
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
(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
 6/24 女子 中山 葵泉(6) 3:10.48 根津 葵(6) 3:10.59 高木 更紗(5) 3:15.95 夏川 優衣(6) 3:16.34 髙安 結衣(6) 3:17.54 久保田 絢乃(5) 3:17.59 落合 早峰(6) 3:18.41 小林 成美(6) 3:19.12

1000m 下諏訪南小 本郷 腰越JSC 小井川小 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ 腰越JSC 宮田 川中島JRC
 6/24  -1.4山崎 萌々子(6) 13.40 土屋 みやび(6) 14.05 松原 さくら(6) 14.49 大月 来夢(6) 14.63 片桐 真央(6) 14.70 曽根原 千聖(6) 14.74 中村 優里(6) 14.86 早川 涼(6) 15.23

80mH(0.700m) 中野ｽﾏｲﾙ 軽井沢中部小 日義TFC 明南 軽井沢中部小 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ 芝沢 岡谷小
 6/24 岩川 奈那(6) 1.25 荒川 菜緒(6) 大町西 1.20 鹿崎 さくら(6) 1.20 長谷川愛(5) 1.20 宮下 智帆(6) 1.20 川手 琉那(5) 1.20 伊藤 結菜(6) 1.15

走高跳 青木島 赤羽 菜々実(6) 三郷 広丘 追手町小 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ 宮田 玉川小
 6/24 栗空  実穂(6)4.17(-0.4) 山口 舞華(6) 4.10(+1.0) 伊藤 日菜(6) 4.07(+0.5) 樋口 花梨(6) 4.01(-0.2) 岡村 琴美(6) 3.83(+0.5) 太田 彩水(6) 3.82(-0.7) 松本 ほのか(6)3.81(-0.6) 栁澤 唯月(6) 3.77(-0.5)

走幅跳 王滝 ﾁｰﾑ富県 広丘 三郷 福島 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ 高山 小井川小
 6/24 飯島 澄香(6) 56.57 新海 雪奈(6) 49.10 小松 瑠維子(6) 46.47 山田 恭華(6) 45.58 宮﨑 胡美(6) 45.34 山上 琴未(6) 44.95 井出 梨香(6) 44.49 牧 咲弥花(6) 43.89

ﾎﾞｰﾙ投 城北小 GR 共和 城南小 竜丘小 中川西 中川東 小海小 日滝
 6/24 豊科北(A)       55.26 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      55.94 南箕輪(A)       56.65 穂高西(A)       56.81 広丘(A)       57.46 豊科南       59.05 飯島       59.85

4×100m 齊藤 雅(6) 樋口 美瑛(6) 河手 由乃(6) 竹本 のどか(6) 小林 夏希(6) 栗林 かな(6) 小笠原 奈央(6)
佐藤 里菜(6) 熊谷 汐乃(6) 金森 佑奈(6) 黒岩 彩香(6) 西沢 李々華(6) 手塚 陽真莉(6) 柳生 葉月(6)
岡田 瑠実(6) 藤岡 緩奈(6) 吉川 つづり(6) 田中 あす香(6) 藤田 茉優(6) 下田 恭子(6) 森脇 葵(6)
深澤 由惟(6) 牧野 明日香(6) 戸田 すみれ(6) 臼井 緑彩(6) 田中 海羽(6) 青山 萌夢(6) 阿部 優美(6)

 6/24 5年女子  +0.1田村 純菜(5) 13.88 淀 日南子(5) 14.66 ﾂﾂﾐ ﾙﾘ(5) 14.88 中谷 理重子(5) 15.02 竹内 瑠夏(5) 15.29 小林 弥希(5) 15.30 冨田 咲花(5) 15.37 小松 葉月(5) 15.43
100m 坂城JAC 川中島JRC 東御田中小 長野市陸上教 北山小 田川 清水 西春近南

 6/24 6年女子  -0.6徳竹 美友(6) 13.85 清水 思(6) 14.27 鈴木 蘭(6) 14.44 宮崎 星来(6) 14.48 松村 紫乃(6) 14.55 今井 希生(6) 14.57 齊藤 陽向(6) 14.71 戸枝  星(6) 14.77
100m 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 長小 岡谷小 中川西 ｲｲﾀﾞｯｼｭ 辰野東 立科小 赤穂



予選 6月24日 10:10
決勝 6月24日 15:35

長野県小学生(ER)                13.06 西村 佳菜子                  二子             2010/10/24  
大会記：県小学生(GR)            13.5  

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.1

 1 中谷 理重子(5)     14.89 q  1 ﾂﾂﾐ ﾙﾘ(5)     14.87 q
ﾅｶﾔ ﾘｴｺ 長野市陸上教 ﾂﾂﾐ ﾙﾘ 東御田中小

 2 忠地 夏桜(5)     15.43  2 竹内 瑠夏(5)     15.22 q
ﾀﾀﾞﾁ ﾅｵ 奈川 ﾀｹｳﾁ ﾙｶ 北山小

 3 島崎 七星(5)     15.43  3 依田 晴奈(5)     15.33 
ｼﾏｻﾞｷ ﾅﾅｾ 岡谷小 ﾖﾀﾞ ﾊﾙﾅ 泉小

 4 高嶋 凪沙(5)     15.61  4 一ﾉ瀬 花菜(5)     15.55 
ﾀｶｼﾏ ﾅｷﾞｻ 穂高北 ｲﾁﾉｾ ﾊﾅ 川島

 5 宮内 萌菜(5)     15.70  5 徳武 瑠夏(5)     15.74 
ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ 堀金

 6 村松 愛海(5)     15.81  6 井出 凛生(5)     15.78 
ﾑﾗﾅﾂ ﾏﾅﾐ 追手町小 ｲﾃﾞ ﾘｵ 南牧北小

 7 石田 音央(5)     16.15  7 小泉 梢(5)     15.84 
ｲｼﾀﾞ ﾈｵ 佐久城山小 ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ 原PCｼﾞｭﾆｱ

 8 木村 桃子(5)     16.25  8 市川 紗英(5)     16.26 
ｷﾑﾗ ﾓﾓｺ 日滝 ｲﾁｶﾜ ｻｴ 軽井沢西部AC

 9 髙見澤 悠月(5)     16.38 翠川 由理佳(5)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 南牧南小 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕﾘｶ 戸上ｼﾞｭﾆｱｸ

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 -0.3

 1 淀 日南子(5)     14.50 q  1 田村 純菜(5)     13.92 q
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 川中島JRC ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 坂城JAC

 2 冨田 咲花(5)     15.08 q  2 宮澤 愛(5)     15.58 
ﾄﾐﾀ ｻｸﾗ 清水 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｲ 更埴陸上教

 3 小松 葉月(5)     15.24 q  3 小山 莉那(5)     15.83 
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 西春近南 ｺﾔﾏ ﾘﾅ 菅野

 4 松田 八重(5)     15.48  4 塩沢 優佳(5)     15.85 
ﾏﾂﾀﾞ ﾔｴ ｱｷﾂｴｰｼｰ ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳｶ 境小

 5 中澤 遥(5)     15.55  5 武田 麻依子(5)     16.10 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 更埴陸上教 ﾀｹﾀﾞ  ﾏｲｺ 長丘

 6 川根 理紗子(5)     15.87  6 原野 茉優(5)     16.14 
ｶﾜﾈ ﾘｻｺ 三郷 ﾊﾗﾉ  ﾏﾕ 野沢小

 7 髙井 叶絵(5)     15.95  7 田中 愛(5)     16.16 
ﾀｶｲ  ｶﾅｴ 豊殿小 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 洗馬
茂木 舞海(5)  8 青木 梨乃(5)     16.27 
ﾓﾃｷ  ﾏﾐ 野沢小 ｱｵｷ ﾘﾉ 梓川
大川 真優(5)  9 豊岡 穂乃佳(5)     16.57 
ｵｵｶﾜ ﾏﾕ 若槻 ﾄﾖｵｶ ﾎﾉｶ 武石小

[ 5組] 風速 -1.6 [ 6組] 風速 -0.9

 1 小林 弥希(5)     15.15 q  1 武井 幸音(5)     15.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 田川 ﾀｹｲ ﾕｷﾈ 川岸小

 2 竹村 咲耶(5)     15.32  2 宮嵜 優花(5)     15.57 
ﾀｹﾑﾗ ｻﾔ 長野市陸上教 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｶ 坂城JAC

 3 千葉 ほの香(5)     15.75  3 坂井 美藍(5)     15.73 
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｻｶｲ ﾐｱｲ 青木小

 4 三木 彩夏(5)     15.93  4 本間 萌(5)     15.84 
ﾐｷ ｻﾔｶ 広丘 ﾎﾝﾏ ﾓｴ 八坂

 5 荻原 日莉(5)     16.01  5 前田 理花(5)     15.86 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾏﾘ 小諸東小 ﾏｴﾀﾞ ﾘｶ 伊那東

 6 寺澤 ひかる(5)     16.06  6 清水 華乃(5)     15.94 
ﾃﾗｻﾜ  ﾋｶﾙ 森上 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 西箕輪AC

 7 長谷尾 彩華(5)     16.08  7 外谷 桐子(5)     15.94 
ﾊｾｵ ｱﾔｶ 大町北 ﾄﾔ ｷﾘｺ 信濃
寺澤 瞳子(5)  8 荻原 未優(5)     16.18 
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 座光寺小 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾕｳ 御代田南
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[ 7組] 風速 -2.3

 1 寺島 風美花(5)     15.40 
ﾃﾗｼﾏ ﾌﾐｶ 寿

 2 矢ｹ崎 愛奈(5)     15.46 
ﾔｶﾞｻｷ ｱｲﾅ 塩尻東

 3 澤口 楓香(5)     15.72 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾌｳｶ 追手町小

 4 赤羽 留佳(5)     16.20 
ｱｶﾊﾈ ﾙｶ 西春近北

 5 瀧澤 文(5)     16.26 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 穂高北

 6 両角 史佳(5)     16.27 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾌﾐｶ 軽井沢西部AC

 7 霜村  佳凜(5)     16.49 
ｼﾓﾑﾗ ｶﾘﾝ 豊野東

 8 武重 萌乃(5)     16.51 
ﾀｹｼｹﾞ ﾓｴﾉ 和田小MAC

風速 +0.1

 1 田村 純菜(5)     13.88 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 坂城JAC

 2 淀 日南子(5)     14.66 
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 川中島JRC

 3 ﾂﾂﾐ ﾙﾘ(5)     14.88 
ﾂﾂﾐ ﾙﾘ 東御田中小

 4 中谷 理重子(5)     15.02 
ﾅｶﾔ ﾘｴｺ 長野市陸上教

 5 竹内 瑠夏(5)     15.29 
ﾀｹｳﾁ ﾙｶ 北山小

 6 小林 弥希(5)     15.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 田川

 7 冨田 咲花(5)     15.37 
ﾄﾐﾀ ｻｸﾗ 清水

 8 小松 葉月(5)     15.43 
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 西春近南

氏  名 所属名 記録／備考
4   651

2   550

5年女子

100m
順 ﾚｰﾝ No.

9   810

3   492

7   866

6   389

5   183

8    19

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   171

5   281

4   343

9   661

6   366

2   721

8   654

3   815



予選 6月24日 10:35
決勝 6月24日 15:40

長野県小学生(ER)                13.06 西村 佳菜子                  二子             2010/10/24  
大会記：県小学生(GR)            13.19 

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +1.0

 1 齊藤 陽向(6)     14.56 q  1 鈴木 蘭(6)     14.33 q
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 立科小 ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 岡谷小

 2 松村 紫乃(6)     14.57 q  2 戸枝  星(6)     14.61 q
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾄｴﾀﾞ   ｱｶﾘ 赤穂

 3 滝沢 真心(6)     14.67  3 目黒 真悠(6)     14.66 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅﾐ 明南 ﾒｸﾞﾛ ﾏﾕ 仁礼

 4 湯本 光海(6)     14.99  4 佐藤  茜(6)     14.91 
ﾕﾓﾄ ｺｳﾐ 仁礼 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 西春近北

 5 吉澤 未久(6)     15.27  5 三ｯ石 理乃(6)     15.03 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｸ 小谷 ﾐﾂｲｼ ﾘﾉ 若槻

 6 廣川 紗良(6)     15.61  6 深井 杏美(6)     15.14 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 坂の上小 ﾌｶｲ  ｱﾐ 滋野小

 7 須田 唯菜(6)     15.61  7 田島 莉音(6)     15.27 
ｽﾀﾞ  ﾕｲﾅ ﾛﾃﾞｨｵ ﾀｼﾞﾏ  ﾘﾝ ﾛﾃﾞｨｵ

 8 堀米 彩花(6)     15.62  8 近藤 優衣(6)     15.53 
ﾎﾘｺﾞﾒ  ｱﾔｶ 山ﾉ内西 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 豊野東

 9 山内 萌衣(6)     15.66  9 高野 祐花(6)     15.84 
ﾔﾏｳﾁ ﾓｴ 阿智第一小 ﾀｶﾉ ﾕｶ 浅科AC

[ 3組] 風速 -1.2 [ 4組] 風速 +0.8

 1 塩原 美里(6)     15.09  1 徳竹 美友(6)     13.66 q
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 会染 ﾄｸﾀｹ ﾐﾕｳ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 江口 世菜(6)     15.16  2 今井 希生(6)     14.42 q
ｴｸﾞﾁ ｾｲﾅ 高山 ｲﾏｲ ｷｷ 辰野東

 3 竹内 愛海(6)     15.34  3 竹花万結弥(6)     14.76 
ﾀｹｳﾁ ｱﾐ 堀金 ﾀｹﾊﾅ ﾏﾕﾐ 箕輪北

 4 本沢 夏来(6)     15.36  4 上條 寧々(6)     14.90 
ﾎﾝｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 洗馬 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 5 原 愛美(6)     15.56  5 小林 葉月(6)     14.91 
ﾊﾗ ｱｲﾐ 福島 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ 御代田南

 6 西澤 芽衣(6)     15.69  6 宮前 有希(6)     15.07 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾒｲ 小谷 ﾐﾔﾏｴ  ﾕｷ 森上

 7 伊藤 映美(6)     15.94  7 清水 瑳羅(6)     15.31 
ｲﾄｳ ｴｲﾐ 山本小 ｼﾐｽﾞ ｻﾗ 三水第一

 8 市川 晴奈(6)     15.99  8 小松 亜由菜(6)     15.33 
ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾅ 佐久市立東小 ｺﾏﾂ ｱﾕﾅ 豊科南
堀 詩音(6) 白鳥 彩夏(6)
ﾎﾘ ｼｵﾝ 木島 ｼﾗﾄﾘ ｻﾔｶ 浅科AC

[ 5組] 風速 -2.8 [ 6組] 風速 -2.0

 1 ﾏﾇｶﾞｽｸﾗﾘｴ(6)     14.86  1 宮崎 星来(6)     14.47 q
ﾏﾇｶﾞｽ ｸﾗﾘｴ 豊科北 ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾗ 中川西

 2 栃木 優衣(6)     14.91  2 土屋 朋未(6)     14.67 
ﾄﾁｷﾞ ﾕｲ 上松 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾐ 祢津小

 3 矢野 和(6)     15.05  3 上條 のあ(6)     14.90 
ﾔﾉﾉﾄﾞｶ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 4 丸山 紗輝(6)     15.19  4 羽生 遥海(6)     15.08 
ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 会染 ﾊﾆｭｳ  ﾊﾙﾐ 大岡

 5 吉澤 杏花(6)     15.32  5 春日 佑月(6)     15.33 
ﾖｼｻﾞﾜ ｷｮｳｶ 南牧南小 ｶｽｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 長野市陸上教

 6 舟田 千夏(6)     15.32  6 湯本 真優(6)     15.43 
ﾌﾅﾀﾞ ﾁﾅﾂ 御代田南 ﾕﾓﾄﾏﾕ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少

 7 中島 あかり(6)     15.66  7 内山 理奈(6)     15.61 
ﾅｶｼﾞﾏ  ｱｶﾘ 湖東小 ｳﾁﾔﾏ ﾘﾅ 伊賀良小

 8 名取 歩実(6)     16.07  8 大塚 咲季(6)     15.64 
ﾅﾄﾘ ｱﾕﾐ 富士見小 ｵｵﾂｶ ｻｷ 坂城JAC

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6年女子

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

4   854

所属名 記録／備考
8    86

6   581

2   522

5   331

1    63

9   143

No. 氏  名 所属名

3   846

順

7   298

8   827

1   330

記録／備考
6   726

ﾚｰﾝ

4   307

5   161

7   811

9   390

2     8

3   142

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

6   519

7   576

5   279

2   582

4   570
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1   398
欠場
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氏  名 所属名 記録／備考
7   901

2   134

4   777
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1   328
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欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

3   396

6   502

5   525

7   133

8   577

4   130

5   8562   727

9   730

順 ﾚｰﾝ No.

4   617

9   368

6   177

所属名 記録／備考
8   838

2   397

7   349

3   283



[ 7組] 風速 -1.6

 1 清水 思(6)     14.60 q
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 長小

 2 宮坂 菜帆子(6)     14.76 
ﾐﾔｻｶ ﾅﾎｺ 会染

 3 山浦 愛加(6)     14.86 
ﾔﾏｳﾗ ﾏﾅｶ 浅科AC

 4 吉田 楓(6)     15.25 
ﾖｼﾀﾞ  ｶｴﾃﾞ 下諏訪南小

 5 酒井 夢実(6)     15.27 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 野岸小

 6 古畑 莉歩(6)     15.29 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘﾎ 開明

 7 竹村  美夢(6)     15.71 
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾑ 田中小

 8 小坂 帆南海(6)     15.75 
ｺｻｶ ﾎﾅﾐ ｽﾎﾟｺﾐ東北

風速 -0.6

 1 徳竹 美友(6)     13.85 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕｳ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 清水 思(6)     14.27 
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 長小

 3 鈴木 蘭(6)     14.44 
ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 岡谷小

 4 宮崎 星来(6)     14.48 
ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾗ 中川西

 5 松村 紫乃(6)     14.55 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 6 今井 希生(6)     14.57 
ｲﾏｲ ｷｷ 辰野東

 7 齊藤 陽向(6)     14.71 
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 立科小

 8 戸枝  星(6)     14.77 
ﾄｴﾀﾞ   ｱｶﾘ 赤穂

氏  名 所属名 記録／備考
2   153

6   575

6年女子

100m
順 ﾚｰﾝ No.

4   728

5   106

3     6

9   729

8   232

7   642

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   726

7   901

2   153

5   775

6   838

9   854

8    86

3   827



予選 6月24日  9:40
決勝 6月24日 15:25

長野県小学生(ER)                12.70 金田 華実                    浅科AC           2009/10/10  
大会記：県小学生(GR)            13.34 

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速  0.0

 1 清水 真那(6)     14.90  1 曽根原 千聖(6)     14.69 q
ｼﾐｽﾞ ﾏﾅ 両小野 ｿﾈﾊﾗ ﾁｻﾄ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 2 重盛 朱花(6)     15.47  2 中塩 紗代(6)     15.09 
ｼｹﾞﾓﾘ ｱﾔｶ 箕輪中部 ﾅｶｼｵ ｻﾖ 森上

 3 木下 涼菜(6)     16.21  3 高橋 章奈(6)     15.72 
ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞﾅ 豊丘北小 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾅ 美南ｶﾞ丘小

 4 清水 彩未(6)     16.22  4 稲村 帆乃佳(5)     16.22 
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 中野ｽﾏｲﾙ ｲﾅﾑﾗ ﾎﾉｶ 開明

 5 澁谷 涼夏(6)     16.36  5 武田 萌絵(6)     16.44 
ｼﾌﾞﾔ ｽｽﾞｶ 大町東 ﾀｹﾀﾞ ﾓｴ 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ

 6 大橋 朱里(6)     17.21  6 三村 留奈(5)     17.24 
ｵｵﾊｼ ｱｶﾘ 信濃 ﾐﾑﾗ  ﾙﾅ 昭和

 7 櫻井 ひかり(6)     17.49  7 飯塚 涼子(5)     18.37 
ｻｸﾗｲ  ﾋｶﾘ 清内路小 ｲｲｽﾞｶ  ﾘｮｳｺ 栗ｶﾞ丘

 8 米山 野乃佳(5)     17.76  8 高畠 彩希(6)     18.61 
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 浅科AC ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｻｷ 梓川

 9 湯本 鈴花(6)     21.53 若月 夕果(5)
ﾕﾓﾄ  ｽｽﾞｶ 長丘 ﾜｶﾂｷ ﾕｳｶ 信濃

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 +1.2

 1 片桐 真央(6)     14.56 q  1 土屋 みやび(6)     13.91 q
ｶﾀｷﾞﾘ ﾏｵ 軽井沢中部小 ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢中部小

 2 伊藤 絵夢(6)     15.32  2 大月 来夢(6)     14.57 q
ｲﾄｳ ｴﾑ 宮川小 ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 明南

 3 吉冨 真央(6)     15.69  3 戸谷 有沙(6)     15.54 
ﾖｼﾄﾐ ﾏｵ 池田 ﾄﾔ ｱﾘｻ いがら陸上

 4 下平 有紗(6)     15.76  4 山田 伽那(6)     16.60 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾘｻ 中川東 ﾔﾏﾀﾞ ｷｬﾅ 豊田小

 5 藤巻 百未(5)     15.82  5 佐藤 葉月(6)     17.12 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾓﾓﾐ 岸野小 ｻﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 青木小

 6 今井 有香(6)     16.87  6 高橋 日和(6)     18.17 
ｲﾏｲ  ﾕｶ 下諏訪南小 ﾀｶﾊｼ  ﾋﾖﾘ 長丘

 7 林 愛菜(6)     17.65  7 飯島 彩香(6)     18.64 
ﾊﾔｼ ｱｲﾅ 川上第二小 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ 開智

 8 中島 玲奈(6)     17.89  8 櫻井 真優(5)     18.69 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾚﾅ 小海小 ｻｸﾗｲ ﾏﾕ 御代田南
小嶋 舞雪(5) 宮島 ひなた(6)
ｺｼﾞﾏ ﾌﾌﾞｷ 三輪 ﾐﾔｼﾞﾏ  ﾋﾅﾀ 昭和

[ 5組] 風速 +0.6 [ 6組] 風速 +0.7

 1 松原 さくら(6)     14.26 q  1 山崎 萌々子(6)     13.22 q
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻｸﾗ 日義TFC ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野ｽﾏｲﾙ

 2 早川 涼(6)     14.77 q  2 中村 優里(6)     14.68 q
ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳ 岡谷小 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 芝沢

 3 金子 愛果(6)     16.77  3 大谷 好乃(6)     15.37 
ｶﾈｺ ｱｲｶ 伊那 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾉ 白馬北

 4 出浦 美優(6)     16.90  4 宮下 葵衣(6)     17.07 
ﾃﾞｳﾗ ﾐｳ 小海小 ﾐﾔｼﾀ ｱｵｲ 長野市陸上教

 5 伊藤 なな葉(6)     17.19  5 鈴木 爽加(6)     17.12 
ｲﾄｳ ﾅﾅﾊ 豊田小 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 伊那

 6 中澤 希帆(5)     18.86  6 井出 優美(6)     18.65 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾎ 大野川 ｲﾃﾞ ﾕｳﾐ 泉小

 7 今村 詩乃(5)     19.45  7 小山 まりあ(6)     18.87 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ いがら陸上 ｺﾔﾏ  ﾏﾘｱ 栗ｶﾞ丘
池田 優(5)  8 米倉 優(6)     18.96 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 小諸東小 ﾖﾈｸﾗ ﾕｳ 豊科東
高橋 加奈(6) 藤巻 仁美(6)
ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 開明 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾄﾐ 開智

風速 -1.4

 1 山崎 萌々子(6)     13.40 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野ｽﾏｲﾙ

 2 土屋 みやび(6)     14.05 
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢中部小

 3 松原 さくら(6)     14.49 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻｸﾗ 日義TFC

 4 大月 来夢(6)     14.63 
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 明南

 5 片桐 真央(6)     14.70 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾏｵ 軽井沢中部小

 6 曽根原 千聖(6)     14.74 
ｿﾈﾊﾗ ﾁｻﾄ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 7 中村 優里(6)     14.86 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 芝沢

 8 早川 涼(6)     15.23 
ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳ 岡谷小
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6   350

5    32
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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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 6月24日 14:10

長野県小学生(ER)              3:03.46 牛越　あかね                 並柳             2004/05/01  
大会記：県小学生(GR)          3:03.52 

[ 1組] [ 2組]

 1 紫 美海(6)   3:34.23  1 杉村 奈津穂(6)   3:24.47 
ﾑﾗｻｷ ﾐｳ 軽井沢中部小 ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 本郷

 2 碓氷 眞子(5)   3:35.50  2 太田 萌佳(6)   3:28.96 
ｳｽｲ ﾏｺ 浅科AC ｵｵﾀ ﾓｴｶ 宮田

 3 山﨑 愛深(5)   3:36.16  3 甕 夏実(6)   3:31.61 
ﾔﾏｻﾞｷ  ｱﾐ 山ﾉ内西 ﾓﾀｲ ﾅﾂﾐ 塩尻吉田

 4 安藤 朱里(5)   3:40.18  4 小原  茉莉(5)   3:31.65 
ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾘ 屋代 ｺﾊﾗ  ﾏﾂﾘ 赤穂

 5 菅原 暁野(6)   3:41.53  5 高坂 珠実(5)   3:32.18 
ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾉ 辰野東 ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 芝沢

 6 飯田 芽生愛(6)   3:42.11  6 三枝 里緒(6)   3:32.23 
ｲｲﾀﾞ ﾒｲｱ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｻｴｸﾞｻ ﾘｵ 穂高南

 7 内山 実音(5)   3:42.26  7 窪堀 あずみ(6)   3:38.02 
ｳﾁﾔﾏ  ﾐｵﾝ 栗ｶﾞ丘 ｸﾎﾞﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 豊科北

 8 櫻井 麻衣(6)   3:43.34  8 依田 仁美(5)   3:38.44 
ｻｸﾗｲ ﾏｲ 泉小 ﾖﾀﾞ  ﾋﾄﾐ 軽井沢中部小

 9 長谷川 瑞穂(6)   3:43.96  9 斉藤 菜々実(5)   3:38.92 
ﾊｾｶﾞﾜ  ﾐｽﾞﾎ 三輪 ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ 塩尻吉田

10 宮澤 花奈実(5)   3:44.12 10 安永 友麻(5)   3:39.03 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 菅野 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 穂高北

11 河原 瑞歩(5)   3:45.33 11 諸山 理湖(5)   3:40.83 
ｶﾜﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 城山 ﾓﾛﾔﾏ ﾘｺ 小諸東小

12 米川 涼(6)   3:45.73 12 和田 帆香(5)   3:42.42 
ﾖﾈｶﾜ ﾘｮｳ 小海小 ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 川中島JRC

13 米川 京(5)   3:46.10 13 大野 彩佳(5)   3:42.96 
ﾖﾈｶﾜ ｹｲ 小海小 ｵｵﾉ  ｱﾔｶ 山ﾉ内西

14 神部 紫音(5)   3:46.76 14 田倉 芽衣(6)   3:43.07 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾀｸﾗ ﾒｲ 松川

15 山浦 優(5)   3:47.42 15 松倉 后杏(6)   3:43.20 
ﾔﾏｳﾗ  ﾕｳ 野沢小 ﾏﾂｸﾗ ｺｳｱﾝ 白馬北

16 大工原 月那(5)   3:49.16 16 津野尾 夏葵(5)   3:43.79 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾂｷﾅ 高瀬AC ﾂﾉｵ ﾅﾂｷ 大町東

17 酒井 菜々美(6)   3:49.70 17 松村 明梨(6)   3:43.88 
ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 坂城JAC ﾏﾂﾑﾗ ｱｶﾘ 島内

18 友野 恵(5)   3:51.52 18 三田 尚果(6)   3:48.87 
ﾄﾓﾉ ﾒｸﾞﾐ 佐久西小 ﾐﾀ ﾅｵｶ ｺﾒｯﾄ波田

19 清水 亜美(6)   3:55.49 19 原  優希(6)   3:58.97 
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 腰越JSC ﾊﾗ   ﾕｳｷ 清内路小

20 小湊 日和(6)   4:03.92 土屋 愛理(5)
ｺﾐﾅﾄ ﾋﾖﾘ 須坂JRC ﾂﾁﾔ  ｱｲﾘ 軽井沢中部小

女子

1000m
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16   245

9   774

5   292

17   260

14     1

13    45

6   653

8   317

1   109

7    46

20   887

2    73

10   286

13   503

19   160

15   336

12    72

順 No.

1   542

4   650

16   818

所属名 記録／備考
19   673

5   485

6   826

15   543

11   494

20    27

18   347

9   299

3    52

14   615

2   607

17   588

7   625

10   872

12   663

8    26
欠場



[ 3組]

 1 中山 葵泉(6)   3:10.48 
ﾅｶﾔﾏ  ｱｵｲ 下諏訪南小

 2 根津 葵(6)   3:10.59 
ﾈﾂ ｱｵｲ 本郷

 3 高木 更紗(5)   3:15.95 
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 腰越JSC

 4 夏川 優衣(6)   3:16.34 
ﾅﾂｶﾜ ﾕｲ 小井川小

 5 髙安 結衣(6)   3:17.54 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 6 久保田 絢乃(5)   3:17.59 
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 腰越JSC

 7 落合 早峰(6)   3:18.41 
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ 宮田

 8 小林 成美(6)   3:19.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 川中島JRC

 9 鈴木 賀子(6)   3:19.33 
ｽｽﾞｷ ｶｺ 坂城JAC

10 和田 真菜(5)   3:19.79 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 川中島JRC

11 高根 楓(6)   3:20.11 
ﾀｶﾈ ｶｴﾃﾞ 浅科AC

12 臼田 彩花(6)   3:21.60 
ｳｽﾀﾞ  ｻﾔｶ 下諏訪南小

13 瀧澤 優奈(6)   3:21.86 
ﾀｷｻﾞﾜ  ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

14 宮澤 美裕(5)   3:22.56 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 川中島JRC

15 小口 満里奈(6)   3:22.95 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 城南小

16 仲田 ほの(6)   3:23.18 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 伊賀良小

17 臼田 悠花(6)   3:23.21 
ｳｽﾀﾞ  ﾕｳｶ 下諏訪南小

18 高橋  凜(5)   3:24.82 
ﾀｶﾊｼ   ﾘﾝ 赤穂

19 竹内 ほのか(5)   3:26.05 
ﾀｹｳﾁ ﾎﾉｶ 坂城JAC

20 原 彩花(6)   3:26.06 
ﾊﾗ ｻﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

氏  名 所属名 記録／備考
12   691

3   672

女子

1000m
順 No.

10   692

18   620

15   158

2   817

13   344

7   159

5   345

16     4

14   284

6   845

19   346

20   693

11   855

8   694

1   695

4   285

17   888

9   825



   1 中山 葵泉(6) 下諏訪南小     3:10.48   3   1
   2 根津 葵(6) 本郷     3:10.59   3   2
   3 高木 更紗(5) 腰越JSC     3:15.95   3   3
   4 夏川 優衣(6) 小井川小     3:16.34   3   4
   5 髙安 結衣(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ     3:17.54   3   5
   6 久保田 絢乃(5) 腰越JSC     3:17.59   3   6
   7 落合 早峰(6) 宮田     3:18.41   3   7
   8 小林 成美(6) 川中島JRC     3:19.12   3   8
   9 鈴木 賀子(6) 坂城JAC     3:19.33   3   9
  10 和田 真菜(5) 川中島JRC     3:19.79   3  10
  11 高根 楓(6) 浅科AC     3:20.11   3  11
  12 臼田 彩花(6) 下諏訪南小     3:21.60   3  12
  13 瀧澤 優奈(6) ISｼﾞｭﾆｱ     3:21.86   3  13
  14 宮澤 美裕(5) 川中島JRC     3:22.56   3  14
  15 小口 満里奈(6) 城南小     3:22.95   3  15
  16 仲田 ほの(6) 伊賀良小     3:23.18   3  16
  17 臼田 悠花(6) 下諏訪南小     3:23.21   3  17
  18 杉村 奈津穂(6) 本郷     3:24.47   2   1
  19 高橋  凜(5) 赤穂     3:24.82   3  18
  20 竹内 ほのか(5) 坂城JAC     3:26.05   3  19
  21 原 彩花(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:26.06   3  20
  22 太田 萌佳(6) 宮田     3:28.96   2   2
  23 甕 夏実(6) 塩尻吉田     3:31.61   2   3
  24 小原  茉莉(5) 赤穂     3:31.65   2   4
  25 高坂 珠実(5) 芝沢     3:32.18   2   5
  26 三枝 里緒(6) 穂高南     3:32.23   2   6
  27 紫 美海(6) 軽井沢中部小     3:34.23   1   1
  28 碓氷 眞子(5) 浅科AC     3:35.50   1   2
  29 山﨑 愛深(5) 山ﾉ内西     3:36.16   1   3
  30 窪堀 あずみ(6) 豊科北     3:38.02   2   7
  31 依田 仁美(5) 軽井沢中部小     3:38.44   2   8
  32 斉藤 菜々実(5) 塩尻吉田     3:38.92   2   9
  33 安永 友麻(5) 穂高北     3:39.03   2  10
  34 安藤 朱里(5) 屋代     3:40.18   1   4
  35 諸山 理湖(5) 小諸東小     3:40.83   2  11
  36 菅原 暁野(6) 辰野東     3:41.53   1   5
  37 飯田 芽生愛(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:42.11   1   6
  38 内山 実音(5) 栗ｶﾞ丘     3:42.26   1   7
  39 和田 帆香(5) 川中島JRC     3:42.42   2  12
  40 大野 彩佳(5) 山ﾉ内西     3:42.96   2  13
  41 田倉 芽衣(6) 松川     3:43.07   2  14
  42 松倉 后杏(6) 白馬北     3:43.20   2  15
  43 櫻井 麻衣(6) 泉小     3:43.34   1   8
  44 津野尾 夏葵(5) 大町東     3:43.79   2  16
  45 松村 明梨(6) 島内     3:43.88   2  17
  46 長谷川 瑞穂(6) 三輪     3:43.96   1   9
  47 宮澤 花奈実(5) 菅野     3:44.12   1  10
  48 河原 瑞歩(5) 城山     3:45.33   1  11
  49 米川 涼(6) 小海小     3:45.73   1  12
  50 米川 京(5) 小海小     3:46.10   1  13
  51 神部 紫音(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:46.76   1  14
  52 山浦 優(5) 野沢小     3:47.42   1  15
  53 三田 尚果(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:48.87   2  18
  54 大工原 月那(5) 高瀬AC     3:49.16   1  16
  55 酒井 菜々美(6) 坂城JAC     3:49.70   1  17
  56 友野 恵(5) 佐久西小     3:51.52   1  18
  57 清水 亜美(6) 腰越JSC     3:55.49   1  19
  58 原  優希(6) 清内路小     3:58.97   2  19
  59 小湊 日和(6) 須坂JRC     4:03.92   1  20
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決勝 6月24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  

大会記：県小学生(GR)             1.35 

岩川 奈那(6)
ｲﾜｶﾜ ﾅﾅ 青木島
荒川 菜緒(6)
ｱﾗｶﾜ ﾅｵ 大町西
赤羽 菜々実(6)
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 三郷
鹿崎 さくら(6)
ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 広丘
長谷川愛(5)
ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ 追手町小
宮下 智帆(6)
ﾐﾔｼﾀ ﾁﾎ 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
川手 琉那(5)
ｶﾜﾃ ﾙﾅ 宮田
伊藤 結菜(6)
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 玉川小
倉品 愛美(5)
ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ 岡谷小
日高 偲歩(6)
ﾋﾀﾞｶ ｼﾎ 芝沢
小林 真夕(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 倭
今井 聖玲奈(6)
ｲﾏｲ ｾﾚﾅ 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
櫻井 夢(5)
ｻｸﾗｲ ﾕﾒ 白馬南
鈴木 岳葉(6)
ｽｽﾞｷ ﾀｹﾊ 城北小
花岡 瑚徒(5)
ﾊﾅｵｶ ｺﾄ 岡谷小
平川 愛理(5)
ﾋﾗｶﾜ ｱｲﾘ 平根小
砂場 晴月(6)
ｽﾅﾊﾞ ﾊﾂﾞｷ 豊科東
千國 楓花(6)
ﾁｸﾆ ﾌｳｶ 小谷
平田 朱音(5)
ﾋﾗﾀ ｱｶﾈ あかしなかけっこ
宮原 佳鈴(5)
ﾐﾔﾊﾗ ｶﾘﾝ 手良
亀野 未夢(6)
ｶﾒﾉ ﾐﾕ 芝沢
奥原 奈々(6)
ｵｸﾊﾗ ﾅﾅ 日義TFC
平田 萌(6)
ﾋﾗﾀ ﾓｴ 赤穂南
有賀 結叶(6)
ｱﾙｶﾞ ﾕｲｶ 西箕輪AC
赤羽 夏佳(5)
ｱｶﾊﾈ ﾅﾂｶ 宮田
小林 陽和(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 屋代
髙山 穂乃佳(6)
ﾀｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 屋代
佐藤 亜美佳(6)
ｻﾄｳ ｱﾐｶ 浅科AC
市川 真理(5)
ｲﾁｶﾜ ﾏﾘ 屋代
岡田 歩(6)
ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾑ 屋代
小池 晏花(5)
ｺｲｹ ﾊﾙｶ 昭和
宮尾 琴音(5)
ﾐﾔｵ ｺﾄﾈ あかしなかけっこ
小池 夏歩(6)
ｺｲｹ ｶﾎ 屋代
滝沢 彩美(5) 記録なし
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾐ 屋代
藤澤 美紀子(6) 記録なし
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐｷｺ 松川
丸山 菜摘(5) 記録なし
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂﾐ 泉台
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清水 みなみ(6) 欠場
ｼﾐｽﾞ ﾐﾅﾐ 広丘

19   561
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P. 12

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成24年6月23日（土）
会場：県松本平広域公園陸上競技場

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  

大会記録(GR)             　　　　4.50 

栗空  実穂(6) 王滝
ｸﾘｿﾞﾗ  ﾐﾎ ｵｳﾀｷ
山口 舞華(6) ﾁｰﾑ富県
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲｶ ﾁｰﾑﾄﾐｶﾞﾀ
伊藤 日菜(6) 広丘
ｲﾄｳ ﾋﾅ ﾋﾛｵｶ
樋口 花梨(6) 三郷
ﾋｸﾞﾁ ｶﾘﾝ ﾐｻﾄ
岡村 琴美(6) 福島
ｵｶﾑﾗ ｺﾄﾐ ﾌｸｼﾏ
太田 彩水(6) 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
ｵｵﾀ ｱﾔﾐ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳｸﾗﾌﾞ
松本 ほのか(6) 高山
ﾏﾂﾓﾄ ﾎﾉｶ ﾀｶﾔﾏ
栁澤 唯月(6) 小井川小
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ ｵｲｶﾜｼｮｳ
佐々木 南斗(6) 八千穂小
ｻｻｷ ﾐﾅﾄ ﾔﾁﾎｼｮｳ
齊藤 由佳(6) 上郷小
ｻｲﾄｳ ﾕｶ ｶﾐｻﾄｼｮｳ
小口 るり(5) 小井川小
ｵｸﾞﾁ ﾙﾘ ｵｲｶﾜｼｮｳ
藤巻 智江(6) 大町南
ﾌｼﾞﾏｷ ﾁｴ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐ
内川 あずみ(6) 堀金
ｳﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ ﾎﾘｶﾞﾈ
依田 実邑(6) 豊洲
ﾖﾀﾞ ﾐﾕｳ ﾄﾖｽ
小林 はな(6) 富士見小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ ﾌｼﾞﾐｼｮｳ
市村 千夏(6) 野岸小
ｲﾁﾑﾗ ﾁﾅﾂ ﾉｷﾞｼｼｮｳ
中村 瑠里子(6) 野岸小
ﾅｶﾑﾗ ﾙﾘｺ ﾉｷﾞｼｼｮｳ
元田 彩葉(6) 栗ｶﾞ丘
ﾓﾄﾀﾞ ｻﾖ ｸﾘｶﾞｵｶ
繁野 悠風(6) 高遠北
ｼｹﾞﾉ ﾊﾙｶ ﾀｶﾄｵｷﾀ
茶原 奈々(6) 南木曽
ﾁｬﾊﾗ ﾅﾅ ﾅｷﾞｿ
栁澤 雪香(6) ﾛﾃﾞｨｵ
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷｶ ﾛﾃﾞｨｵ
関 彩夏(6) ｽﾎﾟｺﾐ東北
ｾｷ ｱﾔｶ ｽﾎﾟｺﾐﾄｳﾎｸ
小澤 千夏(6) 堀金
ｵｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ ﾎﾘｶﾞﾈ
中村 咲貴(6) ｽﾎﾟｺﾐ東北
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ ｽﾎﾟｺﾐﾄｳﾎｸ
石田 花穂(6) 大町東
ｲｼﾀﾞ ｶﾎ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ
浅川 涼音(5) 穂高南
ｱｻｶﾜ ｽｽﾞﾈ ﾎﾀｶﾐﾅﾐ
馬場 まゆり(5) 長丘
ﾊﾞﾊﾞ ﾏﾕﾘ ﾅｶﾞｵｶ
池上 実里(6) 宮田
ｲｹｶﾞﾐ ﾐｻﾄ ﾐﾔﾀﾞ
松本 琴未(5) 田川
ﾏﾂﾓﾄ ｺﾄﾐ ﾀｶﾞﾜ
林  実玲(5) T&F佐久平
ﾊﾔｼ  ﾐﾚｲ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲ
埋橋 優衣(6) 伊那
ｳｽﾞﾊｼ ﾕｲ ｲﾅ
大羽 夏未(6) 大町南
ｵｵﾊﾞ ﾅﾂﾐ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐ
寺平 日菜(6) 丸山小
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ  ﾋﾅ ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ
小林 想(6) 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳｸﾗﾌﾞ
岡嶋 美空(5) 傍陽小
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ ｿｴﾋｼｮｳ   +0.8
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35  165    x   3.36
  -1.6

  3.36
  -0.4

  3.33
  +1.4

  -1.2
2-16

34  549   3.03   3.36
  +0.7

  3.38
  -1.2

   x
  -0.6

2-15

33  906   3.17   3.38
  -0.6

  3.33
  -2.2

   x
  -1.5

2-14

32  610   3.39   3.39
  -0.6

  3.41
  -1.5

  3.34
  -0.8

  +0.8
2-13

31  793   3.27   3.41
  -0.6

  3.42
  +0.8

  3.12
  +0.7

  -0.8
1-17

30  102   3.20   3.42
  -0.8

   x    x
  -2.0

1-16

29  662   3.45   3.45
  -1.8

  3.45
  -2.0

  3.18
  +1.2

  +1.3
2-12

28  821   3.29   3.45
  -0.9

  3.39
  -1.6

  3.47
  +1.3

  +0.4
1-15

27  364   3.41   3.47
  -2.3

  3.40
  +0.4

  3.48
  +0.4

  -2.1
1-14

26  491   3.40   3.48
  -1.7

  3.50
  -2.1

  3.38
  +2.5

  -0.1
1-13

25  608   3.23   3.50
  -1.4

  3.51
  -0.1

  3.51
   0.0

  -1.0
1-12

24  234   3.46   3.51
  -1.0

  3.48
  +0.1

   x
  +1.4

2-11

23  520   3.54   3.54
  -1.1

  3.35
  -0.3

  3.55
  +1.4

  +1.2
2-10

22  233   3.47   3.55

  3.59
  +1.2

   x
  -2.4

2- 9

21  148    x   3.59
  -2.4

   x    x
  -2.0

1-11

20  531   3.60   3.60
  -2.0

  3.52
  -0.8

   x
  +1.9

  -0.6
1-10

19  816   3.60   3.60
  -2.4

  3.58
  -1.1

  3.62
  -0.6

  -1.6
1- 9

18  263   3.54   3.62
  -1.6

  3.50
  -2.1

   x
  -2.8

1- 8

17  107   3.63   3.63

  3.66
  -2.8

   x
  +0.9

2- 8

16  108    x   3.66
  -1.1

  3.46
  -1.8

  3.66
  +0.9

  -2.0
1- 7

15  746   3.45   3.66
  -2.0

  3.49
  -1.1

  3.52
  +1.6

  -0.6
2- 7

14  386   3.66   3.66
  -0.6

  3.54
  -0.6

  3.66
  +0.9

  -1.4
1- 6

13  521   3.67   3.67
  -1.4

  3.51
  -1.8

  3.59
  -1.1

  -0.5
1- 5

12  609   3.69   3.69
  -2.1

  3.71
  -0.5

  3.64
  +1.8

  -1.3
1- 4

11  747   3.64   3.71
  -2.1

  3.61
  -1.0

  3.74
  -1.3

  -1.5
2- 6

10  870   3.56   3.74
  -1.5

  3.46
  -0.3

  3.44
  -1.0

  -0.5
1- 3

9  141   3.75   3.75
  -1.5

  3.77
  -0.5

  3.50
  +1.0

  -0.6
2- 5

8  745   3.60   3.77
  -1.2

  3.81
  -0.6

  3.71
  -0.3

  -0.7
1- 2

7  280   3.66   3.81
  -2.0

  3.75
  -1.7

  3.82
  -0.7

  +0.5
2- 4

6  548   3.68   3.82
  -2.4

  3.83
  +0.5

  3.61
  -0.3

  -0.2
1- 1

5  537   3.32   3.83
  -1.1

  3.92
  -1.4

  4.01
  -0.2

  +0.5
2- 3

4  468   3.94   4.01

  4.07
  +0.5

  4.00
  -0.2

  +1.0
2- 2

3  562    x   4.07
  -0.9

  4.06
  -0.9

  4.10
  +1.0

2- 1

2  807   4.02   4.10

記録 組順

  -2.9
  4.13
  +0.5

  4.17
  -0.4   -0.4

-３- -４- 備考

1  524   3.97   4.17

-５- -６-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

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

富松建夫
竹内秀樹

2012/06/24 15:57

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
第28回全国小学生陸上競技交流大会
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
　　　　長野県教育委員会、信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社
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_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成24年6月23日（土）
会場：県松本平広域公園陸上競技場

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

富松建夫
竹内秀樹

2012/06/24 15:57

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
第28回全国小学生陸上競技交流大会
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
　　　　長野県教育委員会、信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社

小畑 美来(6) 浜井場小
ｵﾊ ﾞﾀﾐｸ ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ
柳沢 莉菜(6) 軽井沢東部小
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾅ ｶﾙｲｻﾞﾜﾄｳﾌﾞｼｮｳ
井出 有紗(6) 南牧北小
ｲﾃﾞ  ｱﾘｻ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳ
小林 さくら(6) 小川
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ ｵｶﾞﾜ
小島 未久(6) 富士見小
ｺｼﾞﾏ ﾐｸ ﾌｼﾞﾐｼｮｳ
濵 若菜(5) 岡谷小
ﾊﾏ ﾜｶﾅ ｵｶﾔｼｮｳ
田中 奈緒(6) 宮田
ﾀﾅｶ ﾅｵ ﾐﾔﾀﾞ
柘植 美沙希(6) 浜井場小
ﾂｹ ﾞﾐｻｷ ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ
大森 響(6) ﾛﾃﾞｨｵ
ｵｵﾓﾘ  ﾋﾋﾞｷ ﾛﾃﾞｨｵ
宇都宮 悠奈(5) 軽井沢中部小
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ
山岸 萌香(5) 信濃
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ ｼﾅﾉ
髙見澤 ゆずか(5) 南牧南小
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
和田 美紗妃(5) 更級
ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ ｻﾗｼﾅ
伊藤 晴香(6) 小川
ｲﾄｳ ﾊﾙｶ ｵｶﾞﾜ
坂本 優(5) 中野ｽﾏｲﾙ
ｻｶﾓﾄ ﾕｳ ﾅｶﾉｽﾏｲﾙ
井出 佑香(6) 南牧北小
ｲﾃﾞ  ﾕｳｶ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳ
佐々木 優果(6) 富草小
ｻｻｷ ﾕｳｶ ﾄﾐｸｻｼｮｳ
徳竹 優華(6) 豊洲
ﾄｸﾀｹ ﾕｳｶ ﾄﾖｽ
宮﨑 音羽(5) 長丘
ﾐﾔｻﾞｷ  ｵﾄﾊ ﾅｶﾞｵｶ
山崎 萌(5) ﾛﾃﾞｨｵ
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴ ﾛﾃﾞｨｵ
関 涼花(5) 傍陽小
ｾｷ ｽｽﾞｶ ｿｴﾋｼｮｳ
茂手木 志帆(5) 更級
ﾓﾃｷ ｼﾎ ｻﾗｼﾅ
宮澤 志帆(5) 御代田南
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾎ ﾐﾖﾀﾐﾅﾐ
北澤 杏珠(5) 千曲東
ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ

1-30
  -2.0

   x    x
  -2.0

  +0.2
1-29

59  338   2.74   2.74
  -2.7

  2.77
  -0.5

  2.87
  +0.2

  -2.6
1-28

58  136   2.75   2.87
  -0.9

  2.94
  -2.6

   x
  +0.1

1-27

57  274   2.82   2.94
  -2.9

  2.95
  -1.2

  3.01
  +0.1

  -1.1
1-26

56  164   2.99   3.01
  -1.1

   x    x
  +1.2

2-29

55  147   3.04   3.04
  +1.2

  3.01
  -1.9

  2.92
  -0.4

  -1.4
1-25

54  365   3.05   3.05
  -1.4

  2.96
  -0.9

  2.85
  +1.0

  +3.2
1-24

53  387   3.10   3.10
  -1.3

  2.88
  -1.4

  3.11
  +3.2

  +1.3
2-28

52  878   2.87   3.11
  +1.3

   x   3.10
  +2.3

  +1.6
2-27

51  127   3.11   3.11
  +1.6

  3.00
  -1.7

  3.02
  +0.9

  -0.1
2-26

50  352   3.16   3.16
  +0.7

  3.11
  -2.3

  3.19
  -0.1

  -2.0
1-23

49  309   3.15   3.19
  -1.7

  3.20
  -2.0

   x
  +0.3

2-25

48  273   3.10   3.20
  +1.2

  3.21
  +0.3

  3.04
  +0.5

  +0.7
2-24

47  131   3.11   3.21

  2.89
  -0.8

  3.23
  +0.7

  +0.4
2-23

46  322    x   3.23
  +0.4

   x   3.20
  -1.1

  -1.3
1-22

45   34   3.23   3.23
  -1.3

  3.09
  -0.8

  2.99
  +2.2

  +1.5
1-21

44  146   3.25   3.25
  -2.0

  3.18
  -1.9

  3.26
  +1.5

  -0.6
2-22

43  881   3.25   3.26
  -0.6

   x    x
  -1.5

2-21

42  822   3.27   3.27

   x   3.29
  -1.5

  -0.3
2-20

41  748    x   3.29
  -0.3

  3.29
  -0.6

  3.15
  -1.6

  -0.6
2-19

40  749   3.30   3.30
  -0.6

  3.10
  -1.0

  3.10
  -1.3

  +2.0
1-20

39  308   3.33   3.33
  -2.2

   x   3.35
  +2.0

  -2.0
1-19

38  128   2.80   3.35
  -2.3

  3.35
  -2.0

   x

1-18

37   35   3.07   3.35

記録 組順

  -2.8
  2.83
  -1.7

  3.30
  +2.4   -2.8

-３- -４- 備考

36  880   3.35   3.35

-５- -６-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-
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_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成24年6月23日（土）
会場：県松本平広域公園陸上競技場

長野県小学生(ER)                61.63 飯島 澄香                    城北             2012/5/13   
大会記：県小学生(GR)            55.63 

飯島 澄香(6) 城北小 大会新
ｲｲｼﾞﾏ ｽﾐｶ ｼﾞｮｳﾎｸｼｮｳ
新海 雪奈(6) 共和
ｼﾝｶｲ ﾕｷﾅ ｷｮｳﾜ
小松 瑠維子(6) 城南小
ｺﾏﾂ ﾙｲｺ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ
山田 恭華(6) 竜丘小
ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ ﾀﾂｵｶｼｮｳ
宮﨑 胡美(6) 中川西
ﾐﾔｻﾞｷ ｸﾙﾐ ﾅｶｶﾞﾜﾆｼ
山上 琴未(6) 中川東
ﾔﾏｶﾞﾐ ｺﾄﾐ ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼ
井出 梨香(6) 小海小
ｲﾃﾞ ﾘｶ ｺｳﾐｼｮｳ
牧 咲弥花(6) 日滝
ﾏｷ ｻﾔｶ ﾋﾀｷ
松田 夏音(6) 会染
ﾏﾂﾀﾞ ｶｵﾝ ｱｲｿﾒ
伊藤 有里彩(5) 湖南小
ｲﾄｳ ﾕﾘｱ ｺﾅﾐｼｮｳ
名取 素子(6) 西箕輪AC
ﾅﾄﾘ ﾓﾄｺ ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰ
塩野谷 未來(6) 科野
ｼｵﾉﾔ ﾐﾗｲ ｼﾅﾉ
高橋 莉子(6) 小海小
ﾀｶﾊｼ ﾘｺ ｺｳﾐｼｮｳ
松山ｼﾞｬﾝﾋﾞｰｱﾚﾝ(5) 福島
ﾏﾂﾔﾏｼﾞｬﾝﾋﾞｰｱﾚﾝ ﾌｸｼﾏ
関 志保里(6) 立科小
ｾｷ ｼﾎﾘ ﾀﾃｼﾅｼｮｳ
中村 さゆき(6) 東春近
ﾅｶﾑﾗ ｻﾕｷ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶ
菅谷 千咲(6) 中山
ｽｶﾞﾔ ﾁｻ ﾅｶﾔﾏ
桐山 麻由(6) 坂北
ｷﾘﾔﾏ ﾏﾕ ｻｶｷﾀ
大前 遥(6) 上松
ｵｵﾏｴ ﾊﾙｶ ｱｹﾞﾏﾂ
池田 尋菜(6) 牟礼東
ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾅ ﾑﾚﾋｶﾞｼ
平井 彩音(6) 開智
ﾋﾗｲ ｱﾔﾈ ｶｲﾁ
山岸優理奈(6) 美篶
ﾔﾏｷﾞｼﾕﾘﾅ ﾐｽｽﾞ
井上 みずき(6) 小海小
ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ ｺｳﾐｼｮｳ
山浦 真白(6) 八千穂小
ﾔﾏｳﾗ ﾏｼﾛ ﾔﾁﾎｼｮｳ
武田 ひより(6) 坂の上小
ﾀｹﾀﾞ ﾋﾖﾘ ｻｶﾉｳｴｼｮｳ
牧内 麗(6) 上郷小
ﾏｷｳﾁ ﾚｲ ｶﾐｻﾄｼｮｳ
草間 美月(6) 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
ｸｻﾏ ﾐﾂｷ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳｸﾗﾌﾞ
小林 詩織(6) 科野
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ ｼﾅﾉ
宮田 知佳(6) 福島
ﾐﾔﾀ ﾁｶ ﾌｸｼﾏ
那須 日花里(6) 会染
ﾅｽ ﾋｶﾘ ｱｲｿﾒ
上原 みちる(6) 科野
ｳｴﾊﾗ ﾐﾁﾙ ｼﾅﾉ
篠原 碧那(5) 浅科AC
ｼﾉﾊﾗ ｱｵﾅ ｱｻｼﾅｴｰｼｰ
伊井 玲奈(6) 中込小
ｲｲ ﾚｲﾅ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ
井出 未奈美(6) 川上第一小
ｲﾃﾞ ﾐﾅﾐ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁｼｮｳ
原 杏奈(5) 宗賀
ﾊﾗ ｱﾝﾅ ｿｳｶﾞ

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
第28回全国小学生陸上競技交流大会
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
　　　　長野県教育委員会、信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社

2012/06/24 13:32

競技結果        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

-２- -３- 記録順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 組順 備考

1  736
 56.57    o    o  56.57

1- 1

-１-

2- 1

3  737
   o    o  46.47  46.47

1- 2

2  259

4  874
 45.58    o

 49.10  49.10   o    o

   o  45.58
2- 2

5  837
   o    o  45.34  45.34

1- 3

2- 3

7   51
 44.49    o    o  44.49

1- 4

6  840

8  379
   o  43.89

   o  44.95   o  44.95

   o  43.89
2- 4

9  578
   o    o  43.41  43.41

2- 5

2- 6

11  803
   o  42.22    o  42.22

1- 5

10  738

12  256
 41.34    o

   o  42.84   o  42.84

   o  41.34
1- 6

13   50
   o    o  39.76  39.76

2- 7

2- 8

15   95
 39.47    o    o  39.47

1- 7

14  536

16  806
   x  38.57

   o  39.68   o  39.68

   o  38.57
2- 9

17  656
   o    o  38.36  38.36

2-10

1- 8

19  526
   o    o  37.02  37.02

2-11

18  623

20  391
   o    o

   o  37.23   x  37.23

 36.77  36.77
2-12

21  641
   o    o  35.69  35.69

2-13

1- 9

23   49
   o    x  35.24  35.24

1-10

22  808

24  140
   o  35.06

   o  35.61 35.61    o

   o  35.06
1-11

25   64
   o  34.84    o  34.84

2-14

2-15

27  547
   o    o  34.78  34.78

1-12

26  869

28  257
   x  34.54

 34.83  34.83   o    o

   x  34.54
1-13

29  535
   o    o  34.44  34.44

2-16

1-14

31  258
   o    x  33.12  33.12

1-15

30  579

32   14
   o  32.42

 33.98  33.98   o    o

   o  32.42
1-16

33  105
   o    o  32.06  32.06

1-17

1-18

35  568
   x    o  31.71  31.71

2-17

34   41
   o  31.83 31.83    o
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_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成24年6月23日（土）
会場：県松本平広域公園陸上競技場

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
第28回全国小学生陸上競技交流大会
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
　　　　長野県教育委員会、信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社

2012/06/24 13:32

競技結果        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

篠原 朱梨(6) 八千穂小
ｼﾉﾊﾗ ｼｭﾘ ﾔﾁﾎｼｮｳ
山道 芙丘(6) 坂の上小
ﾔﾏﾐﾁ ﾌｷ ｻｶﾉｳｴｼｮｳ
西 玲奈(5) 豊科北
ﾆｼ ﾚｲﾅ ﾄﾖｼﾅｷﾀ
山田 茅佳子(6) 朝陽
ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶｺ ｱｻﾋ
平田 未来(5) 麻績
ﾋﾗﾀ ﾐｸ ｵﾐ
林 京佳(6) 川上第二小
ﾊﾔｼ ｷｮｳｶ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲﾆｼｮｳ
児野 莉望(5) 木祖源流TC
ﾁｺﾞﾉ ﾘﾐ ｷｿｹﾞﾝﾘｭｳTC
高橋 南妃(6) 下諏訪北小
ﾀｶﾊｼ ﾅﾐｷ ｼﾓｽﾜｷﾀｼｮｳ
中島 美貴(6) 川上第一小
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐｷ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁｼｮｳ
宮澤 ひかり(6) 会染
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋｶﾘ ｱｲｿﾒ
岩﨑 美羽(5) 城南小
ｲﾜｻｷ ﾐｳ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ
酒井 美咲(5) 東御田中小
ｻｶｲ ﾐｻｷ ﾄｳﾐﾀﾅｶｼｮｳ

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

 31.64  31.64
2-18

-１- -２- -３- 記録

37   65
 31.03    o

組順 備考

36  139
   o    o

   o  31.03
1-19

38  504
   o  30.75    o  30.75

2-19

2-20

40  674
   o    o  29.37  29.37

1-20

39  360

41   43
 28.51    o

 30.14  30.14   o    o

   o  28.51
1-21

42  541
 28.29    o    o  28.29

1-22

1-23

44   40
   o  26.28    o  26.28

2-21

43  739

45  580
   o  25.84

 27.99  27.99   o    o

   x  25.84
2-22

46  740
   o  25.65    o  25.65

1-24

   o  24.96
1-2547  176

   o  24.96



予選 6月24日 12:30
決勝 6月24日 16:05

長野県小学生(ER)                53.27 望月ＡＣ                                      2008/11/03  
（菊原 麻由奈・星山 楓南・山我 杏寿実・工藤 愛恵
）

大会記：県小学生(GR)            53.96 

[ 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 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)  893 樋口 美瑛(6)     56.56 q  1   3 豊科北(A)   507 齊藤 雅(6)     56.34 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ ﾄﾖｼﾅｷﾀA ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
  889 熊谷 汐乃(6)   506 佐藤 里菜(6)

ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ ｻﾄｳ ﾘﾅ
  894 藤岡 緩奈(6)   505 岡田 瑠実(6)

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ ｵｶﾀﾞ ﾙﾐ
  895 牧野 明日香(6)   508 深澤 由惟(6)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 2   2 南箕輪(A)   779 河手 由乃(6)     56.96 q  2   9 南箕輪(B)   785 清水 こずえ(6)   1:00.17 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜA ｶﾜﾃ ﾕｳﾉ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜB ｼﾐｽﾞ ｺｽﾞｴ
  778 金森 佑奈(6)   783 水 沙綺(6)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ ﾐｽﾞ ｻｱﾔ
  781 吉川 つづり(6)   786 那須野 有紀(6)

ｷｯｶﾜ ﾂﾂﾞﾘ ﾅｽﾉ ﾕｷ
  780 戸田 すみれ(6)   784 澤田 侑香(6)

ﾄﾀﾞ ｽﾐﾚ ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｶ
 3   5 辰野西(A)   773 高沢 杏奈(6)   1:00.30  3   2 伊那東(A)   800 松沢 風花(6)   1:00.65 

ﾀﾂﾉﾆｼA ﾀｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ ｲﾅﾋｶﾞｼA ﾏﾂｻﾞﾜ ﾌｳｶ
  771 河崎 まみか(6)   799 北條 陽香(6)

ｶﾜｻｷ ﾏﾐｶ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ
  770 片桐 瑠菜(6)   801 丸山 杏菜(6)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾙﾅ ﾏﾙﾔﾏ ｱﾝﾅ
  772 小澤 青空(6)   802 越崎 貴咲(6)

ｵｻﾞﾜ ｾｲﾗ ｺｼｻﾞｷ ﾀｶﾐ
 4   6 長地小   705 山田  花永(5)   1:01.82  4   8 牟礼東   392 丸山 里穂(6)   1:01.93 

ｵｻﾁｼｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅｴ ﾑﾚﾋｶﾞｼ ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾎ
  703 長久保 麻衣(6)   393 田宮 美和(6)

ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｲ ﾀﾐﾔ ﾐﾜ
  704 林 沙都美(6)   394 山田 彩美(6)

ﾊﾔｼ ｻﾄﾐ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾐ
  701 花岡 いろは(6)   395 藤井 美有(6)

ﾊﾅｵｶ ｲﾛﾊ ﾌｼﾞｲ ﾐｳ
 5   9 延徳   239 永井 梨花(6)   1:02.94  5   6 五加   269 秋山 かな子(6)   1:02.25 

ｴﾝﾄｸ ﾅｶﾞｲ ﾘｶ ｺﾞｶ ｱｷﾔﾏ ｶﾅｺ
  240 戸田 結月(6)   270 青山 加奈(6)

ﾄﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ ｱｵﾔﾏ ｶﾅ
  241 鈴木 理紗(6)   271 吉田 瑞稀(6)

ｽｽﾞｷ ﾘｻ ﾖｼﾀﾞ ﾐｽﾞｷ
  242 山田 乃々花(6)   272 田中 静流(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ ﾀﾅｶ ｼｽﾞﾙ
 6   7 追手町小   864 宮田 真帆(6)   1:03.72  6   1 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)  896 壬生 佑季恵(6)   1:02.36 

ｵｳﾃﾏﾁｼｮｳ ﾐﾔﾀ ﾏﾎ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾐﾌﾞ ﾕｷｴ
  861 井口 彩香(6)   890 小池 碧桜(6)

ｲｸﾞﾁ ｱﾔｶ ｺｲｹ ﾐｵ
  863 篠原 陽菜(6)   892 花井 美月(6)

ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙﾅ ﾊﾅｲ ﾐﾂﾞｷ
  865 若林 聖空(6)   891 萩原 夏妃(6)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅﾂｷ
 7   8 立科小(B)    87 櫛田 美沙(5)   1:04.77  7   5 永田   235 宮沢 紗李奈(6)   1:02.76 

ﾀﾃｼﾅｼｮｳB ｸｼﾀﾞ ﾐｻ ﾅｶﾞﾀ ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾘﾅ
   88 遠山 愛乃(5)   236 宮沢 麻莉奈(6)

ﾄｵﾔﾏ ｱｲﾉ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ
   89 羽場 みろく(5)   237 小林 祐佳李(6)

ﾊﾊﾞ ﾐﾛｸ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾘ
   90 羽場 愛莉(5)   238 高野 芽依(6)

ﾊﾊﾞ ｱｲﾘ ﾀｶﾉ ﾒｲ
 8   3 高瀬AC(B)    80 小林 夢(6)   1:07.80  8   4 立科小(A)    94 佐藤 このみ(5)   1:06.48 

ﾀｶｾACB ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾘｽ ﾀﾃｼﾅｼｮｳA ｻﾄｳ ｺﾉﾐ
   78 井出 未来(6)    91 吉村 佳穂(5)

ｲﾃﾞ ﾐｸﾙ ﾖｼﾑﾗ ｶﾎ
   79 平岡 れん(6)    92 櫻井 ひまり(5)

ﾋﾗｵｶ ﾚﾝ ｻｸﾗｲ ﾋﾏﾘ
   81 清水 李獲(6)    93 小池 茉奈(5)

ｼﾐｽﾞ ﾘｴﾙ ｺｲｹ ﾏﾅ
 9   1 仁礼   333 君塚 紅(5)   1:07.92  9   7 祢津小   181 竹内 更紗(5)   1:06.82 

ﾆﾚｲ ｷﾐﾂﾞｶ ｸﾚﾊ ﾈﾂｼｮｳ ﾀｹｳﾁ ｻﾗｻ
  334 高木 雛乃(5)   178 土屋 咲綺(5)

ﾀｶｷﾞ ﾋﾅﾉ ﾂﾁﾔ ｻｷ
  332 畑山 明梨(5)   179 北澤 真鈴(5)

ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｶﾘ ｷﾀｻﾞﾜ ﾏﾘﾝ
  335 清水 綾夏(5)   180 小林 明日架(5)

ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ

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 豊科南   499 栗林 かな(6)     58.95 q  1   2 飯島   832 小笠原 奈央(6)     59.37 q

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾅ ｲｲｼﾞﾏ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅｵ
  498 手塚 陽真莉(6)   833 柳生 葉月(6)

ﾃﾂﾞｶ ﾋﾏﾘ ﾔﾕｳ ﾊﾂﾞｷ
  500 下田 恭子(6)   834 森脇 葵(6)

ｼﾓﾀﾞ ｷｮｳｺ ﾓﾘﾜｷ ｱｵｲ
  501 青山 萌夢(6)   835 阿部 優美(6)

ｱｵﾔﾏ ﾒｲﾑ ｱﾍﾞ ﾉｴﾐ
 2   3 丸山小   903 篠田 萌(6)     59.37 q  2   5 大町西(A)   594 髙橋 楓果(6)     59.70 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｼﾉﾀﾞ  ﾓｴ ｵｵﾏﾁﾆｼA ﾀｶﾊｼ ﾌｳｶ
  904 林 雅(6)   597 松下 弓華(6)

ﾊﾔｼ  ﾐﾔﾋﾞ ﾏﾂｼﾀ ﾕﾐｶ
  902 近藤 彩樹(6)   596 吉原  南(6)

ｺﾝﾄﾞｳ  ｱﾔﾅ ﾖｼﾊﾗ ﾐﾅﾐ
  905 山下 結衣(6)   595 清水 玲香(6)

ﾔﾏｼﾀ  ﾕｲ ｼﾐｽﾞ ﾚｲｶ
 3   4 片丘   574 小松 莉緒(6)   1:01.11  3   3 美南ｶﾞ丘小   122 大井 彩弥子(5)   1:01.03 

ｶﾀｵｶ ｺﾏﾂ ﾘｵ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳ ｵｵｲ ｻﾔｺ
  573 青木 紗楽(6)   124 大工原 初(5)

ｱｵｷ ｻﾗ ﾀﾞｲｸﾊﾞﾗ ｳｲ
  572 北沢 真衣(6)   121 加部 菜花(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｲ ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ
  571 武居 楓夏(6)   123 土屋 さくら(6)

ﾀｹｲ ﾌｳｶ ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ
 4   5 小諸東小    59 田中 楓美(6)   1:02.63  4   8 塩尻東(B)   554 一ﾉ瀬 緑(6)   1:01.23 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾀﾅｶ ﾌﾐ ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼB ｲﾁﾉｾ ﾐﾄﾞﾘ
   58 伊藤 晶子(6)   552 百瀬 真帆(6)

ｲﾄｳ ｱｷｺ ﾓﾓｾ ﾏﾎ
   60 林  美優(6)   553 西澤 愛梨(6)

ﾊﾔｼ ﾐﾕ ﾆｼｻﾞﾜ ｱｲﾘ
   61 竹内 玲未(6)   551 近藤 麻理香(6)

ﾀｹｳﾁ ﾚﾐ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｶ
 5   7 軽井沢西部AC    23 内田 菜月(6)   1:03.69  5   7 戸狩   264 小林 もも花(6)   1:01.41 

ｶﾙｲｻﾞﾜｾｲﾌﾞｴｰｼｰ ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾄｶﾞﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ
   22 大坪 咲月(6)   265 祖父江 凜(6)

ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾂｷ ｿﾌﾞｴ ﾘﾝ
   25 髙橋 紀乃(6)   266 高橋 和花菜(6)

ﾀｶﾊｼ ｷﾉ ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ
   24 原田 星南(6)   267 小笠原 梨里(6)

ﾊﾗﾀﾞ ｾｲﾅ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘﾘ
 6   8 境小   717 小林 楓(5)   1:04.29  6   6 千曲東   339 米澤 僚花(6)   1:04.66 

ｻｶｲｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳｶ
  716 五味 桃花(5)   342 袖山 絵理奈(6)

ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ ｿﾃﾞﾔﾏ ｴﾘﾅ
  720 平出  藍未(5)   341 丸山 奈夕(6)

ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｲﾐ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾕ
  719 櫻本 奈々(5)   340 市川 紗弥(6)

ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ ｲﾁｶﾜ ｻﾔ
 7   9 昭和   313 中澤 真優(6)   1:05.50  7   9 中野ｽﾏｲﾙ   353 平田 あかり(6)   1:05.32 

ｼｮｳﾜ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾕ ﾅｶﾉｽﾏｲﾙ ﾋﾗﾀ ｱｶﾘ
  314 小林 璃里佳(6)   354 角間 風月(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾘｶ ｶｸﾏ ﾌﾂﾞｷ
  315 井坪 麗(6)   355 徳永 未来(6)

ｲﾂﾎﾞ ｳﾗﾗ ﾄｸﾅｶﾞ ﾐｸ
  316 望月 歩果(6)   356 田中 にな(6)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾕｶ ﾀﾅｶ ﾆﾅ
 8   6 三郷小ｸﾗﾌﾞ   471 穂苅 友香(6)   1:05.95   4 高瀬AC(A)

ﾐｻﾄｼｮｳｸﾗﾌﾞ ﾎｶﾘ ﾄﾓｶ ﾀｶｾACA 欠場
  469 水谷 凪沙(6)

ﾐｽﾞﾔ ﾅｷﾞｻ
  472 岩井 芽生(6)

ｲﾜｲ ﾒｲ
  470 北原 愛理(6)

ｷﾀﾊﾗ ｱｲﾘ

4×100m
女子



[ 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   7 島内   668 樟 恵里(6)   1:00.09  1   4 広丘(A)   566 小林 夏希(6)     57.76 q

ｼﾏｳﾁ ﾀﾌﾞﾉｷ ﾒｸﾞﾘ ﾋﾛｵｶA ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
  665 髙山 瑞季(6)   563 西沢 李々華(6)

ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾘｶ
  664 田力 萌香(6)   565 藤田 茉優(6)

ﾀﾁﾞｶﾗ ﾓｴｶ ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕ
  667 河野 莉奈(6)   564 田中 海羽(6)

ｺｳﾉ ﾘﾅ ﾀﾅｶ ﾐｳ
 2   6 T&F佐久平   100 荒井 杏奈(6)   1:01.18  2   5 松川(A)   589 高橋 咲夏(6)     59.54 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｱﾗｲ  ｱﾝﾅ ﾏﾂｶﾜA ﾀｶﾊｼ ｴﾐｶ
  101 永井  優(6)   590 伊藤 咲季(6)

ﾅｶﾞｲ  ﾕｳ ｲﾄｳ ｻｷ
   99 梅田 佳奈(6)   591 北澤 詩織(6)

ｳﾒﾀﾞ  ｶﾅ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
   98 井出 彩月(6)   592 金井 向日葵(6)

ｲﾃﾞ  ｻﾂｷ ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
 3   9 大町西(B)   600 傳刀 愛梨(6)   1:01.34  3   2 ｺﾒｯﾄ波田   630 牛丸 芳恵(5)   1:00.49 

ｵｵﾏﾁﾆｼB ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ ｺﾒｯﾄﾊﾀ ｳｼﾏﾙ ﾖｼｴ
  601 北澤 璃子(6)   627 中沢 楓香(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｺ ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ
  602 望月 絢翔(6)   629 加藤 愛理(5)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ ｶﾄｳ ｱｲﾘ
  603 西澤 彩夏(6)   626 斉藤 楓花(6)

ﾆｼｻﾞ ﾜｱﾔｶ ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 4   2 豊科北(B)   513 古澤 明日葉(5)   1:02.08  4   7 ｲｲﾀﾞｯｼｭ   852 長谷川 亜里沙(6)   1:01.18 

ﾄﾖｼﾅｷﾀB ﾌﾙｻﾜ ｱｽﾊ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾘｻ
  514 久保村 彩加(6)   850 木下 理子(6)

ｸﾎﾞﾑﾗ ｱﾔｶ ｷﾉｼﾀ ﾘｺ
  515 籾山 かえで(6)   853 森本 真理(6)

ﾓﾐﾔﾏ ｶｴﾃﾞ ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘ
  516 下里 あかり(6)   851 杉山 舞莉(6)

ｼﾓｻﾄ ｱｶﾘ ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ
 5   3 高島小   696 遠藤 絵梨花(6)   1:02.14  5   3 長野市陸上教   370 宮川 紗衣(6)   1:02.05 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ｴﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｴ
  698 宮坂 さくら(6)   371 原山 紗果(6)

ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ ﾊﾗﾔﾏ ｽｽﾞｶ
  699 宮澤 里奈(6)   372 松本 安里奈(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾘﾅ
  697 奥山 玲(6)   373 田口 璃乃佳(6)

ｵｸﾔﾏ ﾚｲ ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ
 6   5 浅科AC    10 北村 典子(5)   1:02.80  6   6 東御田中小   173 柳橋 みなみ(6)   1:03.17 

ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ｷﾀﾑﾗ ﾉﾘｺ ﾄｳﾐﾀﾅｶｼｮｳ ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾐﾅﾐ
   12 木内 ｻﾗ(5)   174 熊谷 萌(6)

ｷｳﾁ ｻﾗ ｸﾏｶﾞｲ ﾒﾊﾞｴ
    9 佐藤 乃愛(6)   172 高見沢 美来(6)

ｻﾄｳ ﾉｱ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾐｸ
   11 宮澤 冴稀(6)   175 清水 優咲(6)

ﾐｬｻﾞﾜ ｻｷ ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ
 7   4 通明   374 小山 葵(5)   1:03.72  7   8 三輪   294 鶴田 侑万(6)   1:03.88 

ﾂｳﾒｲ ｺﾔﾏ ｱｵｲ ﾐﾜ ﾂﾙﾀ ﾕﾏ
  375 中澤 日向子(5)   295 清水 美佑(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾅｺ ｼﾐｽﾞ ﾐｳ
  376 清水 萌夏(5)   297 塩崎 彩夏(6)

ｼﾐｽﾞ ﾓｶ ｼｵｻﾞｷ ｱﾔｶ
  377 西澤 茉奈(5)   296 木村 郁美(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅ ｷﾑﾗ ｲｸﾐ
 8   8 山ﾉ内東   301 湯本 祐女(5)   1:04.06  8   9 高瀬AC(C)    83 森泉 凜音(5)   1:09.32 

ﾔﾏﾉｳﾁﾋｶﾞｼ ﾕﾓﾄ ﾕﾒ ﾀｶｾACC ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾘﾝﾈ
  302 関 明日美(5)    84 中山 琉那(5)

ｾｷ ｱｽﾐ ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ
  303 舩橋 音羽(5)    82 青木 涼香(5)

ﾌﾅﾊﾞｼ ｵﾄﾊ ｱｵｷ ｽｽﾞｶ
  304 小林 華怜(5)    85 高見澤 真由(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾕ

女子

4×100m



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 穂高西(A)   474 竹本 のどか(6)     57.46 q

ﾎｶﾀﾆｼA ﾀｹﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ
  475 黒岩 彩香(6)

ｸﾛｲﾜ ｱﾔｶ
  476 遠藤 由菜(6)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ
  478 田中 あす香(6)

ﾀﾅｶ ｱｽｶ
 2   5 穂高南   487 鈴木 葵(6)     59.46 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ ｽｽﾞｷ ｱｵｲ
  486 石田 遥(6)

ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ
  489 丸山 結衣(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲ
  488 金子 結羽(6)

ｶﾈｺ ﾕｳ
 3   4 朝日   660 中村 朱里(6)   1:00.89 

ｱｻﾋ ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
  658 下田 穂乃香(6)

ｼﾓﾀﾞ ﾎﾉｶ
  659 田近 亜紀(6)

ﾀﾁﾞｶ ｱｷ
  657 清澤 果穂(6)

ｷﾖｻﾜ ｶﾎ
 4   3 下諏訪南小   708 小口 玲奈(5)   1:02.23 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ｵｸﾞﾁ  ﾚﾅ
  709 小松 香菜(6)

ｺﾏﾂ  ｶﾅ
  707 小口 沙希子(5)

ｵｸﾞﾁ  ｻﾖｺ
  710 長田 真侑(6)

ﾅｶﾞﾀ ﾏﾕ
 5   6 宮川小   713 有村 鈴音(6)   1:02.43 

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳ ｱﾘﾑﾗ ｽｽﾞﾈ
  711 五味 璃莉花(6)

ｺﾞﾐ ﾘﾘｶ
  712 有村 澄音(6)

ｱﾘﾑﾗ ｽﾐﾈ
  714 濵 奏美(6)

ﾊﾏ ｶﾅﾐ
 6   7 北御牧小   157 小林 遥(6)   1:04.02 

ｷﾀﾐﾏｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ
  154 依田 梢(6)

ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ
  156 山田 もも(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓ
  155 西入 由実(6)

ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ
 7   2 豊井   380 丸山 彩綺(6)   1:04.13 

ﾄﾖｲ ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ
  381 山浦 紗瑛(6)

ﾔﾏｳﾗ ｻｴ
  382 清野 遥菜(6)

ｷﾖﾉ ﾊﾙﾅ
  383 清野 真貴(6)

ｷﾖﾉ ﾏｷ
 8   9 武石小   168 山岸 夏菜(5)   1:04.99 

ﾀｹｼｼｮｳ ﾔﾏｷﾞｼ ｶﾅ
  170 小澤 花保(5)

ｵｻﾞﾜ ｶﾎ
  169 橋詰 智咲(5)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾁｻｷ
  167 林 萌々夏(5)

ﾊﾔｼ ﾓﾓｶ

女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 豊科北(A)   507 齊藤 雅(6)     55.26 

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
  506 佐藤 里菜(6)

ｻﾄｳ ﾘﾅ
  505 岡田 瑠実(6)

ｵｶﾀﾞ ﾙﾐ
  508 深澤 由惟(6)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 2   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)  893 樋口 美瑛(6)     55.94 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ
  889 熊谷 汐乃(6)

ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ
  894 藤岡 緩奈(6)

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ
  895 牧野 明日香(6)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ
 3   5 南箕輪(A)   779 河手 由乃(6)     56.65 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜA ｶﾜﾃ ﾕｳﾉ
  778 金森 佑奈(6)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ
  781 吉川 つづり(6)

ｷｯｶﾜ ﾂﾂﾞﾘ
  780 戸田 すみれ(6)

ﾄﾀﾞ ｽﾐﾚ
 4   6 穂高西(A)   474 竹本 のどか(6)     56.81 

ﾎｶﾀﾆｼA ﾀｹﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ
  475 黒岩 彩香(6)

ｸﾛｲﾜ ｱﾔｶ
  478 田中 あす香(6)

ﾀﾅｶ ｱｽｶ
  477 臼井 緑彩(6)

ｳｽｲ ﾂｶｻ
 5   8 広丘(A)   566 小林 夏希(6)     57.46 

ﾋﾛｵｶA ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
  563 西沢 李々華(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾘｶ
  565 藤田 茉優(6)

ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕ
  564 田中 海羽(6)

ﾀﾅｶ ﾐｳ
 6   9 豊科南   499 栗林 かな(6)     59.05 

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
  498 手塚 陽真莉(6)

ﾃﾂﾞｶ ﾋﾏﾘ
  500 下田 恭子(6)

ｼﾓﾀﾞ ｷｮｳｺ
  501 青山 萌夢(6)

ｱｵﾔﾏ ﾒｲﾑ
 7   3 飯島   832 小笠原 奈央(6)     59.85 

ｲｲｼﾞﾏ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅｵ
  833 柳生 葉月(6)

ﾔﾕｳ ﾊﾂﾞｷ
  834 森脇 葵(6)

ﾓﾘﾜｷ ｱｵｲ
  835 阿部 優美(6)

ｱﾍﾞ ﾉｴﾐ
  2 丸山小   903 篠田 萌(6)

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｼﾉﾀﾞ  ﾓｴ 失格
  904 林 雅(6) R1 1-2

ﾊﾔｼ  ﾐﾔﾋﾞ
  902 近藤 彩樹(6)

ｺﾝﾄﾞｳ  ｱﾔﾅ
  905 山下 結衣(6)

ﾔﾏｼﾀ  ﾕｲ

決勝

女子

4×100m
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