
決勝 5月13日 12:45

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   6 四賀小   173 藤森 愛生香(5)   1,01.81  1   3 高島小   151 古谷 裕美(4)   1,02.04 

ｼｶﾞｼｮｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲｶ ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ
  167 山崎 美優(5)   155 前田 唯(4)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕｳ ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ
  166 角田 丈(5)   159 中澤 青空(5)

ｶｸﾀ ｼﾞｮｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ
  169 志茂 日出斗(5)   162 藤森 風河(5)

ｼﾓ ﾋﾃﾞﾄ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾌｳｶﾞ
 2   3 諏訪FA   219 藤森 恵弥子(4)   1,04.60  2   5 田中小   259 小竹 芽莉(5)   1,02.79 

ｽﾜｴﾌｴｰ ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ ﾀﾅｶｼｮｳ ｺﾀｹ ﾒﾘ
  216 山本 紗矢香(4)   263 竹村 美瑛子(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ ﾀｹﾑﾗ ﾐｴｺ
  217 児玉 光輝(4)   257 吉池 優登(5)

ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ ﾖｼｲｹ ﾕｳﾄ
  220 北河 潤也(5)   266 平沼 玄輝(5)

ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ ﾋﾗﾇﾏ ｹﾞﾝｷ
 3   4 湖東小   132 望月 希美(4)   1,05.64  3   7 城南小   198 小口 真由佳(4)   1,06.77 

ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉｿﾞﾐ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ｵｸﾞﾁ ﾏﾕｶ
  116 芦沼 麗(4)   205 藤森愛莉(4)

ｱｼﾇﾏ ｳﾗﾗ ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾘ
  122 篠原 礼二朗(4)   206 日野原 樹(4)

ｼﾉﾊﾗ ﾚｲｼﾞﾛｳ ﾋﾉﾊﾗ ｲﾂｷ
  128 土橋 琉斗(4)   204 瀧澤 我玖(4)

ﾂﾁﾊｼ ﾘｭｳﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾞｸ
 4   7 小井川小   180 高橋 陽葵(4)   1,06.98  4   4 長地小   240 稲村 かん菜   1,07.51 

ｵｲｶﾜｼｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾋﾏﾜﾘ ｵｻﾁｼｮｳ ｲﾅﾑﾗ ｶﾝﾅ
  188 大兼政 凜(4)   252 矢崎 萌夏

ｵｵｶﾈﾏｻ ﾘﾝ ﾔｻﾞｷ ﾓｴｶ
  185 杉田 伊吹(4)   250 大矢 悠大

ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ ｵｵﾔ ﾕｳﾀﾞｲ
  184 森 大樹(4)   243 宮澤 喬佑

ﾓﾘ ﾀｲｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ
 5   5 下諏訪南小    41 平林 遥(4)   1,07.54  5   6 北山小   289 下山 花(4)   1,11.11 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ﾊﾙｶ ｷﾀﾔﾏｼｮｳ ｼﾓﾔﾏ ﾊﾅ
   18 荻野 愛梨(4)   297 柳澤 優真(4)

ｵｷﾞﾉ  ｱｲﾘ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾏ
   21 樫尾 泰生(4)   296 平島 直剛(4)

ｶｼｵ ﾔｽｷ ﾋﾗｼﾏ ﾅｵﾋｻ
   37 藤森 康希(4)   288 井田 光太郎(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ  ｺｳｷ ｲﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ

   1 四賀小   1,01.81 藤森 愛生香(5) 山崎 美優(5) 角田 丈(5) 志茂 日出斗(5)   1   1
   2 高島小   1,02.04 古谷 裕美(4) 前田 唯(4) 中澤 青空(5) 藤森 風河(5)   2   1
   3 田中小   1,02.79 小竹 芽莉(5) 竹村 美瑛子(5) 吉池 優登(5) 平沼 玄輝(5)   2   2
   4 諏訪FA   1,04.60 藤森 恵弥子(4) 山本 紗矢香(4) 児玉 光輝(4) 北河 潤也(5)   1   2
   5 湖東小   1,05.64 望月 希美(4) 芦沼 麗(4) 篠原 礼二朗(4) 土橋 琉斗(4)   1   3
   6 城南小   1,06.77 小口 真由佳(4) 藤森愛莉(4) 日野原 樹(4) 瀧澤 我玖(4)   2   3
   7 小井川小   1,06.98 高橋 陽葵(4) 大兼政 凜(4) 杉田 伊吹(4) 森 大樹(4)   1   4
   8 長地小   1,07.51 稲村 かん菜 矢崎 萌夏 大矢 悠大 宮澤 喬佑   2   4
   9 下諏訪南小   1,07.54 平林 遥(4) 荻野 愛梨(4) 樫尾 泰生(4) 藤森 康希(4)   1   5
  10 北山小   1,11.11 下山 花(4) 柳澤 優真(4) 平島 直剛(4) 井田 光太郎(4)   2   5

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都道府県 記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1

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

小学生混合

4x100mR4x100mR

決勝決勝決勝



決勝 5月13日 12:00

風速 +0.1

 1 松田 航翔(4)    17.52 
ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 湖東小

 2 笠原 武流(4)    18.38 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪FA
武居 蒼大(4)
ﾀｹｲ  ｿｳﾀ 下諏訪南小

決勝 5月13日 12:05

風速 +0.2

 1 西條 沙羅(4)    16.79 
ﾆｼｼﾞｮｳ ｻﾗ 諏訪FA

 2 宮澤ありさ(5)    16.98 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾘｻ 下諏訪南小

 3 宮澤 里奈(6)    17.55 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ 高島小

 4 福岡 歩里(4)    18.39 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾘ 湖東小

 5 笠原 寧々(4)    19.02 
ｶｻﾊﾗ  ﾈﾈ 下諏訪南小

3    40

4   125

5   215

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3    20

4   150

5   131

6   218

2    25

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考


	男女
	男女2

