
第29回長野県小学生陸上競技大会北信地区予選会（H24.5.19）                        
第1回長野県選抜陸上長野市大会選手選考会                       

決勝記録一覧表
混　合

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
05/19 混合 延徳     1,03.80 更級     1,04.25 屋代(B)     1,05.09 屋代(A)     1,05.52 坂城JAC(A)     1,07.01 信濃(B)     1,08.61 信濃(A)     1,08.62 木島     1,09.20

4×100mR 高橋 李奈(5) 森 琴音(5) 浦山 睦(5) 郷原 萌花(5) 田中 捺未(4) 山口 如(4) 仲條 りな(5) 古谷 あいり(5)
松久 美月(5) 久保田 姫花(5) 津金 泰葉(5) 宮﨑 琴葉(5) 宮下 華乃(4) 和田 莉衣奈(4) 富永 詩織(5) 田中 麗美(5)
金子 竜大(5) 西澤 健吾(5) 滝沢 瑠樹斗(5) 滝沢 友将(5) 大塚 創太(4) 大森 拓弥(4) 木村 勇斗(5) 六塚 琉良(5)
中村 俊介(5) 髙松 将也(5) 中曽祢 海斗(5) 深町 晃希(5) 松林 佑弥(4) 大澤 隼斗(4) 鶴田 剛琉(5) 髙藤 陽樹(5)



決勝 5月19日 15:50

県小記録            55.00
大会記録            58.80

[ 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   5 延徳   201 高橋 李奈(5)   1,03.80  1   5 更級   626 森 琴音(5)   1,04.25 

ｴﾝﾄｸ ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ ｻﾗｼﾅ ﾓﾘ ｺﾄﾈ
  202 松久 美月(5)   625 久保田 姫花(5)

ﾏﾂﾋｻ ﾐﾂｷ ｸﾎﾞﾀ ﾋﾒｶ
  203 金子 竜大(5)   627 西澤 健吾(5)

ｶﾈｺ ﾘｭｳﾀ ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾝｺﾞ
  204 中村 俊介(5)   628 髙松 将也(5)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾀｶﾏﾂ ｼｮｳﾔ
 2   4 坂城JAC(A)    72 田中 捺未(4)   1,07.01  2   3 屋代(B)   289 浦山 睦(5)   1,05.09 

ｻｶｷｼﾞｪｰｴｰｼｰA ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ ﾔｼﾛB ｳﾗﾔﾏ ﾑﾂﾐ
   73 宮下 華乃(4)   290 津金 泰葉(5)

ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ ﾂｶﾞﾈ ﾔｽﾊ
   74 大塚 創太(4)   291 滝沢 瑠樹斗(5)

ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ ﾀｷｻﾞﾜ ﾙｷﾄ
   75 松林 佑弥(4)   292 中曽祢 海斗(5)

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ ﾅｶｿﾈ ｶｲﾄ
 3   6 信濃(B)   704 山口 如(4)   1,08.61  3   6 屋代(A)   285 郷原 萌花(5)   1,05.52 

ｼﾅﾉB ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ ﾔｼﾛA ｺﾞｳﾊﾗ ﾓｴｶ
  703 和田 莉衣奈(4)   286 宮﨑 琴葉(5)

ﾜﾀﾞ ﾘｴﾅ ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾄﾊ
  705 大森 拓弥(4)   287 滝沢 友将(5)

ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾔ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  706 大澤 隼斗(4)   288 深町 晃希(5)

ｵｵｻﾜ ﾊﾔﾄ ﾌｶﾏﾁ ｺｳｷ
 4   2 信濃(A)   699 仲條 りな(5)   1,08.62  4   4 木島    90 古谷 あいり(5)   1,09.20 

ｼﾅﾉA ﾅｶｼﾞｮｳ ﾘﾅ ｷｼﾞﾏ ﾌﾙﾔ ｱｲﾘ
  700 富永 詩織(5)    91 田中 麗美(5)

ﾄﾐﾅｶﾞ ｼｵﾘ ﾀﾅｶ ﾚﾐ
  702 木村 勇斗(5)    92 六塚 琉良(5)

ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ ﾑﾂﾂﾞｶ ﾙｲ
  701 鶴田 剛琉(5)    93 髙藤 陽樹(5)

ﾂﾙﾀ ﾀｹﾙ ﾀｶﾄｳ ﾊﾙｷ
 5   7 豊井   416 小林 琳央(4)   1,09.34  5   2 坂城JAC(B)    76 柳沢 夏帆(4)   1,09.25 

ﾄﾖｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ ｻｶｷｼﾞｪｰｴｰｼｰB ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾎ
  415 戸島 和泉(4)    77 望月 佳乃(4)

ﾄｼﾏ ｲｽﾞﾐ ﾓﾁｽﾞｷ ｶﾉ
  417 田中 舜也(4)    78 関 駿太(4)

ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ ｾｷ ｼｭﾝﾀ
  418 樋口 拓馬(4)    79 服部 聖(4)

ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳ
 6   3 中野ｽﾏｲﾙ   154 内田 捺稀(5)   1,09.44 

ﾅｶﾉｽﾏｲﾙ ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂｷ
  155 野田 越百(5)

ﾉﾀﾞ ｺｽﾓ
  157 三井 奎人(5)

ﾐﾂｲ ｹｲﾄ
  156 田澤 友希(5)

ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ

混合

4×100mR            4×100mR            

決勝決勝決勝



   1 延徳   1,03.80 高橋 李奈(5) 松久 美月(5) 金子 竜大(5) 中村 俊介(5)   1   1
   2 更級   1,04.25 森 琴音(5) 久保田 姫花(5) 西澤 健吾(5) 髙松 将也(5)   2   1
   3 屋代(B)   1,05.09 浦山 睦(5) 津金 泰葉(5) 滝沢 瑠樹斗(5) 中曽祢 海斗(5)   2   2
   4 屋代(A)   1,05.52 郷原 萌花(5) 宮﨑 琴葉(5) 滝沢 友将(5) 深町 晃希(5)   2   3
   5 坂城JAC(A)   1,07.01 田中 捺未(4) 宮下 華乃(4) 大塚 創太(4) 松林 佑弥(4)   1   2
   6 信濃(B)   1,08.61 山口 如(4) 和田 莉衣奈(4) 大森 拓弥(4) 大澤 隼斗(4)   1   3
   7 信濃(A)   1,08.62 仲條 りな(5) 富永 詩織(5) 木村 勇斗(5) 鶴田 剛琉(5)   1   4
   8 木島   1,09.20 古谷 あいり(5) 田中 麗美(5) 六塚 琉良(5) 髙藤 陽樹(5)   2   4
   9 坂城JAC(B)   1,09.25 柳沢 夏帆(4) 望月 佳乃(4) 関 駿太(4) 服部 聖(4)   2   5
  10 豊井   1,09.34 小林 琳央(4) 戸島 和泉(4) 田中 舜也(4) 樋口 拓馬(4)   1   5
  11 中野ｽﾏｲﾙ   1,09.44 内田 捺稀(5) 野田 越百(5) 三井 奎人(5) 田澤 友希(5)   1   6

混合混合

4×100mR            4×100mR            
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 都道府県都道府県 記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1 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
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