
大会コード　1882005031

　

　 後援　上小地区地教委連絡協議会　佐久地区地教委連絡協議会

期日　　平成３０年　５月１９日（土）

場所　　佐久総合運動公園陸上競技場　（コード　１７２０６０）

審判長　　細田　完二（トラック）　由井　正巳（フィールド）

気象状況 2018/5/19

時刻 天候 気温 湿度
 8:50 雲り 北西   2.7m/sec.  18.0 ℃  71.0 %
 9:00 雲り 西北西   2.3m/sec.  18.0 ℃  71.0 %
10:00 雲り 北北西   2.3m/sec.  19.0 ℃  63.0 %
11:00 晴れ 北北西   0.6m/sec.  20.5 ℃  56.0 %
12:00 晴れ 北西   3.8m/sec.  21.5 ℃  48.0 %
13:00 晴れ 北北西   4.0m/sec.  20.5 ℃  44.0 %
14:00 晴れ 北西   5.1m/sec.  19.0 ℃  46.0 %
15:00 晴れ 北西   6.9m/sec.  19.0 ℃  46.0 %

この大会で樹立された記録

所属 記録

小学男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      小山 大翔(6) 坂の上小  53ｍ48 大会新

第34回東信地区小学生陸上競技大会　

記録集

主催　長野陸上競技協会
　　　東信地区陸上競技会

風

種目 氏名（学年）



第34回東信地区小学生陸上競技大会　                                              
第9回東信地区中学生陸上競技記録会                                               
主催　東信地区陸上競技会                                                        
後援　上小地区地教委連絡協議会　佐久地区地教委連絡協議会                        

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】172060  佐久総合運動公園陸上競技場

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
05/19 小学混合 望月AC(A)     1,02.32 T&F佐久平(A)    1,03.10 中込小(A)     1,04.43 川上第二小     1,04.66 中佐都小     1,05.21 あさまねSC(A)    1,05.44 真田陸上教室(A)    1,06.08 望月AC(B)     1,06.18

4x100mR 伊藤 芭奈(5) 荻原 藍(5) 小林 まなみ(5) 伊藤 杏(5) 市村 花菜(4) 内堀 紗衣(5) 三井 里咲(5) 山浦 希実(5)
丸山 知華(5) 井出 こころ(5) 比田井 藍凪(4) 原 優里奈(5) 向井 美央(4) 風巻 里奈(5) 金田 馨花(5) 山浦 叶羽(5)
小林 美海(5) 中澤 煌牙(5) 池田 瑠世(5) 原 郁晴(5) 角田 真人(4) 山口 遼真(5) 内山 煌大郎(5) 保科 承太郎(5)
依田 惺那(5) 高見澤 衣吹(4) 六川 冬真(5) 高見澤 雅流(5) 觸澤 拓澄(4) 内堀 竜聖(5) 柳澤 航希(5) 田島 一輝(5)



決勝 5月19日 14:35

大会新              57.3 

[ 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 T&F佐久平(A)     6 荻原 藍(5)   1,03.10  1   4 望月AC(A)   391 伊藤 芭奈(5)   1,02.32 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｵｷﾞﾊﾗ  ｱｲ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ｲﾄｳ ﾊﾅ
    3 井出 こころ(5)   393 丸山 知華(5)

ｲﾃﾞ  ｺｺﾛ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｶ
   19 中澤 煌牙(5)   397 小林 美海(5)

ﾅｶｻﾞﾜ  ｺｳｶﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ
   12 高見澤 衣吹(4)   392 依田 惺那(5)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ ﾖﾀﾞ ｾﾅ
 2   5 佐久穂小   164 柳沢 花恋(5)   1,07.08  2   2 中込小(A)   304 小林 まなみ(5)   1,04.43 

ｻｸﾎｼｮｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾚﾝ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳA ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ
  160 渡邊 桃菜(5)   310 比田井 藍凪(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓﾅ ﾋﾀﾞｲ ﾗﾝﾅ
  165 有賀 颯音(5)   306 池田 瑠世(5)

ｱﾘｶﾞ ﾊﾔﾃ ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ
  161 日向 龍仁(5)   312 六川 冬真(5)

ﾋﾅﾀ ﾘｭｳｼﾞﾝ ﾛｸｶﾞﾜ ﾄｳﾏ
 3   1 川上第一小   277 由井 海吏(4)   1,08.03  3   3 川上第二小   280 伊藤 杏(5)   1,04.66 

ｶﾜｲﾁｼｮｳ ﾕｲ ｶｲﾘ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲﾆｼｮｳ ｲﾄｳ ｱﾝ
  278 由井 心埜(4)   282 原 優里奈(5)

ﾕｲ ﾐﾔ ﾊﾗ ﾕﾘﾅ
  275 今枝 優太(4)   281 原 郁晴(5)

ｲﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ ﾊﾗ ｲﾊﾙ
  274 原 柊太(4)   283 高見澤 雅流(5)

ﾊﾗ ｼｭｳﾀ ﾀｶﾐｻﾜ ｶﾞﾘｭｳ
 4   8 北御牧小(A)   408 笹平 姫愛(4)   1,09.22  4   7 中佐都小   318 市村 花菜(4)   1,05.21 

ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳA ｻｻﾀﾞｲﾗ ｷｱﾗ ﾅｶｻﾄｼｮｳ ｲﾁﾑﾗ ﾊﾅ
  409 七海 真帆(4)   315 向井 美央(4)

ﾅﾅｳﾐ ﾏﾎ ﾑｶｲ ﾐｵ
  412 柄澤 暖眞(4)   314 角田 真人(4)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾏ ﾂﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ
  405 塩入 愛斗(4)   327 觸澤 拓澄(4)

ｼｵｲﾘ ﾏﾅﾄ ﾌﾚｻﾜ ﾋﾛﾄ
 5   9 小諸東小(A)   192 相沢 可菜実(4)   1,09.51  5   6 坂の上小   168 塩沢 巴里(4)   1,06.95 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳA ｱｲｻﾞﾜ ｶﾅﾐ ｻｶﾉｳｴｼｮｳ ｼｵｻﾞﾜ ﾊﾟﾘ
  191 小林 夕璃(4)   176 森住 菜央(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ ﾓﾘｽﾞﾐ ﾅｵ
  193 多田 浬(4)   172 佐藤 遥仁(4)

ﾀﾀﾞ ｶｲﾘ ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ
  194 多田 圭吾(4)   175 松井 蒼斗(4)

ﾀﾀﾞ ｹｲｺﾞ ﾏﾂｲ ｱｵﾄ
 6   2 中込小(C)   307 竹内 彩心羽(4)   1,09.66  6   9 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   126 土屋 夢萌(5)   1,07.37 

ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳC ﾀｹｳﾁ ｱﾐｳ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ﾂﾁﾔ ﾕﾒ
  302 宿岩 采奈(4)   122 手塚 華(5)

ﾔﾄﾞｲﾜ ｱﾔﾅ ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ
  311 柳澤 怜央(4)   118 橋詰 蓮平(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚｵ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ
  300 宮嶋 啓斗(4)   127 南澤 侑吾(4)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｹｲﾄ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ
 7   3 美南ｶﾞ丘小(A)   381 土屋 理緒菜(4)   1,09.82  7   8 軽井沢西部小    62 高橋 希寧(4)   1,10.87 

ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳA ﾂﾁﾔ ﾘｵﾅ ｶﾙｲｻﾞﾜｾｲﾌﾞｼｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾈﾈ
  376 岩下 栞(4)    59 荻原 茉尋(4)

ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾋﾛ
  380 西澤 明志(4)    71 平林 優太郎(4)

ﾆｼｻﾞﾜ ｱｶｼ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ
  378 佐々木瑞季(4)    65 山口 史晃(4)

ｻｻｷ ﾐｽﾞｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｷ
 8   4 高瀬(B)   106 栁澤 悠花(4)   1,13.80  8   5 南牧北小(A)   373 髙見澤 凛華(4)   1,13.72 

ﾀｶｾB ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙｶ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳA ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾘﾝｶ
   98 荻原 香蓮(4)   363 中山 麗華(4)

ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾚﾝ ﾅｶﾔﾏ  ﾚｲｶ
  100 小平 陸翔(4)   353 菊池 慶(4)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｸﾄ ｷｸﾁ  ｹｲ
  104 天野 夏樹之助(4)   356 吉澤 柚紀(4)

ｱﾏﾉ ﾅﾂｷﾉｽｹ ﾖｼｻﾞﾜ  ﾕｽﾞｷ
  6 あさまねSC(B)

ｱｻﾏﾈSCB 欠場

小学混合

4x100mR             

決勝



[ 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   9 望月AC(B)   395 山浦 希実(5)   1,06.18  1   8 あさまねSC(A)    40 内堀 紗衣(5)   1,05.44 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ﾔﾏｳﾗ ﾉｿﾞﾐ ｱｻﾏﾈSCA ｳﾘﾎﾞﾘ ｻｴ
  394 山浦 叶羽(5)    43 風巻 里奈(5)

ﾔﾏｳﾗ ｶﾅﾊ ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ
  401 保科 承太郎(5)    32 山口 遼真(5)

ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ
  400 田島 一輝(5)    41 内堀 竜聖(5)

ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾘｭｳｾｲ
 2   6 真田陸上教室(B  229 小林 由奈(4)   1,07.47  2   7 真田陸上教室(A  226 三井 里咲(5)   1,06.08 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂB ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂA ﾐﾂｲ ﾘｻ
  220 岡嶋 芙空(4)   223 金田 馨花(5)

ｵｶｼﾞﾏ ﾌｸ ｶﾈﾀﾞ ｷｮｳｶ
  230 清水 大我(4)   236 内山 煌大郎(5)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ
  235 藤沢 俊輔(4)   238 柳澤 航希(5)

ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
 3   4 野岸小   433 北島 雫帆(4)   1,08.51  3   5 望月AC(C)   396 篠﨑 ひより(5)   1,07.50 

ﾉｷﾞｼｼｮｳ ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾎ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰC ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾖﾘ
  430 土屋 日毬(4)   399 大森 優衣(5)

ﾂﾁﾔ ﾋﾏﾘ ｵｵﾓﾘ ﾕｲ
  424 永井 友樹(4)   402 櫻井 颯汰(5)

ﾅｶﾞｲ ﾄﾓｷ ｻｸﾗｲ ｿｳﾀ
  427 小林 真哲(4)   398 青木 寛(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ ｱｵｷ ﾕﾀｶ
 4   5 小諸東小(B)   190 小山 佳奈(4)   1,11.26  4   3 高瀬(A)   103 大工原 颯梛(4)   1,07.54 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳB ｺﾔﾏ ｶﾅ ﾀｶｾA ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｻﾅ
  186 依田 翔愛(4)   105 野村 茉里(4)

ﾖﾀﾞ ﾄｱ ﾉﾑﾗ ﾏﾘ
  199 林 裕人(4)    99 佐塚 大知(4)

ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ ｻﾂｶ ﾀﾞｲﾁ
  201 栁澤 大輝(4)    97 依田 朋樹(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾞｲｷ ﾖﾀﾞ ﾄﾓｷ
 5   2 北御牧小(B)   410 小山 奈々心(4)   1,12.59  5   9 T&F佐久平(B)    26 櫻井 玲未(4)   1,07.75 

ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳB ｺﾔﾏ ﾅﾅﾐ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ
  406 荻原 佐茅(4)    25 林 菜々子(4)

ｵｷﾞﾊﾗ ｻﾁ ﾊﾔｼ  ﾅﾅｺ
  415 栁澤 旺志朗(4)     5 遠藤 大志(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵｳｼﾛｳ ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ
  439 中堀　劉史(4)    17 大井 優翔(5)

ﾅｶﾎﾞﾘ ﾘｭｳｼ ｵｵｲ  ﾕｳﾄ
 6   3 南牧南小   349 輿水 咲那(4)   1,13.54  6   2 美南ｶﾞ丘小(B)   382 土屋 侑璃(4)   1,08.67 

ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐｼｮｳ ｺｼﾐｽﾞ ｻｷﾅ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳB ﾂﾁﾔ ﾕｳﾘ
  337 宮澤 由希菜(4)   383 柏木 葵心(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷﾅ ｶｼﾜｷﾞ ｱｺ
  348 矢野 柊(4)   377 高見凌功(4)

ﾔﾉ ｼｭｳ ﾀｶﾐ ﾘｸ
  340 佐々木 泰雅(4)   379 諸山俊成(4)

ｻｻｷ ﾀｲｶﾞ ﾓﾛﾔﾏ ｼｭﾝｾｲ
 7   7 田口小   330 宮澤 心羽(4)   1,14.78  7   6 中込小(B)   295 井出 光珠実(4)   1,09.56 

ﾀｸﾞﾁｼｮｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｺﾊ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳB ｲﾃﾞ ｺｽﾞﾐ
  331 三石 和嘉子(4)   297 吉村 心(4)

ﾐﾂｲｼ ﾜｶｺ ﾖｼﾑﾗ ｺｺ
  332 畠山 雷煌(4)   301 三輪 新太(4)

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾗｲｵ ﾐﾜ ｱﾗﾀ
  333 鈴木 颯人(4)   309 飯出 帝羅(4)

ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ ｲｲﾃﾞ ﾃｲﾗ
 8   8 南牧北小(B)   351 井出 彩乃(4)   1,21.08  8   4 北御牧小(C)   414 六川 あやめ(4)   1,16.54 

ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳB ｲﾃﾞ  ｱﾔﾉ ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳC ﾛｸｶﾞﾜ ｱﾔﾒ
  371 輿石 奏(4)   413 柄澤 美玖(4)

ｺｼｲｼ  ｶﾅﾃﾞ ｶﾗｻﾜ ﾐｸ
  369 畠山 賢悟(4)   404 依田 朋之(4)

ﾊﾀｹﾔﾏ ｹﾝｺﾞ ﾖﾀ ﾞﾄﾓﾕｷ
  368 畠山 叶虎(4)   411 田中 郷矢(4)

ﾊﾀｹﾔﾏ  ｶﾅﾄ ﾀﾅｶ ｻﾄﾔ

小学混合

4x100mR             



   1 望月AC(A)   1,02.32 伊藤 芭奈(5) 丸山 知華(5) 小林 美海(5) 依田 惺那(5)   2   1
   2 T&F佐久平(A)   1,03.10 荻原 藍(5) 井出 こころ(5)中澤 煌牙(5) 高見澤 衣吹(4)  1   1
   3 中込小(A)   1,04.43 小林 まなみ(5)比田井 藍凪(4)池田 瑠世(5) 六川 冬真(5)   2   2
   4 川上第二小   1,04.66 伊藤 杏(5) 原 優里奈(5) 原 郁晴(5) 高見澤 雅流(5)  2   3
   5 中佐都小   1,05.21 市村 花菜(4) 向井 美央(4) 角田 真人(4) 觸澤 拓澄(4)   2   4
   6 あさまねSC(A)   1,05.44 内堀 紗衣(5) 風巻 里奈(5) 山口 遼真(5) 内堀 竜聖(5)   4   1
   7 真田陸上教室(A)   1,06.08 三井 里咲(5) 金田 馨花(5) 内山 煌大郎(5)柳澤 航希(5)   4   2
   8 望月AC(B)   1,06.18 山浦 希実(5) 山浦 叶羽(5) 保科 承太郎(5)田島 一輝(5)   3   1
   9 坂の上小   1,06.95 塩沢 巴里(4) 森住 菜央(4) 佐藤 遥仁(4) 松井 蒼斗(4)   2   5
  10 佐久穂小   1,07.08 柳沢 花恋(5) 渡邊 桃菜(5) 有賀 颯音(5) 日向 龍仁(5)   1   2
  11 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   1,07.37 土屋 夢萌(5) 手塚 華(5) 橋詰 蓮平(4) 南澤 侑吾(4)   2   6
  12 真田陸上教室(B)   1,07.47 小林 由奈(4) 岡嶋 芙空(4) 清水 大我(4) 藤沢 俊輔(4)   3   2
  13 望月AC(C)   1,07.50 篠﨑 ひより(5)大森 優衣(5) 櫻井 颯汰(5) 青木 寛(5)   4   3
  14 高瀬(A)   1,07.54 大工原 颯梛(4)野村 茉里(4) 佐塚 大知(4) 依田 朋樹(4)   4   4
  15 T&F佐久平(B)   1,07.75 櫻井 玲未(4) 林 菜々子(4) 遠藤 大志(5) 大井 優翔(5)   4   5
  16 川上第一小   1,08.03 由井 海吏(4) 由井 心埜(4) 今枝 優太(4) 原 柊太(4)   1   3
  17 野岸小   1,08.51 北島 雫帆(4) 土屋 日毬(4) 永井 友樹(4) 小林 真哲(4)   3   3
  18 美南ｶﾞ丘小(B)   1,08.67 土屋 侑璃(4) 柏木 葵心(4) 高見凌功(4) 諸山俊成(4)   4   6
  19 北御牧小(A)   1,09.22 笹平 姫愛(4) 七海 真帆(4) 柄澤 暖眞(4) 塩入 愛斗(4)   1   4
  20 小諸東小(A)   1,09.51 相沢 可菜実(4)小林 夕璃(4) 多田 浬(4) 多田 圭吾(4)   1   5
  21 中込小(B)   1,09.56 井出 光珠実(4)吉村 心(4) 三輪 新太(4) 飯出 帝羅(4)   4   7
  22 中込小(C)   1,09.66 竹内 彩心羽(4)宿岩 采奈(4) 柳澤 怜央(4) 宮嶋 啓斗(4)   1   6
  23 美南ｶﾞ丘小(A)   1,09.82 土屋 理緒菜(4)岩下 栞(4) 西澤 明志(4) 佐々木瑞季(4)   1   7
  24 軽井沢西部小   1,10.87 高橋 希寧(4) 荻原 茉尋(4) 平林 優太郎(4)山口 史晃(4)   2   7
  25 小諸東小(B)   1,11.26 小山 佳奈(4) 依田 翔愛(4) 林 裕人(4) 栁澤 大輝(4)   3   4
  26 北御牧小(B)   1,12.59 小山 奈々心(4)荻原 佐茅(4) 栁澤 旺志朗(4)中堀　劉史(4)   3   5
  27 南牧南小   1,13.54 輿水 咲那(4) 宮澤 由希菜(4)矢野 柊(4) 佐々木 泰雅(4)  3   6
  28 南牧北小(A)   1,13.72 髙見澤 凛華(4)中山 麗華(4) 菊池 慶(4) 吉澤 柚紀(4)   2   8
  29 高瀬(B)   1,13.80 栁澤 悠花(4) 荻原 香蓮(4) 小平 陸翔(4) 天野 夏樹之助(  1   8
  30 田口小   1,14.78 宮澤 心羽(4) 三石 和嘉子(4)畠山 雷煌(4) 鈴木 颯人(4)   3   7
  31 北御牧小(C)   1,16.54 六川 あやめ(4)柄澤 美玖(4) 依田 朋之(4) 田中 郷矢(4)   4   8
  32 南牧北小(B)   1,21.08 井出 彩乃(4) 輿石 奏(4) 畠山 賢悟(4) 畠山 叶虎(4)   3   8

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4
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