
決勝 5月22日 12:57

諏訪新              55.50
大会新              58.50

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 下諏訪南小    34 臼田 悠花(5)  1,05.08 1  4 長地小  261 山田 ひかる(5)  1,07.48 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ ｵｻﾁｼｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ
   35 臼田 彩花(5)  252 長久保 麻衣(5)

ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｲ
   18 浜 咲哉(5)  247 有本 友哉(5)

ﾊﾏ ｻｸﾔ ｱﾘﾓﾄ ﾄﾓﾔ
   17 堀内 勇太(5)  257 浅川 雄太(5)

ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀ ｱｻｶﾜ ﾕｳﾀ
 2   4 田中小   274 竹村 美瑛子(4)  1,06.83 2  2 北山小  319 井上 結芽子(5)  1,08.46 

ﾀﾅｶｼｮｳ ﾀｹﾑﾗ ﾐｴｺ ｷﾀﾔﾏｼｮｳ ｲﾉｳｴ ﾕﾒｺ
  273 竹村 美夢(5)  312 竹内 瑠夏(4)

ﾀｹﾑﾗ ﾐﾑ ﾀｹｳﾁ ﾙｶ
  281 加藤 峻(5)  318 柿澤 駿矢(5)

ｶﾄｳ ｼｭﾝ ｶｷｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
  270 平沼 玄輝(4)  316 宮坂 岳志(5)

ﾋﾗﾇﾏ ｹﾞﾝｷ ﾐﾔｻｶ ﾀｹｼ
 3   8 高島小   158 鮎澤 ののか(4)  1,08.76 3  5 小井川小  185 宮坂 日菜(4)  1,11.97 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ ｵｲｶﾜｼｮｳ ﾐﾔｻｶ ﾋﾅ
  153 宮坂 さくら(5)  181 小口 るり(4)

ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ ｵｸﾞﾁ ﾙﾘ
  140 中澤 青空(4)  189 丸山 裕太(4)

ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ
  143 前田 陸(5)  187 宮坂 拓海(4)

ﾏｴﾀ ﾞﾘｸ ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ
 4   6 富士見小   288 御園 麻衣(5)  1,08.90 4  3 中洲小  233 菅野 凪紗(4)  1,13.11 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ﾐｿﾉﾏｲ ﾅｶｽｼｮｳ ｶﾝﾉ ﾅｷﾞｻ
  284 百瀬 早姫(5)  230 大槻 美奈海(4)

ﾓﾓｾｻｷ ｵｵﾂｷ ﾐﾅﾐ
  285 樋口拓真(5)  236 金子 翔依(4)

ﾋｸﾞﾁﾀｸﾏ ｶﾈｺ ｼｮｳｲ
  283 本間 直哉(5)  235 原 弘務(4)

ﾎﾝﾏﾅｵﾔ ﾊﾗ ﾋﾛﾑ
 5   5 四賀小   161 藤森 愛生香(4)  1,11.48 5  7 城南小  200 市川 結(4)  1,13.79 

ｼｶﾞｼｮｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲｶ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ｲﾁｶﾜ ﾕｲ
  167 山崎 美優(4)  202 佐藤 千晶(4)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕｳ ｻﾄｳ ﾁｱｷ
  162 笛木 陽空(4)  205 河西 朝陽(4)

ﾌｴｷ ﾖｳｸ ｶｻｲ ｱｻﾋ
  169 角田 丈(4)  203 今井 海弥(4)

ｶｸﾀ ｼﾞｮｳ ｲﾏｲ ｶｲﾔ
 6   2 本郷小学校   330 井内 知南(4)  1,12.43 6  6 原PCｼﾞｭﾆｱ   85 小泉 梢(4)  1,15.09 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ｲｳﾁ ﾁﾅ ﾊﾗPCｼﾞｭﾆｱ ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ
  324 佐久 このは(4)   91 横内 亮太(4)

ｻｷｭｳ ｺﾉﾊ ﾖｺｳﾁ ﾘｮｳﾀ
  327 五味 空(4)   87 五味 礼羽(4)

ｺﾞﾐ ｿﾗ ｺﾞﾐ ﾕｷﾊ
  326 五味 大雅(4)   83 小林 兵吾(4)

ｺﾞﾐ ﾀｲｶﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｮｳｺﾞ
 7   7 湖東小   103 上原 七海(4)  1,17.41 

ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ ｳｴﾊﾗ ﾅﾅﾐ
   95 藤森 未慈(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁｶ
  110 守田 昌史(4)

ﾓﾘﾀ ﾏｻｼ
  113 山本 遥睦(4)

ﾔﾏﾓﾄ ｽﾐﾁｶ

小学生混合

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ

決勝決勝決勝



   1 下諏訪南小  1,05.08 臼田 悠花(5) 臼田 彩花(5) 浜 咲哉(5) 堀内 勇太(5)  1  1
   2 田中小  1,06.83 竹村 美瑛子(4) 竹村 美夢(5) 加藤 峻(5) 平沼 玄輝(4)  1  2
   3 長地小  1,07.48 山田 ひかる(5) 長久保 麻衣(5) 有本 友哉(5) 浅川 雄太(5)  2  1
   4 北山小  1,08.46 井上 結芽子(5) 竹内 瑠夏(4) 柿澤 駿矢(5) 宮坂 岳志(5)  2  2
   5 高島小  1,08.76 鮎澤 ののか(4) 宮坂 さくら(5) 中澤 青空(4) 前田 陸(5)  1  3
   6 富士見小  1,08.90 御園 麻衣(5) 百瀬 早姫(5) 樋口拓真(5) 本間 直哉(5)  1  4
   7 四賀小  1,11.48 藤森 愛生香(4) 山崎 美優(4) 笛木 陽空(4) 角田 丈(4)  1  5
   8 小井川小  1,11.97 宮坂 日菜(4) 小口 るり(4) 丸山 裕太(4) 宮坂 拓海(4)  2  3
   9 本郷小学校  1,12.43 井内 知南(4) 佐久 このは(4) 五味 空(4) 五味 大雅(4)  1  6
  10 中洲小  1,13.11 菅野 凪紗(4) 大槻 美奈海(4) 金子 翔依(4) 原 弘務(4)  2  4
  11 城南小  1,13.79 市川 結(4) 佐藤 千晶(4) 河西 朝陽(4) 今井 海弥(4)  2  5
  12 原PCｼﾞｭﾆｱ  1,15.09 小泉 梢(4) 横内 亮太(4) 五味 礼羽(4) 小林 兵吾(4)  2  6
  13 湖東小  1,17.41 上原 七海(4) 藤森 未慈(4) 守田 昌史(4) 山本 遥睦(4)  1  7

小学生混合小学生混合

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 所属名所属名 都道府県都道府県 記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1 組組 順位順位ｵｰﾀﾞｰ2ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4ｵｰﾀﾞｰ4



決勝 5月22日 11:41

風速 +0.4

 1 伊藤 駿(6) 小学生    15.58 
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 高島小

 2 高木 厚徳(4) 小学生    15.61 
ﾀｶｷﾞ ｱﾂﾉﾘ 下諏訪南小

 3 小口 和正(4) 小学生    16.96 
ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ 高島小

 4 佐藤 綾斗(4) 小学生    17.79 
ｻﾄｳ ｱﾔﾄ 中洲小

 5 宮坂 拓海(4) 小学生    18.19 
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 小井川小

 6 小泉 吹羽(4) 小学生    19.12 
ｺｲｽﾞﾐ ﾌｳ 湖東小

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子

１００ｍ１００ｍ

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   156  156

44    30   30

66   148  148

11   234  234

22   187  187

33   109  109



決勝 5月22日 11:47

風速 +0.6

 1 山之内 珠羅(6) 小学生    15.76 
ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾞｭﾗ 高島小

 2 阿部 春菜(6) 小学生    16.54 
ｱﾍﾞ ﾊﾙﾅ 長地小

 3 宮澤杏実(6) 小学生    16.86 
ﾐﾔｻﾞﾜｱﾐ 川岸小

 4 両角 有乃(4) 小学生    17.62 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕﾉ 北山小

 5 長田 真侑(5) 小学生    17.74 
ﾅｶﾞﾀ ﾏﾕ 下諏訪南小

 6 丸茂 ほの香(5) 小学生    18.21 
ﾏﾙﾓ ﾎﾉｶ 北山小

 7 百瀬 未結(4) 小学生    18.40 
ﾓﾓｾ ﾐﾕ 高島小

 8 宮坂 琴乃(4) 小学生    18.64 
ﾐﾔｻｶ ｺﾄﾉ 原PCｼﾞｭﾆｱ

 9 小早瀬 未奈(4) 小学生    18.68 
ｺﾊﾔｾ ﾐﾅ 湖東小

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子

１００ｍ１００ｍ

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   150  150

99   267  267

22   221  221

88   307  307

33    21   21

77   317  317

66   135  135

44    89   89

11   107  107
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