
： ２０１８年５月２０日(日) 
： 長野県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 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・安曇野市陸上競技協会
： 中信地区陸上競技協会
： ⻘⼭ 陸⽣
： ⽊⼾岡 和孝 (トラック)　下川 泰秀(フィールド)
： 丸⼭ 新吉

■この⼤会で樹立された記録
　なし

■グラウンドコンディション
５月２０日(日)

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技  (走高跳・棒高跳)
他の競技者を妨害した (R163-2) 失敗・無効試技
他のレーンに入った (R163-3a) パス
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3 試合放棄
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5)
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
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第１３回中信地区小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 木戸岡和孝
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・塩尻市陸上競技協会 跳躍審判長 下川　泰秀
　　　  木曽郡陸上競技協会・安曇野市陸上競技協会 投擲審判長 下川　泰秀
【開催日】 2018年5月20日（日） 記録主任： 丸山　新吉
【主催団体】 中信・松本市・塩尻市・大北・木曽郡・安曇野市各陸協 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
 5/20 小学男女混合 菅野       59.94 並柳A     1:00.61 梓川     1:00.85 豊科北A     1:00.98 穂高南     1:02.65 三郷     1:02.93 ｺﾒｯﾄ波田     1:03.74 広丘     1:03.84

4×100m 永田 和(5) 堀内 杏菜(5) 永本 涼夏(5) 岩﨑 未空(5) 鎌倉 もも(5) 中島 なご美(5) 藤田 倖歩(5) 阪 真琴(4)
加藤 穂香(5) 宮入 心奈(5) 中澤 響(5) 緑川 かなで(5) 福井 美春(5) 霜田 幸奈(5) 黒田 稀和美(4) 片山 愛菜(4)
逸見 飛太(5) 柳澤 怜空(5) 上條 輝(5) 久保田 大輝(5) 足立 喜一郎(5) 高橋 怜大(5) 高野 啓矢(4) 松田 祐修(4)
阿部 颯人(5) 田中 拳水(5) 輪湖 雅治(5) 小穴 理人(5) 村松 留依(5) 市川 冬弥(5) 松井 舜(4) 小室 誠一朗(4)



決勝 5月20日 13:45

[ 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 三郷T&F   333 樋口 和加奈(5)   1:04.28  1   9 菅野   412 永田 和(5)     59.94 

ﾋｸﾞﾁ ﾜｶﾅ ﾅｶﾞﾀ ﾉﾄﾞｶ
  341 久保田 凜音(5)   411 加藤 穂香(5)

ｸﾎﾞﾀ ﾘｵ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
  335 田口 汰樹(5)   413 逸見 飛太(5)

ﾀｸﾞﾁ ﾀｷ ﾍﾝﾐ ﾋﾅﾀ
  336 大澤 輝瑠(5)   414 阿部 颯人(5)

ｵｵｻﾜ ﾋｶﾙ ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ
 2   7 桔梗A   211 小松 莉久(5)   1:04.52  2   8 福島   596 増田 愛音(4)   1:05.02 

ｺﾏﾂ ﾘｸ ﾏｽﾀﾞ ｱｲﾈ
  218 熊井 花音(5)   593 藤懸 結菜(4)

ｸﾏｲ ｶﾉﾝ ﾌｼﾞｶｹ ﾕﾅ
  213 市村 創多(5)   601 吉見 遼(4)

ｲﾁﾑﾗ ｿｳﾀ ﾖｼﾐ ﾘｮｳ
  207 石塚 遥陽(5)   591 片原 拓海(4)

ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾋ ｶﾀﾊﾗ ﾀｸﾐ
 3   2 片丘   622 鈴木 綺莉(4)   1:05.44  3   3 堀金   813 今井 彩心(4)   1:06.54 

ｽｽﾞｷ ｱﾔﾘ ｲﾏｲ ｱﾔﾐ
  629 小松 陽向(4)   814 古籏 聖美(4)

ｺﾏﾂ ﾋﾅﾀ ﾌﾙﾊﾀ  ｻﾄﾐ
  625 赤羽 杏輔(4)   818 花村 豊(4)

ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｽｹ ﾊﾅﾑﾗ ﾕﾀｶ
  633 臼井 直人(4)   810 小平 冬翔(4)

ｳｽｲ ﾅｵﾄ ｺﾀﾞｲﾗﾄﾜ
 4   3 会染   136 板花 菜生(4)   1:06.92  4   7 池田   475 竹村 羽未(5)   1:07.38 

ｲﾀﾊﾅ ﾅﾅ ﾀｹﾑﾗ ｳﾐ
  144 伊藤 汐音(4)   474 中山 あかね(5)

ｲﾄｳ ｼｵﾝ ﾅｶﾔﾏ ｱｶﾈ
  143 塩原 航希(4)   476 小田切 煌(5)

ｼｵﾊﾗ ｺｳｷ ｵﾀｷﾞﾘ ｺｳ
  138 杉本 葵玖(4)   477 勝野 瑞樹(5)

ｽｷﾞﾓﾄ ｱｲｸ ｶﾂﾉ ﾐｽﾞｷ
 5   9 三郷AC   323 松岡 琴奈(4)   1:07.12  5   2 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ  573 丸山 愛季(5)   1:07.46 

ﾏﾂｵｶ ｺﾄﾅ ﾏﾙﾔ ﾏｱｲｷ
  322 赤須 鈴(4)   571 高原 紅葉(5)

ｱｶｽﾞ ﾘﾝ ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ
  321 東本 航平(4)   576 ｱﾀﾞﾑｿﾝ 錠(4)

ﾋｶﾞｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ ｱﾀﾞﾑｿﾝ ｼﾞｮｳ
  326 芝波田 篤輝(4)   570 山田 縁美(4)

ｼﾊﾞﾀ ｱﾂｷ ﾔﾏﾀﾞ ｴﾝﾐ
 6   5 広丘AC   278 古厩 楓(4)   1:07.86  6   5 豊科南C   761 山口 鈴(4)   1:12.08 

ﾌﾙﾏﾔ ｶｴﾃﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞ
  277 佐藤 伊吹(4)   758 鳥羽 菜々子(4)

ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ ﾄﾊﾞ ﾅﾅｺ
  276 小口 寛人(4)   762 三代澤 央翔(4)

ｵｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ﾐﾖｻﾜ ﾋﾛﾄ
  275 上條 陽翔(4)   760 神保 帆希(4)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾎﾏﾚ
 7   4 芳川   713 滝澤 みこ(4)   1:10.63   4 ｿﾆｯｸ波田    50 太田 小珀(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｺ ｵｵﾀ ｺﾊｸ 失格
  708 島本 果歩(4)    53 久保田 彩音(4) R1(2-3)

ｼﾏﾓﾄ ｶﾎ ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾈ
  722 高畑 柊太(4)    52 牛越 琉空(4)

ﾀｶﾊﾀ ｼｭｳﾀ ｳｼｺｼ ﾘｸ
  711 辻本 連(4)    51 浅賀 一輝(4)

ﾂｼﾞﾓﾄ ﾚﾝ ｱｻｶ ｲﾂｷ
 8   8 麻績   835 宮下 若奈(4)   1:10.83   6 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    72 塩川 乃愛(5)

ﾐﾔｼﾀ ﾜｶﾅ ｼｵｶﾜ ﾉｱ 失格
  836 丸山 柊佳(4)    62 神農 恵生(5) T2

ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳｶ ｶﾝﾉｳ ﾒｲ
  837 花岡 拓海(4)    71 横山 瞬音(5)

ﾊﾅｵｶ ﾀｸﾐ ﾖｺﾔﾏ ｼｭﾝﾄ
  831 塚原 慧(4)    58 日笠 大地(5)

ﾂｶﾊﾗ ｹｲ ﾋｶﾞｻ ﾀﾞｲﾁ

小学男女混合

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   9 並柳A   605 堀内 杏菜(5)   1:00.61  1   7 豊科北A   779 岩﨑 未空(5)   1:00.98 

ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ ｲﾜｻｷ ﾐｿﾗ
  615 宮入 心奈(5)   764 緑川 かなで(5)

ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶﾅﾃﾞ
  604 柳澤 怜空(5)   778 久保田 大輝(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ
  608 田中 拳水(5)   774 小穴 理人(5)

ﾀﾅｶ ｹﾝｽｲ ｵｱﾅ ﾘﾋﾄ
 2   4 穂高南   672 鎌倉 もも(5)   1:02.65  2   9 朝日RISE   503 住 百合恵(4)   1:06.81 

ｶﾏｸﾗ ﾓﾓ ｽﾐ ﾕﾘｴ
  663 福井 美春(5)   502 上條 愛佳(4)

ﾌｸｲ ﾐﾊﾙ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅｶ
  668 足立 喜一郎(5)   501 清沢 昌芳(4)

ｱﾀﾞﾁ ｷｲﾁﾛｳ ｷﾖｻﾜ ﾏｻﾖｼ
  667 村松 留依(5)   500 竹俣 希琉(4)

ﾑﾗﾏﾂ ﾙｲ ﾀｹﾏﾀ ｷﾘｭｳ
 3   2 清水   421 小椋 優衣(5)   1:04.51  3   2 並柳B   618 中村 みゆ(4)   1:07.29 

ｵｸﾞﾗ ﾕｲ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ
  420 瀬戸口 鈴(5)   619 市川 凜子(4)

ｾﾄｸﾞﾁ ｽｽﾞ ｲﾁｶﾜ ﾘｺ
  417 中島 瑛心(5)   621 芦田 冬弥(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ｴｲｼﾝ ｱｼﾀﾞ ﾄｳﾔ
  423 角田 詢(5)   620 古賀 優真(4)

ﾂﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ｺｶﾞ ﾕｳﾏ
 4   8 山辺   360 沓掛 美瑚(4)   1:04.67  4   5 穂高北   687 丹羽 陽愛(4)   1:08.19 

ｸﾂｶｹ ﾐｺ ﾆﾜ ﾋﾖﾘ
  364 梶川 さくら(5)   693 今水 咲優里(4)

ｶｼﾞｶﾜ ｻｸﾗ ｲﾏﾐｽﾞ ｻﾕﾘ
  366 ｽﾐｽ 大和(5)   694 金森 雄大(4)

ｽﾐｽ ﾔﾏﾄ ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾀﾞｲ
  356 冨永 陽介(4)   691 小川 泰輝(4)

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ ｵｶﾞﾜ ﾀｲｷ
 6   7 豊科南B   753 有泉 星七(4)   1:11.69  5   8 波田GTR   566 小林 空夏(5)   1:08.90 

ｱﾘｲｽﾞﾐ ｾﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾅ
  756 吉元 日菜(4)   565 森田 華音(4)

ﾖｼﾐﾄ ﾋﾅ ﾓﾘﾀ ｶｵﾝ
  754 山田 瑛己(4)   567 下里 勇翔(4)

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｷ ｼﾓｻﾄ ﾕｳﾄ
  757 伊藤 千晴(4)   564 中口 凛空(4)

ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ ﾅｶｸﾞﾁ ﾘｸ
 7   3 穂高北C   705 角田 智咲(4)   1:15.41  6   4 岡田   112 飯沼 なつ緒(4)   1:09.13 

ﾂﾉﾀﾞ ﾁｻｷ ｲｲﾇﾏ ﾅﾂｵ
  702 内山 晴楽(4)   121 杉本 由乃香(4)

ｳﾁﾔﾏ ｷﾖﾗ ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾉｶ
  704 柴田 樹一(4)   123 須澤 琢磨(4)

ｼﾊﾞﾀ ｷｲﾁ ｽｻﾞﾜ ﾀｸﾏ
  703 小合澤 音人(4)   125 山田 啓太(4)

ｺｱｲｻﾞﾜ ﾈｲﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀ
  5 豊科南   750 宮澤 瞳(4)  7   3 筑摩   491 上田 美月(5)   1:09.90 

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 失格 ｳｴﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ
  732 田中 美詩(4) R1(2-3)   492 上田 菜月(4)

ﾀﾅｶ ﾐｳ ｳｴﾀﾞ ﾅﾂｷ
  734 竹内 大将(4)   493 下里 洋武(4)

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾏｻ ｼﾓｻﾄ ﾋﾛﾀｹ
  731 土屋 裕基(4)   489 齊藤 凛空(4)

ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ ｻｲﾄｳ ﾘｸ
  6 三郷RC  8   6 桔梗B   226 三村 柚月(4)   1:12.99 

欠場 ﾐﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ
  224 青柳 凪紗(4)

ｱｵﾔｷﾞ ﾅｷﾞｻ
  223 入江 耀太(4)

ｲﾘｴ ﾖｳﾀ
  228 吉本 慎之介(4)

ﾖｼﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ

4×100m
小学男女混合



[ 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   7 三郷   307 中島 なご美(5)   1:02.93  1   6 広丘   260 阪 真琴(4)   1:03.84 

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｺﾞﾐ ｻｶ ﾏｺﾄ
  309 霜田 幸奈(5)   234 片山 愛菜(4)

ｼﾓﾀﾞ ﾕｷﾅ ｶﾀﾔﾏ ｱｲﾅ
  314 高橋 怜大(5)   253 松田 祐修(4)

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｽｹ
  313 市川 冬弥(5)   256 小室 誠一朗(4)

ｲﾁｶﾜ ﾄｳﾔ ｺﾑﾛ ｾｲｲﾁﾛｳ
 2   5 豊科北B   790 小林 美悠(4)   1:04.30  2   5 穂高南ACC   681 大野 優花(5)   1:04.17 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ ｵｵﾉ ﾕｳｶ
  791 山本 妃世利(4)   680 中沢 絢音(5)

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾈ
  784 平林 慶悟(4)   682 山﨑 勇助(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｽｹ
  787 東村 泰介(4)   679 湯淺 絢介(5)

ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾀｲｽｹ ﾕｱｻ ｹﾝｽｹ
 3   8 生坂   433 金元 夢唯(4)   1:06.86  3   8 筑北   488 一ﾉ瀬 晴香(4)   1:05.52 

ｶﾈﾓﾄ ﾒｲ ｲﾁﾉｾ ﾊﾙｶ
  432 小口 真白(4)   482 渡辺 美央(4)

ｵｸﾞﾁ ﾏｼﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｵ
  434 吉澤 颯真(4)   485 沼野 真怜(4)

ﾖｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ ﾇﾏﾉ ﾏｻﾄ
  430 藤澤 恒亮(4)   487 宮澤 櫻(4)

ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳｽｹ ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｸﾗ
 4   3 穂高西AC-A   648 竹内 栞(4)   1:07.18  4   2 宗賀   383 岩原 歩乃花(4)   1:05.96 

ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ ｲﾜﾊﾗ ﾎﾉｶ
  644 渡邉 あおい(5)   380 中原 りいふ(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ ﾅｶﾊﾗ  ﾘｲﾌ
  637 牧田 大輝(4)   381 巣山 佑弥(4)

ﾏｷﾀ ﾀﾞｲｷ ｽﾔﾏ  ﾕｳﾔ
  656 井原 琉太(4)   377 矢彦沢 悠希(4)

ｲﾊﾗ ﾘｭｳﾀ ﾔﾋｺｻﾞﾜ  ﾊﾙｷ
 5   4 穂高南ACB   675 川北 輝(4)   1:07.60  5   3 開明B   176 宮内 もも葉(4)   1:07.25 

ｶﾜｷﾀ ﾋｶﾙ ﾐﾔｳﾁ ﾓﾓﾊ
  678 三好 珠希(4)   174 水久保 みづき(4)

ﾐﾖｼ ﾀﾏｷ ﾐｽﾞｸﾎﾞ ﾐﾂﾞｷ
  677 松田 瑛翔(4)   175 小松 幸輔(4)

ﾏﾂﾀﾞ ｴｲﾄ ｺﾏﾂ ｺｳｽｹ
  676 青栁 希音(4)   173 槇 拓実(4)

ｱｵﾔｷﾞ ｷｵ ﾏｷ ﾀｸﾐ
 6   2 朝日SUN   525 高橋 優里愛(4)   1:08.23  6   4 山形B   352 永田 絢乃(4)   1:10.37 

ﾀｶﾊｼ ﾕﾘｱ ﾅｶﾞﾀ ｱﾔﾉ
  516 中村 有里(4)   350 藤谷 里凛(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾘ ﾌｼﾞﾔ ﾘﾝ
  506 林 康貴(4)   351 山田 唯斗(4)

ﾊﾔｼ ｺｳｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲﾄ
  509 北村 楓(4)   349 塙 巌士郎(4)

ｷﾀﾑﾗ ｶｴﾃﾞ ﾊﾅﾜ ｶﾞﾝｼﾞﾛｳ
  6 田川   539 花岡 舞(4)  7   9 清水B   427 月岡 優衣(5)   1:10.78 

ﾊﾅｵｶ ﾏｲ 失格 ﾂｷｵｶ ﾕｲ
  536 三村 菜緒(4) R1(2-3)   425 川瀨 満里乃(5)

ﾐﾑﾗ ﾅｵ ｶﾜｾ ﾏﾘﾉ
  538 宮島 佑月(4)   426 原 悠真(4)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ ﾊﾗ ﾕｳﾏ
  535 川又 惟颯(4)   424 中村 晟陽(5)

ｶﾜﾏﾀ ｲﾌﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾖｳ
  9 山形A   347 井上 莉乃(4)   7 ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰ波田   47 勝山 もも(4)

ｲﾉｳｴ ﾘﾉ 失格 ｶﾂﾔﾏ ﾓﾓ 失格
  344 日高 純玲(4) R(1-2)    48 酒井 結菜(4) R1(1-2)

ﾋﾀﾞｶ ｽﾐﾚ ｻｶｲ ﾕｲﾅ
  345 西牧 陸(4)    46 畑 嵐月(4)

ﾆｼﾏｷ ﾘｸ ﾊﾀ ｱﾂｷ
  346 荒木 碧(4)    49 古畑 杏太郎(4)

ｱﾗｷ ｱｵｲ ﾌﾙﾊﾀ ｷｭｳﾀﾛｳ

小学男女混合

4×100m



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 梓川    98 永本 涼夏(5)   1:00.85 

ﾅｶﾞﾓﾄ ｽｽﾞｶ
   85 中澤 響(5)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ
   93 上條 輝(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｷﾗ
   82 輪湖 雅治(5)

ﾜｺ ﾏｻﾊﾙ
 2   4 ｺﾒｯﾄ波田    19 藤田 倖歩(5)   1:03.74 

ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾎ
   37 黒田 稀和美(4)

ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ
   38 高野 啓矢(4)

ﾀｶﾉ ｹｲﾔ
   32 松井 舜(4)

ﾏﾂｲ ｼｭﾝ
 3   3 鎌田   184 大澤 美樹(4)   1:05.36 

ｵｵｻﾜ ﾐｷ
  188 小林 千陽(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾊﾙ
  186 川合 玄也(4)

ｶﾜｲ ｹﾞﾝﾔ
  179 野村 聡太(5)

ﾉﾑﾗ ｿｳﾀ
 4   6 広丘ｸﾗﾌﾞ   284 伊藤 優花(4)   1:07.59 

ｲﾄｳ ﾕｳｶ
  281 島田 さつき(4)

ｼﾏﾀﾞ ｻﾂｷ
  282 池上 蓮(4)

ｲｹｶﾞﾐ ﾚﾝ
  283 山崎 温人(4)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾄ
 5   8 開明A   164 鳥羽 百花(4)   1:10.21 

ﾄﾊﾞ ﾓﾓｶ
  162 奈須 禎花(4)

ﾅｽ ｻﾔｶ
  171 原田 夏輝(4)

ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ
  160 飯澤 星(4)

ｲｲｻﾞﾜ ｼｮｳ
 6   7 島立   547 折橋 心春(4)   1:10.54 

ｵﾘﾊｼ ｺﾊﾙ
  546 川瀬 紗都子(4)

ｶﾜｾ ｻﾄｺ
  544 櫻井 翼(4)

ｻｸﾗｲ ﾂﾊﾞｻ
  548 深澤 悠貴(4)

ﾌｶｻﾜ ﾕｳｷ
 7   2 穂高北B   699 森田 ｿﾌｨｱ(4)   1:13.23 

ﾓﾘﾀ ｿﾌｨｱ
  700 江澤 実乃里(4)

ｴｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ
  701 花岡 佑紀(4)

ﾊﾅｵｶ ﾕｳｷ
  698 大久保 将人(4)

ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾄ

小学男女混合

4×100m



   1 菅野     59.94 永田 和(5) 加藤 穂香(5) 逸見 飛太(5) 阿部 颯人(5)   2   1
   2 並柳A   1:00.61 堀内 杏菜(5) 宮入 心奈(5) 柳澤 怜空(5) 田中 拳水(5)   3   1
   3 梓川   1:00.85 永本 涼夏(5) 中澤 響(5) 上條 輝(5) 輪湖 雅治(5)   7   1
   4 豊科北A   1:00.98 岩﨑 未空(5) 緑川 かなで(5)久保田 大輝(5)小穴 理人(5)   4   1
   5 穂高南   1:02.65 鎌倉 もも(5) 福井 美春(5) 足立 喜一郎(5)村松 留依(5)   3   2
   6 三郷   1:02.93 中島 なご美(5)霜田 幸奈(5) 高橋 怜大(5) 市川 冬弥(5)   5   1
   7 ｺﾒｯﾄ波田   1:03.74 藤田 倖歩(5) 黒田 稀和美(4)高野 啓矢(4) 松井 舜(4)   7   2
   8 広丘   1:03.84 阪 真琴(4) 片山 愛菜(4) 松田 祐修(4) 小室 誠一朗(4)  6   1
   9 穂高南ACC   1:04.17 大野 優花(5) 中沢 絢音(5) 山﨑 勇助(5) 湯淺 絢介(5)   6   2
  10 三郷T&F   1:04.28 樋口 和加奈(5)久保田 凜音(5)田口 汰樹(5) 大澤 輝瑠(5)   1   1
  11 豊科北B   1:04.30 小林 美悠(4) 山本 妃世利(4)平林 慶悟(4) 東村 泰介(4)   5   2
  12 清水   1:04.51 小椋 優衣(5) 瀬戸口 鈴(5) 中島 瑛心(5) 角田 詢(5)   3   3
  13 桔梗A   1:04.52 小松 莉久(5) 熊井 花音(5) 市村 創多(5) 石塚 遥陽(5)   1   2
  14 山辺   1:04.67 沓掛 美瑚(4) 梶川 さくら(5)ｽﾐｽ 大和(5) 冨永 陽介(4)   3   4
  15 福島   1:05.02 増田 愛音(4) 藤懸 結菜(4) 吉見 遼(4) 片原 拓海(4)   2   2
  16 鎌田   1:05.36 大澤 美樹(4) 小林 千陽(4) 川合 玄也(4) 野村 聡太(5)   7   3
  17 片丘   1:05.44 鈴木 綺莉(4) 小松 陽向(4) 赤羽 杏輔(4) 臼井 直人(4)   1   3
  18 筑北   1:05.52 一ﾉ瀬 晴香(4) 渡辺 美央(4) 沼野 真怜(4) 宮澤 櫻(4)   6   3
  19 宗賀   1:05.96 岩原 歩乃花(4)中原 りいふ(4)巣山 佑弥(4) 矢彦沢 悠希(4)  6   4
  20 堀金   1:06.54 今井 彩心(4) 古籏 聖美(4) 花村 豊(4) 小平 冬翔(4)   2   3
  21 朝日RISE   1:06.81 住 百合恵(4) 上條 愛佳(4) 清沢 昌芳(4) 竹俣 希琉(4)   4   2
  22 生坂   1:06.86 金元 夢唯(4) 小口 真白(4) 吉澤 颯真(4) 藤澤 恒亮(4)   5   3
  23 会染   1:06.92 板花 菜生(4) 伊藤 汐音(4) 塩原 航希(4) 杉本 葵玖(4)   1   4
  24 三郷AC   1:07.12 松岡 琴奈(4) 赤須 鈴(4) 東本 航平(4) 芝波田 篤輝(4)  1   5
  25 穂高西AC-A   1:07.18 竹内 栞(4) 渡邉 あおい(5)牧田 大輝(4) 井原 琉太(4)   5   4
  26 開明B   1:07.25 宮内 もも葉(4)水久保 みづき(小松 幸輔(4) 槇 拓実(4)   6   5
  27 並柳B   1:07.29 中村 みゆ(4) 市川 凜子(4) 芦田 冬弥(4) 古賀 優真(4)   4   3
  28 池田   1:07.38 竹村 羽未(5) 中山 あかね(5)小田切 煌(5) 勝野 瑞樹(5)   2   4
  29 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ   1:07.46 丸山 愛季(5) 高原 紅葉(5) ｱﾀﾞﾑｿﾝ 錠(4) 山田 縁美(4)   2   5
  30 広丘ｸﾗﾌﾞ   1:07.59 伊藤 優花(4) 島田 さつき(4)池上 蓮(4) 山崎 温人(4)   7   4
  31 穂高南ACB   1:07.60 川北 輝(4) 三好 珠希(4) 松田 瑛翔(4) 青栁 希音(4)   5   5
  32 広丘AC   1:07.86 古厩 楓(4) 佐藤 伊吹(4) 小口 寛人(4) 上條 陽翔(4)   1   6
  33 穂高北   1:08.19 丹羽 陽愛(4) 今水 咲優里(4)金森 雄大(4) 小川 泰輝(4)   4   4
  34 朝日SUN   1:08.23 高橋 優里愛(4)中村 有里(4) 林 康貴(4) 北村 楓(4)   5   6
  35 波田GTR   1:08.90 小林 空夏(5) 森田 華音(4) 下里 勇翔(4) 中口 凛空(4)   4   5
  36 岡田   1:09.13 飯沼 なつ緒(4)杉本 由乃香(4)須澤 琢磨(4) 山田 啓太(4)   4   6
  37 筑摩   1:09.90 上田 美月(5) 上田 菜月(4) 下里 洋武(4) 齊藤 凛空(4)   4   7
  38 開明A   1:10.21 鳥羽 百花(4) 奈須 禎花(4) 原田 夏輝(4) 飯澤 星(4)   7   5
  39 山形B   1:10.37 永田 絢乃(4) 藤谷 里凛(4) 山田 唯斗(4) 塙 巌士郎(4)   6   6
  40 島立   1:10.54 折橋 心春(4) 川瀬 紗都子(4)櫻井 翼(4) 深澤 悠貴(4)   7   6
  41 芳川   1:10.63 滝澤 みこ(4) 島本 果歩(4) 高畑 柊太(4) 辻本 連(4)   1   7
  42 清水B   1:10.78 月岡 優衣(5) 川瀨 満里乃(5)原 悠真(4) 中村 晟陽(5)   6   7
  43 麻績   1:10.83 宮下 若奈(4) 丸山 柊佳(4) 花岡 拓海(4) 塚原 慧(4)   1   8
  44 豊科南B   1:11.69 有泉 星七(4) 吉元 日菜(4) 山田 瑛己(4) 伊藤 千晴(4)   3   6
  45 豊科南C   1:12.08 山口 鈴(4) 鳥羽 菜々子(4)三代澤 央翔(4)神保 帆希(4)   2   6
  46 桔梗B   1:12.99 三村 柚月(4) 青柳 凪紗(4) 入江 耀太(4) 吉本 慎之介(4)  4   8
  47 穂高北B   1:13.23 森田 ｿﾌｨｱ(4) 江澤 実乃里(4)花岡 佑紀(4) 大久保 将人(4)  7   7
  48 穂高北C   1:15.41 角田 智咲(4) 内山 晴楽(4) 柴田 樹一(4) 小合澤 音人(4)  3   7

順位 所属名 都道府県 記録

小学男女混合

4×100m
タイムレース

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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