
第3回松本市小中学生陸上競技記録会
 ﾄﾗｯｸ審判長 中原信一
主催：松本市陸上競技協会
 跳躍審判長 中原信一

投擲審判長 中原信一
【開催日】 平成26年5月17日（土） 記録主任： 上野忠明
【主催団体】 松本陸上競技協会 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
 5/17 小学混合 菅野小(A)     1:02.28 ｺﾒｯﾄ波田(B)     1:03.75 朝日小(C)     1:03.89 松本本郷小(B)    1:04.20 芳川小(A)     1:04.91 開明小(A)     1:05.50 旭町小     1:05.96 菅野小(B)     1:07.65

4×100m 清水 彩花(5) 安元 由莉(4) 生田 葵(5) 根津 円(5) 佐々木 美菜(4) 日向  深月(5) 中村 栞菜(5) 村山 瑞貴(4)
岩田 こむぎ(5) 北原 颯記(4) 住 凜華(5) 木船 里菜(5) 青木 美桜(4) 倉科このみ(5) 上原 彩花(5) 丹澤 七菜佳(4)
武本 祐樹(5) 小口 翔(4) 中村 壮見(5) 根津 望嵩(5) 小林 徹生(4) 髙木  悠弥(4) 木村 嶺太(5) 座間 祥太(4)
竹内 陽斗(5) 唐沢 直弥(4) 米山 陸羽(5) 横山 快夢(5) 二木 亜琉(4) 三村  惟人(5) 常田 朝啓(5) 富成 洸冴(4)



開催日 平成26年5月17日（土） リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・女子）

陸協名  [20] 競技会名 第3回松本市小中学校陸上競技記録会 ｺｰﾄﾞ  [1420557] ﾄﾗｯｸ審判長  中原信一

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  上野忠明

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
小学混合  5/17  1組     1松本本郷小(B) 根津 円(5) 木船 里菜(5) 根津 望嵩(5) 横山 快夢(5)     1:04.20

    2芳川小(A) 佐々木 美菜(4) 青木 美桜(4) 小林 徹生(4) 二木 亜琉(4)     1:04.91
    3旭町小 中村 栞菜(5) 上原 彩花(5) 木村 嶺太(5) 常田 朝啓(5)     1:05.96
    4 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ 松本 菜樹(4) 宮越 梨央(4) 笹野 煌飛(4) 村山 真之輔(4)     1:08.25
    5開明小(C) 丸山  叶実(4) 寺澤  里緒(4) 丸山  竜矢(5) 井出上健人(4)     1:09.73
    6朝日小(A) 中村 万智(4) 清沢 和花(4) 塙 芳征(4) 清澤 力優(4)     1:11.35
    7筑摩小 三澤 百佳(4) 樽澤 早紀(4) 杉原 立樹(4) 安坂 丈瑠(4)     2:11.90

ｺﾒｯﾄ波田(A) 田中 希空(5) 奈良 実咲(5) 忠地 大樹(5) 近藤 光(5) 失格      R1(3-4)
 2組     1菅野小(A) 清水 彩花(5) 岩田 こむぎ(5) 武本 祐樹(5) 竹内 陽斗(5)     1:02.28

    2 ｺﾒｯﾄ波田(B) 安元 由莉(4) 北原 颯記(4) 小口 翔(4) 唐沢 直弥(4)     1:03.75
    3朝日小(D) 宮城 稚子(5) 岩下 瑚彩(5) 上條 龍斗(5) 山崎 裕太(5)     1:07.67
    4芳川小(B) 柏原有沙(4) 斉藤凛咲(4) 向山和希(4) 手塚 彩陽(4)     1:08.35
    5松本本郷小(A) 加島 小浦(4) 新村 涼世(4) 柳澤 直輝(4) 宇留賀 源人(4)     1:11.54
    6清水小(A) 埋橋 茉子(4) 百瀬 朋奈(4) 松本 優人(4) 西牧 和哉(4)     1:12.21

開明小(B) 稗田  深月(4) 鶴田    光(5) 古畑  充稀(6) 渡辺  志穏(4) 欠場      
 3組     1朝日小(C) 生田 葵(5) 住 凜華(5) 中村 壮見(5) 米山 陸羽(5)     1:03.89

    2開明小(A) 日向  深月(5) 倉科このみ(5) 髙木  悠弥(4) 三村  惟人(5)     1:05.50
    3菅野小(B) 村山 瑞貴(4) 丹澤 七菜佳(4) 座間 祥太(4) 富成 洸冴(4)     1:07.65
    4清水小(B) 中島 鈴乃(4) 塩野崎 日菜(4) 秋田 海崇(4) 大留 朝陽(4)     1:10.78
    5麻績小 桐山 莉愛(4) 塚原 珠月(4) 寺沢 恭輔(4) 髙野 遥翔(4)     1:11.13
    6朝日小(B) 増島 洸(4) 石坂 美咲(4) 蛭田 廉(4) 丸山 羽琉(4)     1:17.79

ｺﾒｯﾄ波田(C) 欠場      

チーム名 競技者名１
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