
第２２回上田市民陸上カーニバル （大会コード　１６２００７０６）
　主催：上田市　上田市教育委員会
　　　　上田市体育協会　上田陸上競技協会

大会日： 2016年6月5日（日）

場所： 菅平高原スポーツランド陸上競技場（コード　203080)

気象状況
時刻 天候 風 気温 湿度

 9:00 曇り 南西   1.8m/sec.  16.0 ℃  63.0 %
10:00 曇り 南西   1.9m/sec.  17.5 ℃  61.0 %
11:00 曇り 南西   2.1m/sec.  18.0 ℃  61.0 %
12:00 曇り 南西   1.7m/sec.  18.0 ℃  64.0 %
13:00 曇り 南西   1.9m/sec.  19.0 ℃  59.0 %
14:00 曇り 南西   0.7m/sec.  22.0 ℃  48.0 %

この大会で樹立された記録

なし

大会記録集



第２２回上田市民陸上カーニバル                                                  
　主催：上田市　上田市教育委員会                                                
　　　　上田市体育協会　上田陸上競技協会                                        

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】203080  菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

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
06/05 小学2年 傍陽小     1,16.23 塩尻小     1,18.93 滋野小     1,20.21 真田マラソン教室    1,22.45 長小     1,24.20

4×100m 岡嶋　芙空(2) 清水　翼(2) 下條　美涼(2) 小林　由奈(2) 児玉　はな(2)
三井　羽乃(2) 佐藤　煌大(2) 堀池　粋吹(2) 青木　七海(2) 大久保　優奈(2)
堀内　亨樹(2) 竹内　友哉(2) 傳田　さくら(2) 一之瀬　大雅(2) 坂本　千莉(2)
藤沢　俊輔(2) 久田　大翔(2) 佐藤　愛心(2) 清水　大我(2) 児玉　ゆめ(2)

06/05 小学3年 長小A     1,10.93 真田マラソン教室    1,11.69 武石小     1,11.84 長小B     1,14.20 川辺小     1,16.16 真田マラソン教室    1,22.40 長小C     1,23.00
4×100m 瀬尾　陽翔(3) 一之瀬　朱音(3) 橋本　美羽(3) 大井　結愛(3) 堀内　康太(3) 堀内　侑李(3) 古畑　水珠希(3)

一之瀬　楓冴(3) 中屋　大和(3) 城下　友李(3) 宇佐見　連昇(3) 中村　晄(3) 中屋　栞菜(3) 松沢　夢菜(3)
柳澤　航希(3) 辻本　奄汰(3) 児玉　真優(3) 三井　里咲(3) 小林　伯士(3) 村上　凛花(3) 塩沢　和香納(3)
内山　煌大郎(3) 加藤　憩(3) 伏見　日陽(3) 岡田　航侑(3) 古賀　琥太郎(3) 山口　真央(3) 大久保　隼琉(3)

06/05 小学4年 神科小     1,07.14 上田国分AC     1,07.22 川辺小     1,08.04 滋野小     1,09.25 さなだSC     1,13.72 塩尻小     1,13.78 菅平小     1,15.30
4×100m 笹沢　廉(4) 田口 朱音(4) 菊池　美咲(4) 栁沢　陽太朗(4) 永井　心彩(4) 清水　優花(4) 宮下　藍(3)

六川　雄也(4) 大森 玲花(3) 赤尾　美月(4) 宮本　和花奈(4) 桜井　実咲(4) 原野　美憂(4) 峯村　梨菜(3)
有田　春輝(4) 中嶋 杏佳(3) 甘利　胡春(4) 丸山　凜果(4) 宮坂　真央(4) 金井　未知花(4) 櫻井　光樹(3)
滝沢　智博(4) 中沢 珀翔(3) 村上　桃南(4) 小森　善仁(4) 山下　里歩(4) 倉島　大知(4) 櫻井　翔(4)



決勝 6月5日 14:00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 傍陽小   128 岡嶋　芙空(2)   1,16.23 

ｿｴﾋｼｮｳ ｵｶｼﾞﾏ ﾌｸ
  129 三井　羽乃(2)

ﾐﾂｲ ﾊﾉ
  126 堀内　亨樹(2)

ﾎﾘｳﾁ ﾅｵｷ
  127 藤沢　俊輔(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ
 2   3 塩尻小    26 清水　翼(2)   1,18.93 

ｼｵｼﾞﾘｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ
   24 佐藤　煌大(2)

ｻﾄｳ ｺｳﾀ
   25 竹内　友哉(2)

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ
   23 久田　大翔(2)

ﾋｻﾀﾞ ﾋﾛﾄ
 3   5 滋野小   178 下條　美涼(2)   1,20.21 

ｼｹﾞﾉｼｮｳ ｼﾓｼﾞｮｳ ﾐｽｽﾞ
  179 堀池　粋吹(2)

ﾎﾘｲｹ ｲﾌﾞｷ
  180 傳田　さくら(2)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ｻｸﾗ
  181 佐藤　愛心(2)

ｻﾄｳ ﾏｺ
 4   6 真田マラソン教   229 小林　由奈(2)   1,22.45 

ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ
  228 青木　七海(2)

ｱｵｷ ﾅﾅﾐ
  226 一之瀬　大雅(2)

ｲﾁﾉｾ ﾀｲｶﾞ
  227 清水　大我(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ
 5   4 長小    99 児玉　はな(2)   1,24.20 

ｵｻｼｮｳ ｺﾀﾞﾏ ﾊﾅ
   97 大久保　優奈(2)

ｵｵｸﾎﾞ ﾕﾅ
   96 坂本　千莉(2)

ｻｶﾓﾄ ｾﾝﾘ
  100 児玉　ゆめ(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾕﾒ

小学2年

4×100m

決勝



決勝 6月5日 14:05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 長小A   105 瀬尾　陽翔(3)   1,10.93 

ｵｻｼｮｳA ｾｵ ﾋﾅﾄ
  103 一之瀬　楓冴(3)

ｲﾁﾉｾ ﾌｳｶﾞ
  106 柳澤　航希(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
  104 内山　煌大郎(3)

ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ
 2   5 真田マラソン教   238 一之瀬　朱音(3)   1,11.69 

ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂ ｲﾁﾉｾ ｱｶﾈ
  232 中屋　大和(3)

ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ
  231 辻本　奄汰(3)

ﾂｼﾞﾓﾄ ｴﾝﾀ
  239 加藤　憩(3)

ｶﾄｳ ｲｺｲ
 3   7 武石小   137 橋本　美羽(3)   1,11.84 

ﾀｹｼｼｮｳ ﾊｼﾓﾄ ﾐｳ
  135 城下　友李(3)

ｼﾞｮｳｼﾀ ﾕﾘ
  134 児玉　真優(3)

ｺﾀﾞﾏ ﾏﾕ
  136 伏見　日陽(3)

ﾌｼﾐ ﾋﾅﾀ
 4   6 長小B   113 大井　結愛(3)   1,14.20 

ｵｻｼｮｳB ｵｵｲ ﾕﾅ
  108 宇佐見　連昇(3)

ｳｻﾐ ﾚﾝｼｮｳ
  114 三井　里咲(3)

ﾐﾂｲ ﾘｻ
  107 岡田　航侑(3)

ｵｶﾀﾞ ｺｳﾕｳ
 5   2 川辺小    46 堀内　康太(3)   1,16.16 

ｶﾜﾍﾞｼｮｳ ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾀ
   43 中村　晄(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ
   44 小林　伯士(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸﾄ
   45 古賀　琥太郎(3)

ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ
 6   3 真田マラソン教   234 堀内　侑李(3)   1,22.40 

ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂ ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ
  241 中屋　栞菜(3)

ﾅｶﾔ ｶﾝﾅ
  242 村上　凛花(3)

ﾑﾗｶﾐ ﾘﾅ
  243 山口　真央(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ
 7   8 長小C   111 古畑　水珠希(3)   1,23.00 

ｵｻｼｮｳC ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ
  112 松沢　夢菜(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾒﾅ
  110 塩沢　和香納(3)

ｵｵｸﾎﾞ ﾜｶﾅ
  109 大久保　隼琉(3)

ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙ

小学3年

4×100m

決勝



決勝 6月5日 14:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 神科小    71 笹沢　廉(4)   1,07.14 

ｶﾐｼﾅｼｮｳ ｻｻｻﾞﾜ ﾚﾝ
   72 六川　雄也(4)

ﾛｸｶﾞﾜ ﾕｳﾔ
   70 有田　春輝(4)

ｱﾘﾀ ﾊﾙｷ
   73 滝沢　智博(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ
 2   8 上田国分AC   285 田口 朱音(4)   1,07.22 

ｳｴﾀﾞｺｸﾌﾞﾝｴｰｼｰ ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ
  291 大森 玲花(3)

ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ
  287 中嶋 杏佳(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｶ
  289 中沢 珀翔(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾊｸﾄ
 3   5 川辺小    53 菊池　美咲(4)   1,08.04 

ｶﾜﾍﾞｼｮｳ ｷｸﾁ ﾐｻｷ
   51 赤尾　美月(4)

ｱｶｵ ﾐﾂﾞｷ
   52 甘利　胡春(4)

ｱﾏﾘ ｺﾊﾙ
   54 村上　桃南(4)

ﾑﾗｶﾐ ﾓﾅ
 4   3 滋野小   186 栁沢　陽太朗(4)   1,09.25 

ｼｹﾞﾉｼｮｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｳﾀﾛｳ
  187 宮本　和花奈(4)

ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾅ
  188 丸山　凜果(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾝｶ
  185 小森　善仁(4)

ｺﾓﾘ ﾖｼﾋﾄ
 5   4 さなだSC   221 永井　心彩(4)   1,13.72 

ｻﾅﾀﾞSC ﾅｶﾞｲ ﾐｻ
  220 桜井　実咲(4)

ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ
  222 宮坂　真央(4)

ﾐﾔｻｶ ﾏｵ
  223 山下　里歩(4)

ﾔﾏｼﾀ ﾘﾎ
 6   2 塩尻小    28 清水　優花(4)   1,13.78 

ｼｵｼﾞﾘｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ
   29 原野　美憂(4)

ﾊﾗﾉ ﾐﾕ
   30 金井　未知花(4)

ｶﾅｲ ﾐﾁｶ
   27 倉島　大知(4)

ｸﾗｼﾏ ﾀﾞｲﾁ
 7   6 菅平小    86 宮下　藍(3)   1,15.30 

ｽｶﾞﾀﾞｲﾗｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ｱｲ
   85 峯村　梨菜(3)

ﾐﾈﾑﾗ ﾘﾅ
   84 櫻井　光樹(3)

ｻｸﾗｲ ｺｳｷ
   87 櫻井　翔(4)

ｻｸﾗｲ ｼｮｳ

小学4年

4×100m

決勝
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