
種目 記録 氏名 学年 所属 従来の記録 摘要

男子6年100m １２”８７ 鈴木　慎吾 6年 松川 １２”９７ 大会新

男子共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ ５８ｍ４９ 田島　勇輝 6年 日義 ５３ｍ３３ 大会新

男子共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ ５３ｍ８０ 古瀬　建太 6年 上松 ５３ｍ３３ 大会新

女子共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ ４２ｍ５２ 古畑　姫乃 6年 三岳 ３８ｍ８９ 大会新

女子共通ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投げ ４１ｍ１１ 須澤　梨々愛 6年 会染 ３８ｍ８９ 大会新

時刻 天候 気温 ℃ 湿度 % 風向 風速 m/s 備考

9:00 晴 24.5 43 南 0.7

10:00 晴 27.5 43 東 1.5

11:00 晴 28.0 40 南西 0.6

12:00 晴 30.0 34 南 1.1

13:00 晴 31.0 27 北 0.6

総務：青山 陸生
審判長：藤森 茂幸（トラック）　中原 信一（フィールド）
記録主任：宮澤 真一

期日 2017年5月21日(日)
会場 長野県松本平広域公園陸上競技場(171020)
主催　 中信地区陸上競技協会

松本市陸上競技協会・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 松本・大町・塩尻・安曇野 各市教育委員会
木曽・大北・東筑 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

第12回中信地区小学生陸上競技大会

大会コード：17170505

大会で樹立された記録

グラウンドコンディション

兼 第34回長野県小学生陸上競技大会予選会




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 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
　　　 木曽陸上競技協会・安曇野陸上競技協会 跳躍審判長 中原　信一
後援：松本・大町・塩尻・安曇野　各市教育委員会　木曽・大北・東筑　各地区教育委員会連絡協議会 投擲審判長 中原　信一
【開催日】 平成29年5月21日（日） 記録主任： 宮澤　真一
【主催団体】 中信地区陸上競技協会・松本,大北,塩尻,木曽,安曇野各 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
 5/21 男女混合 穂高西AC-A     1:00.02 山形AC     1:01.32 梓川     1:02.87 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ     1:02.95 広丘     1:03.57 ｺﾒｯﾄ波田     1:03.73 豊科北A     1:04.08 並柳     1:04.65

4×100m 蓮井 瑠菜(5) 宮越 南央(5) 永本 涼夏(4) 吉池 伊織(5) 武石 佳子(4) 藤田 倖歩(4) 木村 湊(4) 堀内 杏菜(4)
牧田 紗和(5) 平林 あいら(5) 宇田川 結桜(4) 橋本 佳歩(5) 松田 惺月(4) 手塚 葵理(4) 緑川 かなで(4) 宮入 心奈(4)
望月 快(5) 丸山 凌央(5) 上條 輝(4) 二山 琉威(5) 須澤 洸太(4) 古野 頑人(4) 久保田 大輝(4) 田中 拳水(4)
深澤 来仁(5) 平林 瑞樹(5) 輪湖 雅治(4) 宮沢 璃空(5) 保科 広樹(4) 大野 羽琉(5) 小穴 理人(4) 小松 秀爾(4)



決勝 5月21日 11:45

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   6 開明A   150 西澤 美波(4)   1:06.54  1   4 広丘   206 武石 佳子(4)   1:03.57 

ｶｲﾒｲｴｰ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ ﾋﾛｵｶ ﾀｹｲｼ ｶｺ
  157 古籏 華央(5)   218 松田 惺月(4)

ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾅ ﾏﾂﾀﾞ ｾｲﾗ
  149 梅津 陽平(4)   212 須澤 洸太(4)

ｳﾒﾂﾞ ﾖｳﾍｲ ｽｻﾞﾜ ｺｳﾀ
  152 神倉 光(4)   205 保科 広樹(4)

ｶﾐｸﾗ ﾋｶﾙ ﾎｼﾅ ﾋﾛｷ
 2   2 大町東A   476 立川 菜桜(4)   1:07.04  2   8 ｺﾒｯﾄ波田     9 藤田 倖歩(4)   1:03.73 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｴｰ ﾀﾁｶﾜ ﾅｵ ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾎ
  477 北澤 真織(4)    23 手塚 葵理(4)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｵﾘ ﾃﾂﾞｶ ｱｵﾘ
  478 内川 遥斗(4)    32 古野 頑人(4)

ｳﾁｶﾜ ﾊﾙﾄ ﾌﾙﾉ ｹﾞﾝﾄ
  479 須澤 凰心(4)    12 大野 羽琉(5)

ｽｻﾞﾜ ｺｳｼﾝ ｵｵﾉ ﾊﾙ
 3   8 豊科北B   767 真野 結奈(4)   1:07.36  3   3 旭町    67 井口 菜緒(5)   1:05.16 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾋﾞｰ ﾏﾉ ﾕｲﾅ ｱｻﾋﾏﾁ ｲｸﾞﾁ ﾅｵ
  770 岩崎 未空(4)    63 内田 朋実(5)

ｲﾜｻｷ ﾐｿﾗ ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾐ
  769 後藤 健太(4)    64 田所 宗治(4)

ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ ﾀﾄﾞｺﾛ ﾑﾈﾊﾙ
  768 松澤 悠(4)    62 美里 晃汰(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ ﾐｻﾄ ｺｳﾀ
 4   4 宗賀A   393 安藤 更紗(4)   1:08.13  4   2 堀金陸上ｸﾗﾌﾞ   796 丸山 真愛(4)   1:07.25 

ｿｳｶﾞA ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾗｻ ﾎﾘｶﾞﾈﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ
  383 長瀬 莉穂菜(4)   793 望月 凛菜(4)

ﾅｶﾞｾ ﾘｵﾅ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘﾅ
  390 佐久間 秀斗(4)   794 百瀬 柾宏(4)

ｻｸﾏ ﾋﾃﾞﾄ ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ
  386 篠原 正輝(4)   797 一志 天(4)

ｼﾉﾊﾗ ﾏｻｷ ｲｯｼ ﾃﾝ
 5   5 広丘AC   233 小林 美優(4)   1:08.27  5   7 福島   623 中村 珠恵(4)   1:07.43 

ﾋﾛｵｶｴｰｼｰ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ ﾌｸｼﾏ ﾅｶﾑﾗ ﾀﾏｴ
  232 渡辺 愛華(4)   617 髙沢 真世(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ ﾀｶｻﾞﾜ ﾏﾖ
  234 丸山 蒼太(4)   626 増田 慶樹(4)

ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀ ﾏｽﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ
  230 武井 忠司(4)   635 下戸 柊人(4)

ﾀｹｲ ﾀﾀﾞｼ ｼﾓﾄﾞ ｼｭｳﾄ
 6   3 寿AC   378 安藤 芽生(4)   1:08.72  6   9 三郷RC   314 武田 睦美(4)   1:08.75 

ｺﾄﾌﾞｷｴｰｼｰ ｱﾝﾄﾞｳ ﾒｲ ﾐｻﾄｱｰﾙｼｰ ﾀｹﾀﾞ ﾑﾂﾐ
  376 百瀬 愛(4)   317 久保田 凜音(4)

ﾓﾓｾ ｱｲ ｸﾎﾞﾀ ﾘｵ
  377 丸山 瑠生羽(4)   315 朝倉 遥志(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾙｳﾜ ｱｻｸﾗ ﾊｲｼﾞ
  375 木戸岡 鼓太朗(4)   316 大澤 輝瑠(4)

ｷﾄﾞｵｶ ｺﾀﾛｳ ｵｵｻﾜ ﾋｶﾙ
 7   1 三郷   275 樋口 和加奈(4)   1:10.04  7   6 穂高西AC- B   659 丸山 椎叶(4)   1:09.34 

ﾐｻﾄ ﾋｸﾞﾁ ﾜｶﾅ ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰﾉﾋﾞｰ ﾏﾙﾔﾏ ｼｲｶ
  289 霜田 幸奈(4)   658 渡邉 あおい(4)

ｼﾓﾀﾞ ﾕｷﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ
  302 丸山 喜生(4)   657 内倉 幸輝(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼｷ ｳﾁｸﾗ ｺｳｷ
  286 瀧浪 直人(4)   656 萩原 賢太郎(4)

ﾀｷﾅﾐ ﾅｵﾄ ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ
 8   7 麻績   815 飯森 愛姫(4)   1:11.08  8   5 今井   251 桃井 颯音(4)   1:09.39 

ｵﾐ ｲｲﾓﾘ ｱｻｷ ｲﾏｲ ﾓﾓｲ ﾊﾔﾈ
  821 原笹 莉名(4)   261 伊林 ひなた(4)

ﾊﾗｻｻ ﾘﾅ ｲﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ
  813 髙野 翔(4)   250 櫻井 聡瑛(4)

ﾀｶﾉ ｶｹﾙ ｻｸﾗｲ ｿｳｴｲ
  817 藤原 天珂(4)   259 古田 倭士(4)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾃﾝｶﾞ ﾌﾙﾀ ﾔﾏﾄ
 9   9 島内   569 中川 結菜(4)   1:12.05   1 明南   834 岩渕 奏恵(5)

ｼﾏｳﾁ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾅ ﾒｲﾅﾝ ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｴ 失格
  571 佐藤 星菜(4)   837 加々美 綾奈(5) R1(1-2)

ｻﾄｳ ｾﾅ ｶｶﾞﾐ ｱﾔﾅ
  572 吉田 哲平(4)   824 堀内 颯太(4)

ﾖｼﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ ﾎﾘｳﾁ ｿｳﾀ
  570 山田 湧也(4)   836 加々美 歩夢(4)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ ｶｶﾞﾐ ｱﾕﾑ

男女混合

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   3 穂高西AC-A   660 蓮井 瑠菜(5)   1:00.02  1   7 山形A   319 平井 紗久良(4)   1:05.23 

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰﾉｴｰ ﾊｽｲ ﾙﾅ ﾔﾏｶﾞﾀｴｰ ﾋﾗｲ ｻｸﾗ
  663 牧田 紗和(5)   321 長村 梨夢(4)

ﾏｷﾀ ｻﾜ ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ
  665 望月 快(5)   322 倉科 千空(4)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲ ｸﾗｼﾅ ﾁｿﾗ
  670 深澤 来仁(5)   320 日笠 大地(4)

ﾌｶｻﾜ ﾗｲﾄ ﾋｶﾞｻ ﾀﾞｲﾁ
 2   9 並柳   638 堀内 杏菜(4)   1:04.65  2   4 波田GTR   592 絈野 美波(4)   1:07.05 

ﾅﾐﾔﾅｷﾞ ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ ﾊﾀｼﾞｰﾃｨｰｱｰﾙ ｶｾﾉ ﾐﾅﾐ
  648 宮入 心奈(4)   594 中野 瑛理南(4)

ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ ﾅｶﾉ ｴﾘﾅ
  639 田中 拳水(4)   593 東 琉羽空(4)

ﾀﾅｶ ｹﾝｽｲ ｱｽﾞﾏ ﾙｳｸ
  644 小松 秀爾(4)   595 大月 陽輝(4)

ｺﾏﾂ ｼｭｳｼﾞ ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ
 3   5 堀金   789 岩下 美波(4)   1:06.66  3   9 三郷AC   311 中島 なご美(4)   1:07.31 

ﾎﾘｶﾞﾈ ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ ﾐｻﾄｴｰｼｰ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｺﾞﾐ
  775 中島 杏采(4)   307 白澤 加菜(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝﾅ ｼﾗｻﾜ ｶﾅ
  783 三村 直斗(4)   310 田口 汰樹(4)

ﾐﾑﾗ ﾅｵﾄ ﾀｸﾞﾁ ﾀｷ
  787 牛丸 哉人(4)   313 市川 冬弥(4)

ｳｼﾏﾙ ｶﾅﾄ ｲﾁｶﾜ ﾄｳﾔ
 4   2 宗賀B   396 中原 冬華(4)   1:06.78  4   8 菅野A   421 山口 愛菜(4)   1:08.68 

ｿｳｶﾞB ﾅｶﾊﾗ ﾌﾕｶ ｽｶﾞﾉｴｰ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾅ
  394 平林 七海(5)   425 加藤 穂香(4)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
  395 田中 暖竜(4)   423 原 琉輝亜(4)

ﾀﾅｶ ﾀﾞﾝﾄ ﾊﾗ ﾙｷｱ
  398 栗田 寛也(5)   427 逸見 飛太(4)

ｸﾘﾀ ﾋﾛﾔ ﾍﾝﾐ ﾋﾅﾀ
 5   4 広丘RC   242 岡村 こころ(4)   1:07.94  5   5 白馬南   598 髙橋 陽和(4)   1:09.17 

ﾋﾛｵｶｱｰﾙｼｰ ｵｶﾑﾗ ｺｺﾛ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐ ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ
  241 早田 海波(4)   599 齋藤 京果(4)

ﾊﾔﾀ ﾐﾅﾐ ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ
  240 平野 結太(4)   600 林 暖翔(4)

ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀ ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ
  244 伊東 徳顕(4)   601 水野 颯紀(4)

ｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ ﾐｽﾞﾉ ｻﾂｷ
 6   1 本郷B   804 樋熊 彩梨亜(4)   1:09.96  6   6 穂高南4   695 白澤 梛々穂(4)   1:09.31 

ﾎﾝｺﾞｳB ﾋｸﾞﾏ ｻﾘｱ ﾎﾀｶﾐﾅﾐﾖﾝ ｼﾗｻﾜ ﾅﾅﾎ
  812 伊坪 優(4)   696 竹内 明日香(4)

ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ ﾀｹｳﾁ ｱｽｶ
  809 浅井 瞭太(4)   694 武井 光希(4)

ｱｻｲ ﾘｮｳﾀ ﾀｹｲ ﾐﾂｷ
  805 二木 麗王(4)   697 愛多地 一音(4)

ﾌﾀﾂｷﾞ ﾚｵ ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾈ
 7   6 白馬北B   615 松澤 和花(4)   1:11.77  7   2 広丘FC   236 平林 倖芽(4)   1:10.28 

ﾊｸﾊﾞｷﾀ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｶ ﾋﾛｵｶｴﾌｼｰ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳﾒ
  614 湯浅 姫菜(4)   237 赤羽 桃萌(4)

ﾕｱｻ ﾋﾒﾅ ｱｶﾊﾈ ﾓﾓ
  616 糸氏 琉斗(4)   238 佐口 宙(4)

ｲﾄｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ ｻｸﾞﾁ ｿﾗ
  613 矢口 駿(4)   239 高山 泰蓉(4)

ﾔｸﾞﾁ ｼｭﾝ ﾀｶﾔﾏ ﾀｲﾖｳ
 8   8 山形C   341 清沢 好(4)   1:11.90  8   1 池田B   519 佐々木 風花(4)   1:13.13 

ﾔﾏｶﾞﾀｼｰ ｷﾖｻﾜ ｺﾉﾐ ｲｹﾀﾞﾋﾞｰ ｻｻｷ ﾌｳｶ
  342 神農 恵生(4)   516 那須 真琴(4)

ｶﾝﾉｳ ﾒｲ ﾅｽ ﾏｺﾄ
  343 花岡 心春(4)   517 小田切 煌(4)

ﾊﾅｵｶ ｺﾊﾙ ｵﾀｷﾞﾘ ｺｳ
  344 横山 瞬音(4)   518 勝野 瑞樹(4)

ﾖｺﾔﾏ ｼｭﾝﾄ ｶﾂﾉ ﾐｽﾞｷ
  7 日義   3 寿

ﾋﾖｼｼｮｳ 欠場 ｺﾄﾌﾞｷ 欠場

4×100m
男女混合



[ 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 梓川    89 永本 涼夏(4)   1:02.87  1   5 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    59 吉池 伊織(5)   1:02.95 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ﾅｶﾞﾓﾄ ｽｽﾞｶ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾖｼｲｹ ｲｵﾘ
   90 宇田川 結桜(4)    55 橋本 佳歩(5)

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕﾗ ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
   80 上條 輝(4)    43 二山 琉威(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｷﾗ ﾌﾀﾔﾏ ﾙｲ
   70 輪湖 雅治(4)    56 宮沢 璃空(5)

ﾜｺ ﾏｻﾊﾙ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｸ
 2   4 山形TF   345 平林 さくら(5)   1:05.26  2   8 豊科北A   750 木村 湊(4)   1:04.08 

ﾔﾏｶﾞﾀﾃｨｰｴﾌ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰ ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ
  348 上条 陽那(5)   748 緑川 かなで(4)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾅ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶﾅﾃﾞ
  346 土屋 郁真(5)   764 久保田 大輝(4)

ﾂﾁﾔ ｲｸﾏ ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ
  347 村田 侑世(5)   760 小穴 理人(4)

ﾑﾗﾀ ﾕｳｾｲ ｵｱﾅ ﾘﾋﾄ
 3   2 山辺   351 中川 心路(4)   1:05.92  3   2 穂高南2   689 会川 千陽(4)   1:05.42 

ﾔﾏﾍﾞ ﾅｶｶﾞﾜ ｺｺﾛ ﾎﾀｶﾐﾅﾐﾆ ｱｲｶﾜ ﾁﾖ
  356 梶川 さくら(4)   688 窪田 歩咲(4)

ｶｼﾞｶﾜ ｻｸﾗ ｸﾎﾞﾀ ｱｻｷ
  357 スミス 大和(4)   686 富田 夏輝(4)

ｽﾐｽ ﾔﾏﾄ ﾄﾐﾀ ﾅﾂｷ
  353 千野 大樹(5)   687 降旗 海智(5)

ﾁﾉ ﾀﾞｲｷ ﾌﾘﾊﾀ ｶｲﾁ
 4   8 松川   409 梨子田 乃々果(4)   1:05.93  4   9 開明B   163 小倉 愛里(5)   1:05.60 

ﾏﾂｶﾜ ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ ｶｲﾒｲﾋﾞｰ ｵｸﾞﾗ ｱｲﾘ
  414 岩下 芽依(4)   159 平田 里奈(5)

ｲﾜｼﾀ ﾒｲ ﾋﾗﾀ ﾘﾅ
  415 丸山 航汰(4)   161 神山 凱星(4)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ ｶﾐﾔﾏ ｶｲｾｲ
  407 楜澤 功大(4)   160 渡辺 創也(4)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾔ
 5   1 菅野B   431 永田 和(4)   1:06.31  5   7 白馬北A   610 山崎 桜子(4)   1:07.17 

ｽｶﾞﾉﾋﾞｰ ﾅｶﾞﾀ ﾉﾄﾞｶ ﾊｸﾊﾞｷﾀ ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗｺ
  429 米山 心翔(4)   611 丸山 愛季(4)

ﾖﾈﾔﾏ ｺｺｶ ﾏﾙﾔﾏ ｱｲｷ
  430 青木 琉星(4)   605 林 空良(4)

ｱｵｷ ﾘｭｳｾｲ ﾊﾔｼ ｿﾗ
  428 立沢 悠真(4)   612 花澤 楓也(4)

ﾀﾂｻﾞﾜ ﾕｳﾏ ﾊﾅｻﾞﾜ ﾌｳﾔ
 6   3 穂高北   713 安土 美來衣(4)   1:06.38  6   6 大町東B   481 中山 里奈(4)   1:08.10 

ﾎﾀｶｷﾀ ｱﾝﾄﾞ ﾐﾗｲ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼﾋﾞｰ ﾅｶﾔﾏ ﾘﾅ
  709 小林 星那(4)   484 伊藤 千晴(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ
  711 牛越 啓太(4)   482 西澤 怜也(4)

ｳｼｺｼ ｹｲﾀ ﾆｼｻﾞﾜ ﾚｲﾔ
  700 平林 諒介(4)   483 原 直生(4)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ ﾊﾗ ﾅｵｷ
 7   5 穂高南3   692 大野 優花(4)   1:07.90  7   1 本郷A   802 久保村 美咲(4)   1:08.41 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐｻﾝ ｵｵﾉ ﾕｳｶ ﾎﾝｺﾞｳA ｸﾎﾞﾑﾗ ﾐｻｷ
  690 望月 裕菜(4)   800 上條 結乃(4)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕﾅ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲﾉ
  693 大倉 元登(4)   801 黒田 凱(4)

ｵｵｸﾗ ｹﾞﾝﾄ ｸﾛﾀﾞ ｶｲ
  691 醍醐 寿栄(4)   798 豊永 瑚南(4)

ﾀﾞｲｺﾞ ｼﾞｭｴｲ ﾄﾖﾅｶﾞ ｺﾅﾝ
 8   9 明北   840 鈴木 草(4)   1:10.03  8   4 山形B   337 石川 恋羽(4)   1:08.46 

ﾒｲﾎｸ ｽｽﾞｷ ｿｳ ﾔﾏｶﾞﾀﾋﾞｰ ｲｼｶﾜ ｺﾊﾈ
  842 嶋岡 愛子(4)   339 塩川 乃愛(4)

ｼﾏｵｶ ｱｲｺ ｼｵｶﾜ ﾉｱ
  847 プラドス ジョアンオ(4)   338 吉池 弥雲(4)

ﾌﾟﾗﾄﾞｽ ｼﾞｮｱﾝｵ ﾖｼｲｹ ﾔｸﾓ
  843 青木 蒼也(4)   336 野口 颯太(4)

ｱｵｷ ｿｳﾔ ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ
  7 朝日SUN   3 広丘ｸﾗﾌﾞ   248 高木 陽彩(4)

ｱｻﾋｻﾝ 欠場 ﾋﾛｵｶｸﾗﾌﾞ ﾀｶｷﾞ ﾋｲﾛ 失格
  245 太田 怜花(4) R1(2-3)

ｵｵﾀ ﾚｲｶ
  247 植野 瑛太(4)

ｳｴﾉ ｴｲﾀ
  249 金山 颯汰(4)

ｶﾅﾔﾏ ｿｳﾀ

男女混合

4×100m



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 山形AC   332 宮越 南央(5)   1:01.32 

ﾔﾏｶﾞﾀｴｰｼｰ ﾐﾔｺｼ ﾅｵ
  325 平林 あいら(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ
  334 丸山 凌央(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｵ
  324 平林 瑞樹(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ
 2   2 穂高南1   684 鎌倉 もも(4)   1:04.87 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐｲﾁ ｶﾏｸﾗ ﾓﾓ
  676 福井 美春(4)

ﾌｸｲ ﾐﾊﾙ
  680 足立 喜一郎(4)

ｱﾀﾞﾁ ｷｲﾁﾛｳ
  679 村松 留依(4)

ﾑﾗﾏﾂ ﾙｲ
 3   9 坂井   262 池田 詩音(5)   1:05.80 

ｻｶｲ ｲｹﾀﾞ ｼｵﾝ
  266 宮下 栞帆(4)

ﾐﾔｼﾀ ｶﾎ
  268 吉池 康希(4)

ﾖｼｲｹ ｺｳｷ
  265 宮坂 太葵(5)

ﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ
 4   1 豊科南   737 山田 遥加(5)   1:05.92 

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ
  745 奥村 舞花(5)

ｵｸﾑﾗ ﾏｲｶ
  738 山田 航太(4)

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ
  735 児野 幹(4)

ﾁｺﾞﾉ ﾐｷ
 5   4 桔梗   197 熊井 花音(4)   1:06.48 

ｷｷｮｳ ｸﾏｲ ｶﾉﾝ
  195 後藤 那和(5)

ｺﾞﾄｳ ﾅｵ
  178 鈴木 優太(5)

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ
  190 市村 創多(4)

ｲﾁﾑﾗ ｿｳﾀ
 6   7 大町北   492 平林 野都栞(4)   1:07.95 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾄﾞｶ
  496 太田 花梨(4)

ｵｵﾀ ｶﾘﾝ
  497 松澤 颯大(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｿｳﾀﾞｲ
  503 桑崎 晃次(5)

ｸﾜｻﾞｷ ｺｳｼﾞ
 7   6 池田A   513 荻窪 晴美(4)   1:08.06 

ｲｹﾀﾞｴｰ ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾊﾙﾐ
  515 遠藤 咲季(5)

ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷ
  507 山本 遥輝(4)

ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ
  512 丸山 瑛太(4)

ﾏﾙﾔﾏ ｴｲﾀ
 8   3 塩尻西    97 岡本 あずさ(4)   1:08.94 

ｼｵｼﾞﾘﾆｼ ｵｶﾓﾄ ｱｽﾞｻ
   91 鳥羽 唯花(4)

ﾄﾊﾞ ﾕｲｶ
   95 川口 祐太朗(4)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ
   92 中野 大輝(4)

ﾅｶﾉ ﾀﾞｲｷ
 9   8 片丘   652 小松 美里(4)   1:10.93 

ｶﾀｵｶ ｺﾏﾂﾐｻﾄ
  651 植木 えりか(4)

ｳｴｷ ｴﾘｶ
  654 原 拓実(4)

ﾊﾗ ﾀｸﾐ
  650 中野 怜飛(4)

ﾅｶﾉ ﾚﾝﾄ

男女混合

4×100m



   1 穂高西AC-A   1:00.02 蓮井 瑠菜(5) 牧田 紗和(5) 望月 快(5) 深澤 来仁(5)   3   1
   2 山形AC   1:01.32 宮越 南央(5) 平林 あいら(5) 丸山 凌央(5) 平林 瑞樹(5)   7   1
   3 梓川   1:02.87 永本 涼夏(4) 宇田川 結桜(4) 上條 輝(4) 輪湖 雅治(4)   5   1
   4 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ   1:02.95 吉池 伊織(5) 橋本 佳歩(5) 二山 琉威(5) 宮沢 璃空(5)   6   1
   5 広丘   1:03.57 武石 佳子(4) 松田 惺月(4) 須澤 洸太(4) 保科 広樹(4)   2   1
   6 ｺﾒｯﾄ波田   1:03.73 藤田 倖歩(4) 手塚 葵理(4) 古野 頑人(4) 大野 羽琉(5)   2   2
   7 豊科北A   1:04.08 木村 湊(4) 緑川 かなで(4) 久保田 大輝(4) 小穴 理人(4)   6   2
   8 並柳   1:04.65 堀内 杏菜(4) 宮入 心奈(4) 田中 拳水(4) 小松 秀爾(4)   3   2
   9 穂高南1   1:04.87 鎌倉 もも(4) 福井 美春(4) 足立 喜一郎(4) 村松 留依(4)   7   2
  10 旭町   1:05.16 井口 菜緒(5) 内田 朋実(5) 田所 宗治(4) 美里 晃汰(4)   2   3
  11 山形A   1:05.23 平井 紗久良(4) 長村 梨夢(4) 倉科 千空(4) 日笠 大地(4)   4   1
  12 山形TF   1:05.26 平林 さくら(5) 上条 陽那(5) 土屋 郁真(5) 村田 侑世(5)   5   2
  13 穂高南2   1:05.42 会川 千陽(4) 窪田 歩咲(4) 富田 夏輝(4) 降旗 海智(5)   6   3
  14 開明B   1:05.60 小倉 愛里(5) 平田 里奈(5) 神山 凱星(4) 渡辺 創也(4)   6   4
  15 坂井   1:05.80 池田 詩音(5) 宮下 栞帆(4) 吉池 康希(4) 宮坂 太葵(5)   7   3
  16 山辺   1:05.92 中川 心路(4) 梶川 さくら(4) スミス 大和(4) 千野 大樹(5)   5   3
  16 豊科南   1:05.92 山田 遥加(5) 奥村 舞花(5) 山田 航太(4) 児野 幹(4)   7   4
  18 松川   1:05.93 梨子田 乃々果( 岩下 芽依(4) 丸山 航汰(4) 楜澤 功大(4)   5   4
  19 菅野B   1:06.31 永田 和(4) 米山 心翔(4) 青木 琉星(4) 立沢 悠真(4)   5   5
  20 穂高北   1:06.38 安土 美來衣(4) 小林 星那(4) 牛越 啓太(4) 平林 諒介(4)   5   6
  21 桔梗   1:06.48 熊井 花音(4) 後藤 那和(5) 鈴木 優太(5) 市村 創多(4)   7   5
  22 開明A   1:06.54 西澤 美波(4) 古籏 華央(5) 梅津 陽平(4) 神倉 光(4)   1   1
  23 堀金   1:06.66 岩下 美波(4) 中島 杏采(4) 三村 直斗(4) 牛丸 哉人(4)   3   3
  24 宗賀B   1:06.78 中原 冬華(4) 平林 七海(5) 田中 暖竜(4) 栗田 寛也(5)   3   4
  25 大町東A   1:07.04 立川 菜桜(4) 北澤 真織(4) 内川 遥斗(4) 須澤 凰心(4)   1   2
  26 波田GTR   1:07.05 絈野 美波(4) 中野 瑛理南(4) 東 琉羽空(4) 大月 陽輝(4)   4   2
  27 白馬北A   1:07.17 山崎 桜子(4) 丸山 愛季(4) 林 空良(4) 花澤 楓也(4)   6   5
  28 堀金陸上ｸﾗﾌﾞ   1:07.25 丸山 真愛(4) 望月 凛菜(4) 百瀬 柾宏(4) 一志 天(4)   2   4
  29 三郷AC   1:07.31 中島 なご美(4) 白澤 加菜(4) 田口 汰樹(4) 市川 冬弥(4)   4   3
  30 豊科北B   1:07.36 真野 結奈(4) 岩崎 未空(4) 後藤 健太(4) 松澤 悠(4)   1   3
  31 福島   1:07.43 中村 珠恵(4) 髙沢 真世(4) 増田 慶樹(4) 下戸 柊人(4)   2   5
  32 穂高南3   1:07.90 大野 優花(4) 望月 裕菜(4) 大倉 元登(4) 醍醐 寿栄(4)   5   7
  33 広丘RC   1:07.94 岡村 こころ(4) 早田 海波(4) 平野 結太(4) 伊東 徳顕(4)   3   5
  34 大町北   1:07.95 平林 野都栞(4) 太田 花梨(4) 松澤 颯大(4) 桑崎 晃次(5)   7   6
  35 池田A   1:08.06 荻窪 晴美(4) 遠藤 咲季(5) 山本 遥輝(4) 丸山 瑛太(4)   7   7
  36 大町東B   1:08.10 中山 里奈(4) 伊藤 千晴(4) 西澤 怜也(4) 原 直生(4)   6   6
  37 宗賀A   1:08.13 安藤 更紗(4) 長瀬 莉穂菜(4) 佐久間 秀斗(4) 篠原 正輝(4)   1   4
  38 広丘AC   1:08.27 小林 美優(4) 渡辺 愛華(4) 丸山 蒼太(4) 武井 忠司(4)   1   5
  39 本郷A   1:08.41 久保村 美咲(4) 上條 結乃(4) 黒田 凱(4) 豊永 瑚南(4)   6   7
  40 山形B   1:08.46 石川 恋羽(4) 塩川 乃愛(4) 吉池 弥雲(4) 野口 颯太(4)   6   8
  41 菅野A   1:08.68 山口 愛菜(4) 加藤 穂香(4) 原 琉輝亜(4) 逸見 飛太(4)   4   4
  42 寿AC   1:08.72 安藤 芽生(4) 百瀬 愛(4) 丸山 瑠生羽(4) 木戸岡 鼓太朗(   1   6
  43 三郷RC   1:08.75 武田 睦美(4) 久保田 凜音(4) 朝倉 遥志(4) 大澤 輝瑠(4)   2   6
  44 塩尻西   1:08.94 岡本 あずさ(4) 鳥羽 唯花(4) 川口 祐太朗(4) 中野 大輝(4)   7   8
  45 白馬南   1:09.17 髙橋 陽和(4) 齋藤 京果(4) 林 暖翔(4) 水野 颯紀(4)   4   5
  46 穂高南4   1:09.31 白澤 梛々穂(4) 竹内 明日香(4) 武井 光希(4) 愛多地 一音(4)   4   6
  47 穂高西AC- B   1:09.34 丸山 椎叶(4) 渡邉 あおい(4) 内倉 幸輝(4) 萩原 賢太郎(4)   2   7
  48 今井   1:09.39 桃井 颯音(4) 伊林 ひなた(4) 櫻井 聡瑛(4) 古田 倭士(4)   2   8
  49 本郷B   1:09.96 樋熊 彩梨亜(4) 伊坪 優(4) 浅井 瞭太(4) 二木 麗王(4)   3   6
  50 明北   1:10.03 鈴木 草(4) 嶋岡 愛子(4) プラドス ジョア青木 蒼也(4)   5   8
  51 三郷   1:10.04 樋口 和加奈(4) 霜田 幸奈(4) 丸山 喜生(4) 瀧浪 直人(4)   1   7
  52 広丘FC   1:10.28 平林 倖芽(4) 赤羽 桃萌(4) 佐口 宙(4) 高山 泰蓉(4)   4   7
  53 片丘   1:10.93 小松 美里(4) 植木 えりか(4) 原 拓実(4) 中野 怜飛(4)   7   9
  54 麻績   1:11.08 飯森 愛姫(4) 原笹 莉名(4) 髙野 翔(4) 藤原 天珂(4)   1   8
  55 白馬北B   1:11.77 松澤 和花(4) 湯浅 姫菜(4) 糸氏 琉斗(4) 矢口 駿(4)   3   7
  56 山形C   1:11.90 清沢 好(4) 神農 恵生(4) 花岡 心春(4) 横山 瞬音(4)   3   8
  57 島内   1:12.05 中川 結菜(4) 佐藤 星菜(4) 吉田 哲平(4) 山田 湧也(4)   1   9
  58 池田B   1:13.13 佐々木 風花(4) 那須 真琴(4) 小田切 煌(4) 勝野 瑞樹(4)   4   8
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