
大会コード  21170004

： ２０２１年６月２０日（日）
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 日本陸上競技連盟　公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団

長野県教育委員会　信濃毎日新聞社 
： 日清食品ホールディングス株式会社
： 内山 了治
： 青柳 智之 (トラック)　小林 至 (フィールド)
： 瀧沢 佳生

■この競技会で樹立された記録
なし

吾妻 啓志(5)
早野 優空(6)
滝澤 來樹(6)
山下 結衣(6)

宮澤 佑茉(5)
林 かれん(6)
柳 美結(6)
榎本 昊(6)

宮澤 佑茉(5)
林 かれん(6)
柳 美結(6)
榎本 昊(6)

吾妻 啓志(5)
早野 優空(6)
滝澤 來樹(6)
山下 結衣(6)

藤本 心美(6)
鈴木 梨夏(6)
松村 大輝(6)
岩下 隼絆(6)

■グラウンドコンディション

09:30 曇り 西 2.1 21.4 72.1 12:00 曇り 南南西 1.3 25.1 50.4
10:00 曇り 南西 1.2 21.7 66.7 13:00 曇り 南東 2.0 25.2 48.4
11:00 曇り 南 2.4 24.3 56.0 14:00 曇り 南東 2.0 26.1 44.6

■略号の説明
欠場 成功・有効試技 Q 順位による通過者 警告
途中棄権 失敗・無効試技 q 記録による通過者 2回目の警告
記録なし パス q R 審判長の決定による通過者 レッドカードによる失格
失格 試合放棄

■失格の略号の説明　()内は規則番号
レーン走行しないレースで、曲走路区間の縁石・ライン上やその内側を踏んだ、走った(TR17.3.2)
他の競技者を妨害した(TR17.2.2)
手や体、振り上げ脚の上側でハードルを〔倒した／移動させた〕(TR22.6.2)

主 催
後 援

協 賛
総 務
審 判 長
記録・情報主任

”日清食品カップ” 第37回全国小学生陸上競技交流大会
兼 第38回 長野県小学生陸上競技大会
兼 第7回 東海小学生陸上競技大会 長野県代表選手選考競技会

記 録 集
期 日
会 場

氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)
6月20日 大会新 男女混合 4x100m 予選

日付 記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録

54.72 坂城JAC 54.85

6月20日 大会新 男女混合 4x100m 予選 54.14 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A 54.85

6月20日 大会新 男女混合 4x100m 決勝 53.31 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A 54.85

6月20日 大会新 男女混合 4x100m 決勝 53.66 坂城JAC 54.85

6月20日 大会新 男女混合 4x100m 決勝 54.13 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A 54.85

米田 太一(6) 軽井沢A&AC 2145点

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻

6月20日 県小学新 5.6年男子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 決勝 2181点

天候 風向 風速 気温 湿度
m/s (℃) (%)
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”日清食品カップ” 第37回全国小学生陸上競技交流大会 ﾄﾗｯｸ審判長 青柳 智之

兼 第38回 長野県小学生陸上競技大会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 小林 至
兼 第7回東海小学生陸上競技大会 長野県代表選手選考会 記録・情報主任 瀧沢 佳生
【開催日】 ２０２１年６月２０日（日）

【主催団体】 一般財団法人長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 / 女  子 【競技場】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

 6/20 男女混合 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      53.31 坂城JAC       53.66 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)      54.13 菅野       55.64 下條小       56.26 赤穂小       57.94 清水       58.48 玉川小       58.94
4×100m 宮澤 佑茉(5) GR 吾妻 啓志(5) GR 藤本 心美(6) GR 大月 優夢(6) 前沢 泰匠(6) 清水 啓介(6) 寺島 来武(6) 小池 司馬(5)

林 かれん(6) 早野 優空(6) 鈴木 梨夏(6) 橋戸 克実(6) 外山 稜真(6) 鈴木 琳汰(5) 成澤 美桜(6) 澁谷 功誉(6)
柳 美結(6) 滝澤 來樹(6) 松村 大輝(6) 幸山 咲(6) 山本 琴音(6) 樋郡 結華(6) 今井 理乃(6) 宮坂 茉帆(6)
榎本 昊(6) 山下 結衣(6) 岩下 隼絆(6) 吉﨑 音緒(6) 遠山 千尋(6) 権田 なほ(6) 原 希仁(6) 丸山 菜央(6)



予選 6月20日 11:50
決勝 6月20日 14:10

長野県小学生記録(ER)            52.75 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ                  茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ      2020/11/21  
                                      （柳平 紗季・山田 怜来・栗山 大翔・小川 夏生）
大会記録(GR)                    54.85 座光寺小(A)                  座光寺小(A)      2019        
                                      （小池 悠・千葉 唯花・春原 秀・木内 憲琉）

[ 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   4 坂城JAC   236 吾妻 啓志(5)     54.72 q  1   4 菅野  1365 大月 優夢(6)     56.27 q

ｻｶｷｼﾞｪｲｴｲｼｰ ｱｶﾂﾏ ﾀｶﾕｷ 大会新 ｽｶﾞﾉ ｵｵﾂｷ ﾕﾕ
 1239 早野 優空(6)   315 橋戸 克実(6)

ﾊﾔﾉ ﾕｱ ﾊｼﾄﾞ ｶﾂﾐ
  235 滝澤 來樹(6)  1329 幸山 咲(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾗｲｼﾞｭ ｺｳﾔﾏ ｻｷ
 1240 山下 結衣(6)   316 吉﨑 音緒(6)

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ ﾖｼｻﾞｷ ﾈｵ
 2   6 清水   317 寺島 来武(6)     58.50 q  2   6 下條小   424 前沢 泰匠(6)     56.72 q

ｼﾐｽﾞ ﾃﾗｼﾏ ﾗｲﾑ ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ﾏｴｻﾞﾜ ﾀｲｼｮｳ
 1331 成澤 美桜(6)   422 外山 稜真(6)

ﾅﾙｻﾜ ﾐｵ ﾄﾔﾏ ﾘｮｳﾏ
 1332 今井 理乃(6)  1423 山本 琴音(6)

ｲﾏｲ ﾘﾉ ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾈ
  319 原 希仁(6)  1422 遠山 千尋(6)

ﾊﾗ ｷﾋﾄ ﾄｵﾔﾏ ﾁﾋﾛ
 3   5 玉川小   433 小池 司馬(5)     58.63 q  3   2 宗賀   310 古畑 琉伊(6)   1:00.18 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳ ｺｲｹ ｶｽﾞﾏ ｿｳｶﾞ ﾌﾙﾊﾀ ﾙｲ
  432 澁谷 功誉(6)  1323 中尾 碧沙(6)

ｼﾌﾞﾔ ﾖｼﾀｶ ﾅｶｵ ﾐｻ
 1433 宮坂 茉帆(6)   311 宮澤  蓮(6)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾎ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾚﾝ
 1434 丸山 菜央(6)  1322 矢彦沢 杏華(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ ﾔﾋｺｻﾞﾜ ｷｮｳｶ
 4   7 伊那北小  1415 伊東 叶葉(6)   1:00.27  4   8 南箕輪小   461 酒井 勇輔(6)   1:00.51 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ｲﾄｳ ｶﾉﾊ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳ ｻｶｲ ﾕｳｽｹ
 1413 畠 心愛(6)  1459 春田 心音(5)

ﾊﾀ ｺｺﾅ ﾊﾙﾀ ｺｺﾈ
  413 三澤 広空(6)  1460 石澤 愛梨(6)

ﾐｻﾜ ｿﾗ ｲｼｻﾞﾜ ｱｲﾘ
  412 向山 湊音(6)   459 伊藤 光稀(6)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾄ ｲﾄｳ ﾐﾂｷ
 5   3 軽井沢中部小(A  122 戸澤 泰己(6)   1:01.99  5   5 真田陸上教室   168 山口 柊(5)   1:01.59 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ ﾄｻﾞﾜ ﾀｲｷ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳ
 1115 松平 実和(6)  1168 斉藤 あおば(6)

ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾐﾜ ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ
 1116 荻原 ゆず(6)  1167 朝倉 こと子(5)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｽﾞ ｱｻｸﾗ ｺﾄｺ
  120 櫻井 浬(6)   169 山宮 圭貴(6)

ｻｸﾗｲ ｶｲﾘ ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ
 6   9 大日向小  1110 堀江 花音(6)   1:05.74  6   7 千曲東小(B)   244 小林 伸洋(6)   1:02.43 

ｵｵﾋﾅﾀｼｮｳ ﾎﾘｴ ｶﾉﾝ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ
  115 松本 啓紀(6)  1246 千葉 帆乃香(6)

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ ﾁﾊ ﾞ ﾎﾉｶ
 1109 澤井 ひいろ(6)  1245 山﨑 美結羽(6)

ｻﾜｲ ﾋｲﾛ ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕﾊ
  113 島田 麟太郎(5)   245 中村 颯志(6)

ｼﾏﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ｿｳｼ
    2 二子   337 山田 純汰(6)       7   3 望月AC(B)   159 西村 健(5)   1:04.48 

ﾌﾀｺﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾀ DQ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾙ
 1344 梶 綾那(6) T2   158 武重 航(5)

ｶｼﾞ ｱﾔﾅ ﾀｹｼｹﾞ ﾜﾀﾙ
 1343 小倉 心(6)  1151 柳澤 璃音(5)

ｵｸﾞﾗ ｺｺﾛ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾉﾝ
  336 新井 凪(6)  1150 櫻井 結月(5)

ｱﾗｲ ﾅｷﾞ ｻｸﾗｲ ﾕﾂﾞｷ
    8 ｽﾎﾟｺﾐ東北      

ｽﾎﾟｺﾐﾄｳﾎｸ DNS

男女混合

4×100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 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   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A  456 宮澤 佑茉(5)     54.14 q  1   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B 1453 藤本 心美(6)     55.00 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 大会新 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ
 1452 林 かれん(6)  1454 鈴木 梨夏(6)

ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ
 1451 柳 美結(6)   458 松村 大輝(6)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
  455 榎本 昊(6)   457 岩下 隼絆(6)

ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ
 2   7 赤穂小   403 清水 啓介(6)     58.27 q  2   8 高森南小  1430 阿久澤 来夢(6)     58.83 

ｱｶﾎｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ｹｲｽｹ ﾀｶﾓﾘﾐﾅﾐｼｮｳ ｱｸｻﾞﾜ ﾗｲﾑ
  402 鈴木 琳汰(5)  1431 林 亜樹(6)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾀ ﾊﾔｼ ｱｷ
 1401 樋郡 結華(6)   430 菅沼 大和(6)

ﾋｺﾞｵﾘ ﾕｲｶ ｽｶﾞﾇﾏ ﾔﾏﾄ
 1402 権田 なほ(6)   429 酒井 尊琉(6)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ ｻｶｲ ﾀｹﾙ
 3   4 会染   304 宮沢 亮佑(6)     59.07  3   5 望月AC(A)   156 柳澤 雄飛(6)     58.84 

ｱｲｿﾒ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ
 1305 小坂 康子(6)   155 髙橋 侑悟(6)

ｺｻｶ ｺｳｺ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ
 1304 小柳 珠々(6)  1148 矢島 羽花(5)

ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾞ ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ
  303 松下 莉玖(6)  1147 簾田 あいら(6)

ﾏﾂｼﾀ ﾘｸ ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ
 4   3 千曲東小(A)   242 西村 拓海(6)   1:00.19  4   4 堀金   359 井澤 虹成(5)     59.53 

ﾁｸﾏﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ ﾎﾘｶﾞﾈ ｲｻﾞﾜ ｺｳｾｲ
  243 久保 大河(6)  1361 村上 仁衣菜(6)

ｸﾎﾞ ﾀｲｶﾞ ﾑﾗｶﾐ ﾆｲﾅ
 1243 吉村 咲良(6)  1360 村上 陽世莉(6)

ﾖｼﾑﾗ ｻｸﾗ ﾑﾗｶﾐ ﾋﾖﾘ
 1244 小出 桃愛(6)   357 村上 隼仁(6)

ｺｲﾃﾞ ﾓｱ ﾑﾗｶﾐ ﾊﾔﾄ
 5   8 日義  1346 征矢野 莉子(6)   1:01.59  5   3 T&F佐久平(A)   132 柳原 琉良(6)   1:02.57 

ﾋﾖｼ ｿﾔﾉ ﾘｺ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ  ﾙｲ
 1347 上田 日彩(6)  1133 塩谷 葵音(6)

ｳｴﾀﾞ ﾋｲﾛ ｼｵﾔ ｱｵﾈ
  339 青木 碧来(6)  1131 竹内 千尋(6)

ｱｵｷ ﾐﾗｲ ﾀｹｳﾁ  ﾁﾋﾛ
  338 斉藤 諒(6)   133 山口 穂高(6)

ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾎﾀｶ
 6   6 軽井沢中部小(B 1118 加藤 夕楓(6)   1:01.64  6   7 埴生小(B)  1251 鹿田 陽菜乃(5)   1:03.10 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ ｶﾄｳ ﾕｳｶ ﾊﾆｭｳｼｮｳ ｼｶﾀﾞ ﾋﾅﾉ
 1117 真山 世凪(6)  1250 矢澤 莉奈(5)

ｻﾉﾔﾏ ｾﾅ ﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ
  125 市村 凌久(6)   248 小林 悠(5)

ｲﾁﾑﾗ ﾘｸ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
  124 小林 駿之介(6)   249 柳沢 琉希(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾉｽｹ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙｷ
 7   2 T&F佐久平(B)   137 江川 璃勇斗(5)   1:03.74  7   2 並柳  1350 松井 梨菜(6)   1:03.38 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｴｶﾞﾜ  ﾘｵﾄ ﾅﾐﾔﾅｷﾞ ﾏﾂｲ ﾘﾅ
 1136 清水 梨乃(5)   348 北原 羽明斗(5)

ｼﾐｽﾞ  ﾘﾉ ｷﾀﾊﾗ ﾊｱﾄ
 1134 柳澤 有唯(5)   349 山崎 琉希(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｱﾘｲ ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｷ
  135 内堀 聡太朗(5)  1349 陳 美妃(5)

ｳﾁﾎﾞﾘ  ｿｳﾀﾛｳ ﾁﾝ ﾐﾋ

男女混合

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A  456 宮澤 佑茉(5)     53.31 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 大会新
 1452 林 かれん(6)

ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ
 1451 柳 美結(6)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ
  455 榎本 昊(6)

ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ
 2   5 坂城JAC   236 吾妻 啓志(5)     53.66 

ｻｶｷｼﾞｪｲｴｲｼｰ ｱｶﾂﾏ ﾀｶﾕｷ 大会新
 1239 早野 優空(6)

ﾊﾔﾉ ﾕｱ
  235 滝澤 來樹(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾗｲｼﾞｭ
 1240 山下 結衣(6)

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ
 3   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B 1453 藤本 心美(6)     54.13 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ 大会新
 1454 鈴木 梨夏(6)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ
  458 松村 大輝(6)

ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
  457 岩下 隼絆(6)

ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ
 4   6 菅野  1365 大月 優夢(6)     55.64 

ｽｶﾞﾉ ｵｵﾂｷ ﾕﾕ
  315 橋戸 克実(6)

ﾊｼﾄﾞ ｶﾂﾐ
 1329 幸山 咲(6)

ｺｳﾔﾏ ｻｷ
  316 吉﨑 音緒(6)

ﾖｼｻﾞｷ ﾈｵ
 5   9 下條小   424 前沢 泰匠(6)     56.26 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ﾏｴｻﾞﾜ ﾀｲｼｮｳ
  422 外山 稜真(6)

ﾄﾔﾏ ﾘｮｳﾏ
 1423 山本 琴音(6)

ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾈ
 1422 遠山 千尋(6)

ﾄｵﾔﾏ ﾁﾋﾛ
 6   8 赤穂小   403 清水 啓介(6)     57.94 

ｱｶﾎｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ｹｲｽｹ
  402 鈴木 琳汰(5)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾀ
 1401 樋郡 結華(6)

ﾋｺﾞｵﾘ ﾕｲｶ
 1402 権田 なほ(6)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ
 7   2 清水   317 寺島 来武(6)     58.48 

ｼﾐｽﾞ ﾃﾗｼﾏ ﾗｲﾑ
 1331 成澤 美桜(6)

ﾅﾙｻﾜ ﾐｵ
 1332 今井 理乃(6)

ｲﾏｲ ﾘﾉ
  319 原 希仁(6)

ﾊﾗ ｷﾋﾄ
 8   3 玉川小   433 小池 司馬(5)     58.94 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳ ｺｲｹ ｶｽﾞﾏ
  432 澁谷 功誉(6)

ｼﾌﾞﾔ ﾖｼﾀｶ
 1433 宮坂 茉帆(6)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾎ
 1434 丸山 菜央(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ

男女混合

4×100m
決勝
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