
：

： 総　務 ： 青山 陸生
： トラック審判長 ： 木戸岡 和孝

： フィールド審判長 ： 下川 泰秀
： 記録・情報主任 ： 三代澤 芳男

◆ この大会で樹立された記録

◆ この大会から新設された種目の大会記録

①
②
③
④

◆ グラウンドコンディション ◆ フィールド競技における記号の説明

◆ 失格の理由を示す略号の説明

Results
期　　日 令和元年5月19日(日)
会　　場 長野県松本平広域公園陸上競技場

(競技場コード 171020)

大会コード 19170505

第14回 中信地区小学生陸上競技大会
兼 第36回長野県小学生陸上競技大会中信地区予選会

主　　催 中信地区陸上競技協会・松本市陸上競技協会
大北陸上競技協会・塩尻市陸上競技協会
木曽郡陸上競技協会・安曇野市陸上競技協会

月日 男女 種目 ラウンド 記録 氏名 所属(学年) 従来の記録 備考
5/19 女子 6年女子 決勝 13秒28 寺平 祈愛 木祖源流TC 13秒62 大会新
5/19 男子 6年男子 決勝 12秒84 萩原 雄夢 ｺﾒｯﾄ波田 12秒87 大会新

月日 男女 種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 所属(学年)
梓川(4)

5/19 男子 4年100m 決勝 14秒99 瀧澤 陽斗 池田(4)
5/19 女子 4年100m 決勝 16秒25 細田 麻佑

広丘(5)
5/19 男子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 決勝 1670点 兒野 幹 豊科南(6)
5/19 女子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 決勝 1714点 阪 真琴

芝沢(6)
5/19 男子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 決勝 1794点 下戸 柊人 福島(6)
5/19 女子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 決勝 1597点 青木 結花

豊科北A
木村 湊(6)
岩﨑 未空(6)
松澤 悠(6)

5/19(日) 記号 　内容 　備考

5/19 男女
混合 4x100mR 決勝 57秒63

後藤 健太(6)

12:00 晴れ 24.0 37.0 南南西 1.4

○ 成功・有効試技 走高跳・棒高跳

 9:00 晴れ 21.0 45.0 南 3.1 ×
時刻 天候 気温 湿度 風向 風速m/s

失敗・無効試技

11:00 晴れ 23.0 42.0 南東 1.9 ｒ 試合放棄

10:00 晴れ 21.0 49.0 南 3.8 － パス

14:00 晴れ 25.0 33.0 南東 3.4
13:00 晴れ 25.0 36.0 南東 1.3

略号 　内　容 Rules
FS 不正スタート R162-7

15:00 晴れ 25.0 36.0 南東 1.9

T1 他の競技者を妨害した R163-2
T8 故意にハードルを倒した R168-7(b)



第14回中信地区小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 木戸岡　和孝

 兼 第36回長野県小学生陸上競技大会予選会 投てき審判長 下川　泰秀
跳躍審判長 下川　泰秀

【開催日】 令和元年5月19日（日）

【主催団体】 中信地区陸上競技協会 決勝記録一覧表
男  子 / 女  子 【競技場】長野県松本平広域公園陸上競技場

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

 5/19 男女混合 豊科北A       57.63 松川       57.89 ｺﾒｯﾄ波田       59.14 明南       59.93 堀金     1:00.05 清水     1:00.12 穂高南     1:00.21 開明A     1:00.45
4×100m 後藤 健太(6) 丸山 航汰(6) 黒田 稀和美(5) 堀内 颯太(6) 百瀬 柾宏(6) 瀬戸口 鈴(6) 鎌倉 もも(6) 工藤 凛(6)

木村 湊(6) 北沢 真輝(6) 中野 瑛理南(6) 日高 のん(6) 中谷 凛(6) 澤渡 萌衣(6) 福井 美春(6) 神山 凱星(6)
岩﨑 未空(6) 楜澤 功大(6) 冨田 俊司(6) 百瀬 穂乃花(6) 丸山 真愛(6) 須藤 小太郎(6) 足立 喜一郎(6) 宮坂 知彩稀(6)
松澤 悠(6) 梨子田 乃々果(6) 古野 頑人(6) 宮下 虎汰郎(6) 牛丸 哉人(6) 朱 倬阳(6) 村松 留依(6) 渡辺 創也(6)



決勝 5月19日 15:25

[ 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   2 豊科北A   699 後藤 健太(6)     57.63  1   7 明南   751 堀内 颯太(6)     59.93 

ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰ ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ ﾒｲﾅﾝ ﾎﾘｳﾁ ｿｳﾀ
  691 木村 湊(6)   754 日高 のん(6)

ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ ﾋﾀﾞｶ ﾉﾝ
  701 岩﨑 未空(6)   753 百瀬 穂乃花(6)

ｲﾜｻｷ ﾐｿﾗ ﾓﾓｾ  ﾎﾉｶ
  697 松澤 悠(6)   769 宮下 虎汰郎(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ ﾐﾔｼﾀ ｺﾀﾛｳ
 2   3 堀金   715 百瀬 柾宏(6)   1:00.05  2   4 山辺   346 井上 紗希(6)   1:01.21 

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ ﾔﾏﾍﾞ ｲﾉｳｴ ｻｷ
  720 中谷 凛(6)   347 ｽﾐｽ 大和(6)

ﾅｶ ﾔﾘﾝ ｽﾐｽ ﾔﾏﾄ
  731 丸山 真愛(6)   335 木下 千星(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ ｷﾉｼﾀ ﾁｾ
  729 牛丸 哉人(6)   336 片寄 晴之亮(6)

ｳｼﾏﾙ ｶﾅﾄ ｶﾀﾖｾ ｾｲﾉｽｹ
 3   5 開明A   161 工藤 凛(6)   1:00.45  3   5 豊科南   668 田中 美詩(5)   1:01.56 

ｶｲﾒｲｴｰ ｸﾄﾞｳ ﾘﾝ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ ﾀﾅｶ ﾐｳ
  156 神山 凱星(6)   685 宮澤 瞳(5)

ｶﾐﾔﾏ ｶｲｾｲ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ
  163 宮坂 知彩稀(6)   672 大野 煌力(6)

ﾐﾔｻｶ ﾁｻｷ ｵｵﾉ ｺｳﾔ
  150 渡辺 創也(6)   667 和田 陽輔(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾔ ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ
 4   4 豊科北B   706 真野 結奈(6)   1:01.37  4   3 豊科北C   710 小林 美悠(5)   1:01.72 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾋﾞｰ ﾏﾉ ﾕｲﾅ ﾄﾖｼﾅｷﾀｼｰ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ
  704 緑川 かなで(6)   711 山本 妃世利(5)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｶﾅﾃﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ
  705 平井 永遠(6)   708 平林 慶悟(5)

ﾋﾗｲ ﾄﾜ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ
  703 林 奨真(6)   709 東村 泰介(5)

ﾊﾔｼ ｼｮｳﾏ ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾀｲｽｹ
 5   7 寿   363 安藤 芽生(6)   1:02.67  5   2 広丘   275 伊藤 優花(5)   1:02.71 

ｺﾄﾌﾞｷ ｱﾝﾄﾞｳ ﾒｲ ﾋﾛｵｶ ｲﾄｳ ﾕｳｶ
  357 中島 陽夏(6)   229 片山 愛菜(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾅ ｶﾀﾔﾏ ｱｲﾅ
  355 林 啓太(6)   258 小口 寛人(5)

ﾊﾔｼ ｹｲﾀ ｵｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ
  361 花村 優太(6)   245 池上 蓮(5)

ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳﾀ ｲｹｶﾞﾐ ﾚﾝ
 6   8 開明B   172 原田 夏輝(5)   1:05.46  6   6 片丘   581 鈴木 綺莉(5)   1:03.81 

ｶｲﾒｲﾋﾞｰ ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ ｶﾀｵｶ ｽｽﾞｷ ｱﾔﾘ
  170 鳥羽 百花(5)   588 小松 陽向(5)

ﾄﾊﾞ ﾓﾓｶ ｺﾏﾂ ﾋﾅﾀ
  169 奈須 禎花(5)   582 直井 陽太(5)

ﾅｽ ｻﾔｶ ﾅｵｲ ﾋﾅﾀ
  171 小松 幸輔(5)   591 臼井 直人(5)

ｺﾏﾂ ｺｳｽｹ ｳｽｲ ﾅｵﾄ
 7   6 明南AC   776 加々美 歩夢(6)   1:05.83  7   8 芳川   646 市枝 晴博(5)   1:06.42 

ﾒｲﾅﾝｴｰｼｰ ｶｶﾞﾐ ｱﾕﾑ ﾖｼｶﾜ ｲﾁｴﾀﾞ ﾊﾙﾋﾛ
  773 矢口 心那(6)   641 天野 創太(5)

ﾔｸﾞﾁ ｺｺﾅ ｱﾏﾉ ｿｳﾀ
  775 花村 優斗(6)   643 大和 結夢(5)

ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳﾄ ｵｵﾜ ﾕﾒ
  774 山本 彩央(6)   642 滝澤 みこ(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾅ ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｺ

男女混合

4×100m

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 松川   384 丸山 航汰(6)     57.89 

ﾏﾂｶﾜ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ
  379 北沢 真輝(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ
  377 楜澤 功大(6)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
  378 梨子田 乃々果(6)

ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ
 2   2 ｺﾒｯﾄ波田    50 黒田 稀和美(5)     59.14 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ
   28 中野 瑛理南(6)

ﾅｶﾉ ｴﾘﾅ
   20 冨田 俊司(6)

ﾄﾐﾀ ｼｭﾝｼﾞ
   56 古野 頑人(6)

ﾌﾙﾉ ｹﾞﾝﾄ
 3   5 清水   399 瀬戸口 鈴(6)   1:00.12 

ｼﾐｽﾞ ｾﾄｸﾞﾁ ｽｽﾞ
  395 澤渡 萌衣(6)

ｻﾜﾄﾞ ﾒｲ
  400 須藤 小太郎(6)

ｽﾄｳ ｺﾀﾛｳ
  402 朱 倬?(6)

ｼｭ ﾀｸﾖｳ
 4   4 穂高南   618 鎌倉 もも(6)   1:00.21 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ ｶﾏｸﾗ ﾓﾓ
  604 福井 美春(6)

ﾌｸｲ ﾐﾊﾙ
  608 足立 喜一郎(6)

ｱﾀﾞﾁ ｷｲﾁﾛｳ
  607 村松 留依(6)

ﾑﾗﾏﾂ ﾙｲ
 5   3 三郷   289 樋口 和加奈(6)   1:02.36 

ﾐｻﾄ ﾋｸﾞﾁ ﾜｶﾅ
  297 霜田 幸奈(6)

ｼﾓﾀﾞ ﾕｷﾅ
  309 市川 冬弥(6)

ｲﾁｶﾜ ﾄｳﾔ
  296 瀧浪 直人(6)

ﾀｷﾅﾐ ﾅｵﾄ
 6   6 三郷AC   324 中島 なご美(6)   1:02.45 

ﾐｻﾄｴｰｼｰ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｺﾞﾐ
  327 臼井 沙也加(6)

ｳｽｲ ｻﾔｶ
  325 山岸 丈一郎(6)

ﾔﾏｷﾞｼｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ
  323 二木 佑成叶(6)

ﾌﾀﾂｷﾞ ﾕﾅﾄ
    7 三郷RC      

ﾐｻﾄｱｰﾙｼｰ DNS

男女混合

4×100m



   1 豊科北A     57.63 後藤 健太(6) 木村 湊(6) 岩﨑 未空(6) 松澤 悠(6)   1   1
   2 松川     57.89 丸山 航汰(6) 北沢 真輝(6) 楜澤 功大(6) 梨子田 乃々果(  3   1
   3 ｺﾒｯﾄ波田     59.14 黒田 稀和美(5)中野 瑛理南(6)冨田 俊司(6) 古野 頑人(6)   3   2
   4 明南     59.93 堀内 颯太(6) 日高 のん(6) 百瀬 穂乃花(6)宮下 虎汰郎(6)  2   1
   5 堀金   1:00.05 百瀬 柾宏(6) 中谷 凛(6) 丸山 真愛(6) 牛丸 哉人(6)   1   2
   6 清水   1:00.12 瀬戸口 鈴(6) 澤渡 萌衣(6) 須藤 小太郎(6)朱 倬?(6)   3   3
   7 穂高南   1:00.21 鎌倉 もも(6) 福井 美春(6) 足立 喜一郎(6)村松 留依(6)   3   4
   8 開明A   1:00.45 工藤 凛(6) 神山 凱星(6) 宮坂 知彩稀(6)渡辺 創也(6)   1   3
   9 山辺   1:01.21 井上 紗希(6) ｽﾐｽ 大和(6) 木下 千星(6) 片寄 晴之亮(6)  2   2
  10 豊科北B   1:01.37 真野 結奈(6) 緑川 かなで(6)平井 永遠(6) 林 奨真(6)   1   4
  11 豊科南   1:01.56 田中 美詩(5) 宮澤 瞳(5) 大野 煌力(6) 和田 陽輔(6)   2   3
  12 豊科北C   1:01.72 小林 美悠(5) 山本 妃世利(5)平林 慶悟(5) 東村 泰介(5)   2   4
  13 三郷   1:02.36 樋口 和加奈(6)霜田 幸奈(6) 市川 冬弥(6) 瀧浪 直人(6)   3   5
  14 三郷AC   1:02.45 中島 なご美(6)臼井 沙也加(6)山岸 丈一郎(6)二木 佑成叶(6)  3   6
  15 寿   1:02.67 安藤 芽生(6) 中島 陽夏(6) 林 啓太(6) 花村 優太(6)   1   5
  16 広丘   1:02.71 伊藤 優花(5) 片山 愛菜(5) 小口 寛人(5) 池上 蓮(5)   2   5
  17 片丘   1:03.81 鈴木 綺莉(5) 小松 陽向(5) 直井 陽太(5) 臼井 直人(5)   2   6
  18 開明B   1:05.46 原田 夏輝(5) 鳥羽 百花(5) 奈須 禎花(5) 小松 幸輔(5)   1   6
  19 明南AC   1:05.83 加々美 歩夢(6)矢口 心那(6) 花村 優斗(6) 山本 彩央(6)   1   7
  20 芳川   1:06.42 市枝 晴博(5) 天野 創太(5) 大和 結夢(5) 滝澤 みこ(5)   2   7
    三郷RC          DNS   3    

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

男女混合

4×100m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2
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