
第7回中信地区小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 中原信一
主催：中信地区陸上競技協会 跳躍審判長 中原信一

投擲審判長 中原信一
【開催日】 平成２４年６月９日（土） 記録主任： 近藤英男
【主催団体】 中信地区陸上競技協会 決勝記録一覧表

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/ 9 混合 桔梗     1:00.10 大町西(A)     1:00.58 三郷     1:01.35 穂高西(A)     1:01.69 福島(A)     1:02.74 ｺﾒｯﾄ波田(A)     1:02.77 二子(A)     1:03.12 豊科北(A)     1:03.30

4×100m 永原 佳奈(5) 松倉 有奏(5) 百瀬 梨桜(4) 岡田 真依(5) 奥原 夕奈(5) 寺坂 亜海(5) 小林 こころ(4) 木村 実夢(4)
高山 みなみ(5) 丸山 弥夕(5) 加科 光耶美(5) 栁澤 咲稀(5) 神山 智恵(5) 樋口 虹夏(5) 小野谷 友里(4) 津幡 祐衣(4)
中根 颯亮(5) 越山 遥斗(5) 古川 祐輝(5) 南山 海聖(4) 原田 倖多(5) 村岡 拓海(5) 小松 武颯志(5) 白澤 稜馬(4)
渕上 完太(5) 縣 康太郎(5) 大木 陽太(5) 伊藤 基也(5) 小倉 秀仁(5) 下沢 圭亮(5) 横澤 秀斗(5) 丸山 拓海(4)



予選 6月9日 11:10
決勝 6月9日 14:20

[ 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 二子(A)   868 小林 こころ(4)   1:03.20 q  1   8 豊科北(A)  1121 木村 実夢(4)   1:02.29 q

ﾌﾀｺﾞA ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ ﾄﾖｼﾅｷﾀA ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
  867 小野谷 友里(4)  1115 津幡 祐衣(4)

ｵﾉｶﾞﾔ ﾕｳﾘ ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ
  866 小松 武颯志(5)  1117 白澤 稜馬(4)

ｺﾏﾂ ﾑｻｼ ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
  861 横澤 秀斗(5)  1083 丸山 拓海(4)

ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
 2   2 開智(B)   228 中島 菜月(5)   1:05.66  2   4 朝日(A)   796 中村 優花(5)   1:05.61 

ｶｲﾁB ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂｷ ｱｻﾋA ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ
  241 末木 遥(5)   802 北村 優月(5)

ｽｴｷ ﾊﾙｶ ｷﾀﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ
  242 林 優作(5)   790 曽根原 岳人(5)

ﾊﾔｼ ﾕｳｻｸ ｿﾈﾊﾗ ﾀｹﾄ
  220 小川 拓(5)   789 青柳 大夢(5)

ｵｶﾞﾜ ﾀｸ ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾞｲﾑ
 3   5 穂高南(B)   988 吉澤 麻衣(4)   1:06.40  3   1 穂高北  1017 横澤 来美(4)   1:05.91 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐB ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｲ ﾎﾀｶｷﾀ ﾖｺｻﾜ ｸﾙﾐ
 1003 坪田 知子(4)  1012 伊藤 朋花(4)

ﾂﾎﾞﾀ ﾄﾓｺ ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
 1006 矢口 奨真(4)  1029 片桐 耕太(4)

ﾔｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳﾀ
 1002 鳥宮 蓮(4)  1022 滝川 渉(4)

ﾄﾘﾐﾔ ﾚﾝ ﾀｷｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ
 4   6 清水小ｸﾗﾌﾞ(B)   586 秋田 琴海(4)   1:08.86  4   3 日義TFC   886 古畑 ひかり(5)   1:08.18 

ｼﾐｽﾞｼｮｳｸﾗﾌﾞB ｱｷﾀ ｺﾄﾐ ﾋﾖｼTFC ﾌﾙﾊﾀ ﾋｶﾘ
  585 金井 楓果(4)   889 水川 結月(4)

ｶﾅｲ ﾌｳｶ ﾐｽﾞｶﾜ ﾕﾂﾞｷ
  588 池上 大希(5)   892 田中 朋之(5)

ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ
  584 丸山 康生(5)   894 黑澤 祐哉(4)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ ｸﾛｻﾜ ﾕｳﾔ
 4   8 木曽楢川  1245 吉田 涼乃(4)   1:08.86  5   2 ｺﾒｯﾄ波田(C)    29 大月 華織(4)   1:08.63 

ｷｿﾅﾗｶﾜ ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾞﾉ ｺﾒｯﾄﾊﾀC ｵｵﾂｷ ｶｵﾘ
 1250 浅村 真優(4)    36 長谷川 華音(4)

ｱｻﾑﾗ ﾏﾕ ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾉﾝ
 1252 瀧澤 颯駿(4)     8 永原 弦(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳｼｭﾝ ﾅｶﾞﾊﾗ ｹﾞﾝ
 1251 大河内 陽斗(4)    20 小林 大輝(4)

ｵｵｺｳﾁ ﾊﾙﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ
 6   9 麻績  1195 花岡 歩美(4)   1:11.05  6   5 明南(A)  1222 波場 愛美(4)   1:10.42 

ｵﾐ ﾊﾅｵｶ ｱﾕﾐ ﾒｲﾅﾝA ﾊﾊﾞ ﾏﾅﾐ
 1205 塚原 史緒(4)  1214 坂井 綺音(4)

ﾂｶﾊﾗ ｼｵ ｻｶｲ ｱﾔﾈ
 1206 塚原 飛羽(4)  1220 竹田 匠吾(4)

ﾂｶﾊﾗ ｱｽﾊ ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
 1208 塚原 涼月(4)  1210 鎌倉 優輝(4)

ﾂｶﾊﾗ ｽｽﾞｷ ｶﾏｸﾗ ﾕｳｷ
 7   1 今井(B)   388 平林 晴華(4)   1:11.34  7   7 広丘(C)   360 田中 琴未(4)   1:11.51 

ｲﾏｲB ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ ﾋﾛｵｶC ﾀﾅｶ ｺﾄﾐ
  379 石山 穗乃花(4)   365 内山 智晴(4)

ｲｼﾔﾏ ﾎﾉｶ ｳﾁﾔﾏ ﾁﾊﾙ
  389 有村 尋仁(4)   325 高山 拓夢(4)

ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ ﾀﾅｶ ﾀｸﾑ
  376 森村 佑紀(4)   348 清水 鉄平(4)

ﾓﾘﾑﾗ ﾕｳｷ ｼﾐｽﾞ ﾃｯﾍﾟｲ
 8   3 清水(A)   576 社本 歩夢(4)   1:11.42  8   9 白馬南   899 篠﨑 志おり(4)   1:12.73 

ｼﾐｽﾞA ｼｬﾓﾄ ｱﾕ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐ ｼﾉｻﾞｷ ｼｵﾘ
  579 村松 凜(4)   903 中島 叶夢(4)

ﾑﾗﾏﾂ ﾘﾝ ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉﾝ
  577 小野 貴海(4)   902 前田 海(4)

ｵﾉ ｱﾂﾐ ﾏｴﾀﾞ ｶｲ
  574 稲岡 岳人(4)   900 柴田 侑志(4)

ｲﾅｵｶ ｶﾞｸﾄ ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｼ
  7 広丘(B)   320 犬飼 愛花(4)   6 清水(B)   575 雨宮 歩美(4)

ﾋﾛｵｶB ｲﾇｶｲ ﾏﾅｶ 失格 ｼﾐｽﾞB ｱﾒﾐﾔ ｱﾕﾐ 途中棄権
  354 赤神 知衣奈(4) R1(2-3)   578 赤羽 南美(4)

ｱｶｶﾞﾐ ﾁｲﾅ ｱｶﾊﾈ ﾐﾅﾐ
  352 石澤 颯海(4)   581 内藤 怜央(4)

ｲｼｻﾞﾜ ｶｾﾞﾅ ﾅｲﾄｳ ﾚｵ
  343 上條 良介(4)   580 長澤 聖(4)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｮｳｽｹ ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲ

混合

4×100m

予選 通過基準  9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   1 小谷(A)   519 内川 未久(5)   1:03.54  1   4 穂高西(A)   958 岡田 真依(5)   1:01.35 q

ｵﾀﾘA ｳﾁｶﾜ ﾐｸ ﾎﾀｶﾆｼA ｵｶﾀﾞ ﾏｲ
  508 戸谷 はるか(5)   982 栁澤 咲稀(5)

ﾄﾔ ﾊﾙｶ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻｷ
  518 徳武 侑士(5)   972 中嶋 海久(5)

ﾄｸﾀｹ ﾕｳｼ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ
  520 北村 洸士郎(5)   955 伊藤 基也(5)

ｷﾀﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ ｲﾄｳ ﾓﾄﾔ
 2   6 大桑ｸﾗﾌﾞ   623 塚本 陽世梨(5)   1:04.32  2   6 福島(A)   928 奥原 夕奈(5)   1:02.15 q

ｵｵｸﾜｸﾗﾌﾞ ﾂｶﾓﾄ ﾋﾖﾘ ﾌｸｼﾏA ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ
  621 松井 涼香(5)   938 神山 智恵(5)

ﾏﾂｲ ｽｽﾞｶ ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓｴ
  622 上田 竜平(5)   934 原田 倖多(5)

ｶﾐﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ
  619 古畑 伊織(5)   936 小倉 秀仁(5)

ﾌﾙﾊﾀ ｲｵﾘ ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾄ
 3   3 広丘(A)   370 米澤 桃(4)   1:04.81  3   2 豊科北(B)  1087 宮澤 乃愛(4)   1:05.25 

ﾋﾛｵｶA ﾖﾈｻﾞﾜ ﾓﾓ ﾄﾖｼﾅｷﾀB ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｱ
  355 竹内 美羽(4)  1082 丸山 実優(4)

ﾀｹｳﾁ ﾐｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ
  314 岡庭 悠真(4)  1089 橋本 涼(4)

ｵｶﾆﾜ ﾕｳﾏ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
  351 西沢 麗己(4)  1084 丸山 直樹(4)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾚｲｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ
 4   2 明南(B)  1225 矢花 由衣(4)   1:07.67  4   1 二子(B)   873 中平 ひより(4)   1:06.12 

ﾒｲﾅﾝB ﾔﾊﾞﾅ ﾕｲ ﾌﾀｺﾞB ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾖﾘ
 1215 小島 陽咲(4)   865 小松 実夢(4)

ｺｼﾞﾏ ﾋｻｷ ｺﾏﾂ ﾐﾕ
 1216 早川 宗之(4)   869 水上 和哉(4)

ﾊﾔｶﾜ ﾑﾈﾕｷ ﾐｽﾞｶﾐ ｶｽﾞﾔ
 1212 宮下 隼輔(4)   860 横山 智紀(5)

ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｷ
 5   5 八坂   925 南澤 知沙希(4)   1:09.46  5   3 穂高南(A)  1007 矢口 真衣(4)   1:06.96 

ﾔｻｶ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾁｻｷ ﾎﾀｶﾐﾅﾐA ﾔｸﾞﾁ ﾏｲ
  922 久保田 夏波(4)   991 熊崎 里咲(4)

ｸﾎﾞﾀ ﾅﾅﾐ ｸﾏｻﾞｷ ﾘｻ
  921 花塚 尚生(4)   994 三好 駿平(4)

ﾊﾅﾂﾞｶ ﾅｵｷ ﾐﾖｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ
  920 稲葉 遼平(4)  1005 藤澤 智則(4)

ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ
 6   7 旭町(B)    77 赤羽 澄香(5)   1:10.05  6   8 会染(A)   198 曽根 彩花(4)   1:07.20 

ｱｻﾋﾏﾁB ｱｶﾊﾈ ｽﾐｶ ｱｲｿﾒA ｿﾈ ｱﾔｶ
   72 小見山 尚子(5)   181 塩原 千尋(4)

ｺﾐﾔﾏ ﾅｵｺ ｼｵﾊﾗ ﾁﾋﾛ
   78 大久保 海渡(5)   187 宮坂 宏太朗(4)

ｵｵｸﾎﾞ ｶｲﾄ ﾐﾔｻｶ ｺｳﾀﾛｳ
   79 大石 岳人(5)   191 荒井 智哉(4)

ｵｵｲｼ ｶﾞｸﾄ ｱﾗｲ ﾄﾓﾔ
 7   9 朝日(B)   797 中村 有希(4)   1:10.35  7   7 大町東(B)   674 斉藤 あかり(4)   1:09.80 

ｱｻﾋB ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼB ｻｲﾄｳ ｱｶﾘ
  779 伊藤 唯花(4)   668 松井 晴香(4)

ｲﾄｳ ﾕｲｶ ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ
  805 齊藤 奏人(4)   677 曽根原 啓太(4)

ｻｲﾄｳ ｶﾅﾄ ｿﾈﾊﾗ ｹｲﾀ
  784 志村 瑠己(4)   670 松澤 一希(4)

ｼﾑﾗ ﾘｭｳｷ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ
 8   4 池田   758 田中 春菜(4)   1:10.91  8   9 芝沢(B)   463 瀬川 優月(4)   1:10.26 

ｲｹﾀﾞ ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ ｼﾊﾞｻﾞﾜB ｾｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ
  757 青柳 結月(4)   477 百瀬 陽音(4)

ｱｵﾔｷ ﾞﾕﾂﾞｷ ﾓﾓｾ ﾊﾙﾈ
  756 西牧 朋輝(4)   478 布施 遥人(4)

ﾆｼﾏｷ ﾄﾓｷ ﾌｾ ﾊﾙﾄ
  752 舟木 渉(4)   472 中村 恵輔(4)

ﾌﾅｷ ｱﾕﾑ ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ
  8 開明(C)  9   5 岡田(A)   177 植村 春音(4)   1:13.91 

ｶｲﾒｲC 欠場 ｵｶﾀﾞA ｳｴﾑﾗ ﾊﾅ
  180 林田 真朋(4)

ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏﾎ
  174 守田 大輝(4)

ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｷ
  173 横山 恵太(4)

ﾖｺﾔﾏ ｹｲﾀ

混合

4×100m



[ 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   1 穂高西(B)   959 加藤 凜姫(4)   1:03.51  1   8 桔梗   303 永原 佳奈(5)   1:00.29 q

ﾎｶﾀﾆｼB ｶﾄｳ ﾘﾒｶ ｷｷｮｳ ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ
  980 麻田 苑実(5)   304 高山 みなみ(5)

ｱｻﾀﾞ ｿﾉﾐ ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ
  961 熊井 秀(4)   309 中根 颯亮(5)

ｸﾏｲ ｼｭｳ ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
  971 中島 晋作(5)   312 渕上 完太(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｻｸ ﾌﾁｶﾞﾐ ｶﾝﾀ
 2   7 開明(A)   265 荒井 美穂(4)   1:04.16  2   9 三郷   437 百瀬 梨桜(4)   1:01.17 q

ｶｲﾒｲA ｱﾗｲ ﾐﾎ ﾐｻﾄ ﾓﾓｾ ﾘｵ
  281 平澤 寛廉(4)   413 加科 光耶美(5)

ﾋﾗｻﾜ ｶﾚﾝ ｶｼﾅ ﾐﾔﾋﾞ
  279 渡邉 亮太(4)   416 古川 祐輝(5)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ
  290 髙野 徳次(5)   431 大木 陽太(5)

ﾀｶﾉ ﾉﾘﾂｸﾞ ｵｵｷ ﾖｳﾀ
 3   9 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ(B)    55 上條 美結(4)   1:07.57  3   3 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ(A)    59 倉沢 真奈(5)   1:04.06 

ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞB ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾕ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞA ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ
   47 古川 蒼(4)    48 佐竹 玲美(5)

ﾌﾙｶﾜ ｱｵ ｻﾀｹ ﾚﾐ
   61 田崎 拓(4)    50 柴田 潤哉(5)

ﾀｻﾞｷ ﾀｸ ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
   49 柴 大世(4)    44 久保田 大陽(5)

ｼﾊﾞ ﾀｲｾｲ ｸﾎﾞﾀ ﾀｲﾖｳ
 4   3 大町南(C)   695 岸川 結愛(4)   1:08.15  4   2 小谷(B)   503 永井 望ノ美(4)   1:07.62 

ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐC ｷｼｶﾜ ﾕｱ ｵﾀﾘB ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ
  718 北原 希優(4)   509 松本 詩季菜(4)

ｷﾀﾊﾗ ﾏﾕ ﾏﾂﾓﾄ ｼｷﾅ
  714 田中 絢梧(4)   513 千國 颯哉(4)

ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ ﾁｸﾆ ｿｳﾔ
  694 丸山 翔平(4)   505 見田 将梧(4)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ ｹﾝﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
 5   8 開智(C)   229 田口 結貴(4)   1:08.21  5   4 大町南(B)   720 髙橋 志歩(4)   1:08.90 

ｶｲﾁC ﾀｸﾞﾁ ﾕｷ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐB ﾀｶﾊｼ ｼﾎ
  216 志賀 朱夏(4)   719 輪湖 有紀子(4)

ｼｶﾞ ｱﾔｶ ﾜｺ ﾕｷｺ
  222 小池 裕(4)   708 倉科 皓太(4)

ｺｲｹ ﾕｳ ｸﾗｼﾅ ｺｳﾀ
  239 片倉 望(4)   715 藤巻 光生(4)

ｶﾀｸﾗ ﾉｿﾞﾐ ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳｾｲ
 6   5 大町東(A)   684 日暮 花苗(5)   1:08.99  6   7 今井(A)   383 中沢 裕美(4)   1:09.75 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼA ﾋｸﾞﾚ ｶﾅｴ ｲﾏｲA ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ
  661 宇留賀 胡桃(5)   386 柏原 愛花(4)

ｳﾙｶﾞ ｸﾙﾐ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｱｲｶ
  672 新井 壮吾(5)   387 福代 侑生(4)

ｱﾗｲ ｿｳｺﾞ ﾌｸﾖ ﾕｳｷ
  676 川上 大輝(5)   384 渡邉 大(4)

ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲ
 7   2 岡田(B)   178 鳥羽 凜々子(4)   1:09.37  7   6 清水小ｸﾗﾌﾞ(A)   590 藤澤 菜月(4)   1:09.88 

ｵｶﾀﾞB ﾄﾊﾞ ﾘﾘｺ ｼﾐｽﾞｼｮｳｸﾗﾌﾞA ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾂｷ
  175 小松 真子(4)   587 西牧 そら(4)

ｺﾏﾂ ﾏｺ ﾆｼﾏｷ ｿﾗ
  176 上野 友暉(4)   589 椿 健太郎(4)

ｳｴﾉ ﾄﾓｷ ﾂﾊﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ
  179 田中 郁斗(4)   583 関 徹平(4)

ﾀﾅｶ ｲｸﾄ ｾｷ ﾃｯﾍﾟｲ
 8   6 本城  1189 宮下 莉緒菜(4)   1:11.33  8   5 堀金小ｸﾗﾌﾞ  1163 吉田 笑(4)   1:12.98 

ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾘｵﾅ ﾎﾘｼｮｳｸﾗﾌﾞ ﾖｼﾀﾞ ｴﾐ
 1190 宮澤 美咲(4)  1167 青柳 真里奈(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｻｷ ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ
 1194 田中 孝太郎(4)  1166 原田 凌磨(4)

ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾏ
 1187 丸山 幸太(4)  1165 宮島 隆輔(4)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ
 9   4 豊科南(B)  1065 大野 順菜(4)   1:13.11 

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐB ｵｵﾉ ﾕｷﾅ
 1068 唐澤 梨那(4)

ｶﾗｻﾜ ﾘﾅ
 1069 藤澤 笙吾(4)

ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳｺﾞ
 1058 山田 紋吾(4)

ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾞﾝｺﾞ

混合

4×100m



[ 7組] [ 8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 大町西(B)   640 松原 柚奈(5)   1:03.88  1   5 大町西(A)   641 松倉 有奏(5)   1:00.26 q

ｵｵﾏﾁﾆｼB ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｽﾞﾅ ｵｵﾏﾁﾆｼA ﾏﾂｸﾗ ﾕｶﾅ
  631 栗林 沙良(5)   628 丸山 弥夕(5)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾗ ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ
  644 赤羽  翔吾(5)   627 越山 遥斗(5)

ｱｶﾊﾈ ｼｮｳｺﾞ ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
  626 安部 岳樹(5)   658 縣 康太郎(5)

ｱﾍﾞ ﾀｶｷ ｱｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 2   8 ｺﾒｯﾄ波田(B)    31 大月 優奈(4)   1:04.51  2   8 福島(B)   927 永井 斐織(5)   1:04.98 

ｺﾒｯﾄﾊﾀB ｵｵﾂｷ ﾕｳﾅ ﾌｸｼﾏB ﾅｶﾞｲ ｲｵﾘ
   23 西牧 ひなた(4)   941 中村 夢見子(5)

ﾆｼﾏｷ ﾋﾅﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ
   18 手塚 準也(4)   946 圃中 カヲル(5)

ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ ﾊﾀﾅｶ ｶｦﾙ
   14 高木 颯吾(4)   930 梶川 優羽(5)

ﾀｶｷﾞ ｿｳｺﾞ ｶｼﾞｶﾜ ﾕｳﾊ
 3   3 堀金  1145 小澤 桃子(5)   1:06.30  3   6 白馬北   917 中野 櫻子(4)   1:06.52 

ﾎﾘｶﾞﾈ ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ ﾊｸﾊﾞｷﾀ ﾅｶﾉ ｻｸﾗｺ
 1148 青栁 汐都音(5)   914 清水 鈴(4)

ｱｵﾔｷﾞ ｼｽﾞﾈ ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ
 1127 井藤 翔月(4)   908 モラード 駿(4)

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ ﾓﾗｰﾄﾞ ｼｭﾝ
 1152 増澤 和馬(4)   912 紙浦 明馬(4)

ﾏｽｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ｶﾐｳﾗ ｱｽﾏ
 4   4 開智(A)   208 逸見 莉奈(5)   1:07.46  4   2 開明(B)   257 稲村 茉美伽(4)   1:08.48 

ｶｲﾁA ﾍﾝﾐ ﾘﾅ ｶｲﾒｲB ｲﾅﾑﾗ ﾏﾐｶ
  215 黒田 唯(5)   273 足助 美空(4)

ｸﾛﾀﾞ ﾕｲ ｱｽｹ ﾐｸ
  224 西垣 拓弥(5)   259 外谷 元(4)

ﾆｼｶﾞｷ ﾀｸﾔ ﾄﾔ ﾊｼﾞﾒ
  218 小口 光太郎(5)   268 三村 慶太(5)

ｵｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ ﾐﾑﾗ ｹｲﾀ
 5   5 松川   545 楜澤 里美(4)   1:11.00  5   4 旭町(C)    66 久保田 朱璃(4)   1:09.82 

ﾏﾂｶﾜ ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｻﾄﾐ ｱｻﾋﾏﾁC ｸﾎﾞﾀ ｱｶﾘ
  543 矢口 陽香(4)    67 今井 萌笑(4)

ﾔｸﾞﾁ ﾊﾙｶ ｲﾏｲ ﾓｴ
  546 薛 信之介(4)    73 小田林 泉樹(4)

ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ ｵﾀﾊﾞﾔｼ ﾓﾄｷ
  547 齊藤 建(4)    70 三澤 宥甫(4)

ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ ﾐｻﾜ ﾕｳﾎ
 6   7 梓川   101 大澤 弥帆(5)   1:11.51  6   9 明北  1237 松嶋 佑奈(4)   1:11.14 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ｵｵｻﾜ ﾐﾎ ﾒｲﾎｸ ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾅ
  106 福嶋 絵美梨(5)  1244 髙橋 ありす(4)

ﾌｸｼﾏ ｴﾐﾘ ﾀｶﾊｼ ｱﾘｽ
   89 山下 林太郎(4)  1233 宮沢 航太(4)

ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀ
   93 森 巧成(4)  1234 宮澤 大翔(4)

ﾓﾘ ｺｳｾｲ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ
 7   6 今井(C)   385 桃井 李胡(4)   1:11.65  7   7 会染(B)   205 矢口 萌々果(4)   1:15.33 

ｲﾏｲC ﾓﾓｲ ﾘｺ ｱｲｿﾒB ﾔｸﾞﾁ ﾓﾓｶ
  390 杣谷 息吹(4)   199 倉嶋 歩乃花(4)

ｿﾏﾀﾆ ｲﾌﾞｷ ｸﾗｼﾏ ﾎﾉｶ
  381 大宇根 渓平(4)   184 花岡 幸成(4)

ｵｵｳﾈ ｷｯﾍﾟｲ ﾊﾅｵｶ ﾕｷﾅﾘ
  380 村上 樹(4)   194 小池 亮孝(4)

ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂｷ ｺｲｹ ｱｷﾀｶ
  9 旭町(A)    74 上條 友香(5)  8   3 菅野   562 一之瀨 明希(4)   1:17.88 

ｱｻﾋﾏﾁA ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓｶ 失格 ｽｶﾞﾉ ｲﾁﾉｾ ｱｷ
   84 和田 青(5) R1(2-3)   573 野村 栞里(4)

ﾜﾀﾞ ｾｲ ﾉﾑﾗ ｼｵﾘ
   75 清水 絢太(5)   564 岩垂 真生(4)

ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ ｲﾜﾀﾞﾚ ﾏｵ
   76 青木 昌平(5)   563 加藤 倖希(4)

ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ ｶﾄｳ ｺｳｷ

混合

4×100m



[ 9組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 ｺﾒｯﾄ波田(A)    17 寺坂 亜海(5)   1:02.39 q

ｺﾒｯﾄﾊﾀA ﾃﾗｻｶ ｱﾐ
   38 樋口 虹夏(5)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
   25 村岡 拓海(5)

ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ
    9 下沢 圭亮(5)

ｼﾓｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 2   6 大町北   731 石原 文萌(4)   1:06.63 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ｲｼﾊﾗ ｱﾔﾒ
  730 成澤 愛(4)

ﾅﾙｻﾜ ﾏﾅ
  732 千国 虎馬(4)

ﾁｸﾆ ｺｳﾏ
  735 池田 一真(4)

ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
 3   5 大町南(A)   693 丸山 真尋(5)   1:07.72 

ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐA ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾋﾛ
  690 安藤 春花(5)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾅ
  710 谷口 晴也(5)

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ
  702 小林 護(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾓﾙ
 4   9 芝沢(A)   479 北林 亜美(4)   1:07.86 

ｼﾊﾞｻﾞﾜA ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｱﾐ
  467 曽山 茜(4)

ｿﾔﾏ ｱｶﾈ
  466 川久保 貫介(4)

ｶﾜｸﾎﾞ ｶﾝｽｹ
  457 原田 駿(4)

ﾊﾗﾀ ｼｭﾝ
 5   7 田川   815 峯村 悠月(4)   1:08.19 

ﾀｶﾞﾜ ﾐﾈﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ
  812 樽沢 詩音(4)

ﾀﾙｻﾜ ｼｵﾝ
  816 野本 駿介(4)

ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ
  806 伊東 雅恭(4)

ｲﾄｳ ｶﾞｸ
 6   3 開田   249 千村 花凛(4)   1:09.58 

ｶｲﾀﾞ ﾁﾑﾗ ｶﾘﾝ
  248 水谷 美穂(4)

ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾎ
  251 楠本 颯太(4)

ｸｽﾓﾄ ｿｳﾀ
  250 中田 晴太(4)

ﾅｶﾀ ｾｲﾀ
 7   8 豊科南(A)  1070 入山 未久(5)   1:10.34 

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐA ｲﾘﾔﾏ ﾐｸ
 1071 梅村 美沙希(5)

ｳﾒﾑﾗ ﾐｻｷ
 1051 岩間 冬樹(5)

ｲﾜﾏ ﾌﾕｷ
 1057 山崎 誠也(4)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾔ
  4 洗馬   595 古畑 玲(5)

ｾﾊﾞ ﾌﾙﾊﾀ ﾚｲ 失格
  606 石井 愛音(5) R1(3-4)

ｲｼｲ ﾁｶﾈ
  603 須山 裕太(4)

ｽﾔﾏ ﾕｳﾀ
  598 佐藤 駿(4)

ｻﾄｳ ｼｭﾝ

混合

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 桔梗   303 永原 佳奈(5)   1:00.10 

ｷｷｮｳ ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ
  304 高山 みなみ(5)

ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ
  309 中根 颯亮(5)

ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
  312 渕上 完太(5)

ﾌﾁｶﾞﾐ ｶﾝﾀ
 2   5 大町西(A)   641 松倉 有奏(5)   1:00.58 

ｵｵﾏﾁﾆｼA ﾏﾂｸﾗ ﾕｶﾅ
  628 丸山 弥夕(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ
  627 越山 遥斗(5)

ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
  658 縣 康太郎(5)

ｱｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 3   7 三郷   437 百瀬 梨桜(4)   1:01.35 

ﾐｻﾄ ﾓﾓｾ ﾘｵ
  413 加科 光耶美(5)

ｶｼﾅ ﾐﾔﾋﾞ
  416 古川 祐輝(5)

ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ
  431 大木 陽太(5)

ｵｵｷ ﾖｳﾀ
 4   4 穂高西(A)   958 岡田 真依(5)   1:01.69 

ﾎﾀｶﾆｼA ｵｶﾀﾞ ﾏｲ
  982 栁澤 咲稀(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻｷ
  977 南山 海聖(4)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ｶｲｾｲ
  955 伊藤 基也(5)

ｲﾄｳ ﾓﾄﾔ
 5   9 福島(A)   928 奥原 夕奈(5)   1:02.74 

ﾌｸｼﾏA ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ
  938 神山 智恵(5)

ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓｴ
  934 原田 倖多(5)

ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ
  936 小倉 秀仁(5)

ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾄ
 6   3 ｺﾒｯﾄ波田(A)    17 寺坂 亜海(5)   1:02.77 

ｺﾒｯﾄﾊﾀA ﾃﾗｻｶ ｱﾐ
   38 樋口 虹夏(5)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
   25 村岡 拓海(5)

ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ
    9 下沢 圭亮(5)

ｼﾓｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 7   2 二子(A)   868 小林 こころ(4)   1:03.12 

ﾌﾀｺﾞA ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ
  867 小野谷 友里(4)

ｵﾉｶﾞﾔ ﾕｳﾘ
  866 小松 武颯志(5)

ｺﾏﾂ ﾑｻｼ
  861 横澤 秀斗(5)

ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ
 8   8 豊科北(A)  1121 木村 実夢(4)   1:03.30 

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
 1115 津幡 祐衣(4)

ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ
 1117 白澤 稜馬(4)

ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
 1083 丸山 拓海(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ

混合

4×100m
決勝
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