
第31回長野県小学生陸上競技大会(14200004) ﾄﾗｯｸ審判長 青柳　智之
主催：一般財団法人長野陸上競技協会 跳躍審判長 浦野　義忠
後援：日本陸上競技連盟・公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団・長野県教育委員会　信濃毎日新聞社 投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 期日：平成２６年　６月２９日（日） 記録主任： 増田　喜代志
【主催団体】 一般財団法人長野陸上競技協会 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
 6/29 ｵｰﾌﾟﾝ男子 松井 秀真(6) 14.56 浅沢 空(6) 14.97 藤澤 怜大(5) 15.34 浅輪 佳大(5) 15.37 登内  泰成(5) 15.70 田中 敦也(5) 15.75 塩原 彰太(5) 16.13 加藤  輝(5) 16.16

100m 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 三郷 辰野南 穂高西AC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 赤穂南 広丘AC 下條小
 6/29 ｵｰﾌﾟﾝ女子 平出 瑠奈(6) 14.71 安藤 衣舞(6) 15.34 太田 安奈(6) 15.38 吉澤愛佳(6) 15.46 新田 光咲(5) 15.68 坂根 樺音(6) 15.69 丸山 実優(6) 15.72 大月 七夏(6) 15.76

100m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 波田GTR 波田GTR 飯島 穂高西AC T&F佐久平 豊科北AC 波田GTR
 6/29 混合 豊科北AC       58.04 望月AC(B)       58.78 豊科北       59.51 広丘AC       59.71 屋代小(B)       59.87 水明AC(A)     1:00.14

4×100m 片桐 未音里(5) 上野 愛梨(5) 沼野 藍(5) 勝丸 優(5) 髙山 葵衣(5) 大森 里香(4)
神谷 京楓(5) 清水 奈都紀(5) 臼井 祭(5) 田邉 優奈(5) 堀内 和(5) 笹崎 絢莉(5)
須山ｾｻﾞﾙ和良(5) 中村 洋平(5) 丸山 英嗣(5) 上條 智憂(5) 吉川 颯馬(5) 柳澤 亮也(5)
酒井 幹汰(5) 伊藤 司騎(5) 上島 大地(5) 浜 巧起(5) 宮川 優旗(5) 漆原 奏哉(5)



予選 6月29日 11:55
決勝 6月29日 15:50

長野県小学生記録(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）

[ 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   1 広丘  2556 宮島 明里(4)     58.97 q  1   4 穂高西AC(B)  2500 中嶋 諒(5)     59.35 

ﾋﾛｵｶ ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｶﾘ ﾎﾀｶﾆｼAC ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
 2555 宮島 光里(4)  2499 寺島 佑奈(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋｶﾘ ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ
 1551 黒野 真也(5)  1490 勝野 剛(5)

ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ ｶﾂﾉ ﾂﾖｼ
 1553 黒野 敦志(5)  1492 大石 伯(5)

ｸﾛﾉｱﾂｼ ｵｵｲｼ ﾊｸ
 2   2 水明AC(A)  2082 大森 里香(4)     59.25 q  2   9 軽井沢A&AC  2119 中嶋 愛佳(4)     59.48 

ｽｲﾒｲAC ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ
 2081 笹崎 絢莉(5)  2118 市村 彩美(5)

ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ
 1084 柳澤 亮也(5)  1124 北川 広樹(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ
 1083 漆原 奏哉(5)  1123 並木 陸(5)

ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ ﾅﾐｷ ﾘｸ
 3   9 高島小  2740 木村 妃杏(5)   1:01.72  3   7 諏訪FA  2749 小松 夢來(4)   1:02.87 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ｷﾑﾗ ﾋﾒｱ ｽﾜFA ｺﾏﾂ ﾕﾗ
 2737 柿澤 摩歩(5)  2751 藤森 七海(4)

ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ
 1719 藤原 陽登(5)  1733 小泉 陽貴(4)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ
 1720 柳沢 敦(5)  1734 藤森 大輔(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾂｼ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ
 4   3 大町西  2642 栗原 すず(5)   1:02.49  4   2 坂城JAC  2271 井上 梨彩(5)   1:03.10 

ｵｵﾏﾁﾆｼ ｸﾁhﾗ ｽｽﾞ ｻｶｷｼﾞｪｲｴｰｼｰ ｲﾉｳｴ ﾘｻ
 2643 滝田 まどか(5)  2273 水出 琳(5)

ﾀｷﾀ ﾏﾄﾞｶ ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾘﾝ
 1618 清水 駿太(5)  1274 小松 颯(5)

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾀ ｺﾏﾂ ﾊﾔﾃ
 1619 荒川 拓夢(5)  1276 竹花 元輝(5)

ｱﾗｶﾜ ﾀｸﾑ ﾀｹﾊﾅ ﾊﾙｷ
 5   5 豊科北T&F  2478 宮澤 和花(4)   1:02.98  5   6 開明  2583 日向  深月(5)   1:03.50 

ﾄﾖｼﾅｷﾀT&F ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ ｶｲﾒｲ ﾋﾅﾀ ﾐﾂｷ
 2476 臼井 真陽(4)  2584 倉科 このみ(5)

ｳｽｲ ﾏﾋﾙ ｸﾗｼﾅ ｺﾉﾐ
 1473 竹内 秀晟(4)  1577 髙木  悠弥(4)

ﾀｹｳﾁ ｼｭｳｾｲ ﾀｶｷﾞ ﾋｻﾔ
 1472 滝澤 友月(4)  1578 三村  惟人(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ ﾐﾑﾗ ﾕｲﾄ
 6   6 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ  2127 蜂須 未菜(4)   1:03.05  6   1 佐久A&AC  2122 諸星 美璃(5)   1:03.99 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ﾊﾁｽ ﾐﾅ ｻｸA&AC ﾓﾛﾎﾞｼ ﾐﾘ
 2126 柏木 萌(4)  2121 佐伯 三葉(5)

ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ
 1130 岡村 吏紗(4)  1129 星野 緑風(4)

ｵｶﾑﾗ ﾂｶｻ ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ
 1132 南澤 爽太(4)  1127 古村 拓美(4)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ
 7   4 屋代小(A)  2241 大倉 澪(4)   1:05.97  7   3 野沢小(C)  2043 大鹿 愛和(4)   1:06.60 

ﾔｼﾛｼｮｳ ｵｵｸﾗ ﾐｵ ﾉｻﾞﾜｼｮｳ ｵｵｼｶ ﾏﾅ
 2239 諏訪 彩羽(4)  2042 市川 笑花(4)

ｽﾜ ｲﾛﾊ ｲﾁｶﾜ ｴﾐｶ
 1246 栗原 招太郎(4)  1038 市川 和英(4)

ｸﾘﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ
 1242 永井 一羽(4)  1039 櫻井 陽望(4)

ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾊ ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾑ
 8   8 豊洲小  2335 沖田 美優(5)   1:06.34   5 美篶

ﾄﾖｽｼｮｳ ｵｷﾀ ﾐﾕ ﾐｽｽﾞ 欠場
 2336 境 冴華(5)

ｻｶｲ ｻﾔｶ
 1345 町田 達弥(5)

ﾏﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ
 1337 山岸 優也(5)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳﾔ
  7 南箕輪  2810 加藤 莉子(5)   8 若槻小

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｶﾄｳ ﾘｺ 失格 ﾜｶﾂｷｼｮｳ 欠場
 2817 野村 優香(4) R1

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 1820 有賀 玄太(5)

ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ
 1821 髙橋 雅示(5)

ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｼﾞ

混合

4×100m4×100m

予選予選予選 通過基準  6組  0着 + 8通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者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   4 豊科北AC  2473 片桐 未音里(5)     57.59 q  1   2 城南小  2742 小泉 春花(5)   1:00.29 

ﾄﾖｼﾅｷﾀAC ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ
 2474 神谷 京楓(5)  2745 中山 実音(5)

ｶﾐﾔ ｷｮｳｶ ﾅｶﾔﾏ ﾐｵﾝ
 1471 須山ｾｻﾞﾙ和良(5)  1731 髙橋 透生(5)

ｽﾔﾏｾｻﾞﾙｶｽﾞﾖｼ ﾀｶﾊｼ ﾄｳｲ
 1469 酒井 幹汰(5)  1726 山内 翔太(5)

ｻｶｲ ｶﾝﾀ ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾀ
 2   1 望月AC(B)  2105 上野 愛梨(5)     58.44 q  2   4 穂高西AC(C)  2496 深澤 柚葉(4)   1:00.64 

ﾓﾁﾂﾞｷAC ｳｴﾉ ｱｲﾘ ﾎﾀｶﾆｼAC ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ
 2106 清水 奈都紀(5)  2497 伊藤 沙優香(4)

ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ ｲﾄｳ  ｻﾔｶ
 1109 中村 洋平(5)  1488 大塚 悠剛(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ
 1108 伊藤 司騎(5)  1487 大塚壮剛(4)

ｲﾄｳ ｼｷ ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ
 3   6 広丘AC  2563 勝丸 優(5)     59.25 q  3   5 丸山小  2894 小林  日和(5)   1:01.38 

ﾋﾛｵｶAC ｶﾂﾏﾙ ﾕｳ ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾋﾖﾘ
 2564 田邉 優奈(5)  2895 宮澤  真梨(5)

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾏﾘ
 1561 上條 智憂(5)  1878 濱島  潤(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ ﾊﾅｼﾏ  ｼﾞｭﾝ
 1559 浜 巧起(5)  1879 塩沢  望(5)

ﾊﾏ ｺｳｷ ｼｵｻﾞﾜ  ﾉｿﾞﾐ
 4   3 野沢小(A)  2038 荒井 利奈(5)   1:00.40  4   8 伊那  2771 原 里彩子(5)   1:01.62 

ﾉｻﾞﾜｼｮｳ ｱﾗｲ ﾘﾅ ｲﾅ ﾊﾗ ﾘｻｺ
 2039 浜村 涼(5)  2768 塩谷 莉子(5)

ﾊﾏﾑﾗ ﾘｮｳ ｼｵﾔ ﾘｺ
 1034 荒井 優人(5)  1771 白澤 直(5)

ｱﾗｲ ﾕｳﾄ ｼﾗｻﾜ ﾅｵ
 1035 堤 優志(5)  1768 井原 良介(5)

ﾂﾂﾐ ﾕｳｼ ｲﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ
 5   2 筑摩  2613 三澤 百佳(4)   1:00.42  5   6 福島  2666 奥原 奏衣(5)   1:01.83 

ﾂｶﾏ ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ ﾌｸｼﾏ ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ
 2614 樽澤 早紀(4)  2667 征矢 叶羽(5)

ﾀﾙｻﾜ ｻｷ ｿﾔ ｶﾅｳ
 1601 杉原 立樹(4)  1652 志水 駿太(5)

ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾀ
 1600 安坂 丈瑠(4)  1651 古瀬 康平(5)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ
 6   5 松川陸上クラブ  2898 関島  瑠愛(4)   1:01.32  6   7 T&F佐久平  2113 高見沢 愛結(5)   1:03.32 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ(B) ｾｷｼﾞﾏ  ﾙｱ T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｱﾕ
 2899 吉澤  詩乃(4)  2114 武藤 凛(5)

ﾖｼｻﾞﾜ  ｼﾉ ﾑﾄｳ  ﾘﾝ
 1885 福与  大地(5)  1112 片井 力也(5)

ﾌｸﾖ  ﾀﾞｲﾁ ｶﾀｲ  ﾘｷﾔ
 1884 北村  隆之介(5)  1111 大工原 光成(4)

ｷﾀﾑﾗ  ﾘｭｳﾉｽｹ ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ
 7   8 更級小(B)  2259 古旗  葵(5)   1:04.79  7   3 更級小(A)  2263 森 楓葉(5)   1:03.62 

ｻﾗｼﾅｼｮｳｶﾞｯｺｳ ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ ｻﾗｼﾅｼｮｳｶﾞｯｺｳ ﾓﾘ ｶｴﾃﾞ
 2266 田中  空(5)  2264 倉石 萌(5)

ﾀﾅｶ ｿﾗ ｸﾗｲｼ ﾓｴ
 1267 大谷 愛斗(5)  1270 南沢 斗夢(5)

ｵｵﾀﾆ ﾏﾅﾄ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾄﾑ
 1268 大谷 碧一(5)  1269 大塚 飛翼(5)

ｵｵﾀﾆ ｱｵｲ ｵｵﾂｶ ﾄﾜ
 8   7 軽井沢西部AC  2095 髙﨑 悠奈(4)   1:05.24  8   1 水明AC(C)  2084 尾沼  光莉(4)   1:06.14 

ｶﾙｲｻﾞﾜｾｲﾌﾞAC ﾀｶｻｷ ﾕｳﾅ ｽｲﾒｲAC ｵﾇﾏ ﾋｶﾘ
 2093 鴨志田 栞(4)  2083 河上  愛梨(5)

ｶﾓｼﾀﾞ ｼｵﾘ ｶﾜｶﾐ ｱｲﾘ
 1095 安藤 海琴(4)  1086 篠原  令磨(4)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｺﾄ ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾏ
 1096 土屋 優太(4)  1085 宮坂 琉生(4)

ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ ﾐﾔｻｶ ﾙｲ
 9   9 佐久西小  2028 冨岡 桃花(4)   1:05.36  9   9 野沢小(B)  2040 内藤 来未(5)   1:06.34 

ｻｸﾆｼｼｮｳ ﾄﾐｵｶ ﾓﾓｶ ﾉｻﾞﾜｼｮｳ ﾅｲﾄｳ ｸﾙﾐ
 2027 田丸 純望(4)  2041 茂木 七海(4)

ﾀﾏﾙ ｱﾔﾐ ﾓﾃｷ ﾅﾅﾐ
 1026 友野 笙太郎(4)  1037 井出 直杜(5)

ﾄﾓﾉ  ｿｳﾀﾛｳ ｲﾃﾞ ﾅｵﾄ
 1025 市川 克大(4)  1036 依田 一球(5)

ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾋﾛ ﾖﾀﾞ ｲｯｷｭｳ

混合混合

4×100m4×100m



[ 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   7 赤穂南  2796 中嶋 珠久(5)   1:00.66  1   3 穂高西AC(A)  2493 望月 想(5)     57.24 q

ｱｶﾎﾐﾅﾐ ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐｸ ﾎﾀｶﾆｼAC ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ
 2797 田中 凜(5)  2494 矢口 ほの夏(5)

ﾀﾅｶ  ﾘﾝ ﾔｸﾞﾁ  ﾎﾉｶ
 1796 金指 涼夏(5)  1484 勝野 武(5)

ｶﾅｻｼ  ﾘｮｳｶﾞ ｶﾂﾉ ﾀｹｼ
 1801 青島 隼平(5)  1485 野口 颯太(5)

ｱｵｼﾏ  ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ
 2   5 ｺﾒｯﾄ波田  2594 中村 紗生(4)   1:01.46  2   7 豊科北  2465 沼野 藍(5)     59.12 q

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾅｶﾑﾗ ｻｲ ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾇﾏﾉ ｱｲ
 2595 北原 颯記(4)  2464 臼井 祭(5)

ｷﾀﾊﾗ ｻﾂｷ ｳｽｲ ﾏﾂﾘ
 1586 安藤 心葵(4)  1463 丸山 英嗣(5)

ｱﾝﾄﾞｳ ｼｷ ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｼﾞ
 1587 唐沢 直弥(4)  1461 上島 大地(5)

ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾔ ｶﾐｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ
 3   4 下條小  2896 鎮西  光里(5)   1:02.83  3   8 屋代小(B)  2246 髙山 葵衣(5)     59.23 q

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ﾁﾝｻﾞｲ  ﾋｶﾘ ﾔｼﾛｼｮｳ ﾀｶﾔﾏ ｱｵｲ
 2897 飯島  香乃(5)  2244 堀内 和(5)

ｲｲｼﾞﾏ  ｶﾉ ﾎﾘｳﾁ ﾅｺﾞﾐ
 1880 松下  暖大(5)  1243 吉川 颯馬(5)

ﾏﾂｼﾀ  ﾊﾙﾄ ﾖｼｶﾜ ｿｳﾏ
 1881 土屋  拓哉(5)  1245 宮川 優旗(5)

ﾂﾁﾔ  ﾀｸﾔ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｷ
 4   3 開智  2579 須澤 奏心(4)   1:03.15  4   6 松川陸上クラブ  2891 宮下  莉瑚(4)   1:00.28 

ｶｲﾁ ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ(A) ﾐﾔｼﾀ  ﾘｺ
 2580 田中 優杏菜(4)  2892 山城  春菜(4)

ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ ﾔﾏｼﾛ  ﾊﾙﾅ
 1571 宮原 均(4)  1875 近藤  皓哉(4)

ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾄｼ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾃﾙﾔ
 1570 松村 唯斗(4)  1876 下平  侑輝(4)

ﾏﾂﾑﾗ ﾕｲﾄ ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ﾕｳｷ
 5   6 湖南小  2734 三村 紗唯(5)   1:03.65  5   5 三郷  2521 上條 翔子(5)   1:00.62 

ｺﾅﾐｼｮｳ ﾐﾑﾗ ｻﾕ ﾐｻﾄ ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ
 2733 原田 なな(5)  2522 布山 夏乃子(5)

ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ ﾌﾔﾏ ｶﾉｺ
 1716 松崎 恭一郎(5)  1505 菅 貫太(5)

ﾏﾂｻﾞｷｷｮｳｲﾁﾛｳ ｽｶﾞ ｶﾝﾀ
 1717 鈴木 千紘(5)  1506 滝澤 翔太(5)

ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ ﾀｷｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
 6   2 望月AC(A)  2104 田中 葵(4)   1:04.14  6   1 飯島  2826 小木曽楽々(5)   1:01.82 

ﾓﾁﾂﾞｷAC ﾀﾅｶ ｱｵｲ ｲｲｼﾞﾏ ｵｷﾞｿﾗﾗ
 2103 森下 瑠(4)  2828 栁生夏弥(5)

ﾓﾘｼﾀ ﾙｲ ﾔｷﾞｭｳﾅﾂﾐ
 1107 矢嶋 虹太(4)  1823 池田智輝(5)

ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ ｲｹﾀﾞﾄﾓｷ
 1106 菊地 祐吾(4)  1822 工藤 光陽(5)

ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ ｸﾄﾞｳ ｺｳﾖｳ
 7   8 田口小  2034 萩原 碧玖(4)   1:05.65  7   9 下諏訪南小  2700 伊倉 美室(4)   1:04.62 

ﾀｸﾞﾁｼｮｳ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｸ ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ｲｸﾗﾐﾑﾛ
 2033 上原 杏鈴(4)  2701 臼田 麻花(4)

ｳｴﾊﾗ ｱｽﾞ ｳｽﾀﾞｱｻｶ
 1028 加藤 真央(4)  1699 田村 純平(4)

ｶﾄｳ ﾏｵ ﾀﾑﾗｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
 1029 志摩 龍哉(4)  1700 田中 弥衣斗(4)

ｼﾏ ﾘｭｳﾔ ﾀﾅｶﾔｲﾄ
 8   9 五加小(A)  2254 島田 莉子(4)   1:07.04  8   4 岸野小  2048 林 さくら(4)   1:05.52 

ｺﾞｶｼｮｳ ｼﾏﾀﾞ ﾘｺ ｷｼﾉｼｮｳ ﾊﾔｼ ｻｸﾗ
 2256 六川 歩美(4)  2047 森 美陽(4)

ﾛｸｶﾞﾜ ｱﾕﾐ ﾓﾘ ﾐﾊﾙ
 1262 佐二木 駿哉(4)  1045 藤巻 陸都(4)

ｻｼﾞｷ ｼｭﾝﾔ ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｸﾄ
 1265 竹内 朝輝(4)  1044 岡田 陸(4)

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ ｵｶﾀ ﾞﾘｸ
 9   1 五加小(B)  2251 丑山 凜乃(4)   1:08.68   2 小諸東小  2069 吉澤 歩希(4)

ｺﾞｶｼｮｳ ｳｼﾔﾏ ﾘﾝﾉ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾏﾚ 失格
 2255 内藤 礼奈(4)  2070 小林 花(4) T3

ﾅｲﾄｳ ﾚﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ
 1261 荒牧 琉月(4)  1069 比田井 楓(4)

ｱﾗﾏｷ ﾘｭｳｶﾞ ﾋﾀﾞｲ ｶｴﾃﾞ
 1266 緑川 智也(4)  1068 青木 紅(4)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾄﾓﾔ ｱｵｷ ｺｳ

混合混合

4×100m4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 豊科北AC  2473 片桐 未音里(5)     58.04 

ﾄﾖｼﾅｷﾀAC ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ
 2474 神谷 京楓(5)

ｶﾐﾔ ｷｮｳｶ
 1471 須山ｾｻﾞﾙ和良(5)

ｽﾔﾏｾｻﾞﾙｶｽﾞﾖｼ
 1469 酒井 幹汰(5)

ｻｶｲ ｶﾝﾀ
 2   6 望月AC(B)  2105 上野 愛梨(5)     58.78 

ﾓﾁﾂﾞｷAC ｳｴﾉ ｱｲﾘ
 2106 清水 奈都紀(5)

ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ
 1109 中村 洋平(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
 1108 伊藤 司騎(5)

ｲﾄｳ ｼｷ
 3   8 豊科北  2465 沼野 藍(5)     59.51 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾇﾏﾉ ｱｲ
 2464 臼井 祭(5)

ｳｽｲ ﾏﾂﾘ
 1463 丸山 英嗣(5)

ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｼﾞ
 1461 上島 大地(5)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ
 4   3 広丘AC  2563 勝丸 優(5)     59.71 

ﾋﾛｵｶAC ｶﾂﾏﾙ ﾕｳ
 2564 田邉 優奈(5)

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾅ
 1561 上條 智憂(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ
 1559 浜 巧起(5)

ﾊﾏ ｺｳｷ
 5   9 屋代小(B)  2246 髙山 葵衣(5)     59.87 

ﾔｼﾛｼｮｳ ﾀｶﾔﾏ ｱｵｲ
 2244 堀内 和(5)

ﾎﾘｳﾁ ﾅｺﾞﾐ
 1243 吉川 颯馬(5)

ﾖｼｶﾜ ｿｳﾏ
 1245 宮川 優旗(5)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｷ
 6   2 水明AC(A)  2082 大森 里香(4)   1:00.14 

ｽｲﾒｲAC ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ
 2081 笹崎 絢莉(5)

ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ
 1084 柳澤 亮也(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ
 1083 漆原 奏哉(5)

ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ
  4 広丘  2556 宮島 明里(4)

ﾋﾛｵｶ ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｶﾘ 失格
 2555 宮島 光里(4) R1(3-4)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋｶﾘ
 1551 黒野 真也(5)

ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ
 1553 黒野 敦志(5)

ｸﾛﾉｱﾂｼ
  5 穂高西AC(A)  2493 望月 想(5)

ﾎﾀｶﾆｼAC ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ 棄権
 2494 矢口 ほの夏(5)

ﾔｸﾞﾁ  ﾎﾉｶ
 1484 勝野 武(5)

ｶﾂﾉ ﾀｹｼ
 1485 野口 颯太(5)

ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ

決勝決勝決勝

混合混合

4×100m4×100m
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