
２．小学１年生女子  ３００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 小池 夏美 上の原小 1 0:50.61
2 旭　 由伊 上の原小 1 1:37.65

３．小学３年生男子  １００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 笠原 英樹 上の原小 3 0:16.28
2 宮坂 透 長地小 3 0:22.24

５．小学２年生男子  １００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 倉坪 宏汰 川岸小 2 0:13.48 大会新
2 中島 大芽 川岸小 2 0:27.56

物江 昌紀 長地小 2 DNS

６．小学２年生女子  １００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 早出 なな 神明小 2 0:15.50 大会新
2 永井 果耶 小井川小 2 0:18.43

７．幼児男子  １００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 旭　 孝直 ヤコブ幼稚園 0:42.43

物江 拓真 長地保育園 DNS

８．幼児女子  １００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
32 向井 美桜 ヤコブ幼稚園 DNS

９．小学１年生男子  １００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
26 北村 友星 小井川小 1 DNF
37 赤羽 星七 神明小 1 DNS
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１０．小学１年生女子  １００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 小池 夏美 上の原小 1 0:20.70
2 旭　 由伊 上の原小 1 0:28.65

赤羽 由梨 神明小 1 DNS

１１．小学６年生男子  ５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 赤羽 僚介 神明小 0:55.39

宮坂 渉 長地小 DNF

１２．小学６年生女子  ５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 向井 彩和 長地小 0:56.01
2 上條ときみ 長地小 1:30.29

１３．小学５年生男子  ５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 濵　隆貴 神明小 0:54.59
2 早出  拓 神明小 0:59.14

１４．小学５年生女子  ５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 倉坪 佑衣 川岸小 0:48.11 大会新
2 花岡 澄珠 岡谷田中小 0:52.36
3 宮澤 明日香 川岸小 1:09.09
4 笠原 静華 上の原小 1:23.06

１５．小学４年生男子  ５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 宮坂 樹 小井川小 1:00.33
2 津田 和樹 神明小 1:53.94

１７．小学３年生男子  ５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 笠原 英樹 上の原小 1:19.65
2 宮坂 透 長地小 2:18.85

１９．小学２年生男子  ５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 倉坪 宏汰 川岸小 1:02.60



２０．小学２年生女子  ５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 早出 なな 神明小 1:19.99
2 永井 果耶 小井川小 1:34.70

２１．中学生男子  ５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 倉坪 克拓 西部中 0:39.25 大会新
2 濵　圭裕 北部中 0:40.55 大会新
3 林　翔大 西部中 0:41.19
4 林　航輝 西部中 0:41.96
5 保科 健照 北部中 0:43.07

小口 哲生 東部中 DNS

２２．中学生女子  ５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 花岡 瑚徒 西部中 0:46.95
2 矢﨑　萌夏 東部中 0:47.17

２７．一般男子３０～３９歳  ５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 旭　 英孝 一般 1:42.21

３０．一般男子６０～６９歳  ５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 小池 佐良 一般 0:56.49 大会新

３２．一般女子  ５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 旭　 由佳 一般 1:29.03

物江 美佳 一般 DNS

３３．小学６年生女子  １０００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 向井 彩和 長地小 2:01.10

３４．小学５年生女子  １０００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 倉坪 佑衣 川岸小 1:38.21 大会新
2 花岡 澄珠 岡谷田中小 1:52.51
3 宮澤 明日香 川岸小 2:26.12
4 笠原 静華 上の原小 2:50.51



３８．小学６年生男子  １５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 赤羽 僚介 神明小 2:57.80

３９．小学５年生男子  １５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 濵　隆貴 神明小 2:57.66
2 早出  拓 神明小 3:09.84

４０．小学４年生男子  １５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 宮坂 樹 小井川小 3:12.64

４１．中学生女子  １５００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 花岡 瑚徒 西部中 2:23.85
2 矢﨑　萌夏 東部中 2:24.16

４４．中学生男子  ３０００ｍ

順位      氏　名       所　属 （県外） 学年 記　録 備　考
1 林　航輝 西部中 4:20.19 大会新
2 倉坪 克拓 西部中 4:20.60 大会新
3 林　翔大 西部中 4:21.32 大会新
4 保科 健照 北部中 4:21.37 大会新
5 濵　圭裕 北部中 4:23.05 大会新
39 小口 哲生 東部中 DSN



４７．小学生高学年男子　２０００ｍリレー

順位 チーム 氏     名 記    録 備      考
濵　隆貴 早出  拓
宮坂 樹 赤羽 僚介

４７．小学生高学年女子　２０００ｍリレー

順位 チーム 氏     名 記    録 備      考
倉坪 佑衣 向井 彩和
宮澤 明日香 花岡 澄珠

４８．小学生高学年女子　２０００ｍリレー

順位 チーム 氏     名 記    録 備      考
濵　圭裕 林　航輝
林　翔大 倉坪 克拓

1 3:58.13

2:44.851

1 3:58.13


