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順位 No. チーム名 1区走者 2区走者 3区走者 4区走者 記録

1 1 川中島JRC 丸山　拓真 田中　圭 三井　悦志 三井　航志 21分33秒

2 6 腰越JSC 高木　更紗 金井　源一郎 久保田　絢乃 内田　玲穏 22分26秒

3 14 松川陸上クラブC 竹村　龍哉 林　力輝 松崎　文哉 古林　拓哉 22分52秒

4 2 川中島JRC・花 和田　真菜 宮澤　美裕 淀　日南子 和田　帆香 22分56秒

5 4 坂城JAC-A 中村　将也 永渡　真悠子 森田　捷斗 竹内　ほのか 23分16秒

6 11 芹南キッカーズ 大日方　滉 久保　悠斗 竹村　慎太郎 山下　嵩央 23分20秒

7 42 上郷キッズ 牧野　駆 大嶋　藍丸 萱間　大斗 松下　洋介 23分22秒

8 20 木島平小スキー部A 森　龍希 祢津　利宝 渡邉　なな 湯本　樹 23分26秒

9 9 川小4-3 井口　颯太 亘　弘輔 児玉　夏帆 吉川　亮 24分07秒

10 5 坂城JAC-B 田村　純菜 宮下　隼 岡松　希星 永井　陸 24分19秒

11 45 屋代小A 中曽祢　海斗 滝澤　隼 滝沢　友将 安藤　朱里 24分27秒

12 32 山ノ内東K 岩本　千咲 三原　舜矢 久保　朋夏 小林　華怜 24分27秒

13 17 ふちっこゲンキッズ 伊藤　和也 宮下　怜也 伊藤　塁 藤澤　純平 24分29秒

14 41 高島 柳澤　光 鮎澤　ののか 小口　颯大 小口　和正 24分36秒

15 37 富士里ファイターズ 吉田　春城 髙田　隼之介 松沢　純平 松本　拓夢 24分53秒

16 7 城山RUN×RUNキッズ 渡辺　春都 原山　美宇 増永　友輝 河原　瑞歩 24分57秒

17 12 松川陸上クラブA 石井　涼 宮下　真弥 上野　輝来 中島　快都 24分58秒

18 26 浅科AC 碓氷　眞子 高橋　謙太 丸山　力勇 山本　冴 25分00秒

19 28 望月AC 片桐　陽和 小松　大和 小松　風雅 市川　紗世 25分07秒

20 34 科野キズナ 荻原　慧 白鳥　寛汰 高橋　元成 湯本　晶大 25分09秒

21 43 平野小A 竹内　智哉 芝池　恒哉 小口　滉誠 西埜　芳 25分13秒

22 21 木島平小スキー部B 山本　侑弥 祢津　小町 小林　飛陽 森　大河 25分20秒

23 15 かいちくんチーム 松本　武晴 山本　愛葉 山田　真菜 新井　翔壱 25分38秒

24 13 松川陸上クラブB 北條　拓郎 神部　紫音 宮内　萌菜 菅沼　望子 25分41秒

25 48 屋代小D 坂口　穂 宮﨑　琴葉 市川　真理 郷原　萌花 25分42秒

26 46 屋代小B 白石　順平 金澤　玲生 中沢　祐策 深町　晃希 26分04秒

27 29 通明スリーフォー 石黒　佑弥 青柳　智也 関口　賢太 山岸　佑豪 26分29秒

28 10 仁礼っ子 髙橋　翔 川浦　涼賀 髙橋　理人 中山　勇輝 26分33秒

29 8 松ヶ丘ドラエモンズ 権田　大和 三沢　宏弥 吉田　渉悟 和田　佳知 26分33秒

30 36 戸上ジュニア陸上クラブ 大竹　凛花 柄木田　ないき 翠川　由理佳 高橋　朱華 26分44秒

31 25 アンパンマンチーム 宮澤　淳平 松本　茉莉 高遠　峻 河野　千聖 26分54秒

32 18 白馬南小学校クロス部 下川　慎司 田中　竜乃佑 篠﨑　智貴 西堀　皓雄 27分12秒

33 23 明科かけっこクラブ 安永　友麻 井口　瑞稀 平田　朱音 宮尾　琴音 27分17秒

34 16 中ちゃんチーム 伊藤　龍生 中村　龍星 町田　七海 中沢　壮太 27分17秒

35 35 科野ジャリーズ 土屋　顕 池田　駿 畔上　叶夢 上原　魁 27分19秒

36 22 木島平小スキー部C 芳川　千恵 堀澤　咲月 島崎　穂乃実 村松　諒 27分39秒

37 27 浅科なかよしガールズ 篠原　碧那 佐藤　萌香 依田　想来 米山　野乃佳 27分40秒

38 33 山ノ内東T 相沢　陸人 山本　茉那 船橋　音羽 岩下　実生 27分41秒

39 47 屋代小C 阿部　純大 亘　哲汰 小川　侑太 多田　匠吾 27分44秒

40 30 元気っ子 小山　桃香 大内　梨生 小林　綺羅々 寺島　怜 28分12秒

41 40 山ノ内西小学校B 成沢　啓汰 桜井　小桃 小林　真唯 阿部　日花里 28分15秒

42 38 富士里ゴーゴーストリ−ムズ 阿部　港 菴田　洸大 出浦　颯樹 原山　泰成 28分49秒

43 24 ネコチャンフォー 後藤　翠柚 松澤　幸 曽根原　このか 佐藤　奈々 28分50秒

44 39 富士里ガールズ 五味沢　麻優 小林　珠里 寺尾　桃菜 三沢　碧花 28分58秒

45 31 七二会ヒッノッキーズ 渡邊　雅也 竹内　裕貴 石坂　和奏 石坂　明稀 29分21秒

46 44 平野小B 野田　越百 阿部　奈瑞菜 原沢　ちひろ 徳竹　朋未 29分45秒

2011年11月13日（日）　テレビ信州・長野市陸上競技協会


