
予選 6月26日 11:00
決勝 6月26日 15:45

長野県小学生(ER)                12.27 近藤 裕也                    松川陸上ｸﾗﾌﾞ     2010/08/22  
大会記録(GR)                    13.63 

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -0.7

 1 木ﾉ内裕二(5)    14.85 1 山浦竜介(5)    14.31 q
ｷﾉｳﾁ ﾕｳｼﾞ 栗ｶﾞ丘 ﾔﾏｳｱﾗﾘｭｳｽｹ 岸野小

 2 宇佐美 彰規(5)    14.97 2 宮下 翼(5)    14.61 q
ｳｻﾐ ｱｷﾉﾘ 大町南小 ﾐﾔｼﾀ  ﾂﾊﾞｻ 長野市陸上教

 3 酒井 和馬(5)    14.98 3 池田 翔紀(5)    14.88 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 赤穂 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少

 4 西村 陽杜(5)    14.99 4 髙橋 和真(5)    15.21 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 二子小 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 川上第一小

 5 塚原 豊純(5)    15.07 5 古川 晴貴(5)    15.46 
ﾂｶﾊﾗ ﾄﾖｽﾞﾐ 洗馬小 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 南木曽小

 6 鳴澤 憲史朗(5)    15.15 6 岸田 佳祐(5)    15.53 
ﾅﾙｻﾜ ｹﾝｼﾛｳ 北御牧小 ｷｼﾀﾞ   ｹｲｽｹ 木島

 7 大崎 敦哉(5)    15.32 7 林 涼真(5)    15.77 
ｵｵｻｷ ｱﾂﾔ 祢津小 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 西箕輪AC

 8 山形 拓斗(5)    15.71 8 井上 和弥(5)    15.88 
ﾔﾏｶﾞﾀ  ﾀｸﾄ 佐久西小 ｲﾉｳｴ  ｶｽﾞﾔ 西条

 9 高見澤 杏太(5)    16.40 9 髙橋俊貴(5)    16.76 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｷｮｳﾀ 坂の上小 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ 田口小

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 -0.4

 1 藤澤 玲王(5)    14.91 1 大澤 優斗(5)    14.43 q
ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ 筑摩小 ｵｵｻﾜ ﾕｳﾄ 和田小

 2 中西 竜歩(5)    15.30 2 米山 諒(5)    14.63 q
ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 穂高西小 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 曽根 健太(5)    15.31 3 黒田 拓巳(5)    15.01 
ｿﾈ  ｹﾝﾀ 長野市陸上教 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 芳川小

 4 上條 友暉(5)    15.34 4 高野 然(5)    15.01 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 豊科東小 ﾀｶﾉ  ｾﾞﾝ 長野市陸上教

 5 栗林 雄大(5)    15.36 5 小山 隼平(5)    15.03 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 大町南小 ｺﾔﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 青木小

 6 大野 輝(5)    15.43 6 菊池 岳仁(5)    15.08 
ｵｵﾉ ﾋｶﾙ 伊賀良小 ｷｸﾁ ﾀｹﾄ 原小

 7 込山 優助(5)    16.03 7 天野 羅意(5)    15.18 
ｺﾐﾔﾏ  ﾕｳｽｹ 青木島 ｱﾏﾉﾗｲ 飯島

 8 林 俊輔(5)    16.09 8 小野沢 侑也(5)    15.31 
ﾊﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 川上第二小 ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ
飯沼 透也(5) 9 上原怜央(5)    16.00 
ｲｲﾇﾏ ﾄｳﾔ 辰野西 ｳｴﾊﾗ ﾚｵ 田口小

[ 5組] 風速 +0.5 [ 6組] 風速 -1.9

 1 野沢 佳祐(5)    14.56 q 1 松原 聖将(5)    14.95 
ﾉｻﾞﾜ  ｹｲｽｹ 長野市陸上教 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町西小

 2 工藤敢太(5)    14.71 q 2 林 鴻佑(5)    15.25 
ｸﾄﾞｳｶﾝﾀ 泉小 ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 開智小

 3 小池 諒(5)    14.81 3 近藤 恵哉(5)    15.27 
ｺｲｹ ﾘｮｳ 開智小 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 土屋  優輝(5)    15.18 4 雲村 義則(5)    15.61 
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 篠ﾉ井西 ｸﾓﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 小諸東小

 5 浅川 瞬希(5)    15.53 5 藤森 暖生(5)    15.73 
ｱｻｶﾜ ｼｭﾝｷ 佐久中央小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 湖南小

 6 柳澤 一希(5)    15.55 6 中村 剛(5)    15.83 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 中込小 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 朝日小

 7 菊池 秀太(5)    15.76 7 酒井 智将(5)    16.03 
ｷｸﾁ ｼｭｳﾀ 下諏訪南小 ｻｶｲ ﾄﾓﾏｻ 西春近北

 8 西川 清志(5)    15.89 8 田島 世雅(5)    16.33 
ﾆｼｶﾜ ｷﾖｼ 通明 ﾀｼﾞﾏ ｾｲｶﾞ 通明
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[ 7組] 風速 -1.7

 1 笹川 浩輔(5)    14.50 q
ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 木祖源流TC

 2 花岡 優志(5)    14.72 q
ﾊﾅｵｶ ﾕｳｼﾞ 下諏訪北小

 3 酒井 陸(5)    14.86 
ｻｶｲ ﾘｸ 更埴陸上教

 4 市澤 文太(5)    14.94 
ｲﾁｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀ 会染小

 5 中原 崚(5)    15.08 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ 豊丘南小

 6 山岸 駿莉(5)    15.37 
ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭﾘ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 7 阿部 惟吹(5)    15.64 
ｱﾍﾞ  ｲﾌﾞｷ 佐久西小

 8 渡辺 愼(5)    16.13 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 長地小

風速 -0.7

 1 山浦竜介(5)    13.99 
ﾔﾏｳｱﾗﾘｭｳｽｹ 岸野小

 2 大澤 優斗(5)    14.20 
ｵｵｻﾜ ﾕｳﾄ 和田小

 3 宮下 翼(5)    14.47 
ﾐﾔｼﾀ  ﾂﾊﾞｻ 長野市陸上教

 4 野沢 佳祐(5)    14.54 
ﾉｻﾞﾜ  ｹｲｽｹ 長野市陸上教

 5 米山 諒(5)    14.64 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 6 花岡 優志(5)    14.69 
ﾊﾅｵｶ ﾕｳｼﾞ 下諏訪北小

 7 笹川 浩輔(5)    14.69 
ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 木祖源流TC

 8 工藤敢太(5)    14.85 
ｸﾄﾞｳｶﾝﾀ 泉小
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予選 6月26日 11:25
決勝 6月26日 15:50

長野県小学生(ER)                12.27 近藤 裕也                    松川陸上ｸﾗﾌﾞ     2010/08/22  
大会記録(GR)                    12.46 

[ 1組] 風速 -3.1 [ 2組] 風速 -1.1

 1 寺島 魁人(6)    13.52 q 1 長谷部 大成(6)    13.81 
ﾃﾗｼﾏ ｶｲﾄ 北安松川小 ﾊｾﾍﾞ ﾀｲｾｲ 松尾小

 2 佐藤 孝紀(6)    14.07 2 三村 泰輝(6)    14.02 
ｻﾄｳ   ｺｳｷ 木島 ﾐﾑﾗ ﾀｲｷ 開明小

 3 鶴田 優斗(6)    14.33 3 飯塚 涼平(6)    14.60 
ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 森上 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ 下諏訪南小

 4 向山 慎太郎(6)    14.54 4 蝦名 李音(6)    14.60 
ﾑｶｲﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 箕輪西 ｴﾋﾞﾅ ﾘｵ 附属松本小

 5 藤綱 和仁(6)    14.83 5 西澤 航平(6)    14.75 
ﾌｼﾞﾂﾅ ｶｽﾞﾄ 中塩田小 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 吉田小

 6 齋藤 ｵﾘｵﾝ 流(6)    14.83 6 宮原 理駆人(6)    14.99 
ｻｲﾄｳ ｵﾘｵﾝ ﾘｭｳ 寿小 ﾐﾔﾊﾗ ﾘｸﾄ 戸上ｼﾞｭﾆｱ

 7 岡村 崚平(6)    15.02 7 大井 柊(6)    15.14 
ｵｶﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 穂高南小 ｵｵｲ ｼｭｳ 小海小

 8 龍野 京太(6)    15.43 今村 美友(6)
ﾀﾂﾉ ｹｲﾀ 三水第一 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾕｳ 座光寺小

 9 北澤 海人(6)    16.18 髙澤 健(6)
ｷﾀｻﾞﾜ  ｶｲﾄ 青木島 ﾀｶｻﾜ  ﾀｹﾙ 木島

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 +0.1

 1 小林 真陽(6)    13.43 q 1 鳥羽 晃平(6)    13.07 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾀｶ 座光寺小 ﾄﾊﾞ ｺｳﾍｲ 通明

 2 大倉 春輝(6)    13.72 2 梅田 隼人(6)    13.34 q
ｵｵｸﾗ ﾊﾙｷ 大町北小 ｳﾒﾀﾞ  ﾊﾔﾄ T&F佐久平

 3 小池 直樹(6)    14.00 3 大澤 涼(6)    13.97 
ｺｲｹ ﾅｵｷ 東伊那 ｵｵｻﾜ ﾘｮｳ 下諏訪南小

 4 峯村 希望(6)    14.39 4 深谷 文太(6)    14.34 
ﾐﾈﾑﾗ  ﾉｿﾞﾐ 小川 ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 大町北小

 5 内田 祐介(6)    14.52 5 丸山 敬太(6)    14.38 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ 三郷小 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 岩村田AC

 6 丸山 眞人(6)    14.64 6 柏木 康煕(6)    14.76 
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｺﾄ 湖東小 ｶｼﾜｷﾞ ｺｳｷ 美南ｶﾞ丘小

 7 永井 蒼大(6)    14.81 7 西村 武登(6)    14.78 
ﾅｶﾞｲ  ｿｳﾀﾞｲ 西条 ﾆｼﾑﾗ  ﾀｹﾄ 長野市陸上教

 8 佐藤 優天(6)    15.63 8 毛見 彰吾(6)    15.04 
ｻﾄｳ   ﾕｳｱ 木島 ｹﾐ ｼｮｳｺﾞ 御代田南小

 9 内山 力哉(6)    15.73 9 上原 聖貴(6)    15.20 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 南部 ｳｴﾊﾗ ﾏｻｷ 戸狩

[ 5組] 風速 -3.3 [ 6組] 風速 +0.2

 1 園原 昇汰(6)    13.21 q 1 中林 嵩弥(6)    13.33 q
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智村RC ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 湖東小

 2 傘木 康介(6)    14.00 2 駒澤 遼大(6)    13.54 
ｶｻｷﾞ ｺｳｽｹ 上田南小 ｺﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 大町北小

 3 和田 正仕(6)    14.14 3 赤尾 理玖(6)    14.10 
ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 伊那 ｱｶｵ  ﾘｸ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 小島 空(6)    14.17 4 佐原 尚門(6)    14.20 
ｺｼﾞﾏ ｿﾗ ｺﾒｯﾄ波田 ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ 梓川小

 5 羽生 瑞紀(6)    14.46 5 花塚 圭汰(6)    14.58 
ﾊﾆｳ ﾐｽﾞｷ 坂北小 ﾊﾅﾂﾞｶ ｹｲﾀ 八坂小

 6 宮之上 尚輝(6)    14.86 6 中澤 圭吾(6)    14.82 
ﾐﾔﾉｳｴ ﾅｵｷ 上田西小 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｺﾞ 更埴陸上教

 7 志富優人(6)    14.90 7 原 眞尋(6)    15.05 
ｼﾄﾐ ﾏｻﾄ 田口小 ﾊﾗ ﾏﾋﾛ 川上第二小

 8 中島 拓朗(6)    15.28 8 篠原駿(6)    15.31 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ 大桑小 ｼﾉﾊﾗｼｭﾝ 岸野小
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[ 7組] 風速 -1.1

 1 桑原 圭都(6)    13.53 q
ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ 更埴陸上教

 2 木下 博貴(6)    13.54 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 中上 皓太(6)    13.64 
ﾅｶｶﾞﾐ ｺｳﾀ 東春近

 4 曽根原 賢(6)    13.69 
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 赤穗南

 5 品川 直輝(6)    13.72 
ｼﾅｶﾞﾜ ﾅｵｷ 豊平小

 6 中村 優(6)    14.50 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 美南ｶﾞ丘小

 7 油井 紫苑(6)    14.98 
ﾕｲ ｼｵﾝ 川上第一小

 8 清水 隆哉(6)    15.21 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 御代田南小

風速 +0.3

 1 鳥羽 晃平(6)    13.10 
ﾄﾊﾞ ｺｳﾍｲ 通明

 2 寺島 魁人(6)    13.23 
ﾃﾗｼﾏ ｶｲﾄ 北安松川小

 3 園原 昇汰(6)    13.24 
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智村RC

 4 中林 嵩弥(6)    13.34 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 湖東小

 5 梅田 隼人(6)    13.44 
ｳﾒﾀﾞ  ﾊﾔﾄ T&F佐久平

 6 桑原 圭都(6)    13.53 
ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ 更埴陸上教

 7 小林 真陽(6)    13.53 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾀｶ 座光寺小

 8 木下 博貴(6)    13.66 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 9 駒澤 遼大(6)    13.74 
ｺﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 大町北小

氏  名 所属名 記録／備考
5  1245

6  1848
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8  1876

2  1848



決勝 6月26日 14:30

長野県小学生(ER)              2:52.94 大久保　賢志                 真田クラブ       2005/06/25  
大会記録(GR)                  2:52.94 

[ 1組] [ 2組]

 1 丸山 幸輝(6)  3:10.97 1 甘利 大祐(6)  3:12.25 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 川中島JRC ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ 北御牧小

 2 前島 陸哉(6)  3:13.19 2 清水 拓斗(6)  3:12.54 
ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 米沢小 ｼﾐｽﾞ  ﾀｸﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

 3 児玉 拓矢(6)  3:18.65 3 竹村 友雅(6)  3:15.15 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 城南小 ﾀｹﾑﾗ  ﾕｳｶﾞ 長野市陸上教

 4 中谷 雄飛(6)  3:19.10 4 白川 大地(5)  3:15.91 
ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 下諏訪南小 ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 東伊那

 5 小林 拓登(6)  3:19.38 5 工藤 士穂(6)  3:16.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 長小 ｸﾄﾞｳ ｱｷﾎ 中込小

 6 岡崎 滉平(6)  3:21.44 6 清沢 一真(6)  3:17.14 
ｵｶｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 中洲小 ｷﾖｻﾜ ｶｽﾞﾏ 白馬AC

 7 志水口 隆史(5)  3:21.79 7 村岡 拓人(6)  3:17.58 
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｶｼ 下諏訪南小 ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾄ ｺﾒｯﾄ波田

 8 若林 雅也(5)  3:23.20 8 新倉 佑輔(5)  3:20.52 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 南部 ｱﾗｸﾗ ﾕｳｽｹ 洗馬小

 9 重田圭祐(6)  3:24.16 9 園原 悠平(6)  3:20.88 
ｼｹﾞﾀｹｲｽｹ 岸野小 ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智村RC

10 緒方 希一(6)  3:25.08 10 松村 優作(6)  3:21.24 
ｵｶﾞﾀ  ｷｲﾁ 小川 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｻｸ 軽井沢中部小

11 中原 徹哉(5)  3:25.27 11 外山 巧(6)  3:21.31 
ﾅｶﾊﾗ  ﾃﾂﾔ 高遠 ﾄﾔﾏ ﾀｸﾐ 三水第一

12 渋沢 郁未(5)  3:26.75 12 長原 治玄(6)  3:22.10 
ｼﾌﾞｻﾜ ｲｸﾐ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少 ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ 篠ﾉ井西

13 若林 亮冶(5)  3:29.48 13 寺尾 昴(5)  3:23.17 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 上田JSC ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ 腰越JSC

14 河野 優希(6)  3:29.83 14 宮崎 樹(6)  3:25.41 
ｺｳﾉ ﾕｳｷ 島内小 ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾂｷ 大町西小

15 荻原 慧(6)  3:30.47 15 東 法道(5)  3:26.57 
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 坂の上小 ｱｽﾞﾏ ﾎｳﾄﾞｳ ｽﾎﾟｺﾐ東北

16 吉田 航(6)  3:30.57 16 小宮山 達也(5)  3:28.90 
ﾖｼﾀﾞ  ﾜﾀﾙ 小川 ｺﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 坂城JAC

17 北沢 圭翔(6)  3:30.63 17 丸橋佑二(6)  3:32.37 
ｷﾀｻﾞﾜ  ｹｲﾄ 青木島 ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｼﾞ 佐久市立東小

18 藤澤 拓(6)  3:36.13 18 滝澤 拓輝(6)  3:34.35 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｸ 城山 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 東伊那

19 阿藤 紘己(5)  3:56.11 19 上野 雅明(6)  3:35.68 
ｱﾄｳ  ﾋﾛｷ 坂城JAC ｳｴﾉ ﾏｻｱｷ 塩尻東小
小池 寿輝(6) 宮原 伶児(6)
ｺｲｹ ﾏｻｷ 開智小 ﾐﾔﾊﾗ ﾚｲｼﾞ 開明小

1  1648
欠場

10  1826

12  1538

2  1241

13  1038

6  1578

15  1351

16  1234

18  1145

11  1032

19  1266

7  1556

3  1850

4  1825

20  1611

5  1627
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[ 3組]

 1 高木 航志(6)  3:01.60 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 腰越JSC

 2 保倉 敏樹(6)  3:08.42 
ﾎｸﾗ ﾄｼｷ 川中島JRC

 3 桐生 大智(6)  3:09.10 
ｷﾘｭｳ ﾀｲﾁ 松尾小

 4 満沢 辰祥(6)  3:09.41 
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀﾂﾖｼ 七久保

 5 林 雅人(6)  3:10.76 
ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 川上第二小

 6 田中 優太(6)  3:11.88 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 赤穂

 7 大屋 忠士(6)  3:13.26 
ｵｵﾔ  ﾀﾀﾞｼ 森上

 8 松井 開人(6)  3:13.86 
ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 大町東小

 9 笹沢 健司(6)  3:14.10 
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 腰越JSC

10 松下 哲也(6)  3:14.43 
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

11 松尾 拓樹(5)  3:17.07 
ﾏﾂｵ ﾋﾛｷ 上松小

12 古川 竜大(6)  3:18.24 
ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳﾀ 豊科東小

13 田中 太玖斗(6)  3:19.08 
ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ 小諸東小

14 千国 友彦(6)  3:19.74 
ﾁｸﾆ ﾄﾓﾋｺ 小谷小

15 宮内 斗輝(5)  3:20.57 
ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

16 伊藤 大地(6)  3:21.53 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 洗馬小

17 山口 蓮(6)  3:21.84 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝ 大町北小

18 代田 直也(6)  3:22.17 
ｼﾛﾀ ﾅｵﾔ 上郷小

19 中村 怜輝(6)  3:23.33 
ﾅｶﾑﾗ ﾚｷ 腰越JSC

20 郷津 知哉(5)  3:26.99 
ｺﾞｳｽﾞ ﾄﾓﾔ 白馬AC

20  1146

3  1610

11  1607

12  1891

1  1879

4  1555

19  1056

7  1562

6  1512

10  1491

8  1144

15  1878

16  1296

9  1581

5  1082

14  1818

2  1889

17  1830

18  1143

13  1232
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1000m



   1 高木 航志(6) 腰越JSC    3:01.60  3  1
   2 保倉 敏樹(6) 川中島JRC    3:08.42  3  2
   3 桐生 大智(6) 松尾小    3:09.10  3  3
   4 満沢 辰祥(6) 七久保    3:09.41  3  4
   5 林 雅人(6) 川上第二小    3:10.76  3  5
   6 丸山 幸輝(6) 川中島JRC    3:10.97  1  1
   7 田中 優太(6) 赤穂    3:11.88  3  6
   8 甘利 大祐(6) 北御牧小    3:12.25  2  1
   9 清水 拓斗(6) 真田ｸﾗﾌﾞ    3:12.54  2  2
  10 前島 陸哉(6) 米沢小    3:13.19  1  2
  11 大屋 忠士(6) 森上    3:13.26  3  7
  12 松井 開人(6) 大町東小    3:13.86  3  8
  13 笹沢 健司(6) 腰越JSC    3:14.10  3  9
  14 松下 哲也(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    3:14.43  3 10
  15 竹村 友雅(6) 長野市陸上教    3:15.15  2  3
  16 白川 大地(5) 東伊那    3:15.91  2  4
  17 工藤 士穂(6) 中込小    3:16.38  2  5
  18 松尾 拓樹(5) 上松小    3:17.07  3 11
  19 清沢 一真(6) 白馬AC    3:17.14  2  6
  20 村岡 拓人(6) ｺﾒｯﾄ波田    3:17.58  2  7
  21 古川 竜大(6) 豊科東小    3:18.24  3 12
  22 児玉 拓矢(6) 城南小    3:18.65  1  3
  23 田中 太玖斗(6) 小諸東小    3:19.08  3 13
  24 中谷 雄飛(6) 下諏訪南小    3:19.10  1  4
  25 小林 拓登(6) 長小    3:19.38  1  5
  26 千国 友彦(6) 小谷小    3:19.74  3 14
  27 新倉 佑輔(5) 洗馬小    3:20.52  2  8
  28 宮内 斗輝(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    3:20.57  3 15
  29 園原 悠平(6) 阿智村RC    3:20.88  2  9
  30 松村 優作(6) 軽井沢中部小    3:21.24  2 10
  31 外山 巧(6) 三水第一    3:21.31  2 11
  32 岡崎 滉平(6) 中洲小    3:21.44  1  6
  33 伊藤 大地(6) 洗馬小    3:21.53  3 16
  34 志水口 隆史(5) 下諏訪南小    3:21.79  1  7
  35 山口 蓮(6) 大町北小    3:21.84  3 17
  36 長原 治玄(6) 篠ﾉ井西    3:22.10  2 12
  37 代田 直也(6) 上郷小    3:22.17  3 18
  38 寺尾 昴(5) 腰越JSC    3:23.17  2 13
  39 若林 雅也(5) 南部    3:23.20  1  8
  40 中村 怜輝(6) 腰越JSC    3:23.33  3 19
  41 重田圭祐(6) 岸野小    3:24.16  1  9
  42 緒方 希一(6) 小川    3:25.08  1 10
  43 中原 徹哉(5) 高遠    3:25.27  1 11
  44 宮崎 樹(6) 大町西小    3:25.41  2 14
  45 東 法道(5) ｽﾎﾟｺﾐ東北    3:26.57  2 15
  46 渋沢 郁未(5) 牟礼陸上ｽﾎﾟ少    3:26.75  1 12
  47 郷津 知哉(5) 白馬AC    3:26.99  3 20
  48 小宮山 達也(5) 坂城JAC    3:28.90  2 16
  49 若林 亮冶(5) 上田JSC    3:29.48  1 13
  50 河野 優希(6) 島内小    3:29.83  1 14
  51 荻原 慧(6) 坂の上小    3:30.47  1 15
  52 吉田 航(6) 小川    3:30.57  1 16
  53 北沢 圭翔(6) 青木島    3:30.63  1 17
  54 丸橋佑二(6) 佐久市立東小    3:32.37  2 17
  55 滝澤 拓輝(6) 東伊那    3:34.35  2 18
  56 上野 雅明(6) 塩尻東小    3:35.68  2 19
  57 藤澤 拓(6) 城山    3:36.13  1 18
  58 阿藤 紘己(5) 坂城JAC    3:56.11  1 19
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予選 6月26日 13:05
決勝 6月26日 16:10

長野県小学生(ER)                51.61 小井川クラブ                                  1987        
（竹本・沢井・小岩井・小口）

大会記録(GR)                    52.52 

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 高島小  1717 中村 謙士(6)    54.42 q 1  1 浅科AC 1089 須田竜矢(5)    55.97 q

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ｽﾀﾞﾘｭｳﾔ
 1716 外川 太一(6) 1086 金田弦樹(6)

ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ ｶﾈﾀﾞｹﾞﾝｷ
 1718 藤森 光星(6) 1087 高橋颯佑(5)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳｾｲ ﾀｶﾊｼｿｳｽｹ
 1715 白井 裕介(6) 1088 佐藤ｻﾗｦ(6)

ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ ｻﾄｳｻﾗｦ
 2   5 南箕輪(C)  1783 清水 丈(6)    56.34 q 2  3 望月AC(A) 1129 中澤 飛雅(6)    56.41 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜC ｼﾐｽﾞ ｼﾞｮｳ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ﾅｶｻﾞﾜ ﾋｭｳｶﾞ
 1784 代田 寛稀(6) 1125 常田 紀幸(6)

ｼﾛﾀ ﾄﾓｷ ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ
 1780 伊沢 快(6) 1127 菅沢 晴樹(5)

ｲｻﾜ ｶｲ ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ
 1781 伊藤 諒(6) 1121 伊藤 司能(6)

ｲﾄｳ ﾘｮｳ ｲﾄｳ ｼﾉ
 3   6 下久堅小  1861 青島 政典(6)    57.52 3  6 水明AC(A) 1059 黒坂 智也(6)    56.64 

ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ ｱｵｼﾏ ﾏｻﾉﾘ ｽｲﾒｲACA ｸﾛｻｶ ﾄﾓﾔ
 1858 井上 勇哉(6) 1057 荻原 大成(6)

ｲﾉｳｴ ﾕｳﾔ ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｲｾｲ
 1859 秦 翔(6) 1061 小林 悠真(6)

ﾊﾀ ｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ
 1860 三石 智也(6) 1069 白鳥 怜(6)

ﾐﾂｲｼ ﾄﾓﾔ ｼﾗﾄﾘ ﾚﾝ
 4   3 中佐都小  1099 大久保 野柊琉(6)    59.58 4  5 長地小 1734 小山 竜司(6)    56.71 

ﾅｶｻﾄｼｮｳ ｵｵｸﾎﾞ  ﾉｴﾙ ｵｻﾁｼｮｳ ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ
 1095 玉置 智(6) 1739 山田 敬太(6)

ﾀﾏｵｷ  ｻﾄﾙ ﾔﾏﾀﾞ ｹｲﾀ
 1098 浅野 詠希(6) 1737 鳴海 裕斗(6)

ｱｻﾉ  ｴｲｷ ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ
 1100 鈴木 涼斗(6) 1738 船城 聡史(6)

ｽｽﾞｷ  ﾘｮｳﾄ ﾌﾅｷ ｻﾄｼ
 5   4 望月AC(B)  1122 高橋 涼(5)    59.87 5  2 筑摩小 1665 深澤 完太(6)    58.66 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ ﾂｶﾏｼｮｳ ﾌｶｻﾞﾜ ｶﾝﾀ
 1128 中村 郁弥(6) 1667 島藤 和也(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ ｼﾏﾄｳ ｶｽﾞﾔ
 1123 山浦 渓斗(5) 1666 坪田 修吾(6)

ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ ﾂﾎﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ
 1130 片桐 歩稀(6) 1668 竹内 匡(6)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ ﾀｹｳﾁ ｷｮｳ
 6   8 篠ﾉ井西  1237 倉田 昂(6)  1:01.06 6  4 宗賀小 1550 塩原 武蔵(5)  1:00.31 

ｼﾉﾉｲﾆｼ ｸﾗﾀ ｱｷﾗ ｿｳｶﾞｼｮｳ ｼｵﾊﾗ ﾑｻｼ
 1236 下平 啓太(6) 1551 望月 直輝(5)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｹｲﾀ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｵｷ
 1239 甲田 拡晴(6) 1549 牛山 裕也(5)

ｺｳﾀﾞ ﾋﾛﾊﾙ ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾔ
 1238 羽生 智哉(6) 1552 柳沢 直生(5)

ﾊﾆｭｳ ﾄﾓﾔ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ
 7   9 大町北小  1602 松澤 渓(5)  1:01.20 7  9 小諸東小(B) 1051 若林 優之(5)  1:00.82 

ｵｵﾏﾁｷﾀｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳB ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ
 1603 高橋 一輝(5) 1049 高橋 健亮(5)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ ﾀｶﾊｼ ｹﾝｽｹ
 1604 畠山 龍大(5) 1053 清水 翔真(5)

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾏ
 1605 牧元 渓太(5) 1055 田村 裕(5)

ﾏｷﾓﾄ ｹｲﾀ ﾀﾑﾗ ﾕｳ
 8   1 大町東小(B)  1592 飯森 雄生(6)  1:01.29 8  8 穂高南小 1481 遠藤 樹(5)  1:01.67 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳB ｲｲﾓﾘ ﾕｳｾｲ ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ ｴﾝﾄﾞｳｲﾂﾞｷ
 1589 原 幸輝(6) 1479 矢野 将也(5)

ﾊﾗ ｺｳｷ ﾔﾉﾏｻﾔ
 1590 太田 湧也(6) 1480 寺嶋 将希(5)

ｵｵﾀ ﾕｳﾔ ﾃﾗｼﾏﾏｻｷ
 1591 永田  裕汰(6) 1482 矢野 誠也(5)

ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾀ ﾔﾉｾｲﾔ
 9   7 南牧南小  1105 菊池 歩(6)  1:05.81  7 米沢小 1757 溝口 翔太(6)

ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ ｷｸﾁ ｱﾕﾑ ﾖﾈｻﾞﾜｼｮｳ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 失格
 1111 今井 隼人(6) 1753 近藤 雅也(6) T1

ｲﾏｲ ﾊﾔﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 1110 黒岩 大紀(6) 1752 奥出 健一(6)

ｸﾛｲﾜ ﾋﾛｷ ｵｸﾃﾞ ｹﾝｲﾁ
 1106 吉澤 瑛輔(6) 1755 樋口 達哉(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ｴｲｽｹ ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

小学男子

4×100m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  1883 寺澤 龍吾(6)    52.19 q 1  3 大町西小 1573 川上 浩弥(6)    56.23 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾃﾗｻﾜ ﾘｭｳｺﾞ 大会新 ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾔ
 1881 米澤 和真(6) 1574 伊藤 拓海(6)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 1882 松崎 健悟(6) 1575 松原 洸介(6)

ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ
 1880 近藤 雅哉(6) 1576 赤羽 龍汰(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ ｱｶﾊﾈ ﾘｭｳﾀ
 2   9 伊賀良小  1852 柴田 健人(6)    56.00 q 2  1 七久保 1833 片桐 聖護(5)    56.60 

ｲｶﾞﾗｼｮｳ ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ ﾅﾅｸﾎﾞ ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ
 1853 青山 佳樹(6) 1834 窪田 璃久(5)

ｱｵﾔﾏ ﾖｼｷ ｸﾎﾞﾀ ﾘｸ
 1854 位高 宏明(6) 1835 菅原 充樹(6)

ｲﾀｶ ﾋﾛｱｷ ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾂｷ
 1855 井口 隆司(6) 1832 上原 一真(6)

ｲｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾏ
 3   5 塩尻東小  1543 宮田 昂育(6)    58.23 3  7 宮田 1813 庄野 大輝(6)    59.99 

ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾐﾔﾀ ｺｳｽｹ ﾐﾔﾀﾞ ｼｮｳﾉ  ﾀｲｷ
 1540 太田 有馬(6) 1814 手塚 啓介(6)

ｵｵﾀ ﾄｵﾏ ﾃﾂﾞｶ  ｹｲｽｹ
 1541 中村 和哉(6) 1815 山本 健之(6)

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｹﾕｷ
 1542 手塚 知丹(6) 1812 小林 航大(6)

ﾃﾂﾞｶ ﾁﾀﾝ ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳﾀ
 4   2 高森北小  1873 寺沢 和真(6)    58.37 4  4 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗 1532 中沢 宏紀(6)  1:00.10 

ﾀｶﾓﾘｷﾀｼｮｳ ﾃﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ ﾌﾟﾘﾃｨｷｷｮｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ
 1872 古内 駿斗(5) 1531 渡邊 琢磨(6)

ﾌﾙｳﾁ ﾊﾔﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ
 1874 筒井 健斗(6) 1528 霜多 爽吾(5)

ﾂﾂｲ ｹﾝﾄ ｼﾓﾀﾞ ｿｳｺﾞ
 1875 高沢 彰(6) 1529 湯本 将太(6)

ﾀｶｻﾞﾜ ｼｮｳ ﾕﾓﾄ ｼｮｳﾀ
 5   8 平野  1302 黒川 豪太(6)    59.60 5  6 穂高西小 1473 田中 魅希(6)  1:00.40 

ﾋﾗﾉ ｸﾛｶﾜ ｺﾞｳﾀ ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳ ﾀﾅｶ ｶｲｷ
 1303 山田 貴大(6) 1471 古幡 晶(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾌﾙﾊﾀ ｼｮｳ
 1305 綿貫 広陽(6) 1475 土屋 諒祐(6)

ﾜﾀﾇｷ ｺｳﾖｳ ﾂﾁﾔ ﾘｮｳｽｹ
 1304 吉田 幸樹(6) 1472 酒井 広紀(6)

ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ ｻｶｲ ｺｳｷ
 6   1 菅野小  1660 倉科 佳典(6)    59.74 6  5 島内小 1671 丸山 楽人(5)  1:00.67 

ｽｶﾞﾉｼｮｳ ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ ｼﾏｳﾁｼｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ｶﾞｸﾄ
 1661 前澤 圭人(6) 1670 犬飼 昇吾(5)

ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ ｲﾇｶｲ ｼｮｳｺﾞ
 1662 赤羽 響(6) 1673 中嶋 瑞樹(5)

ｱｶﾊﾈ ﾋﾋﾞｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ
 1663 平林 航(6) 1672 吉原 康平(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾍｲ
 7   3 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ  1135 宮澤 拓磨(6)  1:00.44 7  8 芝沢小 1657 花村 珠潤(5)  1:00.75 

ﾉｷﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾏ ｼﾊﾞｻﾜｼｮｳ ﾊﾅﾑﾗ ｼｭｳﾙ
 1137 山邉 爽太(6) 1658 金田 耕平(5)

ﾔﾏﾍﾞ ｿｳﾀ ｶﾈﾀ ﾞｺｳﾍｲ
 1140 大池 智也(6) 1656 嘉藤 佑太朗(5)

ｵｵｲｹ ﾄﾓﾔ ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ
 1139 石井 博之(6) 1655 宮島 健太(5)

ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝﾀ
 8   7 龍江小  1907 三石 隼斗(5)  1:02.13 8  2 堀金小 1500 一色 渓介(5)  1:02.82 

ﾀﾂｴｼｮｳ ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ﾎﾘｶﾞﾈｼｮｳ ｲｯｼｷ ｹｲｽｹ
 1906 窪田 健生(5) 1499 五十嵐 健祐(5)

ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｾｲ ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｽｹ
 1905 上野 雅弘(5) 1502 熊野 哉那(5)

ｳｴﾉ ﾏｻﾋﾛ ｸﾏﾉ ｶﾅﾀ
 1904 市木 秀里(5) 1501 伊藤 柊(5)

ｲﾁﾉｷ ｼｭｳﾘ ｲﾄｳ ｼｭｳ
 9   6 水明AC(C)  1068 白鳥 達也(6)  1:07.26 9  9 諏訪ｼﾞｭﾆｱ 1722 飯田 優希(6)  1:03.24 

ｽｲﾒｲACC ｼﾗﾄﾘ ﾀﾂﾔ ｽﾜｼﾞｭﾆｱ ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ
 1067 白鳥 拓夢(5) 1725 竹村 文貴(6)

ｼﾗﾄﾘ ﾀｸﾑ ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ
 1073 栁澤 孝樹(5) 1724 坂井 結音(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ ｻｶｲ ﾕｲﾝ
 1066 土屋 健一(6) 1726 吉澤 蓮(6)

ﾂﾁﾔ ｹﾝｲﾁ ﾖｼｻﾞﾜ ﾚﾝ

小学男子

4×100m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 箕輪南  1774 青木 駿之介(6)    56.03 q

ﾐﾉﾜﾐﾅﾐ ｱｵｷ ｼｭﾝﾉｽｹ
 1778 柳澤 久樹(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｻｷ
 1776 登内 健太(6)

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
 1777 三浦 輝(6)

ﾐｳﾗ ﾃﾙ
 2   7 大町東小(A)  1588 石田 颯太(6)    58.22 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳA ｲｼﾀﾞ ｿｳﾀ
 1585 峯村 拓杜(6)

ﾐﾈﾑﾗ ﾀｸﾄ
 1586 奥村 未来也(6)

ｵｸﾑﾗ ﾐｸﾔ
 1587 日暮 康人(6)

ﾋｸﾞﾚ ﾔｽﾋﾄ
 3   3 西春近北  1808 城倉 景(6)    59.06 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀ ｼｮｳｸﾗ ｹｲ
 1806 新倉 大智(6)

ｱﾗｸﾗ ﾀﾞｲﾁ
 1807 今井 颯真(6)

ｲﾏｲ ｿｳﾏ
 1809 田中 勇輝(6)

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ
 4   5 祢津小  1169 小林 直哉(6)    59.15 

ﾈﾂｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ
 1167 坂口 蓮(6)

ｻｶｸﾞﾁ ﾚﾝ
 1171 和田 景也(6)

ﾜﾀﾞ ｹｲﾔ
 1168 小川 純哉(6)

ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ
 5   6 豊井  1249 徳田 慎乃介(6)  1:00.05 

ﾄﾖｲｼｮｳ ﾄｸﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ
 1251 髙橋 洸希(6)

ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ
 1248 山口 大斗(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾄ
 1250 戸島 大和(6)

ﾄｼﾏ ﾔﾏﾄ
 6   1 水明AC(B)  1062 森山 蓮(6)  1:00.53 

ｽｲﾒｲACB ﾓﾘﾔﾏ ﾚﾝ
 1065 渡辺 大飛(5)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ
 1063 大池 達也(6)

ｵｵｲｹ ﾀﾂﾔ
 1074 髙良 勇斗(6)

ｺｳﾗ ﾕｳﾄ
 7   4 岡田小  1638 横山 太一(6)  1:00.97 

ｵｶﾀﾞｼｮｳ ﾖｺﾔﾏ ﾀｲﾁ
 1639 西村 皇紀(6)

ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ
 1640 小松 寛武(6)

ｺﾏﾂ ﾋﾛﾀｹ
 1641 山中 雅也(5)

ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾔ
 8   2 千曲東  1261 横井 涼人(5)  1:02.64 

ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ ﾖｺｲ ﾘｮｳﾄ
 1263 宮原 築(5)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ｷｽﾞｷ
 1262 鹿野 竜成(5)

ｶﾉ ﾘｭｳｾｲ
 1264 寺澤 勇汰(5)

ﾃﾗｻﾜ ﾕｳﾀ
  8 田中小

ﾀﾅｶｼｮｳ 欠場

小学男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  1883 寺澤 龍吾(6)    51.95 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾃﾗｻﾜ ﾘｭｳｺﾞ 大会新
 1881 米澤 和真(6)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 1882 松崎 健悟(6)

ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ
 1880 近藤 雅哉(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 2   4 高島小  1717 中村 謙士(6)    54.41 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
 1716 外川 太一(6)

ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
 1718 藤森 光星(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳｾｲ
 1715 白井 裕介(6)

ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ
 3   8 箕輪南  1774 青木 駿之介(6)    55.14 

ﾐﾉﾜﾐﾅﾐ ｱｵｷ ｼｭﾝﾉｽｹ
 1778 柳澤 久樹(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｻｷ
 1776 登内 健太(6)

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
 1775 小沢 侑也(6)

ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾔ
 4   6 伊賀良小  1852 柴田 健人(6)    55.63 

ｲｶﾞﾗｼｮｳ ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ
 1853 青山 佳樹(6)

ｱｵﾔﾏ ﾖｼｷ
 1854 位高 宏明(6)

ｲﾀｶ ﾋﾛｱｷ
 1855 井口 隆司(6)

ｲｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ
 5   5 浅科AC  1089 須田竜矢(5)    56.09 

ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ｽﾀﾞﾘｭｳﾔ
 1086 金田弦樹(6)

ｶﾈﾀﾞｹﾞﾝｷ
 1087 高橋颯佑(5)

ﾀｶﾊｼｿｳｽｹ
 1088 佐藤ｻﾗｦ(6)

ｻﾄｳｻﾗｦ
 6   2 南箕輪(C)  1782 小林 聖弥(6)    56.17 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜC ｼﾐｽﾞ ｼﾞｮｳ
 1784 代田 寛稀(6)

ｼﾛﾀ ﾄﾓｷ
 1780 伊沢 快(6)

ｲｻﾜ ｶｲ
 1781 伊藤 諒(6)

ｲﾄｳ ﾘｮｳ
 7   9 大町西小  1573 川上 浩弥(6)    56.26 

ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾔ
 1574 伊藤 拓海(6)

ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 1575 松原 洸介(6)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ
 1576 赤羽 龍汰(6)

ｱｶﾊﾈ ﾘｭｳﾀ
 8   3 望月AC(A)  1129 中澤 飛雅(6)    57.18 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ﾅｶｻﾞﾜ ﾋｭｳｶﾞ
 1125 常田 紀幸(6)

ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ
 1127 菅沢 晴樹(5)

ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ
 1121 伊藤 司能(6)

ｲﾄｳ ｼﾉ

小学男子

4×100m
決勝



予選 6月26日 9:10
決勝 6月26日 15:20

長野県小学生(ER)                11.72 内川　佳祐                   白馬北           2008        
大会記録(GR)                    13.12 

[ 1組] 風速 +3.5 [ 2組] 風速 +3.5

 1 中村 翼(6)    15.03 q 1 筒井 恒匡(6)    14.09 q
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 東伊那 ﾂﾂｲ ﾂﾈﾏｻ 朝日小

 2 宮﨑 大地(6)    15.37 2 長島 拓也(6)    14.13 q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 柏原 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾔ 生坂小

 3 下村 空(6)    15.76 3 菊池 一希(6)    15.90 
ｼﾓﾑﾗ ｿﾗ 中塩田小 ｷｸﾁ ｶｽﾞｷ 湖東小

 4 竹村 凌平(6)    16.15 4 渡部 翔太(6)    15.96 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 大町西小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 中洲小

 5 村澤 拓斗(6)    16.19 5 松﨑 勇起(6)    16.59 
ﾑﾗｻﾜ ﾀｸﾄ 天龍小 ﾏﾂｻﾞｷ  ﾕｳｷ 伊那北

 6 浅川 駿太(6)    16.58 6 荻原 我公(6)    16.94 
ｱｻｶﾜ ｼｭﾝﾀ 穂高南小 ｵｷﾞﾜﾗ  ｶﾞｸ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 蓑島 廉(6)    16.67 7 原  慶太郎(6)    17.17 
ﾐﾉｼﾏ ﾚﾝ 日義小 ﾊﾗ  ｹｲﾀﾛｳ 清内路小

 8 下条 倫太郎(5)    17.09 8 早坂 駿(6)    17.18 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 旭町小 ﾊﾔｻｶ ｼｭﾝ 三郷小

 9 小林 翼(6)    19.17 9 新海悠貴(5)    18.53 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 三水第一 ｼﾝｶﾞｲﾊﾙｷ 泉小

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 +1.9

 1 小山 友也(6)    14.79 q 1 上原 森太郎(6)    13.62 q
ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ ｳｴﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 軽井沢中部小

 2 佐々木 陽(6)    14.90 q 2 草間 皓紀(5)    15.56 
ｻｻｷ ﾊﾙ 軽井沢中部小 ｸｻﾏ ｺｳｷ 大町西小

 3 下出 弘輔(6)    15.85 3 池野 隆太郎(5)    15.75 
ｼﾀﾃﾞ ｺｳｽｹ 王滝小 ｲｹﾉ ｺｳﾀﾛｳ いがら陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 武藤 志遠(6)    16.01 4 清水 一矢(5)    15.88 
ﾑﾄｳ  ｼｵﾝ 清内路小 ｼﾐｽﾞ  ｶｽﾞﾔ 立科小

 5 岡本 侑(6)    17.70 5 佐鳥 広樹(6)    16.62 
ｵｶﾓﾄ  ﾕｳ 泰阜小 ｻﾄﾘ ﾋﾛｷ 昭和

 6 荻原 築(5)    18.16 6 杉本 鉄馬(6)    16.79 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｽﾞｸ 白馬AC ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾂﾏ 軽井沢西部AC

 7 清水   柊吾(5)    18.61 7 甘利 琉勝(6)    17.67 
ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｺﾞ 森上 ｱﾏﾘ ﾘｭｳﾄ 美南ｶﾞ丘小

 8 亀田歩夢(5)    20.82 8 松川 ﾉﾎﾞﾙ(6)    17.98 
ｶﾒﾀﾞｱﾕﾑ 川岸小 ﾏﾂｶﾜ  ﾉﾎﾞﾙ 中佐都小
中澤 晴起(6) 9 橋本 青空(6)    18.07 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 御代田南小 ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 北安松川小

[ 5組] 風速 +1.2 [ 6組] 風速 +1.4

 1 尾形 直也(6)    14.17 q 1 日原 悠貴(6)    13.43 q
ｵｶﾞﾀ  ﾅｵﾔ 長野市陸上教 ﾋﾊﾗ ﾕｳｷ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗

 2 松澤 祐作(6)    15.35 2 伊藤雅幸(6)    15.40 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 白馬南小 ｲﾄｳﾏｻﾕｷ 中川東

 3 澁谷 拓見(6)    15.36 3 池上 啓介(6)    15.50 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 長地小 ｲｹｶﾞﾐ  ｹｲｽｹ 宮田

 4 山中 伸晃(6)    16.29 4 宮本 惇(5)    15.96 
ﾔﾏﾅｶ  ﾉﾌﾞｱｷ 宮田 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 大町西小

 5 原 大星(6)    16.66 5 神田 来夢(5)    16.83 
ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 森上 ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC

 6 栗林 幹太(5)    16.70 6 新津 優輝(5)    17.23 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 湖南小 ﾆｲﾂ  ﾕｳｷ 佐久西小

 7 倉科 睦実(6)    16.74 7 小松 澪央(6)    17.35 
ｸﾗｼﾅ ﾑﾂﾐ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ｺﾏﾂﾚｵ 大岡

 8 近藤 明(5)    17.69 8 永井  悠貴(5)    17.36 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 小海小 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 森上

 9 小福田 渉(6)    18.09 9 宮沢 龍彦(6)    18.16 
ｺﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ 中塩田小 ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾀﾂﾋｺ 長野市陸上教
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風速 -2.3

 1 日原 悠貴(6)    13.21 
ﾋﾊﾗ ﾕｳｷ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗

 2 上原 森太郎(6)    13.23 
ｳｴﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 軽井沢中部小

 3 筒井 恒匡(6)    14.03 
ﾂﾂｲ ﾂﾈﾏｻ 朝日小

 4 長島 拓也(6)    14.20 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾔ 生坂小

 5 小山 友也(6)    14.41 
ｺﾔﾏ ﾕｳﾔ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 佐々木 陽(6)    14.72 
ｻｻｷ ﾊﾙ 軽井沢中部小

 7 中村 翼(6)    15.15 
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 東伊那

 8 尾形 直也(6)    15.74 
ｵｶﾞﾀ  ﾅｵﾔ 長野市陸上教
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決勝 6月26日 9:30

長野県小学生(ER)                 1.46 内川　佳祐                   白馬北           2007/05/03  
大会記録(GR)                     1.41 

笠原 拓実(6)
ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾐ 塩尻西小
中村 智(6)
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 日義小
斎藤 雅人(6)
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 穂高西小
森村 一真(6)
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 東塩田小
野村 健成(6)
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 豊科北小
佐藤 琢(6)
ｻﾄｳ ﾀｸ 大町東小
河野 友太朗(6)
ｺｳﾉ  ﾕｳﾀﾛｳ 野沢温泉
久保田 英慎(6)
ｸﾎﾞﾀ ｴｲｼﾝ 湖東小
大倉 拓也(6)
ｵｵｸﾗ ﾀｸﾔ 王滝小
長澤 一輝(6)
ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 大町北小
田中 豪(6)
ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 広丘小
吉川 みんと(6)
ﾖｼｶﾜ ﾐﾝﾄ 穂高南小
赤澤 虎太郎(6)
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 芝沢小
小林 宙(6)
ｺﾊﾞﾔｼ  ｿﾗ 野沢温泉
兒林 泰知(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 穂高南小
江橋　大輔(6)
ｴﾊﾞｼ ﾀﾞｳｽｹ 軽井沢中部小
竹村 泰河(6)
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 白馬南小
宮嶋 凌也(6)
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ 大町東小
吉澤 史也(6)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 南牧南小
根津 有佑(6)
ﾈﾂ ﾕｳｽｹ 東春近
須江 望(6)
ｽｴ ﾉｿﾞﾑ 美南ｶﾞ丘小
唐木 直也(6)
ｶﾗｷ ﾅｵﾔ 伊那東
高見澤 航汰(6)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀ 南牧南小
後藤 元太(5)
ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝﾀ 西箕輪AC
笠川 京(5)
ｶｻｶﾞﾜ ｹｲ 赤穂
山本 大和(6)
ﾔﾏﾓﾄ ﾔﾏﾄ 中塩田小
宮原 拓未(6)
ﾐﾔﾊﾗ ﾀｸﾐ 岩村田AC
内田 智也(6)
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 湖東小
田中 景(6)
ﾀﾅｶ ｹｲ 広丘小
齊藤 慧悟(6)
ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 中塩田小
湯田坂 透(6)
ﾕﾀﾞｻｶ ﾄｵﾙ 豊平小
宮入 太優(5)
ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾕｳ 広丘小
武重 直哉(5)
ﾀｹｼｹﾞ  ﾅｵﾔ 立科小
勝野 啓太(5)
ｶﾂﾉ ｹｲﾀ 富草小
木沢 辰徳(6)
ｷｻﾞﾜ ﾀﾂﾉﾘ 伊那東
百瀬 信幸(6) 欠場
ﾓﾓｾ ﾉﾌﾞﾕｷ 梓川小
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決勝 (1,2組) 6月26日 10:30

長野県小学生(ER)                 5.47 内川　佳祐                   白馬北           2007/10/06  
大会記録(GR)                     5.36 

[ 1組]
３回の
最高記録

須崎 修二(6)  4.14  4.10  4.29   4.29   4.29 
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田南小  -1.4  -1.0  +0.5   +0.5   +0.5
丸茂 海斗(6)  4.17  3.93  4.02   4.17   4.17 
ﾏﾙﾓ ｶｲﾄ 玉川小  -1.0  -0.8  -1.7   -1.0   -1.0
曾根原 佑太(6)  3.99  4.04  4.13   4.13   4.13 
ｿﾈﾊﾗ ﾕｳﾀ 塩尻西小  -0.6  +1.3  +1.0   +1.0   +1.0
髙畑 遼(5)  4.10  3.95  3.87   4.10   4.10 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳ 東春近  +0.7  -1.2  +0.9   +0.7   +0.7
小林孝太郎(6)   x  4.07  4.06   4.07   4.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 中込小  -0.6  +1.0  +0.6   +1.0   +1.0
酒井 大成(5)  3.78  4.06   x   4.06   4.06 
ｻｶｲ ﾀｲｾｲ 東春近  +1.3  +4.0  +0.6   +4.0   +4.0
原 拓実(6)  4.01  3.97  3.97   4.01   4.01 
ﾊﾗ ﾀｸﾐ 木曽上田小  +2.8  -2.8  +0.1   +2.8   +2.8
井口 晃輔(6)  3.73  3.94  3.80   3.94   3.94 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪南小  +1.7  -2.1  -2.9   -2.1   -2.1
橋本 健(6)  3.90   x  3.44   3.90   3.90 
ﾊｼﾓﾄ  ﾀｹｼ 仁礼  +1.5  -1.6  +0.5   +1.5   +1.5
田村 尚太郎(6)  3.67  3.85  3.40   3.85   3.85 
ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 南相木小   0.0  +1.0  -3.0   +1.0   +1.0
神村 宗(6)  3.83   x  3.37   3.83   3.83 
ｶﾐﾑﾗ ｿｳ 三岳小  +1.2  +1.0  -3.7   +1.2   +1.2
渡久山 円(6)  3.61  3.78  3.70   3.78   3.78 
ﾄｸﾔﾏ ﾏﾄﾞｶ 天龍小  +0.7  +1.8  -1.2   +1.8   +1.8
増澤 涼(6)  3.75  3.60   x   3.75   3.75 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｮｳ 小井川小  +0.8  +0.6  -1.2   +0.8   +0.8
高見澤 光希(6)  3.71  3.27  3.43   3.71   3.71 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｺｳｷ 南牧北小  +0.2  +1.2  -1.2   +0.2   +0.2
吉野 大空(6)  3.53  3.60  3.68   3.68   3.68 
ﾖｼﾉ ﾋﾛﾀｶ 北安松川小  +0.8  -1.2  +1.0   +1.0   +1.0
佐原 貴奎(6)  3.24  3.40  3.68   3.68   3.68 
ｻﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ 川上第二小  +0.5  -0.2  -1.7   -1.7   -1.7
木下 天斗(6)  3.62  3.66  3.08   3.66   3.66 
ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾄ 塩尻東小  +0.9  +3.6  -2.7   +3.6   +3.6
中島 悠介(6)   x  3.62  3.63   3.63   3.63 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 南牧南小  +1.2   0.0  -1.2   -1.2   -1.2
小林 竜也(6)  3.63  3.53  3.55   3.63   3.63 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾂﾔ 青木島  +0.7  +1.3  +1.7   +0.7   +0.7
橋原 誠士郎(6)  3.60  3.55  3.54   3.60   3.60 
ﾊｼﾊﾗ ｾｲｼﾛｳ 美篶  -0.2  +0.2  -1.3   -0.2   -0.2
保科 竜真(6)  3.40  3.58  3.29   3.58   3.58 
ﾎｼﾅ ﾀﾂﾏ 湖東小  +0.5  -0.6  -1.0   -0.6   -0.6
松尾 優弥(6)  3.56  3.38  3.09   3.56   3.56 
ﾏﾂｵ ﾏｻﾔ 穂高南小  -0.4  +0.2  -2.8   -0.4   -0.4
小林 大恭(5)  3.51  3.48  3.35   3.51   3.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 八千穂小  +1.2  -0.9  -1.4   +1.2   +1.2
松山 蒼(5)  3.50  3.49   x   3.50   3.50 
ﾏﾂﾔﾏ ｿｳ 豊野東  +0.7  -0.8  -0.5   +0.7   +0.7
田中 敬太(5)  3.23  3.49  3.24   3.49   3.49 
ﾀﾅｶ ｹｲﾀ 中込小  -2.1  +0.6  -2.7   +0.6   +0.6
翠川 泰司(6)  3.40  3.42   x   3.42   3.42 
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｲｼ 戸上ｼﾞｭﾆｱ  +0.6  -1.5  -1.4   -1.5   -1.5
北沢 勇志(6)   x  3.28  3.40   3.40   3.40 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｼ 昭和  +0.8  -2.3  -3.9   -3.9   -3.9
飯島 竜平(5)  3.03  3.05  3.40   3.40   3.40 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｭｳﾍｲ 豊野東  +0.2  +1.5  +1.1   +1.1   +1.1
山口 大翔(6)   x  3.38  3.38   3.38   3.38 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 川辺小  +1.2  -1.2  -0.7   -1.2   -1.2
中野 賴(6)   x   x   x 記録なし
ﾅｶﾉ ﾗｲ 宗賀小  +1.4  +2.1  +0.5
渡辺 修太(5) 欠場
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼｭｳﾀ 青木島

小学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 31  1153

-3-

2 25  1702

3 26  1535

4 15  1802

5 30  1091

6 11  1803

7 28  1522

8 19  1692

9 27  1353

10 23  1104

11 21  1508

12 10  1897

13 6  1728

14 9  1113

15 13  1620

16 12  1080

17 18  1539

18 14  1112

19 24  1257

20 20  1804

21 2  1709

22 17  1484

23 4  1114

24 3  1349

25 22  1092

26 8  1344

27 16  1342

 1256

28 1  1348

29 7  1159

29  1553

5



[ 2組]
３回の
最高記録

坂本 敦士(6)  4.44  4.22  4.53   4.53   4.53 
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 中野ｽﾏｲﾙ  +0.7  +2.8  +0.9   +0.9   +0.9
竹村 尚人(6)  4.33  4.26  4.26   4.33   4.33 
ﾀｹﾑﾗ ﾅｵﾄ 赤穗南  +0.6  +0.8  +1.3   +0.6   +0.6
小松 良樹(6)   x  4.07   x   4.07   4.07 
ｺﾏﾂ ﾖｼｷ 下久堅小  +1.3  +1.0  +0.3   +1.0   +1.0
勝又 智弘(6)  3.98  3.97  3.90   3.98   3.98 
ｶﾂﾏﾀ ﾄﾓﾋﾛ 富草小  +0.9  +1.6  +0.9   +0.9   +0.9
中谷 夏希(6)  3.98  3.68  3.83   3.98   3.98 
ﾅｶﾔ ﾅﾂｷ 三郷小  +0.8  +2.4  +0.9   +0.8   +0.8
松田 優樹(6)  3.86  3.96  3.66   3.96   3.96 
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 梓川小  +0.6  +0.6  +1.0   +0.6   +0.6
山辺 裕貴(6)  3.35  3.72  3.96   3.96   3.96 
ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳｷ 塩尻西小  +0.5  +1.0  +1.3   +1.3   +1.3
長澤 匠吾(6)  3.67  3.90  3.68   3.90   3.90 
ﾅｶﾞｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 白馬南小  +1.7  +1.6  +0.7   +1.6   +1.6
飯吉 杏純(6)  3.82  3.74  3.81   3.82   3.82 
ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ 開智小  +0.8  +1.2  +0.6   +0.8   +0.8
福野 裕大(6)  3.82  3.52  3.57   3.82   3.82 
ﾌｸﾉ  ﾕｳﾀﾞｲ ｽﾎﾟｺﾐ東北  +1.0  +0.8  +1.0   +1.0   +1.0
岩下 和樹(6)  3.81  3.67   x   3.81   3.81 
ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞｷ 軽井沢西部AC  +0.2  +1.3  +1.4   +0.2   +0.2
中野 龍星(5)  3.60  3.81  3.63   3.81   3.81 
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ 洗馬小  +1.1  +0.5  +0.6   +0.5   +0.5
西澤 陽大(6)  3.75  3.33  3.80   3.80   3.80 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｳﾀ 更級  +1.3  +0.7  +0.6   +0.6   +0.6
市瀬 魁翔(6)  3.80  3.40  3.37   3.80   3.80 
ｲﾁﾉｾ ｶｲﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ  +2.2  +0.6  +0.7   +2.2   +2.2
若林 佳吾(6)   x   x  3.80   3.80   3.80 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ 本原  +1.3  +1.9   +1.9   +1.9
大池 真空(6)   x  3.77   x   3.77   3.77 
ｵｵｲｹ ﾏｸ 小諸東小  +1.0  +0.9  +2.0   +0.9   +0.9
草場 凌生(6)  3.28  3.38  3.67   3.67   3.67 
ｸｻﾊﾞ ﾘｮｳｷ 南木曽小  +2.1  +1.1  +0.5   +0.5   +0.5
小町屋 祥司(5)   x   x  3.67   3.67   3.67 
ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 赤穂  +0.9  +0.7  +0.4   +0.4   +0.4
太田 紀祥(6)  3.67   x   x   3.67   3.67 
ｵｵﾀ ｶｽﾞﾖｼ 軽井沢西部AC  +1.4  +1.0  +0.5   +1.4   +1.4
越智 大詞(6)  3.65  3.64  3.64   3.65   3.65 
ｵﾁ  ﾀｲｼ 長野市陸上教  +1.2  +0.9  +0.6   +1.2   +1.2
寺島 裕貴(6)  3.61  3.53   x   3.61   3.61 
ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｷ 穂高南小  +0.9  +0.6  +0.8   +0.9   +0.9
竹内 健(6)  3.53  3.36  3.49   3.53   3.53 
ﾀｹｳﾁ ﾀｹﾙ 城山  +1.4  +1.2  +1.1   +1.4   +1.4
松本 陸(5)  3.24  3.43  3.49   3.49   3.49 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 城南小  +1.3  +1.0  +1.1   +1.1   +1.1
吉澤 玲(5)  3.47  3.31  3.29   3.47   3.47 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾚｵ 南牧南小  +1.0  +0.2  +0.8   +1.0   +1.0
諸澤 陸(5)  3.34  3.33  3.32   3.34   3.34 
ﾓﾛｻﾜ ﾘｸ 中込小  +1.0  +1.5  +0.7   +1.0   +1.0
吉村 郁哉(6)  3.27  3.13  3.34   3.34   3.34 
ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ 長沼  +2.1  +0.5  +0.8   +0.8   +0.8
伊部 千里(5)  3.14  3.03  3.32   3.32   3.32 
ｲﾍﾞ ｾﾝﾘ 通明  +1.8  +0.6  +1.0   +1.0   +1.0
松本 彪来(5)  3.11  3.11  3.15   3.15   3.15 
ﾏﾂﾓﾄ  ﾀｹﾙ 小川  +1.3  +1.1  +0.8   +0.8   +0.8
石井 悠介(6)   x   x   x 記録なし
ｲｼｲ ﾕｳｽｹ 丸山小  +0.7  +1.2  +0.7
松尾 優弥(6) 欠場
ﾏﾂｵ ﾏｻﾔ 穂高南小

氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考

1 28  1243

記録

小学男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

2 26  1824

3 29  1864

4 18  1900

5 27  1466

6 20  1633

7 23  1536

8 17  1613

9 16  1646

10 22  1350

11 5  1019

12 19  1557

13 2  1279

14 15  1895

15 30  1177

16 21  1054

17 10  1515

18 9  1821

18 3  1022

20 13  1292

21 24  1483

22 6  1329

23 4  1730

24 12  1108

25 7  1094

26 11  1325

27 8  1315

14  1617

28 1  1275

25  1871
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長野県小学生(ER)                 5.47 内川　佳祐                   白馬北           2007/10/06  
大会記録(GR)                     5.36 

坂本 敦士(6) 中野ｽﾏｲﾙ
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ ﾅｶﾉｽﾏｲﾙ
竹村 尚人(6) 赤穗南
ﾀｹﾑﾗ ﾅｵﾄ ｱｶﾎﾐﾅﾐ
須崎 修二(6) 上田南小
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ ｳｴﾀﾞﾐﾅﾐｼｮｳ
丸茂 海斗(6) 玉川小
ﾏﾙﾓ ｶｲﾄ ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳ
曾根原 佑太(6) 塩尻西小
ｿﾈﾊﾗ ﾕｳﾀ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
髙畑 遼(5) 東春近
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶ
小林孝太郎(6) 中込小
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ
小松 良樹(6) 下久堅小
ｺﾏﾂ ﾖｼｷ ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ
酒井 大成(5) 東春近
ｻｶｲ ﾀｲｾｲ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶ
原 拓実(6) 木曽上田小
ﾊﾗ ﾀｸﾐ ｷｿｳｴﾀﾞｼｮｳ
勝又 智弘(6) 富草小
ｶﾂﾏﾀ ﾄﾓﾋﾛ ﾄﾐｸｻｼｮｳ
中谷 夏希(6) 三郷小
ﾅｶﾔ ﾅﾂｷ ﾐｻﾄｼｮｳ
松田 優樹(6) 梓川小
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ
山辺 裕貴(6) 塩尻西小
ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳｷ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
井口 晃輔(6) 下諏訪南小
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ
長澤 匠吾(6) 白馬南小
ﾅｶﾞｻﾜ ｼｮｳｺﾞ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ
橋本 健(6) 仁礼
ﾊｼﾓﾄ  ﾀｹｼ ﾆﾚｲ
田村 尚太郎(6) 南相木小
ﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
神村 宗(6) 三岳小
ｶﾐﾑﾗ ｿｳ ﾐﾀｹｼｮｳ
飯吉 杏純(6) 開智小
ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ ｶｲﾁｼｮｳ
福野 裕大(6) ｽﾎﾟｺﾐ東北
ﾌｸﾉ  ﾕｳﾀﾞｲ ｽﾎﾟｺﾐﾄｳﾎｸ
岩下 和樹(6) 軽井沢西部AC
ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞｷ ｶﾙｲｻﾞﾜｾｲﾌﾞｴｰｼｰ
中野 龍星(5) 洗馬小
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ ｾﾊﾞｼｮｳ
西澤 陽大(6) 更級
ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｳﾀ ｻﾗｼﾅ
市瀬 魁翔(6) ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
ｲﾁﾉｾ ｶｲﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
若林 佳吾(6) 本原
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ ﾓﾄﾊﾗ
渡久山 円(6) 天龍小
ﾄｸﾔﾏ ﾏﾄﾞｶ ﾃﾝﾘｭｳｼｮｳ
大池 真空(6) 小諸東小
ｵｵｲｹ ﾏｸ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳ
増澤 涼(6) 小井川小
ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｮｳ ｵｲｶﾜｼｮｳ
高見澤 光希(6) 南牧北小
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｺｳｷ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳ
吉野 大空(6) 北安松川小
ﾖｼﾉ ﾋﾛﾀｶ ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜｼｮｳ
佐原 貴奎(6) 川上第二小
ｻﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ ｶﾜﾆｼｮｳ
草場 凌生(6) 南木曽小
ｸｻﾊﾞ ﾘｮｳｷ ﾅｷﾞｿｼｮｳ
小町屋 祥司(5) 赤穂
ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ ｱｶﾎ
太田 紀祥(6) 軽井沢西部AC
ｵｵﾀ ｶｽﾞﾖｼ ｶﾙｲｻﾞﾜｾｲﾌﾞｴｰｼｰ

2-18
  +1.4

34 1022   3.67   3.67   x
  +1.4   +1.0

   x
  +0.5

  +1.1

  +0.4  +0.9
   x
  +0.7

  3.67
  +0.5

1-16

  +0.4

  +0.5
2-17

2-1834 1821    x   3.67
  +2.1

33 1515   3.28   3.67  3.67
  -1.7

  3.38

32 1080   3.24   3.68
  +0.5

  3.40
  -0.2

  3.68
  -1.7

  +1.2

  +1.0  +0.8
  3.60
  -1.2

  3.68
  -1.2

1-13

  +1.0

  +0.2
1-14

1-1531 1620   3.53   3.68
  +0.2

30 1113   3.71   3.71  3.43
  +0.8

  3.27

29 1728   3.75   3.75
  +0.8

  3.60
  +0.6

   x
  -1.2

  +1.8

  +0.9  +1.0
  3.77
  +0.9

   x
  -1.2

2-15

  +2.0

  +1.8
1-12

2-1628 1054    x   3.77
  +0.7

27 1897   3.61   3.78  3.70
  +1.9

  3.78

26 1177    x   3.80
  +1.3

   x   3.80
  +1.9

  +0.7

  +2.2  +2.2
  3.40
  +0.6

  3.37
  +0.6

2-12

  +0.7

  +0.6
2-13

2-1425 1895   3.80   3.80
  +1.3

24 1279   3.75   3.80  3.80
  +0.5

  3.33

23 1557   3.60   3.81
  +1.1

  3.81
  +0.5

  3.63
  +0.6

  +0.8

  +0.2  +0.2
  3.67
  +1.3

   x
  +1.0

2- 9

  +1.4

  +1.0
2-10

2-1122 1019   3.81   3.81
  +1.0

21 1350   3.82   3.82  3.57
  +0.8

  3.52

20 1646   3.82   3.82
  +0.8

  3.74
  +1.2

  3.81
  +0.6

  +1.0

  +1.2  +1.2
   x
  +1.0

  3.37
  -3.0

1- 9

  -3.7

  +1.0
1-10

1-1119 1508   3.83   3.83
   0.0

18 1104   3.67   3.85  3.40
  +1.5

  3.85

17 1353   3.90   3.90
  +1.5

   x
  -1.6

  3.44
  +0.5

  -2.1

  +1.6  +1.7
  3.90
  +1.6

  3.68
  -2.9

2- 7

  +0.7

  -2.1
1- 8

2- 816 1613   3.67   3.90
  +1.7

15 1692   3.73   3.94  3.80
  +1.3

  3.94

14 1536   3.35   3.96
  +0.5

  3.72
  +1.0

  3.96
  +1.3

  +2.4

  +0.6  +0.6
  3.96
  +0.6

  3.66
  +0.9

2- 4

  +1.0

  +0.8
2- 5

2- 613 1633   3.86   3.96
  +0.8

12 1466   3.98   3.98  3.83
  +0.9

  3.68

11 1900   3.98   3.98
  +0.9

  3.97
  +1.6

  3.90
  +0.9

  +4.0

  +2.8  +2.8
  3.97
  -2.8

  3.97
  +0.6

2- 3

  +0.1

  +4.0
1- 6

1- 710 1522   4.01   4.01
  +1.3

9 1803   3.78   4.06   x
  +1.0

  4.06

8 1864    x   4.07
  +1.3

  4.07
  +1.0

   x
  +0.3

  -1.2

  +1.0  -0.6
  4.07
  +1.0

  4.06
  +0.9

1- 3

  +0.6

  +0.7
1- 4

1- 57 1091    x   4.07
  +0.7

6 1802   4.10   4.10  3.87
  +1.0

  3.95

  4.13
  -0.6

  4.04
  +1.3

  4.13
  +1.0

  -1.0
  3.93
  -0.8

  4.02
  +0.5

5 1535   3.99

4 1702   4.17   4.17
  -1.4

  4.10
  -1.0

  4.29  4.29
  +0.6

2- 2

  -1.7

  +0.5
1- 1

1- 2
  -1.0

  +0.6
  4.26
  +0.8

  4.26
  +1.3

3 1153   4.14

  +0.9
2- 1

2 1824   4.33   4.33
  +0.7

  4.22
  +2.8

  4.53

備考

1 1243   4.44   4.53

記録 組順-１- -２- -３-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

  +0.9

競技結果        小学男子        走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

下川泰秀
竹内秀樹

2011/06/26 12:58

第28回長野県小学生陸上競技大会
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

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成23年6月26日（日）
会場：県松本平広域公園陸上競技場
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競技結果        小学男子        走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

下川泰秀
竹内秀樹

2011/06/26 12:58

第28回長野県小学生陸上競技大会
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

木下 天斗(6) 塩尻東小
ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾄ ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼｼｮｳ
越智 大詞(6) 長野市陸上教
ｵﾁ  ﾀｲｼ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
中島 悠介(6) 南牧南小
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
小林 竜也(6) 青木島
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾂﾔ ｱｵｷｼﾞﾏ
寺島 裕貴(6) 穂高南小
ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｷ ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ
橋原 誠士郎(6) 美篶
ﾊｼﾊﾗ ｾｲｼﾛｳ ﾐｽｽﾞ
保科 竜真(6) 湖東小
ﾎｼﾅ ﾀﾂﾏ ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ
松尾 優弥(6) 穂高南小
ﾏﾂｵ ﾏｻﾔ ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ
竹内 健(6) 城山
ﾀｹｳﾁ ﾀｹﾙ ｼﾞｮｳﾔﾏ
小林 大恭(5) 八千穂小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ ﾔﾁﾎｼｮｳ
松山 蒼(5) 豊野東
ﾏﾂﾔﾏ ｿｳ ﾄﾖﾉﾋｶﾞｼ
松本 陸(5) 城南小
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ
田中 敬太(5) 中込小
ﾀﾅｶ ｹｲﾀ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ
吉澤 玲(5) 南牧南小
ﾖｼｻﾞﾜ ﾚｵ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
翠川 泰司(6) 戸上ｼﾞｭﾆｱ
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｲｼ ﾄｶﾞﾐｼﾞｭﾆｱ
北沢 勇志(6) 昭和
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｼ ｼｮｳﾜ
飯島 竜平(5) 豊野東
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｭｳﾍｲ ﾄﾖﾉﾋｶﾞｼ
山口 大翔(6) 川辺小
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ ｶﾜﾍﾞｼｮｳ
諸澤 陸(5) 中込小
ﾓﾛｻﾜ ﾘｸ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ
吉村 郁哉(6) 長沼
ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ ﾅｶﾞﾇﾏ
伊部 千里(5) 通明
ｲﾍﾞ ｾﾝﾘ ﾂｳﾒｲ
松本 彪来(5) 小川
ﾏﾂﾓﾄ  ﾀｹﾙ ｵｶﾞﾜ
石井 悠介(6) 丸山小 記録なし
ｲｼｲ ﾕｳｽｹ ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ
中野 賴(6) 宗賀小 記録なし
ﾅｶﾉ ﾗｲ ｿｳｶﾞｼｮｳ
渡辺 修太(5) 青木島 欠場
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼｭｳﾀ ｱｵｷｼﾞﾏ
松尾 優弥(6) 穂高南小 欠場
ﾏﾂｵ ﾏｻﾔ ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ
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  3.55

  3.61
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  3.53
  +0.6
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  +0.8
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  3.53
  +1.3

  3.55
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  3.62
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  3.63  3.63
  +1.2
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  +1.7

  -1.2
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  +0.7

  +1.2
  3.64
  +0.9

  3.64
  +0.6

38 1112    x

37 1292   3.65   3.65
  +0.9

  3.66
  +3.6

  3.08
  -2.7

備考

36 1539   3.62   3.66

記録 組順

  +3.6
1-17

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３-
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開催期間：平成23年6月26日（日）
会場：県松本平広域公園陸上競技場



決勝 (1,2組) 6月26日 14:30

長野県小学生(ER)                74.23 冨永　凌平                   中川東陸上クラブ 2008        
大会記録(GR)                    73.73 

[ 1組]
３回の
最高記録

永瀬 蒼生(6)
ﾅｶﾞｾ ｱｵｲ 塩尻西小
阿部 翔太(6)
ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 鬼無里
佐藤 元紀(6)
ｻﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ 鬼無里
和久 滉矢(6)
ﾜｷｭｳ ｺｳﾔ 川上第一小
清水 歩(6)
ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ 赤穗南
千国 颯太(6)
ﾁｸﾆ ｿｳﾀ 小谷小
高山 大輔(6)
ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 大町東小
高木 翔(6)
ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ 柏原
木村 海夢(6)
ｷﾑﾗ ｶｲﾑ 箕輪南
野田 昂希(6)
ﾉﾀﾞ ｺｳｷ 木曽上田小
寺島 勇樹(6)
ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｷ 滋野小
宮井 大介(5)
ﾐﾔｲ ﾀﾞｲｽｹ 竜丘小
高寺 歩夢(6)
ﾀｶﾃﾗ ｱﾕﾑ 本原
竹内 栄太(5)
ﾀｹｳﾁ ｴｲﾀ 七久保
齊藤 拓磨(6)
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ 滋野小
井出 たつや(6)
ｲﾃﾞ  ﾀﾂﾔ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ
木内和紀(5)
ｷｳﾁｶｽﾞﾉﾘ 岸野小
堀内 直雄(5)
ﾎﾘｳﾁ  ﾅｵ 西条
小林 功貴(6)
ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳｷ 中佐都小
津金 薫(6)
ﾂｶﾞﾈ ｶｵﾙ 原PCｼﾞｭﾆｱ
井上 祐弥(6)
ｲﾉｳｴ  ﾕｳﾔ 西条
小林 耀(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 会染小
田口 航大(6)
ﾀｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 川上第二小
藤木 純汰(5)
ﾌｼﾞｷ ｼﾞｭﾝﾀ 栗ｶﾞ丘
松井 竜之介(5)
ﾏﾂｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 長沼
青木 祥平(6)
ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ 中野ｽﾏｲﾙ
福田 優人(5)
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 栗ｶﾞ丘
大矢 華月(6)
ｵｵﾔ ｶﾂﾞｷ 田中小
小口 晃太(5) 欠場
ｵｸﾞﾁ ｺｳﾀ 小井川小
髙柳 岳斗(5) 欠場
ﾀｶﾔﾅｷﾞ  ﾔﾏﾄ 切原小

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学男子

ﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  62.00

記録 備考

1 30  1533
   o    o  68.29   68.29

2 25  1319
   x    o  62.00  62.00 

 68.29 

  61.04

 61.24    o   61.24
3 27  1318

   o

4 22  1077
   o    o  61.04  61.04 

 61.24 

  55.60

   o  56.52   56.52
5 29  1823

   x

6 14  1561
   o    o  55.60  55.60 

 56.52 

  53.49

   o  53.80   53.80
7 21  1579

   o

8 16  1334
 53.49    o    o  53.49 

 53.80 

  52.92

   o  53.44   53.44
9 26  1779

   o

10 20  1521
   o    o  52.92  52.92 

 53.44 

  52.25

 52.60    o   52.60
11 28  1147

   o

12 19  1902
   o    o  52.25  52.25 

 52.60 

  49.37

   o    o   49.97
13 24  1176

 49.97

14 23  1836
   o  49.37    o  49.37 

 49.97 

  47.50

   o    o   49.21
15 12  1149

 49.21

16 17  1132
 47.50    o    o  47.50 

 49.21 

  47.21

   o  47.48   47.48
17 15  1015

   o

18 18  1324
 47.21    o    o  47.21 

 47.48 

  46.18

 46.53    o   46.53
19 10  1096

   o

20 3  1703
 46.18    o    o  46.18 

 46.53 

  44.85

 45.25    o   45.25
21 13  1322

   o

22 9  1559
 44.85    o    o  44.85 

 45.25 

  43.15

   o    o   44.20
23 7  1081

 44.20

24 4  1283
   x    x  43.15  43.15 

 44.20 

  39.74

   o  42.51   42.51
25 6  1326

   x

26 5  1242
 39.74    o    o  39.74 

 42.51 

  38.00

   o  38.00   38.00
27 2  1282

   o

27 8  1745
 38.00    x    o  38.00 

 38.00 

1  1727

11  1075



[ 2組]
３回の
最高記録

山崎 蒼空(6)
ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ 小谷小
青栁 真珠(6)
ｱｵﾔｷﾞ ﾏｼｭｳ 広丘小
村田 勇気(6)
ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 岩村田AC
牧 涼介(6)
ﾏｷ ﾘｮｳｽｹ 上松小
金田 辰紀(6)
ｶﾈﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ 富草小
大塚 亮(6)
ｵｵﾂｶ ﾘｮｳ 滋野小
下牧 舜(6)
ｼﾓﾏｷ ｼｭﾝ 上松小
尾曽 将愛(6)
ｵｿ ﾏｻﾖｼ 下久堅小
野髙 文太郎(6)
ﾉﾀﾞｶ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ 八坂小
竹花 恒輝(6)
ﾀｹﾊﾅ ｺｳｷ 下諏訪北小
伊藤 蘭之介(6)
ｲﾄｳ  ﾗﾝﾉｽｹ 高遠
吉澤 隼斗(6)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 小諸東小
中澤 俊稀(6)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼｷ 上田南小
矢野 眞嵩(5)
ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ 三輪
山岸寛尚(6)
ﾔﾏｷﾞｼﾋﾛﾅｵ 中川東
岡山 魁星(6)
ｵｶﾔﾏ ｶｲｾｲ 大町東小
村上 鮎太郎(5)
ﾑﾗｶﾐ ｱﾕﾀﾛｳ 塩尻西小
吉澤 佑(5)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 芳川小
堤 慎一郎(5)
ﾂﾂﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 竜丘小
石井 康瑛(5)
ｲｼｲ ｺｳｴｲ 臼田小
森本 諒(6)
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ 湖南小
小林 祐太(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 倭
内山 泰地(5)
ｳﾁﾔﾏ ﾀｲﾁ 信州新町ｸ
鈴木 皓太(6)
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 栄
奥野 史哉(5) 欠場
ｵｸﾉ  ﾌﾐﾔ 西条
滝沢 亮汰(6) 欠場
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 上田南小
望月 哲平(5) 欠場
ﾓﾁﾂﾞｷ  ﾃｯﾍﾟｲ 野沢温泉
内山 大幹(6) 欠場
ｳﾁﾔﾏ ﾀｲｷ 開智小
清澤 翔二(6) 欠場
ｷﾖｻﾜ ｼｮｳｼﾞ 上松小
山下 俊輔(6) 欠場
ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 下久堅小

所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

小学男子

ﾎﾞｰﾙ投

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1 28  1560
 64.48    o    o   64.48

  58.06

 64.48 

2 29  1545
   o    o  61.45   61.45

3 30  1018
 58.06    o    o  58.06 

 61.45 

  57.06

   o    o   57.20
4 26  1510

 57.20

5 21  1898
 57.06    o    o  57.06 

 57.20 

  55.33

   o    o   55.38
6 23  1148

 55.38

7 24  1509
 55.33    o    o  55.33 

 55.38 

  54.28

   o  54.81   54.81
8 20  1863

   o

9 15  1616
 54.28    o    o  54.28 

 54.81 

  52.96

 54.20    o   54.20
10 6  1700

   o

11 19  1811
 52.96    o    o  52.96 

 54.20 

  50.14

   o    o   50.55
12 27  1048

 50.55

13 25  1155
   o  50.14    o  50.14 

 50.55 

  48.24

   o  48.33   48.33
14 10  1280

   o

15 17  1838
 48.24    o    o  48.24 

 48.33 

  47.72

   o  48.09   48.09
16 9  1580

   o

17 14  1534
 47.72    o    o  47.72 

 48.09 

  43.04

   o    o   43.45
18 7  1679

 43.45

19 12  1903
 43.04    o    o  43.04 

 43.45 

  42.33

   o    o   42.44
20 11  1009

 42.44

21 4  1713
 42.33    o    o  42.33 

 42.44 

  36.36

   o  37.24   37.24
22 8  1309

   o

23 2  1284
 36.36    o    o  36.36 

 37.24 

   o  36.32   36.32
24 1  1268

   o

5  1323

 36.32 

22  1154

3  1308

13  1644

16  1511

18  1862
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長野県小学生(ER)                74.23 冨永　凌平                   中川東陸上クラブ 2008        
大会記録(GR)                    73.73 

永瀬 蒼生(6) 塩尻西小
ﾅｶﾞｾ ｱｵｲ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
山崎 蒼空(6) 小谷小
ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ ｵﾀﾘｼｮｳ
阿部 翔太(6) 鬼無里
ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ ｷﾅｻ
青栁 真珠(6) 広丘小
ｱｵﾔｷﾞ ﾏｼｭｳ ﾋﾛｵｶｼｮｳ
佐藤 元紀(6) 鬼無里
ｻﾄｳ ﾓﾄﾉﾘ ｷﾅｻ
和久 滉矢(6) 川上第一小
ﾜｷｭｳ ｺｳﾔ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁｼｮｳ
村田 勇気(6) 岩村田AC
ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｴｰｼｰ
牧 涼介(6) 上松小
ﾏｷ ﾘｮｳｽｹ ｱｹﾞﾏﾂｼｮｳ
金田 辰紀(6) 富草小
ｶﾈﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ ﾄﾐｸｻｼｮｳ
清水 歩(6) 赤穗南
ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ ｱｶﾎﾐﾅﾐ
千国 颯太(6) 小谷小
ﾁｸﾆ ｿｳﾀ ｵﾀﾘｼｮｳ
大塚 亮(6) 滋野小
ｵｵﾂｶ ﾘｮｳ ｼｹﾞﾉｼｮｳ
下牧 舜(6) 上松小
ｼﾓﾏｷ ｼｭﾝ ｱｹﾞﾏﾂｼｮｳ
尾曽 将愛(6) 下久堅小
ｵｿ ﾏｻﾖｼ ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ
野髙 文太郎(6) 八坂小
ﾉﾀﾞｶ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ ﾔｻｶｼｮｳ
竹花 恒輝(6) 下諏訪北小
ﾀｹﾊﾅ ｺｳｷ ｼﾓｽﾜｷﾀｼｮｳ
高山 大輔(6) 大町東小
ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
高木 翔(6) 柏原
ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ ｶｼﾜﾊﾞﾗ
木村 海夢(6) 箕輪南
ｷﾑﾗ ｶｲﾑ ﾐﾉﾜﾐﾅﾐ
伊藤 蘭之介(6) 高遠
ｲﾄｳ  ﾗﾝﾉｽｹ ﾀｶﾄｵ
野田 昂希(6) 木曽上田小
ﾉﾀﾞ ｺｳｷ ｷｿｳｴﾀﾞｼｮｳ
寺島 勇樹(6) 滋野小
ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｷ ｼｹﾞﾉｼｮｳ
宮井 大介(5) 竜丘小
ﾐﾔｲ ﾀﾞｲｽｹ ﾀﾂｵｶｼｮｳ
吉澤 隼斗(6) 小諸東小
ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳ
中澤 俊稀(6) 上田南小
ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼｷ ｳｴﾀﾞﾐﾅﾐｼｮｳ
高寺 歩夢(6) 本原
ﾀｶﾃﾗ ｱﾕﾑ ﾓﾄﾊﾗ
竹内 栄太(5) 七久保
ﾀｹｳﾁ ｴｲﾀ ﾅﾅｸﾎﾞ
齊藤 拓磨(6) 滋野小
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ ｼｹﾞﾉｼｮｳ
矢野 眞嵩(5) 三輪
ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ ﾐﾜ
山岸寛尚(6) 中川東
ﾔﾏｷﾞｼﾋﾛﾅｵ ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼ
岡山 魁星(6) 大町東小
ｵｶﾔﾏ ｶｲｾｲ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
村上 鮎太郎(5) 塩尻西小
ﾑﾗｶﾐ ｱﾕﾀﾛｳ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
井出 たつや(6) 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ
ｲﾃﾞ  ﾀﾂﾔ ﾉｷﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ
木内和紀(5) 岸野小
ｷｳﾁｶｽﾞﾉﾘ ｷｼﾉｼｮｳ
堀内 直雄(5) 西条
ﾎﾘｳﾁ  ﾅｵ ﾆｼｼﾞｮｳ

1-18

1-17

35 1324
 47.21    o    o  47.21

1-16

34 1015
   o    o  47.48  47.48

2-17

33 1132
 47.50    o    o  47.50

2-16

32 1534
 47.72    o    o  47.72

2-15

31 1580
   o    o  48.09  48.09

2-14

30 1838
 48.24    o    o  48.24

1-15

29 1280
   o    o  48.33  48.33

1-14

28 1149
 49.21    o    o  49.21

1-13

27 1836
   o  49.37    o  49.37

2-13

26 1176
 49.97    o    o  49.97

2-12

25 1155
   o  50.14    o  50.14

1-12

24 1048
 50.55    o    o  50.55

1-11

23 1902
   o    o  52.25  52.25

1-10

22 1147
   o  52.60    o  52.60

2-11

21 1521
   o    o  52.92  52.92

1- 9

20 1811
 52.96    o    o  52.96

1- 8

19 1779
   o    o  53.44  53.44

1- 7

18 1334
 53.49    o    o  53.49

2-10

17 1579
   o    o  53.80  53.80

2- 9

16 1700
   o  54.20    o  54.20

2- 8

15 1616
 54.28    o    o  54.28

2- 7

14 1863
   o    o  54.81  54.81

2- 6

13 1509
 55.33    o    o  55.33

1- 6

12 1148
 55.38    o    o  55.38

1- 5

11 1561
   o    o  55.60  55.60

2- 5

10 1823
   x    o  56.52  56.52

2- 4

9 1898
 57.06    o    o  57.06

2- 3

8 1510
 57.20    o    o  57.20

1- 4

7 1018
 58.06    o    o  58.06

1- 3

6 1077
   o    o  61.04  61.04

2- 2

5 1318
   o  61.24    o  61.24

1- 2

4 1545
   o    o  61.45  61.45

2- 1

3 1319
   x    o  62.00  62.00

1- 1

2 1560
 64.48    o    o  64.48

備考

1 1533
   o    o  68.29  68.29

-３- -４- -５- -６- 記録 組順順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

競技結果        小学男子        ﾎﾞｰﾙ投          決勝      投擲審判長
記録主任：

伊藤利博
竹内秀樹

2011/06/26 15:57

第28回長野県小学生陸上競技大会
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

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成23年6月26日（日）
会場：県松本平広域公園陸上競技場
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競技結果        小学男子        ﾎﾞｰﾙ投          決勝      投擲審判長
記録主任：

伊藤利博
竹内秀樹

2011/06/26 15:57

第28回長野県小学生陸上競技大会
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

小林 功貴(6) 中佐都小
ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｳｷ ﾅｶｻﾄｼｮｳ
津金 薫(6) 原PCｼﾞｭﾆｱ
ﾂｶﾞﾈ ｶｵﾙ ﾊﾗPCｼﾞｭﾆｱ
井上 祐弥(6) 西条
ｲﾉｳｴ  ﾕｳﾔ ﾆｼｼﾞｮｳ
小林 耀(5) 会染小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ ｱｲｿﾒｼｮｳ
田口 航大(6) 川上第二小
ﾀｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ ｶﾜﾆｼｮｳ
吉澤 佑(5) 芳川小
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ ﾖｼｶﾜｼｮｳ
藤木 純汰(5) 栗ｶﾞ丘
ﾌｼﾞｷ ｼﾞｭﾝﾀ ｸﾘｶﾞｵｶ
堤 慎一郎(5) 竜丘小
ﾂﾂﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾀﾂｵｶｼｮｳ
松井 竜之介(5) 長沼
ﾏﾂｲ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾅｶﾞﾇﾏ
石井 康瑛(5) 臼田小
ｲｼｲ ｺｳｴｲ ｳｽﾀﾞｼｮｳ
森本 諒(6) 湖南小
ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ ｺﾅﾐｼｮｳ
青木 祥平(6) 中野ｽﾏｲﾙ
ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ ﾅｶﾉｽﾏｲﾙ
福田 優人(5) 栗ｶﾞ丘
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ ｸﾘｶﾞｵｶ
大矢 華月(6) 田中小
ｵｵﾔ ｶﾂﾞｷ ﾀﾅｶｼｮｳ
小林 祐太(5) 倭
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ ﾔﾏﾄ
内山 泰地(5) 信州新町ｸ
ｳﾁﾔﾏ ﾀｲﾁ ｼﾝｼｭｳｼﾝﾏﾁｸ
鈴木 皓太(6) 栄
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ ｻｶｴ
奥野 史哉(5) 西条 欠場
ｵｸﾉ  ﾌﾐﾔ ﾆｼｼﾞｮｳ
滝沢 亮汰(6) 上田南小 欠場
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ｳｴﾀﾞﾐﾅﾐｼｮｳ
小口 晃太(5) 小井川小 欠場
ｵｸﾞﾁ ｺｳﾀ ｵｲｶﾜｼｮｳ
髙柳 岳斗(5) 切原小 欠場
ﾀｶﾔﾅｷﾞ  ﾔﾏﾄ ｷﾘﾊﾗｼｮｳ
望月 哲平(5) 野沢温泉 欠場
ﾓﾁﾂﾞｷ  ﾃｯﾍﾟｲ ﾉｻﾞﾜｵﾝｾﾝ
内山 大幹(6) 開智小 欠場
ｳﾁﾔﾏ ﾀｲｷ ｶｲﾁｼｮｳ
清澤 翔二(6) 上松小 欠場
ｷﾖｻﾜ ｼｮｳｼﾞ ｱｹﾞﾏﾂｼｮｳ
山下 俊輔(6) 下久堅小 欠場
ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝｽｹ ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ

2-  

1862 2-  

2-  

1511

2-  

1644

1-  

1308

1-  

1075

2-  

1727

2-  

1154

 36.32
2-24

1323

 36.36
2-23

52 1268
   o    o  36.32

 37.24
2-22

51 1284
 36.36    o    o

 38.00
1-27

50 1309
   o    o  37.24

 38.00
1-27

48 1745
 38.00    x    o

 39.74
1-26

48 1282
   o    o  38.00

 42.33
2-21

47 1242
 39.74    o    o

 42.44
2-20

46 1713
 42.33    o    o

 42.51
1-25

45 1009
 42.44    o    o

 43.04
2-19

44 1326
   x    o  42.51

 43.15
1-24

43 1903
 43.04    o    o

 43.45
2-18

42 1283
   x    x  43.15

 44.20
1-23

41 1679
 43.45    o    o

 44.85
1-22

40 1081
 44.20    o    o

 45.25
1-21

39 1559
 44.85    o    o

 46.18
1-20

38 1322
   o  45.25    o

 46.53
1-19

37 1703
 46.18    o    o

-６- 記録 組順 備考

36 1096
   o  46.53    o

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５-

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成23年6月26日（日）
会場：県松本平広域公園陸上競技場
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