
平成２２年度東筑摩群小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 下川泰秀
兼　第5回中信小学生陸上競技大会予選会 跳躍審判長 下川泰秀

投擲審判長 下川泰秀
【開催日】 平成２２年５月２２日 記録主任： 林喜久夫
【主催団体】 東筑陸上競技協会 決勝記録一覧表

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
 5/22 ５年男子  -1.0 五味 駿佑(5) 15.75 玉井 光(5) 15.87 井上 修斗(5) 16.53 百瀬 敦也(5) 16.81 二宮 郁也(5) 17.08 平井 貴大(5) 17.53 江森 拓(5) 17.67 松永 蓮汰(5) 18.55

100m 山形小 坂井小 山形小 山形小 山形小 山形小 麻績小学校 山形小
 5/22 ６年男子  -0.7 並木 八雲(6) 14.23 上條 大悟(6) 15.27 山邊 巽希(6) 15.40 伊東 直輝(6) 15.51 清水貴海(6) 15.63 桐山 偉吹(6) 15.67 若林 寿企(6) 16.21 三嶋 千貴(6) 16.29

100m 本城小 山形小 生坂 山形小 朝日小 坂北小 麻績小学校 生坂
 5/22 男子 太田 杜旺(6) 3:29.90 枝 銀雅(6) 3:32.48 島田大輝(6) 3:37.26 松實 優雅(5) 3:37.93 髙木 上総介(5) 3:38.31 小坂 京月(5) 3:42.31 寺島 伊吹(6) 3:42.59 中塚俊助(5) 3:47.54

1000m 坂北小 山形小 朝日小 山形小 山形小 山形小 生坂 朝日小
 5/22  +1.0 小林 夏輝(6) 15.71 鈴木紫穏(6) 16.93 市村和史(6) 17.26 小松 礼道(5) 19.87

80mH 本城小 朝日小 朝日小 麻績小学校
 5/22 増田 飛政(6) 3.67(+0.6) 宮澤 優斗(5) 3.36(+1.4) 鎌田 涼(5) 3.28(+1.1)

走幅跳 本城小 本城小 本城小
 5/22 塚原 雄一(6) 55.08 平林 海斗(6) 50.98 一之瀬 雅夫(6) 48.58 青木 大宙(6) 38.48 臼井 啓太(5) 37.04 奥垣内 崇史(5) 36.46 加藤 慧士(6) 35.88 沖田 大蔵(5) 34.31

ﾎﾞｰﾙ投 麻績小学校 生坂 本城小 麻績小学校 坂北小 山形小 生坂 麻績小学校
 5/22 麻績小学校(A)    1:02.33

4×100m 滝澤 健太(6)
宮崎 靖弘(6)
久保田 雄大(6)
塚原 裕樹(6)

 5/22 オープン男子  -0.2 市川 友喜(6) 16.31 藤澤 伊織(4) 17.29 嶋田 颯人(4) 17.67 吉原 慶悟 17.99 菅沼 直紘(4) 18.20 小山 恭慶(4) 19.36
100m 麻績小学校 本城小 坂北小 生坂 山形小 麻績小学校



平成２２年度東筑摩群小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 下川泰秀
兼　第5回中信小学生陸上競技大会予選会 跳躍審判長 下川泰秀

投擲審判長 下川泰秀
【開催日】 平成２２年５月２２日 記録主任： 林喜久夫
【主催団体】 東筑陸上競技協会 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
 5/22 混合男女 本城小     1:03.73 山形小(B)     1:05.03 朝日小(B)     1:08.15 朝日小(A)     1:08.18 山形小(A)     1:08.47 生坂     1:09.27 坂北小     1:09.39 麻績小学校(B)    1:10.57

4×100m 合庭 巴菜(4) 上條 のあ(4) 上條柚菜(4) 柳澤映里(4) 上條 寧々(4) 遠藤 あかね(4) 横山 愛実(5) 木藤 菜花(4)
関川 友葵(4) 高安 結衣(4) 中村朱里(4) 下田穂乃香(4) 上條 美蘭(4) 栁澤 美璃亜(4) 今井 美里(4) 宮下 伊織(4)
柳澤 翔太(4) 宮﨑 透真(4) 上條一成(4) 中村颯太(4) 山口 雄太(4) 瀬戸 空輝(4) 勝野 文崇(5) 三浦 涼太郎(4)
宮川 敏輝(4) 上田 桂悟(4) 中村 剛(4) 丸山 涼(4) 佐々木 良彰(4) 松田 佑恭(4) 平林 克磨(5) 峯村 竜冴(4)



開催日 平成２２年５月２２日 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 東筑陸協 [0] 競技会名 平成２２年度東筑摩群小学生陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [10200405] ﾄﾗｯｸ審判長  下川泰秀

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林喜久夫

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
５年男子  5/22 -1.0  1 五味 駿佑(5)    15.75  2 玉井 光(5)    15.87  3 井上 修斗(5)    16.53  4 百瀬 敦也(5)    16.81

山形小 坂井小 山形小 山形小
 5 二宮 郁也(5)    17.08  6 平井 貴大(5)    17.53  7 江森 拓(5)    17.67  8 松永 蓮汰(5)    18.55

山形小 山形小 麻績小学校 山形小
６年男子  5/22 -0.7  1 並木 八雲(6)    14.23  2 上條 大悟(6)    15.27  3 山邊 巽希(6)    15.40  4 伊東 直輝(6)    15.51

本城小 山形小 生坂 山形小
 5 清水貴海(6)    15.63  6 桐山 偉吹(6)    15.67  7 若林 寿企(6)    16.21  8 三嶋 千貴(6)    16.29

朝日小 坂北小 麻績小学校 生坂
男子  5/22  1 太田 杜旺(6)  3:29.90  2 枝 銀雅(6)  3:32.48  3 島田大輝(6)  3:37.26  4 松實 優雅(5)  3:37.93

坂北小 山形小 朝日小 山形小
 5 髙木 上総介(5)  3:38.31  6 小坂 京月(5)  3:42.31  7 寺島 伊吹(6)  3:42.59  8 中塚俊助(5)  3:47.54

山形小 山形小 生坂 朝日小
 9 北村 海人(6)  3:53.54 10 藤井 天良(6)  4:00.41 11 加瀬 弘和(5)  4:07.38 12 玉井 佑樹(5)  4:08.31

本城小 山形小 麻績小学校 坂井小
男子  5/22 +1.0  1 小林 夏輝(6)    15.71  2 鈴木紫穏(6)    16.93  3 市村和史(6)    17.26  4 小松 礼道(5)    19.87

本城小 朝日小 朝日小 麻績小学校
松島直也(5) 欠場

朝日小
オープン男子  5/22 -0.2  1 市川 友喜(6)    16.31  2 藤澤 伊織(4)    17.29  3 嶋田 颯人(4)    17.67  4 吉原 慶悟    17.99

麻績小学校 本城小 坂北小 生坂
 5 菅沼 直紘(4)    18.20  6 小山 恭慶(4)    19.36

山形小 麻績小学校
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開催日 平成２２年５月２２日 トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 東筑陸協 [0] 競技会名 平成２２年度東筑摩群小学生陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [10200405] ﾄﾗｯｸ審判長  下川泰秀

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林喜久夫

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
５年男子  5/22  1組 +1.1  1 五味 駿佑(5)    15.50  2 玉井 光(5)    15.63  3 平井 貴大(5)    17.12  4 江森 拓(5)    17.61

山形小 坂井小 山形小 麻績小学校
 5 塚原 悠久(5)    17.84 上條誠道(5) 欠場 松田 輝(5) 欠場

麻績小学校 朝日小 山形小
 2組 -0.4  1 井上 修斗(5)    16.53  2 百瀬 敦也(5)    16.55  3 二宮 郁也(5)    16.66  4 松永 蓮汰(5)    17.76

山形小 山形小 山形小 山形小
 5 川口 大輔(5)    17.87 筒井恒匡(5) 欠場

麻績小学校 朝日小
６年男子  5/22  1組 +0.2  1 並木 八雲(6)    14.20  2 伊東 直輝(6)    15.24  3 山邊 巽希(6)    15.33  4 清水貴海(6)    15.38

本城小 山形小 生坂 朝日小
 5 若林 寿企(6)    16.35

麻績小学校
 2組 -0.1  1 上條 大悟(6)    15.09  2 桐山 偉吹(6)    15.51  3 三嶋 千貴(6)    16.42  4 山中 湧生(6)    16.65

山形小 坂北小 生坂 山形小
 5 加久保 優平(6)    17.49

麻績小学校
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開催日 平成２２年５月２２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 東筑陸協 [0] 競技会名 平成２２年度東筑摩群小学生陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [10200405] 跳躍審判長  下川泰秀
投擲審判長  下川泰秀

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林喜久夫

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  5/22

男子  5/22  1 増田 飛政(6)    3.67  2 宮澤 優斗(5)    3.36  3 鎌田 涼(5)    3.28
本城小    +0.6 本城小    +1.4 本城小    +1.1

男子  5/22  1 塚原 雄一(6)   55.08  2 平林 海斗(6)   50.98  3 一之瀬 雅夫(6)   48.58  4 青木 大宙(6)   38.48
麻績小学校 生坂 本城小 麻績小学校

 5 臼井 啓太(5)   37.04  6 奥垣内 崇史(5)   36.46  7 加藤 慧士(6)   35.88  8 沖田 大蔵(5)   34.31
坂北小 山形小 生坂 麻績小学校

 9 三嶋 貴光(5)   32.45 10 前山 侑太郎(6)   31.74 11 小島 勘太(5)   29.00
生坂 本城小 麻績小学校
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