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期日：平成２６年４月２９日（火・祝）午前９時４５分スタート
コース：長野県松本平広域公園陸上競技場発着 ６．０km

審判長：下川　泰秀
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■グラウンドコンディション

55.0 南西 3.3
曇り 16.5 50.0 南東 3.8

湿度(%) 風向 風速(m/sec)

曇り 15.5 68.0 南東 2.1
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天候 気温(℃)

曇り 16.0
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第10回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会     

記録 備考
長野市

2 30 駒ヶ根市

チーム名 記録

第１０回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会
主催：一般財団法人長野陸上競技協会 ＳＢＣ信越放送 信濃毎日新聞社
共催：長野県 長野県教育委員会 公益財団法人長野県体育協会 松本市 松本市教育委員会
後援：長野県市長会 長野県町村会 塩尻市 松本商工会議所
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大会記録(GR)                 19:59.0  上田市         2013/04/29  

順 № 所属名 氏  名 記録／備考 順 № 所属名 氏  名 記録／備考
 1   1 長野市 淀 小南津(5)   21:17 11   5 千曲市 鎌田 里菜(5)   22:25 

ﾅｶﾞﾉｼ ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ ﾁｸﾏｼ ｶﾏﾀ ﾘﾅ
丸山 翔平(5) 真柳 則希(6)
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ ﾏﾔﾅｷﾞ ﾉﾘｷ
永原 柚風(5) 小林 汀愛羅(6)
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｨｱﾗ
越 陽汰(6) 依田 健汰(6)
ｺｼ ﾊﾙﾀ ﾖﾀﾞ ｹﾝﾀ

 2  30 駒ヶ根市 田中 利奈(6)   21:25 12  18 佐久市 西澤 望未(5)   22:30 
ｺﾏｶﾞﾈｼ ﾀﾅｶ ﾘﾅ ｻｸｼ ﾆｼｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ

椎名一郎ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ(6) 北原 翔太(6)
ｼｲﾅｲﾁﾛｳｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳﾀ
青田 梨世(6) 佐々木 玲奈(6)
ｱｵﾀ ﾘｾ ｻｻｷ ﾚｲﾅ
滝沢 朋季(6) 原 惇也(6)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｷ ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ

 3  50 松本市 松原 月歌(6)   21:28 13  53 安曇野市 上條 舞(6)   22:32 
ﾏﾂﾓﾄｼ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ ｱｽﾞﾐﾉｼ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｲ

小林 史弥(6) 木内 万璃(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ
根津 円(5) 二村 海咲(5)
ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ
武本 祐樹(5) 萩原 滉太郎(5)
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ

 4  16 上田市 宮本 蘭々(6)   21:38 14  38 南箕輪村 濱嶋 真千子(6)   22:34 
ｳｴﾀﾞｼ ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝﾗﾝ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾑﾗ ﾊﾏｼﾞﾏ ﾏﾁｺ

金井 正之介(5) 清水 星志郎(6)
ｶﾅｲ ｾｲﾉｽｹ ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾛｳ
臼井 羽耶(6) 伊藤 菜央(5)
ｳｽｲ ﾊﾔ ｲﾄｳ ﾅｵ
内田 飛河(6) 海沼 翔(6)
ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ ｶｲﾇﾏ ｼｮｳ

 5  26 飯田市 松下 朋佳(5)   21:38 15   4 飯山市 阿部 綾華(6)   22:38 
ｲｲﾀﾞｼ ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ｲｲﾔﾏｼ ｱﾍﾞ ｱﾔｶ

仲田 源(6) 山本 迅哉(6)
ﾅｶﾀ ﾐﾅﾓﾄ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾔ
佐藤 紫苑(5) 六塚 望杏(5)
ｻﾄｳ ｼｵﾝ ﾑﾂﾂﾞｶ ﾉｱ
瀧澤 健人(5) 宮内 智也(6)
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ﾐﾔｳﾁ ﾄﾓﾔ

 6   6 坂城町 柳澤 夏帆(6)   22:06 16   2 須坂市 田中 愛珠(6)   22:39 
ｻｶｷﾏﾁ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾎ ｽｻﾞｶｼ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ

大塚 創太(6) 永井 琢登(6)
ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾄ
宮下 この実(5) 湯本 千夏(6)
ﾐﾔｼﾀ ｺﾉﾐ ﾕﾓﾄ ﾁﾅﾂ
吉澤 洋樹(5) 田幸 瞭(4)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾀｺｳ ﾘｮｳ

 7  28 諏訪市 藤森 恵弥子(6)   22:07 17  41 松川町 及川 明香梨(6)   22:40 
ｽﾜｼ ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ ﾏﾂｶﾜﾏﾁ ｵｲｶﾜ ｱｶﾘ

笠原 武流(6) 中島 快都(6)
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ
宮下 綺実(6) 古川 満里菜(6)
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ ﾌﾙｶﾜ ﾏﾘﾅ
児玉 光輝(6) 大澤 倖輝(6)
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ ｵｵｻﾜ ｺｳｷ

 8  17 小諸市 諸山 知奈津(5)   22:11 18   7 小布施町 湯本 悠(6)   22:43 
ｺﾓﾛｼ ﾓﾛﾔﾏ ﾁﾅﾂ ｵﾌﾞｾﾏﾁ ﾕﾓﾄ ﾕｳ

蜂須 翔太(6) 湯本 翔太(6)
ﾊﾁｽ ｼｮｳﾀ ﾕﾓﾄ ｼｮｳﾀ
柳澤 青空(6) 竹前 芽依(6)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｾｲﾗ ﾀｹﾏｴ ﾒｲ
土赤 本気(5) 髙野 凌平(6)
ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾍｲ

 9  33 富士見町 阿部 真奈美(5)   22:14 19  23 軽井沢町 市村 彩美(5)   22:49 
ﾌｼﾞﾐﾏﾁ ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ ｶﾙｲｻﾞﾜﾏﾁ ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ

植松 孝太(6) 岩井 亨(6)
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ ｲﾜｲ ﾄｵﾙ
五味 叶花(6) 土屋 ほのか(5)
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ
平出 晃大(6) 並木 陸(5)
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳﾀﾞｲ ﾅﾐｷ ﾘｸ

10  62 松川村 塚原 奈々(6)   22:21 20  40 宮田村 稲村 雪乃(6)   22:51 
ﾏﾂｶﾜﾑﾗ ﾂｶﾊﾗ ﾅﾅ ﾐﾔﾀﾞﾑﾗ ｲﾅﾑﾗ ﾕｷﾉ

薛 信之介(6) 縣  俊平(6)
ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ ｱｶﾞﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ
白澤 優里佳(6) 野溝 まどか(6)
ｼﾗｻﾜ ﾕﾘｶ ﾉﾐｿﾞ ﾏﾄﾞｶ
薛 哲平(6) 田中 大達(6)
ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾁ

市町村対抗小学生駅伝



順 № 所属名 氏  名 記録／備考 順 № 所属名 氏  名 記録／備考
21  27 岡谷市 小口 紗弥(5)   22:51.0 31  57 筑北村 宮澤 実亜(5)   23:21 

ｵｶﾔｼ ｵｸﾞﾁ ｻﾔ ﾁｸﾎｸﾑﾗ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ
宮澤 喬佑(6) 藤田 翼(4)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ
今井 風花(5) 増田 彩花(6)
ｲﾏｲ ﾌｳｶ ﾏｽﾀ ｱﾔｶ
佐藤 直也(5) 丸山 幸太(6)
ｻﾄｳ ﾅｵﾔ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ

22  48 喬木村 原 愛実(6)   22:52.0 32  60 朝日村 田島 花菜(6)   23:23 
ﾀｶｷﾞﾑﾗ ﾊﾗ ﾏﾅﾐ ｱｻﾋﾑﾗ ﾀｼﾞﾏ ﾊﾅ

下澤 輝(5) 笹川 拡夢(6)
ｼﾓｻﾜ ﾋｶﾙ ｻｻｶﾜ ﾋﾛﾑ
森谷 純礼(6) 島田 せりな(6)
ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ ｼﾏﾀﾞ ｾﾘﾅ
畑中 龍一(6) 上條 友誠(6)
ﾊﾀﾅｶ ﾘｭｳｲﾁ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾏ

23  25 立科町 笹井 里桜(6)   22:58.0 33  29 伊那市 大前 歌音(6)   23:29 
ﾀﾃｼﾅﾏﾁ ｻｻｲ ﾘｵ ｲﾅｼ ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ

森 紘輔(6) 今井 駿世(6)
ﾓﾘ ｺｳｽｹ ｲﾏｲ ﾊﾔｾ
阿部 玲己(6) 森 ほのか(5)
ｱﾍﾞ ﾚﾐ ﾓﾘ ﾎﾉｶ
菊池 洸希(6) 福澤 洸士(5)
ｷｸﾁ ｺｳｷ ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ

24   3 中野市 小林 弓珠(5)   23:01.0 34  47 泰阜村 工藤 由季(6)   23:31 
ﾅｶﾉｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ ﾔｽｵｶﾑﾗ ｸﾄﾞｳ ﾕｷ

北澤 俊弥(6) 松下 優大(6)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｼﾔ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ
大山 月輝凪(6) 辻  英恵(6)
ｵｵﾔﾏ ﾙｷﾅ ﾂｼﾞ ﾊﾅｴ
浦野 太平(4) 清水 翔栄(6)
ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｴｲ

25  35 辰野町 矢彦澤 祐希(6)   23:01.0 35  36 箕輪町 佐藤 京都(6)   23:33 
ﾀﾂﾉﾏﾁ ﾔﾋｺｻﾞﾜ ﾕｳｷ ﾐﾉﾜﾏﾁ ｻﾄｳ ｹｲﾄ

藤澤 怜大(5) 征矢 快誠(6)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ ｿﾔ ｶｲｾｲ
坂元 夏希(4) 市川 心寧(6)
ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ ｲﾁｶﾜ ｺｺﾈ
村上 智春(6) 岩波 響介(6)
ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾊﾙ ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ

26  32 下諏訪町 臼田 麻花(4)   23:04.0 36   9 山ﾉ内町 竹節 未羽(6)   23:36 
ｼﾓｽﾜﾏﾁ ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ ﾔﾏﾉｳﾁﾏﾁ ﾀｹﾌｼ ﾐｳ

小林 陸(6) 笠原 将(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ ｶｻﾊﾗ ｼｮｳ
溝口 八恵香(6) 佐藤 遥菜(6)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾔｴｶ ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ
矢崎 琉晟(6) 小淵 孝太(6)
ﾔｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ ｵﾌﾞﾁ ｺｳﾀ

27  31 茅野市 矢島 あすみ(6)   23:05.0 37  21 小海町 遠藤 和泉   23:37 
ﾁﾉｼ ﾔｼﾞﾏ ｱｽﾐ ｺｳﾐﾏﾁ ｴﾝﾄﾞｳ ｲｽﾞﾐ

関寺 瑶(6) 小平 太文
ｾｷﾃﾞﾗ ﾖｳ ｺﾀﾞｲﾗ ﾀﾓﾝ
牛山 莉奈(6) 宮澤 眞
ｳｼﾔﾏ ﾘﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾅ
岩波 克飛(5) 宮澤 笙馬
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ

28  24 御代田町 井上 鈴菜(6)   23:05.0 38  64 小谷村 松本 詩季菜(6)   23:37 
ﾐﾖﾀﾏﾁ ｲﾉｳｴ ﾚｲﾅ ｵﾀﾘﾑﾗ ﾏﾂﾓﾄ ｼｷﾅ

梅村 聡(6) 中川 雄太(6)
ｳﾒﾑﾗ ｻﾄｼ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ
畑中 真由香(6) 松澤 四葉(6)
ﾊﾀﾅｶ ﾏﾕｶ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖﾂﾊﾞ
浅沼 尚士(6) 中村 航大(6)
ｱｻﾇﾏ ﾅｵｼ ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

29  37 飯島町 小池 冴羽乃(6)   23:06.0 39  45 下條村 幾島 彩瑛(6)   23:38 
ｲｲｼﾞﾏﾏﾁ ｺｲｹ ｻﾜﾉ ｼﾓｼﾞｮｳﾑﾗ ｲｸｼﾏ ｻｴ

平澤 勇希(6) 福澤 勇太(6)
ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｷ ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｳﾀ
小木曽 楽々(5) 石川 陽菜(6)
ｵｷﾞｿ ﾗﾗ ｲｼｶﾜ ﾋﾅ
佐々木 悠哉(6) 川手 丈清(6)
ｻｻｷ ﾕｳﾔ ｶﾜﾃ ｼﾞｮｳｾｲ

30  10 木島平村 湯本 美桜(6)   23:09.0 40  49 豊丘村 池野 佳帆(6)   23:43 
ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗﾑﾗ ﾕﾓﾄ ﾐｵ ﾄﾖｵｶﾑﾗ ｲｹﾉ ｶﾎ

栗林 侑希(6) 松村 圭悟(5)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ ﾏﾂﾑﾗ ｹｲｺﾞ
湯本 明莉(6) 高本 美咲(5)
ﾕﾓﾄ ｱｶﾘ ﾀｶﾓﾄ ﾐｻｷ
佐藤 柊(6) 山本 蒼天(6)
ｻﾄｳ ｼｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ



順 № 所属名 氏  名 記録／備考 順 № 所属名 氏  名 記録／備考
41  51 大町市 松本 百加(6)   23:49 51  42 高森町 花井 静(6)   24:43 

ｵｵﾏﾁｼ ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾓｶ ﾀｶﾓﾘﾏﾁ ﾊﾅｲｼｽﾞｶ
小坂 悠太(4) 内垣 光汰(5)
ｺｻｶ ﾕｳﾀ ｳﾁｶﾞｷ ｺｳﾀ
荒井 朔未(6) 宮内 笑夢(5)
ｱﾗｲ ｻｸﾐ ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ
伊藤 大輝(6) 片桐 蒼太(6)
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ

42  13 飯綱町 島貫 礼菜(6)   23:50 52  12 信濃町 福澤 千依奈(6)   24:44 
ｲｲﾂﾞﾅﾏﾁ ｼﾏﾇｷ ﾚｲﾅ ｼﾅﾉﾏﾁ ﾌｸｻﾞﾜ ﾁｲﾅ

浅川 大地(6) 狩野 竜(6)
ｱｻｶﾜ ﾀﾞｲﾁ ｶﾉｳ ﾘｮｳ
高野 夢羽(6) 小林 愛莉(4)
ﾀｶﾉ ﾕﾒﾊ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ
藤井 勇気(6) 和田 興明(5)
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ ﾜﾀﾞ ｺｳﾒｲ

43  20 佐久穂町 前田 望乃花(6)   23:55 53  11 野沢温泉村 市川 和(6)   24:45 
ｻｸﾎﾏﾁ ﾏｴﾀﾞﾎﾉｶ ﾉｻﾞﾜｵﾝｾﾝﾑﾗ ｲﾁｶﾜ ﾉﾄﾞｶ

小林 颯(6) 野﨑 太一(6)
ｺﾊﾞﾔｼﾊﾔﾃ ﾉｻﾞｷ ﾀｲﾁ
木次 優花(6) 宮﨑 彩音(6)
ｷﾂｷﾞﾕｳｶ ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾈ
佐々木 史哉(6) 片桐 優人(6)
ｻｻｷﾌﾐﾔ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ

44  34 原村 小池 嶺花(5)   23:55 54  22 南相木村 菊池 真歌(6)   24:45 
ﾊﾗﾑﾗ ｺｲｹ ﾚｲｶ ﾐﾅﾐｱｲｷﾑﾗ ｷｸﾁ ﾏﾅｶ

日達 羽琉(5) 中島 健大(6)
ﾋﾀﾁ ﾊﾙ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ
宮坂 菜緒(5) 由井 陽琴(4)
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ ﾕｲ ﾋｺﾄ
菊池 孝弥(5) 中島 開智(6)
ｷｸﾁ ﾀｶﾔ ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾁ

45  44 阿智村 松井 美蓉(6)   23:57 55  39 中川村 下平 愛恵(6)   24:55 
ｱﾁﾑﾗ ﾏﾂｲ ﾐﾖ ﾅｶｶﾞﾜﾑﾗ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅｴ

塚田 幸太郎(6) 宮崎 成望(4)
ﾂｶﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾙﾑ
金子 詩奈(6) 湯澤 未海(6)
ｶﾈｺ ｼｲﾅ ﾕｻﾞﾜ ﾐｳ
羽場崎 雄太(6) 関 草太(6)
ﾊﾊﾞｻﾞｷ ﾕｳﾀ ｾｷ ｿｳﾀ

46  52 塩尻市 甕 実紗(6)   24:03 56  14 小川村 酒井 晴香   24:56 
ｼｵｼﾞﾘｼ ﾓﾀｲ ﾐｻ ｵｶﾞﾜﾑﾗ ｻｶｲ ｾｲｶ

風間 優佑(5) 岡田 羽立
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ ｵｶﾀﾞ ｳﾘｭｳ
大下 真優(5) ﾃﾞｲﾘｰ舞波ﾗﾅ
ｵｵｼﾀ ﾏﾕ ﾃﾞｲﾘｰ ﾏﾅﾐ ﾗﾅ
坂之上 碧(5) 西澤 尚典
ｻｶﾉｳｴ ﾋｶﾙ ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ

47   8 高山村 和田 愛未(6)   24:07 57  43 阿南町 伊藤 一葉(4)   24:59 
ﾀｶﾔﾏﾑﾗ ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾐ ｱﾅﾝﾁｮｳ ｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ

北村 幸陽(6) 伊藤 真(6)
ｷﾀﾑﾗ ｺｳ ｲﾄｳ ｼﾝ
篠原 愛実(6) 金田 菜生(5)
ｼﾉﾊﾗ ｱｲﾐ ｶﾅﾀﾞ ﾅｵ
平賀 詢之助(6) 秦 圭佑(6)
ﾋﾗｶﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ ﾊﾀ ｹｲｽｹ

48  19 東御市 長谷川 早紀(6)   24:25 58  61 池田町 太田 奈月(6)   25:05 
ﾄｳﾐｼ ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ ｲｹﾀﾞﾏﾁ ｵｵﾀ ﾅﾂｷ

出口 哲也(5) 花岡 幸成(6)
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ ﾊﾅｵｶ ﾕｷﾅﾘ
渋谷 歩(6) 北條 日菜(4)
ｼﾌﾞﾔ ｱﾕﾑ ｷﾀｼﾞｮｳ ﾋﾅ
岡崎 聖人(6) 吉田 達海(6)
ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ

49  63 白馬村 篠崎 志おり(6)   24:31 59  15 栄村 髙橋 星来(5)   25:19 
ﾊｸﾊﾞﾑﾗ ｼﾉｻﾞｷ ｼｵﾘ ｻｶｴﾑﾗ ﾀｶﾊｼ ｾｲﾗ

江津 颯人(5) 岡田 飛来(6)
ｺﾞｳｽﾞ ﾊﾔﾄ ｵｶﾀﾞ ﾋﾗｲ
下澤 実央(5) 桑原 麻実(6)
ｼﾓｻﾞﾜ ﾐｵ ｸﾜﾊﾗ ｱｻﾐ
鈴木 睦和(5) 樋口 駿介(6)
ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾅ ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ

50  59 山形村 上條 由愛(6)   24:39 60  58 麻績村 塚原史緒(6)   25:30 
ﾔﾏｶﾞﾀﾑﾗ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾒ ｵﾐﾑﾗ ﾂｶﾊﾗｼｵ

二木 綾太(6) 小林賢太(6)
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾘｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼｹﾝﾀ
上條 美結(6) 臼井紫音(5)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾕ ｳｽｲｼｵﾝ
柴 大世(6) 塚原涼月(6)
ｼﾊﾞ ﾀｲｾｲ ﾂｶﾊﾗｽﾂﾞｷ

61  56 大桑村 菅野 美月(5)   25:46 
ｵｵｸﾜﾑﾗ ｶﾝﾉ ﾐﾂﾞｷ

菊池 快星(5)
ｷｸﾁ ｶｲｾｲ
宮下 亜依美(5)
ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾐ
西尾 俊哉(4)
ﾆｼｵ ｼｭﾝﾔ
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