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県小学新(KR)        51.04

[ 1組][ 1組][ 1組][ 1組] [ 2組][ 2組][ 2組][ 2組]
順順順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ 所属名所属名所属名所属名 No.No.No.No. 氏  名氏  名氏  名氏  名 記録／備考記録／備考記録／備考記録／備考 順順順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ 所属名所属名所属名所属名 No.No.No.No. 氏  名氏  名氏  名氏  名 記録／備考記録／備考記録／備考記録／備考
 1   3 松尾小   214 北村 理一(6)     57.69  1   7 座光寺小   154 田原 隼(5)     58.96 

ﾏﾂｵｼｮｳ ｷﾀﾑﾗ ﾘｲﾁ ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳ ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ
  201 青木 海晟(6)   153 春原 秀(5)

ｱｵｷ ｶｲｾｲ ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ
  215 木下 拓海(6)   155 木内 憲琉(5)

ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾐ ｷｳﾁ ｹﾝﾘｭｳ
  212 別所 凜央(6)   152 吉澤 悠人(5)

ﾍﾞｯｼｮ ﾘｵ ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 2   7 伊賀良小学校    55 吉澤 勅虎(6)   1,00.82  2   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    21 西村 成(6)   1,00.19 

ｲｶﾞﾗｼｮｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾃﾄﾗ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾆｼﾑﾗ ﾅﾙ
   61 信末 知輝(6)    20 森 蒼馬(5)

ﾉﾌﾞｽｴ ﾄﾓｷ ﾓﾘ ｿｳﾏ
   52 遠藤 誠志郎(6)    22 西村 琉汰(6)

ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲｼﾛｳ ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾀ
   66 青島 駿平(6)    17 塩澤 蒼(5)

ｱｵｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｼｵｻﾞﾜ ｿｳ
 3   5 ISｼﾞｭﾆｱ(A)    10 瀧澤 俊紀(4)   1,02.24  3   4 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(C)  119 久保口 聖空(5)   1,01.64 

ISｼﾞｭﾆｱA ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｼﾉﾘ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳC ｸﾎﾞｸﾞﾁ ｾｲｱ
   11 塚平 琉(6)   132 湯澤 幸大(5)

ﾂｶﾀﾞｲﾗ ﾙｲ ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
    9 松下 陸人(5)   126 渋谷 悠斗(5)

ﾏﾂｼﾀ ﾘｸﾄ ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ
    7 熊谷 駿汰(5)   130 清水 應佑(5)

ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝﾀ ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ
 4   6 和田小   272 中山 竜雅(5)   1,04.80  4   5 大鹿小   228 河野 大空(4)   1,02.07 

ﾜﾀﾞｼｮｳ ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳｶﾞ ｵｵｼｶｼｮｳ ｶﾜﾉ ｿﾗ
  270 村澤 武(5)   227 永田 景人(6)

ﾑﾗｻﾜ ﾀｹﾙ ﾅｶﾞﾀ ｹｲﾄ
  275 鳴澤 響(5)   231 中野 楓(4)

ﾅﾙｻﾜ ﾋﾋﾞｷ ﾅｶﾉ ｶｴﾃﾞ
  271 中井 郁斗(6)   230 前澤 芳隆(6)

ﾅｶｲ ｲｸﾄ ﾏｴｻﾞﾜ ﾖｼﾀｶ
 5   4 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B)  122 原田 和磨(4)   1,04.82  5   2 喬木第一小(B)   105 原 匡玖(4)   1,06.54 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ﾀｶｷﾞﾀﾞｲｲﾁｼｮｳB ﾊﾗ ﾀｽｸ
  128 松澤 結翔(4)   111 池田 創将(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｲﾄ ｲｹﾀﾞ ｿｳｽｹ
  124 砂場 未蘭(4)   118 木下 愛永(4)

ｽﾅﾊﾞ ﾐﾗﾝ ｷﾉｼﾀ ｱｲﾄ
  133 樋郡 凌雅(5)   116 牧内 宇龍(4)

ﾋｺﾞｵﾘ ﾘｮｳｶﾞ ﾏｷｳﾁ ｳﾘｭｳ
 6   2 阿智第二小    39 園原 瑛祐(4)   1,06.54   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D)  178 真弓 隼人(3)

ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳ ｿﾉﾊﾗ ｴｲｽｹ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞD ﾏﾕﾐﾊﾔﾄ 失格
   37 井原 翔希(4)   188 嶽野 瑛人(3)

ｲﾊﾗ ｼｮｳｷ ﾀｹﾉｴｲﾄ
   44 河合蓮叶(4)   180 鳥海 倖正(3)

ｶﾜｲ ﾚﾝﾄ ﾄﾘｳﾐｺｳｾｲ
   47 熊谷 漣太(4)   161 榎本  昊(3)

ｸﾏｶﾞｲ ﾚﾝﾀ ｴﾉﾓﾄｿﾗ

小学男子小学男子小学男子小学男子

4×100mR4×100mR4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝決勝



[ 3組][ 3組][ 3組][ 3組]
順順順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝﾚｰﾝ 所属名所属名所属名所属名 No.No.No.No. 氏  名氏  名氏  名氏  名 記録／備考記録／備考記録／備考記録／備考
 1   2 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A)  135 鈴木 瑛翔(6)     56.25 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ
  127 小林 歩睦(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ
  121 原田 琢己(6)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
  125 酒井 隼斗(6)

ｻｶｲ ﾊﾔﾄ
 2   6 喬木第一小(C)   106 古田 樫惟(6)     57.56 

ﾀｶｷﾞﾀﾞｲｲﾁｼｮｳC ﾌﾙﾀ ｶｲ
  104 宮澤 遼成(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳｾｲ
  107 市瀬 竜太郎(6)

ｲﾁﾉｾ ﾘｭｳﾀﾛｳ
  117 牧内 漣(6)

ﾏｷｳﾁ ﾚﾝ
 3   4 喬木第一小(A)   109 松澤 蒼史(4)   1,05.38 

ﾀｶｷﾞﾀﾞｲｲﾁｼｮｳA ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｵｼ
  115 米山 良太郎(4)

ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ
  110 大平 滉人(4)

ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾄ
  113 昼神 歩陸(4)

ﾋﾙｶﾞﾐ ｱﾕﾑ
  3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)  184 平澤 輝大(4)

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾋﾗｻﾜｱｷﾋﾛ 失格
  169 宮澤 知己(2)

ﾐﾔｻﾞﾜﾄﾓｷ
  165 丸山 由晴(5)

ﾏﾙﾔﾏﾖｼﾊﾙ
  175 佐藤  颯(5)

ｻﾄｳﾊﾔﾃ
  5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)  177 松村 大輝(3)

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ﾏﾂﾑﾗﾀﾞｲｷ 失格
  164 丸山 智之(3)

ﾏﾙﾔﾏﾄﾓﾕｷ
  166 岩下 隼絆(3)

ｲﾜｼﾀﾊﾔﾄ
  182 筒井  陽(3)

ﾂﾂｲﾊﾙ
  7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)  162 塩澤 佑真(2)

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ｼｵｻﾞﾜﾕｳﾏ 失格
  187 鈴木 拓斗(5)

ｽｽﾞｷﾀｸﾄ
  173 今村 悠真(6)

ｲﾏﾑﾗﾕｳﾏ
  174 佐々木康多(6)

ｻｻｷｺｳﾀ

小学男子小学男子小学男子小学男子

4×100mR4×100mR4×100mR4×100mR



   1 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A)     56.25 鈴木 瑛翔(6) 小林 歩睦(6) 原田 琢己(6) 酒井 隼斗(6)   3   1
   2 喬木第一小(C)     57.56 古田 樫惟(6) 宮澤 遼成(6) 市瀬 竜太郎(6) 牧内 漣(6)   3   2
   3 松尾小     57.69 北村 理一(6) 青木 海晟(6) 木下 拓海(6) 別所 凜央(6)   1   1
   4 座光寺小     58.96 田原 隼(5) 春原 秀(5) 木内 憲琉(5) 吉澤 悠人(5)   2   1
   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   1,00.19 西村 成(6) 森 蒼馬(5) 西村 琉汰(6) 塩澤 蒼(5)   2   2
   6 伊賀良小学校   1,00.82 吉澤 勅虎(6) 信末 知輝(6) 遠藤 誠志郎(6) 青島 駿平(6)   1   2
   7 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(C)   1,01.64 久保口 聖空(5) 湯澤 幸大(5) 渋谷 悠斗(5) 清水 應佑(5)   2   3
   8 大鹿小   1,02.07 河野 大空(4) 永田 景人(6) 中野 楓(4) 前澤 芳隆(6)   2   4
   9 ISｼﾞｭﾆｱ(A)   1,02.24 瀧澤 俊紀(4) 塚平 琉(6) 松下 陸人(5) 熊谷 駿汰(5)   1   3
  10 和田小   1,04.80 中山 竜雅(5) 村澤 武(5) 鳴澤 響(5) 中井 郁斗(6)   1   4
  11 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B)   1,04.82 原田 和磨(4) 松澤 結翔(4) 砂場 未蘭(4) 樋郡 凌雅(5)   1   5
  12 喬木第一小(A)   1,05.38 松澤 蒼史(4) 米山 良太郎(4) 大平 滉人(4) 昼神 歩陸(4)   3   3
  13 喬木第一小(B)   1,06.54 原 匡玖(4) 池田 創将(4) 木下 愛永(4) 牧内 宇龍(4)   2   5
  13 阿智第二小   1,06.54 園原 瑛祐(4) 井原 翔希(4) 河合蓮叶(4) 熊谷 漣太(4)   1   6

記録記録記録記録 備考備考備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1

小学男子小学男子小学男子小学男子
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4×100mR4×100mR4×100mR4×100mR
タイムレースタイムレースタイムレースタイムレース

順位順位順位順位 所属名所属名所属名所属名 都道府県都道府県都道府県都道府県


