
予選 6月4日 10:25
決勝 6月4日 14:10

[ 1組] 風速 +2.3 [ 2組] 風速 +3.0

 1 林 鴻佑(5)    14.65 q 1 松原 聖将(5)    14.61 q
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 開智小 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町西小

 2 藤澤 玲王(5)    14.79 2 市澤 文太(5)    14.87 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ 筑摩小 ｲﾁｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀ 会染小

 3 杏  輝哉(5)    15.70 3 田中 駿祐(5)    15.13 
ｶﾗﾓﾓ ﾃﾙﾔ 穂高南小 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 開智小

 4 村山 大起(5)    16.23 4 中島 瑞樹(5)    15.33 
ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 島立小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 上松小

 5 牧田 健之介(5)    16.29 5 坂井 健留(5)    15.53 
ﾏｷﾀ ｹﾝﾉｽｹ 開明小 ｻｶｲ ﾀｹﾙ 池田小

 6 宮下 陽平(5)    16.50 6 高橋 良徳(5)    15.65 
ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ 麻績小 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 塩尻西小

 7 武重 伊咲(5)    18.09 7 飯塚 勇太(5)    15.72 
ﾀｹｼｹﾞ ｲﾌﾞｷ 王滝小 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 広丘小
宮川 蓮(5) 8 御小柴 大暉(5)    16.18 
ﾐﾔｶﾞﾜﾚﾝ 坂井小 ﾐｺｼﾊﾞ ﾀｲｷ 清水小

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 +3.2

 1 小池 諒(5)    14.65 q 1 笹川 浩輔(5)    14.57 q
ｺｲｹ ﾘｮｳ 開智小 ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 木祖源流TC

 2 古川 晴貴(5)    14.86 2 宇佐美 彰規(5)    14.82 
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 南木曽小 ｳｻﾐ ｱｷﾉﾘ 大町南小

 3 中村 剛(5)    14.93 3 郷原 勝貴(5)    15.61 
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 朝日小 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｶﾂｷ 南木曽小

 4 栗林 雄大(5)    15.01 4 中村 巧実(5)    15.66 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 大町南小 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 穂高南小

 5 内城 栄作(5)    15.63 5 宮嶋 海斗(5)    16.06 
ｳﾁｼﾞｮｳ ｴｲｻｸ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｲﾄ 芳川小

 6 森田 京裕(5)    15.86 6 藤澤 伊織(5)    16.16 
ﾓﾘﾀ ｷｮｳｽｹ 豊科東小 ﾌｼﾞｻﾜ ｲｵﾘ 本城小

 7 倉又 要輔(5)    16.77 7 城山 達也(5)    16.43 
ｸﾗﾏﾀ ﾖｳｽｹ 筑摩小 ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ ｺﾒｯﾄ波田

 8 佐々木 雅裕(5)    17.01 8 小山 恭慶(5)    16.79 
ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ 王滝小 ｺﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 麻績小

[ 5組] 風速 +4.4 [ 6組] 風速 +2.4

 1 上條 友暉(5)    14.40 q 1 塚原 豊純(5)    14.53 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 豊科東小 ﾂｶﾊﾗ ﾄﾖｽﾞﾐ 洗馬小

 2 中西 竜歩(5)    14.74 q 2 西村 陽杜(5)    14.73 q
ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 穂高西小 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 二子小

 3 黒田 拓巳(5)    14.78 3 宮川 敏輝(5)    15.63 
ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 芳川小 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄｼｷ 本城小

 4 西澤 優人(5)    15.09 4 和賀 慎太郎(5)    15.85 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 大町南小 ﾜｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 筑摩小

 5 木村 輔(5)    15.31 5 小穴 康平(5)    15.85 
ｷﾑﾗ ﾀｽｸ 豊科南小 ｵｱﾅ ｺｳﾍｲ 豊科北小

 6 宮崎 祐太(5)    15.71 6 草間 勇人(5)    15.88 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 穂高南小 ｸｻﾏ ﾊﾔﾄ 梓川小

 7 深澤 龍平(5)    16.18 7 塩原 寛大(5)    16.17 
ﾌｶｻﾜ ﾘｭｳﾍｲ 清水小 ｼｵﾊﾗ ｶﾝﾀ 塩尻西小

 8 田邉 航大(5)    16.19 
ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 広丘小
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風速 -1.2

 1 松原 聖将(5)    14.80 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町西小

 2 小池 諒(5)    15.00 
ｺｲｹ ﾘｮｳ 開智小

 3 笹川 浩輔(5)    15.02 
ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 木祖源流TC

 4 上條 友暉(5)    15.05 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 豊科東小

 5 塚原 豊純(5)    15.11 
ﾂｶﾊﾗ ﾄﾖｽﾞﾐ 洗馬小

 6 林 鴻佑(5)    15.13 
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 開智小

 7 西村 陽杜(5)    15.34 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 二子小

 8 中西 竜歩(5)    15.37 
ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 穂高西小
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予選 6月4日 10:50
決勝 6月4日 14:15

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +1.5

 1 大倉 春輝(6)    13.77 q 1 駒澤 遼大(6)    13.44 q
ｵｵｸﾗ ﾊﾙｷ 大町北小 ｺﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 大町北小

 2 齋藤 ｵﾘｵﾝ 流(6)    14.42 2 幸野 藍斗(6)    14.76 
ｻｲﾄｳ ｵﾘｵﾝ ﾘｭｳ 寿小 ｺｳﾉ ｱｲﾄ 王滝小

 3 中島 拓朗(6)    14.54 3 松原 寛太(6)    14.86 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ 大桑小 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶﾝﾀ 木曽楢川小

 4 岡村 崚平(6)    14.63 4 中田 柊斗(6)    15.08 
ｵｶﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 穂高南小 ﾅｶﾀ ｼｭｳﾄ 大桑小

 5 山口 光太郎(6)    14.78 5 熊谷 悟(6)    15.13 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 堀金小 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 広丘小

 6 曽根原 亮太(6)    14.87 6 二宮 郁也(6)    15.92 
ｿﾈﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 豊科南小 ﾆﾉﾐﾔ ﾌﾐﾔ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 7 安藤 一真(6)    16.23 髙島 大悟(6)
ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 三岳小 ﾀｶｼﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 才教学園小

 8 奥原 悠士(6)    16.36 小澤 直生(6)
ｵｸﾊﾗ ﾕｳｼ 奈川小 ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 島内小

[ 3組] 風速 +1.3 [ 4組] 風速 +0.6

 1 深谷 文太(6)    13.94 q 1 小島 空(6)    13.65 q
ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 大町北小 ｺｼﾞﾏ ｿﾗ ｺﾒｯﾄ波田

 2 西澤 航平(6)    14.31 q 2 三村 泰輝(6)    13.70 q
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 吉田小 ﾐﾑﾗ ﾀｲｷ 開明小

 3 鰐川 采人(6)    15.26 3 内田 祐介(6)    14.65 
ﾜﾆｶﾜ ｱﾔﾄ 島内小 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ 三郷小

 4 藤牧 祐輔(6)    15.27 4 竹内 雄大(6)    14.69 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｽｹ 今井小 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 広丘小

 5 飯塚 耕輔(6)    15.27 5 杏 直樹(6)    14.72 
ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｽｹ 広丘小 ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 開智小

 6 加瀬 弘和(6)    15.51 6 真野 温人(6)    15.28 
ｶｾ ﾋﾛｶｽﾞ 麻績小 ﾏﾉ ﾊﾙﾄ 豊科北小

 7 森岡 琉我(6)    15.75 7 井上 修斗(6)    15.70 
ﾓﾘｵｶ ﾘｭｳｶﾞ 安曇小 ｲﾉｳｴ ｼｭｳﾄ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 8 畑中 聡志(6)    16.00 8 江森 拓(6)    15.88 
ﾊﾀﾅｶ ｻﾄｼ 大桑小 ｴﾓﾘ ﾀｸ 麻績小

[ 5組] 風速 -0.1 [ 6組] 風速 +2.2

 1 佐原 尚門(6)    14.18 q 1 寺島 魁人(6)    13.26 q
ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ 梓川小 ﾃﾗｼﾏ ｶｲﾄ 北安松川小

 2 蝦名 李音(6)    14.51 2 大宮 拓斗(6)    14.66 
ｴﾋﾞﾅ ﾘｵ 附属松本小 ｵｵﾐﾔ ﾀｸﾄ 南木曽小

 3 花塚 圭汰(6)    14.55 3 中島 大智(6)    14.87 
ﾊﾅﾂﾞｶ ｹｲﾀ 八坂小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 吉田小

 4 羽生 瑞紀(6)    14.62 4 玉井 光(6)    15.09 
ﾊﾆｳ ﾐｽﾞｷ 坂北小 ﾀﾏｲﾋｶﾙ 坂井小

 5 山田 航大(6)    14.91 5 宮澤 凌翔(6)    15.20 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 岡田小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳﾄ 豊科南小

 6 今井 優希(6)    15.00 6 藤原 圭祐(6)    15.31 
ｲﾏｲ ﾕｳｷ 豊科東小 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｽｹ 穂高南小

 7 羽山 弘祐(6)    15.13 7 平山 隼大(6)    16.41 
ﾊﾔﾏ ｺｳｽｹ 開智小 ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝﾀ 開明小

 8 花澤 知寿(6)    15.25 
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 大町北小
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風速 -2.0

 1 寺島 魁人(6)    13.42 
ﾃﾗｼﾏ ｶｲﾄ 北安松川小

 2 駒澤 遼大(6)    13.74 
ｺﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 大町北小

 3 三村 泰輝(6)    13.95 
ﾐﾑﾗ ﾀｲｷ 開明小

 4 小島 空(6)    14.02 
ｺｼﾞﾏ ｿﾗ ｺﾒｯﾄ波田

 5 大倉 春輝(6)    14.11 
ｵｵｸﾗ ﾊﾙｷ 大町北小

 6 佐原 尚門(6)    14.25 
ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ 梓川小

 7 深谷 文太(6)    14.61 
ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 大町北小

 8 西澤 航平(6)    14.72 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 吉田小
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決勝 6月4日 13:35

[ 1組] [ 2組]

 1 清沢 一真(6)  3:24.66 1 古川 竜大(6)  3:16.47 
ｷﾖｻﾜ ｶｽﾞﾏ 白馬AC ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳﾀ 豊科東小

 2 宮原 伶児(6)  3:27.87 2 松井 開人(6)  3:19.26 
ﾐﾔﾊﾗ ﾚｲｼﾞ 開明小 ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 大町東小

 3 小澤 大輝(5)  3:29.64 3 松尾 拓樹(5)  3:20.42 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 穂高西小 ﾏﾂｵ ﾋﾛｷ 上松小

 4 西澤 将哉(5)  3:30.86 4 山口 蓮(6)  3:21.16 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 島内小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝ 大町北小

 5 小山 大貴(6)  3:31.22 5 伊藤 大地(6)  3:21.60 
ｺﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 塩尻東小 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 洗馬小

 6 平林 柚葵(6)  3:31.36 6 千国 友彦(6)  3:21.83 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 三郷小 ﾁｸﾆ ﾄﾓﾋｺ 小谷小

 7 小林 将貴(6)  3:31.71 7 郷津 知哉(5)  3:23.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 穂高北小 ｺﾞｳｽﾞ ﾄﾓﾔ 白馬AC

 8 輪湖 幸太(5)  3:32.86 8 村岡 拓人(6)  3:24.50 
ﾜｺ ｺｳﾀ 梓川小 ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾄ ｺﾒｯﾄ波田

 9 保科 壮(6)  3:33.13 9 宮崎 樹(6)  3:26.92 
ﾎｼﾅ ﾀｹｼ 穂高南小 ﾐﾔｻﾞｷ ｲﾂｷ 大町西小

10 竹内 聡志(6)  3:33.43 10 新倉 佑輔(5)  3:27.21 
ﾀｹｳﾁ ｻﾄｼ 中山小 ｱﾗｸﾗ ﾕｳｽｹ 洗馬小

11 大月 健生(5)  3:34.81 11 上野 雅明(6)  3:28.12 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ 穂高西小 ｳｴﾉ ﾏｻｱｷ 塩尻東小

12 上田 桂悟(5)  3:37.16 12 河野 優希(6)  3:29.19 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ｺｳﾉ ﾕｳｷ 島内小

13 正田 暉弥(6)  3:37.23 13 小池 寿輝(6)  3:29.31 
ﾏｻﾀﾞ ﾃﾙﾔ 塩尻東小 ｺｲｹ ﾏｻｷ 開智小

14 百瀬 魁(5)  3:40.24 14 板敷 祐斗(6)  3:30.01 
ﾓﾓｾ ｶｲ 塩尻東小 ｲﾀｼﾞｷ ﾕｳﾄ 旭町小

15 齊藤 龍志(5)  3:41.99 15 中塚 俊助(6)  3:31.57 
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 梓川小 ﾅｶﾂｶ ｼｭﾝｽｹ 朝日小

16 藤岡 文人(6)  3:42.34 16 畑 翔也(6)  3:31.96 
ﾌｼﾞｵｶ ｱﾔﾄ 三郷小 ﾊﾀ ｼｮｳﾔ 上松小

17 玉井 佑樹(6)  3:42.35 17 稲葉 太一(6)  3:31.98 
ﾀﾏｲﾕｳｷ 坂井小 ｲﾅﾊﾞ ﾀｲﾁ 南木曽小

18 上條 俊文(6)  3:43.32 18 勝野 耀太(6)  3:32.02 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ 今井小 ｶﾂﾉ ﾖｳﾀ 大桑小

19 見形 光樹(6)  3:43.78 19 堀 新(6)  3:36.68 
ﾐｶﾀ ﾐﾂｷ 梓川小 ﾎﾘ ｱﾗﾀ 南木曽小

20 勝野 文崇(6)  3:55.36 20 藤沢 光(6)  3:36.77 
ｶﾂﾉ ﾌﾐﾀｶ 坂北小 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 芝沢小

21 中村 颯太(5)  3:57.06 21 筒井 奏太(5)  3:38.17 
ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 朝日小 ﾂﾂｲ ｿｳﾀ 上松小

22 峯村 竜冴(5)  4:04.57 22 堀口 旺伽(6)  3:41.31 
ﾐﾈﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ 麻績小 ﾎﾘｸﾞﾁ ｵｳｶ 開智小
石曽根 歩(5) 23 田中 大紀(5)  3:41.43 
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 島内小 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 清水小
藤井 光彦(6)
ﾌｼﾞｲ ﾐﾂﾋｺ 旭町小

欠場
24   620

欠場

5   659

17   719

13   706

15   129

3   137

4   148

7   130

2   147

14   621

6   234

18   734

21   652

12    41

20    47

8   611

11   354

10   301

1   311

16   371

22    42

9   325

23   128

5   740

記録／備考
19   455

No. 氏  名 所属名

22   237

8   217

19   625

21   202

7   206

11   683

17   643

18   433

4    45

10    46

12   480

14   223

2   415

23   728

13   420

15   642

6    48

16   434

20   479

3   739

1   310

9   664

男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 古川 竜大(6) 豊科東小    3:16.47  2  1
   2 松井 開人(6) 大町東小    3:19.26  2  2
   3 松尾 拓樹(5) 上松小    3:20.42  2  3
   4 山口 蓮(6) 大町北小    3:21.16  2  4
   5 伊藤 大地(6) 洗馬小    3:21.60  2  5
   6 千国 友彦(6) 小谷小    3:21.83  2  6
   7 郷津 知哉(5) 白馬AC    3:23.20  2  7
   8 村岡 拓人(6) ｺﾒｯﾄ波田    3:24.50  2  8
   9 清沢 一真(6) 白馬AC    3:24.66  1  1
  10 宮崎 樹(6) 大町西小    3:26.92  2  9
  11 新倉 佑輔(5) 洗馬小    3:27.21  2 10
  12 宮原 伶児(6) 開明小    3:27.87  1  2
  13 上野 雅明(6) 塩尻東小    3:28.12  2 11
  14 河野 優希(6) 島内小    3:29.19  2 12
  15 小池 寿輝(6) 開智小    3:29.31  2 13
  16 小澤 大輝(5) 穂高西小    3:29.64  1  3
  17 板敷 祐斗(6) 旭町小    3:30.01  2 14
  18 西澤 将哉(5) 島内小    3:30.86  1  4
  19 小山 大貴(6) 塩尻東小    3:31.22  1  5
  20 平林 柚葵(6) 三郷小    3:31.36  1  6
  21 中塚 俊助(6) 朝日小    3:31.57  2 15
  22 小林 将貴(6) 穂高北小    3:31.71  1  7
  23 畑 翔也(6) 上松小    3:31.96  2 16
  24 稲葉 太一(6) 南木曽小    3:31.98  2 17
  25 勝野 耀太(6) 大桑小    3:32.02  2 18
  26 輪湖 幸太(5) 梓川小    3:32.86  1  8
  27 保科 壮(6) 穂高南小    3:33.13  1  9
  28 竹内 聡志(6) 中山小    3:33.43  1 10
  29 大月 健生(5) 穂高西小    3:34.81  1 11
  30 堀 新(6) 南木曽小    3:36.68  2 19
  31 藤沢 光(6) 芝沢小    3:36.77  2 20
  32 上田 桂悟(5) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    3:37.16  1 12
  33 正田 暉弥(6) 塩尻東小    3:37.23  1 13
  34 筒井 奏太(5) 上松小    3:38.17  2 21
  35 百瀬 魁(5) 塩尻東小    3:40.24  1 14
  36 堀口 旺伽(6) 開智小    3:41.31  2 22
  37 田中 大紀(5) 清水小    3:41.43  2 23
  38 齊藤 龍志(5) 梓川小    3:41.99  1 15
  39 藤岡 文人(6) 三郷小    3:42.34  1 16
  40 玉井 佑樹(6) 坂井小    3:42.35  1 17
  41 上條 俊文(6) 今井小    3:43.32  1 18
  42 見形 光樹(6) 梓川小    3:43.78  1 19
  43 勝野 文崇(6) 坂北小    3:55.36  1 20
  44 中村 颯太(5) 朝日小    3:57.06  1 21
  45 峯村 竜冴(5) 麻績小    4:04.57  1 22

  202
  237
  217

  433
  206
  683
  625

   45
  129
   46
  659
  719
  643

  415
  728
  480
  148
  706
  223

  234
  420
  130
  147
  137
  642

  652
  479
  621
  739
   48
  434

  310
  354
   41
  664
   47
  734

  128
  371
   42
  301
  311
  611

記録 備考 組 順位
  455
  325

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

男子

1000m



予選 6月4日 12:15
決勝 6月4日 14:30

[ 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 大町西小   363 川上 浩弥(6)    57.06 q 1  2 大町東小(A)  335 峯村 拓杜(6)    57.42 q

ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾔ ﾐﾈﾑﾗ ﾀｸﾄ
  364 伊藤 拓海(6)  334 津野尾 悠弥(6)

ｲﾄｳ ﾀｸﾐ ﾂﾉｵ ﾕｳﾔ
  365 松原 洸介(6)  338 石田 颯太(6)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ ｲｼﾀﾞ ｿｳﾀ
  366 赤羽 龍汰(6)  337 日暮 康人(6)

ｱｶﾊﾈ ﾘｭｳﾀ ﾋｸﾞﾚ ﾔｽﾋﾄ
 2   5 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗(C)     7 中沢 宏紀(6)    59.80 q 2  6 塩尻東小(A)   53 手塚 知丹(6)    58.53 q

ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ ﾃﾂﾞｶ ﾁﾀﾝ
    6 渡邊 琢磨(6)   52 中村 和哉(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ
    5 高山 優作(6)   51 太田 有馬(6)

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｻｸ ｵｵﾀ ﾄｵﾏ
    4 湯本 将太(6)   54 宮田 昂育(6)

ﾕﾓﾄ ｼｮｳﾀ ﾐﾔﾀ ｺｳｽｹ
 3   4 芝沢小(B)   691 花村 珠潤(5)  1:00.73 3  5 筑摩小  725 深澤 完太(6)    58.92 q

ﾊﾅﾑﾗ ｼｭｳﾙ ﾌｶｻﾞﾜ ｶﾝﾀ
  694 金田 耕平(5)  723 坪田 修吾(6)

ｶﾈﾀ ﾞｺｳﾍｲ ﾂﾎﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ
  690 嘉藤 佑太朗(5)  724 島藤 和也(6)

ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ ｼﾏﾄｳ ｶｽﾞﾔ
  693 宮島 健太(5)  722 竹内 匡(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝﾀ ﾀｹｳﾁ ｷｮｳ
 4   6 岡田小   645 横山 太一(6)  1:00.92 4  3 菅野小(A)  713 倉科 佳典(6)  1:00.28 q

ﾖｺﾔﾏ ﾀｲﾁ ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ
  649 西村 皇紀(6)  712 前澤 圭人(6)

ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ
  648 小松 寛武(6)  711 赤羽 響(6)

ｺﾏﾂ ﾋﾛﾀｹ ｱｶﾊﾈ ﾋﾋﾞｷ
  646 山中 雅也(5)  714 平林 航(6)

ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾔ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 5   8 穂高南小   418 遠藤 樹(5)  1:01.14 5  4 堀金小(A)  428 一色 渓介(5)  1:01.87 

ｴﾝﾄﾞｳｲﾂﾞｷ ｲｯｼｷ ｹｲｽｹ
  416 矢野 将也(5)  427 五十嵐 健祐(5)

ﾔﾉﾏｻﾔ ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｽｹ
  417 寺嶋 将希(5)  430 熊野 哉那(5)

ﾃﾗｼﾏﾏｻｷ ｸﾏﾉ ｶﾅﾀ
  419 矢野 誠也(5)  429 伊藤 柊(5)

ﾔﾉｾｲﾔ ｲﾄｳ ｼｭｳ
 6   3 塩尻東小(B)    58 高山 柊耶(5)  1:01.96 6  7 ｺﾒｯﾄ波田  607 小林 渓汰(5)  1:02.44 

ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
   55 鈴木 涼(5)  615 土田 魁(5)

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ ﾂﾁﾀﾞ ｶｲ
   56 塩原 泰地(5)  617 北沢 光記(5)

ｼｵﾊﾗ ﾀｲﾁ ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳｷ
   57 鈴木 蓮(5)  609 浅田 龍生(5)

ｽｽﾞｷ ﾚﾝ ｱｻﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ
 7   7 大町東小(D)   352 太田 光紀(5)  1:08.98 7  8 大町東小(C)  344 徳竹 駿太(6)  1:06.58 

ｵｵﾀ ｺｳｷ ﾄｸﾀｹ ｼｭﾝﾀ
  350 田中 翔太(5)  345 下田 絢都(6)

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ ｼﾓﾀﾞ ｹﾝﾄ
  351 中川 裕斗(5)  346 中瀬 雅也(6)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾅｶｾ ﾏｻﾔ
  349 勝野 開智(5)  347 横澤 友也(6)

ｶﾂﾉ ｶｲﾁ ﾖｺｻﾜ ﾄﾓﾔ

男子

4×100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 宗賀小    29 塩原 武蔵(5)  1:00.59 q

ｼｵﾊﾗ ﾑｻｼ
   30 望月 直輝(5)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｵｷ
   28 牛山 裕也(5)

ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾔ
   31 柳沢 直生(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ
 2   2 島内小   735 丸山 楽人(5)  1:00.63 q

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾞｸﾄ
  737 犬飼 昇吾(5)

ｲﾇｶｲ ｼｮｳｺﾞ
  741 中嶋 瑞樹(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ
  736 吉原 康平(5)

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾍｲ
 3   3 大町東小(B)   339 原 幸輝(6)  1:00.86 

ﾊﾗ ﾕｷﾋﾄ
  340 太田 湧也(6)

ｵｵﾀ ﾕｳﾔ
  341 永田  裕汰(6)

ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾀ
  342 飯森 雄生(6)

ｲｲﾓﾘ ﾕｳｾｲ
 4   5 大町北小   380 松澤 渓(5)  1:01.27 

ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲ
  381 高橋 一輝(5)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ
  382 畠山 龍太(5)

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
  383 牧元 渓太(5)

ﾏｷﾓﾄ ｹｲﾀ
 5   6 穂高西小   484 田中 魅希(6)  1:01.86 

ﾀﾅｶ ｶｲｷ
  482 古幡 晶(6)

ﾌﾙﾊﾀ ｼｮｳ
  485 児玉 雄司(6)

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｼﾞ
  483 酒井 広紀(6)

ｻｶｲ ｺｳｷ
 6   8 芝沢小(A)   707 柳沢 宏樹(6)  1:02.81 

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛｷ
  698 小林 雅人(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ
  701 清水 一輝(6)

ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ
  696 三浦 完爾(6)

ﾐｳﾗ ｶﾝｼﾞ
 7   7 開明小   663 丸山 翔也(5)  1:05.91 

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ
  670 石原 亘(5)

ｲｼﾊﾗ ﾜﾀﾙ
  669 小岩井 春輝(5)

ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ
  675 平林 実(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ

男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 大町西小   363 川上 浩弥(6)    57.18 

ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾔ
  364 伊藤 拓海(6)

ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
  365 松原 洸介(6)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ
  366 赤羽 龍汰(6)

ｱｶﾊﾈ ﾘｭｳﾀ
 2   6 大町東小(A)   335 峯村 拓杜(6)    58.50 

ﾐﾈﾑﾗ ﾀｸﾄ
  334 津野尾 悠弥(6)

ﾂﾉｵ ﾕｳﾔ
  338 石田 颯太(6)

ｲｼﾀﾞ ｿｳﾀ
  337 日暮 康人(6)

ﾋｸﾞﾚ ﾔｽﾋﾄ
 3   5 塩尻東小(A)    53 手塚 知丹(6)    59.11 

ﾃﾂﾞｶ ﾁﾀﾝ
   52 中村 和哉(6)

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ
   51 太田 有馬(6)

ｵｵﾀ ﾄｵﾏ
   54 宮田 昂育(6)

ﾐﾔﾀ ｺｳｽｹ
 4   9 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗(C)     7 中沢 宏紀(6)    59.12 

ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ
    6 渡邊 琢磨(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ
    5 高山 優作(6)

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｻｸ
    4 湯本 将太(6)

ﾕﾓﾄ ｼｮｳﾀ
 5   4 筑摩小   725 深澤 完太(6)    59.58 

ﾌｶｻﾞﾜ ｶﾝﾀ
  723 坪田 修吾(6)

ﾂﾎﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ
  724 島藤 和也(6)

ｼﾏﾄｳ ｶｽﾞﾔ
  722 竹内 匡(6)

ﾀｹｳﾁ ｷｮｳ
 6   8 菅野小(A)   713 倉科 佳典(6)  1:00.48 

ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ
  712 前澤 圭人(6)

ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ
  711 赤羽 響(6)

ｱｶﾊﾈ ﾋﾋﾞｷ
  714 平林 航(6)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 7   2 宗賀小    29 塩原 武蔵(5)  1:00.95 

ｼｵﾊﾗ ﾑｻｼ
   30 望月 直輝(5)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｵｷ
   28 牛山 裕也(5)

ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾔ
   31 柳沢 直生(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ
 8   3 島内小   735 丸山 楽人(5)  1:01.54 

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾞｸﾄ
  737 犬飼 昇吾(5)

ｲﾇｶｲ ｼｮｳｺﾞ
  741 中嶋 瑞樹(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ
  736 吉原 康平(5)

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾍｲ

決勝

男子

4×100m



予選 6月4日 9:20
決勝 6月4日 13:55

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -1.3

 1 荻原 築(5)    16.53 q 1 筒井 恒匡(6)    15.18 q
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｽﾞｸ 白馬AC ﾂﾂｲ ﾂﾈﾏｻ 朝日小

 2 長島 拓也(6)    16.60 2 竹村 凌平(6)    16.60 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾔ 生坂小 ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 大町西小

 3 蓑島 廉(6)    17.05 3 早坂 駿(6)    17.02 
ﾐﾉｼﾏ ﾚﾝ 日義小 ﾊﾔｻｶ ｼｭﾝ 三郷小

 4 下条 倫太郎(5)    17.20 4 下出 渉(5)    17.72 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 旭町小 ｼﾀﾃﾞ ﾜﾀﾙ 王滝小

 5 倉科 睦実(6)    17.54 5 佐藤 和樹(6)    18.73 
ｸﾗｼﾅ ﾑﾂﾐ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 穂高西小

 6 岩垂 啓太(6)    17.73 6 長谷川 敦士(6)    18.87 
ｲﾜﾀﾞﾚ ｹｲﾀ 芝沢小 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂﾉﾘ 芝沢小

 7 登里 祥伍(6)    18.66 7 塚原 竜也(5)    20.33 
ﾉﾎﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 開田小 ﾂｶﾊﾗ ﾀﾂﾔ 麻績小

 8 横山 絢大(5)    18.94 
ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 堀金小

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 +1.2

 1 日原 悠貴(6)    13.85 q 1 下出 弘輔(6)    15.59 q
ﾋﾊﾗ ﾕｳｷ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗 ｼﾀﾃﾞ ｺｳｽｹ 王滝小

 2 橋本 青空(6)    16.50 q 2 草間 皓紀(5)    15.66 q
ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 北安松川小 ｸｻﾏ ｺｳｷ 大町西小

 3 浅川 駿太(6)    16.63 3 松澤 祐作(6)    15.69 q
ｱｻｶﾜ ｼｭﾝﾀ 穂高南小 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 白馬南小

 4 宮本 惇(5)    16.87 4 小松 礼道(6)    17.85 
ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 大町西小 ｺﾏﾂ ﾚｲﾁ 麻績小

 5 土屋 磨周(6)    18.28 5 藤沢 龍人(6)    17.95 
ﾂﾁｬ ﾏｼｭｳ 塩尻東小 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｭｳﾄ 豊科南小

 6 岡本 景(5)    18.98 6 古瀬 真弥(5)    18.22 
ｵｶﾓﾄ ｹｲ 王滝小 ﾌﾙｾ ﾏｻﾔ 開明小

 7 三浦 涼太郎(5)    19.10 7 若宮 隆文(5)    18.39 
ﾐｳﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 麻績小 ﾜｶﾐﾔ ﾀｶﾌﾐ 穂高南小

風速 -2.7

 1 日原 悠貴(6)    13.83 
ﾋﾊﾗ ﾕｳｷ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗

 2 筒井 恒匡(6)    14.45 
ﾂﾂｲ ﾂﾈﾏｻ 朝日小

 3 草間 皓紀(5)    15.52 
ｸｻﾏ ｺｳｷ 大町西小

 4 下出 弘輔(6)    15.61 
ｼﾀﾃﾞ ｺｳｽｹ 王滝小

 5 長島 拓也(6)    15.84 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾔ 生坂小

 6 橋本 青空(6)    15.84 
ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 北安松川小

 7 松澤 祐作(6)    16.34 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 白馬南小

 8 荻原 築(5)    16.42 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｽﾞｸ 白馬AC

 9 竹村 凌平(6)    16.82 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 大町西小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

80mH

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

3   209

所属名 記録／備考
7   313

5   226

9   102

2   618

4   426

8   692

6   116

所属名 記録／備考
8   233

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7   435

3   125

6   356

2   704

4   215

5   481

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3   411

4     1

8   386

2   358

5    49

所属名 記録／備考
6   123

6   216

順

7   124

2   322

8   212

5   357

4   667

3   405

7   465

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   357

6     1

4   233

8   386

7   123

1   209

2   356

9   322

3   313
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m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m23 1m26 1m29 1m32

笠原 拓実(6) - - - o o o o xo o xxx   1.29
ｶｻﾊﾗ ﾀｸﾐ 塩尻西小

ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
中村 智(6) - o xo o o o o xxo xo xxx   1.29
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 日義小

ﾋﾖｼｼｮｳ
長澤 一輝(6) - o o o o o xo xxx   1.23
ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 大町北小

ｵｵﾏﾁｷﾀｼｮｳ
大倉 拓也(6) - o o o o xo xxo xxx   1.23
ｵｵｸﾗ ﾀｸﾔ 王滝小

ｵｳﾀｷｼｮｳ
佐藤 琢(6) - o o o o xxo xxo xxx   1.23
ｻﾄｳ ﾀｸ 大町東小

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
宮嶋 凌也(6) - o o o xo xxo xxo xxx   1.23
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ 大町東小

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
斎藤 雅人(6) - - - o xo o xxx   1.20
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 穂高西小

ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳ
野村 健成(6) - o o o o xo xxx   1.20
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 豊科北小

ﾄﾖｼﾅｷﾀｼｮｳ
赤澤 虎太郎(6) o o o xo o xxo xxx   1.20
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 芝沢小

ｼﾊﾞｻﾜｼｮｳ
百瀬 信幸(6) o o o o o xxx   1.15
ﾓﾓｾ ﾉﾌﾞﾕｷ 梓川小

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ
田中 豪(6) o o o o o xxx   1.15
ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 広丘小

ﾋﾛｵｶｼｮｳ
吉川 みんと(6) - o o o o xxx   1.15
ﾖｼｶﾜ ﾐﾝﾄ 穂高南小

ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ
田中 景(6) o o o o xo xxx   1.15
ﾀﾅｶ ｹｲ 広丘小

ﾋﾛｵｶｼｮｳ
兒林 泰知(6) - o o o xo xxx   1.15
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 穂高南小

ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ
宮入 太優(5) o o o o xxo xxx   1.15
ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾕｳ 広丘小

ﾋﾛｵｶｼｮｳ
竹村 泰河(6) - o o o xxo xxx   1.15
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 白馬南小

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ
山田 怜(6) o o xo o xxo xxx   1.15
ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾝ 明善小

ﾒｲｾﾞﾝｼｮｳ
香西 奎汰(6) o o o o xxx   1.10
ｺｳｻﾞｲ ｹｲﾀ 穂高南小

ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ
藤森 息吹(6) o o o o xxx   1.10
ﾌｼﾞﾓﾘ ｲﾌﾞｷ 塩尻西小

ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
小合 翔大(6) - o o o xxx   1.10
ｵｺﾞｳ ｼｮｳﾀ 明科かけっこ

ｱｶｼﾅｶｹｯｺｸﾗﾌﾞ
工藤 圭吾(6) - o o o xxx   1.10
ｸﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ 大町東小

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
長田 幸大(6) - o o o xxx   1.10
ｵｻﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 白馬南小

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ
宮澤 健太(5) o o o xo xxx   1.10
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 三郷小

ﾐｻﾄｼｮｳ
原 光太朗(6) o xo o xxo xxx   1.10
ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 梓川小

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ

24  626 1-24

18  319 1-18

23  436 1-23

18  401 1-18

18  328 1-18

18  414 1-18

18   36 1-18

15  318 1-15

17  763 1-17

13  413 1-13

15   23 1-15

10  412 1-10

13   24 1-13

10  640 1-10

10   25 1-10

8  442 1- 8

9  702 1- 9

6  330 1- 6

7  477 1- 7

4  126 1- 4

5  329 1- 5

2  103 1- 2

3  372 1- 3

記録 組順 備考

1   38 1- 1

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

競技結果        男子            走高跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

藤森茂幸
近藤英男

2011/06/04 15:22

第６回中信地区小学生陸上競技大会
兼 第２８回長野県小学生陸上競技大会中信地区予選会
主催、主管：中信地区陸上競技協会
後援：松本・塩尻・安曇野・大町 各市教育委員会・木曽・東筑・大北 各地区教育委員会連絡協議会
協賛：信濃毎日新聞社

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：２０１１年６月４日（土）
会場：県松本平広域公園陸上競技場
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競技結果        男子            走高跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

藤森茂幸
近藤英男

2011/06/04 15:22

第６回中信地区小学生陸上競技大会
兼 第２８回長野県小学生陸上競技大会中信地区予選会
主催、主管：中信地区陸上競技協会
後援：松本・塩尻・安曇野・大町 各市教育委員会・木曽・東筑・大北 各地区教育委員会連絡協議会
協賛：信濃毎日新聞社

m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m23 1m26 1m29 1m32

高宮 直輝(6) o o xo xxo xxx   1.10
ﾀｶﾐﾔ ﾅｵｷ 芝沢小

ｼﾊﾞｻﾜｼｮｳ
安永 幸太(6) o o xxo xxx   1.05
ﾔｽﾅｶﾞ ｺｳﾀ 穂高北小

ﾎﾀｶｷﾀ
倉田 孟(5) o o xxx   1.00
ｸﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ 梓川小

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ
上嶋 辰輝(5) o xo xxx   1.00
ｳｴｼﾏ ﾀﾂｷ 寿小

ｺﾄﾌﾞｷｼｮｳ

27  633 1-27

備考

24  695 1-24

28  709 1-28

26  422 1-26

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 記録 組順

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：２０１１年６月４日（土）
会場：県松本平広域公園陸上競技場
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中野 賴(6) 宗賀小
ﾅｶﾉ ﾗｲ ｿｳｶﾞｼｮｳ
中谷 夏希(6) 三郷小
ﾅｶﾔ ﾅﾂｷ ﾐｻﾄｼｮｳ
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
原 拓実(6) 木曽上田小
ﾊﾗ ﾀｸﾐ ｷｿｳｴﾀﾞｼｮｳ
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
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
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
神村 宗(6) 三岳小
ｶﾐﾑﾗ ｿｳ ﾐﾀｹｼｮｳ
中野 龍星(5) 洗馬小
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ ｾﾊﾞｼｮｳ
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
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
松尾 優弥(6) 穂高南小
ﾏﾂｵ ﾏｻﾔ ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ
飯吉 杏純(6) 開智小
ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ ｶｲﾁｼｮｳ
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
草場 凌生(6) 南木曽小
ｸｻﾊﾞ ﾘｮｳｷ ﾅｷﾞｿｼｮｳ
藤澤 亮太(6) 梓川小
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ
中村 直樹(6) 穂高西小
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳ
田中 涼哉(5) 穂高西小
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾔ ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳ
濱 有希(5) 広丘小
ﾊﾏ ﾕｳｷ ﾋﾛｵｶｼｮｳ
平出 正悟(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
ﾋﾗｲﾃﾞ ｾｲｺﾞ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
浅野 拓真(6) 穂高南小
ｱｻﾉ ﾀｸﾏ ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ
上田 隼勢(6) 大桑小
ｶﾐﾀﾞ ﾊﾔｾ ｵｵｸﾜｼｮｳ
松沢 渓太(6) 白馬南小
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾀ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ
倉科 俊介(5) 大町西小
ｸﾗｼﾅ ｼｭﾝｽｹ ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ
柳沢 共輝(5) 白馬AC
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｷ ﾊｸﾊﾞｴｰｼｰ
糸氏 柊矢(5) 白馬北小
ｲﾄｳｼﾞ ﾄｳﾔ ﾊｸﾊﾞｷﾀｼｮｳ
中村 裕希(6) 梓川小
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ
曽根原 優乃助(6) 開智小
ｿﾈﾊﾗ ﾕｳﾉｽｹ ｶｲﾁｼｮｳ
浅川 裕真(6) 穂高西小
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾏ ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳ
小林 颯(6) 梓川小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ
横内 遥人(6) 梓川小
ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾄ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ
飯島 直弥(6) 穂高北小
ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵﾔ ﾎﾀｶｷﾀ
巾下 拓馬(5) 二子小
ﾊﾊﾞｼﾀ ﾀｸﾏ ﾌﾀｺﾞｼｮｳ
林 優和(5) 開明小
ﾊﾔｼ ﾕｳﾜ ｶｲﾒｲｼｮｳ
谷澤 佳彦(5) 朝日小
ﾀﾆｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ ｱｻﾋｼｮｳ
涌井 優樹(6) 旭町小 欠場
ﾜｸｲ ﾕｳｷ ｱｻﾋﾏﾁｼｮｳ

第６回中信地区小学生陸上競技大会
兼 第２８回長野県小学生陸上競技大会中信地区予選会
主催、主管：中信地区陸上競技協会
後援：松本・塩尻・安曇野・大町 各市教育委員会・木曽・東筑・大北 各地区教育委員会連絡協議会
協賛：信濃毎日新聞社

2011/06/04 13:58

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

藤森茂幸
近藤英男

-１- -２- -３- -４-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 備考

1   27   4.14   4.14

-５- -６- 記録 組順

  +1.5
   x   3.83

  +0.3   +1.5
2- 1

2  437   4.07   4.07
  +1.3

  4.05
  +1.8

  4.02
  +1.5   +1.3

2- 2

3   39   4.07   4.07
  +1.5

  4.05
  +0.4

  3.90
  +1.4   +1.5

2- 3

4  108   3.85   4.05
  +1.0

  3.88
  +1.9

  4.05
  +0.6   +0.6

1- 1

5  408   3.76   3.98
  +0.6

  3.97
  +1.0

  3.98
  +1.0   +1.0

2- 4

6   37   3.71   3.89
  +1.0

  3.89
  +0.8

  3.73
  +1.3   +0.8

2- 5

7  630   3.77   3.83
  +2.4

  3.73
  +0.8

  3.83
  +1.0   +1.0

2- 6

8  118   3.79   3.79
  +0.5

  3.77
  +2.3

  3.79
  +0.9   +0.5

1- 2

9   43   3.71   3.79
  +1.1

  3.79
  +1.8

  3.58
  +2.7   +1.8

2- 7

10   50   3.52   3.77
  +1.5

  3.71
  +2.8

  3.77
  +0.6   +0.6

2- 8

11  321   3.58   3.77
  +1.1

  3.77
  +1.6

  3.69
  +1.2   +1.6

2- 9

12  409   3.35   3.76
  +0.8

  3.48
  +0.8

  3.76
  +1.7   +1.7

2-10

13  658   3.76   3.76
  +2.0

  3.22
  +2.0

   x
  +2.0

1- 3

14  385   3.70   3.74
  +1.0

  3.69
  +1.2

  3.74
  +1.1   +1.1

2-11

15  149   3.73   3.73
  +0.3

   x   3.56
  +0.5   +0.3

2-12

16  639   3.38   3.72
  +0.5

  3.72
  +2.5

  3.59
  +1.5   +2.5

1- 4

17  473   3.21   3.69
  +0.7

  3.54
  +1.0

  3.69
  +1.8   +1.8

1- 5

18  475   3.46   3.67
  +1.5

  3.67
  +1.9

  3.42
  +1.4   +1.9

1- 6

19   22   3.56   3.66
   0.0

   x   3.66
  +0.2   +0.2

1- 7

20  227   3.32   3.65
  +1.3

  3.58
  +1.9

  3.65
  +0.9   +0.9

2-13

21  410   3.59   3.61
  +1.5

  3.61
  +1.7

  3.43
  +1.7   +1.7

2-14

22  138   3.58   3.60
  +0.5

   x   3.60
  +1.8   +1.8

2-15

23  320   3.50   3.53
  +1.6

   x   3.53
  +1.6   +1.6

2-16

24  355   3.12   3.51
  +1.8

  3.51
  +1.1

  2.98
  +1.5   +1.1

2-17

25  312   3.49   3.49
  +1.4

  3.34
  +1.6

  3.39
  +1.2   +1.4

2-18

26  314   3.46   3.46
   0.0

  3.36
  -0.1

  3.32
  -0.5    0.0

1- 8

27  636   3.13   3.45
  +1.2

  3.15
  +1.3

  3.45
  +1.9   +1.9

1- 9

28  655   3.42   3.42
  +2.5

   x   3.40
  +0.3   +2.5

1-10

29  474   3.23   3.36
  -0.1

  3.36
  +2.0

   x
  +2.0

1-11

30  629   3.11   3.33
  +1.8

  3.33
  +2.1

  3.18
  +0.7   +2.1

1-12

31  624   3.06   3.31
  +3.2

  2.98
  +0.2

  3.31
  +2.2   +2.2

1-13

32  421   3.20   3.21
  -1.1

  3.18
  +1.9

  3.21
  +0.1   +0.1

1-14

33  748   2.95   2.95
  +0.9

   x   2.80
  -1.3   +0.9

1-15

34  677   2.40   2.64
  +1.4

  2.46
  +2.7

  2.64
  -1.2   -1.2

1-16

35  235   2.58   2.58
  +1.6

   x   2.48
  -0.1   +1.6

1-17

 622 1-  

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：２０１１年６月４日（土）
会場：県松本平広域公園陸上競技場
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第６回中信地区小学生陸上競技大会
兼 第２８回長野県小学生陸上競技大会中信地区予選会
主催、主管：中信地区陸上競技協会
後援：松本・塩尻・安曇野・大町 各市教育委員会・木曽・東筑・大北 各地区教育委員会連絡協議会
協賛：信濃毎日新聞社

2011/06/04 13:58

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

藤森茂幸
近藤英男

征矢野 力(6) 旭町小 欠場
ｿﾔﾉ ﾘｷ ｱｻﾋﾏﾁｼｮｳ
田中 優貴(6) 三岳小 欠場
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ﾐﾀｹｼｮｳ
大蔵 竜盛(6) 南木曽小 欠場
ｵｵｸﾗ ﾘｭｳｾｲ ﾅｷﾞｿｼｮｳ
廣瀬 悠一(6) 才教学園小 欠場
ﾋﾛｾ ﾕｳｲﾁ ｻｲｷｮｳｶﾞｸｴﾝｼｮｳ
廣部 幹也(6) 芝沢小 欠場
ﾋﾛﾍﾞ ﾐｷﾔ ｼﾊﾞｻﾜｼｮｳ

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

 619

-５- -６- 記録 組順

1-  

 119 1-  

 150

 687

1-  

2-  

 708 2-  

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：２０１１年６月４日（土）
会場：県松本平広域公園陸上競技場



決勝 (1,2組) 6月4日 10:00

[ 1組]
３回の
最高記録

内山 大幹(6)
ｳﾁﾔﾏ ﾀｲｷ 開智小
吉澤 佑(5)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 芳川小
川船 龍星(6)
ｶﾜﾌﾈ ﾘｭｳｾｲ 開智小
奥原 優樹(6)
ｵｸﾊﾗ ﾕｳｷ 奈川小
降旗 功太(5)
ﾌﾘﾊﾀ ｺｳﾀ 芳川小
小口 聡太(5)
ｵｸﾞﾁ ｿｳﾀ 鎌田小
藤澤 淳(6)
ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾂｼ 生坂小
中田 大智(6)
ﾅｶﾀ ﾀｲﾁ 吉田小
百瀬 聖太郎(6)
ﾓﾓｾ ｼｮｳﾀﾛｳ 開明小
藤松 雅也(6)
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾏｻﾔ 豊科東小
齊藤 輝輝(5)
ｻｲﾄｳ ﾃﾙｷ 朝日小
奥原 悠太(6)
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾀ 芝沢小
小林 陽太(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾀ 鎌田小
神澤 幸太(6)
ｶﾝｻﾞﾜ ｺｳﾀ 芝沢小
渡邉 鈴(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 芝沢小
沖田 大蔵(6)
ｵｷﾀ ﾀﾞｲｿﾞｳ 麻績小
山口 俊哉(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾔ 堀金小
南 臨(6)
ﾐﾅﾐ ﾉｿﾞﾑ 木曽楢川小
瀧川 智也(5)
ﾀｷｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 朝日小
山本 将吾(5)
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 芝沢小
井口 彦宗(5)
ｲｸﾞﾁ ﾋｺﾑﾈ 開明小
武田 歩(6) 欠場
ﾀｹﾀﾞ ｱﾕﾑ 梓川小
逸見 佳宣(6) 欠場
ﾍﾝﾐ ﾖｼﾉﾌﾞ 梓川小

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  44.24

記録 備考

1 3   657
   x    o  46.10   46.10

2 20   751
   o  44.24    x  44.24 

 46.10 

  43.64

   o    o   43.83
3 5   654

 43.83

4 17   746
 43.64    o    o  43.64 

 43.83 

  40.92

 41.51    o   41.51
5 2   754

   o

6 19   680
   o  40.92    o  40.92 

 41.51 

  40.18

   o  40.38   40.38
7 23   208

   x

8 21    16
   o    x  40.18  40.18 

 40.38 

  38.88

   o    x   39.77
9 10   673

 39.77

10 16   456
   o    o  38.88  38.88 

 39.77 

  38.15

   o    o   38.80
11 22   236

 38.80

12 9   689
   o    o  38.15  38.15 

 38.80 

  37.83

   o  37.92   37.92
13 4   681

   o

14 15   700
   o  37.83    o  37.83 

 37.92 

  36.63

   o    x   37.43
15 1   705

 37.43

16 14   214
   o    o  36.63  36.63 

 37.43 

  34.64

   o  35.77   35.77
17 13   425

   o

18 18    60
   o    o  34.64  34.64 

 35.77 

  33.68

   o  33.98   33.98
19 6   239

   o

20 11   697
 33.68    x    o  33.68 

 33.98 

   o   31.94
21 8   661

   o  31.94 

7   641

 31.94

12   623



[ 2組]
３回の
最高記録

永瀬 蒼生(6)
ﾅｶﾞｾ ｱｵｲ 塩尻西小
青栁 真珠(6)
ｱｵﾔｷﾞ ﾏｼｭｳ 広丘小
山崎 蒼空(6)
ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ 小谷小
下牧 舜(6)
ｼﾓﾏｷ ｼｭﾝ 上松小
牧 涼介(6)
ﾏｷ ﾘｮｳｽｹ 上松小
高山 大輔(6)
ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 大町東小
野田 昂希(6)
ﾉﾀﾞ ｺｳｷ 木曽上田小
千国 颯太(6)
ﾁｸﾆ ｿｳﾀ 小谷小
清澤 翔二(6)
ｷﾖｻﾜ ｼｮｳｼﾞ 上松小
野髙 文太郎(6)
ﾉﾀﾞｶ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ 八坂小
村上 鮎太郎(5)
ﾑﾗｶﾐ ｱﾕﾀﾛｳ 塩尻西小
岡山 魁星(6)
ｵｶﾔﾏ ｶｲｾｲ 大町東小
小林 耀(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 会染小
岩田 芙詩(5)
ｲﾜﾀ ﾌｳﾀ 明南小
吉池 龍矢(6)
ﾖｼｲｹ ﾘｭｳﾔ 洗馬小
岡田 雄斗(6)
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 穂高西小
幅 樹輝阿(6)
ﾊﾊﾞ ｼﾞｭｷｱ 明北小
米倉 岳志(6)
ﾖﾈｸﾗ ﾀｹｼ 堀金小
太田 航生(6)
ｵｵﾀ ｺｳｷ 日義小
向井 和樹(6)
ﾑｶｲ ｶｽﾞｷ 開田小
畔田 駿(6)
ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝ 豊科北小
堀内 魁斗(6)
ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 島内小
臼井 啓太(6)
ｳｽｲ ｹｲﾀ 麻績小

-1- -2- -3-

男子

-4- -5- -6- 記録

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考

1 20    35
   o    o  67.95   67.95

  59.80

 67.95 

2 23    26
 61.42    o    o   61.42

3 22   303
   o    o  59.80  59.80 

 61.42 

  56.54

 56.68    o   56.68
4 19   131

   o

5 21   133
   o  56.54    o  56.54 

 56.68 

  52.49

 54.36    o   54.36
6 12   327

   o

7 18   109
   o    o  52.49  52.49 

 54.36 

  49.69

   o  50.04   50.04
8 16   302

   o

9 17   132
   x  49.69    o  49.69 

 50.04 

  48.94

   o  49.30   49.30
10 15   323

   o

11 13    34
   o  48.94    o  48.94 

 49.30 

  44.89

   o    o   46.49
12 9   326

 46.49

13 2   389
 44.89    o    o  44.89 

 46.49 

  43.89

   o    o   43.94
14 14   469

 43.94

15 11    44
   o    o  43.89  43.89 

 43.94 

  41.44

 41.68    x   41.68
16 10   476

   o

17 7   431
 41.44    o    o  41.44 

 41.68 

  37.51

   o  41.20   41.20
18 8   424

   o

19 3   104
 37.51    o    o  37.51 

 41.20 

  34.86

   o    o   37.47
20 4   115

 37.47

21 1   441
   o  34.86    o  34.86 

 37.47 

  33.02

 34.37    o   34.37
22 5   743

   x

23 6   213
   o    o  33.02  33.02 

 34.37 


	男子1
	男子2
	男子3

