
第26回長野県小学生陸上 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：長野陸上競技協会 跳躍審判長 富松健夫
後援：(財)日本陸上競技連盟・長野県教育委員会・安藤スポーツ食文化財団・信濃毎日新聞社 投擲審判長 伊藤利博
【開催日】 平成21年6月28日（日） 混成審判長 藤森茂幸
【主催団体】 長野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 竹内秀樹

男  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
 6/29 男子 箱山 陸人(6) 2:58.35 水上優斗(6) 3:05.55 木津 智陽(6) 3:06.99 吉川 健成(6) 3:07.36 松木之衣(6) 3:07.36 薛 玄太郎(6) 3:07.89 菅原 憲二(6) 3:08.90 三浦 聖太郎(6) 3:09.24

1000m 腰越JSC 赤穂 下諏訪北小 松川陸上 川中島JRC 北安松川小 中込 梓川小
 6/29  +0.3 赤堀 高暉(6) 13.34 袖山 慎二郎(6) 13.67 田中 絵人(6) 13.67 三室 温人(6) 13.86 秋山和範(6) 13.99 福嶋 涼太(6) 14.19 片桐 弘貴(6) 14.50 大谷 一貴(6) 14.71

80mH 梓川小 飯島 水明AC 高遠 塩尻西小 梓川小 七久保 安曇小
 6/29 丸山 優人(6) 1.26 松崎 巧(6) 1.26 赤羽 達也(5) 1.26 西澤 洸紀(6) 1.23 安田 雄(6) 1.20 高橋 祐亮(6) 1.20 横山 裕軌(6) 湖南小 1.20

走高跳 湖東小 島立小 辰野西 穂高南小 軽井沢中部 穂高北小 斉藤 奨(6) 白馬南小
 6/29 清水 泰地(6) 5.18(+2.2) 春日 明日実(6)4.61(+2.8) 中村 優斗(6) 4.32(+1.2) 小林 泰河(6) 4.31(+1.0) 倉石 大樹(6) 4.31(+0.4) 清水 凛太郎(6)4.24(+1.2) 吉沢 魁(6) 4.22(+1.4) 宮坂 涼太郎(6)4.22(+0.9)

走幅跳 望月AC 宮田 戸狩 穂高西小 三輪 坂の上ｸﾗﾌﾞ 下諏訪南小 下諏訪南小
 6/29 矢澤 菊華(6) 72.73 平林 俊太(6) 69.77 塩原 英佑(6) 61.69 林 大雅(6) 61.65 伊藤 勇希(6) 60.68 黒沢 宗広(6) 59.67 大和 雅弘(6) 58.97 並木 樹(6) 58.93

ﾎﾞｰﾙ投 伊那 広丘小 宗賀小 城南小 田中小 切原 塩尻東小 本城小
 6/29 浅科AC(A)       52.94 南箕輪(A)       52.95 水明AC       54.67 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗       54.78 飯島(A)       55.17 赤穂(A)       55.50 赤穂南       55.74 豊井       56.29

4×100m 高橋 晟弥(6) 有賀 順弥(6) 小林 知樹(6) 平松 崚(6) 成澤 洸太郎(6) 小木曽達郎(6) 竹村 智也(6) 丸山 裕誠(6)
山浦 貫人(6) 戸田 和輝(6) 花里 翼(5) 名取 和希(6) 宮下 雅也(6) 紫芝裕貴(6) 平澤 敬太(6) 三ﾂ井春樹(6)
保村 和司(6) 唐澤 真三郎(6) 佐藤 広和(6) 青柳 翔大(6) 那須野 悠都(6) 石川来輝(6) 澤上 怜央(6) 清野伊武貴(6)
栁澤 匠(6) 白鳥 翔大(6) 花岡 竜(6) 中村 颯志(6) 箕浦 瑠星(6) 小松知弘(6) 相馬 拳也(6) 若林 修平(6)

 6/29 ５年男子  +0.6 近藤 裕哉(5) 13.87 浅原 隼風(5) 14.23 増子 良平(5) 14.41 佐藤 巧実(5) 14.48 塚田 隆文(5) 14.48 三宅 浩生(5) 14.70 中沢 広野(5) 14.76 和田口 丈樹(5) 14.80
100m 浪合小 筑摩小 三郷小 佐久市東 三郷小 三郷小 坂城JAC 三岳小

 6/29 ６年男子  -1.4 松橋 大夢(6) 12.84 山本 高之(6) 13.05 矢ｹ崎 祐介(6) 13.06 佐藤 薫(6) 13.47 今井 大晃(6) 13.52 古林 泰紀(6) 13.54 小根澤 克貴(6) 13.71 坂井 圭吾(6) 13.87
100m ｽﾎﾟｺﾐ東北 開智小 塩尻東小 川中島 宮川小 本城小 中佐都 梓川小

 6/29 オープン男子 佐藤 ｻﾝﾀｸﾛｽ(6) 14.74 湯澤 亮太(6) 14.84 伊沢 心(6) 南箕輪(A) 14.92 岡村 慧胤(5) 14.97 山田 雅士(6) 15.08 湯本 夢将(6) 15.10 志水 瞭太(5) 15.13
100m 浅科AC(A) 中洲小 青山 諒吾(6) 豊野東 豊科東小 大町西小 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗 ｺﾒｯﾄ波田(



開催日 平成21年6月28日（日） トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
男子  6/29  1組  1 薛 玄太郎(6)  3:07.89  2 高浦 雅寿(6)  3:14.45  3 板橋 皓海(6)  3:14.48  4 小林 優矢(6)  3:16.40

北安松川小 下諏訪北小 玉川小 腰越JSC
 5 三沢進祐(6)  3:17.77  6 市川 楓(5)  3:17.96  7 松倉 源帥(6)  3:20.76  8 岩松 敬賀(6)  3:23.05

鎌田小 腰越JSC 白馬AC 青沼
 9 大橋 勇心(6)  3:24.46 10 青柳 滉太(6)  3:24.74 11 伊藤 武玄(6)  3:24.94 12 大塚 栄青(6)  3:25.68

上松小 洗馬小 菅野小 白馬AC
13 原 玲也(6)  3:25.78 14 中島 銀太(6)  3:26.68 15 小林 諒汰(6)  3:27.81 16 岩崎 真哉(5)  3:32.51

洗馬小 木祖源流TC 腰越JSC 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ
17 石田 貴大(5)  3:34.46 18 今井 亮太(6)  3:34.93 19 酒井 亮太(5)  3:36.10 横須賀 翔太(6) 欠場

信濃ｳｨﾝｸﾞ 軽井沢東部 栗ｶﾞ丘 軽井沢中部
 2組  1 木津 智陽(6)  3:06.99  2 三浦 聖太郎(6)  3:09.24  3 飯島 伸広(6)  3:09.27  4 新井 一生(6)  3:09.34

下諏訪北小 梓川小 下諏訪北小 佐久城山
 5 高野拡美(6)  3:11.79  6 田中 義紀(6)  3:12.80  7 関 颯人(6)  3:13.72  8 川島 恵一(6)  3:15.75

川中島JRC 鎌田小 泉野小 会染小
 9 宮沢 一彦(6)  3:16.40 10 由井 直樹(6)  3:16.62 11 中村 祐太(5)  3:21.76 12 草間 祐輝(6)  3:21.90

長野市陸上教 川上第一 坂城JAC 梓川小
13 鎌田 和音(6)  3:25.28 14 渡邊 基嗣(6)  3:26.04 15 木田 元春(5)  3:34.74 16 高見澤 匠(6)  3:47.52

野尻湖 岡山 信濃ｳｨﾝｸﾞ 南牧北AC
工藤 司(6) 欠場 田畑 嵩明(5) 欠場 宮崎 拓己(6) 欠場 今井 海斗(6) 欠場

塩尻吉田小 川路小 浅科AC 立科
 3組  1 箱山 陸人(6)  2:58.35  2 水上優斗(6)  3:05.55  3 吉川 健成(6)  3:07.36  4 松木之衣(6)  3:07.36

腰越JSC 赤穂 松川陸上 川中島JRC
 5 菅原 憲二(6)  3:08.90  6 関川 大悟(6)  3:11.14  7 北原 廉(6)  3:11.72  8 寺沢 宙(6)  3:12.25

中込 伊那東 綿内少年野球ｸ 豊丘
 9 伊藤 祐朔(6)  3:12.47 10 丸山和輝(6)  3:13.57 11 大澤智樹(5)  3:13.61 12 熊谷 基希(6)  3:16.22

腰越JSC 川中島JRC 赤穂 辰野南
13 塩澤 耕大(6)  3:16.42 14 小林海仁(5)  3:18.84 15 柳沢 充保(6)  3:19.05 16 深澤駿也(6)  3:20.04

ｲｲﾀﾞｯｼｭ 川中島JRC 腰越JSC 川島
17 松下 湧登(6)  3:20.47 18 中村 建太(6)  3:23.99 19 林 幹太(5)  3:24.17

松川陸上 更級 松川陸上
男子  6/29 +0.3  1 赤堀 高暉(6)    13.34  2 袖山 慎二郎(6)    13.67  3 田中 絵人(6)    13.67  4 三室 温人(6)    13.86

梓川小 飯島 水明AC 高遠
 5 秋山和範(6)    13.99  6 福嶋 涼太(6)    14.19  7 片桐 弘貴(6)    14.50  8 大谷 一貴(6)    14.71

塩尻西小 梓川小 七久保 安曇小
５年男子  6/29 +0.6  1 近藤 裕哉(5)    13.87  2 浅原 隼風(5)    14.23  3 増子 良平(5)    14.41  4 佐藤 巧実(5)    14.48

浪合小 筑摩小 三郷小 佐久市東
 5 塚田 隆文(5)    14.48  6 三宅 浩生(5)    14.70  7 中沢 広野(5)    14.76  8 和田口 丈樹(5)    14.80

三郷小 三郷小 坂城JAC 三岳小
６年男子  6/29 -1.4  1 松橋 大夢(6)    12.84  2 山本 高之(6)    13.05  3 矢ｹ崎 祐介(6)    13.06  4 佐藤 薫(6)    13.47

ｽﾎﾟｺﾐ東北 開智小 塩尻東小 川中島
 5 今井 大晃(6)    13.52  6 古林 泰紀(6)    13.54  7 小根澤 克貴(6)    13.71  8 坂井 圭吾(6)    13.87

宮川小 本城小 中佐都 梓川小
オープン男子  6/29  1組 -2.1  1 佐藤 ｻﾝﾀｸﾛｽ(6)    14.74  2 上山 尚輝(6)    15.22  3 矢口 翔太郎(5)    15.85  4 土屋 健一(4)    16.72

浅科AC(A) 飯島(A) 穂高北小 水明AC(A)
 5 藤原 玲(6)    16.82  6 山岸 達哉(5)    16.89  7 片桐 歩稀(4)    17.96  8 瀧澤 揚星(6)    18.51

豊科東小 上郷小 望月AC 木島平北部
 9 山極 一成(6)    20.58

南牧北AC
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開催日 平成21年6月28日（日） トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 2組 -0.9  1 土屋 祐一郎    15.75  2 泉 省吾(6)    15.77  3 関谷 和真(5)    16.33  4 山中 智貴(5)    16.95
浅科AC(B) 神明小 高島小 長地小

 5 由井 希織(4)    16.96  6 五十嵐 智哉(4)    17.18  7 依田 海斗(4)    17.23  8 赤澤 直樹(4)    17.40
川上第一(A) 東っ子ｸﾗﾌﾞ 水明AC(C) 寿 小

 9 百瀬 信二(5)    17.44
鎌田小

 3組 +2.4  1 岡村 慧胤(5)    14.97  2 志水 瞭太(5)    15.13  3 松岡 崇元(5)    15.25  4 榎本峻也(5)    15.46
豊科東小 ｺﾒｯﾄ波田( 並柳小 赤穂(A)

 5 奥谷 翔起(5)    15.68  6 赤堀 歩(5)    15.94  7 宮下 翼(4)    16.38  8 碓氷 朋也(5)    16.90
湖東小 日義小(A) 高森南小 岸野AC(A)

 9 古旗 一輝(5)    17.40
梓川小(B)

 4組 +0.6  1 湯澤 亮太(6)    14.84  2 湯本 夢将(6)    15.10  3 島﨑 拓弥(6)    15.49  4 小笠原弘昂(6)    15.52
中洲小 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗 中野 赤穂(A)

 5 中村 奈央(5)    15.56  6 白鳥 達也(4)    16.46  7 坪田 大河(5)    16.98  8 所澤 諒人(6)    17.13
ｺﾒｯﾄ波田( 水明AC(B) 明科かけっこｸ 諏訪ｼﾞｭﾆｱ

 9 渡辺 光星(5)    17.65
梓川小(A)

 5組 +1.6  1 伊沢 心(6)    14.92  2 青山 諒吾(6)    14.92  3 山田 雅士(6)    15.08  4 望月 冬馬(6)    15.46
南箕輪(A) 豊野東 大町西小 野岸AC

 5 田中 建伍(6)    15.89  6 後藤 瑞樹(6)    16.08  7 林 大輔(6)    16.25  8 上野 樹(5)    17.01
高島小 赤穂南 大町北小 望月AC



P. 1

_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成21年6月28日（日）
会場：県松本平広域公園

大会記録(GR)                  2:52.94 

箱山 陸人(6) 腰越JSC     2:58.35    3    1
ﾊｺﾔﾏ ﾘｸﾄ
水上優斗(6) 赤穂     3:05.55    3    2
ﾐｽﾞｶﾐ  ﾕｳﾄ
木津 智陽(6) 下諏訪北小     3:06.99    2    1
ｷﾂﾞ ﾁﾊﾙ
吉川 健成(6) 松川陸上     3:07.36    3    3
ﾖｼｶﾜｹﾝｾｲ
松木之衣(6) 川中島JRC     3:07.36    3    4
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ
薛 玄太郎(6) 北安松川小     3:07.89    1    1
ｾﾂ  ｹﾞﾝﾀﾛｳ
菅原 憲二(6) 中込     3:08.90    3    5
ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ
三浦 聖太郎(6) 梓川小     3:09.24    2    2
ﾐｳﾗ  ｼｮｳﾀﾛｳ
飯島 伸広(6) 下諏訪北小     3:09.27    2    3
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ
新井 一生(6) 佐久城山     3:09.34    2    4
ｱﾗｲ  ｶｽﾞｷ
関川 大悟(6) 伊那東     3:11.14    3    6
ｾｷｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ
北原 廉(6) 綿内少年野球ｸ     3:11.72    3    7
ｷﾀﾊﾗ  ﾚﾝ
高野拡美(6) 川中島JRC     3:11.79    2    5
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ
寺沢 宙(6) 豊丘     3:12.25    3    8
ﾃﾗｻﾜ  ｿﾗ
伊藤 祐朔(6) 腰越JSC     3:12.47    3    9
ｲﾄｳ ﾕｳｻｸ
田中 義紀(6) 鎌田小     3:12.80    2    6
ﾀﾅｶ ﾖｼｷ
丸山和輝(6) 川中島JRC     3:13.57    3   10
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ
大澤智樹(5) 赤穂     3:13.61    3   11
ｵｵｻﾜ  ﾄﾓｷ
関 颯人(6) 泉野小     3:13.72    2    7
ｾｷ ﾊﾔﾄ
高浦 雅寿(6) 下諏訪北小     3:14.45    1    2
ﾀｶｳﾗ ﾏｻﾄｼ
板橋 皓海(6) 玉川小     3:14.48    1    3
ｲﾀﾊﾞｼ ﾃﾙﾐ
川島 恵一(6) 会染小     3:15.75    2    8
ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ
熊谷 基希(6) 辰野南     3:16.22    3   12
ｸﾏｶﾞｲ  ﾓﾄｷ
小林 優矢(6) 腰越JSC     3:16.40    1    4
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ
宮沢 一彦(6) 長野市陸上教     3:16.40    2    9
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｶｽﾞﾋｺ
塩澤 耕大(6) ｲｲﾀﾞｯｼｭ     3:16.42    3   13
ｼｵｻﾞﾜｺｳﾀﾞｲ
由井 直樹(6) 川上第一     3:16.62    2   10
ﾕｲ ﾅｵｷ
三沢進祐(6) 鎌田小     3:17.77    1    5
ﾐｻﾜ ｼﾝｽｹ
市川 楓(5) 腰越JSC     3:17.96    1    6
ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ
小林海仁(5) 川中島JRC     3:18.84    3   14
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ
柳沢 充保(6) 腰越JSC     3:19.05    3   15
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾔｽ
深澤駿也(6) 川島     3:20.04    3   16
ﾌｶｻﾞﾜｼｭﾝﾔ
松下 湧登(6) 松川陸上     3:20.47    3   17
ﾏﾂｼﾀﾕｳﾄ
松倉 源帥(6) 白馬AC     3:20.76    1    7
ﾏﾂｸﾗ  ｹﾞﾝｾｲ
中村 祐太(5) 坂城JAC     3:21.76    2   11
ﾅﾀﾑﾗ  ﾕｳﾀ
草間 祐輝(6) 梓川小     3:21.90    2   12
ｸｻﾏ  ﾕｳｷ

36  1635

33  1885

34  1589

35  1357

30  1302

31  1038

32  1772

27  1080

28  1652

29  1041

24  1040

24  1280

26  1847

21  1747

22  1564

23  1776

18  1813

19  1744

20  1763

15  1039

16  1651

17  1300

12  1242

13  1301

14  1255

9  1707

10  1044

11  1801

6  1593

7  1110

8  1634

3  1708

4  1884

5  1299

順位 備考
1  1037

2  1812

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 組

タイムレース    男子            1000m           決勝      ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

藤森茂幸
竹内秀樹

2009/06/28 15:44

第26回長野県小学生陸上
主催：長野陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟・長野県教育委員会・安藤スポーツ食文化財団・信濃毎日新聞社
協賛：日清食品株式会社



P. 2

_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成21年6月28日（日）
会場：県松本平広域公園

タイムレース    男子            1000m           決勝      ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

藤森茂幸
竹内秀樹

2009/06/28 15:44

第26回長野県小学生陸上
主催：長野陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟・長野県教育委員会・安藤スポーツ食文化財団・信濃毎日新聞社
協賛：日清食品株式会社

岩松 敬賀(6) 青沼     3:23.05    1    8
ｲﾜﾏﾂ ｹｲｶﾞ
中村 建太(6) 更級     3:23.99    3   18
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ
林 幹太(5) 松川陸上     3:24.17    3   19
ﾊﾔｼｶﾝﾀ
大橋 勇心(6) 上松小     3:24.46    1    9
ｵｵﾊｼ ﾕｳｼﾝ
青柳 滉太(6) 洗馬小     3:24.74    1   10
ｱｵﾔｷﾞ ｺｳﾀ
伊藤 武玄(6) 菅野小     3:24.94    1   11
ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ
鎌田 和音(6) 野尻湖     3:25.28    2   13
ｶﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾈ
大塚 栄青(6) 白馬AC     3:25.68    1   12
ｵｵﾂｶ  ｴｲｾｲ
原 玲也(6) 洗馬小     3:25.78    1   13
ﾊﾗ ﾚｲﾔ
渡邊 基嗣(6) 岡山     3:26.04    2   14
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄﾂｸﾞ
中島 銀太(6) 木祖源流TC     3:26.68    1   14
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾞﾝﾀ
小林 諒汰(6) 腰越JSC     3:27.81    1   15
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
岩崎 真哉(5) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:32.51    1   16
ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ
石田 貴大(5) 信濃ｳｨﾝｸﾞ     3:34.46    1   17
ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
木田 元春(5) 信濃ｳｨﾝｸﾞ     3:34.74    2   15
ｷﾀﾞ  ﾓﾄﾊﾙ
今井 亮太(6) 軽井沢東部     3:34.93    1   18
ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ
酒井 亮太(5) 栗ｶﾞ丘     3:36.10    1   19
ｻｶｲ  ﾘｮｳﾀ
高見澤 匠(6) 南牧北AC     3:47.52    2   16
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾀｸﾐ
横須賀 翔太(6) 軽井沢中部    1 欠場
ﾖｺｽｶ ｼｮｳﾀ
工藤 司(6) 塩尻吉田小    2 欠場
ｸﾄﾞｳ ﾂｶｻ
田畑 嵩明(5) 川路小    2 欠場
ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ
宮崎 拓己(6) 浅科AC    2 欠場
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ
今井 海斗(6) 立科    2 欠場
ｲﾏｲ  ｶｲﾄ

 1547

 1197

 1862

 1094

53  1375

54  1143

 1025

50  1334

51  1333

52  1028

47  1539

48  1042

49  1336

44  1590

45  1558

46  1382

41  1559

42  1669

43  1231

38  1367

39  1886

40  1527

記録 組 順位 備考
37  1075

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名



開催日 平成21年6月28日（日） トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
男子  6/29  1組 +1.1  1 三室 温人(6)    14.27  2 大谷 一貴(6)    14.64  3 清水 恵太郎(6)    15.40  4 奥原 大輝(5)    15.75

高遠 安曇小 坂の上ｸﾗﾌﾞ 大野川小
 5 太田 紗久也(6)    16.22  6 大谷 祐希(6)    16.71  7 市川 竜(5)    16.84  8 小林 隼統(6)    18.03

芝沢小 更級 中込 中洲小
 9 市川 寛之(5)    19.08

昭和
 2組 +1.2  1 福嶋 涼太(6)    14.38  2 小林 凱人(6)    15.63  3 中川 景介(6)    16.00  4 羽毛田 将吾(6)    16.53

梓川小 戸狩 今井小 泉
 5 上田 燿太(6)    16.55  6 山極 智大(6)    16.99  7 芳野 飛鳥(6)    17.42  8 高見澤 綾太(6)    18.10

開田小 中塩田 中洲小 坂の上ｸﾗﾌﾞ
 9 千野 泰河(5)    19.40

飯山
 3組 +1.4  1 田中 絵人(6)    14.22  2 片桐 弘貴(6)    14.32  3 甕 慎伍(5)    15.48  4 芝田 好佑(6)    15.51

水明AC 七久保 三郷小 福島小
 5 牛山 駿(6)    16.08  6 桂川 達也(6)    16.43  7 土岐 真司(6)    18.00  8 岡澤 光起(5)    18.96

湖東小 本原 泰阜北 共和
 9 田中 光(5)    20.01

中込
 4組 +0.3  1 秋山和範(6)    13.65  2 中村 駿吾(6)    15.30  3 原田 太誠(6)    15.91  4 梅村 ｹﾝｼﾞ(6)    15.95

塩尻西小 更級 水明AC 飯島
 5 大原 隆也(6)    16.17  6 岡本 伸(6)    16.88  7 清水 敬太(6)    16.95  8 南雲 粋大(6)    17.76

今井小 泰阜北 富士見小 北信
 9 矢幡 信成(6)    18.40

中塩田
 5組 +0.8  1 赤堀 高暉(6)    13.82  2 内堀 連(6)    14.75  3 名取 穂高(6)    15.01  4 清水 凌(6)    15.56

梓川小 御代田北 金沢小 大町西小
 5 松本 雅也(6)    15.83  6 小山 稔生(5)    16.20  7 内山 裕智(5)    16.52  8 佐竹 秋馬(5)    19.11

三郷小 東っ子ｸﾗﾌﾞ 柏原 戸隠
赤坂 智也(6) 失格

辰野東
 6組 -0.3  1 袖山 慎二郎(6)    14.04  2 清澤 昂史(6)    14.97  3 福島 大成(6)    15.58  4 小日向 瑞希(6)    15.92

飯島 穂高北小 坂の上ｸﾗﾌﾞ 穂高北小
 5 佐藤 大地(6)    16.18  6 松下 優太(6)    16.92  7 桑原 太志(5)    17.40  8 鹿毛 真人(6)    20.95

東っ子ｸﾗﾌﾞ 高森南小 北信 中塩田
５年男子  6/29  1組 +0.8  1 三宅 浩生(5)    14.39  2 杉江 一希(5)    14.60  3 小幡 周平(5)    14.63  4 谷川  航輝(5)    14.71

三郷小 開智小 上松小 中川東
 5 大森 晃(5)    14.92  6 矢島 星也(5)    15.04  7 小林 蒼泉(5)    15.08  8 大井 工(5)    15.24

長野市陸上教 豊野東 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 坂の上ｸﾗﾌﾞ
藤本ジュニオル(5) 欠場

御代田南
 2組 -0.8  1 市脇 拓海(5)    15.12  2 盛次 陽介(5)    15.12  3 金沢 樹(5)    15.32  4 宮坂 智史(5)    15.34

ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗 御代田南 箕輪北 高島小
 5 荒井 俊哉(5)    15.48  6 佐藤 大虎(5)    15.90  7 宮澤 慧(5)    16.02 種山 翔太(5) 欠場

更埴陸上教 中野 青木 三郷小
原 佳汰(5) 欠場

清内路小

100m

順
位

順
位

順
位

順
位

80mH



開催日 平成21年6月28日（日） トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 3組 +2.8  1 塚田 隆文(5)    14.30  2 宮入 汰智(5)    14.48  3 中島 嘉活(5)    14.52  4 栗木 捷人(5)    14.69
三郷小 更埴陸上教 島内小 大豆島

 5 細山田 和貴(5)    14.79  6 舟波 育(5)    15.36  7 久保敷 昇悟(5)    15.38  8 鈴木 達也(5)    15.39
城下 城南小 山本小 長野市陸上教

 9 高橋 瞬(5)    15.73
坂の上ｸﾗﾌﾞ

 4組 +0.9  1 佐藤 巧実(5)    14.32  2 小林 勇也(5)    14.62  3 今別府 隆平(5)    14.74  4 寺平 優伊(5)    14.78
佐久市東 塩尻東小 更埴陸上教 中川東

 5 小澤 駿(5)    14.98  6 橋本 尚汰(5)    15.03  7 高橋 将太(5)    15.21  8 東方 海露(5)    15.45
小井川小 松川陸上 田口 城山

 5組 +1.3  1 浅原 隼風(5)    14.04  2 和田口 丈樹(5)    14.40  3 中沢 広野(5)    14.42  4 阿部 樹(5)    14.58
筑摩小 三岳小 坂城JAC 佐久西

 5 椚谷 和久(5)    14.64  6 橋爪  凱(5)    14.67  7 浅井 信弥(5)    15.82 橋詰 周一(5) 欠場
松川陸上 富県 小海 青木島

 6組 +0.2  1 近藤 裕哉(5)    13.81  2 久保田 拓(5)    14.55  3 斎木 純平(5)    14.70  4 大久保 和博(5)    14.71
浪合小 三水第一 北安松川小 豊科南小

 5 ﾊﾑﾘ楊聖歩(5)    14.74  6 上原大希(5)    14.76  7 渡邉 智大(5)    15.45  8 奥原 直道(5)    15.64
伊那 高瀬 上田東 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ

 7組 +0.3  1 増子 良平(5)    14.36  2 清水 陽(5)    14.78  3 上野 利槻(5)    14.91  4 中村 宗弘(5)    14.92
三郷小 川西 栗ｶﾞ丘 大町北小

 5 長谷川 直樹(5)    15.09  6 小池 康平(5)    15.10  7 宮入 瑠惟(5)    15.36  8 原 大晴(5)    15.54
滋野 本郷小 更級 川上第二

６年男子  6/29  1組 +0.5  1 松田 尚希(6)    13.73  2 川井 渓太(6)    13.92  3 中村 雅(6)    14.01  4 所河 北斗(6)    14.17
小井川小 上松小 塩尻東小 中沢

 5 六川 海里(6)    14.40  6 原 和輝(6)    14.40  7 中村 翔(6)    14.84  8 藤井 大(6)    14.85
本原 阿智第一小 祢津 牟礼陸上ｽﾎﾟ少

外谷 昌範(6) 欠場
柏原

 2組 +0.4  1 小根澤 克貴(6)    13.36  2 志賀ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(6)    13.66  3 園原 海都(6)    13.99  4 新村 廉(6)    14.32
中佐都 明北小 城南小 寿 小

 5 夏目 映人(6)    14.44  6 濱田 岬(6)    14.51  7 柳澤 海渡(6)    14.94  8 神戸 大貴(6)    15.03
三輪 西春近北 軽井沢東部 塩尻東小

 9 下田 佳輝(6)    15.11
篠ﾉ井西

 3組 +1.0  1 矢ｹ崎 祐介(6)    12.99  2 梅田 栄(6)    13.86  3 松村 慶大(6)    14.00  4 中澤 伸明(6)    14.12
塩尻東小 塩尻吉田小 ｲｲﾀﾞｯｼｭ 野沢

 5 宮澤 研人(6)    14.25  6 五味 龍彦(6)    14.45  7 竹林 康太(6)    14.45  8 今村 将伍(6)    14.58
伊那 本郷小 昭和 三輪

 9 土屋 京平(6)    14.79
軽井沢東部

 4組 +0.9  1 松橋 大夢(6)    12.82  2 山本 高之(6)    12.89  3 後藤 悠二(6)    14.00  4 小松 郁也(6)    14.27
ｽﾎﾟｺﾐ東北 開智小 上郷小 伊那東

 5 丸山 敦也(6)    14.27  6 森泉侑樹(6)    14.62  7 鶴田英佑(6)    14.66  8 池田 直矢(6)    14.90
三郷小 岩村田 川上第二 科野

 9 野口 将史(6)    15.73
戸狩

100m



開催日 平成21年6月28日（日） トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 5組 +0.3  1 古林 泰紀(6)    13.37  2 佐々木 凛太郎(6)    13.58  3 熊谷 諒平(6)    13.75  4 中畑 風哉(6)    14.15
本城小 望月AC 伊賀良小 大町西小

 5 濱 崚彦(6)    14.52  6 寺澤 和馬(6)    14.68  7 栗山 悠斗(6)    14.76  8 中村 一貴(6)    15.13
下諏訪南小 川辺 戸狩 更級

 6組 +0.8  1 伊藤 裕太(6)    13.67  2 小山 稜介(6)    13.74  3 山﨑 裕介(6)    14.15  4 伊藤 穂高(6)    14.18
北安松川小 坂城JAC 川西 辰野西

 5 宮島 拓斗(6)    14.32  6 関口 祐平(6)    14.57  7 長田 佑麻(6)    15.12 矢澤 佑斗(6) 欠場
筑摩小 中込 古牧 喬木陸上

 7組 +0.3  1 今井 大晃(6)    13.29  2 佐藤 薫(6)    13.45  3 坂井 圭吾(6)    13.51  4 松原 智哉(6)    14.17
宮川小 川中島 梓川小 山形小

 5 小田川 裕晃(6)    14.19  6 滝原 拓夢(6)    14.42  7 飯田 啓太(6)    14.82  8 青柳 郁生(6)    15.01
中込 本原 豊殿 ｽﾎﾟｺﾐ東北



開催日 平成21年6月28日（日） リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
男子  6/29  1組     1南箕輪(A) 有賀 順弥(6) 戸田 和輝(6) 唐澤 真三郎(6) 白鳥 翔大(6)       53.65

    2穂高南小 水上 諒(6) 鳴澤 良介(6) 押野 岳大(6) 中村 謙太(6)       56.75
    3北安松川小 藤澤 大輔(6) 小山 雄大(6) 中村 蒼(6) 青木 亮平(6)       57.10
    4中佐都 菊原 龍也(6) 茂原 啓浩(6) 佐藤 玖朋(6) 市村 勇弥(6)       58.88
    5旭町小 米本 賢世(6) 赤羽 将(6) 宮澤 隆介(6) 石田 展雅(6)       59.04
    6豊野東 石川 諒(6) 田子 慶太(6) 三ﾂ井 直仁(6) 三ﾂ井 佑斗(6)       59.52
    7浅科AC(B) 井出 詞音 福島 秀士 桜井 友寿 坂口 尚仁     1:00.80
    8諏訪ｼﾞｭﾆｱ 河西 一星(6) 御子柴 尚(6) 伊藤 佑(6) 若尾 悠大(6)     1:01.35
    9豊丘南小 壬生 和希(5) 稲葉 勇人(5) 鎌倉 翔斗(5) 島岡 佑弥(5)     1:07.54

 2組     1赤穂(A) 小木曽達郎(6) 紫芝裕貴(6) 石川来輝(6) 紫芝裕貴(6)       55.71
    2豊井 丸山 裕誠(6) 三ﾂ井春樹(6) 清野伊武貴(6) 若林 修平(6)       56.10
    3開明小(A) 田中 悠太郎(6) 杉本 涼(6) 矢口 裕也(6) 山田 浩希(6)       56.76
    4祢津ｸﾗﾌﾞ(A) 若林 太一(6) 春原 康佑(6) 小川 翼(6) 小林 優真(6)       58.48
    5豊科南小 丸山 裕史(6) 丸山 幹太(6) 熊井 輝(5) 佐野 稜介(6)       58.69
    6大町西小 栗林 辰紀(6) 長澤 龍佑(6) 和田 将弥(6) 芳村 健太(6)       58.78
    7田中小 岩本 雄大(5) 杉浦 光太郎(5) 小尾 雅(5) 小口 敬史(5)     1:00.25
    8南牧北AC 菊池 智大(6) 坂本 大五郎(6) 高見澤 幹(6) 雫田 佳希(6)     1:01.47
    9千曲東(B) 吉澤 知宏(5) 平林 秀斗(5) 平林 大弥(5) 島田 蒼太(5)     1:03.08

 3組     1浅科AC(A) 高橋 晟弥(6) 山浦 貫人(6) 保村 和司(6) 栁澤 匠(6)       52.89
    2両小野(A) 小野 峻(6) 小野 雄平(6) 小野 尭明(6) 高橋 郁翔(6)       57.23
    3千曲東(A) 松林 恵汰(6) 北村 浩也(6) 島田 泰良(6) 鈴木 健大(6)       58.19
    4木祖源流TC 秋山 晟(6) 永瀬 慎太郎(6) 奥谷 瑞貴(6) 戸田 雅己(6)       58.34
    5穂高北小 山﨑 拓哉(6) 傳刀 虎太郎(5) 遠藤 颯(6) 長崎 大悟(6)       58.62
    6美南ｶﾞ丘 丸山 僚介(6) 小林 慎(6) 山浦 寛俊(6) 澁谷 圭介(6)       59.25
    7祢津ｸﾗﾌﾞ(B) 唐沢 航希(5) 小林 速人(5) 滝沢 大智(5) 柳沢 拓実(5)       59.88
    8神明小 井上 誠也(6) 此田  滉(6) 鈴木 優斗(6) 伊藤 和輝(6)     1:01.52
    9西条 石川 達也(6) 佐藤 数馬(6) 宮本 虹輝(6) 松本 颯人(6)     1:03.48

 4組     1 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗 平松 崚(6) 名取 和希(6) 青柳 翔大(6) 中村 颯志(6)       55.33
    2大町東小 村田 永路(6) 曽根原 優輝(6) 麻田 陽太(6) 田中 大聖(6)       57.62
    3野岸AC 諸山 博人(6) 山本 賢(6) 山浦 裕紀(6) 永井 慎也(6)       57.74
    4高島小 雨宮 諒河(6) 石井 冬馬(6) 平島 昌太(6) 中村 龍士(6)       58.43
    5鎌田小 杉山 佑太(6) 桑田 明法(6) 宮下 駿(6) 由比ヶ濱 泰一(6)       58.70
    6北御牧ｸﾗﾌﾞ 野口 皇太(6) 岩下 航(6) 白川 寛太(6) 中沢 悟(6)       58.73
    7青木島 安達 祐人(6) 町田 大空(6) 倉嶌 雅也(6) 高橋 光(6)       59.80
    8長 柳澤 将貴(6) 佐藤 純人(6) 鈴木 靖也(6) 土屋 心都(6)     1:00.18

 5組     1飯島(A) 成澤 洸太郎(6) 宮下 雅也(6) 那須野 悠都(6) 箕浦 瑠星(6)       55.29
    2中野 望月 英輔(6) 海野 智嗣(6) 滝澤 太一(6) 成田 和真(6)       57.00
    3大町北小 黒田 啓之(5) 下川 一樹(6) 平林 裕葉(6) 青島 友輝(6)       57.34
    4豊科東小 塩田 雅人(6) 永田 望海(6) 深澤 亨太(6) 藤原 利章(6)       58.11
    5望月AC 大澤 達(5) 神田 優人(5) 櫻井 竣(6) 土屋 巧(5)       58.46
    6塩尻 渡邉 悠治(6) 北沢 俊樹(6) 中島 凱(6) 宮下 功己(6)       59.71
    7木島平北部 土屋 大樹(6) 横田 大知(6) 松井 冴斗(6) 宮島 魁人(6)     1:00.87
    8上郷小 中田 健太郎(5) 市岡 朋弥(5) 下山 剛史(5) 前田 修吾(5)     1:01.30

 6組     1水明AC 小林 知樹(6) 花里 翼(5) 佐藤 広和(6) 花岡 竜(6)       54.88
    2赤穂南 竹村 智也(6) 平澤 敬太(6) 澤上 怜央(6) 相馬 拳也(6)       55.80
    3中洲小 山田 零河(6) 濱 彰人(6) 中澤 翔(6) 田島 洋介(6)       56.22
    4本城小 並木 八雲(5) 飯田 涼太(6) 宮川 和輝(6) 滝澤 陽介(6)       58.57
    5八千穂 市川高喜(5) 小澤汰一(5) 井出恕也(5) 渡邉拓実(5)       59.73
    6豊科北小(A) 手塚凱斗(6) 山下紘永(6) 浅川渓人(5) 田尻和寛(6)       59.83
    7朝陽 金井涼輔(6) 北沢歩(6) 小林京士郎(6) 坂田稀久(6)     1:00.59
    8中込ｸﾗﾌﾞ 山岸 航太郎(5) 塩沢 陸(5) 宮沢 快門(5) 岡部 壮志(5)     1:01.70

競技者名１

4×100m

チーム名



開催日 平成21年6月28日（日） フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] 跳躍審判長  富松健夫
投擲審判長  伊藤利博

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
男子  6/29  1 丸山 優人(6)    1.26  2 松崎 巧(6)    1.26  3 赤羽 達也(5)    1.26  4 西澤 洸紀(6)    1.23

湖東小 島立小 辰野西 穂高南小
 5 安田 雄(6)    1.20  6 高橋 祐亮(6)    1.20  7 横山 裕軌(6)    1.20  7 斉藤 奨(6)    1.20

軽井沢中部 穂高北小 湖南小 白馬南小
 9 小澤 拓海(6)    1.15 10 中澤 誠弥(6)    1.15 10 古屋 直道(6)    1.15 12 降旗 稔貴(6)    1.15

四賀小 湖南小 穂高南小 芝沢小
12 村澤 任(6)    1.15 14 丸山 敢士(6)    1.10 14 和田 朋也(6)    1.10 14 百瀬 遼(6)    1.10

南部 青木 北安松川小 大町東小
14 月岡 健斗(5)    1.10 18 中嶋 誠(6)    1.10 18 樋口 祥真(6)    1.10 20 植田 浩崇(6)    1.10

北信 南部 富士見小 穂高南小
20 竹澤 祐紀(6)    1.10 22 原 大樹(6)    1.05 22 山口 拓海(6)    1.05 22 原 悠真(6)    1.05

南箕輪 梓川小 梓川小 梓川小
22 丸澤 尚矢(5)    1.05 22 石田 智輝(5)    1.05 22 清水 幸希(6)    1.05 28 鈴木 俊里(5)    1.05

島立小 明南小 南箕輪 泰阜北
29 奥灘 慎太郎(5)    1.00 29 依田 旭弘(6)    1.00 菊池 秀典(6) 記録なし

大野川小 南牧北AC 南牧北AC
男子  6/29  1組  1 小林 泰河(6)    4.31  2 豊島 啓太(6)    4.16  3 平澤 優斗(6)    4.03  4 宇佐美 貴大(6)    4.00

穂高西小    +1.0 中洲小    +1.6 泉野小    +0.3 大町南小    +0.2
 5 中村 亮介(5)    3.93  6 保坂 宙(6)    3.86  7 富山 敬登(6)    3.79  8 齋藤 遼也(6)    3.72

南部    +0.7 塩尻東小    +0.3 共和    +1.2 安曇小    -1.0
 9 春日 泰聖(6)    3.65 10 伝田 英郁(6)    3.64 11 西堀 和朗(6)    3.60 12 丸山 燦人(6)    3.57

泉台    -1.8 菅平    +1.7 三郷小    +0.2 高遠    +0.9
13 宮地 栄多(6)    3.55 14 三石 達也(6)    3.55 15 松本 翼(5)    3.51 16 池田 光希(6)    3.51

大桑小    +0.1 青沼    +0.1 中野    +1.5 岸野AC    +0.3
17 武藤 聖(6)    3.45 18 今村昴史(6)    3.41 19 大藤 郁人(6)    3.35 20 大平 翼生(5)    3.31

青沼    +0.9 三輪    +1.6 軽井沢中部    +1.9 富草小     0.0
21 中島 剛流(5)    3.31 22 永井春輝(6)    3.30 23 伊藤 鴻志郎(5)    3.28 24 篠田 治輝(5)    3.28

南牧南    +0.3 三輪    +0.7 附属長野    +0.4 上郷小    -1.0
25 高松 岳(5)    3.25 26 土屋 海翔(5)    3.24 27 渡邉哲也(5)    3.19 28 清水 靖弘(5)    3.11

開田小    -1.9 城山    +0.8 八千穂    -1.9 信州新町    -2.1
29 三輪航平(5)    3.04 森泉 郁哉(6) 欠場

森上     0.0 平根
 2組  1 清水 泰地(6)    5.18  2 春日 明日実(6)    4.61  3 中村 優斗(6)    4.32  4 倉石 大樹(6)    4.31

望月AC    +2.2 宮田    +2.8 戸狩    +1.2 三輪    +0.4
 5 清水 凛太郎(6)    4.24  6 吉沢 魁(6)    4.22  7 宮坂 涼太郎(6)    4.22  8 水間 空(6)    4.22

坂の上ｸﾗﾌﾞ    +1.2 下諏訪南小    +1.4 下諏訪南小    +0.9 高瀬    -0.6
 9 宮田 拓実(6)    4.17 10 野本 聖悟(6)    4.16 11 小山 智希(6)    4.16 12 丸山 翼(6)    4.15

朝日小    +1.9 三郷小    -0.6 ﾛﾃﾞｨｵ望月    +1.1 穂高南小    +0.4
13 間篠 隆司(6)    4.12 14 安藤 叶(6)    4.06 15 久保田 正吾(6)    4.03 16 宮坂 舜弥(6)    3.97

浅科AC    +0.7 大町南小    -1.1 朝日小    +1.9 泉野小    +0.8
17 内藤 友太(6)    3.92 18 野中 利安雅(6)    3.90 19 松本 隆仁(6)    3.89 20 森泉 郁哉(6)    3.87

福島小    +0.4 野沢    +1.1 ﾛﾃﾞｨｵ望月    +0.6 平根    -0.4
21 芦澤 豊(6)    3.71 22 所 聖也(6)    3.70 23 岩谷 謙(6)    3.69 24 横山 拓弥(6)    3.67

朝陽    +1.0 大岡    +0.6 昭和    +1.1 宮田    +0.1
25 宮内 翔(5)    3.65 26 熊谷 洸一(5)    3.45 27 伊藤 颯(6)    3.31 小金沢 夏輝(5) 記録なし

下久堅小    +1.8 上郷小    +1.2 富草小    +1.6 大町北小
浅井 聖也(6) 欠場 唐澤 大希(6) 欠場 宮田 俊太朗(6) 欠場

洗馬小 箕輪西 昭和

順
位

順
位

順
位

走高跳

走幅跳

順
位



開催日 平成21年6月28日（日） フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] 跳躍審判長  富松健夫
投擲審判長  伊藤利博

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

男子  6/29  1組  1 髙木 隆介(6)   55.75  2 西村 清剛(6)   53.88  3 永田 大雅(6)   52.97  4 田中 源(6)   52.82
島内小 長谷 大町東小 坂の上ｸﾗﾌﾞ

 5 榛葉 陽俊(6)   52.30  6 吉江 洲(6)   51.93  7 丸山 真弥(6)   51.76  8 高木 一道(6)   50.99
北安松川小 朝日小 豊井 島内小

 9 長瀬  真(6)   50.48 10 土肥 春樹(6)   50.31 11 村山 泉(6)   49.76 12 髙橋圭太(6)   49.65
高遠 西部AC 島内小 八千穂

13 宮下 大夢(6)   49.02 14 田中 智之(6)   48.44 15 由井 彩斗(6)   46.91 16 石畠京介(6)   46.14
高島小 野沢 川上第一 高瀬

17 飯田 寛希(6)   45.85 18 後藤 武蔵(5)   45.71 19 若林 知来(6)   44.74 20 渡辺稜介(5)   44.60
富士見小 西条 軽井沢中部 八千穂

21 瀧澤 翔吾(6)   44.21 22 堀 孝(5)   43.20 23 坂上 貴則(6)   42.18 24 高原 一浩(6)   41.83
共和 城山 千曲東 泰阜南小

25 中村 駿(5)   40.92 26 渡辺 南都(5)   40.59 27 小林 陸哉(6)   39.27 横川 光(5) 欠場
境小 城山 岡山 朝陽

並木 樹(6) 欠場 丸田 聖(6) 欠場
本城小 中野

 2組  1 矢澤 菊華(6)   72.73  2 平林 俊太(6)   69.77  3 塩原 英佑(6)   61.69  4 林 大雅(6)   61.65
伊那 広丘小 宗賀小 城南小

 5 伊藤 勇希(6)   60.68  6 黒沢 宗広(6)   59.67  7 大和 雅弘(6)   58.97  8 並木 樹(6)   58.93
田中小 切原 塩尻東小 本城小

 9 芳川 烈太(6)   58.38 10 佐々木勇介(6)   57.79 11 酒井 隼斗(6)   57.64 12 藤原 大翔(6)   57.07
木島平北部 八千穂 穂高南小 北安松川小

13 田中 茂樹(6)   57.05 14 清水隆聖(6)   56.76 15 佐藤 陸(6)   54.61 16 髙山 真吾(6)   54.21
大町南小 高瀬 片丘小 島内小

17 井出 将豊(6)   53.82 18 割田 豊和(6)   52.48 19 鈴木 崚矢(6)   52.24 20 村瀬 竣一(6)   51.85
臼田 豊井 川西 川西

21 徳田 涼介(5)   51.38 22 伊吹 虹輝(6)   51.26 23 小林 諒太(6)   49.78 24 上村悠索(6)   49.30
豊井 清内路小 富草小 中川西

25 吉澤 太聖(6)   49.21 26 宮津 和裕(6)   48.50 27 高野 友陽(5)   45.88 28 井上 宥希(6)   44.90
泰阜北 中野 豊井 青木島

29 宮崎 恭昭(6)   43.57 酒井 亮多(6) 欠場 吉村 崚(6) 欠場
阿智第一小 軽井沢中部 箕輪西

ﾎﾞｰﾙ投
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