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第30回　木曽郡小学生陸上競技大会 トラック審判長　　：北川　一美

　期日：令和3年6月27日（日） フィールド審判長 ：北川　一美

　主催：木曽郡体育協会、木曽陸上競技協会 記録主任           ：荻野　喜一郎 

  (GR:大会新)

種目 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速

男子1年 瀬脇 到流 11"82 蒔田 珠生 11"95 松原 蒼 12"19 水野 寛之 12"42 羽毛田 凜 12"99 竹下 想太 15"16

60m 大桑小 GR 三岳小 GR 南木曽小 GR 福島小 GR 上松小 GR 福島小 GR

男子2年 水野 功士郎 11"06 邑上 陽樹 11"15 中坊 惇士朗 11"36 井ノ上 佳祐 11"66 東 拓実 11"72 サガ海渡ラファエル 11"79

60m 福島小 GR 福島小 GR 南木曽小 GR 三岳小 GR 日義小 GR 開田小 GR

男子3年 上村 颯大 10"14 武居 一樹 10"95 織田 蒼大 11"12 今村 謙心 11"43 伊藤 泰平 11"55 新井 煌 11"72

60m 福島小 GR 福島小 () 上松小 () 福島小 () 福島小 () 福島小 ()

男子4年 蒔田 空大 16"14 工藤 愛斗 16"45 久保 享聖 16"75 倉本 朔 16"79 田口 寛大 16"84 志水 優斗 16"96

100m 三岳小 GR 木祖源流TC GR 三岳小 GR 日義小 GR 開田小 GR 南木曽小 GR

男子5年 黒内 一磨 13"92 小林 春翔 14"56 麦島 康太 15"87 中坊 慶史朗 16"32 奥平 晴 16"34 上平 絢大 16"58

100m 木祖源流TC GR 福島小 () 南木曽小 () 南木曽小 () 三岳小 () 三岳小 ()

男子6年 三浦 好誠 13"52 斉藤 諒 14"94 奈良尾 悠空 15"59 清水 蒼太 15"61 青木 碧来 16"17 向井 大翔 16"47

100m 南木曽小 GR 日義小 福島小 福島小 日義小 福島小

男子 奥村 柊斗 (5) 3'35"08 德原 孝紀 (5) 3'42"96 下戸 陸叶 (4) 3'44"76 北川 義晋 (4) 3'52"27 倉本 瑛太 (6) 3'55"40 西牧 蒼空 (6) 3'59"11

1000m 南木曽小 () 上松小 () 福島小 () 大桑小 () 日義小 () 木祖源流TC ()

男子 南木曽小 1'01"17 福島小(B) 1'01"80 福島小(C) 1'01"95 木祖源流TC(A) 1'02"37 三岳小(A) 1'08"01 三岳小(B) 1'08"68

4×100mR 麦島-志水-中坊-三浦 小林-清水-向井-田川 田川-伊藤-奈良尾-小坂 西牧-原-神出-黒内 沼-久保-岡井-蒔田 井ノ上-上平-宮下-奥平

男子4年以下 小林 海晴 (4) 2.73 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 開田小 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子5年 高島 蓮生 2.57 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 開田小 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子6年 原 昊椰 4.03 田川 遥太 4.02 古畑 大和 3.14 神出 奏和 3.02 #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 木祖源流TC GR 福島小 GR 木祖源流TC () 木祖源流TC () #N/A #N/A #N/A #N/A

男子5・6年 野崎 蒼空 (6) 1.10 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走高跳 大桑小 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子5・6年 瀬脇 青馬 (5) 43.73 岩原 蒼真 (5) 43.08 紙原 颯大 (6) 39.44 坪井 恭太郎 (5) 39.07 小垣外 世羅 (5) 37.35 小坂 瑛純 (6) 36.32

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 大桑小 GR 木祖源流TC GR 福島小 GR 木祖源流TC GR 木祖源流TC GR 福島小 GR

女子1年 曽我 梨乃 12"14 大蝶 えみな 12"45 北原 羽奈 13"12 神出 桔花 13"15 清水 花希 13"55 久保寺 彩花 14"51

60m 上松小 GR 南木曽小 GR 南木曽小 GR 木祖小 GR 福島小 GR 上松小 GR

女子2年 佐々木 心陽 11"38 大畑 星来 11"41 末松 望々華 11"61 大宮 紬 11"67 德原 実織 11"69 石山 心晴 11"81

60m 上松小 GR 上松小 GR 南木曽小 GR 南木曽小 GR 上松小 GR 福島小 GR

女子3年 大蝶 このは 10"91 馬場 のどか 11"16 大畑 結希乃 11"24 田中 南帆 11"25 奥村 柚奈 11"26 加藤 優里菜 11"42

60m 南木曽小 GR 福島小 () 上松小 () 福島小 () 南木曽小 () 南木曽小 ()

女子4年 加藤 愛里咲 16"09 末松 実侑 16"85 神田 茉耶 17"45 桶野 優羽 18"59 島尻 梓紗 18"62 向井 柚月 19"08

100m 南木曽小 GR 南木曽小 GR 大桑小 福島小 三岳小 開田小

女子5年 塚本 果央 17"09 高山 千優 18"01 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

100m 福島小 () 大桑小 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

女子6年 末松 優菜 15"60 上田 日彩 15"60 下野 扇里 16"18 古井 こなん 16"20 鈴木 杏菜 16"59 坂岩 深央 16"73

100m 南木曽小 () 日義小 () 上松小 () 木祖源流TC () 日義小 () 木祖源流TC ()

女子 加藤 愛梨 (6) 3'35"96 加藤 南 (5) 3'39"63 伊藤 音羽 (6) 3'56"81 加藤 愛菜 (3) 4'05"25 栗山 陽菜 (4) 4'08"22 原田 佳穂 (4) 4'10"39

1000m 南木曽小 () 木祖源流TC () 南木曽小 () 木祖小 () 大桑小 () 大桑小 ()

女子 南木曽小 1'01"78 木祖源流TC(A) 1'05"91 木祖源流TC(B) 1'08"71 大桑小 1'11"42 木祖小 1'12"89 #N/A #N/A

4×100mR 伊藤-加藤-吉田-末松 岩原-坂岩-加藤-古井 邊見-水本-安原-奥谷 神田-高山-栗山-原田 原心-原暖-岩原-加藤 #N/A

女子4年以下 邊見 迪 (4) 2.60 徳武 果 (3) 2.57 奥原 美咲 (4) 2.36 三宅 優希乃 (4) 2.36 原 心凪 (3) 2.28 #N/A #N/A

走幅跳 木祖源流TC 福島小 日義小 日義小 木祖小 #N/A

女子5年 水本 悠月 2.88 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 木祖源流TC #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

女子6年 田中 優希羽 3.60 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 福島小 GR #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

女子5・6年 徳武 歩 1.10 倉本 真帆 1.00 奥谷 愛香 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走高跳 福島小 日義小 木祖源流TC #N/A #N/A #N/A

女子5・6年 原 志緒莉 17.10 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 三岳小 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男女混 日義小(A) 1'04"16 日義小(C) 1'05"73 南木曽小 1'07"06 日義小(B) 1'09"87 #N/A #N/A #N/A #N/A

4×100mR 倉本-青木-鈴木-上田 越取-倉本-粕谷-斉藤 板山-末松-松原-加藤 征矢野-西尾-池ノ上-齋藤 #N/A #N/A

※学校名は小学校。　ただし、木祖源流ＴＣはクラブチーム。

決勝記録一覧表
【競技場】大桑村スポーツ公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位



大会記録       
         
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 501 北原 羽奈 南木曽小 (3 )　　[3 ]

ｷﾀﾊﾗ ﾊﾅ （1） GR 13"12
2 1 清水 花希 福島小 (5 )　　[5 ]

ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ （1） GR 13"55
3 502 大蝶 えみな 南木曽小 (2 )　　[2 ]

ﾀﾞｲﾁｮｳ ｴﾐﾅ （1） GR 12"45
4 311 久保寺 彩花 上松小 (6 )　　[6 ]

ｸﾎﾞｼﾞ ｱﾔｶ （1） GR 14"51
5 174 神出 桔花 木祖小 (4 )　　[4 ]

ｼﾞﾝﾃﾞ ｷｯｶ （1） GR 13"15
6 310 曽我 梨乃 上松小 (1 )　　[1 ]

ｿｶﾞ ﾘﾉ （1） GR 12"14

大会記録       
         
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 312 羽毛田 凜 上松小 (5 )　　[5 ]

ﾊｹﾀ ﾘﾝ （1） GR 12"99
2 600 蒔田 珠生 三岳小 (2 )　　[2 ]

ﾏｷﾀ ｼｭｳ （1） GR 11"95
3 447 瀬脇 到流 大桑小 (1 )　　[1 ]

ｾﾜｷ ｲﾀﾙ （1） GR 11"82
4 2 竹下 想太 福島小 (6 )　　[6 ]

ﾀｹｼﾀ ｿｳﾀ （1） GR 15"16
5 503 松原 蒼 南木曽小 (3 )　　[3 ]

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｵ （1） GR 12"19
6 3 水野 寛之 福島小 (4 )　　[4 ]

ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ （1） GR 12"42

大会記録       
         
         

[ 1 組 ] [ 2 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 313 德原 実織 上松小 (2 )　　[5 ] 2 504 大宮 紬 南木曽小 (3 )　　[4 ]
ﾄｸﾊﾗ ﾐｵﾘ （2） GR 11"69 ｵｵﾐﾔ ﾂﾑｷﾞ （2） GR 11"67

3 4 石山 心晴 福島小 (3 )　　[6 ] 3 467 高山 優子 大桑小 (4 )　　[7 ]
ｲｼﾔﾏ ｺﾊﾙ （2） GR 11"81 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｺ （2） GR 12"15

4 505 末松 望々華 南木曽小 (1 )　　[3 ] 4 315 佐々木 心陽 上松小 (1 )　　[1 ]
ｽｴﾏﾂ ﾉﾉｶ （2） GR 11"61 ｻｻｷ ｺﾊﾙ （2） GR 11"38

5 176 西野 日和子 木祖小 (5 )　　[10 ] 5 175 湯川 葵 木祖小 (5 )　　[8 ]
ﾆｼﾉ ﾋﾅｺ （2） GR 12"64 ﾕｶﾞﾜ ｱｵｲ （2） GR 12"27

6 314 松尾 澪 上松小 (4 )　　[9 ] 6 316 大畑 星来 上松小 (2 )　　[2 ]
ﾏﾂｵ ﾐｵ （2） GR 12"63 ｵｵﾊﾀ ｾｲﾗ （2） GR 11"41

女子1年  60m

決勝

男子1年  60m

決勝

女子2年  60m

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

1



大会記録       
         
         

[ 1 組 ] [ 2 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 253 サガ海渡ラファエル 開田小 (2 )　　[6 ] 2 601 井ノ上 佳祐 三岳小 (3 )　　[4 ]
ｻｶﾞｶｲﾄﾗﾌｧｴﾙ （2） GR 11"79 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ （2） GR 11"66

3 7 水野 功士郎 福島小 (1 )　　[1 ] 3 506 中坊 惇士朗 南木曽小 (2 )　　[3 ]
ﾐｽﾞﾉ ｺｳｼﾛｳ （2） GR 11"06 ﾅｶﾎﾞｳｼﾞｭﾝｼﾛｳ （2） GR 11"36

4 603 宮下 夏維 三岳小 (3 )　　[7 ] 4 8 邑上 陽樹 福島小 (1 )　　[2 ]
ﾐﾔｼﾀ ｶｲ （2） GR 12"39 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ （2） GR 11"15

5 6 田村 優都 福島小 (4 )　　[8 ] 5 201 東 拓実 日義小 (4 )　　[5 ]
ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ （2） GR 12"80 ﾋｶﾞｼ ﾀｸﾐ （2） GR 11"72

6 618 沼 蓮斗 三岳小 (5 )　　[10 ] 6 5 近藤 義継 福島小 (5 )　　[9 ]
ﾇﾏ ﾚﾝﾄ （2） GR 13"56 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾂｸﾞ （2） GR 13"55

大会記録    10秒98   上平 七夕姫（三岳クラブ）H29
              
         

[ 1 組 ] [ 2 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 464 桶野 紗歩 大桑小 (4 )　　[7 ] 2 11 田中 南帆 福島小 (2 )　　[4 ]
ｵｹﾉ ｻﾎ （3） 11"86 ﾀﾅｶ ﾅﾎ （3） 11"25

3 12 馬場 のどか 福島小 (1 )　　[2 ] 3 465 野崎 惺菜 大桑小 (5 )　　[10 ]
ﾊﾞﾊﾞﾉ ﾄﾞｶ （3） 11"16 ﾉｻﾞｷ ｾﾅ （3） 12"65

4 319 大畑 結希乃 上松小 (2 )　　[3 ] 4 508 加藤 優里菜 南木曽小 (3 )　　[6 ]
ｵｵﾊﾞﾀ ﾕｷﾉ （3） 11"24 ｶﾄｳ ﾕﾘﾅ （3） 11"42

5 507 奥村 柚奈 南木曽小 (3 )　　[5 ] 5 466 北川 遥茄 大桑小 (4 )　　[9 ]
ｵｸﾑﾗ ﾕﾅ （3） 11"26 ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙｶ （3） 12"46

6 177 岩原 心琴 木祖小 (5 )　　[8 ] 6 509 大蝶 このは 南木曽小 (1 )　　[1 ]
ｲﾜﾊﾗ ﾐｺﾄ （3） 11"93 ﾀﾞｲﾁｮｳ ｺﾉﾊ （3） GR 10"91

大会記録    10秒29   東 歩武（日義小） H28
              
         

[ 1 組 ] [ 2 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 10 武居 一樹 福島小 (1 )　　[2 ] 2 13 古瀬 和真 福島小 (4 )　　[8 ]
ﾀｹｲ ｲﾂｷ （3） 10"95 ﾌﾙｾ ｶｽﾞﾏ （3） 12"14

3 318 織田 蒼大 上松小 (2 )　　[3 ] 3 317 羽毛田 龍 上松小 (3 )　　[7 ]
ｵﾀﾞ ｿｳﾀ （3） 11"12 ﾊｹﾀ ﾘｭｳ （3） 11"80

4 14 簑島 柊弥 福島小 (5 )　　[9 ] 4 17 上村 颯大 福島小 (1 )　　[1 ]
ﾐﾉｼﾏ ｼｭｳﾔ （3） 12"29 ｶﾐﾑﾗ ｿｳﾀ （3） GR 10"14

5 15 新井 煌 福島小 (4 )　　[6 ] 5 9 今村 謙心 福島小 (2 )　　[4 ]
ｱﾗｲ ｺｳ （3） 11"72 ｲﾏﾑﾗ ｹﾝｼﾝ （3） 11"43

6 16 伊藤 泰平 福島小 (3 )　　[5 ]
ｲﾄｳ ﾀｲﾍｲ （3） 11"55

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

男子2年  60m

女子3年  60m

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

男子3年  60m

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

2



大会記録    17秒03   堀　日向子(南木曽小) H31
              
         

[ 1 組 ] [ 2 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 254 向井 柚月 開田小 (4 )　　[6 ] 2 19 桶野 優羽 福島小 (2 )　　[4 ]
ﾑｶｲﾕﾂﾞｷ （4） 19"08 ｵｹﾉ ﾕﾜ （4） 18"59

3 513 末松 実侑 南木曽小 (1 )　　[2 ] 3 610 山室 茉奈 三岳小 (3 )　　[7 ]
ｽｴﾏﾂ ﾐﾕｳ （4） GR 16"85 ﾔﾏﾑﾛ ﾏﾅ （4） 19"39

4 461 神田 茉耶 大桑小 (2 )　　[3 ] 4 511 加藤 愛里咲 南木曽小 (1 )　　[1 ]
ｶﾝﾀﾞ ﾏﾔ （4） 17"45 ｶﾄｳ ｱﾘｻ （4） GR 16"09

5 608 島尻 梓紗 三岳小 (3 )　　[5 ] 5 609 曽根田 恵生 三岳小 (4 )　　[8 ]
ｼﾏｼﾞﾘ ｱｽﾞｻ （4） 18"62 ｿﾈﾀﾞ ﾒｲ （4） 19"48

大会記録    17秒02   鈴木　暁斗(南木曽小) H31
              
         

[ 1 組 ] [ 2 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 202 倉本 朔 日義小 (3 )　　[4 ] 2 514 松原 颯希 南木曽小 (3 )　　[7 ]
ｸﾗﾓﾄ ｻｸ （4） GR 16"79 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳｷ （4） 17"50

3 150 工藤 愛斗 木祖源流TC (1 )　　[2 ] 3 255 田口 寛大 開田小 (2 )　　[5 ]
ｸﾄﾞｳ ｱｲﾄ （4） GR 16"45 ﾀｸﾞﾁｶﾝﾀ （4） GR 16"84

4 204 冨樫 歩途 日義小 (5 )　　[13 ] 4 619 蒔田 空大 三岳小 (1 )　　[1 ]
ﾄｶﾞｼ ｱﾙﾄ （4） 18"20 ﾏｷﾀ ﾋﾛﾄ （4） GR 16"14

5 510 板山 傑 南木曽小 (4 )　　[12 ] 5 203 齋藤 一 日義小 (4 )　　[10 ]
ｲﾀﾔﾏ ｽｸﾞﾙ （4） 17"98 ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ （4） 17"91

6 605 久保 享聖 三岳小 (2 )　　[3 ] 6 604 岡井 敦志 三岳小 (5 )　　[11 ]
ｸﾎﾞ ｷｮｳｾｲ （4） GR 16"75 ｵｶｲ ｱﾂｼ （4） 17"94

[ 3 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 512 志水 優斗 南木曽小 (1 )　　[6 ]
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ （4） GR 16"96

3 606 沼 輝斗 三岳小 (5 )　　[15 ]
ﾇﾏ ﾗｲﾄ （4） 18"99

4 256 小林 悠雅 開田小 (3 )　　[9 ]
ｺﾊﾞﾔｼﾕｳｶﾞ （4） 17"76

5 205 納土 脩 日義小 (4 )　　[14 ]
ﾉｳﾄﾞ ﾅｵ （4） 18"90

6 22 中谷 櫂 福島小 (2 )　　[8 ]
ﾅｶﾔ ｶｲ （4） 17"67

大会記録    14秒6   大目　有希子（開田小）H10
             
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
2 26 塚本 果央 福島小 (1 )　　[1 ]

ﾂｶﾓﾄ ｶｵ （5） 17"09
3 460 高山 千優 大桑小 (2 )　　[2 ]

ﾀｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ （5） 18"01

決勝 3 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

女子4年  100m

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

男子4年  100m

女子5年  100m

決勝

3



大会記録    14秒3   山下　真一（福島小） H6
             
         

[ 1 組 ] [ 2 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 614 宮下 拓冬 三岳小 (4 )　　[7 ] 2 443 坂家 陸 大桑小 (4 )　　[8 ]
ﾐﾔｼﾀ ﾀｸﾄ （5） 17"58 ｻｶﾔ ﾘｸ （5） 18"94

3 442 羽根田 武 大桑小 (5 )　　[10 ] 3 517 麦島 康太 南木曽小 (2 )　　[3 ]
ﾊﾈﾀﾞ ﾀｹﾙ （5） 22"17 ﾑｷﾞｼﾏ ｺｳﾀ （5） 15"87

4 24 小林 春翔 福島小 (1 )　　[2 ] 4 156 黒内 一磨 木祖源流TC (1 )　　[1 ]
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ （5） 14"56 ｸﾛｳﾁ ｶｽﾞﾏ （5） GR 13"92

5 516 中坊 慶史朗 南木曽小 (2 )　　[4 ] 5 23 安藤 史瑛 福島小 (5 )　　[9 ]
ﾅｶﾎﾞｳ ｹｲｼﾛｳ （5） 16"32 ｱﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾃﾙ （5） 19"34

6 612 上平 絢大 三岳小 (3 )　　[6 ] 6 613 奥平 晴 三岳小 (3 )　　[5 ]
ｳｴﾀｲﾗ ｹﾝﾀ （5） 16"58 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾊﾙ （5） 16"34

大会記録    14秒07   寺平　祈愛（木祖源流TC） H31
              
         

[ 1 組 ] [ 2 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 520 末松 優菜 南木曽小 (1 )　　[1 ] 2 216 越取 なおみ 日義小 (4 )　　[8 ]
ｽｴﾏﾂ ﾕﾅ （6） 15"60 ｺｼﾄﾘ ﾅｵﾐ （6） 18"51

3 172 古井 こなん 木祖源流TC (2 )　　[4 ] 3 171 岩原 朱未 木祖源流TC (3 )　　[7 ]
ﾌﾙｲ ｺﾅﾝ （6） 16"20 ｲﾜﾊﾗ ｼﾞｭﾐ （6） 16"98

4 219 鈴木 杏菜 日義小 (3 )　　[5 ] 4 214 上田 日彩 日義小 (1 )　　[1 ]
ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ （6） 16"59 ｳｴﾀﾞ ﾋｲﾛ （6） 15"60

5 173 坂岩 深央 木祖源流TC (4 )　　[6 ] 5 321 下野 扇里 上松小 (2 )　　[3 ]
ｻｶｲﾜ ﾐｵ （6） 16"73 ｼﾓﾉ ｾﾝﾘ （6） 16"18

大会記録    14秒0   野原　康太（上松小） H11
             
         

[ 1 組 ] [ 2 組 ]
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 521 三浦 好誠 南木曽小 (1 )　　[1 ] 2 210 青木 碧来 日義小 (1 )　　[5 ]
ﾐｳﾗ ｺｳｾｲ （6） GR 13"52 ｱｵｷ ﾐﾗｲ （6） 16"17

3 36 奈良尾 悠空 福島小 (3 )　　[3 ] 3 166 細野 桜太郎 木祖源流TC (3 )　　[7 ]
ﾅﾗｵ ﾕﾗ （6） 15"59 ﾎｿﾉ ｵｳﾀﾛｳ （6） 17"94

4 213 斉藤 諒 日義小 (2 )　　[2 ] 4 37 向井 大翔 福島小 (2 )　　[6 ]
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ （6） 14"94 ﾑｶｲ ﾋﾛﾄ （6） 16"47

5 32 清水 蒼太 福島小 (4 )　　[4 ]
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ （6） 15"61

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

男子5年  100m

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

女子6年  100m

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

男子6年  100m

4



大会記録    3分26秒40   山本　想（大桑陸上クラブ）H25
                
         
         

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 518 伊藤 音羽 南木曽小 (3 )　　[3 ] 6 178 加藤 愛菜 木祖小 (4 )　　[4 ]
ｲﾄｳ ｵﾄﾊ （6） 3'56"81 ｶﾄｳ ｱｲﾅ （3） 4'05"25

2 162 加藤 南 木祖源流TC (2 )　　[2 ] 7 519 加藤 愛梨 南木曽小 (1 )　　[1 ]
ｶﾄｳ ﾐﾅﾐ （5） 3'39"63 ｶﾄｳ ｱｲﾘ （6） 3'35"96

3 463 原田 佳穂 大桑小 (6 )　　[6 ] 8 217 齋藤 泉美 日義小 (8 )　　[8 ]
ﾊﾗﾀﾞ ｶﾎ （4） 4'10"39 ｻｲﾄｳ ｲｽﾞﾐ （6） 4'27"44

4 155 安原 優芽 木祖源流TC (7 )　　[7 ] 9 617 久保 明矢華 三岳小 (9 )　　[9 ]
ﾔｽﾊﾗ ﾕﾒ （4） 4'10"46 ｸﾎﾞ ｱﾔｶ （6） 4'40"42

5 462 栗山 陽菜 大桑小 (5 )　　[5 ]
ｸﾘﾔﾏ ﾋﾅ （4） 4'08"22

大会記録    3分13秒4   小林　隼人（木祖源流TC） H20
               
         
         

ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録ｵｰﾀﾞｰ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 153 日下部 良空 木祖源流TC (11 )　　[11 ] 10 259 福井 裕世 開田小 ( )
ｸｻｶﾍﾞ ﾘｸ （4） 4'21"93 ﾌｸｲﾕｳｾｲ （5） DNS

2 21 下戸 陸叶 福島小 (3 )　　[3 ] 11 167 西牧 蒼空 木祖源流TC (6 )　　[6 ]
ｼﾓﾄﾞ ﾘｸﾄ （4） 3'44"76 ﾆｼﾏｷ ｿﾗ （6） 3'59"11

3 446 北川 義晋 大桑小 (4 )　　[4 ] 12 251 上垣 正多 開田小 (14 )　　[14 ]
ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ （4） 3'52"27 ｳｴｶﾞｷ ｼｮｳﾀ （1） 4'56"40

4 20 原 佑真 福島小 (8 )　　[8 ] 13 152 西野 獅覇 木祖源流TC (13 )　　[13 ]
ﾊﾗ ﾕｳﾏ （4） 4'03"04 ﾆｼﾉ ｼﾝﾊﾞ （4） 4'56"00

5 151 原 虎之介 木祖源流TC (7 )　　[7 ] 14 252 小畔 陽稀 開田小 (12 )　　[12 ]
ﾊﾗ ﾄﾗﾉｽｹ （4） 3'59"57 ｵｸﾞﾙ ﾊﾙｷ （2） 4'39"50

6 212 倉本 瑛太 日義小 (5 )　　[5 ] 15 441 森下 創太 大桑小 ( )
ｸﾗﾓﾄ ｴｲﾀ （6） 3'55"40 ﾓﾘｼﾀ ｿｳﾀ （5） DNS

7 320 德原 孝紀 上松小 (2 )　　[2 ] 16 515 奥村 柊斗 南木曽小 (1 )　　[1 ]
ﾄｸﾊﾗ ｱﾂｷ （5） 3'42"96 ｵｸﾑﾗ ｼｭｳﾄ （5） 3'35"08

8 29 鈴木 岳人 福島小 ( ) 17 611 井ノ上 崇志 三岳小 (9 )　　[9 ]
ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾄ （6） DNS ｲﾉｳｴ ｿｳｼ （5） 4'09"42

9 616 山下 凌生 三岳小 (10 )　　[10 ]
ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ （6） 4'10"22

女子  1000m

決勝

男子  1000m

決勝

5



大会記録    60秒9   上松小学校 H8
              

          

ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/           

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ           
1 日義小(B) (4 )　[4 ] 1'09"87

208 池ノ上 毅士 ｲｹﾉｳｴ ﾂﾖｼ(5) (  3  )
209 西尾 駿佑 ﾆｼｵ ｼｭﾝｽｹ(5) (  2  )
217 齋藤 泉美 ｻｲﾄｳ ｲｽﾞﾐ(6) (  4  )
218 征矢野 莉子 ｿﾔﾉ ﾘｺ(6) (  1  )

2 福島小(D) オープン 1'16"59
4 石山 心晴 ｲｼﾔﾏ ｺﾊﾙ(2) (  2  )
6 田村 優都 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ(2) (  3  )
7 水野 功士郎 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｼﾛｳ(2) (  1  )
8 邑上 陽樹 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ(2) (  4  )

3 日義小(C) (2 )　[2 ] 1'05"73
211 粕谷 遙希 ｶｽﾔ ﾊﾙｷ(6) (  3  )
213 斉藤 諒 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ(6) (  4  )
215 倉本 真帆 ｸﾗﾓﾄ ﾏﾎ(6) (  2  )
216 越取 なおみ ｺｼﾄﾘ ﾅｵﾐ(6) (  1  )

4 南木曽小 (3 )　[3 ] 1'07"06
503 松原 蒼 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱｵ(1) (    )
508 加藤 優里菜 ｶﾄｳ ﾕﾘﾅ(3) (    )
510 板山 傑 ｲﾀﾔﾏ ｽｸﾞﾙ(4) (  1  )
511 加藤 愛里咲 ｶﾄｳ ｱﾘｻ(4) (  4  )
513 末松 実侑 ｽｴﾏﾂ ﾐｳ(4) (  2  )
514 松原 颯希 ｱﾂﾊﾞﾗ ｿｳｷ(4) (  3  )

5 日義小(A) (1 )　[1 ] 1'04"16
210 青木 碧来 ｱｵｷ ﾐﾗｲ(6) (  2  )
212 倉本 瑛太 ｸﾗﾓﾄ ｴｲﾀ(6) (  1  )
214 上田 日彩 ｳｴﾀﾞ ﾋｲﾛ(6) (  4  )
219 鈴木 杏菜 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ(6) (  3  )

6 福島小(E) オープン 1'04"60
27 紙原 颯大 ｶﾐﾊﾗ ｿｳﾀ(6) (  4  )
29 鈴木 岳人 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾄ(6) (    )
34 田中 優希羽 ﾀﾅｶ ﾕｷﾊ(6) (  1  )
35 徳武 歩 ﾄｸﾀｹ ｱﾕﾑ(6) (  3  )
11 田中 南帆 ﾀﾅｶ ﾅﾎ(3) (  2  )

男女混  4×100mR

決勝
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大会記録    61秒1   木祖小学校 H5
              

          

ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/           

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ           
2 大桑小 (4 )　[4 ] 1'11"42

460 高山 千優 ﾀｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ(5) (  2  )
461 神田 茉耶 ｶﾝﾀﾞ ﾏﾔ(4) (  1  )
462 栗山 陽菜 ｸﾘﾔﾏ ﾋﾅ(4) (  3  )
463 原田 佳穂 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾎ(4) (  4  )
464 桶野 紗歩 ｵｹﾉ ｻﾎ(3) (    )
466 北川 遥茄 ｷﾀｶﾞﾜ ﾊﾙｶ(3) (    )

3 木祖小 (5 )　[5 ] 1'12"89
179 原 心凪 ﾊﾗ ｺｺﾅ(3) (  1  )
180 原 暖乃香 ﾊﾗ ﾉﾉｶ(3) (  2  )
177 岩原 心琴 ｲﾜﾊﾗ ﾐｺﾄ(3) (  3  )
178 加藤 愛菜 ｶﾄｳ ｱｲﾅ(3) (  4  )

4 木祖源流TC(A) (2 )　[2 ] 1'05"91
171 岩原 朱未 ｲﾜﾊﾗ ｼﾞｭﾐ(6) (  1  )
173 坂岩 深央 ｻｶｲﾜ ﾐｵ(6) (  2  )
162 加藤 南 ｶﾄｳ ﾐﾅﾐ(5) (  3  )
172 古井 こなん ﾌﾙｲ ｺﾅﾝ(6) (  4  )

5 南木曽小 (1 )　[1 ] 1'01"78
518 伊藤 音羽 ｲﾄｳ ｵﾄﾊ(6) (  1  )
519 加藤 愛梨 ｶﾄｳ ｱｲﾘ(6) (  2  )
520 末松 優菜 ｽｴﾏﾂ ﾕﾅ(6) (  4  )
522 吉田 朱里 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ(6) (  3  )

6 木祖源流TC(B) (3 )　[3 ] 1'08"71
154 邊見 迪 ﾍﾝﾐ ﾐﾁ(4) (  1  )
164 水本 悠月 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ(5) (  2  )
155 安原 優芽 ﾔｽﾊﾗ ﾕﾒ(4) (  3  )
165 奥谷 愛香 ｵｸﾀﾆ ｱｲｶ(5) (  4  )

女子  4×100mR

決勝
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大会記録    55秒8   福島小学校 H7
              

          

[ 1 組 ] ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/ [ 2 組 ] ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ

2 木祖源流TC(A) (2 )　[4 ] 1'02"37 2 南木曽小 (1 )　[1 ] 1'01"17
167 西牧 蒼空 ﾆｼﾏｷ ｿﾗ(6) (  1  ) 512 志水 優斗 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ(4) (  2  )
170 原 昊椰 ﾊﾗ ｺｳﾔ(6) (  2  ) 516 中坊 慶史朗 ﾅｶﾎﾞｳ ｹｲｼﾛｳ(5) (  3  )
169 神出 奏和 ｼﾞﾝﾃﾞ ｶﾅﾄ(6) (  3  ) 517 麦島 康太 ﾑｷﾞｼﾏ ｺｳﾀ(5) (  1  )
156 黒内 一磨 ｸﾛｳﾁ ｶｽﾞﾏ(5) (  4  ) 521 三浦 好誠 ﾐｳﾗ ｺｳｾｲ(6) (  4  )

3 三岳小(A) (3 )　[5 ] 1'08"01 3 三岳小(B) (3 )　[6 ] 1'08"68
604 岡井 敦志 ｵｶｲ ｱﾂｼ(4) (  3  ) 611 井ノ上 崇志 ｲﾉｳｴ ｿｳｼ(5) (  1  )
605 久保 享聖 ｸﾎﾞ ｷｮｳｾｲ(4) (  2  ) 612 上平 絢大 ｳｴﾀｲﾗ ｹﾝﾀ(5) (  2  )
606 沼 輝斗 ﾇﾏ ﾗｲﾄ(4) (  1  ) 613 奥平 晴 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾊﾙ(5) (  4  )
619 蒔田 空大 ﾏｷﾀ ﾋﾛﾄ(4) (  4  ) 614 宮下 拓冬 ﾐﾔｼﾀ ﾀｸﾄ(5) (  3  )

4 福島小(B) (1 )　[2 ] 1'01"80 4 日義小 (4 )　[8 ] 1'10"21
24 小林 春翔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ(5) (  1  ) 202 倉本 朔 ｸﾗﾓﾄ ｻｸ(4) (  4  )
32 清水 蒼太 ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ(6) (  2  ) 203 齋藤 一 ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ(4) (  3  )
33 田川 遥太 ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾀ(6) (  4  ) 204 冨樫 歩途 ﾄｶﾞｼ ｱﾙﾄ(4) (  2  )
37 向井 大翔 ﾑｶｲ ﾋﾛﾄ(6) (  3  ) 205 納土 脩 ﾉｳﾄﾞ ﾅｵ(4) (  1  )

5 大桑小 (4 )　[7 ] 1'08"71 5 福島小(C) (2 )　[3 ] 1'01"95
440 野崎 蒼空 ﾉｻﾞｷ ｿﾗ(6) (  3  ) 28 小坂 瑛純 ｺｻｶ ｴｲｼﾞｭﾝ(6) (  4  )
441 森下 創太 ﾓﾘｼﾀ ｿｳﾀ(5) (  4  ) 30 田川 翔太 ﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ(6) (  1  )
444 瀬脇 青馬 ｾﾜｷ ﾊﾙﾏ(5) (  1  ) 31 伊藤 紀助 ｲﾄｳ ｷｽｹ(6) (  2  )
445 西 倖生 ﾆｼ ｺｳｾｲ(5) (  2  ) 36 奈良尾 悠空 ﾅﾗｵ ﾕﾗ(6) (  3  )
446 北川 義晋 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ(4) (    )

6 福島小(A) (5 )　[10 ] 1'19"39 6 木祖源流TC(B) (5 )　[9 ] 1'13"09
9 今村 謙心 ｲﾏﾑﾗ ｹﾝｼﾝ(3) (  4  ) 166 細野 桜太郎 ﾎｿﾉ ｵｳﾀﾛｳ(6) (  1  )

10 武井 一樹 ﾀｹｲ ｲﾂｷ(3) (  2  ) 151 原 虎之介 ﾊﾗ ﾄﾗﾉｽｹ(4) (  2  )
13 古瀬 和真 ﾌﾙｾ ｶｽﾞﾏ(3) (  3  ) 152 西野 獅覇 ﾆｼﾉ ｼﾝﾊﾞ(4) (  3  )
14 簑島 柊弥 ﾐﾉｼﾏ ｼｭｳﾔ(3) (  1  ) 150 工藤 愛斗 ｸﾄﾞｳ ｱｲﾄ(4) (  4  )

男子  4×100mR

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ
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大会記録    27m38   清水 葵生(木祖源流TC 6) H31
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 615 原 志緒莉 三岳小 (1)          

ﾊﾗ ｼｵﾘ （5） 17.10

大会記録    34m95   奥平 快(三岳小6) H31
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 158 奥原 泰史 木祖源流TC (11)          

ｵｸﾊﾗ ﾀｲｼ （5） 27.03
2 27 紙原 颯大 福島小 (3)

ｶﾐﾊﾗ ｿｳﾀ （6） GR 39.44
3 157 岩原 蒼真 木祖源流TC (2)

ｲﾜﾊﾗ ｿｳﾏ （5） GR 43.08
4 25 武居 樟 福島小 (8)

ﾀｹｲ ｼｮｳ （5） 33.37
5 160 坪井 恭太郎 木祖源流TC (4)

ﾂﾎﾞｲ ｷｮｳﾀﾛｳ （5） GR 39.07
6 28 小坂 瑛純 福島小 (6)

ｺｻｶ ｴｲｼﾞｭﾝ （6） GR 36.32
7 211 粕谷 遙希 日義小 (12)

ｶｽﾔ ﾊﾙｷ （6） 25.93
8 445 西 倖生 大桑小 (7)

ﾆｼ ｺｳｷ （5） 34.56
9 31 伊藤 紀助 福島小 (9)

ｲﾄｳ ｷｽｹ （6） 30.94
10 444 瀬脇 青馬 大桑小 (1)

ｾﾜｷ ﾊﾙﾏ （5） GR 43.73
11 161 小垣外 世羅 木祖源流TC (5)

ｺｶﾞﾄ ｾﾗ （5） GR 37.35
12 30 田川 翔太 福島小 (10)

ﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ （6） 27.64

大会記録    1m20   野口　美奈（福島小） H11
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 165 奥谷 愛香 木祖源流TC (3)          

ｵｸﾀﾆ ｱｲｶ （5） 1.00
2 35 徳武 歩 福島小 (1)

ﾄｸﾀｹ ｱﾕﾑ （6） 1.10
3 215 倉本 真帆 日義小 (2)

ｸﾗﾓﾄ ﾏﾎ （6） 1.00

大会記録    1m25   上野　蒼生 H19
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 440 野崎 蒼空 大桑小 (1)          

ﾉｻﾞｷ ｿﾗ （6） 1.10

男子5・6年  走高跳

決勝

女子5・6年  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

男子5・6年  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

女子5・6年  走高跳

決勝
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大会記録    2ｍ76   徳武 歩（福島小 4） H31
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 179 原 心凪 木祖小 (5 ) 2.28          

ﾊﾗ ｺｺﾅ （3）
2 18 徳武 果 福島小 (2 ) 2.57

ﾄｸﾀｹ ｺﾉﾐ （3）
3 207 三宅 優希乃 日義小 (4 ) 2.36

ﾐﾔｹ ﾕｷﾉ （4）
4 154 邊見 迪 木祖源流TC (1 ) 2.60

ﾍﾝﾐ ﾐﾁ （4）
5 206 奥原 美咲 日義小 (3 ) 2.36

ｵｸﾊﾗ ﾐｻｷ （4）

大会記録    3m50   原瀬 琉桜（上松小4） H31
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 257 小林 海晴 開田小 (1 ) 2.73          

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ （4）

大会記録    3m22   武居 愛実（南木曽小） H30
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 164 水本 悠月 木祖源流TC (1 ) 2.88          

ﾐｽﾞﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ （5）

大会記録    3m25   下戸 柊人（福島小） H30
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 258 高島 蓮生 開田小 (1 ) 2.57          

ﾀｶｼﾏ ﾚﾝ （5）

大会記録    3m60   武居 愛実（南木曽小） H31
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 34 田中 優希羽 福島小 (1 ) 3.60          

ﾀﾅｶ ﾕｷﾊ （6） GR

女子5年  走幅跳

決勝

男子5年  走幅跳

決勝

女子6年  走幅跳

決勝

女子4年以下  走幅跳

決勝

男子4年以下  走幅跳

決勝
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大会記録    3m85   下戸 柊人（福島小） H31
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 169 神出 奏和 木祖源流TC (4 ) 3.02          

ｼﾞﾝﾃﾞ ｶﾅﾄ （6）
2 168 古畑 大和 木祖源流TC (3 ) 3.14

ﾌﾙﾊﾀ ﾔﾏﾄ （6）
3 170 原 昊椰 木祖源流TC (1 ) 4.03

ﾊﾗ ｺｳﾔ （6） GR
4 33 田川 遥太 福島小 (2 ) 4.02

ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾀ （6） GR

男子6年  走幅跳

決勝
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