
種目 記録 氏名 学年 所属 従来の記録 摘要

共通女子
走高跳

１ｍ３３ 平谷 紗菜 6年 朝日SUN １ｍ３３ 大会タイ

共通男子
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ
ﾎﾞｰﾙ投

５３ｍ３３ 佐藤 舜斗 6年 大町北 ５２ｍ５３ 県小学新

共通男子
１０００ｍ

２’５７”０５ 小坂 悠太 6年 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ３’０６”７２ 大会新

時刻 天候 気温 ℃ 湿度 % 風向 風速 m/s 備考

9:00 晴れ 20.5 53 南東 0.5

10:00 晴れ 24.0 41 南西 0.5

11:00 晴れ 25.0 29 南南西 1.0

12:00 晴れ 27.5 27 南西 3.6

13:00 晴れ 28.0 32 東 1.4

主催　 中信地区陸上競技協会
松本陸上競技協会・大北陸上競技協会・塩尻陸上競技協会・
木曽陸上競技協会・安曇野陸上競技協会

後援 信濃毎日新聞社
塩尻・松本・安曇野・大町 各市教育委員会
木曽・大北 各地区教育委員会連絡協議会

主管 中信地区陸上競技協会
期日 平成２８年５月２２日（日）
会場 松本平広域公園陸上競技場

第11回中信地区小学生陸上競技大会

大会コード：１６２００５０５

大会で樹立された記録

グラウンドコンディション

兼 第33回長野県小学生陸上競技大会予選会



第11回中信地区小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：中信地区陸上競技協会・松本陸上競技協会・大北陸上競技協会・塩尻陸上競技協会 跳躍審判長 藤森茂幸
　　　 木曽陸上競技協会・安曇野陸上競技協会 投擲審判長 藤森茂幸
【開催日】 平成28年5月22日（日） 記録主任： 江橋邦男

【主催団体】 中信陸上競技協会・松本,大北,塩尻,木曽,安曇野各陸協 決勝記録一覧表
(GR:大会新,ER:県小学新) 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
 5/22 混合男女 穂高西AC-A     58.18 三郷     59.33 菅野     59.81 ｺﾒｯﾄ波田   1:00.14 三郷AC   1:02.52 穂高西AC-B   1:02.55 山形AC   1:02.61 並柳   1:03.18

4×100m 深澤 莉子(5) 小林 柑南(5) 塩原 そよ香(5) 土屋 湖白(5) 深尾 美希(5) 牧田 紗和(4) 荒木 ななせ(5) 小輪 かのん(5)
丸山 朔加(5) 笠井 琴葉(5) 髙橋 杏奈(5) 絈野 夏海(5) 佐々木 莉香(5) 蓮井 瑠菜(4) 中村 佳代(5) 小澤 翔子(5)
中嶋 倖志(5) 小林 修己(5) 河越 大(5) 古野 幌大(5) 太田 怜(5) 望月 快(4) 山田 瑛太(5) 今井 優希(5)
勝野 将(5) 酒井 漱規(5) 塩原 匠真(5) 菊地 来夢人(5) 中野 凌(5) 深澤 来仁(4) 山﨑 陽(5) 大森 翔太(5)



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）

大会記録(GR)                    54.40 

[ 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   8 菅野   455 塩原 そよ香(5)     59.81  1   9 明南   876 小池 あずき(5)   1:03.94 

ｽｶﾞﾉ ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ ﾒｲﾅﾝ ｺｲｹ ｱｽﾞｷ
  444 髙橋 杏奈(5)   874 町田 莉良(5)

ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ ﾏﾁﾀﾞ ﾘﾗ
  453 河越 大(5)   878 宮下 大佑(5)

ｶﾜｺﾞｴ ﾀﾞｲ ﾐﾔｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ
  454 塩原 匠真(5)   880 安里 遥人(5)

ｼｵﾊﾗ ﾀｸﾏ ｱｻﾄ ﾊﾙﾄ
 2   7 並柳   693 小輪 かのん(5)   1:03.18  2   8 明南ｸﾗﾌﾞ   881 竹田 季美花(5)   1:03.97 

ﾅﾐﾔﾅｷﾞ ｺﾜ ｶﾉﾝ ﾒｲﾅﾝｸﾗﾌﾞ ﾀｹﾀﾞ ｷﾐｶ
  692 小澤 翔子(5)   884 丸山 樹里(5)

ｵｻﾞﾜ ｼｮｳｺ ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾘ
  695 今井 優希(5)   882 佐藤 玄輝(5)

ｲﾏｲ ﾕｳｷ ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ
  689 大森 翔太(5)   883 佐藤 響(5)

ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ ｻﾄｳ ﾋﾋﾞｷ
 3   9 生坂B   465 金元 夢果(5)   1:05.76  3   7 大町南   516 青柳 楓(4)   1:07.57 

ｲｸｻｶﾋﾞｰ ｶﾈﾓﾄ ﾕﾒｶ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐ ｱｵﾔｷﾞ ｶｴﾃﾞ
  462 髙木 そら(5)   517 菅沢 奈瑚海(4)

ﾀｶｷ ｿﾗ ｽｹﾞｻﾜ  ﾅｺﾞﾐ
  464 原田 創意(5)   513 中澤 悠(4)

ﾊﾗﾀﾞ ｿｳｲ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳ
  463 藤原 遼人(5)   514 太田 真滉(4)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾄ ｵｵﾀ ﾏﾋﾛ
 4   6 塩尻東   111 窪田 舞(4)   1:05.93  4   2 会染   141 柳澤 陽向(4)   1:07.60 

ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼ ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ ｱｲｿﾒ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅﾀ
  105 中沢 葉七(4)   155 丸山 七瀬(4)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾅ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅｾ
  110 佐倉 慎之輔(4)   157 羽賀 元哉(4)

ｻｸﾗ ｼﾝﾉｽｹ ﾊｶﾞ ｹﾞﾝﾔ
  106 清沢 天真(4)   140 鈴木 颯空(4)

ｷﾖｻﾜ ﾃﾝﾏ ｽｽﾞｷ ｿﾗ
 5   5 穂高南AC   756 北野 未桜(4)   1:06.98  5   4 朝日RISE   593 岩下 天莉(4)   1:10.19 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐAC ｷﾀﾉ ﾐｵ ｱｻﾋﾗｲｽﾞ ｲﾜｼﾀ ｱﾒﾘ
  757 守屋 七緒(4)   592 吉田 郁香(4)

ﾓﾘﾔ ﾅﾅｵ ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐｶ
  760 荻原 颯斗(4)   588 上條 寧央(4)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾊﾔﾄ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈｵ
  759 三枝 逸勢(4)   591 高橋 海晴(4)

ﾐｴﾀﾞ ﾊﾔｾ ﾀｶﾊｼ ｶｲｾｲ
 6   3 白馬北   671 山田 紗羽(4)   1:08.68  6   3 朝日EIGHT   576 三村 月夏(4)   1:12.36 

ﾊｸﾊﾞｷﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾜ ｱｻﾋｴｲﾄ ﾐﾑﾗ ﾙﾅ
  673 橋本 夏凜(4)   575 柴﨑 叶葉(4)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾘﾝ ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾄﾜ
  670 太谷 颯吾(4)   572 田島 毅士(4)

ｵｵﾀﾆ ｿｳｺﾞ ﾀｼﾞﾏ ﾂﾖｼ
  672 山田 愛太(4)   578 伊藤 貴也(4)

ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ ｲﾄｳ ﾀｶﾔ
 7   2 生坂A   459 平林 希美(4)   1:10.28   5 王滝

ｲｸｻｶｴｰ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉｿﾞﾐ ｵｳﾀｷ 欠場
  461 吉井 優奈(4)

ﾖｼｲ ﾕｳﾅ
  460 田村 祐樹(4)

ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ
  458 平林 祥拓(4)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ
 8   4 麻績   868 三浦 千夏(4)   1:14.08   6 三郷RC

ｵﾐ ﾐｳﾗ ﾁﾅﾂ ﾐｻﾄﾘﾚｰｸﾗﾌﾞ 欠場
  866 塚原 理華(4)

ﾂｶﾊﾗ ﾘｶ
  871 加久保 遼平(4)

ｶｸﾎﾞ ﾘｮｳﾍｲ
  869 佐藤 隆星(4)

ｻﾄｳ ﾘｭｳｾｲ

混合男女

4×100m

決勝



[ 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   9 三郷AC   338 深尾 美希(5)   1:02.52  1   2 三郷   326 小林 柑南(5)     59.33 

ﾐｻﾄｴｰｼｰ ﾌｶｵ ﾐｷ ﾐｻﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ
  339 佐々木 莉香(5)   335 笠井 琴葉(5)

ｻｻｷ ﾘｶ ｶｻｲ ｺﾄﾊ
  337 太田 怜(5)   325 小林 修己(5)

ｵｵﾀ ﾚｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ
  336 中野 凌(5)   328 酒井 漱規(5)

ﾅｶﾉ ﾘｮｳ ｻｶｲ ｿｳｷ
 2   3 明北   893 小林 葵(5)   1:03.94  2   3 岡田   135 降幡 優鈴(5)   1:04.30 

ﾒｲﾎｸ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ ｵｶﾀﾞ ﾌﾘﾊﾀ ﾕﾘ
  888 藤原 凜(5)   128 赤羽 陽(5)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾝ ｱｶﾊﾈ ﾊﾙﾋ
  891 滝沢 悠太(5)   124 矢口 恩(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ﾔｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾑ
  885 眞島 翔(5)   136 古畑 晴月(5)

ﾏｼﾏ ｼｮｳ ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾚﾙ
 3   4 大町西B   499 野口 茉優(5)   1:04.17  3   8 島立A   619 和田 藍里(4)   1:05.32 

ｵｵﾏﾁﾆｼﾋﾞｰ ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ ｼﾏﾀﾞﾁｴ- ﾜﾀﾞ ｱｲﾘ
  501 御筆 陽南(5)   622 大久保 結菜(4)

ﾐﾌﾃ ﾞﾋﾅ ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾅ
  502 関 陸翔(5)   625 石澤 弘基(4)

ｾｷ ﾘｸﾄ ｲｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
  500 長屋 善丈(5)   620 北澤 真稀人(4)

ﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾋﾛ ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷﾄ
 4   6 朝日SUN   595 髙木 紳子(4)   1:05.19  4   9 宗賀A   409 藤村 碧葉(4)   1:06.07 

ｱｻﾋｻﾝ ﾀｶｷﾞ ｼﾝｺ ｿｳｶﾞA ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｵﾊﾞ
  600 中村 文音(4)   418 原 春々愛(4)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ ﾊﾗ ｽｽﾞﾅ
  605 宮城 岳大(4)   402 林 瑞己(4)

ﾐﾔｷﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ
  597 武田 來侍(4)   404 北澤 祐始(4)

ﾀｹﾀﾞ ﾗｲｼﾞ ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾊﾙ
 5   8 穂高北   779 岡江 琉莉(5)   1:06.60  5   6 山形E   370 吉池 伊織(4)   1:07.01 

ﾎﾀｶｷﾀ ｵｶｴ ﾙﾘ ﾔﾏｶﾞﾀｲｰ ﾖｼｲｹ ｲｵﾘ
  773 若林 凛(4)   369 上條 佑依(4)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲ
  769 相野田 侠吾(4)   371 丸山 凌央(4)

ｱｲﾉﾀ ｷｮｳｺﾞ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｵ
  761 鈴木 大斗(5)   372 丸山 直生(4)

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ
 6   5 穂高南   746 神田 新菜(5)   1:06.73  6   4 山形A   346 宮越 南央(4)   1:07.02 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ ｶﾝﾀﾞ ﾆﾅ ﾔﾏｶﾞﾀｴｰ ﾐﾔｺｼ ﾅｵ
  744 滝澤 紗彩(4)   345 平林 あいら(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾔ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ
  747 小林 羽琉(4)   347 吉池 弥鹿(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ ﾖｼｲｹ ﾐﾛｸ
  750 降旗 海智(4)   344 平林 瑞樹(4)

ﾌﾘﾊﾀ ｶｲﾁ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ
 7   7 筑北   547 川久保 鈴菜(4)   1:07.00  7   7 山形B   360 上条 陽那(4)   1:07.02 

ﾁｸﾎｸ ｶﾜｸﾎﾞ ｽｽﾞﾅ ﾔﾏｶﾞﾀﾋﾞｰ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾅ
  551 升田 陽美(4)   357 平林 さくら(4)

ﾏｽﾀ ﾐﾅﾐ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ
  543 洞 瑛温(4)   359 唐木 琉葦(4)

ﾎﾗ ｴｵﾝ ｶﾗｷ ﾙｲ
  548 青島 虎太郎(4)   358 二山 琉威(4)

ｱｵｼﾏ ｺﾀﾛｳ ﾌﾀﾔﾏ ﾙｲ
  2 大町西A   483 野口 綾花(5)  8   5 山形D   365 藤原 由杏(4)   1:11.76 

ｵｵﾏﾁﾆｼｴｰ ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ 失格 ﾔﾏｶﾞﾀﾃﾞｨｰ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｱ
  492 倉科 律香(5) R1(1-2)   366 倉科 理夢(4)

ｸﾗｼﾅ ﾘﾂｶ ｸﾗｼﾅ ﾘﾑ
  496 仁科 環樹(5)   367 笹野 里玖(4)

ﾆｼﾅ ﾀﾏｷ ｻｻﾉ ﾘｸ
  495 西沢 大智(5)   368 高山 綾太(4)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀ



[ 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   6 大町北   530 原田 一花(4)   1:04.91  1   9 穂高西AC-B   729 牧田 紗和(4)   1:02.55 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁｶ ﾎﾀｶﾆｼAC-B ﾏｷﾀ ｻﾜ
  537 伊藤 美紗(4)   728 蓮井 瑠菜(4)

ｲﾄｳ ﾐｲｼｬ ﾊｽｲ ﾙﾅ
  532 桑崎 晃次(4)   730 望月 快(4)

ｸﾜｻﾞｷ ｺｳｼﾞ ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲ
  522 本堂 司(4)   731 深澤 来仁(4)

ﾎﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ ﾌｶｻﾜ ﾗｲﾄ
 2   8 穂高西AC-C   736 中田 絢音(4)   1:05.54  2   5 山形AC   355 荒木 ななせ(5)   1:02.61 

ﾎﾀｶﾆｼAC-C ﾅｶﾀ ｱﾔﾈ ﾔﾏｶﾞﾀｴｰｼｰ ｱﾗｷ ﾅﾅｾ
  737 大石 葵(4)   350 中村 佳代(5)

ｵｵｲｼ ｱｵｲ ﾅｶﾑﾗ ｶﾖ
  733 鈴木 那由多(4)   354 山田 瑛太(5)

ｽｽﾞｷ ﾅﾕﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ
  735 南山 侑聖(4)   352 山﨑 陽(5)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾕｳｾｲ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 3   4 広丘AC   282 阪 千都(4)   1:07.14  3   8 広丘   260 上原 彩乃(4)   1:04.20 

ﾋﾛｵｶｴｰｼｰ ｻｶ ﾁﾋﾛ ﾋﾛｵｶ ｳｴﾊﾗ ｱﾔﾉ
  280 三村 優奈(4)   272 丸山 七夢(4)

ﾐﾑﾗ ﾕｳﾅ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ
  279 池内 奏太(4)   268 原 颯駕(4)

ｲｹｳﾁ ｶﾅﾀ ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ
  278 中山 玲央(4)   267 江川 康輝(4)

ﾅｶﾔﾏ ﾚｵ ｴｶﾞﾜ ｺｳｷ
 4   9 梓川    84 関 蒼生(4)   1:07.33  4   6 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    57 宮坂 紫乃(5)   1:04.77 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ｾｷ ｱｵｲ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻｶ ｼﾉ
   66 田仲 沙妃(4)    52 上條 実来(5)

ﾀﾅｶ ｻｷ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｸ
   85 花岡 竜成(4)    49 嶋田 蓮音(5)

ﾊﾅｵｶ ﾘｭｳｾｲ ｼﾏﾀﾞ ﾚｵﾝ
   72 谷口 大起(4)    48 平林 京(5)

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲ
 5   3 広丘ｸﾗﾌﾞ   285 服部 美宇(4)   1:07.88  5   7 ｿﾆｯｸ波田    45 青木 真江(4)   1:05.17 

ﾋﾛｵｶｸﾗﾌﾞ ﾊｯﾄﾘ ﾐｳ ｿﾆｯｸﾊﾀ ｱｵｷ ﾏｴ
  287 小口 若奈(4)    44 池田 夢渚(4)

ｵｸﾞﾁ ﾜｶﾅ ｲｹﾀﾞ ﾕﾅ
  288 三村 和輝(4)    42 甕 昴琉(4)

ﾐﾑﾗ ｶｽﾞｷ ﾓﾀｲ ｽﾊﾞﾙ
  286 倉田 大地(4)    46 酒井 大貴(4)

ｸﾗﾀ ﾀﾞｲﾁ ｻｶｲ ﾀｲｷ
 6   2 山形C   362 橋本 佳歩(4)   1:08.16  6   4 宗賀B   426 今井 咲蘭(5)   1:06.71 

ﾔﾏｶﾞﾀｼｰ ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ ｿｳｶﾞB ｲﾏｲ ｻﾗ
  363 因幡 真桜(4)   423 矢彦沢 紅羽(5)

ｲﾅﾊﾞ ﾏｵ ﾔﾋｺｻﾞﾜ ｸﾚﾊ
  364 伊藤 吏希(4)   425 小口 快斗(5)

ｲﾄｳ ﾘｷ ｵｸﾞﾁ ｶｲﾄ
  361 鈴木 将太(4)   424 二宮 聡太(5)

ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ ﾆﾉﾐﾔ ｿｳﾀ
 7   7 ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰ波田    35 木幡 小麦(4)   1:11.70  7   2 豊科北AC   820 大槻 依音菜(4)   1:07.49 

ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰﾊﾀ ｺﾊﾀ ｺﾑｷﾞ ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰｼｰ ｵｵﾂｷ ｲｵﾅ
   37 松場 彩(4)   821 岡田 結衣(4)

ﾏﾂﾊﾞ ﾋｶﾘ ｵｶﾀﾞ ﾕｲ
   38 奥原 叶多(4)   818 福田 鈴飛(4)

ｵｸﾊﾗ ｶﾅﾀ ﾌｸﾀﾞ ﾘﾝﾄ
   34 矢口 匠(4)   819 東村 寛介(4)

ﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾐ ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾝｽｹ
  5 F1波田     3 村山 楓(4)  8   3 塩尻吉田ｸﾗﾌﾞ    91 須藤 七星(4)   1:08.56 

ｴﾌﾜﾝﾊﾀ ﾑﾗﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 失格 ｼｵｼﾞﾘﾖｼﾀﾞｸﾗﾌﾞ ｽﾄﾞｳ ﾅﾅｾ
    5 黒田 紗菜(4) R1(2-3)    93 掛川 明日香(4)

ｸﾛﾀﾞ ｻﾅ ｶｹｶﾞﾜ ｱｽｶ
    4 青柳 潤大(4)    92 丸山 岳留(4)

ｱｵﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾙ
    2 百瀬 悠生(4)    94 掛川 久志(4)

ﾓﾓｾ ﾕｳｷ ｶｹｶﾞﾜ ﾋｻｼ



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 穂高西AC-A   715 深澤 莉子(5)     58.18 

ﾎﾀｶﾆｼAC-A ﾌｶｻﾜ ﾘｺ
  725 丸山 朔加(5)

ﾏﾙﾔﾏ ｻｸｶ
  706 中嶋 倖志(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼ
  719 勝野 将(5)

ｶﾂﾉ ﾏｻｼ
 2   8 ｺﾒｯﾄ波田    18 土屋 湖白(5)   1:00.14 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾂﾁﾔ ｺﾊｸ
    8 絈野 夏海(5)

ｶｾﾉ ﾅﾂﾐ
   29 古野 幌大(5)

ﾌﾙﾉ ｺｳﾀﾞｲ
   31 菊地 来夢人(5)

ｷｸﾁ ﾗｳﾄ
 3   4 豊科北   812 久保田 愛美(5)   1:03.26 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｸﾎﾞﾀ ﾏﾅﾐ
  802 平田 奈々星(5)

ﾋﾗﾀ ﾅﾅｾ
  809 荒木 悠作(4)

ｱﾗｷ ﾕｳｻｸ
  801 林 陸翔(5)

ﾊﾔｼ ﾘｸﾄ
 4   2 波田GTR   659 守屋 美沙紀(5)   1:03.95 

ﾊﾀｼﾞｰﾃｨｰｱｰﾙ ﾓﾘﾔ ﾐｻｷ
  658 奈良 朋果(5)

ﾅﾗ ﾄﾓｶ
  661 根本 昊太(5)

ﾈﾓﾄ ｺｳﾀ
  660 山本 正治(5)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ
 5   5 桔梗   236 後藤 那和(4)   1:04.45 

ｷｷｮｳ ｺﾞﾄｳ ﾅｵ
  229 山本 愛(4)

ﾔﾏﾓﾄ ｱｲ
  242 角田 迅(4)

ﾂﾉﾀﾞ ｼﾞﾝ
  238 熊井 煌希(4)

ｸﾏｲ ｺｳｷ
 6   7 開田   168 楠本 沙蘭(4)   1:04.48 

ｶｲﾀﾞ ｸｽﾓﾄ ｻﾗ
  166 立花 優羽(4)

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ
  170 千村 翔哉(4)

ﾁﾑﾗ ｼｮｳﾔ
  172 上田 創太(5)

ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀ
 7   3 吉田   194 中澤 舞(4)   1:06.52 

ﾖｼﾀﾞ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ
  204 稲岡 みのり(4)

ｲﾅｵｶ ﾐﾉﾘ
  193 二村 一慶(4)

ﾆﾑﾗ ｲｯｹｲ
  196 太田 優基(4)

ｵｵﾀ ﾋﾛｷ



   1 穂高西AC-A     58.18 深澤 莉子(5) 丸山 朔加(5) 中嶋 倖志(5) 勝野 将(5)   7   1
   2 三郷     59.33 小林 柑南(5) 笠井 琴葉(5) 小林 修己(5) 酒井 漱規(5)   4   1
   3 菅野     59.81 塩原 そよ香(5) 髙橋 杏奈(5) 河越 大(5) 塩原 匠真(5)   1   1
   4 ｺﾒｯﾄ波田   1:00.14 土屋 湖白(5) 絈野 夏海(5) 古野 幌大(5) 菊地 来夢人(5)   7   2
   5 三郷AC   1:02.52 深尾 美希(5) 佐々木 莉香(5) 太田 怜(5) 中野 凌(5)   3   1
   6 穂高西AC-B   1:02.55 牧田 紗和(4) 蓮井 瑠菜(4) 望月 快(4) 深澤 来仁(4)   6   1
   7 山形AC   1:02.61 荒木 ななせ(5) 中村 佳代(5) 山田 瑛太(5) 山﨑 陽(5)   6   2
   8 並柳   1:03.18 小輪 かのん(5) 小澤 翔子(5) 今井 優希(5) 大森 翔太(5)   1   2
   9 豊科北   1:03.26 久保田 愛美(5) 平田 奈々星(5) 荒木 悠作(4) 林 陸翔(5)   7   3
  10 明南   1:03.94 小池 あずき(5) 町田 莉良(5) 宮下 大佑(5) 安里 遥人(5)   2   1
  10 明北   1:03.94 小林 葵(5) 藤原 凜(5) 滝沢 悠太(5) 眞島 翔(5)   3   2
  12 波田GTR   1:03.95 守屋 美沙紀(5) 奈良 朋果(5) 根本 昊太(5) 山本 正治(5)   7   4
  13 明南ｸﾗﾌﾞ   1:03.97 竹田 季美花(5) 丸山 樹里(5) 佐藤 玄輝(5) 佐藤 響(5)   2   2
  14 大町西B   1:04.17 野口 茉優(5) 御筆 陽南(5) 関 陸翔(5) 長屋 善丈(5)   3   3
  15 広丘   1:04.20 上原 彩乃(4) 丸山 七夢(4) 原 颯駕(4) 江川 康輝(4)   6   3
  16 岡田   1:04.30 降幡 優鈴(5) 赤羽 陽(5) 矢口 恩(5) 古畑 晴月(5)   4   2
  17 桔梗   1:04.45 後藤 那和(4) 山本 愛(4) 角田 迅(4) 熊井 煌希(4)   7   5
  18 開田   1:04.48 楠本 沙蘭(4) 立花 優羽(4) 千村 翔哉(4) 上田 創太(5)   7   6
  19 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ   1:04.77 宮坂 紫乃(5) 上條 実来(5) 嶋田 蓮音(5) 平林 京(5)   6   4
  20 大町北   1:04.91 原田 一花(4) 伊藤 美紗(4) 桑崎 晃次(4) 本堂 司(4)   5   1
  21 ｿﾆｯｸ波田   1:05.17 青木 真江(4) 池田 夢渚(4) 甕 昴琉(4) 酒井 大貴(4)   6   5
  22 朝日SUN   1:05.19 髙木 紳子(4) 中村 文音(4) 宮城 岳大(4) 武田 來侍(4)   3   4
  23 島立A   1:05.32 和田 藍里(4) 大久保 結菜(4) 石澤 弘基(4) 北澤 真稀人(4)   4   3
  24 穂高西AC-C   1:05.54 中田 絢音(4) 大石 葵(4) 鈴木 那由多(4) 南山 侑聖(4)   5   2
  25 生坂B   1:05.76 金元 夢果(5) 髙木 そら(5) 原田 創意(5) 藤原 遼人(5)   1   3
  26 塩尻東   1:05.93 窪田 舞(4) 中沢 葉七(4) 佐倉 慎之輔(4) 清沢 天真(4)   1   4
  27 宗賀A   1:06.07 藤村 碧葉(4) 原 春々愛(4) 林 瑞己(4) 北澤 祐始(4)   4   4
  28 吉田   1:06.52 中澤 舞(4) 稲岡 みのり(4) 二村 一慶(4) 太田 優基(4)   7   7
  29 穂高北   1:06.60 岡江 琉莉(5) 若林 凛(4) 相野田 侠吾(4) 鈴木 大斗(5)   3   5
  30 宗賀B   1:06.71 今井 咲蘭(5) 矢彦沢 紅羽(5) 小口 快斗(5) 二宮 聡太(5)   6   6
  31 穂高南   1:06.73 神田 新菜(5) 滝澤 紗彩(4) 小林 羽琉(4) 降旗 海智(4)   3   6
  32 穂高南AC   1:06.98 北野 未桜(4) 守屋 七緒(4) 荻原 颯斗(4) 三枝 逸勢(4)   1   5
  33 筑北   1:07.00 川久保 鈴菜(4) 升田 陽美(4) 洞 瑛温(4) 青島 虎太郎(4)   3   7
  34 山形E   1:07.01 吉池 伊織(4) 上條 佑依(4) 丸山 凌央(4) 丸山 直生(4)   4   5
  35 山形A   1:07.02 宮越 南央(4) 平林 あいら(4) 吉池 弥鹿(4) 平林 瑞樹(4)   4   6
  35 山形B   1:07.02 上条 陽那(4) 平林 さくら(4) 唐木 琉葦(4) 二山 琉威(4)   4   7
  37 広丘AC   1:07.14 阪 千都(4) 三村 優奈(4) 池内 奏太(4) 中山 玲央(4)   5   3
  38 梓川   1:07.33 関 蒼生(4) 田仲 沙妃(4) 花岡 竜成(4) 谷口 大起(4)   5   4
  39 豊科北AC   1:07.49 大槻 依音菜(4) 岡田 結衣(4) 福田 鈴飛(4) 東村 寛介(4)   6   7
  40 大町南   1:07.57 青柳 楓(4) 菅沢 奈瑚海(4) 中澤 悠(4) 太田 真滉(4)   2   3
  41 会染   1:07.60 柳澤 陽向(4) 丸山 七瀬(4) 羽賀 元哉(4) 鈴木 颯空(4)   2   4
  42 広丘ｸﾗﾌﾞ   1:07.88 服部 美宇(4) 小口 若奈(4) 三村 和輝(4) 倉田 大地(4)   5   5
  43 山形C   1:08.16 橋本 佳歩(4) 因幡 真桜(4) 伊藤 吏希(4) 鈴木 将太(4)   5   6
  44 塩尻吉田ｸﾗﾌﾞ   1:08.56 須藤 七星(4) 掛川 明日香(4) 丸山 岳留(4) 掛川 久志(4)   6   8
  45 白馬北   1:08.68 山田 紗羽(4) 橋本 夏凜(4) 太谷 颯吾(4) 山田 愛太(4)   1   6
  46 朝日RISE   1:10.19 岩下 天莉(4) 吉田 郁香(4) 上條 寧央(4) 高橋 海晴(4)   2   5
  47 生坂A   1:10.28 平林 希美(4) 吉井 優奈(4) 田村 祐樹(4) 平林 祥拓(4)   1   7
  48 ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰ波田   1:11.70 木幡 小麦(4) 松場 彩(4) 奥原 叶多(4) 矢口 匠(4)   5   7
  49 山形D   1:11.76 藤原 由杏(4) 倉科 理夢(4) 笹野 里玖(4) 高山 綾太(4)   4   8
  50 朝日EIGHT   1:12.36 三村 月夏(4) 柴﨑 叶葉(4) 田島 毅士(4) 伊藤 貴也(4)   2   6
  51 麻績   1:14.08 三浦 千夏(4) 塚原 理華(4) 加久保 遼平(4) 佐藤 隆星(4)   1   8

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3
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