
第29回長野県小学生陸上競技大会　兼第29回東海小学生リレー競技大会予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
第28回全国小学生陸上競技交流大会 跳躍審判長 富松建夫
後援：日本陸上競技連盟、(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団 投擲審判長 伊藤利博
【開催日】 平成24年6月23日（土） 混成審判長 中條延太郎
【主催団体】 （一財）長野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 竹内秀樹

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
 6/24 混合 伊那       56.96 松川陸上ｸﾗﾌﾞB      57.55 大町西(A)       58.14 桔梗       58.77 南箕輪       58.77 穂高西(A)       59.34 ｺﾒｯﾄ波田(A)       59.67 T&F佐久平(A)    1:01.87

4×100m 林 千尋(5) 上野 輝来(5) 松倉 有奏(5) 永原 佳奈(5) 北原 優愛(5) 岡田 真依(5) 寺坂 亜海(5) 荒井 奈々実(5)
百瀬 果奈(5) 石井 涼(5) 丸山 弥夕(5) 高山 みなみ(5) 出羽澤 茜(5) 栁澤 咲稀(5) 樋口 虹夏(5) 掛川 莉里(5)
織井 勇輔(5) 松崎 文哉(5) 越山 遥斗(5) 中根 颯亮(5) 瀧澤 晃(5) 南山 海聖(4) 村岡 拓海(5) 中山 京彌(5)
ﾓﾖﾏﾙｺﾑ強志(5) 林 力輝(5) 縣 康太郎(5) 渕上 完太(5) 三澤 遥太(5) 伊藤 基也(5) 下沢 圭亮(5) 上原 一輝(5)

 6/24 ｵｰﾌﾟﾝ男子 両田 虎太朗(6) 14.78 鳥屋 匠吾(6) 14.94 原  幸太郎(6) 15.05 木村 佳寿帆(5) 15.11 小林 響輝(5) 15.27 登内 俊貴(5) 15.32 窪田 凌也(6) 15.39 土田 魁(6) 15.41
100m 赤穂 大町西 豊科北 伊那 飯島 南箕輪 七久保 ｺﾒｯﾄ波田

 6/24 ｵｰﾌﾟﾝ女子 枝澤 萌花(6) 15.54 御子柴 彩菜(6) 15.63 宮沢 香音(5) 15.67 財前 佳那(5) 15.76 壬生さつき(4) 15.91 太田 菜奈(5) 16.09 西條 沙羅(4) 16.23 山﨑 愛子(5) 16.35
100m 豊科北 広丘 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 飯島 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｺﾒｯﾄ波田 諏訪FA 南箕輪



予選 6月24日 11:55
決勝 6月24日 16:00

長野県小学生(ER)                55.50 高島                         高島             2010/08/29  
（長谷川 聖奈・柿澤 菜摘・藤森 光星・外川 太一）

大会記：県小学生(GR)            55.70 

[ 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   4 伊那   794 林 千尋(5)     56.65 q  1   2 大町西(A)   598 松倉 有奏(5)     58.76 q

ｲﾅ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ ｵｵﾏﾁﾆｼA ﾏﾂｸﾗ ﾕｶﾅ
  796 百瀬 果奈(5)   599 丸山 弥夕(5)

ﾓﾓｾ ｶﾅ ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ
  784 織井 勇輔(5)   602 越山 遥斗(5)

ｵﾘｲ ﾕｳｽｹ ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
  786 ﾓﾖﾏﾙｺﾑ強志(5)   603 縣 康太郎(5)

ﾓﾖ ﾏﾙｺﾑﾂﾖｼ ｱｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 2   9 松川陸上ｸﾗﾌﾞB   883 上野 輝来(5)     57.82 q  2   5 三郷   466 百瀬 梨桜(4)   1:00.70 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ｳｴﾉ ｷﾗ ﾐｻﾄ ﾓﾓｾ ﾘｵ
  882 石井 涼(5)   465 加科 光耶美(5)

ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ ｶｼﾅ ﾐﾔﾋﾞ
  883 松崎 文哉(5)   470 古川 祐輝(5)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ
  881 林 力輝(5)   469 大木 陽太(5)

ﾊﾔｼ ﾘｷ ｵｵｷ ﾖｳﾀ
 3   7 豊科北(A)   512 木村 実夢(4)   1:00.64  3   8 軽井沢中部小(A)   30 鈴木 みのり(5)   1:01.62 

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳA ｽｽﾞｷ  ﾐﾉﾘ
  511 津幡 祐衣(4)    31 大西 愛里(5)

ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ ｵｵﾆｼ  ｱｲﾘ
  499 丸山 拓海(4)    18 一場 稜(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ ｲﾁﾊﾞ  ﾘｮｳ
  498 白澤 稜馬(4)    17 佐藤 哲郎(5)

ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ ｻﾄｳ  ﾃﾂﾛｳ
 4   1 福島(A)   538 奥原 夕奈(5)   1:01.02  4   9 二子(A)   671 小林 こころ(4)   1:02.46 

ﾌｸｼﾏA ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ ﾌﾀｺﾞA ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ
  539 神山 智恵(5)   669 小野谷 友里(4)

ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓｴ ｵﾉｶﾞﾔ ﾕｳﾘ
  544 原田 倖多(5)   674 小松 武颯志(5)

ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ ｺﾏﾂ ﾑｻｼ
  545 小倉 秀仁(5)   673 横澤 秀斗(5)

ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾄ ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ
 5   6 ｺﾒｯﾄ波田(B)   635 西牧 ひなた(4)   1:01.54  5   4 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ(A)   621 倉沢 真奈(5)   1:03.15 

ｺﾒｯﾄﾊﾀB ﾆｼﾏｷ ﾋﾅﾀ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞA ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ
  634 大月 優奈(4)   622 佐竹 玲美(5)

ｵｵﾂｷ ﾕｳﾅ ｻﾀｹ ﾚﾐ
  634 高木 颯吾(4)   623 柴田 潤哉(5)

ﾀｶｷﾞ ｿｳｺﾞ ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
  635 手塚 準也(4)   624 久保田 大陽(5)

ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ ｸﾎﾞﾀ ﾀｲﾖｳ
 6   5 諏訪FA   761 藤森 恵弥子(4)   1:03.47  6   6 富草小   876 佐々木 美羽(5)   1:05.55 

ｽﾜｴﾌｴｰ ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ ﾄﾐｸｻｼｮｳ ｻｻｷ ﾐｳ
  759 山本 紗矢香(4)   875 金田 芽生(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ ｶﾅﾀﾞ ﾒｲ
  753 児玉 光輝(4)   873 小池 俊雄(5)

ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ ｺｲｹ ｼｭﾝﾕｳ
  754 北河 潤也(5)   872 木村 悟(5)

ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ ｷﾑﾗ ｻﾄﾙ
 7   8 軽井沢A&A･C(A)    16 山下 むすび(4)   1:06.62  7   3 ﾛﾃﾞｨｵ   144 土屋 美優(4)   1:05.67 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ﾔﾏｼﾀ ﾑｽﾋﾞ ﾛﾃﾞｨｵ ﾂﾁﾔ  ﾐﾕ
   18 森川 日菜歩(4)   145 大森 詩穂(4)

ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅﾎ ｵｵﾓﾘ  ｼﾎ
    6 片桐 岳(4)   120 宮下 力(4)

ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ ﾐﾔｼﾀ   ﾂﾖｼ
    7 岩井 亨(4)   119 岡野 健吾(4)

ｲﾜｲ ﾄｵﾙ ｵｶﾉ  ｹﾝｺﾞ
 8   3 小諸東小(A)    54 住友 愛佳(4)   1:07.08  8   7 坂城JAC(A)   287 田中 捺未(4)   1:06.63 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳA ｽﾐﾄﾓ ﾏﾅｶ ｻｶｷｼﾞｪｰｴｰｼｰA ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ
   57 白戸 泉穂(4)   288 宮下 華乃(4)

ｼﾛﾄ ﾐｽﾞﾎ ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ
   45 臼田 颯真(4)   268 大塚 創太(4)

ｳｽﾀﾞ ｿｳﾏ ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ
   46 伊豆 拓馬(4)   269 松林 佑弥(4)

ｲｽﾞ ﾀｸﾏ ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ
 9   2 中野ｽﾏｲﾙ   357 内田 捺稀(5)   1:07.53 

ﾅｶﾉｽﾏｲﾙ ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂｷ
  358 野田 越百(5)

ﾉﾀﾞ ｺｽﾓ
  326 三井 奎人(5)

ﾐﾂｲ ｹｲﾄ
  327 田澤 友希(5)

ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ

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   7 南箕輪   789 北原 優愛(5)     59.01 q  1   3 桔梗   557 永原 佳奈(5)     59.17 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｱ ｷｷｮｳ ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ
  788 出羽澤 茜(5)   556 高山 みなみ(5)

ﾃﾞﾜｻﾞﾜ ｱｶﾈ ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ
  780 瀧澤 晃(5)   559 中根 颯亮(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾗ ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
  779 三澤 遥太(5)   560 渕上 完太(5)

ﾐｻﾜ ﾊﾙﾀ ﾌﾁｶﾞﾐ ｶﾝﾀ
 2   8 西春近北   812 大前 歌音(4)   1:00.61  2   4 宮田   823 原 珠里(5)   1:00.53 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀ ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ ﾐﾔﾀﾞ ﾊﾗ ｼﾞｭﾘ
  813 星野陽花里(4)   824 野溝 ゆりあ(5)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ ﾉﾐｿﾞ ﾕﾘｱ
  803 荻原浩太郎(4)   811 伊藤 渓登(5)

ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ ｲﾄｳ ｹｲﾄ
  804 今井 駿世(4)   812 太田 岳(5)

ｲﾏｲ ﾊﾔｾ ｵｵﾀ ｶﾞｸ
 3   9 小谷(A)   584 内川 未久(5)   1:00.68  3   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞA   884 菅沼 望子(5)   1:01.04 

ｵﾀﾘA ｳﾁｶﾜ ﾐｸ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ
  585 戸谷 はるか(5)   908 宮下 真弥(5)

ﾄﾔ ﾊﾙｶ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
  590 徳武 侑士(5)   882 古林 拓哉(5)

ﾄｸﾀｹ ﾕｳｼ ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ
  591 北村 洸士郎(5)   880 竹村 龍哉(5)

ｷﾀﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ ﾀｹﾑﾗ ﾘｭｳﾔ
 4   2 望月AC(A)   138 山浦 留奈(5)   1:02.03  4   9 美南ｶﾞ丘小(A)   118 大塚 七星(5)   1:01.53 

ﾓﾁﾂﾞｷACA ﾔﾏｳﾗ ﾙﾅ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳA ｵｵﾂｶﾅﾅｾ
  137 相良 美友(5)   116 横須賀 玲奈(5)

ｻｶﾞﾗ ﾐﾕｳ ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
  115 小松 大和(5)   105 小泉 陸人(5)

ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ
  114 小松 風雅(5)   104 柏木 優(5)

ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ
 5   6 延徳   243 高橋 李奈(5)   1:02.79  5   6 穂高西(B)   483 加藤 凜姫(4)   1:02.00 

ｴﾝﾄｸ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ ﾎｶﾀﾆｼB ｶﾄｳ ﾘﾒｶ
  244 松久 美月(5)   482 波場 結加里(5)

ﾏﾂﾋｻ ﾐﾂｷ ﾊﾊﾞ ﾕｶﾘ
  240 金子 竜大(5)   482 熊井 秀(4)

ｶﾈｺ ﾘｭｳﾀ ｸﾏｲ ｼｭｳ
  241 中村 俊介(5)   483 中島 晋作(5)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｻｸ
 6   4 野沢小(A)   113 砥石 明(4)   1:05.18  6   8 傍陽小   163 堀内 まゆ(5)   1:02.35 

ﾉｻﾞﾜｼｮｳA ﾄｲｼ ﾒｲ ｿｴﾋｼｮｳ ﾎﾘｳﾁ ﾏﾕ
  112 中島 佳乃(4)   162 岡嶋 優芽(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉ ｵｶｼﾞﾏ ﾕﾒ
   98 伊藤 洸紀(4)   148 清水 大渡(5)

ｲﾄｳ ｺｳｷ ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ
   99 小松 弘季(4)   147 松本 響(5)

ｺﾏﾂ ﾋﾛｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ
 7   3 追手町小   860 唐沢 杏(4)   1:07.10  7   7 大町西(B)   604 松原 柚奈(5)   1:02.69 

ｵｳﾃﾏﾁｼｮｳ ｶﾗｻﾜ ｱﾝ ｵｵﾏﾁﾆｼB ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｽﾞﾅ
  859 伊藤 美来(4)   605 栗林 沙良(5)

ｲﾄｳ ﾐﾗｲ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾗ
  854 清水 康生(4)   604 赤羽  翔吾(5)

ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ ｱｶﾊﾈ ｼｮｳｺﾞ
  853 大倉 伊織(4)   605 安部 岳樹(5)

ｵｵｸﾗ ｲｵﾘ ｱﾍﾞ ﾀｶｷ
  5 信濃(B)   325 山口 如(4)  8   2 信濃(A)   323 仲條 りな(5)   1:06.65 

ｼﾅﾉB ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ 失格 ｼﾅﾉA ﾅｶｼﾞｮｳ ﾘﾅ
  326 和田 莉衣奈(4) R1   324 富永 詩織(5)

ﾜﾀﾞ ﾘｴﾅ ﾄﾐﾅｶﾞ ｼｵﾘ
  306 大森 拓弥(4)   299 木村 勇斗(5)

ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾔ ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ
  307 大澤 隼斗(4)   300 鶴田 剛琉(5)

ｵｵｻﾜ ﾊﾔﾄ ﾂﾙﾀ ﾀｹﾙ

4×100m
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   2 穂高西(A)   481 麻田 苑実(5)     59.91 q  1   6 T&F佐久平(A)    96 荒井 奈々実(5)     58.68 q

ﾎｶﾀﾆｼA ｱｻﾀﾞ ｿﾉﾐ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗA ｱﾗｲ  ﾅﾅﾐ
  479 栁澤 咲稀(5)    97 掛川 莉里(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻｷ ｶｹｶﾞﾜ  ﾘﾘ
  479 中嶋 海久(5)    88 中山 京彌(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ ﾅｶﾔﾏ  ﾐﾔﾋﾞ
  478 伊藤 基也(5)    87 上原 一輝(5)

ｲﾄｳ ﾓﾄﾔ ｳｴﾊﾗ  ｶｽﾞｷ
 2   5 川上第一小(A)    37 井出 杏佳(5)   1:00.91  2   4 四賀小   751 藤森 愛生香(5)   1:00.82 

ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁｼｮｳA ｲﾃﾞ ｷｮｳｶ ｼｶﾞｼｮｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲｶ
   36 井出 怜那(5)   750 山崎 美優(5)

ｲﾃﾞ ﾚｲﾅ ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ
   25 由井 皓也(5)   747 志茂 日出斗(5)

ﾕｲ ｺｳﾔ ｼﾓ ﾋﾃﾞﾄ
   24 由井 岳海(5)   746 角田 丈(5)

ﾕｲ ﾀｹﾐ ｶｸﾀ ｼﾞｮｳ
 3   8 田中小   756 小竹 芽莉(5)   1:01.70  3   7 更級   275 森 琴音(5)   1:02.26 

ﾀﾅｶｼｮｳ ｺﾀｹ ﾒﾘ ｻﾗｼﾅ ﾓﾘ ｺﾄﾈ
  757 竹村 美瑛子(5)   276 久保田 姫花(5)

ﾀｹﾑﾗ ﾐｴｺ ｸﾎﾞﾀ ﾋﾒｶ
  750 吉池 優登(5)   263 髙松 将也(5)

ﾖｼｲｹ ﾕｳﾄ ﾀｶﾏﾂ ｼｮｳﾔ
  751 平沼 玄輝(5)   262 西澤 健吾(5)

ﾋﾗﾇﾏ ｹﾞﾝｷ ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾝｺﾞ
 4   7 開明(A)   646 荒井 美穂(4)   1:02.07  4   9 屋代(A)   252 郷原 萌花(5)   1:02.55 

ｶｲﾒｲA ｱﾗｲ ﾐﾎ ﾔｼﾛA ｺﾞｳﾊﾗ ﾓｴｶ
  645 平澤 寛廉(4)   253 宮﨑 琴葉(5)

ﾋﾗｻﾜ ｶﾚﾝ ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾄﾊ
  651 渡邉 亮太(4)   247 深町 晃希(5)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ﾌｶﾏﾁ ｺｳｷ
  650 髙野 徳次(5)   246 滝沢 友将(5)

ﾀｶﾉ ﾉﾘﾂｸﾞ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 5   3 美南ｶﾞ丘小(B)   119 渡辺 葵(4)   1:03.07  5   8 川上第一小(B)    39 髙橋 梨々香(4)   1:05.19 

ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳB ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁｼｮｳB ﾀｶﾊｼ ﾘﾘｶ
  120 塚田 菜々(4)    38 由井 梨夢(4)

ﾂｶﾀ ﾞﾅﾅ ﾕｲ ﾅﾕ
  106 藤原 由未斗(4)    26 中島 教友(4)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾐﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾄﾓ
  107 蜂須 翔太(4)    27 由井 大雅(4)

ﾊﾁｽ ｼｮｳﾀ ﾕｲ  ﾀｲｶﾞ
 6   4 湖東小   763 望月 希美(4)   1:05.50  6   3 佐久市立東小(D)   71 岩下 柚子葉(5)   1:07.40 

ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉｿﾞﾐ ｻｸｼﾘﾂﾋｶﾞｼｼｮｳD ｲﾜｼﾀ ﾕｽﾞﾊ
  762 芦沼 麗(4)    70 井出 陽菜(5)

ｱｼﾇﾏ ｳﾗﾗ ｲﾃﾞ ﾋﾅ
  756 篠原 礼二朗(4)    54 富松 大翔(5)

ｼﾉﾊﾗ ﾚｲｼﾞﾛｳ ﾄﾐﾏﾂ ﾋﾛﾄ
  757 土橋 琉斗(4)    53 松本 七音(5)

ﾂﾁﾊｼ ﾘｭｳﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾄ
 7   9 中込小   103 熊谷 美来(4)   1:07.83  7   2 坂城JAC(B)   289 柳沢 夏帆(4)   1:12.33 

ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ ｸﾏｶﾞｲ ﾐｸ ｻｶｷｼﾞｪｰｴｰｼｰA ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾎ
  104 間島 小雪(4)   290 望月 佳乃(4)

ﾏｼﾏ ｺﾕｷ ﾓﾁｽﾞｷ ｶﾉ
   90 小林 崇祐(4)   270 関 駿太(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｽｹ ｾｷ ｼｭﾝﾀ
   91 柳澤 瑛司(4)   271 服部 聖(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｴｲｼﾞ ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳ
  6 木島   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭ   849 渡辺 萌恵(5)

ｷｼﾞﾏ 欠場 ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴ 失格
  847 伊藤 鈴音(5) R1 3-4

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
  907 木下 耀仁(4)

ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ
  909 横前 耕太郎(5)

ﾖｺﾏｴ ｺｳﾀﾛｳ

混合

4×100m



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 ｺﾒｯﾄ波田(A)   631 寺坂 亜海(5)     59.98 q

ｺﾒｯﾄﾊﾀA ﾃﾗｻｶ ｱﾐ
  632 樋口 虹夏(5)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
  632 村岡 拓海(5)

ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ
  631 下沢 圭亮(5)

ｼﾓｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 2   9 高島小   753 古谷 裕美(4)   1:01.06 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ
  754 前田 唯(4)

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ
  758 中澤 青空(5)

ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ
  749 藤森 風河(5)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾌｳｶﾞ
 3   5 大桑ｸﾗﾌﾞ   527 塚本 陽世梨(5)   1:02.58 

ｵｵｸﾜｸﾗﾌﾞ ﾂｶﾓﾄ ﾋﾖﾘ
  528 松井 涼香(5)

ﾏﾂｲ ｽｽﾞｶ
  530 上田 竜平(5)

ｶﾐﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ
  531 古畑 伊織(5)

ﾌﾙﾊﾀ ｲｵﾘ
 4   2 屋代(B)   254 浦山 睦(5)   1:02.81 

ﾔｼﾛB ｳﾗﾔﾏ ﾑﾂﾐ
  255 津金 泰葉(5)

ﾂｶﾞﾈ ﾔｽﾊ
  248 滝沢 瑠樹斗(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾙｷﾄ
  249 中曽祢 海斗(5)

ﾅｶｿﾈ ｶｲﾄ
 5   3 佐久市立東小(C)   69 小林 磨未(5)   1:06.27 

ｻｸｼﾘﾂﾋｶﾞｼｼｮｳC ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ
   68 菊池 奈々(5)

ｷｸﾁ ﾅﾅ
   52 宮下 拓斗(5)

ﾐﾔｼﾀ ﾀｸﾄ
   51 森角 太智(5)

ﾓﾘｶｸ ﾀｲﾁ
 6   7 上田西小   151 小林 愛美(4)   1:06.45 

ｳｴﾀﾞﾆｼｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ
  152 三浦 菜緒(4)

ﾐｳﾗ ﾅｵ
  129 井出 大晟(4)

ｲﾃﾞ ﾀｲｾｲ
  128 山地 和哉(4)

ﾔﾏｼﾞ ｶｽﾞﾔ
 7   4 豊井   384 小林 琳央(4)   1:07.62 

ﾄﾖｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ
  385 戸島 和泉(4)

ﾄｼﾏ ｲｽﾞﾐ
  350 田中 舜也(4)

ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ
  351 樋口 拓馬(4)

ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ
  8 赤穂南   830 小池 美月(5)

ｱｶﾎﾐﾅﾐ ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ 失格
  829 唐澤 花実(5) R1 1-2

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
  824 吉田 力良(5)

ﾖｼﾀﾞ ﾁｶﾗ
  825 田中 圭吾(5)

ﾀﾅｶ ｹｲｺﾞ

混合

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 伊那   794 林 千尋(5)     56.96 

ｲﾅ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
  796 百瀬 果奈(5)

ﾓﾓｾ ｶﾅ
  784 織井 勇輔(5)

ｵﾘｲ ﾕｳｽｹ
  786 ﾓﾖﾏﾙｺﾑ強志(5)

ﾓﾖ ﾏﾙｺﾑﾂﾖｼ
 2   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞB   883 上野 輝来(5)     57.55 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ｳｴﾉ ｷﾗ
  882 石井 涼(5)

ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ
  883 松崎 文哉(5)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
  881 林 力輝(5)

ﾊﾔｼ ﾘｷ
 3   7 大町西(A)   598 松倉 有奏(5)     58.14 

ｵｵﾏﾁﾆｼA ﾏﾂｸﾗ ﾕｶﾅ
  599 丸山 弥夕(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ
  602 越山 遥斗(5)

ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
  603 縣 康太郎(5)

ｱｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 4   9 桔梗   557 永原 佳奈(5)     58.77 

ｷｷｮｳ ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ
  556 高山 みなみ(5)

ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ
  559 中根 颯亮(5)

ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
  560 渕上 完太(5)

ﾌﾁｶﾞﾐ ｶﾝﾀ
 5   8 南箕輪   789 北原 優愛(5)     58.77 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｱ
  788 出羽澤 茜(5)

ﾃﾞﾜｻﾞﾜ ｱｶﾈ
  780 瀧澤 晃(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾗ
  779 三澤 遥太(5)

ﾐｻﾜ ﾊﾙﾀ
 6   3 穂高西(A)   480 岡田 真依(5)     59.34 

ﾎｶﾀﾆｼA ｵｶﾀﾞ ﾏｲ
  479 栁澤 咲稀(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻｷ
  480 南山 海聖(4)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ｶｲｾｲ
  478 伊藤 基也(5)

ｲﾄｳ ﾓﾄﾔ
 7   2 ｺﾒｯﾄ波田(A)   631 寺坂 亜海(5)     59.67 

ｺﾒｯﾄﾊﾀA ﾃﾗｻｶ ｱﾐ
  632 樋口 虹夏(5)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
  632 村岡 拓海(5)

ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ
  631 下沢 圭亮(5)

ｼﾓｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 8   4 T&F佐久平(A)    96 荒井 奈々実(5)   1:01.87 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗA ｱﾗｲ  ﾅﾅﾐ
   97 掛川 莉里(5)

ｶｹｶﾞﾜ  ﾘﾘ
   88 中山 京彌(5)

ﾅｶﾔﾏ  ﾐﾔﾋﾞ
   87 上原 一輝(5)

ｳｴﾊﾗ  ｶｽﾞｷ

決勝

混合

4×100m



決勝 6月24日 13:30

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -0.1

 1 原 惇也(4)     15.48  1 木村 佳寿帆(5)     15.11 
ﾊﾗ  ｼﾞｭﾝﾔ T&F佐久平 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾎ 伊那

 2 丸山  直樹(4)     15.57  2 山口 大輝(4)     15.73 
ﾏﾙﾔﾏ  ﾅｵｷ 豊科北 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 桔梗

 3 春日 南星(4)     15.88  3 梶川  優羽(5)     16.16 
ｶｽｶﾞ ﾅﾅｾ 赤穂南 ｶｼﾞｶﾜ  ﾕｳﾊ 福島

 4 谷頭 功太郎(4)     16.64  4 吉田 歩(5)     16.19 
ﾀﾆｶﾞｼﾗ ｺｳﾀﾛｳ ｺﾒｯﾄ波田 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 南箕輪

 5 笠原 武流(4)     17.24  5 巻渕  勇人(5)     16.26 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪FA ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ 田中小

 6 千国  颯哉(4)     17.32  6 大月 成生(5)     16.39 
ﾁｸﾆ  ｿｳﾔ 小谷 ｵｵﾀ ﾅﾙｷ ｺﾒｯﾄ波田

 7 竹田 海空人(4)     17.49  7 澁谷 岳(4)     16.48 
ﾀｹﾀﾞ ｶｸﾄ 軽井沢中部小 ｼﾌﾞﾔ ｶﾞｸ 二子

 8 古田 龍翔(4)     17.55  8 中島 快都(4)     17.34 
ﾌﾙﾀ ﾘｭｳｼｮｳ 追手町小 ﾅｶｼﾞﾏｶｲﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞA

 9 西村 真陽(4)     18.07  9 栁澤 真(4)     17.84 
ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 軽井沢A&A･C ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝ ﾛﾃﾞｨｵ

[ 3組] 風速 +2.2 [ 4組] 風速 +1.5

 1 鳥屋 匠吾(6)     14.94  1 両田 虎太朗(6)     14.78 
ﾄﾘﾔ ｼｮｳｺﾞ 大町西 ﾘｮｳﾀ   ｺﾀﾛｳ 赤穂

 2 原  幸太郎(6)     15.05  2 窪田 凌也(6)     15.39 
ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 豊科北 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾔ 七久保

 3 小林 響輝(5)     15.27  3 土田 魁(6)     15.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｷ 飯島 ﾂﾁﾀﾞ ｶｲ ｺﾒｯﾄ波田

 4 登内 俊貴(5)     15.32  4 向山  卓人(6)     15.48 
ﾄﾉｳﾁ ﾄｼｷ 南箕輪 ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｸﾄ 田中小

 5 勝野  新大(5)     15.70  5 床尾 真(6)     15.51 
ｶﾂﾉ  ｱﾗﾀ 大桑ｸﾗﾌﾞ ﾄｺｵ ｼﾝ 豊科北

 6 加藤佑太朗(6)     15.76  6 臼井 陸(6)     16.07 
ｶﾄｳ  ﾕｳﾀﾛｳ 芝沢 ｳｽｲ ﾘｸ 三郷

 7 小松  奏太(5)     16.47  7 鳥羽 颯(6)     16.49 
ｺﾏﾂ ｶﾅﾀ 四賀小 ﾄﾊﾞ ﾊﾔﾃ 明北

 8 山﨑 壱騎(6)     16.57  8 鹿住 郁吹(6)     16.74 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 昭和 ｶｽﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 信濃

 9 森本 隆暉(5)     17.09 
ﾓﾘﾓﾄ  ｺｳｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞB
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7   468

  838

3   630

6   708

4   885

氏  名 所属名 記録／備考
8   817

9

5   748

9   285

2   532

7   662

3   833

1   781

6   601

8   505

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

1   886

8   118

6   633

9   675

5   778

3   752

所属名

2   561

7   546

3     5

記録／備考
4   785

ﾚｰﾝ No. 氏  名

8    16

5   855

9   755

1   592

2   826

6   636

7    86

4   500

ｵｰﾌﾟﾝ男子
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 両田 虎太朗(6) 赤穂     14.78 (+1.5)   4   1
   2 鳥屋 匠吾(6) 大町西     14.94 (+2.2)   3   1
   3 原  幸太郎(6) 豊科北     15.05 (+2.2)   3   2
   4 木村 佳寿帆(5) 伊那     15.11 (-0.1)   2   1
   5 小林 響輝(5) 飯島     15.27 (+2.2)   3   3
   6 登内 俊貴(5) 南箕輪     15.32 (+2.2)   3   4
   7 窪田 凌也(6) 七久保     15.39 (+1.5)   4   2
   8 土田 魁(6) ｺﾒｯﾄ波田     15.41 (+1.5)   4   3
   9 原 惇也(4) T&F佐久平     15.48 (-1.3)   1   1
   9 向山  卓人(6) 田中小     15.48 (+1.5)   4   4
  11 床尾 真(6) 豊科北     15.51 (+1.5)   4   5
  12 丸山  直樹(4) 豊科北     15.57 (-1.3)   1   2
  13 勝野  新大(5) 大桑ｸﾗﾌﾞ     15.70 (+2.2)   3   5
  14 山口 大輝(4) 桔梗     15.73 (-0.1)   2   2
  15 加藤佑太朗(6) 芝沢     15.76 (+2.2)   3   6
  16 春日 南星(4) 赤穂南     15.88 (-1.3)   1   3
  17 臼井 陸(6) 三郷     16.07 (+1.5)   4   6
  18 梶川  優羽(5) 福島     16.16 (-0.1)   2   3
  19 吉田 歩(5) 南箕輪     16.19 (-0.1)   2   4
  20 巻渕  勇人(5) 田中小     16.26 (-0.1)   2   5
  21 大月 成生(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.39 (-0.1)   2   6
  22 小松  奏太(5) 四賀小     16.47 (+2.2)   3   7
  23 澁谷 岳(4) 二子     16.48 (-0.1)   2   7
  24 鳥羽 颯(6) 明北     16.49 (+1.5)   4   7
  25 山﨑 壱騎(6) 昭和     16.57 (+2.2)   3   8
  26 谷頭 功太郎(4) ｺﾒｯﾄ波田     16.64 (-1.3)   1   4
  27 鹿住 郁吹(6) 信濃     16.74 (+1.5)   4   8
  28 森本 隆暉(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞB     17.09 (+2.2)   3   9
  29 笠原 武流(4) 諏訪FA     17.24 (-1.3)   1   5
  30 千国  颯哉(4) 小谷     17.32 (-1.3)   1   6
  31 中島 快都(4) 松川陸上ｸﾗﾌﾞA     17.34 (-0.1)   2   8
  32 竹田 海空人(4) 軽井沢中部小     17.49 (-1.3)   1   7
  33 古田 龍翔(4) 追手町小     17.55 (-1.3)   1   8
  34 栁澤 真(4) ﾛﾃﾞｨｵ     17.84 (-0.1)   2   9
  35 西村 真陽(4) 軽井沢A&A･C     18.07 (-1.3)   1   9
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決勝 6月24日 13:50

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -0.9

 1 壬生さつき(4)     15.91  1 宮沢 香音(5)     15.67 
ﾐﾌﾞ  ｻﾂｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ  ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 山﨑 愛子(5)     16.35  2 財前 佳那(5)     15.76 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｺ 南箕輪 ｻﾞｲｾﾞﾝ ｶﾅ 飯島

 3 花井  静(4)     16.75  3 西條 沙羅(4)     16.23 
ﾊﾅｲ  ｼｽﾞｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞB ﾆｼｼﾞｮｳ ｻﾗ 諏訪FA

 4 瀧澤  晴香(5)     16.85  4 北見 唯夏(4)     16.36 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 田中小 ｷﾅﾐ  ﾕｲﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞA

 5 宮澤 ありさ(5)     17.17  5 金澤 実佑(4)     16.67 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾘｻ 下諏訪南小 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ 豊科北

 6 永井 斐織(5)     17.40  6 伊藤 緋莉(5)     16.71 
ﾅｶﾞｲ ｲｵﾘ 福島 ｲﾄｳ ｱｶﾘ ｺﾒｯﾄ波田

 7 松村 みすゞ(4)     17.77  7 平島 麻衣(5)     16.75 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ 南箕輪

 8 太田 安奈(4)     17.81  8 永井望ﾉ美(4)     17.11 
ｵｵﾀ ｱﾝﾅ ｺﾒｯﾄ波田 ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 小谷

 9 成田 梨乃(4)     18.39  9 丸山 寧々(5)     17.55 
ﾅﾘﾀ ﾘﾉ 軽井沢中部小 ﾏﾙﾔﾏ ﾈﾈ 中野ｽﾏｲﾙ

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 -0.9

 1 太田 菜奈(5)     16.09  1 枝澤 萌花(6)     15.54 
ｵｵﾀ ﾅﾅ ｺﾒｯﾄ波田 ｴﾀﾞｻﾜ ﾓｴｶ 豊科北

 2 小谷  雪乃(5)     16.43  2 御子柴 彩菜(6)     15.63 
ｺﾀﾆ ﾕｷﾉ 三郷 ﾐｺｼﾊﾞ ｱﾔﾅ 広丘

 3 石水  雅姫(5)     16.53  3 ｲｽﾞﾐﾆｺﾚｱﾘｻ(6)     16.55 
ｲｼﾐｽﾞ ﾐﾔﾋﾞ 四賀小 ｲｽﾞﾐ ﾆｺﾚ ｱﾘｻ 塩尻東

 4 夏野 香月(5)     16.78  4 浜 沙南(6)     16.84 
ﾅﾂﾉ ｶﾂﾞｷ 南箕輪 ﾊﾏ ｻﾅﾐ 三郷小ｸﾗﾌﾞ

 5 藤岡  優美(5)     16.90  5 小林 未璃愛(6)     16.96 
ﾌｼﾞｵｶ ﾕﾐ 穂高西 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾘｱ 島内

 6 瀧沢 亜美(5)     17.07  6 佐藤 玲菜(6)     16.98 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾐ 桔梗 ｻﾄｳ ﾚﾅ 豊科北

 7 持田 愛友(5)     17.27  7 河西  麻結(6)     17.17 
ﾓﾁﾀﾞｱﾕ 美南ｶﾞ丘小 ｶｻｲ ﾏﾕ 高島小

 8 藤懸 ひより(5)     18.02  8 市瀬 みか(6)     17.41 
ﾌｼﾞｶｹ ﾋﾖﾘ 大桑ｸﾗﾌﾞ ｲﾁﾉｾ ﾐｶ 追手町小

 9 守屋  あみ(6)     17.44 
ﾓﾘﾔ ｱﾐ 宮川小
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   1 枝澤 萌花(6) 豊科北     15.54 (-0.9)   4   1
   2 御子柴 彩菜(6) 広丘     15.63 (-0.9)   4   2
   3 宮沢 香音(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.67 (-0.9)   2   1
   4 財前 佳那(5) 飯島     15.76 (-0.9)   2   2
   5 壬生さつき(4) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.91 (-1.5)   1   1
   6 太田 菜奈(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.09 (-1.1)   3   1
   7 西條 沙羅(4) 諏訪FA     16.23 (-0.9)   2   3
   8 山﨑 愛子(5) 南箕輪     16.35 (-1.5)   1   2
   9 北見 唯夏(4) 松川陸上ｸﾗﾌﾞA     16.36 (-0.9)   2   4
  10 小谷  雪乃(5) 三郷     16.43 (-1.1)   3   2
  11 石水  雅姫(5) 四賀小     16.53 (-1.1)   3   3
  12 ｲｽﾞﾐﾆｺﾚｱﾘｻ(6) 塩尻東     16.55 (-0.9)   4   3
  13 金澤 実佑(4) 豊科北     16.67 (-0.9)   2   5
  14 伊藤 緋莉(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.71 (-0.9)   2   6
  15 花井  静(4) 松川陸上ｸﾗﾌﾞB     16.75 (-1.5)   1   3
  15 平島 麻衣(5) 南箕輪     16.75 (-0.9)   2   7
  17 夏野 香月(5) 南箕輪     16.78 (-1.1)   3   4
  18 浜 沙南(6) 三郷小ｸﾗﾌﾞ     16.84 (-0.9)   4   4
  19 瀧澤  晴香(5) 田中小     16.85 (-1.5)   1   4
  20 藤岡  優美(5) 穂高西     16.90 (-1.1)   3   5
  21 小林 未璃愛(6) 島内     16.96 (-0.9)   4   5
  22 佐藤 玲菜(6) 豊科北     16.98 (-0.9)   4   6
  23 瀧沢 亜美(5) 桔梗     17.07 (-1.1)   3   6
  24 永井望ﾉ美(4) 小谷     17.11 (-0.9)   2   8
  25 宮澤 ありさ(5) 下諏訪南小     17.17 (-1.5)   1   5
  25 河西  麻結(6) 高島小     17.17 (-0.9)   4   7
  27 持田 愛友(5) 美南ｶﾞ丘小     17.27 (-1.1)   3   7
  28 永井 斐織(5) 福島     17.40 (-1.5)   1   6
  29 市瀬 みか(6) 追手町小     17.41 (-0.9)   4   8
  30 守屋  あみ(6) 宮川小     17.44 (-0.9)   4   9
  31 丸山 寧々(5) 中野ｽﾏｲﾙ     17.55 (-0.9)   2   9
  32 松村 みすゞ(4) ｲｲﾀﾞｯｼｭ     17.77 (-1.5)   1   7
  33 太田 安奈(4) ｺﾒｯﾄ波田     17.81 (-1.5)   1   8
  34 藤懸 ひより(5) 大桑ｸﾗﾌﾞ     18.02 (-1.1)   3   8
  35 成田 梨乃(4) 軽井沢中部小     18.39 (-1.5)   1   9
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