
第31回長野県小学生陸上競技大会(14200004) ﾄﾗｯｸ審判長 青柳　智之
主催：一般財団法人長野陸上競技協会 跳躍審判長 浦野　義忠
後援：日本陸上競技連盟・公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団・長野県教育委員会　信濃毎日新聞社 投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 期日：平成２６年　６月２９日（日） 記録主任： 増田　喜代志
【主催団体】 一般財団法人長野陸上競技協会 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
 6/29 共通男子 関川 峻司(6) 66.30 北澤 賢太(6) 64.02 中澤 友希(6) 62.39 駒込 皓大(6) 62.00 池上 智哉(6) 61.67 熊井 新(6) 59.59 広瀬 陽一(6) 59.50 渋谷  桂吾(6) 58.94

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 本城 昭和小 坂の上小 信州新町ｸ 高遠 両小野 栗ｶﾞ丘小 阿智第一小
 6/29 豊科北AC       53.00 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少      54.17 三郷       55.50 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ       55.68 宮田       55.93 赤穂南       56.21 T&F佐久平(A)      56.76 箕輪中部       58.00

4×100m 丸山 直樹(6) 椎名一郎ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ(6) 中村 綺斗(6) 清野 祐斗(6) 北原寛太(6) 小平 悠斗(6) 中澤 颯太(6) 北原 香音(6)
丸山 拓海(6) 山田 海斗(6) 小林 壮太(6) 佐藤 陸(6) 伊澤拓人(6) 新谷 佳汰(6) 原 惇也(6) 征矢 快誠(6)
橋本 涼(6) 橋爪 淳(6) 中村 司(6) 上原 健樹世(6) 縣俊平(6) 春日 南星(6) 坪井 康生(6) 佐藤 正健(6)
白澤 稜馬(6) 飯島 悠斗(6) 増澤 直哉(6) 蜂須 翔太(6) 田中大達(6) 横澤 駿(6) 浅沼 都夫(6) 土屋 呉巴(6)

 6/29  +0.6大森 才稀(6) 13.69 竹越 勇斗(6) 13.90 滝澤 純凪(6) 14.27 片桐 岳(6) 14.57 飯島 大陽(6) 14.64 佐藤 輝季(6) 14.69 富澤 三士郎(6) 14.76 星野 青空(6) 15.27
80mH 伊那北 伊那北 中沢 軽井沢中部小 佐久A&AC 軽井沢A&AC 西箕輪AC 佐久A&AC

 6/29 越 陽汰(6) 2:58.65 丸山 翔平(5) 3:08.81 菊地 洸希(6) 3:10.97 松下  優大(6) 3:13.27 薛 哲平(6) 3:13.30 木内 万璃(5) 3:14.12 薛 信之介(6) 3:14.34 森 紘輔(6) 3:14.61
1000m 川中島JRC 川中島JRC 腰越JSC 泰阜小 松川 穂高西AC 松川 立科小

 6/29 黒田 海斗(6) 1.30 片瀬 賢斗(6) 1.30 佐藤  友行(6) 高森北小 1.25 椚谷  元(5) 1.20 渡辺 諒征(6) 1.20 田中 悠龍(6) 1.15 大原 ﾕｽｹ(6) 1.15
走高跳 筑摩 会染 鈴木 駿介(6) 岡谷小 高森南小 ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ 田中小 伊那北

菊池 純之進(6)
南牧北小

 6/29 野沢 佑太(6) 4.77(-1.1) 井出紋次郎(6)4.50(-1.9) 矢花 竜也(6) 4.44(+0.2) 富田 誠也(6) 4.35(-0.4) 小川 達也(6) 4.31(-0.4) 濵松 和希(6) 4.30(-2.4) 山本 嵩斗(6) 4.29(-1.3) 吉田 晃太朗(6)4.24(-2.2)
走幅跳 長野市陸上教 野岸小 ﾛﾃﾞｨｵ 塩尻西 富士見小 水明AC 信州新町ｸ 軽井沢東部小

 6/29 5年男子  +2.1栁澤 大翔(5) 13.70 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞ(5)13.75 宮崎 日向(5) 13.83 市谷 颯梧(5) 13.96 今井 頼人(5) 14.23 飯嶋 大基(5) 14.24 矢崎 孝斗(5) 14.44
100m 穂高西AC 丸山小 更埴陸上教 附属松本 辰野東 松川 二子

 6/29 6年男子  +3.4小松 弘季(6) 12.98 髙島 蒼太(6) 13.02 原山 翔(6) 13.18 杉田 伊吹(6) 13.36 荒井 智哉(6) 13.45 南山 海聖(6) 13.47 奥村 駿樹(6) 13.48 佐野 希汐(6) 13.48
100m 野沢小 長野市陸上教 信濃小 小井川小 会染 穂高西AC 森上小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ



予選 6月29日 11:00
決勝 6月29日 15:35

大会記録(GR)                    13.63 

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -1.6

 1 飯嶋 大基(5)     14.40 q  1 今井 頼人(5)     14.29 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 松川 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野東

 2 塩谷 良夫(5)     14.70  2 横山 快夢(5)     14.68 
ｼｵﾔ ﾖｼｵ 中込小 ﾖｺﾔﾏ ｶﾑ 松本本郷

 3 伊藤 龍生(5)     14.93  3 小坂 駿翔(5)     15.04 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 中洲小 ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ 開智

 4 山田  ﾛﾐｵ(5)     15.05  4 鎌田 光(5)     15.10 
ﾔﾏﾀﾞ  ﾛﾐｵ 鼎小 ｶﾏﾀ ﾋｶﾙ 篠ﾉ井西小

 5 田幸 諒士(5)     15.42  5 岩波 克飛(5)     15.26 
ﾀｺｳ ﾘｮｳﾄ 栗ｶﾞ丘小 ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 宮川小

 6 芦澤 風汰(5)     15.43  6 森下  優大(5)     15.63 
ｱｼｻﾞﾜ ﾌｳﾀ 南牧北小 ﾓﾘｼﾀ  ﾕｳﾀ 松尾小

 7 山田 碧斗(5)     15.85  7 山口 由眞(5)     15.79 
ﾔﾏﾀﾞ ﾊｸﾄ 屋代小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 軽井沢西部AC

 8 荻原 諒人(5)     16.07  8 谷中 翔哉(5)     16.06 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｷﾄ 御代田南小 ﾔﾅｶ ｼｮｳﾔ 中野ｽﾏｲﾙ
山口 優輝(5)  9 石山 稜太郎(5)     16.16 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 梓川 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中込小

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 -0.3

 1     14.08 q  1 市川凌大(5)     14.41 q
ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞ 丸山小 ｲﾁｶﾜ  ﾘｮｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 川瀬 創太(5)     14.66  2 有田 諒芽(5)     14.75 
ｶﾜｾ ｿｳﾀ 永明小 ｱﾘﾀ ﾘｮｳｶﾞ 塩尻吉田

 3 上平 祥徳(5)     14.67  3 永泉 樂大(5)     14.79 
ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ 三岳 ﾅｶﾞｲｽﾞﾐ ｶﾞｸﾄ 中野ｽﾏｲﾙ

 4 小林 奏太(5)     14.75  4 平山 舜治(5)     14.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾀ 立科小 ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞ 下諏訪北小

 5 中山 翔晴(5)     14.91  5 坂井 広大(5)     15.21 
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ 伊那北 ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 東伊那

 6 百瀬 光希(5)     15.18  6 市原 直起(5)     15.28 
ﾓﾓｾ ｺｳｷ 塩尻東 ｲﾁﾊﾗ ﾅｵｷ 豊科南

 7 渋谷 大樹(5)     15.46  7 畠山 将吾(5)     15.56 
ｼﾌﾞﾔ ﾀﾞｲｷ 通明小 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 小海小

 8 碓氷 大樹(5)     15.95  8 山本 嗣起(5)     15.57 
ｳｽｲ ﾀｲｷ 岸野小 ﾔﾏﾓﾄ ﾂｸﾞｷ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ

 9 小山田 勇我(5)     15.99  9 松崎 一真(5)     16.25 
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 川中島小 ﾏﾂｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 中込小

[ 5組] 風速 +0.2 [ 6組] 風速 +0.1

 1 栁澤 大翔(5)     13.86 q  1 宮崎 日向(5)     14.06 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾄ 穂高西AC ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 更埴陸上教

 2 舟田 拓斗(5)     14.71  2 矢崎 孝斗(5)     14.54 q
ﾌﾅﾀﾞ ﾀｸﾄ 御代田南小 ﾔｻｷ ﾀｶﾄ 二子

 3 田中 琉雅(5)     15.08  3 肥後  琉之介(5)     14.63 
ﾀﾅｶ  ﾙｶ 栗ｶﾞ丘小 ﾋｺﾞ  ﾘｭｳﾉｽｹ 伊賀良小

 4 大槻 泰雅(5)     15.19  4 藤原 想也(5)     14.86 
ｵｵﾂｷ ﾀｲｶﾞ 辰野西 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ 穂高北

 5 小林 陵羽(5)     15.41  5 土屋 由木(5)     15.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾊ 二子 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 山下 知真(5)     15.46  6 長谷川 拓海(5)     15.53 
ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ 芝沢 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 三輪小

 7 山崎 清(5)     15.94  7 田崎 佑冴(5)     15.69 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 8 土屋 裕弘(5)     16.26  8 稻生 耀(5)     15.82 
ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋﾛ 浅科AC ｲﾉｳ ﾋｶﾘ 秋津小
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[ 7組] 風速 +3.1

 1 市谷 颯梧(5)     13.93 q
ｲﾁﾀﾆ ｿｳｺﾞ 附属松本

 2 河野 統徳(5)     14.66 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 吉澤 涼(5)     14.79 
ﾖｼｻﾞﾜ  ﾘｮｳ 長野市陸上教

 4 吉澤 洋樹(5)     15.20 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 坂城JAC

 5 田中 智久(5)     15.20 
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋｻ 川上第一小

 6 竹内 陽斗(5)     15.29 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 菅野

 7 井口 大瑛(5)     15.37 
ｲｸﾞﾁ ﾀｲﾖｳ 西春近南

 8 今井 智也(5)     15.65 
ｲﾏｲ ﾄﾓﾔ 立科小

風速 +2.1

 1 栁澤 大翔(5)     13.70 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾄ 穂高西AC

 2     13.75 
ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞ 丸山小

 3 宮崎 日向(5)     13.83 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 更埴陸上教

 4 市谷 颯梧(5)     13.96 
ｲﾁﾀﾆ ｿｳｺﾞ 附属松本

 5 今井 頼人(5)     14.23 
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野東

 6 飯嶋 大基(5)     14.24 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 松川

 7 矢崎 孝斗(5)     14.44 
ﾔｻｷ ﾀｶﾄ 二子
市川凌大(5)
ｲﾁｶﾜ  ﾘｮｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

3  1606

欠場
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8  1804

9  1633

6  1271

7  1605

5  1479

4  1846 ﾄﾞｱﾙﾃｲｽﾃﾌｧﾉﾏﾙﾊﾞ(5)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1791

3  1102
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7  1329

9  1273
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4  1605

6  1709

5年男子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 6月29日 11:25
決勝 6月29日 15:40

大会記録(GR)                    12.46 

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 -1.9

 1 髙島 蒼太(6)     13.17 q  1 原山 翔(6)     13.23 q
ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 長野市陸上教 ﾊﾗﾔﾏ ｼｮｳ 信濃小

 2 南山 海聖(6)     13.47 q  2 杉田 伊吹(6)     13.54 q
ﾐﾅﾐﾔﾏ ｶｲｾｲ 穂高西AC ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ 小井川小

 3 比田井 累惟(6)     13.79  3 笹川 拡夢(6)     14.19 
ﾋﾀﾞｲ ﾙｲ 中込小 ｻｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ 朝日

 4 小根山 慶汰(6)     13.95  4 今井 駿世(6)     14.61 
ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ ｲﾏｲ ﾊﾔｾ 西春近北

 5 熊井 秀(6)     14.43  5 山本 景斗(6)     14.67 
ｸﾏｲ ｼｭｳ 穂高西AC ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ 青木島小

 6 山崎 雷馬(6)     14.47  6 野本 駿介(6)     14.70 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾗｲﾏ 四賀小 ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 田川

 7 山本 迅哉(6)     15.03  7 柴平 夢叶(6)     14.97 
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾔ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｼﾊﾞﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 野岸小

 8 北原  明人(6)     15.08  8 宮下 力(6)     15.37 
ｷﾀﾊﾗ  ｱｷﾄ 座光寺小 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾖｼ ﾛﾃﾞｨｵ

 9 川崎 友吾(6)     15.30  9 金崎 雅人(6)     15.47 
ｶﾜｻｷ ﾕｳｺﾞ 立科小 ｶﾈｻﾞｷ ﾏｻﾄ 平野小

[ 3組] 風速 +1.9 [ 4組] 風速 +0.1

 1 佐野 希汐(6)     13.29 q  1 奥村 駿樹(6)     13.38 q
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝｷ 森上小

 2 荒井 智哉(6)     13.44 q  2 神谷 宗尭(6)     13.62 
ｱﾗｲ ﾄﾓﾔ 会染 ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪北

 3 渡辺 丈晴(6)     14.15  3 矢澤 雄太(6)     14.32 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 寿 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 中洲小

 4 塩澤  昂(6)     14.29  4 永井 颯太(6)     14.36 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 野岸小

 5 深谷 朝海(6)     14.46  5 榑沼 直希(6)     14.69 
ﾌｶﾔ ｻﾐ 東伊那 ｸﾚﾇﾏ ﾅｵｷ 梓川

 6 手塚 準也(6)     14.67  6 倉科 皓太(6)     14.99 
ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ ｺﾒｯﾄ波田 ｸﾗｼﾅ ｺｳﾀ 大町南

 7 井出 健人(6)     14.70  7 栁澤 真(6)     15.58 
ｲﾃﾞ ｹﾝﾄ 南牧北小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝ ﾛﾃﾞｨｵ

 8 由井 大雅(6)     15.23 山口  慧(6)
ﾕｲ     ﾀｲｶﾞ 川上第一小 ﾔﾏｸﾞﾁ  ｹｲ 鼎小

 9 小淵 孝太(6)     15.28 岡田 飛来(6)
ｵﾌﾞﾁ  ｺｳﾀ 山ﾉ内西小 ｵｶﾀﾞ ﾋﾗｲ 栄小

[ 5組] 風速 +0.2 [ 6組] 風速 +0.9

 1 中村 拓実(6)     13.67  1 小松 弘季(6)     13.28 q
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 下諏訪北小 ｺﾏﾂ ﾋﾛｷ 野沢小

 2 角崎 雅武(6)     13.81  2 浦野 快生(6)     13.72 
ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ 松本本郷 ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 箕輪南

 3 加藤 大雅(6)     14.21  3 中島 淳公(6)     14.05 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 御代田南小 ﾅｶｼﾞﾏ  ﾖｼﾋﾛ 堀金

 4 山口 大輝(6)     14.46  4 小山 敦司(6)     14.44 
ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲｷ 桔梗 ｺﾔﾏ ｱﾂｼ 豊洲小

 5 猪瀬 了哉(6)     14.67  5 佐藤 嶺(6)     14.79 
ｲﾉｾ ﾘｮｳﾔ 通明小 ｻﾄｳﾚｲ 佐久城山小

 6 奥村  洸平(6)     15.73 黒岩 一聖(6)
ｵｸﾑﾗ  ｺｳﾍｲ 上郷小 ｸﾛｲﾜ  ｲｯｾｲ 小山小
恩田 裕斗(6) 横山 克海(6)
ｵﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 朝陽小 ﾖｺﾔﾏ ｶﾂﾐ 北御牧小
東大翔(6) 松田 倭都(6)
ｱｽﾞﾏﾋﾛﾄ 本原小 ﾏﾂﾀﾞ ﾔﾏﾄ 生坂
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[ 7組] 風速 +0.3

 1 大塚 寧陽(6)     13.88 
ｵｵﾂｶ ｼｽﾞﾔ 北御牧小

 2 遠山龍之介(6)     14.00 
ﾄｵﾔﾏﾘｭｳﾉｽｹ 宮田

 3 遠藤 慶介(6)     14.06 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 塩尻西

 4 岡田  颯太(6)     14.42 
ｵｶﾀﾞ  ｿｳﾀ 上郷小

 5 原田 翼(6)     14.69 
ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 松川

 6 横山 弥晏(6)     14.80 
ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ 長野市陸上教

 7 清水 謙汰(6)     15.31 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ 高瀬小
浅川 大地(6)
ｱｻｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 牟礼東小

風速 +3.4

 1 小松 弘季(6)     12.98 
ｺﾏﾂ ﾋﾛｷ 野沢小

 2 髙島 蒼太(6)     13.02 
ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 長野市陸上教

 3 原山 翔(6)     13.18 
ﾊﾗﾔﾏ ｼｮｳ 信濃小

 4 杉田 伊吹(6)     13.36 
ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ 小井川小

 5 荒井 智哉(6)     13.45 
ｱﾗｲ ﾄﾓﾔ 会染

 6 南山 海聖(6)     13.47 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ｶｲｾｲ 穂高西AC

 7 奥村 駿樹(6)     13.48 
ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝｷ 森上小

 8 佐野 希汐(6)     13.48 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
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決勝 6月29日 14:20

長野県小学生記録(ER)          2:49.83 宇津野　篤                   腰越ＪＳＣ       2014/03/15  
大会記録(GR)                  2:52.94 

[ 1組] [ 2組]

 1 林直樹(6)   3:25.54  1 安坂 光瑠(6)   3:15.88 
ﾊﾔｼﾅｵｷ 真田ｸﾗﾌﾞ ｱｻﾞｶ ﾋｶﾙ 筑摩

 2 岡村 康太(5)   3:25.60  2 小林 颯(6)   3:16.94 
ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ 川中島JRC ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 八千穂小

 3 宮内 智也(6)   3:25.70  3 木内 友士(6)   3:18.63 
ﾐﾔｳﾁ ﾄﾓﾔ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｷｳﾁ ﾕｳﾄ ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ

 4 中島 健大(6)   3:29.90  4 和田 蒼太(6)   3:21.41 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 南相木小 ﾜﾀﾞ ｿｳﾀ 塩尻西

 5 中島  快都(6)   3:30.08  5 土赤 本気(5)   3:22.04 
ﾅｶｼﾞﾏ  ｶｲﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 腰越JSC

 6 北澤 俊弥(6)   3:31.90  6 内田 飛河(6)   3:22.25 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｼﾔ 中野ｽﾏｲﾙ ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 腰越JSC

 7 柳沢 有哉(6)   3:31.93  7 長崎 光樹(6)   3:23.78 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 戸上ｼﾞｭﾆｱ ﾅｶﾞｻｷ ﾐﾂｷ 伊那

 8 眞田 裕馬(5)   3:32.01  8 倉科 裕太(6)   3:24.18 
ｻﾅﾀﾞ ﾕｳﾏ さくひがし ｸﾗｼﾅ ﾕｳﾀ 大町南

 9 花輪 洋弥(6)   3:32.12  9 真柳 則希(6)   3:24.45 
ﾊﾅﾜ ﾋﾛﾔ 川中島JRC ﾏﾔﾅｷﾞ ﾉﾘｷ 戸上ｼﾞｭﾆｱ

10 吉岡 伶(5)   3:32.64 10 中島 教友(6)   3:24.96 
ﾖｼｵｶ ﾚｲ 高島小 ﾅｶｼﾞﾏ  ﾉﾘﾄﾓ 川上第一小

11 中村 亘志(6)   3:33.08 11 金井 正之助(5)   3:25.10 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼ さなだSC ｶﾅｲ ｾｲﾉｽｹ 腰越JSC

12 佐々木 史哉(6)   3:33.10 12 永井 琢登(6)   3:25.27 
ｻｻｷ ﾌﾐﾔ 八千穂小 ﾅｶﾞｲ  ﾀｸﾄ 小山小

13 常葉 龍之介(6)   3:33.10 13 太田 颯貴(6)   3:26.06 
ﾄｷﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｵｵﾀ ｿｳｷ 大町東

14 今野 駿太(5)   3:33.46 14 風間 優佑(5)   3:26.21 
ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ 軽井沢西部AC ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 塩尻東

15 矢﨑 琉晟(6)   3:36.84 15 鎮西 翔(6)   3:26.89 
ﾔｻﾞｷﾘｭｳｾｲ 下諏訪南小 ﾂﾝｾﾞｲ ｶｹﾙ 赤穂SRC

16 児玉 光輝(6)   3:37.41 16 渡部 佳移(6)   3:31.63 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 諏訪FA ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ 軽井沢西部AC

17 古川 翔丈(6)   3:40.11 17 小澤 颯(6)   3:35.26 
ﾌﾙｶﾜ ｻﾈﾄﾓ 栗ｶﾞ丘小 ｵｻﾞﾜ ｿｳ 辰野東

18 久保田 優成(6)   3:40.57 18 宮田 裕大(5)   3:35.53 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｾｲ 青木島小 ﾐﾔﾀ ﾋﾛﾏｻ 梓川

19 花輪 和弥(6)   3:41.08 19 滝沢 朋季(6)   3:36.98 
ﾊﾅﾜ ｶｽﾞﾔ 川中島JRC ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 東伊那

20 秦  圭佑(6)   3:41.45 浅沼 尚士(6)
ﾊﾀ  ｹｲｽｹ 富草小 ｱｻﾇﾏ ﾅｵｼ 御代田南小

共通男子
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[ 3組]

 1 越 陽汰(6)   2:58.65 
ｺｼ ﾊﾙﾀ 川中島JRC

 2 丸山 翔平(5)   3:08.81 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 川中島JRC

 3 菊地 洸希(6)   3:10.97 
ｷｸﾁ ｺｳｷ 腰越JSC

 4 松下  優大(6)   3:13.27 
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 泰阜小

 5 薛 哲平(6)   3:13.30 
ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ 松川

 6 木内 万璃(5)   3:14.12 
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 穂高西AC

 7 薛 信之介(6)   3:14.34 
ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ 松川

 8 森 紘輔(6)   3:14.61 
ﾓﾘ ｺｳｽｹ 立科小

 9 大塚 創太(6)   3:15.34 
ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ 坂城JAC

10 小林 史弥(6)   3:15.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 菅野

11 武本 祐樹(5)   3:16.45 
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 菅野

12 萩原 滉太郎(5)   3:20.62 
ﾊｷﾞﾜﾗ  ｺｳﾀﾛｳ 穂高西AC

13 仲田  源(6)   3:21.46 
ﾅｶﾀ  ﾐﾅﾓﾄ ISｼﾞｭﾆｱ

14 竹内 颯(6)   3:21.78 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾔﾃ 大町西

15 植松 孝太(6)   3:22.18 
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見本郷小

16 滝口 颯太(5)   3:24.34 
ﾀｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ 芝沢

17 藤本 拓海(6)   3:26.49 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 伊那東

18 瀧澤  健人(5)   3:29.24 
ﾀｷｻﾞﾜ  ｹﾝﾄ ISｼﾞｭﾆｱ

19 伊藤 怜央馬(6)   3:34.50 
ｲﾄｳ ﾚｵﾏ 宮川小

共通男子

1000m
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   1 越 陽汰(6) 川中島JRC     2:58.65   3   1
   2 丸山 翔平(5) 川中島JRC     3:08.81   3   2
   3 菊地 洸希(6) 腰越JSC     3:10.97   3   3
   4 松下  優大(6) 泰阜小     3:13.27   3   4
   5 薛 哲平(6) 松川     3:13.30   3   5
   6 木内 万璃(5) 穂高西AC     3:14.12   3   6
   7 薛 信之介(6) 松川     3:14.34   3   7
   8 森 紘輔(6) 立科小     3:14.61   3   8
   9 大塚 創太(6) 坂城JAC     3:15.34   3   9
  10 小林 史弥(6) 菅野     3:15.59   3  10
  11 安坂 光瑠(6) 筑摩     3:15.88   2   1
  12 武本 祐樹(5) 菅野     3:16.45   3  11
  13 小林 颯(6) 八千穂小     3:16.94   2   2
  14 木内 友士(6) ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ     3:18.63   2   3
  15 萩原 滉太郎(5) 穂高西AC     3:20.62   3  12
  16 和田 蒼太(6) 塩尻西     3:21.41   2   4
  17 仲田  源(6) ISｼﾞｭﾆｱ     3:21.46   3  13
  18 竹内 颯(6) 大町西     3:21.78   3  14
  19 土赤 本気(5) 腰越JSC     3:22.04   2   5
  20 植松 孝太(6) 富士見本郷小     3:22.18   3  15
  21 内田 飛河(6) 腰越JSC     3:22.25   2   6
  22 長崎 光樹(6) 伊那     3:23.78   2   7
  23 倉科 裕太(6) 大町南     3:24.18   2   8
  24 滝口 颯太(5) 芝沢     3:24.34   3  16
  25 真柳 則希(6) 戸上ｼﾞｭﾆｱ     3:24.45   2   9
  26 中島 教友(6) 川上第一小     3:24.96   2  10
  27 金井 正之助(5) 腰越JSC     3:25.10   2  11
  28 永井 琢登(6) 小山小     3:25.27   2  12
  29 林直樹(6) 真田ｸﾗﾌﾞ     3:25.54   1   1
  30 岡村 康太(5) 川中島JRC     3:25.60   1   2
  31 宮内 智也(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:25.70   1   3
  32 太田 颯貴(6) 大町東     3:26.06   2  13
  33 風間 優佑(5) 塩尻東     3:26.21   2  14
  34 藤本 拓海(6) 伊那東     3:26.49   3  17
  35 鎮西 翔(6) 赤穂SRC     3:26.89   2  15
  36 瀧澤  健人(5) ISｼﾞｭﾆｱ     3:29.24   3  18
  37 中島 健大(6) 南相木小     3:29.90   1   4
  38 中島  快都(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:30.08   1   5
  39 渡部 佳移(6) 軽井沢西部AC     3:31.63   2  16
  40 北澤 俊弥(6) 中野ｽﾏｲﾙ     3:31.90   1   6
  41 柳沢 有哉(6) 戸上ｼﾞｭﾆｱ     3:31.93   1   7
  42 眞田 裕馬(5) さくひがし     3:32.01   1   8
  43 花輪 洋弥(6) 川中島JRC     3:32.12   1   9
  44 吉岡 伶(5) 高島小     3:32.64   1  10
  45 中村 亘志(6) さなだSC     3:33.08   1  11
  46 佐々木 史哉(6) 八千穂小     3:33.10   1  12
  46 常葉 龍之介(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:33.10   1  13
  48 今野 駿太(5) 軽井沢西部AC     3:33.46   1  14
  49 伊藤 怜央馬(6) 宮川小     3:34.50   3  19
  50 小澤 颯(6) 辰野東     3:35.26   2  17
  51 宮田 裕大(5) 梓川     3:35.53   2  18
  52 矢﨑 琉晟(6) 下諏訪南小     3:36.84   1  15
  53 滝沢 朋季(6) 東伊那     3:36.98   2  19
  54 児玉 光輝(6) 諏訪FA     3:37.41   1  16
  55 古川 翔丈(6) 栗ｶﾞ丘小     3:40.11   1  17
  56 久保田 優成(6) 青木島小     3:40.57   1  18
  57 花輪 和弥(6) 川中島JRC     3:41.08   1  19
  58 秦  圭佑(6) 富草小     3:41.45   1  20

共通男子

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 1316
 1320
 1163
 1855
 1635
 1482
 1636
 1105
 1275
 1596
 1599
 1597
 1022
 1235
 1483
 1533
 1857
 1617
 1165
 1746
 1166
 1770
 1623
 1589
 1257
 1004
 1164
 1284
 1168
 1317
 1298
 1621
 1543
 1772
 1794
 1856
 1020
 1858
 1091
 1326
 1258
 1052
 1318
 1718
 1167
 1021
 1302
 1093
 1712
 1805
 1566
 1704
 1815
 1732

 1859

 1249
 1314
 1319



予選 6月29日  9:10
決勝 6月29日 15:10

長野県小学生記録(ER)            11.72 内川 佳祐                    白馬北           2008/03/23  
大会記録(GR)                    13.12 

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 +1.3

 1 飯島 大陽(6)     14.38 q  1 大森 才稀(6)     13.62 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 佐久A&AC ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ 伊那北

 2 塚原 涼月(6)     15.41  2 佐藤 輝季(6)     14.93 q
ﾂｶﾊﾗ ｽｽﾞｷ 麻績 ｻﾄｳ ﾃﾙｷ 軽井沢A&AC

 3 米山 匠(5)     16.29  3 黒川 太陽(5)     16.30 
ﾖﾈﾔﾏ ﾀｸﾐ 中川東 ｸﾛｶﾜ ﾀｲﾖｳ 城山小

 4 坂井 拓海(6)     16.82  4 堀内  陽向(6)     16.67 
ｻｶｲﾀｸﾐ 下諏訪南小 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾅﾀ 開明

 5 新井 寿輝(5)     17.05  5 渡辺 一冴(5)     16.93 
ｱﾗｲ ﾄｼｷ 小海小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｻ 川上第一小

 6 松澤 飛輝(5)     17.33  6 山本 慶汰(6)     17.54 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋｭｳｷ 大町東 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 湖東小

 7 小林 英星(5)     17.72  7 渡辺 悠介(5)     20.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｾｲ 浅科AC ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 小海小

 8 戸谷 海斗(6)     18.39  8 腰原 新(5)     21.51 
ﾄﾔ  ｶｲﾄ 昭和小 ｺｼﾊﾗ ｱﾗﾀ 生坂

 9 小林  凜星(6)     20.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝｾｲ 開明

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 -0.9

 1 竹越 勇斗(6)     13.96 q  1 滝澤 純凪(6)     14.22 q
ﾀｹｺﾞｼ ﾕｳﾄ 伊那北 ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾅ 中沢

 2 星野 青空(6)     14.49 q  2 福井 旺延(6)     15.73 
ﾎｼﾉ  ｱｵｿﾞﾗ 佐久A&AC ﾌｸｲ ｵｳｴﾝ 軽井沢中部小

 3 千葉  恭大(6)     16.55  3 横川 穣羽(6)     15.79 
ﾁﾊﾞ  ﾔｽﾋﾛ 阿智第二小 ﾖｺｶﾜ ｼﾞｮｳ 明南

 4 星野 光太(5)     16.65  4 木下  耀仁(6)     15.89 
ﾎｼﾉ ｺｳﾀ 長地小 ｷﾉｼﾀ  ｱｷﾋﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 近藤 葵(5)     17.91  5 新津 柊哉(5)     17.58 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｵｲ 川中島小 ﾆｲﾂ ﾄｳﾔ 小海小

 6 池田  峻弥(6)     18.15  6 窪田 圭太(5)     18.75 
ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 開明 ｸﾎﾞﾀ ｹｲﾀ 森上小

 7 大工原 猛琉(6)     18.40  7 篠原 征希(5)     18.99 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾀｹﾙ 切原小 ｼﾉﾊﾗ ﾏｻｷ 小海小

 8 片桐 来夢(5)     18.86  8 戸谷駿介(6)     19.31 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾗｲﾑ 三郷 ﾄﾔ ｼｭﾝｽｹ 小谷

[ 5組] 風速 -0.1

 1 片桐 岳(6)     14.59 q
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 軽井沢中部小

 2 富澤 三士郎(6)     15.09 q
ﾄﾐｻﾞﾜ ｻﾝｼﾛｳ 西箕輪AC

 3 青木 竜成(6)     15.43 
ｱｵｷ ﾘｭｳｾｲ ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ

 4 菊池 健太郎(6)     16.75 
ｷｸﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 切原小

 5 小林  奏太(6)     17.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 開明

 6 原 雄峰(6)     17.73 
ﾊﾗ ﾕﾀｶ 川上第一小

 7 小澤 瑠空(6)     18.35 
ｵｻﾞﾜ ﾙｳｸ 切原小

 8 洞  悠也(6)     20.38 
ﾎﾗ ﾕｳﾔ 開明

共通男子

80mH

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1126

5  1526

7  1811

3  1698

2  1288

4  1015

1  1620

9  1576

順 ﾚｰﾝ

8  1062

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1774

4  1121

6  1303

7  1573

2  1002

3  1714

8  1017

9  1515

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1775

6  1125

7  1861

2  1741

9  1321

5  1572

8  1032

3  1500

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1812

5  1089

6  1508

4  1860

9  1016

8  1313

3  1014

2  1629

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1090

7  1793

5  1233

6  1030

3  1574

8  1005

2  1031

9  1575



風速 +0.6

 1 大森 才稀(6)     13.69 
ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ 伊那北

 2 竹越 勇斗(6)     13.90 
ﾀｹｺﾞｼ ﾕｳﾄ 伊那北

 3 滝澤 純凪(6)     14.27 
ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾅ 中沢

 4 片桐 岳(6)     14.57 
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 軽井沢中部小

 5 飯島 大陽(6)     14.64 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 佐久A&AC

 6 佐藤 輝季(6)     14.69 
ｻﾄｳ ﾃﾙｷ 軽井沢A&AC

 7 富澤 三士郎(6)     14.76 
ﾄﾐｻﾞﾜ ｻﾝｼﾛｳ 西箕輪AC

 8 星野 青空(6)     15.27 
ﾎｼﾉ  ｱｵｿﾞﾗ 佐久A&AC

共通男子

80mH
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1774

4  1775

5  1812

9  1090

7  1126

3  1121

2  1793

8  1125



予選 6月29日 12:55
決勝 6月29日 16:00

長野県小学生記録(ER)            51.04 松川陸上クラブ               松川陸上クラブ   1987        
（松崎 健悟・近藤 雅哉・米澤 和真・寺澤 龍吾）

大会記録(GR)                    51.95 

[ 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   4 宮田  1781 北原寛太(6)     56.04 q  1   5 三郷  1504 中村 綺斗(6)     55.59 q

ﾐﾔﾀﾞ ｷﾀﾊﾗｶﾝﾀ ﾐｻﾄ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾄ
 1777 伊澤拓人(6)  1499 小林 壮太(6)

ｲｻﾜﾀｸﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ
 1782 縣俊平(6)  1503 中村 司(6)

ｱｶﾞﾀｼｭﾝﾍﾟｲ ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ
 1780 田中大達(6)  1502 増澤 直哉(6)

ﾀﾅｶﾋﾛﾐﾁ ﾏｽｻﾞﾜ ﾅｵﾔ
 2   5 穂高南  1495 三好 駿平(6)     57.40  2   4 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ  1137 清野 祐斗(6)     55.70 q

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ ﾐﾖｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｷﾖﾉ ﾕｳﾄ
 1494 矢口 紘人(6)  1135 佐藤 陸(6)

ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｻﾄｳ ﾘｸ
 1493 矢口 奨真(6)  1136 上原 健樹世(6)

ﾔｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ ｳｴﾊﾗ ﾀｹｷﾖ
 1496 鳥宮 蓮(6)  1138 蜂須 翔太(6)

ﾄﾘﾐﾔ ﾚﾝ ﾊﾁｽ ｼｮｳﾀ
 3   2 武石小  1159 丸山 敬太(6)     58.76  3   7 赤穂南  1799 小平 悠斗(6)     55.98 q

ﾀｹｼ ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ ｱｶﾎﾐﾅﾐ ｺﾀﾞｲﾗ  ﾕｳﾄ
 1160 宮下 颯斗(6)  1800 新谷 佳汰(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾊﾔﾄ ｼﾝﾔ  ｹｲﾀ
 1161 小池 天馬(6)  1798 春日 南星(6)

ｺｲｹ ﾃﾝﾏ ｶｽｶﾞ  ﾅﾅｾ
 1162 櫻井 蓮(6)  1795 横澤 駿(6)

ｻｸﾗｲ ﾚﾝ ﾖｺｻﾜ  ｼｭﾝ
 4   6 城南小  1725 笠原 優星(6)     59.94  4   6 信濃小  1307 宮下 大征(5)     58.34 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ｶｻﾊﾗ ﾕｳｾｲ ｼﾅﾉｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｾｲ
 1730 中原 海利(6)  1310 北澤 勝美(5)

ﾅｶﾊﾗ ｶｲﾄ ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾂﾐ
 1728 清水 昭吾(6)  1309 中村 正戯(5)

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾅｶﾑﾗ ｾｲｷﾞ
 1729 瀧澤 我玖(6)  1311 和田 興明(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾞｸ ﾜﾀﾞ ｺｳﾒｲ
 5   7 福島  1650 濱 大樹(6)   1:02.00  5   3 美麻  1641 巻田 和希(6)   1:01.04 

ﾌｸｼﾏ ﾊﾏ ﾀｲｷ ﾐｱｻ ﾏｷﾀ ｶｽﾞｷ
 1649 中澤 勇紀(6)  1638 小川 良唯(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ ｵｶﾞﾜ ﾗｲ
 1647 原 泰生(6)  1640 原 滉貴(6)

ﾊﾗ ﾀｲｷ ﾊﾗ ｺｳｷ
 1646 和木 克憲(6)  1639 北沢 雄大(6)

ﾜｷ ｶﾂﾉﾘ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ
 6   3 戸狩小(A)  1253 市川 拓実(5)   1:02.60  6   2 中佐都小  1061 長谷川 瑛人(5)   1:02.31 

ﾄｶﾞﾘｼｮｳ ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ ﾅｶｻﾄｼｮｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾄ
 1255 大口 生夢(5)  1057 宇治川 陸人(5)

ｵｵｸﾞﾁ ｲｸﾑ ｳｼﾞｶﾞﾜ ﾘｸﾄ
 1256 大口 拓海(5)  1059 玉置 陽翔(5)

ｵｵｸﾞﾁ ﾀｸﾐ ﾀﾏｵｷ ﾋｶﾙ
 1254 小笠原 舜(5)  1060 中山 悠太(5)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｭﾝ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ
 7   9 朝日  1517 北村 唯(5)   1:03.17  7   9 広丘  1549 太田 佳輝(6)   1:02.80 

ｱｻﾋ ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ ﾋﾛｵｶ ｵｵﾀ ﾖｼｷ
 1520 山崎 裕太(5)  1546 大塚 友輔(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ ｵｵﾂｶ ﾕｳｽｹ
 1518 中村 壮見(5)  1548 中野 愉行(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾐ ﾅｶﾉ ﾕｱﾝ
 1519 米山 陸羽(5)  1547 高橋 元気(6)

ﾖﾈﾔﾏ ﾘｸｳ ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝｷ
 8   8 北御牧小  1149 渡邉 啓介(5)   1:03.90   8 永田小  1239 中島 広翔(6)

ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ ﾅｶﾞﾀｼｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 失格
 1148 瀧澤 圭大(5)  1237 丸山 大希(6) R1(2-3)

ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
 1150 武井 雄大(5)  1238 青木 駿斗(6)

ﾀｹｲ ﾕｳﾀﾞｲ ｱｵｷ ﾀｶﾄ
 1147 山浦 文也(5)  1240 片塩 颯大(6)

ﾔﾏｳﾗ ﾌﾐﾔ ｶﾀｼｵ ｿｳﾀﾞｲ

共通男子

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   6 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少  1786 椎名一郎ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ(6    54.21 q  1   6 箕輪中部  1833 北原 香音(6)     57.34 q

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ ｼｲﾅｲﾁﾛｳｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ
 1784 山田 海斗(6)  1829 征矢 快誠(6)

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ｿﾔ ｶｲｾｲ
 1783 橋爪 淳(6)  1828 佐藤 正健(6)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾞｭﾝ ｻﾄｳ ｾｲｹﾝ
 1787 飯島 悠斗(6)  1832 土屋 呉巴(6)

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ ﾂﾁﾔ ｸﾚﾊ
 2   5 清水(A)  1591 稲岡 岳人(6)     58.99  2   7 長地小  1738 花岡 歩樹(6)     58.35 

ｼﾐｽﾞ ｲﾅｵｶ ｶﾞｸﾄ ｵｻﾁｼｮｳ ﾊﾅｵｶ ｱﾕｷ
 1592 長澤 聖(6)  1742 平本 夏輝(6)

ﾅｶﾞｻﾜ ｾｲ ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ
 1593 萩原 道斗(6)  1743 髙橋 佳(5)

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁﾄ ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 1594 富田 雅也(6)  1740 小口 皓正(6)

ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ ｵｸﾞﾁ ｺｳｾｲ
 3   8 下諏訪南小  1701 藤森 康希(6)   1:00.05  3   5 大町南  1624 佐藤 寿樹(6)   1:01.29 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾌｼﾞﾓﾘｺｳｷ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐ ｻﾄｳ ﾄｼｷ
 1697 樫尾 泰生(6)  1627 藤巻 光生(6)

ｶｼｵﾔｽｷ ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳｾｲ
 1703 網倉 聖弥(6)  1628 中山 瑛稀(6)

ｱﾐｸﾗｾｲﾔ ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ
 1702 武居 蒼大(6)  1626 丸山 翔平(6)

ﾀｹｲｿｳﾀ ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
 4   7 寿  1583 續木 伸吾(5)   1:00.96  4   9 塩尻西  1536 今井 楓(5)   1:01.85 

ｺﾄﾌﾞｷ ﾂﾂﾞｷ ｼﾝｺﾞ ｼｵｼﾞﾘﾆｼ ｲﾏｲ ｶｴﾃﾞ
 1584 渡辺 英行(5)  1537 塚本 虎之介(5)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾂｶﾓﾄ ﾄﾗﾉｽｹ
 1582 清水 郁也(5)  1535 吉江 皐(5)

ｼﾐｽﾞ ﾌﾐﾔ ﾖｼｴ ｺｳ
 1581 荻野 湧朔(5)  1534 尾関 直也(5)

ｵｷﾞﾉ ﾕｳｻｸ ｵｾﾞｷ ﾅｵﾔ
 5   4 上田西小  1151 井出 大晟(6)   1:01.32  5   4 T&F佐久平(B)  1117 花岡 哲也(5)   1:02.17 

ｳｴﾀﾞﾆｼｼｮｳ ｲﾃﾞ  ﾀｲｾｲ T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ ﾊﾅｵｶ  ﾃﾂﾔ
 1152 市川 陽大(6)  1119 藤牧 平(5)

ｲﾁｶﾜ  ﾊﾙﾄ ﾌｼﾞﾏｷ  ﾀｲﾗ
 1153 田村 駿之介(6)  1120 林 亮典(5)

ﾀﾑﾗ  ｼｭﾝﾉｽｹ ﾊﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ
 1155 堀内 翔星(6)  1118 小宮山 登生(5)

ﾎﾘｳﾁ  ｶｹﾙ ｺﾐﾔﾏ  ﾄｳｲ
 6   3 豊洲小  1340 小山 棟吉(5)   1:04.01  6   8 小諸東小  1073 栁沢 一輝(5)   1:07.03 

ﾄﾖｽｼｮｳ ｺﾔﾏ ﾑﾈﾖｼ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｲｯｷ
 1343 小林 奏太(5)  1071 熊谷 将吾(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳｺﾞ
 1336 古谷 晃基(5)  1070 伊藤 誠人(5)

ﾌﾙﾀﾆ ｺｳｷ ｲﾄｳ ﾏｺﾄ
 1338 篠沢 友貴(5)  1072 土屋 光星(5)

ｼﾉｻﾞﾜ ﾄﾓｷ ﾂﾁﾔ ｺｳｾｲ
 7   9 明北  1512 隠岐 大夢(5)   1:05.76  7   3 昭和小  1290 山岸 拓生(6)   1:09.44 

ﾒｲﾎｸ ｵｷ ﾋﾛﾑ ｼｮｳﾜｼｮｳ ﾔﾏｷﾞｼ  ﾀｸﾐ
 1510 倉科 優哉(5)  1291 山﨑 大徳(6)

ｸﾗｼﾅ ﾕｳﾔ ﾔﾏｻﾞｷ  ﾀﾞｲﾄｸ
 1513 小林 慧斗(5)  1289 高山 大和(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ ﾀｶﾔﾏ  ﾔﾏﾄ
 1509 澤田 健志(5)  1292 小林 隆史(6)

ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｶｼ

共通男子

4×100m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 豊科北AC  1467 丸山 直樹(6)     53.02 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀAC ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ
 1466 丸山 拓海(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
 1464 橋本 涼(6)

ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
 1465 白澤 稜馬(6)

ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
 2   5 T&F佐久平(A)  1115 中澤 颯太(6)     56.73 q

T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ ﾅｶｻﾞﾜ  ｿｳﾀ
 1113 原 惇也(6)

ﾊﾗ  ｼﾞｭﾝﾔ
 1116 坪井 康生(6)

ﾂﾎﾞｲ  ｺｳｾｲ
 1114 浅沼 都夫(6)

ｱｻﾇﾏ  ｸﾆｵ
 3   6 辰野南  1810 鈴木 誠優(6)     57.51 

ﾀﾂﾉﾐﾅﾐ ｽｽﾞｷｾｲﾔ
 1809 有賀 匠吾(6)

ｱﾙｶﾞｼｮｳｺﾞ
 1807 芝﨑 匠(6)

ｼﾊﾞｻｷﾀｸﾐ
 1806 熊谷 弦(6)

ｸﾏｶﾞｲ ｹﾞﾝ
 4   8 五加小  1259 遠藤 一輝(6)   1:00.47 

ｺﾞｶｼｮｳ ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ
 1260 宮下 翼(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
 1264 山口 雄飛(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ
 1263 三浦 菖瑚(6)

ﾐｳﾗ ｼｮｳｺﾞ
 5   9 広丘AC  1557 三澤 道盛(6)   1:00.75 

ﾋﾛｵｶAC ﾐｻﾜ ﾐﾁﾓﾘ
 1554 藤村 拓友(6)

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛﾄﾓ
 1556 高山 拓夢(6)

ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ
 1555 竹田 達輝(6)

ﾀｹﾀﾞ ﾀﾂｷ
 6   4 永明小  1695 梨本 陸央(5)   1:03.16 

ｴｲﾒｲｼｮｳ ﾅｼﾓﾄ ﾘｸｵ
 1693 石田 快(5)

ｲｼﾀﾞ ｶｲ
 1691 小川 高輝(5)

ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ
 1692 小川 純衣(5)

ｵｶﾞﾜ ｽﾐ
  3 麻績  1528 酒井 蒼空(5)

ｵﾐ ｻｶ ｲｿﾗ 失格
 1529 滝澤 蓮(5) R1(2-3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾚﾝ
 1530 玉井 準也(5)

ﾀﾏｲ ｼﾞｭﾝﾔ
 1527 酒井 星七(5)

ｻｶ ｲｾﾅ

共通男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 豊科北AC  1467 丸山 直樹(6)     53.00 

ﾄﾖｼﾅｷﾀAC ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ
 1466 丸山 拓海(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
 1464 橋本 涼(6)

ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
 1465 白澤 稜馬(6)

ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
 2   6 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少  1786 椎名一郎ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ(6    54.17 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ ｼｲﾅｲﾁﾛｳｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ
 1784 山田 海斗(6)

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
 1783 橋爪 淳(6)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾞｭﾝ
 1787 飯島 悠斗(6)

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
 3   7 三郷  1504 中村 綺斗(6)     55.50 

ﾐｻﾄ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾄ
 1499 小林 壮太(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ
 1503 中村 司(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ
 1502 増澤 直哉(6)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾅｵﾔ
 4   4 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ  1137 清野 祐斗(6)     55.68 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｷﾖﾉ ﾕｳﾄ
 1135 佐藤 陸(6)

ｻﾄｳ ﾘｸ
 1136 上原 健樹世(6)

ｳｴﾊﾗ ﾀｹｷﾖ
 1138 蜂須 翔太(6)

ﾊﾁｽ ｼｮｳﾀ
 5   9 宮田  1781 北原寛太(6)     55.93 

ﾐﾔﾀﾞ ｷﾀﾊﾗｶﾝﾀ
 1777 伊澤拓人(6)

ｲｻﾜﾀｸﾄ
 1782 縣俊平(6)

ｱｶﾞﾀｼｭﾝﾍﾟｲ
 1780 田中大達(6)

ﾀﾅｶﾋﾛﾐﾁ
 6   8 赤穂南  1799 小平 悠斗(6)     56.21 

ｱｶﾎﾐﾅﾐ ｺﾀﾞｲﾗ  ﾕｳﾄ
 1800 新谷 佳汰(6)

ｼﾝﾔ  ｹｲﾀ
 1798 春日 南星(6)

ｶｽｶﾞ  ﾅﾅｾ
 1795 横澤 駿(6)

ﾖｺｻﾜ  ｼｭﾝ
 7   2 T&F佐久平(A)  1115 中澤 颯太(6)     56.76 

T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ ﾅｶｻﾞﾜ  ｿｳﾀ
 1113 原 惇也(6)

ﾊﾗ  ｼﾞｭﾝﾔ
 1116 坪井 康生(6)

ﾂﾎﾞｲ  ｺｳｾｲ
 1114 浅沼 都夫(6)

ｱｻﾇﾏ  ｸﾆｵ
 8   3 箕輪中部  1833 北原 香音(6)     58.00 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ
 1829 征矢 快誠(6)

ｿﾔ ｶｲｾｲ
 1828 佐藤 正健(6)

ｻﾄｳ ｾｲｹﾝ
 1832 土屋 呉巴(6)

ﾂﾁﾔ ｸﾚﾊ

決勝

共通男子

4×100m



決勝 6月29日  9:30

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

黒田 海斗(6)
ｸﾛﾀﾞ ｶｲﾄ 筑摩
片瀬 賢斗(6)
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 会染
佐藤  友行(6)
ｻﾄｳ  ﾄﾓﾕｷ 高森北小
鈴木 駿介(6)
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷小
椚谷  元(5)
ｸﾇｷﾞﾀﾆ  ﾊﾙ 高森南小
渡辺 諒征(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ
田中 悠龍(6)
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 田中小
大原 ﾕｽｹ(6)
ｵｵﾊﾗ ﾕｽｹ 伊那北
菊池 純之進(6)
ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝﾉｼﾝ 南牧北小
三井 恭平(5)
ﾐﾂｲ ｷｮｳﾍｲ 南牧南小
小林 陸斗(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾄ 筑摩
野田 かんた(6)
ﾉﾀﾞ ｶﾝﾀ ﾔﾏﾕﾘｸﾗﾌﾞ
布施 遥人(6)
ﾌｾ ﾊﾙﾄ 芝沢
林 佑希人(6)
ﾊﾔｼﾕｷﾋﾄ 下諏訪南小
橋爪  渉(6)
ﾊｼｽﾞﾒ  ﾜﾀﾙ 下久堅小
赤堀 仁紀(5) 記録なし
ｱｶﾎﾘ ﾏｻｷ 日義TFC
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決勝 (1,2組) 6月29日 10:30

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

[ 1組]

野沢 佑太(6)   4.77   4.59   4.65    4.77 
ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野市陸上教   -1.1   -1.7   +0.4    -1.1
矢花 竜也(6)   3.99   4.00   4.44    4.44 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ ﾛﾃﾞｨｵ   -0.2   -2.4   +0.2    +0.2
富田 誠也(6)   4.29   4.28   4.35    4.35 
ﾄﾐﾀ ｾｲﾔ 塩尻西   -0.2   -2.1   -0.4    -0.4
小川 達也(6)    x   4.11   4.31    4.31 
ｵｶﾞﾜﾀﾂﾔ 富士見小   -3.2   -0.4    -0.4
草野 開(6)   4.20    x   4.11    4.20 
ｸｻﾉ ｶｲ 豊科南   -1.4   -0.3    -1.4
中村 優成(6)   4.02    x   3.83    4.02 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｾｲ 東春近   +0.5   -1.1    +0.5
市川 恵大(6)   4.01   3.92   3.96    4.01 
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾀﾞｲ 佐久西小   +1.1   -2.2   -1.1    +1.1
武田 基(6)   3.99   3.74    x    3.99 
ﾀｹﾀﾞ ﾓﾄｲ 三郷   +1.7   -0.4    +1.7
宮坂 仁士(5)   2.94   3.85   3.79    3.85 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +1.9   -1.1   -1.1    -1.1
土屋 晃大(6)   3.81   3.58   3.42    3.81 
ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾞｲ 水明AC   +0.8   +0.9   -0.6    +0.8
古屋 孝太郎(6)   3.77   3.52   3.75    3.77 
ﾌﾙﾔ ｺｳﾀﾛｳ 南箕輪    0.0   -1.6   -0.5     0.0
宮島 隆輔(6)   3.26   3.63   3.72    3.72 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 堀金   -0.4   -1.5   +0.7    +0.7
杉村 直俊(5)   3.69   3.26   3.45    3.69 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅｵﾄｼ 城南小   -1.0   +0.8   -2.0    -1.0
堺澤 幹太(6)    x   3.55   3.66    3.66 
ｻｶｲｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 筑摩   -1.1   -0.2    -0.2
森 大樹(6)   3.63   3.54   3.49    3.63 
ﾓﾘ ﾀｲｷ 小井川小   -0.2   +1.0   -2.1    -0.2
小林 瑠斗(6)   3.63   3.47   3.45    3.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ 白馬南   +1.9   -0.7   -0.7    +1.9
松田 歩(6)   3.62   3.55   3.61    3.62 
ﾏﾂﾀﾞ ｱﾕﾑ 会染   +2.3   -0.6   -1.7    +2.3
望月 優悟(6)   3.61   3.57   3.56    3.61 
ﾓﾁﾂﾞｷ  ﾕｳｺﾞ 昭和小   +1.1   -1.1   -0.4    +1.1
小林 太一(6)   3.53   3.42   3.34    3.53 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 木島小   +0.3   -0.5   -1.9    +0.3
泥谷 侑摩(5)    x   3.51   3.47    3.51 
ﾋｼﾞﾔ ﾕｳﾏ 軽井沢西部AC   +0.9   -1.5    +0.9
窪田 元輝(5)   3.50    x    x    3.50 
ｸﾎﾞﾀ ﾓﾄｷ 本城   +1.8    +1.8
西澤 尚典(6)   3.16   3.45   3.34    3.45 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 小川小   -0.6   +0.8   -2.0    +0.8
長瀬  成雅(5)   3.41    x   3.23    3.41 
ﾅｶﾞｾ ﾅﾙﾏｻ 上郷小   +1.4   -0.4    +1.4
飯塚 至(6)   3.40    x   3.27    3.40 
ｲｲﾂﾞｶ ｲﾀﾙ さくひがし   +1.0   -0.8    +1.0
小市 創太(5)   3.13   3.21   3.26    3.26 
ｺｲﾁ ｿｳﾀ 真田ﾏﾗｿﾝ教室   +1.3   +2.3    0.0     0.0
青木 杜和(5)   3.17   3.06    x    3.17 
ｱｵｷ  ﾄﾜ 昭和小   +1.1   +1.2    +1.1
小山 貴司(5)   3.12    x   3.11    3.12 
ｺﾔﾏ ﾀｶｼ 豊洲小   +1.7   -1.2    +1.7
今村  銀士(6)   2.88   3.08   2.82    3.08 
ｲﾏﾑﾗ  ｷﾞﾝｼﾞ 下久堅小   +2.8   +1.2   -1.6    +1.2

27 2  1339

28 4  1864

25 5  1169

26 3  1293

23 6  1863

24 8  1051

21 17  1562

22 10  1286

19 13  1348

20 9  1094

17 14  1612

18 18  1294

15 12  1723

16 15  1632

13 11  1727

14 20  1602

11 21  1817

12 22  1498

9 19  1710

10 7  1080

7 26  1023

8 16  1507

5 23  1476

6 25  1816

3 27  1539

4 28  1744

備考

1 29  1330

2 24  1066

-2- -3- 記録

共通男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



[ 2組]

井出 紋次郎(6)   4.44   4.47   4.50    4.50 
ｲﾃﾞ  ﾓﾝｼﾞﾛｳ 野岸小   -0.8   -1.3   -1.9    -1.9
濵松 和希(6)   3.97   4.29   4.30    4.30 
ﾊﾏﾏﾂ ｶｽﾞｷ 水明AC   -2.3   -0.8   -2.4    -2.4
山本 嵩斗(6)   4.29   4.29   4.26    4.29 
ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾄ 信州新町ｸ   -0.8   -1.3   -1.5    -1.3
吉田 晃太朗(6)   4.24   4.17   4.02    4.24 
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 軽井沢東部小   -2.2   -1.4   -2.4    -2.2
仲西 風都(6)   4.11   4.02    x    4.11 
ﾅｶﾆｼ ﾌｳﾄ 塩尻吉田   -1.7   -0.8    -1.7
多田井  琢馬(6)   3.96   3.67   3.89    3.96 
ﾀﾀﾞｲ  ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   -1.3   -2.0   -1.7    -1.3
小須田 亮祐(6)   3.71   3.79   3.87    3.87 
ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐久西小   -2.9   -0.6   -1.3    -1.3
野々田 和真(6)   3.53   3.85   3.73    3.85 
ﾉﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 高遠   -2.0   -0.1   -1.2    -0.1
中田 晴太(6)   3.80   3.83   3.71    3.83 
ﾅｶﾀ  ｾｲﾀ 開田   -1.9   -1.1   -2.3    -1.1
小林 隼志(6)   3.48   3.61   3.76    3.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼ 会染   -1.0   -1.2   -1.8    -1.8
林 大翔(6)   3.72    x    x    3.72 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 高遠   -2.2    -2.2
宮下 伊吹(5)   3.30   3.62   3.48    3.62 
ﾐﾔｼﾀ ｲﾌﾞｷ 今井   -3.4   +1.1   -1.6    +1.1
上田 皓輝(6)    x   3.61   3.57    3.61 
ｳｴﾀﾞ  ｺｳｷ 開田   -0.3   -0.4    -0.3
高見澤 匠冴(5)   3.24   3.61   3.40    3.61 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 南牧北小   -3.2   +1.2   -3.3    +1.2
藤本 大輝(5)   3.10   3.44   3.54    3.54 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｷ 南牧北小   -0.6   -1.6   -0.9    -0.9
柴田 侑志(6)    x   3.49   3.51    3.51 
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｼ 白馬南   +0.6   -0.9    -0.9
太田 隼人(6)   3.46   3.51   3.48    3.51 
ｵｵﾀ ﾊﾔﾄ 塩尻西   -2.8   +1.4   -2.6    +1.4
堀内 雅斗(6)   3.51   3.39   3.29    3.51 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾄ 和小   -0.8   -0.6   -1.0    -0.8
小島 史(5)   3.37   3.49   3.35    3.49 
ｺｼﾞﾏ ﾌﾋﾄ 倭小   -1.3   -0.7   -0.7    -0.7
今井 夏希(6)   3.39   3.22   3.02    3.39 
ｲﾏｲ ﾅﾂｷ 木島小   -0.7   -0.3   -1.3    -0.7
宮下 倖盛(5)   3.34   3.01    x    3.34 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｾｲ 松代小   -0.3   -1.4    -0.3
酒井  達樹(5)   3.33   3.11   3.15    3.33 
ｻｶｲ  ﾀﾂｷ 丸山小   -0.5   -1.5   -2.3    -0.5
伊村 大地(5)   3.28   3.27   2.99    3.28 
ｲﾑﾗ ﾀｲﾁ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ   -0.1   -0.9   -1.9    -0.1
堀内 悠史(5)   3.16   3.04   3.14    3.16 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｼ 傍陽小   +0.1   -0.4   -2.7    +0.1
太田 悠斗(5)   3.11   2.99   2.98    3.11 
ｵｵﾀﾕｳﾄ 富士見小   -1.2   -0.8   -1.0    -1.2
友野 星苑(5)    x   3.11   2.96    3.11 
ﾄﾓﾉ ｼｵﾝ 岸野小   +0.9   -0.6    +0.9
川島  悠星(5)    x   2.73   2.85    2.85 
ｶﾜｼﾏ  ﾕｳｾｲ 千栄小   -1.6   -1.9    -1.9
鷲尾 翼早(5)   2.62   2.72   2.77    2.77 
ﾜｼｵ ﾂﾊﾞｻ 岡山小   +0.6   -2.1   -1.5    -1.5
横川 和哉(6) 欠場
ﾖｺｶﾜ  ｶｽﾞﾔ 昭和小
北原 雄斗(6) 欠場
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾄ 美篶

2  1287

20  1827

27 30  1866

28 1  1241

25 12  1745

26 7  1041

23 5  1297

24 4  1156

21 9  1296

22 3  1865

19 8  1350

20 6  1347

17 17  1540

18 11  1142

15 10  1013

16 18  1631

13 14  1644

14 16  1012

11 23  1790

12 15  1568

9 24  1643

10 13  1613

7 21  1024

8 19  1789

5 27  1545

6 22  1862

3 29  1306

4 26  1088

備考

1 28  1078

2 25  1081

-2- -3- 記録

共通男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
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_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成２６年　６月２９日（日）
会場：長野県松本平広域公園陸上競技場（201020）

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

野沢 佑太(6) 長野市陸上教
ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
井出 紋次郎(6) 野岸小
ｲﾃﾞ  ﾓﾝｼﾞﾛｳ ﾉｷﾞｼｼｮｳ
矢花 竜也(6) ﾛﾃﾞｨｵ
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ ﾛﾃﾞｨｵ
富田 誠也(6) 塩尻西
ﾄﾐﾀ ｾｲﾔ ｼｵｼﾞﾘﾆｼ
小川 達也(6) 富士見小
ｵｶﾞﾜﾀﾂﾔ ﾌｼﾞﾐｼｮｳ
濵松 和希(6) 水明AC
ﾊﾏﾏﾂ ｶｽﾞｷ ｽｲﾒｲAC
山本 嵩斗(6) 信州新町ｸ
ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾄ ｼﾝｼｭｳｼﾝﾏﾁｸ
吉田 晃太朗(6) 軽井沢東部小
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｶﾙｲｻﾞﾜﾄｳﾌﾞ
草野 開(6) 豊科南
ｸｻﾉ ｶｲ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ
仲西 風都(6) 塩尻吉田
ﾅｶﾆｼ ﾌｳﾄ ｼｵｼﾞﾘﾖｼﾀﾞ
中村 優成(6) 東春近
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｾｲ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶ
市川 恵大(6) 佐久西小
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾀﾞｲ ｻｸﾆｼｼｮｳ
武田 基(6) 三郷
ﾀｹﾀﾞ ﾓﾄｲ ﾐｻﾄ
多田井  琢馬(6) ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
ﾀﾀﾞｲ  ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
小須田 亮祐(6) 佐久西小
ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ｻｸﾆｼｼｮｳ
宮坂 仁士(5) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ
野々田 和真(6) 高遠
ﾉﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ﾀｶﾄｵ
中田 晴太(6) 開田
ﾅｶﾀ  ｾｲﾀ ｶｲﾀﾞ
土屋 晃大(6) 水明AC
ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾞｲ ｽｲﾒｲAC
古屋 孝太郎(6) 南箕輪
ﾌﾙﾔ ｺｳﾀﾛｳ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ
小林 隼志(6) 会染
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼ ｱｲｿﾒ
宮島 隆輔(6) 堀金
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ ﾎﾘｶﾞﾈ
林 大翔(6) 高遠
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ ﾀｶﾄｵ
杉村 直俊(5) 城南小
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅｵﾄｼ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ
堺澤 幹太(6) 筑摩
ｻｶｲｻﾞﾜ ｶﾝﾀ ﾂｶﾏ
森 大樹(6) 小井川小
ﾓﾘ ﾀｲｷ ｵｲｶﾜｼｮｳ
小林 瑠斗(6) 白馬南
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐ
松田 歩(6) 会染
ﾏﾂﾀﾞ ｱﾕﾑ ｱｲｿﾒ
宮下 伊吹(5) 今井
ﾐﾔｼﾀ ｲﾌﾞｷ ｲﾏｲ
望月 優悟(6) 昭和小
ﾓﾁﾂﾞｷ  ﾕｳｺﾞ ｼｮｳﾜｼｮｳ
上田 皓輝(6) 開田
ｳｴﾀﾞ  ｺｳｷ ｶｲﾀﾞ
高見澤 匠冴(5) 南牧北小
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀ
藤本 大輝(5) 南牧北小
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｷ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀ
小林 太一(6) 木島小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ ｷｼﾞﾏｼｮｳ
柴田 侑志(6) 白馬南
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｼ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐ

2-16  3.51
  -0.9

1-19

35 1631    x   3.49
  +0.6

  3.51
  -0.9

  3.53
  +0.3

2-15

34 1348   3.53
  +0.3

  3.42
  -0.5

  3.34
  -1.9

  3.54
  -0.9

2-14

33 1013   3.10
  -0.6

  3.44
  -1.6

  3.54
  -0.9

  3.61
  +1.2

2-13

32 1012   3.24
  -3.2

  3.61
  +1.2

  3.40
  -3.3

  3.61
  -0.3

1-18

31 1644    x   3.61
  -0.3

  3.57
  -0.4

  3.61
  +1.1

2-12

  3.56
  -0.4

  3.62
  +1.1

30 1294   3.61
  +1.1

  3.57
  -1.1

1-17

29 1568   3.30
  -3.4

  3.62
  +1.1

  3.48
  -1.6

  3.62
  +2.3

1-16

28 1612   3.62
  +2.3

  3.55
  -0.6

  3.61
  -1.7

  3.63
  +1.9

1-15

27 1632   3.63
  +1.9

  3.47
  -0.7

  3.45
  -0.7

  3.63
  -0.2

1-14

26 1723   3.63
  -0.2

  3.54
  +1.0

  3.49
  -2.1

  3.66
  -0.2

1-13

25 1602    x   3.55
  -1.1

  3.66
  -0.2

  3.69
  -1.0

2-11

  3.45
  -2.0

  3.72
  -2.2

24 1727   3.69
  -1.0

  3.26
  +0.8

1-12

23 1790   3.72
  -2.2

   x    x

  3.72
  +0.7

2-10

22 1498   3.26
  -0.4

  3.63
  -1.5

  3.72
  +0.7

  3.76
  -1.8

1-11

21 1613   3.48
  -1.0

  3.61
  -1.2

  3.76
  -1.8

  3.77
   0.0

1-10

20 1817   3.77
   0.0

  3.52
  -1.6

  3.75
  -0.5

  3.81
  +0.8

2- 9

19 1080   3.81
  +0.8

  3.58
  +0.9

  3.42
  -0.6

  3.83
  -1.1

2- 8

  3.71
  -2.3

  3.85
  -0.1

18 1643   3.80
  -1.9

  3.83
  -1.1

1- 9

17 1789   3.53
  -2.0

  3.85
  -0.1

  3.73
  -1.2

  3.85
  -1.1

2- 7

16 1710   2.94
  +1.9

  3.85
  -1.1

  3.79
  -1.1

  3.87
  -1.3

2- 6

15 1024   3.71
  -2.9

  3.79
  -0.6

  3.87
  -1.3

  3.96
  -1.3

1- 8

14 1862   3.96
  -1.3

  3.67
  -2.0

  3.89
  -1.7

  3.99
  +1.7

1- 7

13 1507   3.99
  +1.7

  3.74
  -0.4

   x

  4.01
  +1.1

1- 6

  3.96
  -1.1

  4.02
  +0.5

12 1023   4.01
  +1.1

  3.92
  -2.2

2- 5

11 1816   4.02
  +0.5

   x   3.83
  -1.1

  4.11
  -1.7

1- 5

10 1545   4.11
  -1.7

  4.02
  -0.8

   x

  4.20
  -1.4

2- 4

9 1476   4.20
  -1.4

   x   4.11
  -0.3

  4.24
  -2.2

2- 3

8 1088   4.24
  -2.2

  4.17
  -1.4

  4.02
  -2.4

  4.29
  -1.3

2- 2

7 1306   4.29
  -0.8

  4.29
  -1.3

  4.26
  -1.5

  4.30
  -2.4

1- 4

  4.30
  -2.4

  4.31
  -0.4

6 1081   3.97
  -2.3

  4.29
  -0.8

1- 3

5 1744    x   4.11
  -3.2

  4.31
  -0.4

  4.35
  -0.4

1- 2

4 1539   4.29
  -0.2

  4.28
  -2.1

  4.35
  -0.4

  4.44
  +0.2

2- 1

3 1066   3.99
  -0.2

  4.00
  -2.4

  4.44
  +0.2

  4.50
  -1.9

1- 1

2 1078   4.44
  -0.8

  4.47
  -1.3

  4.50
  -1.9

  4.77
  -1.1

備考

1 1330   4.77
  -1.1

  4.59
  -1.7

  4.65
  +0.4

-３- 記録 組順順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

競技結果        共通男子        走幅跳総合結果  跳躍審判長
記録主任：

浦野　義忠
増田　喜代志

2014/06/29 12:49

第31回長野県小学生陸上競技大会(14200004)
主催：一般財団法人長野陸上競技協会
後援：日本陸上競技連盟・公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団・長野県教育委員会　信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社
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_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成２６年　６月２９日（日）
会場：長野県松本平広域公園陸上競技場（201020）

競技結果        共通男子        走幅跳総合結果  跳躍審判長
記録主任：

浦野　義忠
増田　喜代志

2014/06/29 12:49

第31回長野県小学生陸上競技大会(14200004)
主催：一般財団法人長野陸上競技協会
後援：日本陸上競技連盟・公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団・長野県教育委員会　信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社

太田 隼人(6) 塩尻西
ｵｵﾀ ﾊﾔﾄ ｼｵｼﾞﾘﾆｼ
泥谷 侑摩(5) 軽井沢西部AC
ﾋｼﾞﾔ ﾕｳﾏ ｶﾙｲｻﾞﾜｾｲﾌﾞAC
堀内 雅斗(6) 和小
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾄ ｶﾉｳｼｮｳ
窪田 元輝(5) 本城
ｸﾎﾞﾀ ﾓﾄｷ ﾎﾝｼﾞｮｳ
小島 史(5) 倭小
ｺｼﾞﾏ ﾌﾋﾄ ﾔﾏﾄｼｮｳ
西澤 尚典(6) 小川小
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ ｵｶﾞﾜｼｮｳ
長瀬  成雅(5) 上郷小
ﾅｶﾞｾ ﾅﾙﾏｻ ｶﾐｻﾄｼｮｳ
飯塚 至(6) さくひがし
ｲｲﾂﾞｶ ｲﾀﾙ ｻｸﾋｶﾞｼ
今井 夏希(6) 木島小
ｲﾏｲ ﾅﾂｷ ｷｼﾞﾏｼｮｳ
宮下 倖盛(5) 松代小
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｾｲ ﾏﾂｼﾛｼｮｳ
酒井  達樹(5) 丸山小
ｻｶｲ  ﾀﾂｷ ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ
伊村 大地(5) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ
ｲﾑﾗ ﾀｲﾁ ｼﾞｮｳﾔﾏﾗﾝﾅｰｽﾞ
小市 創太(5) 真田ﾏﾗｿﾝ教室
ｺｲﾁ ｿｳﾀ ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂ
青木 杜和(5) 昭和小
ｱｵｷ  ﾄﾜ ｼｮｳﾜｼｮｳ
堀内 悠史(5) 傍陽小
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｼ ｿｴﾋｼｮｳ
小山 貴司(5) 豊洲小
ｺﾔﾏ ﾀｶｼ ﾄﾖｽｼｮｳ
太田 悠斗(5) 富士見小
ｵｵﾀﾕｳﾄ ﾌｼﾞﾐｼｮｳ
友野 星苑(5) 岸野小
ﾄﾓﾉ ｼｵﾝ ｷｼﾉｼｮｳ
今村  銀士(6) 下久堅小
ｲﾏﾑﾗ  ｷﾞﾝｼﾞ ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ
川島  悠星(5) 千栄小
ｶﾜｼﾏ  ﾕｳｾｲ ﾁﾊｴｼｮｳ
鷲尾 翼早(5) 岡山小
ﾜｼｵ ﾂﾊﾞｻ ｵｶﾔﾏｼｮｳ
横川 和哉(6) 昭和小 欠場
ﾖｺｶﾜ  ｶｽﾞﾔ ｼｮｳﾜｼｮｳ
北原 雄斗(6) 美篶 欠場
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾄ ﾐｽｽﾞ
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決勝 (1,2組) 6月29日 14:30

長野県小学生記録(ER)            80.09 田島 大輝                    日義ＴＦＣ       2012/08/25  
大会記録(GR)                    73.73 

[ 1組]

荒井 瑞季(6)
ｱﾗｲ ﾐｽﾞｷ 会染
大澤 広青(5)
ｵｵｻﾜ ｺｳｾｲ 池田
丸茂 虎之助(5)
ﾏﾙﾓ ﾄﾗﾉｽｹ 四賀小
髙見澤 能(5)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾀﾙ 南牧南小
板倉  駿弥(5)
ｲﾀｸﾗ  ｼｭﾝﾔ 大下条小
後藤  信之介(6)
ｺﾞﾄｳ  ｼﾝﾉｽｹ 天龍小
依田 一輝(6)
ﾖﾀﾞ ｶｽﾞｷ 高瀬小
藤岡 佳秀(5)
ﾌｼﾞｵｶ ｶｼｭｳ 湖東小
大澤 拓人(6)
ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾄ 山辺
田村 洸織(6)
ﾀﾑﾗ ｺｼｷ 高瀬小
鈴木 崚太(5)
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 中佐都小
三井 蒼仁(5)
ﾐﾂｲ ｱｵﾋﾄ 傍陽小
中島 開智(6)
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾁ 南相木小
北松 豪太(6)
ｷﾀﾏﾂ ｺﾞｳﾀ 塩尻西
臼田 颯真(6)
ｳｽﾀﾞ ｿｳﾏ 小諸東小
吉里 颯太(5)
ﾖｼｻﾞﾄ ﾌｳﾀ 屋代小
岩水 玄(6)
ｲﾜﾐｽﾞ  ｹﾞﾝ 川上第一小
梨子田 峻(6)
ﾅｼﾀﾞ ｼｭﾝ 飯山小
廣橋 依旺(5)
ﾋﾛﾊｼ ｲｵ 城山小
重田 倭(5)
ｼｹﾞﾀ ﾔﾏﾄ 岸野小
木内 椋太(5)
ｷｳﾁ ﾘｮｳﾀ 岸野小
小田切 竜太(6)
ｵﾀｷﾞﾘ ﾘｮｳﾀ ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ
大倉  千景(5)
ｵｵｸﾗ  ﾁｶｹﾞ 富草小
小川 穣(5)
ｵｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 豊洲小
鈴木 誠也(5)
ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ 高甫小
髙橋 響(6)
ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 木島小
滝野 怜太(5) 欠場
ﾀｷﾉ ﾘｮｳﾀ 川中島小
権田 大智(6) 欠場
ｺﾞﾝﾀﾞ  ﾀｲﾁ 共和小
松崎 友紀(6) 欠場
ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ 南箕輪
原  伊吹(6) 欠場
ﾊﾗ  ｲﾌﾞｷ 阿智第一小
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[ 2組]

関川 峻司(6)
ｾｷｶﾞﾜ ｼｭﾝｼﾞ 本城
北澤 賢太(6)
ｷﾀｻﾞﾜ  ｹﾝﾀ 昭和小
中澤 友希(6)
ﾅｶｻﾞﾜ  ﾕｳｷ 坂の上小
駒込 皓大(6)
ｺﾏｺﾞﾒ  ｺｳﾀﾞｲ 信州新町ｸ
池上 智哉(6)
ｲｹｶﾞﾐ ﾄﾓﾔ 高遠
熊井 新(6)
ｸﾏｲ ｱﾗﾀ 両小野
広瀬 陽一(6)
ﾋﾛｾ ﾖｳｲﾁ 栗ｶﾞ丘小
渋谷  桂吾(6)
ｼﾌﾞﾔ  ｹｲｺﾞ 阿智第一小
中林 悠一郎(6)
ﾅｶﾊﾞﾔｼﾕｳｲﾁﾛｳ 箕輪中部
宮原 裕也(6)
ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳﾔ 美篶
河西 雅人(6)
ｶｻｲ ﾏｻﾄ 下諏訪北小
笹川 拓夢(6)
ｻｻｶﾞﾜ ﾀｸﾑ 朝日
樽井 大(6)
ﾀﾙｲ ﾀﾞｲ 豊洲小
井口 昂音(6)
ｲｸﾞﾁ ｺｵ 松川
森 巧成(6)
ﾓﾘ ｺｳｾｲ 梓川
渡邉  悠貴(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 開明
小山 志苑(6)
ｺﾔﾏ ｼｵﾝ 小諸東小
玉井 元(6)
ﾀﾏｲ ﾊｼﾞﾒ 川岸小
鳴澤 天(5)
ﾅﾙｻﾜ ﾀｶｼ 北御牧小
千國 颯哉(6)
ﾁｸﾆ ｿｳﾔ 小谷
松原 弘和(6)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 朝日
酒井 浩二郎(6)
ｻｶｲ ｺｳｼﾞﾛｳ 豊田小
岩下 湧人(6)
ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾄ 北御牧小
上條 友誠(6)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾏ 朝日
五味 泰成(6)
ｺﾞﾐ ﾀｲｾｲ ﾛﾃﾞｨｵ
濱 瑠樹(6)
ﾊﾏ ﾘｭｳｷ 福島
花崎 亜郷(6) 欠場
ﾊﾅｻｷ ｱｻﾄ 朝日
宮瀬 颯人(5) 欠場
ﾐﾔｾ ﾊﾔﾄ 豊科南
常田 龍輝(6) 欠場
ﾄｷﾀﾞ  ﾘｭｳｷ 若槻小
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_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成２６年　６月２９日（日）
会場：長野県松本平広域公園陸上競技場（201020）

長野県小学生記録(ER)            80.09 田島 大輝                    日義ＴＦＣ       2012/08/25  
大会記録(GR)                    73.73 

関川 峻司(6) 本城
ｾｷｶﾞﾜ ｼｭﾝｼﾞ ﾎﾝｼﾞｮｳ
北澤 賢太(6) 昭和小
ｷﾀｻﾞﾜ  ｹﾝﾀ ｼｮｳﾜｼｮｳ
中澤 友希(6) 坂の上小
ﾅｶｻﾞﾜ  ﾕｳｷ ｻｶﾉｳｴｼｮｳ
駒込 皓大(6) 信州新町ｸ
ｺﾏｺﾞﾒ  ｺｳﾀﾞｲ ｼﾝｼｭｳｼﾝﾏﾁｸ
池上 智哉(6) 高遠
ｲｹｶﾞﾐ ﾄﾓﾔ ﾀｶﾄｵ
熊井 新(6) 両小野
ｸﾏｲ ｱﾗﾀ ﾘｮｳｵﾉ
広瀬 陽一(6) 栗ｶﾞ丘小
ﾋﾛｾ ﾖｳｲﾁ ｸﾘｶﾞｵｶｼｮｳ
渋谷  桂吾(6) 阿智第一小
ｼﾌﾞﾔ  ｹｲｺﾞ ｱﾁﾀﾞｲｲﾁｼｮｳ
中林 悠一郎(6) 箕輪中部
ﾅｶﾊﾞﾔｼﾕｳｲﾁﾛｳ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ
宮原 裕也(6) 美篶
ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳﾔ ﾐｽｽﾞ
河西 雅人(6) 下諏訪北小
ｶｻｲ ﾏｻﾄ ｼﾓｽﾜｷﾀｼｮｳ
笹川 拓夢(6) 朝日
ｻｻｶﾞﾜ ﾀｸﾑ ｱｻﾋ
樽井 大(6) 豊洲小
ﾀﾙｲ ﾀﾞｲ ﾄﾖｽｼｮｳ
井口 昂音(6) 松川
ｲｸﾞﾁ ｺｵ ﾏﾂｶﾜ
森 巧成(6) 梓川
ﾓﾘ ｺｳｾｲ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ
渡邉  悠貴(6) 開明
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ ｶｲﾒｲ
荒井 瑞季(6) 会染
ｱﾗｲ ﾐｽﾞｷ ｱｲｿﾒ
小山 志苑(6) 小諸東小
ｺﾔﾏ ｼｵﾝ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ
玉井 元(6) 川岸小
ﾀﾏｲ ﾊｼﾞﾒ ｶﾜｷﾞｼｼｮｳ
鳴澤 天(5) 北御牧小
ﾅﾙｻﾜ ﾀｶｼ ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳ
千國 颯哉(6) 小谷
ﾁｸﾆ ｿｳﾔ ｵﾀﾘ
松原 弘和(6) 朝日
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｶｽﾞ ｱｻﾋ
大澤 広青(5) 池田
ｵｵｻﾜ ｺｳｾｲ ｲｹﾀﾞ
丸茂 虎之助(5) 四賀小
ﾏﾙﾓ ﾄﾗﾉｽｹ ｼｶﾞｼｮｳ
髙見澤 能(5) 南牧南小
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾀﾙ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐｼｮｳ
板倉  駿弥(5) 大下条小
ｲﾀｸﾗ  ｼｭﾝﾔ ｵｵｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ
酒井 浩二郎(6) 豊田小
ｻｶｲ ｺｳｼﾞﾛｳ ﾄﾖﾀﾞｼｮｳ
後藤  信之介(6) 天龍小
ｺﾞﾄｳ  ｼﾝﾉｽｹ ﾃﾝﾘｭｳｼｮｳ
依田 一輝(6) 高瀬小
ﾖﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾀｶｾｼｮｳ
岩下 湧人(6) 北御牧小
ｲﾜｼﾀ ﾕｳﾄ ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳ
上條 友誠(6) 朝日
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾏ ｱｻﾋ
藤岡 佳秀(5) 湖東小
ﾌｼﾞｵｶ ｶｼｭｳ ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ
五味 泰成(6) ﾛﾃﾞｨｵ
ｺﾞﾐ ﾀｲｾｲ ﾛﾃﾞｨｵ
大澤 拓人(6) 山辺
ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾄ ﾔﾏﾍﾞ
田村 洸織(6) 高瀬小
ﾀﾑﾗ ｺｼｷ ﾀｶｾｼｮｳ
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   o    o  55.42  55.42

2-12

11 1706
   o    o  55.55  55.55

2- 9

10 1825
 55.81    o    o  55.81

2-10

9 1830
   x    o  57.94  57.94

2- 7

8 1870
   o    o  58.94  58.94

2- 8

7 1250
 59.50    o    x  59.50

2- 5

6 1836
 59.59    o    o  59.59

2- 6

5 1788
   o    o  61.67  61.67

2- 3

4 1305
   o    o  62.00  62.00

2- 4

3 1079
   x    o  62.39  62.39

2- 1

2 1295
   o    o  64.02  64.02

2- 2

備考

1 1563
   o  66.30    o  66.30

-３- 記録 組順順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

競技結果        共通男子        ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投総合結果 投擲審判長
記録主任：

伊藤　利博
増田　喜代志

2014/06/29 16:08

第31回長野県小学生陸上競技大会(14200004)
主催：一般財団法人長野陸上競技協会
後援：日本陸上競技連盟・公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団・長野県教育委員会　信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社
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_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成２６年　６月２９日（日）
会場：長野県松本平広域公園陸上競技場（201020）

競技結果        共通男子        ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投総合結果 投擲審判長
記録主任：

伊藤　利博
増田　喜代志

2014/06/29 16:08

第31回長野県小学生陸上競技大会(14200004)
主催：一般財団法人長野陸上競技協会
後援：日本陸上競技連盟・公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団・長野県教育委員会　信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社

鈴木 崚太(5) 中佐都小
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾅｶｻﾄｼｮｳ
三井 蒼仁(5) 傍陽小
ﾐﾂｲ ｱｵﾋﾄ ｿｴﾋｼｮｳ
中島 開智(6) 南相木小
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾁ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
北松 豪太(6) 塩尻西
ｷﾀﾏﾂ ｺﾞｳﾀ ｼｵｼﾞﾘﾆｼ
濱 瑠樹(6) 福島
ﾊﾏ ﾘｭｳｷ ﾌｸｼﾏ
臼田 颯真(6) 小諸東小
ｳｽﾀﾞ ｿｳﾏ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ
吉里 颯太(5) 屋代小
ﾖｼｻﾞﾄ ﾌｳﾀ ﾔｼﾛｼｮｳ
岩水 玄(6) 川上第一小
ｲﾜﾐｽﾞ  ｹﾞﾝ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁｼｮｳ
梨子田 峻(6) 飯山小
ﾅｼﾀﾞ ｼｭﾝ ｲｲﾔﾏｼｮｳ
廣橋 依旺(5) 城山小
ﾋﾛﾊｼ ｲｵ ｼﾞｮｳﾔﾏｼｮｳ
重田 倭(5) 岸野小
ｼｹﾞﾀ ﾔﾏﾄ ｷｼﾉｼｮｳ
木内 椋太(5) 岸野小
ｷｳﾁ ﾘｮｳﾀ ｷｼﾉｼｮｳ
小田切 竜太(6) ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ
ｵﾀｷﾞﾘ ﾘｮｳﾀ ｽﾎﾟｺﾐﾄｳﾎｸ
大倉  千景(5) 富草小
ｵｵｸﾗ  ﾁｶｹﾞ ﾄﾐｸｻｼｮｳ
小川 穣(5) 豊洲小
ｵｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ ﾄﾖｽｼｮｳ
鈴木 誠也(5) 高甫小
ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ ﾀｶﾎｼｮｳ
髙橋 響(6) 木島小
ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ ｷｼﾞﾏｼｮｳ
花崎 亜郷(6) 朝日 欠場
ﾊﾅｻｷ ｱｻﾄ ｱｻﾋ
宮瀬 颯人(5) 豊科南 欠場
ﾐﾔｾ ﾊﾔﾄ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ
常田 龍輝(6) 若槻小 欠場
ﾄｷﾀﾞ  ﾘｭｳｷ ﾜｶﾂｷｼｮｳ
滝野 怜太(5) 川中島小 欠場
ﾀｷﾉ ﾘｮｳﾀ ｶﾜﾅｶｼﾞﾏｼｮｳ
権田 大智(6) 共和小 欠場
ｺﾞﾝﾀﾞ  ﾀｲﾁ ｷｮｳﾜｼｮｳ
松崎 友紀(6) 南箕輪 欠場
ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ
原  伊吹(6) 阿智第一小 欠場
ﾊﾗ  ｲﾌﾞｷ ｱﾁﾀﾞｲｲﾁｼｮｳ

1-  

1-  

 1871

1-  

 1818

 1248

2-  

 1323 1-  

 1282

2-  

 1477 2-  

 1524

1-24

52 1349
 32.01    x    x  32.01

1-25

51 1272
 34.82    o    o  34.82

1-22

50 1342
   o  35.52    o  35.52

1-23

49 1874
   o    o  38.58  38.58

1-20

48 1232
 39.09    o    o  39.09

1-21

47 1043
 40.86    o    o  40.86

1-18

46 1042
 41.30    x    o  41.30

1-19

45 1304
   o    o  42.44  42.44

1-16

44 1334
 42.62    o    o  42.62

1-17

43 1006
 43.24    o    x  43.24

1-14

42 1244
   o  43.27    o  43.27

1-15

41 1074
 43.42    o    x  43.42

1-13

39 1653
   o  43.84    o  43.84

2-26

39 1541
 43.84    o    o  43.84

1-11

38 1019
   o    o  43.88  43.88

1-12

36 1157
   x    o  44.79  44.79

備考

36 1056
   o  44.79    o  44.79

1-11

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録 組順



決勝 6月29日 13:40

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 +1.4

 1 松井 秀真(6)     14.56  1 藤澤 怜大(5)     15.34 
ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾌｼﾞｻﾜﾘｮｳﾀ 辰野南

 2 浅沢 空(6)     14.97  2 登内  泰成(5)     15.70 
ｱｻｻﾞﾜ ｿﾗ 三郷 ﾄﾉｳﾁ  ﾀｲｾｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 浅輪 佳大(5)     15.37  3 加藤  輝(5)     16.16 
ｱｻﾜ ｹｲﾀ 穂高西AC ｶﾄｳ  ﾋｶﾙ 下條小

 4 田中 敦也(5)     15.75  4 古澤 大知(5)     16.23 
ﾀﾅｶ  ｱﾂﾔ 赤穂南 ﾌﾙｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 豊科北

 5 塩原 彰太(5)     16.13  5 林 樹生(5)     16.30 
ｼｵﾊﾗ ｼｮｳﾀ 広丘AC ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC

 6 畔田 隼(6)     16.28  6 岩崎 資玄(5)     16.33 
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾔﾄ 豊科北AC ｲﾜｻｷ ﾀｶﾊﾙ 中佐都小

 7 内田 涼太(6)     16.79  7 佐藤 大輝(5)     17.07 
ｳﾁﾀﾞ  ﾘｮｳﾀ 上田西小 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 水明AC

 8 小林 和輝(6)     17.07  8 田口  紫音(5)     17.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 美麻 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 水明AC

 9 服部 優樹(6)     17.42 
ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｷ 広丘

[ 3組] 風速 -1.1

 1 原 秀羽(4)     16.41 
ﾊﾗ  ｼｭｳ 赤穂南

 2 井出 翔大(4)     16.69 
ｲﾃﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 田口小

 3 降幡 凜(4)     16.82 
ﾌﾘﾊﾀ ﾘﾝ 豊科北T&F

 4 加藤 颯人(4)     16.90 
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 軽井沢A&AC

 5 手塚 嵐太(4)     16.97 
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 山﨑  拓夢(4)     17.45 
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾀｸﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 南雲 惺(4)     17.62 
ﾅｸﾞﾓ ｾｲ 軽井沢西部AC

 8 相田 翔(4)     17.77 
ｱｲﾀﾞ ｼｮｳ 穂高西AC

   1 松井 秀真(6) 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     14.56 (-1.0)   1   1
   2 浅沢 空(6) 三郷     14.97 (-1.0)   1   2
   3 藤澤 怜大(5) 辰野南     15.34 (+1.4)   2   1
   4 浅輪 佳大(5) 穂高西AC     15.37 (-1.0)   1   3
   5 登内  泰成(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.70 (+1.4)   2   2
   6 田中 敦也(5) 赤穂南     15.75 (-1.0)   1   4
   7 塩原 彰太(5) 広丘AC     16.13 (-1.0)   1   5
   8 加藤  輝(5) 下條小     16.16 (+1.4)   2   3
   9 古澤 大知(5) 豊科北     16.23 (+1.4)   2   4
  10 畔田 隼(6) 豊科北AC     16.28 (-1.0)   1   6
  11 林 樹生(5) 望月AC     16.30 (+1.4)   2   5
  12 岩崎 資玄(5) 中佐都小     16.33 (+1.4)   2   6
  13 原 秀羽(4) 赤穂南     16.41 (-1.1)   3   1
  14 井出 翔大(4) 田口小     16.69 (-1.1)   3   2
  15 内田 涼太(6) 上田西小     16.79 (-1.0)   1   7
  16 降幡 凜(4) 豊科北T&F     16.82 (-1.1)   3   3
  17 加藤 颯人(4) 軽井沢A&AC     16.90 (-1.1)   3   4
  18 手塚 嵐太(4) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.97 (-1.1)   3   5
  19 佐藤 大輝(5) 水明AC     17.07 (+1.4)   2   7
  19 小林 和輝(6) 美麻     17.07 (-1.0)   1   8
  21 服部 優樹(6) 広丘     17.42 (-1.0)   1   9
  22 山﨑  拓夢(4) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.45 (-1.1)   3   6
  23 南雲 惺(4) 軽井沢西部AC     17.62 (-1.1)   3   7
  24 相田 翔(4) 穂高西AC     17.77 (-1.1)   3   8
  25 田口  紫音(5) 水明AC     17.94 (+1.4)   2   8
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