赤塚 春奈(5)
ｱｶﾂｶ ﾊﾙﾅ 山形小
赤沼 夏美(6)
ｱｶﾇﾏ ﾅﾂﾐ 箕輪中部
常澤 雅(6)
ﾄｷｻﾞﾜ  ﾐﾔﾋﾞ 青木島
山浦 舞香(5)
ﾔﾏｳﾗ ﾏｲｶ 美南ｶﾞ丘AC
遠山 雅(5)
ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 阿智RC
倉科雨音(6)
ｸﾗｼﾅ ｱﾏﾈ 菅野小
関 茜音(5)
ｾｷ ｱｶﾈ 湖南小
大塚 愛(6)
ｵｵﾂｶ ｲﾄ 鍋屋田
中島 栞(6)
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾘ 南相木ｸﾗﾌﾞ
小山 桜利奈(5)
ｺﾔﾏ   ｻﾘﾅ 清内路小
小池 美羽(6)
ｺｲｹ ﾐｳ 富士見小
山田 楓(5)
ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 山形小
三井 咲都(5)
ﾐﾂｲ ｻﾄ 南牧南
両角 早葉(6)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｻﾖ 北山小

所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

小学生女子

ﾎﾞｰﾙ投

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1 25  2560
   o    o  55.63   55.63

  44.41

 55.63 

2 20  2120
   o    o  44.60   44.60

3 22  2790
   o    o  44.41  44.41 

 44.60 

  40.92

   o    o   42.80
4 23  2297

 42.80

5 17  2885
   o    o  40.92  40.92 

 42.80 

  39.96

 40.05    o   40.05
6 18  2168

   o

7 21  2533
 39.96    o    o  39.96 

 40.05 

  38.67

 39.06    o   39.06
8 8  2856

   x

9 24  2241
   o    o  38.67  38.67 

 39.06 

  37.40

 37.56    o   37.56
10 19  2523

   o

11 15  2650
   o    o  37.40  37.40 

 37.56 

  34.13

   o  35.87   35.87
12 13  2574

   o

13 11  2773
   o    o  34.13  34.13 

 35.87 

  33.80

 34.13    o   34.13
13 14  2235

   o

15 16  2151
   o  33.80    o  33.80 

 34.13 

  31.76

 32.02    o   32.02
16 6  2845

   o

17 10  2658
   o  31.76    o  31.76 

 32.02 

  29.93

   o  31.73   31.73
18 1  2717

   o

19 12  2377
   o    o  29.93  29.93 

 31.73 

  27.69

   o  29.03   29.03
20 4  2131

   o

21 7  2878
   x  27.69    o  27.69 

 29.03 

  25.64

   o  26.93   26.93
22 5  2751

   o

23 9  2575
 25.64    x    o  25.64 

 26.93 

  24.00

   o  25.23   25.23
24 2  2135

   o

25 3  2714
   x  24.00    x  24.00 

 25.23 
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長野県小学生(ER)                59.63 島田　美菜                   七二会           2006        
大会記録(GR)                    55.41 金沢　聖恩 西箕輪 2009

宮田くぬぎ(6) 池田小 大会新
ﾐﾔﾀ ｸﾇｷﾞ ｲｹﾀﾞｼｮｳ
大久保慶乃(6) 島立小学校
ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾉ ｼﾏﾀﾞﾁｼｮｳ
木次 恵利香(6) 中込
ｷﾂｷﾞ  ｴﾘｶ ﾅｶｺﾞﾐ
中嶋 菜南子(5) 青木島
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾅﾅｺ ｱｵｷｼﾞﾏ
原 由紀乃(6) 南箕輪
ﾊﾗ ﾕｷﾉ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ
大久保幸乃(6) 島立小学校
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｷﾉ ｼﾏﾀﾞﾁｼｮｳ
桑原 絵里華(6) 栄東部
ｸﾜﾊﾗ ｴﾘｶ ｻｶｴﾄｳﾌﾞ
宮井 さくら(6) 竜丘小
ﾐﾔｲ ｻｸﾗ ﾀﾂｵｶｼｮｳ
高橋 アップル(6) 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾀｶﾊｼ ｱｯﾌﾟﾙ ﾉｷﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ
高野 美奈(6) 会染小
ﾀｶﾉ ﾐﾅ ｱｲｿﾒｼｮｳ
宮下 桃歌(6) 大下條小
ﾐﾔｼﾀ ﾓﾓｶ ｵｵｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ
小田切 麻耶(6) 飯山
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏﾔ ｲｲﾔﾏ
石川 園果(5) 島内小
ｲｼｶﾜ ｿﾉｶ ｼﾏｳﾁｼｮｳ
伊東 実春(6) 高遠
ｲﾄｳ  ﾐﾊﾙ ﾀｶﾄｵ
西澤 沙弥(6) 宗賀小
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾔ ｿｳｶﾞｼｮｳ
山本 彩未(6) 芝沢小
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾐ ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ
山岸 若菜(6) 長丘
ﾔﾏｷﾞｼ ﾜｶﾅ ﾅｶﾞｵｶ
遠藤 瑠衣(6) 川岸小
ｴﾝﾄﾞｳ ﾙｲ ｶﾜｷﾞｼｼｮｳ
赤塚 春奈(5) 山形小
ｱｶﾂｶ ﾊﾙﾅ ﾔﾏｶﾞﾀｼｮｳ
下村 唯(6) 佐久市東ｸﾗﾌﾞ
ｼﾓﾑﾗ ﾕｲ ｻｸｼﾋｶﾞｼ
安達 彩衣(6) 坂城JAC
ｱﾀﾞﾁ ｻｴ ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ
笠井 千香子(6) 千曲東
ｶｻｲ ﾁｶｺ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ
赤沼 夏美(6) 箕輪中部
ｱｶﾇﾏ ﾅﾂﾐ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ
常澤 雅(6) 青木島
ﾄｷｻﾞﾜ  ﾐﾔﾋﾞ ｱｵｷｼﾞﾏ
山浦 舞香(5) 美南ｶﾞ丘AC
ﾔﾏｳﾗ ﾏｲｶ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶ
牛越真理菜(6) 生坂小
ｳｼｺｼ ﾏﾘﾅ ｲｸｻｶｼｮｳ
関 聖香理(5) 共和
ｾｷ ﾋｶﾘ ｷｮｳﾜ
鈴木 友子(6) 南箕輪
ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ
遠山 雅(5) 阿智RC
ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ ｱﾁRC
倉科雨音(6) 菅野小
ｸﾗｼﾅ ｱﾏﾈ ｽｶﾞﾉｼｮｳ
関 茜音(5) 湖南小
ｾｷ ｱｶﾈ ｺﾅﾐｼｮｳ
熊谷 美希(5) 洗馬小
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｷ ｾﾊﾞｼｮｳ
内山 毬(6) 小山
ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘ ｺﾔﾏ
三島絵梨香(5) 東っ子ｸﾗﾌﾞ
ﾐｼﾏ ｴﾘｶ ﾋｶﾞｼｯｺｸﾗﾌﾞ
小林陽美花(6) 鎌田小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｶ ｶﾏﾀﾞｼｮｳ

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 13:07

競技結果        小学生女子      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 2560
   o    o  55.63  55.63

2- 1

2 2672
 45.58    o    o  45.58

1- 1

3 2120
   o    o  44.60  44.60

2- 2

4 2236
   o  44.46    o  44.46

1- 2

5 2790
   o    o  44.41  44.41

2- 3

6 2671
   o    o  43.66  43.66

1- 3

7 2297
 42.80    o    o  42.80

2- 4

8 2885
   o    o  40.92  40.92

2- 5

9 2168
   o  40.05    o  40.05

2- 6

10 2533
 39.96    o    o  39.96

2- 7

11 2856
   x  39.06    o  39.06

2- 8

12 2241
   o    o  38.67  38.67

2- 9

13 2670
 38.06    o    o  38.06

1- 4

14 2819
   o    o  37.57  37.57

1- 5

15 2523
   o  37.56    o  37.56

2-10

16 2650
   o    o  37.40  37.40

2-11

17 2360
   o    o  36.31  36.31

1- 6

18 2711
 36.19    o    o  36.19

1- 7

19 2574
   o    o  35.87  35.87

2-12

20 2069
   x    o  35.01  35.01

1- 8

21 2305
   o  34.47    o  34.47

1- 9

22 2340
   o    o  34.34  34.34

1-10

23 2773
   o    o  34.13  34.13

2-13

23 2235
   o  34.13    o  34.13

2-13

25 2151
   o  33.80    o  33.80

2-14

26 2581
 33.19    o    o  33.19

1-11

27 2275
 32.52    o    o  32.52

1-12

28 2793
 32.49    o    o  32.49

1-13

29 2845
   o  32.02    o  32.02

2-15

30 2658
   o  31.76    o  31.76

2-16

31 2717
   o    o  31.73  31.73

2-17

32 2529
   x  31.67    o  31.67

1-14

33 2291
   o  31.47    o  31.47

1-15

34 2125
   o  30.85    o  30.85

1-16

35 2647
   o  30.79    o  30.79

1-17

_______________________________________________________________________________________________________________________
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 13:07

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

伊藤利博
竹内秀樹

新井 祐加(6) 五常小
ｱﾗｲ ﾕｶ ｺﾞｼﾞｮｳｼｮｳ
山口 なつき(5) 美篶
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾅﾂｷ ﾐｽｽﾞ
大西 瑛奈(6) 木島
ｵｵﾆｼ ｴﾅ ｷｼﾞﾏ
大塚 愛(6) 鍋屋田
ｵｵﾂｶ ｲﾄ ﾅﾍﾞﾔﾀ
中島 栞(6) 南相木ｸﾗﾌﾞ
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾘ ﾐﾅﾐｱｲｷ
小野田 光里(6) 下條小
ｵﾉﾀﾞﾋｶﾘ ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ
新井 比呂(6) 佐久市東ｸﾗﾌﾞ
ｱﾗｲ ﾋﾛ ｻｸｼﾋｶﾞｼ
小山 桜利奈(5) 清内路小
ｺﾔﾏ   ｻﾘﾅ ｾｲﾅｲｼﾞｼｮｳ
小林 千那(6) 宮川小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅ ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳ
小池 美羽(6) 富士見小
ｺｲｹ ﾐｳ ﾌｼﾞﾐｼｮｳ
北島 光(5) 佐久東ｸﾗﾌﾞ
ｷﾀｼﾞﾏ  ｱｶﾘ ｻｸﾋｶﾞｼ
原 菜々子(5) 宗賀小
ﾊﾗ ﾅﾅｺ ｿｳｶﾞｼｮｳ
山田 楓(5) 山形小
ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ ﾔﾏｶﾞﾀｼｮｳ
三井 咲都(5) 南牧南
ﾐﾂｲ ｻﾄ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
和田 美椰(6) 木島
ﾜﾀﾞ ﾐﾔ ｷｼﾞﾏ
両角 早葉(6) 北山小
ﾓﾛｽﾞﾐ ｻﾖ ｷﾀﾔﾏｼｮｳ

組順 備考順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３-

36 2648
   o    o

-６- 記録-４- -５-

 30.32  30.32
1-18

37 2809
   o  30.27    o  30.27

1-19

38 2268
 30.17    o    o  30.17

1-20

39 2377
   o    o  29.93  29.93

2-18

40 2131
   o    o  29.03  29.03

2-19

41 2861
   o  28.52    o  28.52

1-21

42 2067
 28.10    o    o  28.10

1-22

43 2878
   x  27.69    o  27.69

2-20

44 2752
 27.55    o    o  27.55

1-23

45 2751
   o    o  26.93  26.93

2-21

46 2079
 26.38    o    o  26.38

1-24

47 2524
 26.32    o    o  26.32

1-25

48 2575
 25.64    x    o  25.64

2-22

49 2135
   o    o  25.23  25.23

2-23

50 2267
 25.14    o    o

 24.00
2-24

 25.14
1-26

51 2714
   x  24.00    x

_______________________________________________________________________________________________________________________
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）



予選 6月27日 12:30
決勝 6月27日 16:05

長野県小学生(ER)                53.27 

大会記録(GR)                    54.21 

[ 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 開智小(A)  2627 達家 莉子(6)     57.97 q  1   4 ｺﾒｯﾄ波田(A)  2600 牛丸 亜美(6)     56.74 q

ｶｲﾁｼｮｳA ﾀﾂﾔ ﾘｺ ｺﾒｯﾄﾊﾀA ｳｼﾏﾙ ｱﾐ
 2628 須澤 美月(6)  2599 高波 舞(6)

ｽｻﾞﾜ ﾐｷ ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ
 2625 柳澤 果純(6)  2597 百瀬奈樹沙(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾐ ﾓﾓｾ ﾅｷﾞｻ
 2626 大石 彩未(6)  2598 竹内 桃子(6)

ｵｵｲｼ ｱﾐ ﾀｹｳﾁ ﾓﾓｺ
 2   2 梓川小  2613 遠藤 利佳(6)     58.85  2   8 開明小  2640 田中 日奈子(6)     58.81 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｶ ｶｲﾒｲｼｮｳ ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ
 2612 青木 弘江(6)  2639 小林 知弘(6)

ｱｵｷ ﾋﾛｴ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
 2615 湯本 理美(6)  2637 小嶋 瑞稀(6)

ﾕﾓﾄ ｻﾄﾐ ｺｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ
 2614 上村 彩世(6)  2636 後藤 しのぶ(6)

ｶﾐﾑﾗ ｱﾔｾ ｺﾞﾄｳ ｼﾉﾌﾞ
 3   9 穂高西小  2469 辻本 采香(6)   1:01.61  3   2 上田市西小ｸﾗﾌﾞ  2008 井出 真斗佳(5)   1:00.25 

ﾎﾀｶﾆｼ ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ ｳｴﾀﾞﾆｼｼｮｳ ｲﾃﾞ ﾏﾄﾞｶ
 2466 有賀 楓(6)  2007 三浦 優奈(5)

ｱﾙｶ ﾞｶｴﾃﾞ ﾐｳﾗ ﾕｳﾅ
 2467 青栁菜々美(6)  2006 山本 日和(5)

ｱｵﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ
 2468 富井亜沙香(6)  2004 瀧澤 鈴(5)

ﾄﾐｲ ｱｻｶ ﾀｷｻﾞﾜ ｽｽﾞ
 4   7 共和  2273 岡村 実里(6)   1:02.66  4   5 清水小(A)  2661 太田 もも(6)   1:00.97 

ｷｮｳﾜ ｵｶﾑﾗ ﾐﾉﾘ ｼﾐｽﾞｼｮｳA ｵｵﾀ  ﾓﾓ
 2271 中村 英(6)  2662 勝又 早紀子(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ ｶﾂﾏﾀ  ｻｷｺ
 2272 吉池 美緒(6)  2660 山本 幸奈(6)

ﾖｼｲｹ ﾐｵ ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｷﾅ
 2274 太田 早耶香(6)  2659 渡辺 実鈴(6)

ｵｵﾀ ｻﾔｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾐｽｽﾞ
 5   6 信州新町  2331 村松 あかり(5)   1:06.55  5   7 篠ﾉ井西  2313 酒井 彩花(5)   1:03.13 

ｼﾝｼｭｳｼﾝﾏﾁ ﾑﾗﾏﾂ  ｱｶﾘ ｼﾉﾉｲﾆｼ ｻｶｲ ｻﾔｶ
 2330 西澤 真衣(5)  2316 阿部 侑奈(5)

ﾆｼｻﾞﾜ  ﾏｲ ｱﾍﾞ ﾕｳﾅ
 2332 山本 晴日(5)  2314 北島 真菜(5)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾊﾙﾋ ｷﾀｼﾞﾏ ﾏﾅ
 2333 高木 美緒(5)  2315 宮澤 里菜(5)

ﾀｶｷ  ﾞﾐｵ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ
 6   3 南牧北  2136 中嶋 茜(6)   1:07.64  6   6 境小  2719 小池 智里(6)   1:03.32 

ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀ ﾅｶｼﾞﾏｱｶﾈ ｻｶｲｼｮｳ ｺｲｹ ﾁｻﾄ
 2141 菊池 穂奈美(6)  2718 伊藤 沙恵(6)

ｷｸﾁﾎﾅﾐ ｲﾄｳ ｻｴ
 2137 篠田 愛(6)  2721 佐谷 麻悠(6)

ｼﾉﾀﾞｱｲ ｻﾀﾆ ﾏﾕ
 2139 今井 菜々子(6)  2720 小林 遥香(6)

ｲﾏｲﾅﾅｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ
 7   4 ﾛﾃﾞｨｵ望月  2033 鶴田 結理(5)   1:08.90  7   9 更埴陸上教  2278 瀬野 郁苗(6)   1:03.79 

ﾛﾃﾞｨｵﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾙﾀ ﾕﾘ ｺｳｼｮｸﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ ｾﾉ ｶﾅｴ
 2031 尾口 美鈴(5)  2279 唐澤 真菜(6)

ｵｸﾞﾁ ﾐｽｽﾞ ｶﾗｻﾜ ﾏﾅ
 2032 飯沼 陽(5)  2280 宮澤 舞(6)

ｲｲﾇﾏ ﾐﾅﾐ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｲ
 2035 タカタ 里沙(5)  2281 小林 明日香(6)

ﾀｶﾀ ﾘｻ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ
  5 赤穂  2826 竹村 瑞香(6)   3 浅科a.c.  2118 佐藤 花音(6)

ｱｶﾎ ﾀｹﾑﾗ  ﾐｽﾞｶ 失格 ｱｻｼﾅ ｻﾄｳ ｶﾉﾝ 失格
 2825 所河 佑衣(6) R1(1-2)  2116 山浦 栞奈(6) R1(2-3)

ｼｮｶﾞﾜ  ﾕｲ ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾅ
 2824 吉田 紗菜子(6)  2115 渡辺 奈々(6)

ﾖｼﾀﾞ  ｻﾅｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ
 2827 齋藤 咲恵(6)  2119 高根 くるみ(6)

ｻｲﾄｳ  ｻｴ ﾀｶﾈ ｸﾙﾐ

小学生女子

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   2 豊科北(A)  2485 山口 樹々(6)     55.50 q  1   8 坂城JAC  2298 春原 愛莉紗(6)     53.88 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ ｽﾉﾊﾗ ｱﾘｻ 大会新
 2488 森 愛美(6)  2299 宮下 あかね(6)

ﾓﾘ ﾏﾅﾐ ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
 2487 西澤 羽純(6)  2300 田中 祐里(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ
 2486 佐藤 日奈(6)  2301 田村 有利奈(6)

ｻﾄｳ ﾋﾅ ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ
 2   5 ｺﾒｯﾄ波田(B)  2607 金銅 彩華(6)     59.39  2   9 小山  2293 増田 珠美(6)     59.09 

ｺﾒｯﾄﾊﾀB ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ ｺﾔﾏ ﾏｽﾀﾞ ﾀﾏﾐ
 2606 土田 詩苑(6)  2294 山岸 萌(6)

ﾂﾁﾀﾞ ｼｵﾝ ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴ
 2608 中村 芽生(5)  2296 中澤 香名(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾅ
 2605 宮澤 奈央(6)  2295 松本 純佳(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｵ ﾏﾂﾓﾄ ｽﾐｶ
 3   9 T&F佐久平  2029 市川 朋奈(6)     59.87  3   4 塩尻東小  2520 石塚 千菜(6)   1:00.03 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｲﾁｶﾜ  ﾄﾓﾅ ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼｼｮｳ ｲｼｽﾞｶ ﾁﾅ
 2026 小野 寛奈(6)  2518 中村 美緒(6)

ｵﾉ  ﾋﾛﾅ ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ
 2028 小沢 美結(6)  2517 田中 芹那(6)

ｵｻﾞﾜ  ﾐﾕ ﾀﾅｶ  ｾﾘﾅ
 2025 小林 愛琴(6)  2519 西郡 優(6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾏｺﾄ ﾆｼｺﾞｵﾘ ﾕｳ
 4   8 山ﾉ内東  2409 畔上侑香(6)   1:00.45  4   2 大町西小  2542 茅野 葵(6)   1:01.12 

ﾔﾏﾉｳﾁﾋｶﾞｼ ｱｾﾞｶﾞﾐﾕｳｶ ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ ﾁﾉ ｱｵｲ
 2410 丸山美奈子(6)  2541 古平 夢夏(6)

ﾏﾙﾔﾏﾐﾅｺ ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ
 2411 成澤朋花(6)  2544 飯島 彩加(6)

ﾅﾙｻﾜﾄﾓｶ ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ
 2412 山本華子(6)  2543 梨子田小夏(6)

ﾔﾏﾓﾄｶｺ ﾅｼﾀﾞ ｺﾅﾂ
 5   6 開智小(B)  2633 上條 香穂(5)   1:00.89  5   7 大町東小(A)  2548 内川 美幸(6)   1:01.24 

ｶｲﾁｼｮｳB ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾎ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳA ｳﾁｶﾜ ﾐﾕｷ
 2634 忽那 文香(5)  2549 水上 絢乃(6)

ｸﾂﾅ ｱﾔｶ ﾐｽﾞｶ ｱﾔﾉ
 2630 立山 涼華(5)  2547 中村あかね(6)

ﾀﾃﾔﾏ ｽｽﾞｶ ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ
 2632 太田 愛海(5)  2546 那須野綺音(6)

ｵｵﾀ ﾏﾅﾐ ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ
 6   4 城南小  2726 藤森 史花(6)   1:02.49  6   6 長  2011 田中 春那(6)   1:04.27 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾌﾐｶ ｵｻ ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ
 2727 久保 歩美(6)  2012 松沢 菜央(6)

ｸﾎﾞ ｱﾕﾐ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵ
 2728 桂川 真菜(6)  2015 橋詰 知佳(6)

ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾏﾅ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾁｶ
 2729 小松 怜子(6)  2013 山岸 澪衣(6)

ｺﾏﾂ ﾚｲｺ ﾔﾏｷﾞｼ ﾚｲ
 7   3 昭和  2322 春原 映見(5)   1:03.30  7   3 下條小(A)  2867 野中 橘花(6)   1:04.80 

ｼｮｳﾜ ｽﾉﾊﾗ  ｴﾐ ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳA ﾉﾅｶｷｮｳｶ
 2323 嵯峨 和泉(5)  2865 熊谷 美嬉(6)

ｻｶﾞ  ｲｽﾞﾐ ｸﾏｶﾞｲﾐｷ
 2324 北原 有麻(5)  2866 中島 優(6)

ｷﾀﾊﾗ  ﾕﾏ ﾅｶｼﾞﾏﾕｳ
 2325 山﨑 咲文香(5)  2864 亀割 菜月(6)

ﾔﾏｻﾞｷ  ｻﾔｶ ｶﾒﾜﾘﾅﾂｷ
 8   7 科野  2311 荻原 優(6)   1:03.79  8   5 伊賀良小  2848 赤澤 佳穂(5)   1:09.21 

ｼﾅﾉ ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳ ｲｶﾞﾗｼｮｳ ｱｶｻﾞﾜ ｶﾎ
 2312 小林 智佳(6)  2849 小椋 向日葵(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｶ ｵｸﾞﾗ ﾋﾏﾘ
 2310 池田 なつき(6)  2851 武馬 望美(5)

ｲｹﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾌﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ
 2309 白鳥 あかり(6)  2850 佐々木 桃華(5)

ｼﾛﾄﾘ ｱｶﾘ ｻｻｷ ﾓﾓｶ

小学生女子

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   9 南箕輪  2798 渡邉 友香(6)     56.58 q  1   6 長地小  2703 野村 朱里(6)     56.99 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ ｵｻﾁｼｮｳ ﾉﾑﾗ ｱｶﾘ
 2795 原 七瀬(6)  2705 山田 花菜(6)

ﾊﾗ ﾅﾅｾ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
 2797 佐藤 萌香(6)  2706 遠藤 千春(6)

ｻﾄｳ ﾓｴｶ ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾊﾙ
 2794 吉田 みさき(5)  2704 山田 彩加(6)

ﾖｼﾀ ﾞﾐｻｷ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
 2   7 岡田小(A)  2620 手塚鈴々佳(6)     59.48  2   7 附属長野(B)  2397 竹前 なぎさ(6)     57.33 q

ｵｶﾀﾞｼｮｳA ﾃﾂﾞｶ ﾘﾘｶ ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉB ﾀｹﾏｴ ﾅｷﾞｻ
 2621 藤原 リナ(6)  2398 倉石 依澄(6)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾅ ｸﾗｲｼ ｲｽﾞﾐ
 2622 西村 美菜(6)  2399 宮田 果歩(6)

ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅ ﾐﾔﾀ ｶﾎ
 2623 百瀬 心(6)  2400 高橋 沙綾(6)

ﾓﾓｾ ｺｺﾛ ﾀｶﾊｼ ｻｱﾔ
 3   3 水明AC  2085 川多 里穂(5)   1:00.04  3   2 飯島  2836 久保田 陽(6)     59.03 

ｽｲﾒｲｴｰｼｰ ｶﾜﾀ ﾘﾎ ｲｲｼﾞﾏ ｸﾎﾞﾀ ﾐﾅﾐ
 2087 高橋 千尋(5)  2838 大野 愛子(6)

ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ ｵｵﾉ ｱｲｺ
 2084 柳沢 優花(6)  2835 久保田 彩香(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｶ ｸﾎﾞﾀ ｻﾔｶ
 2086 小林 夢実(6)  2834 芦部 志保香(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾐ ｱｼﾍﾞ ｼﾎｶ
 4   6 山形小  2578 百瀬 麗(6)   1:00.97  4   3 豊丘  2357 柴田 みや(6)     59.97 

ﾔﾏｶﾞﾀｼｮｳ ﾓﾓｾ ﾚｲ ﾄﾖｵｶ ｼﾊﾞﾀ ﾐﾔ
 2576 籏町 佳代(6)  2358 中村 菜美(6)

ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾐ
 2577 平井 友梨(6)  2356 西山 エミリン(6)

ﾋﾗｲ ﾕﾘ ﾆｼﾔﾏ ｴﾐﾘﾝ
 2579 倉沢 果歩(6)  2355 山岸 ゆり(6)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ ﾔﾏｷﾞｼ ﾕﾘ
 5   8 附属長野(A)  2393 川原 泰葉(6)   1:01.93  5   4 下久堅小  2877 宮内 聖里奈(6)   1:00.86 

ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉA ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾊ ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ ﾐﾔｳﾁ ｾﾘﾅ
 2394 倉島 芳弥(6)  2876 下平 ひかる(6)

ｸﾗｼﾏ ﾖｼﾐ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾋｶﾙ
 2395 飯田 絵麻(6)  2872 池田 遥(6)

ｲｲﾀﾞ ｴﾏ ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｶ
 2396 小池 玲菜(6)  2874 尾曽 陽菜(6)

ｺｲｹ ﾚｲﾅ ｵｿ ﾊﾙﾅ
 6   2 西部AC  2097 大道寺 涼佳(6)   1:03.71  6   5 下條小(B)  2862 大石 萌衣(6)   1:04.36 

ｾｲﾌﾞｴｰｼｰ ﾀﾞｲｿﾞｳｼﾞ ｽｽﾞｶ ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳB ｵｵｲｼﾒｲ
 2093 鈴木 伽奈子(6)  2863 折山 美和(6)

ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ ｵﾘﾔﾏﾐﾜ
 2104 安藤 芽衣(6)  2870 松本 百子(6)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾒｲ ﾏﾂﾓﾄﾓﾓｺ
 2099 小須田 美花子(6)  2868 林 涼(6)

ｺｽﾀﾞ ﾐｶｺ ﾊﾔｼﾘｮｳ
 7   5 宮川小  2754 深井 梨央(6)   1:04.59  7   8 長野市陸上教  2367 外谷  茉里奈(5)   1:07.98 

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳ ﾌｶｲ ﾘｵ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ ﾄﾔ  ﾏﾘﾅ
 2753 鏑木 清花(6)  2368 湯本  成海(5)

ｶﾌﾞﾗｷﾞﾞ ｻﾔｶ ﾕﾓﾄ  ﾅﾙﾐ
 2755 渡邉 那歩(6)  2365 市川  優希(5)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾎ ｲﾁｶﾜ  ﾕｳｷ
 2756 伊藤 杏奈(6)  2366 大蔵  菜那子(5)

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ ｵｵｸﾗ  ﾅﾅｺ
 8   4 中野  2364 丸山 萌里(5)   1:06.80   9 箕輪中部  2777 牛越 彩夏(6)

ﾅｶﾉ ﾏﾙﾔﾏ ﾓｴﾘ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ ｳｼｺｼ ｱﾔｶ 失格
 2363 竹内 美月(5)  2776 河野 恵理子(6) R1(2-3)

ﾀｹｳﾁ ﾐﾂﾞｷ ｺｳﾉ ｴﾘｺ
 2362 黒川 結菜(5)  2780 鈴木 美空(6)

ｸﾛｶﾜ ﾕｲﾅ ｽｽﾞｷ ﾐｸ
 2361 児玉 菜々子(5)  2779 小田切 緑(6)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾅｺ ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ

小学生女子

4×100m



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 八千穂AC  2143 輿水 枝里(6)     57.63 q

ﾔﾁﾎAC ｺｼﾐｽﾞ  ｴﾘ
 2146 井出 真由(6)

ｲﾃﾞ ﾏﾕ
 2147 井出 心(6)

ｲﾃﾞ ｺｺﾛ
 2148 井出 幸歩(6)

ｲﾃﾞ  ﾕｷﾎ
 2   9 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  2899 菅沼 美風(5)     58.70 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｽｶﾞﾇﾏﾌｳｳｶ
 2901 細田 祐華(5)

ﾎｿﾀﾞﾕｳｶ
 2898 熊谷 真緒(5)

ｸﾏｶﾞｲﾏｵ
 2900 砂場 唯(6)

ｽﾅﾊﾞﾕｲ
 3   6 豊科北(B)  2494 臼井 美紅(5)     58.86 

ﾄﾖｼﾅｷﾀB ｳｽｲ ﾐｸ
 2496 木村 凌(5)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 2495 中澤 紫音(5)

ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ
 2493 斉藤 静花(5)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 4   7 美篶  2817 北原 優希(6)   1:00.47 

ﾐｽｽﾞ ｷﾀﾊﾗ  ﾕｳｷ
 2816 白鳥 里菜子(6)

ｼﾛﾄﾘ  ﾘﾅｺ
 2815 赤羽 れいか(6)

ｱｶﾊﾈ  ﾚｲｶ
 2814 伊藤 舞優梨(6)

ｲﾄｳ  ﾏﾕﾘ
 5   5 高島小  2736 飯坂 珠菜(6)   1:00.60 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ｲｲｻｶ ｼﾞｭﾅ
 2734 山本 梨香子(6)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｶｺ
 2737 松澤 咲弥(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｻﾔ
 2735 田邉 美森(6)

ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ
 6   8 青木島  2231 堀 那々夏(6)   1:02.77 

ｱｵｷｼﾞﾏ ﾎﾘ  ﾅﾅｶ
 2232 寺島 麻菜美(6)

ﾃﾗｼﾏ  ﾏﾅﾐ
 2233 中沢 美月(6)

ﾅｶｻﾞﾜ  ﾐﾂﾞｷ
 2234 木下 莉緒(6)

ｷﾉｼﾀ  ﾘｵ
 7   4 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ  2160 堀内 日雅(5)   1:05.57 

ﾉｷﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾎﾘｳﾁ ﾋﾉﾘ
 2164 辻 奈緒(5)

ﾂｼﾞ ﾅｵ
 2167 高塚 ななみ(5)

ﾀｶﾂｶ ﾅﾅﾐ
 2165 大池 聖(5)

ｵｵｲｹ ﾋｼﾞﾘ
  3 岸野Ｔ＆Ｆ  2048 池田 ゆきの(6)

ｷｼﾉT&F ｲｹﾀﾞ ﾕｷﾉ 失格
 2050 小塩 侑美(6) R1(1-2)

ｺｼｵ ﾕﾐ
 2045 木内 梨加(6)

ｷｳﾁ ﾘｶ
 2051 工藤 さくら(6)

ｸﾄﾞｳ ｻｸﾗ

小学生女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 坂城JAC  2298 春原 愛莉紗(6)     54.06 

ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ ｽﾉﾊﾗ ｱﾘｻ 大会新
 2299 宮下 あかね(6)

ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾈ
 2300 田中 祐里(6)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾘ
 2301 田村 有利奈(6)

ﾀﾑﾗ ﾕﾘﾅ
 2   6 豊科北(A)  2489 河西 あずさ(6)     56.46 

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ｶｻｲ ｱｽﾞｻ
 2486 佐藤 日奈(6)

ｻﾄｳ ﾋﾅ
 2487 西澤 羽純(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ
 2488 森 愛美(6)

ﾓﾘ ﾏﾅﾐ
 3   4 南箕輪  2796 今井 静空(6)     57.03 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｲﾏｲ ｼｽﾞｸ
 2795 原 七瀬(6)

ﾊﾗ ﾅﾅｾ
 2797 佐藤 萌香(6)

ｻﾄｳ ﾓｴｶ
 2794 吉田 みさき(5)

ﾖｼﾀ ﾞﾐｻｷ
 4   7 ｺﾒｯﾄ波田(A)  2600 牛丸 亜美(6)     57.29 

ｺﾒｯﾄﾊﾀA ｳｼﾏﾙ ｱﾐ
 2599 高波 舞(6)

ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ
 2597 百瀬奈樹沙(6)

ﾓﾓｾ ﾅｷﾞｻ
 2598 竹内 桃子(6)

ﾀｹｳﾁ ﾓﾓｺ
 5   8 長地小  2703 野村 朱里(6)     57.96 

ｵｻﾁｼｮｳ ﾉﾑﾗ ｱｶﾘ
 2705 山田 花菜(6)

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
 2706 遠藤 千春(6)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾊﾙ
 2704 山田 彩加(6)

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
 6   9 附属長野(B)  2397 竹前 なぎさ(6)     57.96 

ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉB ﾀｹﾏｴ ﾅｷﾞｻ
 2398 倉石 依澄(6)

ｸﾗｲｼ ｲｽﾞﾐ
 2399 宮田 果歩(6)

ﾐﾔﾀ ｶﾎ
 2400 高橋 沙綾(6)

ﾀｶﾊｼ ｻｱﾔ
 7   3 八千穂AC  2143 輿水 枝里(6)     58.18 

ﾔﾁﾎAC ｺｼﾐｽﾞ  ｴﾘ
 2146 井出 真由(6)

ｲﾃﾞ ﾏﾕ
 2147 井出 心(6)

ｲﾃﾞ ｺｺﾛ
 2148 井出 幸歩(6)

ｲﾃﾞ  ﾕｷﾎ
 8   2 開智小(A)  2627 達家 莉子(6)     58.76 

ｶｲﾁｼｮｳA ﾀﾂﾔ ﾘｺ
 2628 須澤 美月(6)

ｽｻﾞﾜ ﾐｷ
 2625 柳澤 果純(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾐ
 2626 大石 彩未(6)

ｵｵｲｼ ｱﾐ

決勝

小学生女子

4×100m
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