
第６回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会
　【開催日】平成22年4月29日（木・昭和の日）
　【会場】県松本平広域公園陸上競技場

大会記録  (GR ) 20:50

順 No 所属名 氏  名 記録／備考
 1 12 長野市 西本 梨花(6) 20:30 １位 坂城町 20:53

ﾅｶﾞﾉｼ ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 大会新 ２位 富士見町 22:17
小林 海仁(6) ３位 下諏訪町 22:23
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ
和田 有菜(5)
ﾜﾀﾞ ﾕﾅ
丸山 幸輝(5)
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ １位 南箕輪村 21:52

 2 36 駒ケ根市 竹村 瑞香(6) 20:36 ２位 宮田村 22:18
ｺﾏｶﾞﾈｼ ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 大会新 ３位 喬木村 22:34

大澤 智樹(6)
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ
堀内 智加(6)
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ
竹村 吉晃(6)
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ

 3 14 坂城町 千野 恵実(6) 20:53 
ｻｶｷﾏﾁ ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ

中沢 広野(6)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾔ
竹内 優花(6)
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ
中村 祐太(6)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ

 4 15 上田市 田中 ジェシカ(5) 21:02
ｳｴﾀﾞｼ ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ

高木 航志(5)
ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ
小林 菜々夏(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ
笹沢 健二(5)
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

 5 59 安曇野市 津金 真由子(5) 21:42
ｱﾂﾞﾐﾉｼ ﾂｶﾞﾈ ﾏﾕｺ

栢下 諒(6)
ｶﾔｼﾀ ﾏｺﾄ
鳥羽 美宇(6)
ﾄﾊﾞ ﾐｳ
大月 海世(6)
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ

 6 29 飯田市 澤柳 里香(6) 21:46
ｲｲﾀﾞｼ ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾘｶ

林 幹太(6)
ﾊﾔｼ ｶﾝﾀ
永山 実来(6)
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ
田畑 嵩明(6)
ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ

 7 39 南箕輪村 清水 彩音(6) 21:52
ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾑﾗ ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ

石倉 大輔(6)
ｲｼｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ
小林 園華(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾉｶ
高坂 雅也(6)
ｺｳｻｶ ﾏｻﾔ

 8 18 佐久市 羽毛田 咲(6) 21:57
ｻｸｼ ﾊｹﾀ ｻｷ

中山 智顕(6)
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ
星野 夢(6)
ﾎｼﾉ ﾕﾒ
長坂 勝次(6)
ﾅｶﾞｻｶ ｼｮｳｼﾞ

 9 13 千曲市 松林 唯(5) 22:03
ﾁｸﾏｼ ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾕｲ

秦 慧(6)
ﾊﾀ ｻﾄﾙ
小須田 未羽(5)
ｺｽﾀﾞ ﾐｳ
熊井 捷人(6)
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ

町の部

村の部

市町村対抗    

小学生駅伝          小学生駅伝          



第６回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会
　【開催日】平成22年4月29日（木・昭和の日）
　【会場】県松本平広域公園陸上競技場

順 No 所属名 氏  名 記録／備考 順 No 所属名 氏  名 記録／備考
10 45 茅野市 上原 舞(6) 22:12 20 3 山ノ内町 臼井 夏海(6) 22:47

ﾁﾉｼ ｳｴﾊﾗ ﾏｲ ﾔﾏﾉｳﾁﾏﾁ ｳｽｲ ﾅﾂﾐ
前島 陸哉(5) 笠原 陸(6)
ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ ｶｻﾊﾗ ﾘｸ
田中 杏子(6) 宮崎 日香里(6)
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾘ
矢島 洸一(5) 久保 湧聖(6)
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ ｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ

11 47 富士見町 小池 智里(6) 22:17 21 44 諏訪市 矢澤 茉璃奈(6) 22:53
ﾌｼﾞﾐﾏﾁ ｺｲｹ ﾁｻﾄ ｽﾜｼ ﾔｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ

名取 燎太(6) 岡崎 滉平(5)
ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ ｵｶｻﾞｷ ｺｳﾍｲ
仲田 梨紗(6) 市川 絢(5)
ﾅｶﾀﾞ ﾘｻ ｲﾁｶﾜ ｱﾔ
小林 幹(6) 湯澤 俊輔(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

12 37 宮田村 堀井 満里奈(6) 22:18 22 42 岡谷市 今井 萌(6) 22:55
ﾐﾔﾀﾑﾗ ﾎﾘｲ ﾏﾘﾅ ｵｶﾔｼ ｲﾏｲ ﾓｴ

小林 聡(6) 鮎沢 雅尚(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ
唐木 千穂(5) 夏川 優衣(4)
ｶﾗｷ ﾁﾎ ﾅﾂｶﾜ ﾕｲ
常盤 一平(6) 米山 幸伸(6)
ﾄｷﾜ ｲｯﾍﾟｲ ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ

13 43 下諏訪町 大平 結生(6) 22:23 23 62 大町市 高橋 有美花(6) 22:59
ｼﾓｽﾜﾏﾁ ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｲ ｵｵﾏﾁｼ ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｶ

小林 裕幸(6) 林 亮輔(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ
工藤 琉菜(6) 黒川 真由香(5)
ｸﾄﾞｳ ﾙﾅ ｸﾛｶﾜ ﾏﾕｶ
岩本 悠汰(6) 黒田 啓之(6)
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

14 11 信濃町 鵜沢 小夏(6) 22:26 24 5 飯山市 小林 千佳(6) 22:59
ｼﾅﾉﾏﾁ ｳｻﾞﾜ ｺﾅﾂ ｲｲﾔﾏｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶ

木田 元春(6) 佐藤 聖也(6)
ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ ｻﾄｳ ｾｲﾔ
小林 志織(5) 青木 朱穂(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ ｱｵｷ ｼｭﾎ
石田 貴大(6) 岩崎 真哉(6)
ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ

15 40 箕輪町 有賀 八枝美(6) 22:33 25 17 小諸市 佐藤 真由(5) 23:08
ﾐﾉﾜﾏﾁ ｱﾙｶﾞ ﾔｴﾐ ｺﾓﾛｼ ｻﾄｳ ﾏﾕｳ

小平 汰一(6) 荻原 慧(5)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｲﾁ ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ
唐沢 自希(6) 佐藤 雛子(6)
ｶﾗｻﾜ ﾐｽﾞｷ ｻﾄｳ ﾋﾅｺ
伊奈 奨悟(6) 相場 泰彦(6)
ｲﾅ ｼｮｳｺﾞ ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ

16 30 喬木村 松田 未来(6) 22:34 26 58 松本市 千見寺 美未香(6) 23:10
ﾀｶｷﾞﾑﾗ ﾏﾂﾀﾞ ﾐｸ ﾏﾂﾓﾄｼ ﾁｹﾝｼﾞ ﾐﾐｶ

木下 雄介(6) 加藤 匠(6)
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｽｹ ｶﾄｳ ﾀｸﾐ
松澤 綾音(5) 白山 涼香(5)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ ｼﾗﾔﾏ ｽｽﾞｶ
賜 正憲(6) 木村 祐太(6)
ﾀﾓｳ ﾏｻﾉﾘ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ

17 33 松川町 山岸 鈴加(6) 22:39 27 46 原村 宮坂 綾乃(6) 23:11
ﾏﾂｶﾜﾏﾁ ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ ﾊﾗﾑﾗ ﾐﾔｻｶ ｱﾔﾉ

松下 哲也(5) 北原 嶺(6)
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ ｷﾀﾊﾗ ﾚｲ
熊谷 有紗(6) 菊池 菜帆(6)
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾘｻ ｷｸﾁ ﾅﾎ
髙田 泰彦(5) 熊倉 直人(6)
ﾀｶﾀﾞ ﾔｽﾋｺ ｸﾏｸﾗ ﾅｵﾄ

18 60 松川村 甲斐澤 葉月(6) 22:46 28 35 飯島町 久保田 彩香(6) 23:15
ﾏﾂｶﾜﾑﾗ ｶｲｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ ｲｲｼﾞﾏﾏﾁ ｸﾎﾞﾀ ｻﾔｶ

宮坂 哲朗(6) 小菅 大地(6)
ﾐﾔｻｶ ﾃﾂﾛｳ ｺｽｶﾞ ﾀﾞｲﾁ
海藤 菜々恵(6) 満澤 加奈子(6)
ｶｲﾄｳ ﾅﾅｴ ﾐﾂｻﾞﾜ ｶﾅｺ
真島 雅季(6) 満澤 辰祥(5)
ﾏｼﾏ ﾏｻｷ ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀﾂﾖｼ

19 53 塩尻市 名取 萌花(6) 22:47 29 28 阿智村 熊谷 玲香(6) 23:22
ｼｵｼﾞﾘｼ ﾅﾄﾘ ﾓｴｶ ｱﾁﾑﾗ ｸﾏｶﾞｲ ﾚｲｶ

下村 勇喜(6) 藤倉 大地(6)
ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ ﾌｼﾞｸﾗ ﾀﾞｲﾁ
吉澤 三奈(6) 玉置 流佳(6)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾅ ﾀﾏｵｷ ﾊﾙｶ
西沢 航平(5) 飯嶋 亮(6)
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳ



第６回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会
　【開催日】平成22年4月29日（木・昭和の日）
　【会場】県松本平広域公園陸上競技場

順 No 所属名 氏  名 記録／備考 順 No 所属名 氏  名 記録／備考
30 61 池田町 前多 柚子奈(5) 23:39 40 4 野沢温泉村 丸山 希(6) 24:12

ｲｹﾀﾞﾏﾁ ﾏｴﾀﾞ ﾕｽﾞﾅ ﾉｻﾞﾜｵﾝｾﾝﾑﾗ ﾏﾙﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ
西山 蒼(6) 富井 大賀(6)
ﾆｼﾔﾏ ｿｳ ﾄﾐｲ ﾀｲｶﾞ
赤羽 南美(6) 鈴木 真衣(6)
ｱｶﾊﾈ ﾐﾅﾐ ｽｽﾞｷ ﾏｲ
宮下 大空(6) 宮崎 海(6)
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾀｶ ﾐﾔｻﾞｷ ｶｲ

31 8 須坂市 中島 虹菜(5) 23:40 41 6 中野市 宮澤 彩里沙(6) 24:13
ｽｻﾞｶｼ ﾅｶｼﾞﾏ ﾆﾅ ﾅｶﾉｼ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ

高野 大志(5) 小林 和(5)
ﾀｶﾉ ﾀｲｼ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞ
篠塚 香里(5) 高山 奈央(6)
ｼﾉﾂﾞｶ ｶｵﾘ ﾀｶﾔﾏ ﾅｵ
大屋 忠士(5) 武田 陽介(6)
ｵｵﾔ ﾀﾀﾞｼ ﾀｹﾀﾞ ﾖｳｽｹ

32 21 軽井沢町 渡部 優可里(6) 23:47 42 55 山形村 曽根原 とうこ(6) 24:25
ｶﾙｲｻﾞﾜﾏﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶﾘ ﾔﾏｶﾞﾀﾑﾗ ｿﾈﾊﾗ ﾄｳｺ

松村 優作(5) 上條 大悟(6)
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｻｸ ｶﾐｼﾞﾖｳ ﾀﾞｲｺﾞ
小林 菜海(6) 倉沢 果歩(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾐ ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
小須田美杪樹(6) 枝 銀雅(6)
ｺｽﾀﾞ ﾐｻｷ ｴﾀﾞ ｷﾞﾝｶﾞ

33 64 小谷村 岡澤 沙季(6) 23:48 43 9 小布施町 井出 雪月(6) 24:32
ｵﾀﾘﾑﾗ ｵｶｻﾞﾜ ｻｷ ｵﾌﾞｾｼ ｲﾃﾞ ﾕﾂﾞｷ

千国 友彦(5) 内山 朋也(6)
ﾁｸﾆ ﾄﾓﾋｺ ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ
入江 唯(6) 佐藤 夏菜(6)
ｲﾘｴ ﾕｲ ｻﾄｳ ｶﾅ
石塚 翔大(6) 関谷 賢二(5)
ｲｼﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ ｾｷﾔ ｹﾝｼﾞ

34 63 白馬村 中村 希成(6) 23:50 44 24 南相木村 中島 梨穂(6) 24:33
ﾊｸﾊﾞﾑﾗ ﾅｶﾑﾗ ｷﾅﾘ ﾅｷﾞｿﾑﾗ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾎ

横山 武史(6) 菊原 康士朗(6)
ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ ｷｸﾊﾗ ｺｳｼﾛｳ
稲田 有彩(6) 田村 真尋(5)
ｲﾅﾀﾞ ｱﾘｻ ﾀﾑﾗ ﾏﾋﾛ
泉原 直幸(6) 中島 大虎(6)
ｲｽﾞﾐﾊﾗ ﾅｵﾕｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ

35 38 伊那市 中原 優奈(6) 23:51 45 19 立科町 吾妻 美果(6) 24:37
ｲﾅｼ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾅ ﾀﾃｼﾅﾏﾁ ｱｶﾞﾂﾏ ﾐｶ

中原 陸(6) 大島 和也(6)
ﾅｶﾊﾗ ﾘｸ ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾔ
矢澤 桃子(6) 山浦 日和(6)
ﾔｻﾞﾜ ﾓﾓｺ ﾔﾏｳﾗ ﾋﾖﾘ
秋山 立樹(6) 依田 教佑(6)
ｱｷﾔﾏ ﾀﾂｷ ﾖﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

36 31 豊丘村 冨内 海里(5) 23:52 46 20 御代田町 酒井 菜月(6) 24:39
ﾄﾖｵｶﾑﾗ ﾄﾐｳﾁ ｶｲﾘ ﾐﾖﾀﾏﾁ ｻｶｲ ﾅﾂｷ

壬生 和希(6) 市川 洋平(6)
ﾐﾌﾞ ｶｽﾞｷ ｲﾁｶﾜ ﾖｳﾍｲ
菅沼 美風(5) 佐藤 優里彩(4)
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ ｻﾄｳ ﾕﾘｱ
小関 寅生(6) 盛次 晃弘(4)
ｺｾｷ ﾄﾗｵ ﾓﾘﾂｷﾞ ｱｷﾋﾛ

37 54 朝日村 上條 由李愛(6) 23:57 47 2 木島平村 小林 春陽(6) 24:50
ｱｻﾋﾑﾗ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾘｱ ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗﾑﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾋ

鈴木 紫穏(6) 渡辺 万葉(6)
ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾊ
今井 悠菜(6) 渡辺 愛永(5)
ｲﾏｲ ﾊﾙﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅｴ
島田 大輝(6) 山本 雄陽(6)
ｼﾏﾀﾞ ﾀｲｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ

38 16 東御市 大場 芽依(6) 24:02 48 56 筑北村 今井 美里(4) 24:51
ﾄｵﾐｼ ｵｵﾊﾞ ﾒｲ ﾁｸﾎｸﾑﾗ ｲﾏｲ ﾐｻﾄ

市川 楓(6) 堀内 脩矢(6)
ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ ﾎﾘｳﾁ ｼｭｳﾔ
大場 彩友(6) 宮下 渓香(5)
ｵｵﾊﾞ ｱﾕ ﾐﾔｼﾀ ｹｲｶ
甘利 大祐(5) 太田 杜旺(6)
ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ ｵｵﾀ ﾓﾘｵ

39 1 栄村 島田 美沙希(6) 24:04 49 48 大桑村 古野 成美(5) 24:53
ｻｶｴﾑﾗ ｼﾏﾀﾞ ﾐｻｷ ｵｵｸﾜﾑﾗ ﾌﾙﾉ ﾅﾙﾐ

藤木 俊希(6) 上田 隼勢(5)
ﾌｼﾞｷ ﾄｼｷ ｶﾐﾀﾞ ﾊﾔｾ
南雲 まりな(6) 赤岩 結芽(6)
ﾅｸﾞﾓ ﾏﾘﾅ ｱｶｲﾜ ﾕﾒ
桑原 太志(6) 藤山 貴斗(6)
ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ ﾌｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾄ



第６回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会
　【開催日】平成22年4月29日（木・昭和の日）
　【会場】県松本平広域公園陸上競技場

順 No 所属名 氏  名 記録／備考
50 23 小海町 五十嵐 里美(6) 24:56

ｺｳﾐﾏﾁ ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄﾐ
鷹野 将宏(6)
ﾀｶﾉ ﾏｻﾋﾛ
油井 理子(6)
ﾕｲ ﾘｺ
新津 大地(5)
ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ

51 49 上松町 中村 美佑(5) 24:57
ｱｹﾞﾏﾂﾏﾁ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ

松尾 直樹(6)
ﾏﾂｵ ﾅｵｷ
小長谷 瑠依(6)
ｺﾅｶﾞﾔ ﾙｲ
由井 丈也(6)
ﾕｲ ｼﾞｮｳﾔ

52 27 泰阜村 佐藤 朱莉(6) 24:58
ﾔｽｵｶﾑﾗ ｻﾄｳ ｱｶﾘ

宮澤 圭介(6)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
山澤 葵(6)
ﾔﾏｻﾞﾜ ｱｵｲ
上垣 旭(6)
ｶﾐｶﾞｷ ｱｻﾋ

53 41 辰野町 青木 冴(6) 25:24
ﾀﾂﾉﾏﾁ ｱｵｷ ｻｴ

中村 昭太(6)
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ
清水 紗季(6)
ｼﾐｽﾞ ｻｷ
竹内 健吾(6)
ﾀｹｳﾁ ｹﾝｺﾞ

54 26 阿南町 北野 絢子(6) 25:33
ｱﾅﾝﾏﾁ ｷﾀﾉ ｱﾔｺ

佐々木 由太朗(6)
ｻｻｷ ﾕｳﾀﾛｳ
金田 愛唯(6)
ｶﾅﾀﾞ ｱｲ
勝野 史也(6)
ｶﾂﾉ ﾌﾐﾔ

55 52 木祖村 木山澤 朋美(6) 26:01
ｷｿﾑﾗ ｷﾔﾏｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ

青木 達哉(6)
ｱｵｷ ﾀﾂﾔ
青木 美香里(5)
ｱｵｷ ﾐｶﾘ
藤原 大輝(6)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｷ

56 7 高山村 寺島 美香子(6) 26:15
ﾀｶﾔﾏﾑﾗ ﾃﾗｼﾏ ﾐｶｺ

牧 司(6)
ﾏｷ ﾂｶｻ
山口 桃世(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓﾖ
宮崎 優介(6)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｽｹ

57 34 中川村 宮下 しずく(6) 26:18
ﾅｶｶﾞﾜﾑﾗ ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ

湯澤 龍斗(5)
ﾕｻﾞﾜ ﾘｭｳﾄ
金倉 七瀬(6)
ｶﾈｸﾗ ﾅﾅｾ
小塩 貫汰(4)
ｺｼｵ ｶﾝﾀ

58 57 麻績村 森山 貴紗(6) 26:28
ｵﾐﾑﾗ ﾓﾘﾔﾏ ｷｻ

塚原 裕樹(6)
ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｷ
三浦 ゆう(6)
ﾐｳﾗ ﾕｳ
市川 友喜(6)
ｲﾁｶﾜ ﾄﾓｷ

59 51 木曽町 中畑 夏菜(6) 27:39
ｷｿﾏﾁ ﾅｶﾊﾀ ｶﾅ

中畑 智也(4)
ﾅｶﾊﾀ ﾄﾓﾔ
瀬林 夕姫(6)
ｾﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
水野 大斗(5)
ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾄ
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