
決勝 10月13日 16:05

県小学新(KR)        53.07

[ 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   8 松尾小   160 浅井 ゆいか(6)     59.61  1   5 ISｼﾞｭﾆｱ(A)     9 松下 真奈(6)   1,00.48 

ﾏﾂｵｼｮｳ ｱｻｲ ﾕｲｶ ISｼﾞｭﾆｱA ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ
  150 安藤 奈々花(6)     2 羽生 彩華(6)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ ﾊﾆｭｳ ｱﾔｶ
  153 岡村 瑚白(6)     3 桐生 瑞希(6)

ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ
  155 原田 未李(6)    10 梅木 莉子(6)

ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ ｳﾒｷ ﾘｺ
 2   1 丸山小(A)    80 ?澤 彩姫(6)     59.92  2   6 座光寺小(A)   122 小池 悠(5)   1,00.77 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳA ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾒ ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳA ｺｲｹ ﾕｳ
   78 牧島 渚(6)   125 湯田 うらら(5)

ﾏｷｼﾏ ﾅｷﾞｻ ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ
   76 山本 天音(6)   124 千葉 唯花(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾏﾈ ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ
   74 後藤 咲季(6)   118 伊坪 優(5)

ｺﾞﾄｳ ｻｷ ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ
 3   4 下條小(B)    68 白上  由菜(5)   1,04.75  3   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(B)    16 小林 希愛(5)   1,01.11 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳB ｼﾗｶﾐ   ﾕﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞB ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ
   60 小嶋  真凜(6)    13 山田 吏凌(6)

ｺｼﾞﾏ   ﾏﾘﾝ ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉ
   61 小林  ゆら(5)    20 木下 瑠菜(5)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕﾗ ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ
   62 松下 和乃歌(6)    15 小畑 琉奈(6)

ﾏﾂｼﾀ   ﾉﾉｶ ｵﾊﾞﾀ ﾙﾅ
 4   7 丸山小(B)    75 後藤 優菜(4)   1,06.72  4   8 下條小(A)    67 中島 妃芽乃(5)   1,01.16 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳB ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾅ ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳA ﾅｶｼﾏ  ﾋﾒﾉ
   73 宮澤 希(4)    63 清水 麻理恵(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｼﾐｽﾞ  ﾏﾘｴ
   72 宮嶋 真緒(4)    57 熊谷 かなで(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｵ ｸﾏｶﾞｲ   ｶﾅﾃﾞ
   79 堀川 詩乃(4)    66 代田 りみ(5)

ﾎﾘｶﾜ ｳﾀﾉ ｼﾛﾀ   ﾘﾐ
 5   6 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(C)   90 山本 結友(4)   1,07.29  5   1 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B)  101 鈴木 翠央(5)   1,01.31 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳC ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ
   89 宮澤 和(4)    94 中野 ことは(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ
   93 中村 好葉(4)    95 柏原 美緒(5)

ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾊ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ
   92 小林 優月(4)    99 有岡 遼香(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ ｱﾘｵｶ ﾊﾙｶ
 6   3 高森南小   113 寺沢 夏鈴(5)   1,08.12  6   3 ISｼﾞｭﾆｱ(B)     1 伊藤 瑠那(5)   1,04.79 

ﾀｶﾓﾘﾐﾅﾐｼｮｳ ﾃﾗｻﾜ ｶﾘﾝ ISｼﾞｭﾆｱB ｲﾄｳ ﾙﾅ
  107 吉澤 綾音(5)     7 篠田 楓夏(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾔﾈ ｼﾉﾀﾞ ﾌｳｶ
  116 土田 恋乃羽(5)     4 原 亜真乃(5)

ﾂﾁﾀﾞ ｺﾉﾊ ﾊﾗ ｱﾏﾉ
  117 本島 未悠(5)     6 山岸 來奈(5)

ﾓﾄｼﾞﾏ ﾐﾕ ﾔﾏｷﾞｼ ﾗﾅ
 7   2 伊賀良小学校    33 原 優希羽(6)   1,08.41  7   7 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A)   91 小出 来海(5)   1,04.85 

ｲｶﾞﾗｼｮｳ ﾊﾗ ﾕｷﾊ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ
   45 北原 野々花(6)   100 鈴木 ひかり(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉｶ ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ
   49 髙瀬 星音(6)    88 羽柴 りえ(5)

ﾀｶｾ ｼｵﾝ ﾊｼﾊﾞ ﾘｴ
   39 増田 ひなた(6)    97 木ノ島 夏生(6)

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾀ ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ
 8   5 阿智第二小    26 田中 倖絵(4)   1,08.68   2 座光寺小(B)   120 原 千夏(5)

ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳ ﾀﾅｶ ﾕｷｴ ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳB ﾊﾗ ﾁﾅﾂ 失格
   23 園原 花歩(4)   121 高田 萌花(5)

ｿﾉﾊﾗ ｶﾎ ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ
   27 田中 桃心(4)   119 萱間 美祈(5)

ﾀﾅｶ ﾓﾓｺ ｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ
   24 園原 花梨(4)   123 松村 來春(5)

ｿﾉﾊﾗ ｶﾘﾝ ﾏﾂﾑﾗ ｺﾊﾙ

小学女子小学女子小学女子小学女子

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   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(A)    11 吉澤 緩奈(6)     55.94 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞA ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾝﾅ
   17 松下 玲来(5)

ﾏﾂｼﾀ ﾚｲﾗ
   18 中村 夏鈴(6)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ
   19 田口 美桜(6)

ﾀｸﾞﾁ ﾐｵｳ
 2   2 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)  130 岩下 心葉(5)     57.84 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ｲﾜｼﾀｺｺﾊ
  142 中島 采香(5)

ﾅｶｼﾞﾏｱﾔｶ
  138 松尾 綺夏(5)

ﾏﾂｵｱﾔｶ
  143 湯澤 彩花(5)

ﾕｻﾞﾜｱﾔｶ
 3   8 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)  137 松村 華萌(5)   1,01.15 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾏﾂﾑﾗｶﾎ
  126 羽生 月佳(5)

ﾊﾆｭｳﾙｶ
  145 平澤 來実(6)

ﾋﾗｻﾜｸﾙﾐ
  146 柳  美紀(5)

ﾔﾅｷﾞﾐﾉﾘ
 4   3 喬木第一小    83 大島 花心(6)   1,03.84 

ﾀｶｷﾞﾀﾞｲｲﾁｼｮｳ ｵｵｼﾏ ﾒﾐ
   86 内山 優月(6)

ｳﾁﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ
   87 平松 真奈(6)

ﾋﾗﾏﾂ ﾏﾅ
   82 森本 舞(6)

ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ
 5   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)  128 関 沙桜里(5)   1,08.23 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ｾｷｻｵﾘ
  127 塩澤みのり(4)

ｼｵｻﾞﾜﾐﾉﾘ
  132 宮下 友希(5)

ﾐﾔｼﾀﾕｷ
  135 光澤 琥珀(4)

ﾐﾂｻﾞﾜｺﾊｸ
  4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(E)  131 吉澤 玲奈(2)

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞE ﾖｼｻﾞﾜﾚﾅ 失格
  134 古林なな花(3)

ﾌﾙﾊﾞﾔｼﾅﾅﾊ
  140 上條 詩子(3)

ｶﾐｼﾞｮｳｳﾀｺ
  129 関島 絆愛(2)

ｾｷｼﾞﾏｷｱ
  6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D)  141 大原 心葉(3)

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞD ｵｵﾊﾗｺｺﾊ 失格
  147 柳 美結(3)

ﾔﾅｷﾞﾐﾕ
  149 鈴木 梨夏(3)

ｽｽﾞｷﾘﾝｶ
  148 林 かれん(3)

ﾊﾔｼｶﾚﾝ

小学女子小学女子小学女子小学女子

4×100mR4×100mR4×100mR4×100mR



   1 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(A)     55.94 吉澤 緩奈(6) 松下 玲来(5) 中村 夏鈴(6) 田口 美桜(6)   3   1
   2 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)     57.84 岩下 心葉(5) 中島 采香(5) 松尾 綺夏(5) 湯澤 彩花(5)   3   2
   3 松尾小     59.61 浅井 ゆいか(6) 安藤 奈々花(6) 岡村 瑚白(6) 原田 未李(6)   1   1
   4 丸山小(A)     59.92 ?澤 彩姫(6) 牧島 渚(6) 山本 天音(6) 後藤 咲季(6)   1   2
   5 ISｼﾞｭﾆｱ(A)   1,00.48 松下 真奈(6) 羽生 彩華(6) 桐生 瑞希(6) 梅木 莉子(6)   2   1
   6 座光寺小(A)   1,00.77 小池 悠(5) 湯田 うらら(5) 千葉 唯花(5) 伊坪 優(5)   2   2
   7 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(B)   1,01.11 小林 希愛(5) 山田 吏凌(6) 木下 瑠菜(5) 小畑 琉奈(6)   2   3
   8 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)   1,01.15 松村 華萌(5) 羽生 月佳(5) 平澤 來実(6) 柳  美紀(5)   3   3
   9 下條小(A)   1,01.16 中島 妃芽乃(5) 清水 麻理恵(5) 熊谷 かなで(5) 代田 りみ(5)   2   4
  10 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B)   1,01.31 鈴木 翠央(5) 中野 ことは(5) 柏原 美緒(5) 有岡 遼香(5)   2   5
  11 喬木第一小   1,03.84 大島 花心(6) 内山 優月(6) 平松 真奈(6) 森本 舞(6)   3   4
  12 下條小(B)   1,04.75 白上  由菜(5) 小嶋  真凜(6) 小林  ゆら(5) 松下 和乃歌(6)   1   3
  13 ISｼﾞｭﾆｱ(B)   1,04.79 伊藤 瑠那(5) 篠田 楓夏(5) 原 亜真乃(5) 山岸 來奈(5)   2   6
  14 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A)   1,04.85 小出 来海(5) 鈴木 ひかり(5) 羽柴 りえ(5) 木ノ島 夏生(6)   2   7
  15 丸山小(B)   1,06.72 後藤 優菜(4) 宮澤 希(4) 宮嶋 真緒(4) 堀川 詩乃(4)   1   4
  16 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(C)   1,07.29 山本 結友(4) 宮澤 和(4) 中村 好葉(4) 小林 優月(4)   1   5
  17 高森南小   1,08.12 寺沢 夏鈴(5) 吉澤 綾音(5) 土田 恋乃羽(5) 本島 未悠(5)   1   6
  18 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)   1,08.23 関 沙桜里(5) 塩澤みのり(4) 宮下 友希(5) 光澤 琥珀(4)   3   5
  19 伊賀良小学校   1,08.41 原 優希羽(6) 北原 野々花(6) 髙瀬 星音(6) 増田 ひなた(6)   1   7
  20 阿智第二小   1,08.68 田中 倖絵(4) 園原 花歩(4) 田中 桃心(4) 園原 花梨(4)   1   8

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

小学女子小学女子小学女子小学女子
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