
：

： 総　務 ： 水谷 範久
： トラック審判長 ： 百瀬 貴

： フィールド審判長 ： 田澤 稔
： 記録・情報主任 ： 三代澤 芳男

◆ この大会で樹立された記録
氏名(学年) 所　属

チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)
4x400m 決勝 大月 優夢(6) 大会新

橋戸 克実(6)
幸山 咲(6)
吉﨑 音緒(6)

◆ 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

R1
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった

TR24.7
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走

T3 縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った/歩いた TR173.2
T1 他の競技者を妨害した TR17.2

Rules

14:00 晴れ 25.5 41.0 南 2.3

12:00 晴れ 25.0 44.0 南 2.0

略号 　内　容

11:00 曇り 22.5 54.0 南 2.1 ｒ 試合放棄

13:00 晴れ 25.5 39.0 南 3.0

10:00 雨 19.5 62.0 南 0.5 － パス

9:30 曇り 19.5 62.0 南 0.9 × 失敗・無効試技

6/6(日) 記号 　内容 　備考
時刻 天候 気温 湿度 風向 風速m/s ○ 成功・有効試技 走高跳・棒高跳

6/6 男子 5･6年1000ｍ 決勝 2分50秒03 永田 航大 波田 2分57秒05 大会新

鎌田 1670点 大会新
6/6 男子 5･6年ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 決勝 1900点 花村 武琉 豊科北
6/6 男子 5･6年ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 決勝 1841点 赤穂 一晟

1794点 大会新

6/6 男子 5年100ｍ 決勝 13秒66 中矢 好太朗 波田 14秒19 大会新
6/6 男子 4年100ｍ 決勝 14秒69 山本 凌己 大町南 14秒99 大会新

三郷 16秒25 大会新
6/6 男子 4年100ｍ 決勝 14秒99 大塚 珀空 大町北
6/6 女子 4年100ｍ 決勝 16秒10 石曽根 海珠

14秒99 大会ﾀｲ

6/6 女子 4年100ｍ 決勝 16秒08 芳賀 美空 芝沢 16秒25 大会新
6/6 女子 4年100ｍ 決勝 16秒03 加藤 愛里咲 南木曽 16秒25 大会新

安曇野かけっこ 16秒25 大会新
6/6 女子 4年100ｍ 決勝 15秒88 曽根原 朱莉 豊科南
6/6 女子 4年100ｍ 決勝 16秒11 倉田 明季

16秒25 大会新

混合

従来の記録 備考

6/6 男女 56秒52 菅野 57秒63

主　　催 中信地区陸上競技協会

月日 男女 種　目 ラウンド 記　録

公式記録集
期　　日 2021(令和3)年6月6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 21171707

第16回 中信地区小学生陸上競技大会
兼 第38回長野県小学生陸上競技大会中信地区予選会



第16回中信地区小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 百瀬 貴

 兼 第38回長野県小学生陸上競技大会 中信地区予選会 跳躍審判長 田澤 稔
主催：中信地区陸上競技協会 投てき審判長 田澤 稔
【開催日】 2021年6月6日(日) 記録主任 三代澤 芳男

【主催団体】 中信地区陸上競技協会 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/ 6 男女混合 菅野       56.52 会染       59.27 清水       59.35 堀金       59.71 宗賀     1:00.24 日義     1:02.61 二子     1:03.61 並柳     1:04.54
4×100m 大月 優夢(6) GR 尾川 明嶺(6) 寺島 来武(6) 井澤 虹成(5) 古畑 琉伊(6) 征矢野 莉子(6) 山田 純汰(6) 松井 梨菜(6)

橋戸 克実(6) 小坂 康子(6) 成澤 美桜(6) 村上 仁衣菜(6) 中尾 碧沙(6) 上田 日彩(6) 梶 綾那(6) 北原 羽明斗(5)
幸山 咲(6) 小柳 珠々(6) 今井 理乃(6) 村上 陽世莉(6) 宮澤 蓮(6) 青木 碧来(6) 小倉 心(6) 山崎 琉希(5)
吉﨑 音緒(6) 松下 莉玖(6) 原 希仁(6) 村上 隼仁(6) 矢彦沢 杏華(6) 斉藤 諒(6) 新井 凪(6) 陳 美妃(5)



決勝 6月6日  9:30

長野県小学生記録(ER)            55.50 高島                         高島             2010/08/29  
                                      （長谷川 聖奈・柿澤 菜摘・藤森 光星・外川 太一）
大会記録(GR)                    57.63                              豊科北           2019        
                                      （後藤 健太・木村 湊・岩﨑 未空・松澤 悠）

[ 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   6 菅野   288 大月 優夢(6)     56.52  1   6 会染    35 尾川 明嶺(6)     59.27 

ｽｶﾞﾉ ｵｵﾂｷ ﾕﾕ 大会新 ｱｲｿﾒ ｵｶﾞﾜ ｱｷﾐﾈ
  297 橋戸 克実(6)    42 小坂 康子(6)

ﾊｼﾄﾞ ｶﾂﾐ ｺｻｶ ｺｳｺ
  296 幸山 咲(6)    41 小柳 珠々(6)

ｺｳﾔﾏ ｻｷ ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾞ
  298 吉﨑 音緒(6)    39 松下 莉玖(6)

ﾖｼｻﾞｷ ﾈｵ ﾏﾂｼﾀ ﾘｸ
 2   8 堀金   686 井澤 虹成(5)     59.71  2   7 清水   308 寺島 来武(6)     59.35 

ﾎﾘｶﾞﾈ ｲｻﾞﾜ ｺｳｾｲ ｼﾐｽﾞ ﾃﾗｼﾏ ﾗｲﾑ
  676 村上 仁衣菜(6)   306 成澤 美桜(6)

ﾑﾗｶﾐ ﾆｲﾅ ﾅﾙｻﾜ ﾐｵ
  674 村上 陽世莉(6)   310 今井 理乃(6)

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾖﾘ ｲﾏｲ ﾘﾉ
  675 村上 隼仁(6)   312 原 希仁(6)

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾔﾄ ﾊﾗ ｷﾋﾄ
 3   7 宗賀   254 古畑 琉伊(6)   1:00.24  3   4 日義   462 征矢野 莉子(6)   1:02.61 

ｿｳｶﾞ ﾌﾙﾊﾀ ﾙｲ ﾋﾖｼ ｿﾔﾉ ﾘｺ
  245 中尾 碧沙(6)   463 上田 日彩(6)

ﾅｶｵ ﾐｻ ｳｴﾀﾞ ﾋｲﾛ
  255 宮澤 蓮(6)   461 青木 碧来(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾚﾝ ｱｵｷ ﾐﾗｲ
  242 矢彦沢 杏華(6)   460 斉藤 諒(6)

ﾔﾋｺｻﾞﾜ ｷｮｳｶ ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ
 4   3 二子   448 山田 純汰(6)   1:03.61  4   5 鎌田(A)    98 小林 奈乎(6)   1:05.17 

ﾌﾀｺﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾀ ｶﾏﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｺ
  453 梶 綾那(6)   108 岩永 佳大(5)

ｶｼﾞ ｱﾔﾅ ｲﾜﾅｶﾞ ｹｲﾀ
  445 小倉 心(6)   105 古旗 舞(6)

ｵｸﾞﾗ ｺｺﾛ ﾌﾙﾊﾀ ﾏｲ
  444 新井 凪(6)    87 大澤 大樹(5)

ｱﾗｲ ﾅｷﾞ ｵｵｻﾜ ﾀﾞｲｷ
 5   4 並柳   540 松井 梨菜(6)   1:04.54     3 鎌田(B)    97 松原 愛紗(6)      

ﾅﾐﾔﾅｷﾞ ﾏﾂｲ ﾘﾅ ｶﾏﾀ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｲｻ DQ
  533 北原 羽明斗(5)    95 上兼 拓斗(6) R1(1-2)(2-3)

ｷﾀﾊﾗ ﾊｱﾄ ｳｴｶﾞﾈ ﾀｸﾄ
  543 山崎 琉希(5)    84 田中 瑞乃(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾙｷ ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾉ
  537 陳 美妃(5)   104 高橋 昇馬(6)

ﾁﾝ ﾐﾋ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ
    5 穂高北   599 下里 真歩(5)      

ﾎﾀｶｷﾀ ｼﾓｻﾄ ﾏﾎ DQ
  590 千国 海翔(5) R1(1-2)(3-4)

ﾁｸﾆ ｶｲﾄ
  591 清澤 颯希(5)

ｷﾖｻﾜ ｻﾂｷ
  601 隠岐 侑眞(5)

ｵｷ ﾕｳﾏ

   1 菅野     56.52大会新 大月 優夢(6) 橋戸 克実(6) 幸山 咲(6) 吉﨑 音緒(6)   1   1
   2 会染     59.27 尾川 明嶺(6) 小坂 康子(6) 小柳 珠々(6) 松下 莉玖(6)   2   1
   3 清水     59.35 寺島 来武(6) 成澤 美桜(6) 今井 理乃(6) 原 希仁(6)   2   2
   4 堀金     59.71 井澤 虹成(5) 村上 仁衣菜(6)村上 陽世莉(6)村上 隼仁(6)   1   2
   5 宗賀   1:00.24 古畑 琉伊(6) 中尾 碧沙(6) 宮澤 蓮(6) 矢彦沢 杏華(6)  1   3
   6 日義   1:02.61 征矢野 莉子(6)上田 日彩(6) 青木 碧来(6) 斉藤 諒(6)   2   3
   7 二子   1:03.61 山田 純汰(6) 梶 綾那(6) 小倉 心(6) 新井 凪(6)   1   4
   8 並柳   1:04.54 松井 梨菜(6) 北原 羽明斗(5)山崎 琉希(5) 陳 美妃(5)   1   5
   9 鎌田(A)   1:05.17 小林 奈乎(6) 岩永 佳大(5) 古旗 舞(6) 大澤 大樹(5)   2   4
    穂高北          DQ 下里 真歩(5) 千国 海翔(5) 清澤 颯希(5) 隠岐 侑眞(5)   1    
    鎌田(B)          DQ 松原 愛紗(6) 上兼 拓斗(6) 田中 瑞乃(6) 高橋 昇馬(6)   2    

男女混合

4×100m

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4
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