
大会コード　19170503

　

　 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　　令和元年　５月１８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

時刻 天候 気温 湿度
 9:00 晴れ 北東   2.2m/sec.  19.0 ℃  46.0 %
10:00 晴れ 南東   2.7m/sec.  20.0 ℃  48.0 %
11:00 晴れ 南西   4.6m/sec.  19.5 ℃  44.0 %
12:00 晴れ 南西   6.0m/sec.  20.0 ℃  52.0 %
13:00 晴れ 南南東   5.5m/sec.  21.0 ℃  53.0 %
14:00 晴れ 南西   2.3m/sec.  21.5 ℃  47.0 %
15:00 晴れ 西南西   3.3m/sec.  21.5 ℃  47.0 %
16:00 曇り 西   2.7m/sec.  21.0 ℃  45.0 %

この大会で樹立された記録

第35回東信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



第35回東信地区小学生陸上競技大会　                                              
主催　東信地区陸上競技会                                                        
後援　佐久地区地教委連絡協議会　上小地区地教委連絡協議会　                      

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】202060  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
05/18 小学混合 あさまねSC(A)    1,00.18 T&F佐久平(A)    1,00.99 佐久城山小     1,02.25 あさまねSC(B)    1,02.27 北御牧小     1,02.52 T&F佐久平(B)    1,03.06 真田陸上教室    1,04.10 小海小(A)     1,05.00

4x100mR 風巻 里奈(6) 掛川 日葉(6) 小林彪人(6) 内堀 紗衣(6) 有賀 晶(6) 宮田 菜永(6) 小林 由奈(5) 鹿島 優音(5)
美斉津 岳(6) 小林 颯介(5) 江元香乃(6) 多田 圭吾(5) 竹重 陽向(6) 竹内 勇椅(6) 内山 煌大郎(6) 岩松 夕愛(5)
山口 遼真(6) 阿部 詩織(6) 小須田成泉(6) 多田 浬(5) 金井 ゆな(6) 鏑木 愛結奈(6) 三井 里咲(6) 臼田 優夢(5)
宮崎 華蓮(5) 甘利 悠馬(6) 加藤紅葉(6) 金田 恵実(5) 岡田 充叶(6) 遠藤　大志(6) 柳澤 航希(6) 山口 鈴乃(5)



決勝 5月18日 11:50

[ 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 佐久城山小    70 小林彪人(6)   1,02.25  1   7 あさまねSC(A)    31 風巻 里奈(6)   1,00.18 

ｻｸｼﾞｮｳﾔﾏｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼｱﾔﾄ ｱｻﾏﾈSCA ｶｻﾞﾏｷ ﾘﾅ
   66 江元香乃(6)    24 美斉津 岳(6)

ｴﾓﾄｶﾉ ﾐｻｲｽﾞ ｶﾞｸ
   69 小須田成泉(6)    18 山口 遼真(6)

ｺｽﾀﾞﾅﾙﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ
   65 加藤紅葉(6)    23 宮崎 華蓮(5)

ｶﾄｳｸﾚﾊ ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾚﾝ
 2   5 あさまねSC(B)    30 内堀 紗衣(6)   1,02.27  2   6 T&F佐久平(A)     8 掛川 日葉(6)   1,00.99 

ｱｻﾏﾈSCB ｳﾁﾎﾞﾘ ｻｴ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｶｹｶﾞﾜ  ﾋﾖ
   21 多田 圭吾(5)     8 小林 颯介(5)

ﾀﾀﾞ ｹｲｺﾞ ｺﾊﾞﾔｼ  ｿｳｽｹ
   20 多田 浬(5)     2 阿部 詩織(6)

ﾀﾀﾞ ｶｲﾘ ｱﾍﾞ  ｼｵﾘ
   25 金田 恵実(5)     2 甘利 悠馬(6)

ｶﾈﾀﾞ ｴﾐ ｱﾏﾘ  ﾕｳﾏ
 3   8 北御牧小   183 有賀 晶(6)   1,02.52  3   4 真田陸上教室    99 小林 由奈(5)   1,04.10 

ｷﾀﾐﾏｷ(ｼｮｳ) ｱﾙｶﾞ ｱｷ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ
  200 竹重 陽向(6)   117 内山 煌大郎(6)

ﾀｹｼｹﾞ ﾋﾅﾀ ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ
  178 金井 ゆな(6)    97 三井 里咲(6)

ｶﾅｲ ﾕﾅ ﾐﾂｲ ﾘｻ
  198 岡田 充叶(6)   119 柳澤 航希(6)

ｵｶﾀﾞ ﾐﾁﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
 4   3 T&F佐久平(B)    10 宮田 菜永(6)   1,03.06  4   5 小海小(A)    88 鹿島 優音(5)   1,05.00 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾐﾔﾀ  ｻﾄ ｺｳﾐｼｮｳA ｶｼﾏ ﾕﾄ
   10 竹内 勇椅(6)    77 岩松 夕愛(5)

ﾀｹｳﾁ  ﾕｳｲ ｲﾜﾏﾂ ﾕｱ
   18 鏑木 愛結奈(6)    85 臼田 優夢(5)

ｶﾌﾞﾗｷﾞ  ｱﾕﾅ ｳｽﾀﾞ ﾕｳﾑ
    1 遠藤　大志(6)    79 山口 鈴乃(5)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞﾉ
 5   4 神科小   120 福田 渉(5)   1,05.18  5   8 T&F佐久平(C)    11 三石 まどか(6)   1,06.39 

ｶﾐｼﾅｼｮｳ ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾐﾂｲｼ  ﾏﾄﾞｶ
  121 豊永 陽一(5)     5 佐塚 大知(5)

ﾄﾖﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ ｻﾂｶ  ﾀﾞｲﾁ
  104 矢野 陽菜(5)    13 東海林 悠晴(5)

ﾔﾉ ﾊﾙﾅ ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕｳｾｲ
  103 権田 あゆむ(5)    13 須江 奈菜実(6)

ｺﾞﾝﾀﾞ ｱﾕﾑ ｽｴ  ﾅﾅﾐ
 6   6 小海小(B)    87 砂原 千紘(5)   1,12.56   3 北相木小   186 渡辺 奏(6)

ｺｳﾐｼｮｳB ｽﾅﾊﾗ ﾁﾋﾛ ｷﾀｱｲｷｼｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾃﾞ 失格
   86 荒籾 証(5)   204 小野 獅音(5)

ｱﾗﾓﾐ ｼｮｳ ｵﾉ ｼｵﾝ
   78 岩﨑 愛翔(5)   187 片川 真夏香(6)

ｲﾜｻｷ ﾏﾅｶ ｶﾀｶﾜ ﾏﾅｶ
   80 篠原 彩美(5)   206 島袋 響生(6)

ｼﾉﾊﾗ ｱﾔﾐ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾋﾋﾞｷ

   1 あさまねSC(A)   1,00.18 風巻 里奈(6) 美斉津 岳(6) 山口 遼真(6) 宮崎 華蓮(5)   2   1
   2 T&F佐久平(A)   1,00.99 掛川 日葉(6) 小林 颯介(5) 阿部 詩織(6) 甘利 悠馬(6)   2   2
   3 佐久城山小   1,02.25 小林彪人(6) 江元香乃(6) 小須田成泉(6) 加藤紅葉(6)   1   1
   4 あさまねSC(B)   1,02.27 内堀 紗衣(6) 多田 圭吾(5) 多田 浬(5) 金田 恵実(5)   1   2
   5 北御牧小   1,02.52 有賀 晶(6) 竹重 陽向(6) 金井 ゆな(6) 岡田 充叶(6)   1   3
   6 T&F佐久平(B)   1,03.06 宮田 菜永(6) 竹内 勇椅(6) 鏑木 愛結奈(6)遠藤　大志(6)   1   4
   7 真田陸上教室   1,04.10 小林 由奈(5) 内山 煌大郎(6)三井 里咲(6) 柳澤 航希(6)   2   3
   8 小海小(A)   1,05.00 鹿島 優音(5) 岩松 夕愛(5) 臼田 優夢(5) 山口 鈴乃(5)   2   4
   9 神科小   1,05.18 福田 渉(5) 豊永 陽一(5) 矢野 陽菜(5) 権田 あゆむ(5)  1   5
  10 T&F佐久平(C)   1,06.39 三石 まどか(6)佐塚 大知(5) 東海林 悠晴(5)須江 奈菜実(6)  2   5
  11 小海小(B)   1,12.56 砂原 千紘(5) 荒籾 証(5) 岩﨑 愛翔(5) 篠原 彩美(5)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

小学混合

4x100mR

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考
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