
第2回松本市小中学生陸上競技記録会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
主催：松本市陸上競技協会 跳躍審判長 藤森　茂幸

投擲審判長 藤森　茂幸
【開催日】 平成25年5月18日（土） 記録主任： 上野　忠明
【主催団体】 松本市陸上競技協会 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
 5/18 小学混合 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ(A)     1:01.72 ｺﾒｯﾄ波田(A)     1:02.64 朝日小(A)     1:02.74 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ(B)     1:03.08 芳川小     1:03.45 二子小     1:03.84 ｺﾒｯﾄ波田(B)     1:04.58 今井小     1:05.20

4×100m 倉科 美佑(5) 西牧 ひなた(5) 伊藤 唯花(5) 横水 杏実(4) 柏原 有紗(4) 小林 こころ(5) 大月　七夏(5) 柏原 愛花(5)
百瀬 菜桜(5) 大月 優奈(5) 中村 有希(5) 鈴木 蘭(4) 窪田 結衣(4) 吉水 媛香(5) 大月 華織(5) 桃井 李胡(5)
古畑 和也(5) 永原 弦(5) 笹川 拡夢(5) 村瀬 蓮也(4) 髙野 恭平(4) 上條 峻汰(4) 中野 勝太(5) 村上 樹(5)
柴 大世(5) 手塚 準也(5) 北村 亮太(5) 上條 楓希(4) 小林 卓馬(4) 澁谷 岳(5) 小林 大輝(5) 森村 祐紀(5)



決勝 5月18日 15:20

[ 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   7 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ(A)   407 倉科 美佑(5)  1:01.72 1  5 ｺﾒｯﾄ波田(A)  553 西牧 ひなた(5)  1:02.64 

ｸﾗｼﾅ ﾐｳ ﾆｼﾏｷ ﾋﾅﾀ
  408 百瀬 菜桜(5)  559 大月 優奈(5)

ﾓﾓｾ ﾅｵ ｵｵﾂｷ ﾕｳﾅ
  410 古畑 和也(5)  538 永原 弦(5)

ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾞﾔ ﾅｶﾞﾊﾗ ｹﾞﾝ
  409 柴 大世(5)  548 手塚 準也(5)

ｼﾊﾞ ﾀｲｾｲ ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ
 2   9 朝日小(A)   709 伊藤 唯花(5)  1:02.74 2  7 芳川小  791 柏原 有紗(4)  1:03.45 

ｲﾄｳ ﾕｲｶ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｱﾘｻ
  728 中村 有希(5)  783 窪田 結衣(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ
  715 笹川 拡夢(5)  794 髙野 恭平(4)

ｻｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ ﾀｶﾉ ｷｮｳﾍｲ
  733 北村 亮太(5)  786 小林 卓馬(4)

ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ
 3   8 今井小   626 柏原 愛花(5)  1:05.20 3  2 開明小(A)  571 岡田 美音(5)  1:06.29 

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｱｲｶ ｵｶﾀﾞ ﾐｵﾝ
  625 桃井 李胡(5)  585 中島 奈央佳(4)

ﾓﾓｲ ﾘｺ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵｶ
  624 村上 樹(5)  576 三村 惟人(4)

ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂｷ ﾐﾑﾗ ﾕｲﾄ
  621 森村 祐紀(5)  580 小林 奏太(5)

ﾓﾘﾑﾗ ﾕｳｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ
 4   2 開明小(B)   582 倉科 このみ(4)  1:06.92 4  3 芝沢小  633 向山 未結(4)  1:06.36 

ｶｲﾒｲｼｮｳ()B ｸﾗｼﾅ ｺﾉﾐ ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾕ
  587 鶴田 光(4)  640 北林 亜美(5)

ﾂﾙﾀ ﾋｶﾙ ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｱﾐ
  586 鳥羽 尊(4)  639 布施 遥人(5)

ﾄﾊﾞ ﾀｹﾙ ﾌｾ ﾊﾙﾄ
  593 鈴木 直人(4)  638 中村 恵輔(5)

ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ
 5   6 清水小   645 社本 歩夢(5)  1:07.28 5  9 本郷小  800 根津 円(4)  1:07.50 

ｼｬﾓﾄ ｱﾕ ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ
  649 村松 凜(5)  809 木船 里菜(4)

ﾑﾗﾏﾂ ﾘﾝ ｷﾌﾞﾈ ﾘﾅ
  653 長澤 聖(5)  805 瀧澤 杜和(4)

ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲ ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾜ
  643 稲岡 岳人(5)  802 根津 望嵩(4)

ｲﾅｵｶ ｶﾞｸﾄ ﾈﾂ ﾎﾀｶ
 6   4 生坂小(A)   666 藤原 僚子(4)  1:07.71 6  4 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ(C)  417 日笠 遥(4)  1:08.36 

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｺ ﾋｶﾞｻ ﾊﾙｶ
  668 藤澤 花菜(4)  416 倉沢 優里(4)

ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾅ ｸﾗｻﾜ ﾕﾘ
  670 平林 拓也(4)  418 住吉 琉星(4)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ ｽﾐﾖｼ ﾘｭｳｾｲ
  660 牛越 魁(4)  419 久保田 大夢(4)

ｳｼｺｼ ｶｲ ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾑ
 7   3 田川小   739 吉岡 明優奈(5)  1:07.83 7  6 朝日ｸﾗﾌﾞ(A)  701 住 凜華(4)  1:09.69 

ﾖｼｵｶ ｱﾕﾅ ｽﾐ ﾘﾝｶ
  752 東條 遥香(4)  699 宮城 稚子(4)

ﾄｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ ﾐﾔｷﾞ ﾜｶｺ
  738 永森 将(4)  700 山﨑 裕太(4)

ﾅｶﾞﾓﾘ ｼｮｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ
  744 山浦 徹弥(4)  707 柳澤 昂弥(4)

ﾔﾏｳﾗ ﾃﾂﾔ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳﾔ
 8   5 朝日ｸﾗﾌﾞ(B)   705 田島 百桃(4)  1:11.85 8  8 生坂小(B)  657 遠藤 ひかる(5)  1:11.44 

ﾀｼﾞﾏ ﾓﾓ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ
  698 岩下 瑚彩(4)  669 平林 みさき(5)

ｲﾜｼﾀ ｺｲﾛ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ
  704 中村 壮見(4)  662 腰原 新(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾐ ｺｼﾊﾗ ｱﾗﾀ
  706 北村 唯(4)  675 栁澤 奏央人(4)

ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｿｵﾄ

小学混合

4×100m

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ(B)   411 横水 杏実(4)  1:03.08 

ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ
  412 鈴木 蘭(4)

ｽｽﾞｷ ﾗﾝ
  414 村瀬 蓮也(4)

ﾑﾗｾ ﾚﾝﾔ
  415 上條 楓希(4)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ
 2   2 二子小   762 小林 こころ(5)  1:03.84 

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ
  758 吉水 媛香(5)

ﾖｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ
  765 上條 峻汰(4)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｭﾝﾀ
  774 澁谷 岳(5)

ｼﾌﾞﾔ ｶﾞｸ
 3   7 ｺﾒｯﾄ波田(B)   557 大月　七夏(5)  1:04.58 

ｵｵﾂｷ ﾅﾅｶ
  556 大月 華織(5)

ｵｵﾂｷ ｶｵﾘ
  561 中野 勝太(5)

ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ
  550 小林 大輝(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ
 4   5 朝日小（B）   722 生田 葵(4)  1:05.88 

ｲｸﾀ ｱｵｲ
  725 中村 綾花(4)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ
  730 米山 陸羽(4)

ﾖﾈﾔﾏ ﾘｸｳ
  714 近藤 大介(4)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ
 5   3 鎌田小   613 野村 遥(4)  1:09.46 

ﾉﾑﾗ  ﾊﾙｶ
  608 高野 彩花(4)

ﾀｶﾉ ｱﾔｶ
  610 上島 青空(4)

ｳｴｼﾏ ｿﾗ
  606 高山 遼大(4)

ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 6   8 開明小（C）   581 浅輪 奈々(4)  1:12.68 

ｱｻﾜ ﾅﾅ
  591 日向 深月(4)

ﾋﾅﾀ ﾐﾂｷ
  594 和佐野 幸多(4)

ﾜｻﾉ ｺｳﾀ
  575 三浦 陸斗(4)

ﾐｳﾗ ﾘｸﾄ
 7   4 朝日ｸﾗﾌﾞ（C）   697 横山 百愛(4)  1:17.16 

ﾖｺﾔﾏ ﾓｴ
  703 曽根原 あかり(4)

ｿﾈﾊﾗ ｱｶﾘ
  696 塩原 大輝(4)

ｼｵﾊﾗ ﾀｲｷ
  702 上條 龍斗(4)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀﾂﾄ

小学混合

4×100m



   1 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ(A)  1:01.72 倉科 美佑(5) 百瀬 菜桜(5) 古畑 和也(5) 柴 大世(5)  1  1
   2 ｺﾒｯﾄ波田(A)  1:02.64 西牧 ひなた(5) 大月 優奈(5) 永原 弦(5) 手塚 準也(5)  2  1
   3 朝日小(A)  1:02.74 伊藤 唯花(5) 中村 有希(5) 笹川 拡夢(5) 北村 亮太(5)  1  2
   4 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ(B)  1:03.08 横水 杏実(4) 鈴木 蘭(4) 村瀬 蓮也(4) 上條 楓希(4)  3  1
   5 芳川小  1:03.45 柏原 有紗(4) 窪田 結衣(4) 髙野 恭平(4) 小林 卓馬(4)  2  2
   6 二子小  1:03.84 小林 こころ(5) 吉水 媛香(5) 上條 峻汰(4) 澁谷 岳(5)  3  2
   7 ｺﾒｯﾄ波田(B)  1:04.58 大月　七夏(5) 大月 華織(5) 中野 勝太(5) 小林 大輝(5)  3  3
   8 今井小  1:05.20 柏原 愛花(5) 桃井 李胡(5) 村上 樹(5) 森村 祐紀(5)  1  3
   9 朝日小（B）  1:05.88 生田 葵(4) 中村 綾花(4) 米山 陸羽(4) 近藤 大介(4)  3  4
  10 開明小(A)  1:06.29 岡田 美音(5) 中島 奈央佳(4) 三村 惟人(4) 小林 奏太(5)  2  3
  11 芝沢小  1:06.36 向山 未結(4) 北林 亜美(5) 布施 遥人(5) 中村 恵輔(5)  2  4
  12 開明小(B)  1:06.92 倉科 このみ(4) 鶴田 光(4) 鳥羽 尊(4) 鈴木 直人(4)  1  4
  13 清水小  1:07.28 社本 歩夢(5) 村松 凜(5) 長澤 聖(5) 稲岡 岳人(5)  1  5
  14 本郷小  1:07.50 根津 円(4) 木船 里菜(4) 瀧澤 杜和(4) 根津 望嵩(4)  2  5
  15 生坂小(A)  1:07.71 藤原 僚子(4) 藤澤 花菜(4) 平林 拓也(4) 牛越 魁(4)  1  6
  16 田川小  1:07.83 吉岡 明優奈(5) 東條 遥香(4) 永森 将(4) 山浦 徹弥(4)  1  7
  17 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ(C)  1:08.36 日笠 遥(4) 倉沢 優里(4) 住吉 琉星(4) 久保田 大夢(4)  2  6
  18 鎌田小  1:09.46 野村 遥(4) 高野 彩花(4) 上島 青空(4) 高山 遼大(4)  3  5
  19 朝日ｸﾗﾌﾞ(A)  1:09.69 住 凜華(4) 宮城 稚子(4) 山﨑 裕太(4) 柳澤 昂弥(4)  2  7
  20 生坂小(B)  1:11.44 遠藤 ひかる(5) 平林 みさき(5) 腰原 新(4) 栁澤 奏央人(4)  2  8
  21 朝日ｸﾗﾌﾞ(B)  1:11.85 田島 百桃(4) 岩下 瑚彩(4) 中村 壮見(4) 北村 唯(4)  1  8
  22 開明小（C）  1:12.68 浅輪 奈々(4) 日向 深月(4) 和佐野 幸多(4) 三浦 陸斗(4)  3  6
  23 朝日ｸﾗﾌﾞ（C）  1:17.16 横山 百愛(4) 曽根原 あかり(4塩原 大輝(4) 上條 龍斗(4)  3  7

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3

4×100m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

小学混合
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