
第26回長野県小学生陸上 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：長野陸上競技協会 跳躍審判長 富松健夫
後援：(財)日本陸上競技連盟・長野県教育委員会・安藤スポーツ食文化財団・信濃毎日新聞社 投擲審判長 伊藤利博
【開催日】 平成21年6月28日（日） 混成審判長 藤森茂幸
【主催団体】 長野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 竹内秀樹
(GR:大会新,KR GR:県新) 女  子 【競技場】県松本平広域公園

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
 6/29 女子 甘利 祐子(6) 3:16.69 小林美帆(6) 3:18.30 新原徳子(6) 3:19.94 千野 恵実(5) 3:20.40 田川 綺菜(6) 3:22.48 北原 明香里(6) 3:23.08 竹内 優花(5) 3:24.35 蟹沢 紗希(6) 3:24.42

1000m 北御牧 川中島JRC 川中島JRC 坂城JAC 菅平 美篶 坂城JAC 赤穂東
 6/29  +0.2 高瀬 実由(6) 14.24 由井 晶(6) 14.43 手塚 友里加(6) 15.18 山田 かなで(6) 15.40 渡辺  希(6) 15.54 矢島 萌(5) 16.03 新井 咲(6) 16.10

80mH 浅科AC 川上第一 穂高南小 長谷 野岸AC 岡谷小 開智小
 6/29 山﨑 葵衣(6) 1.26 鈴木 花音(6) 開田小 1.23 金沢 聖耕(6) 1.20 江森 綾香(6) 麻績小 1.15 花岡 蘭(6) 穂高南小 1.15

走高跳 辰野西 吉村 彩加(6) ｽﾎﾟｺﾐ東北 西箕輪 髙見澤 実樹(6) 南牧南 長岡瑞穂(6) 堀金小
北島 実乃里(6) 白馬南小

 6/29 小林にじほ(6) 4.21(+1.9) 岩崎ちひろ(6) 4.16(+1.3) 安田 若菜(6) 4.14(-0.8) 栗空亜沙美(6) 4.10(+2.7) 柳沢 留衣(6) 4.10(+1.7) 甘利 美帆(6) 4.01(+2.2) 近藤はるか(6) 3.80(+1.3) 高木 京香(6) 3.78(+1.7)
走幅跳 小井川小 ｽﾎﾟｺﾐ東北 日義小 王滝小 白馬AC 岸野AC 中洲小 開明小

 6/29 金沢 聖恩(6) 55.41 杉戸 小雪(6) 51.32 宮田 くぬぎ(5) 48.93 三浦 友紀(6) 47.55 石田 華乃(6) 46.05 遠山 歩未(6) 43.85 油井 朋美(6) 43.75 行田 明夢(6) 43.45
ﾎﾞｰﾙ投 西箕輪 GR 松尾小 池田小 泉野小 穂高南小 島立小 切原 原小

 6/29 高島小       56.41 松川陸上       57.29 望月AC       57.30 信州新町       57.58 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗       57.68 穂高南小       57.78 飯島(A)       58.11 開智小(A)       58.79
4×100m 河西 綾香(6) 家苗 蒔(6) 田中 里佳(5) 酒井芽美(6) 酒井 優梨愛(6) 勝野 萌子(6) 白鳥 笑(6) 関 裟耶花(6)

花岡 果林(6) 北見 舞夏(6) 清水 晶絵(6) 篠根 未来(6) 臼井 陽菜(6) 臼井汐音(6) 小川 育代(6) 麻沼 優紀(6)
小口 珠緒(6) 菅沼 真洸(6) 大森 旺羽(6) 村田 智恵美(6) 曽根原 愛(6) 藤田 あかり(6) 蟹澤 結(6) 中平 菜月(6)
長谷川 流奈(6) 南林 いずみ(6) 片桐 穂花(6) 牛澤恵理(6) 島田 有紀(6) 西澤 知世(6) 久保田 里菜(6) 天野 夏美(6)

 6/29 ５年女子  +2.7 西村 佳菜子(5) 14.37 三井 ﾏｲｷ(5) 14.41 田村 有利奈(5) 14.58 伊藤 あおい(5) 14.78 平谷 早菜(5) 14.82 瀬在 梨可(5) 14.90 小林 彩七(5) 14.92 春原 愛莉紗(5) 14.96
100m 二子小 千曲 坂城JAC 明南小 塩尻東小 更埴陸上教 豊科南小 坂城JAC

 6/29 ６年女子  +1.8 金田 華実(6) 13.19 降旗 菜津美(6) 14.13 中西 保乃花(6) 14.37 宮澤 小春(6) 14.49 細田 真央(6) 14.57 大塚 七海子(6) 14.59 向山 加菜(6) 14.60 村上 弥光(6) 14.92
100m 浅科AC KR GR 大町南小 穂高西小 長野市陸上教 田中 長野市陸上教 伊那東 八坂小

 6/29 オープン女子 市沢 日菜(6) 15.10 中村 日菜子(6) 15.24 井出 さくら(6) 15.49 松澤 稜(6) 15.61 小町谷 有香(5) 赤穂(A) 15.64 三村 真央(6) 15.78 岡野 明日香(6) 15.83
100m 松川陸上 長地小 昭和 大町北小 吉田みさき(4) 南箕輪(A) 豊科南小 中洲小

男  子 / 女  子 【競技場】県松本平広域公園
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
 6/29 男女混合 豊科北小(A)       57.97 ｺﾒｯﾄ波田（A）      58.61 富士見小       58.62 明科かけっこｸ      58.73 南箕輪(A)       59.20 追手町小       59.27 赤穂(A)       59.62 水明AC(A)       59.73

4×100m 山口樹々(5) 高波 舞(5) 唐澤 季里(5) 児玉 奈美(5) 渡邉友香(5) 石川アマンダ(5) 竹村瑞香(5) 小林 夢実(5)
森 愛美(5) 百瀬 奈樹沙(5) 折井 楓華(5) 鳥羽 美宇(5) 原七瀬(5) 酒井 理奈(5) 所河佑衣(5) 柳沢 優花(5)
角山壮哉(5) 木崎 光輝(5) 藤澤 祐哉(5) 渡辺 大介(5) 加藤蒼一朗(5) 宮田 友和(5) 飯塚 錬(5) 荻原 裕貴(5)
麻田将吾(5) 有馬 直(5) 小林 未到(5) 大月 海世(5) 髙坂雅也(5) 井口 亮(5) 井口翔太(5) 吉澤 亮(5)



開催日 平成21年6月28日（日） トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
女子  6/29  1組  1 溝口友己歩(6)  3:34.63  2 赤澤 あゆな(6)  3:36.08  3 相馬未来(6)  3:36.13  4 松澤 実紀(6)  3:36.87

王滝小 白馬北小 八千穂 白馬AC
 5 上條 奈央(6)  3:37.62  6 松澤 わかな(6)  3:39.03  7 山本 彩恵(6)  3:44.31  8 福島 雛子(5)  3:46.78

大町北小 三郷小 浅科AC 島内小
 9 宮下 すず(6)  3:47.03 10 三井 亜友(6)  3:50.91 11 服部 優希(5)  3:52.27 12 瀬下 智香(6)  3:53.45

麻績小 傍陽 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ 立科
13 菊池 彩加(6)  3:53.69 14 千見寺 美未香(5)  3:56.23 15 樋沢 早帆美(5)  3:56.55 16 和田聖香(6)  3:57.67

中込 鎌田小 本原 川中島JRC
17 古越 由樹子(6)  3:58.59 18 油井 理子(5)  3:58.95 19 阿部 こころ(6)  3:59.56 20 岩下 香菜子(5)  4:01.07

美南ｶﾞ丘 小海 佐久西 北御牧
 2組  1 矢澤 茉璃奈(5)  3:26.02  2 市川 舞(6)  3:28.56  3 中野 美智恵(6)  3:29.06  4 小林 希良莉(6)  3:29.73

諏訪FA 城南小 旭町小 川中島
 5 小林 純玲(6)  3:31.06  6 宮坂 季恵(6)  3:31.90  7 高橋 奈都花(6)  3:31.93  8 林 結菜(6)  3:33.80

泉野小 高島小 中込 神明小
 9 名取 萌花(5)  3:34.46 10 清水彩音(5)  3:37.10 11 南澤 怜奈(6)  3:38.54 12 岡田 萌花(6)  3:39.02

広丘小 南箕輪 二子小 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ
13 小林 千佳(5)  3:39.90 14 松田 未来(5)  3:41.65 15 関 紗和子(6)  3:41.79 16 吉川 夏鈴(6)  3:41.99

城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ 喬木陸上 長野市陸上教 鼎小
17 竹内 詩織(6)  3:42.16 18 鵜澤 小夏(5)  3:48.47 天野 志織(6) 欠場

中込 富士里 塩尻吉田小
 3組  1 甘利 祐子(6)  3:16.69  2 小林美帆(6)  3:18.30  3 新原徳子(6)  3:19.94  4 千野 恵実(5)  3:20.40

北御牧 川中島JRC 川中島JRC 坂城JAC
 5 田川 綺菜(6)  3:22.48  6 北原 明香里(6)  3:23.08  7 竹内 優花(5)  3:24.35  8 蟹沢 紗希(6)  3:24.42

菅平 美篶 坂城JAC 赤穂東
 9 西本梨花(5)  3:25.24 10 三村 静香(6)  3:25.70 11 堀内 智加(5)  3:25.74 12 中沢蒔(6)  3:26.83

川中島JRC 菅野小 中沢 小山
13 冨沢 理沙子(6)  3:28.67 14 山岸 鈴加(5)  3:30.55 15 関口 彩(6)  3:31.72 16 中原 優奈(5)  3:36.16

青木島 松川陸上 青木島 高遠
17 熊谷 菜美(6)  3:36.55 18 関島 友里佳(6)  3:41.55 荻原 由紀子(6) 欠場

上郷小 鼎小 浅科AC
女子  6/29 +0.2  1 高瀬 実由(6)    14.24  2 由井 晶(6)    14.43  3 手塚 友里加(6)    15.18  4 山田 かなで(6)    15.40

浅科AC 川上第一 穂高南小 長谷
 5 渡辺  希(6)    15.54  6 矢島 萌(5)    16.03  7 新井 咲(6)    16.10 藤巻 奈々(5) 失格

野岸AC 岡谷小 開智小 岸野AC
５年女子  6/29 +2.7  1 西村 佳菜子(5)    14.37  2 三井 ﾏｲｷ(5)    14.41  3 田村 有利奈(5)    14.58  4 伊藤 あおい(5)    14.78

二子小 千曲 坂城JAC 明南小
 5 平谷 早菜(5)    14.82  6 瀬在 梨可(5)    14.90  7 小林 彩七(5)    14.92  8 春原 愛莉紗(5)    14.96

塩尻東小 更埴陸上教 豊科南小 坂城JAC
６年女子  6/29 +1.8  1 金田 華実(6)    13.19  2 降旗 菜津美(6)    14.13  3 中西 保乃花(6)    14.37  4 宮澤 小春(6)    14.49

浅科AC 大町南小 穂高西小 長野市陸上教
 5 細田 真央(6)    14.57  6 大塚 七海子(6)    14.59  7 向山 加菜(6)    14.60  8 村上 弥光(6)    14.92

田中 長野市陸上教 伊那東 八坂小
オープン女子  6/29  1組 -0.6  1 小町谷 有香(5)    15.64  2 岡野 明日香(6)    15.83  3 遠藤 利佳(5)    15.88  4 友渕 若穂(4)    17.26

赤穂(A) 中洲小 梓川小(B) 寿 小
 5 上條 千夏(6)    17.27  6 奥原 鈴(6)    17.90

鎌田小 島立小
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開催日 平成21年6月28日（日） トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 2組 +1.3  1 市沢 日菜(6)    15.10  2 中村 日菜子(6)    15.24  3 井出 さくら(6)    15.49  4 松澤 稜(6)    15.61
松川陸上 長地小 昭和 大町北小

 5 北原 恵美(6)    16.35  6 大澤 花菜(6)    16.38  7 森本 遥(6)    16.91 森山 天真恵(5) 欠場
諏訪ｼﾞｭﾆｱ 飯島(A) 松尾小 片丘小

 3組 +1.1  1 三村 真央(6)    15.78  2 小林 可奈(6)    15.89  3 横田 鈴音(6)    16.12  4 幸村紗雪(6)    16.29
豊科南小 望月AC 上郷小 赤穂(A)

 5 鈴木 衣織(6)    16.52  6 漆原 光希(6)    16.53  7 竹本 亜矢(6)    17.42  8 芦部 未来(6)    17.58
木島平北部 水明AC ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗 赤穂南

 4組 -0.1  1 吉田みさき(4)    15.64  2 青柳 里央(4)    16.19  3 長谷川 聖奈(4)    16.20  4 臼井美紅(4)    16.26
南箕輪(A) 明科かけっこｸ 高島小 豊科北小(B)

 5 吉岡 綾子(4)    16.68  6 関川 真穂(4)    16.75  7 宍戸 琴葉(4)    17.10  8 青木 彩花(4)    17.22
長地小 高森南小 豊科東小 並柳小

 5組 -0.3  1 鷹野原 睦(5)    16.62  2 木村 真衣(4)    17.17  3 安藤 里架(4)    17.84 尾崎まどか(5) 欠場
湖東小 川上第一(A) ｺﾒｯﾄ波田( 日義小(A)



P. 1

_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成21年6月28日（日）
会場：県松本平広域公園

大会記録(GR)                  3:03.52 

甘利 祐子(6) 北御牧     3:16.69    3    1
ｱﾏﾘ ﾕｳｺ
小林美帆(6) 川中島JRC     3:18.30    3    2
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾐﾎ
新原徳子(6) 川中島JRC     3:19.94    3    3
ｼﾝﾊﾞﾗ ﾄｸｺ
千野 恵実(5) 坂城JAC     3:20.40    3    4
ﾁﾉ  ﾒｸﾞﾐ
田川 綺菜(6) 菅平     3:22.48    3    5
ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ
北原 明香里(6) 美篶     3:23.08    3    6
ｷﾀﾊﾗ ｱｶﾘ
竹内 優花(5) 坂城JAC     3:24.35    3    7
ﾀｹｳﾁ  ﾕｳｶ
蟹沢 紗希(6) 赤穂東     3:24.42    3    8
ｶﾆｻﾜ ｻｷ
西本梨花(5) 川中島JRC     3:25.24    3    9
ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ
三村 静香(6) 菅野小     3:25.70    3   10
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ
堀内 智加(5) 中沢     3:25.74    3   11
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ
矢澤 茉璃奈(5) 諏訪FA     3:26.02    2    1
ﾔｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ
中沢蒔(6) 小山     3:26.83    3   12
ﾅｶｻﾞﾜﾏｲ
市川 舞(6) 城南小     3:28.56    2    2
ｲﾁｶﾜ ﾏｲ
冨沢 理沙子(6) 青木島     3:28.67    3   13
ﾄﾐｻﾜ ﾘｻｺ
中野 美智恵(6) 旭町小     3:29.06    2    3
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ
小林 希良莉(6) 川中島     3:29.73    2    4
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾘ
山岸 鈴加(5) 松川陸上     3:30.55    3   14
ﾔﾏｷﾞｼｽｽﾞｶ
小林 純玲(6) 泉野小     3:31.06    2    5
ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ
関口 彩(6) 青木島     3:31.72    3   15
ｾｷｸﾞﾁ ｱﾔ
宮坂 季恵(6) 高島小     3:31.90    2    6
ﾐﾔｻｶ ｷｴ
高橋 奈都花(6) 中込     3:31.93    2    7
ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｶ
林 結菜(6) 神明小     3:33.80    2    8
ﾊﾔｼ ﾕｲﾅ
名取 萌花(5) 広丘小     3:34.46    2    9
ﾅﾄﾘ ﾓｴｶ
溝口友己歩(6) 王滝小     3:34.63    1    1
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ
赤澤 あゆな(6) 白馬北小     3:36.08    1    2
ｱｶｻﾞﾜ  ｱﾕﾅ
相馬未来(6) 八千穂     3:36.13    1    3
ｿｳﾏﾐｸ
中原 優奈(5) 高遠     3:36.16    3   16
ﾅｶﾊﾗ  ﾕｳﾅ
熊谷 菜美(6) 上郷小     3:36.55    3   17
ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾐ
松澤 実紀(6) 白馬AC     3:36.87    1    4
ﾏﾂｻﾞﾜ  ﾐﾉﾘ
清水彩音(5) 南箕輪     3:37.10    2   10
ｼﾐｽﾞｱﾔﾈ
上條 奈央(6) 大町北小     3:37.62    1    5
ｶﾐｼﾞｮｳ  ﾅｵ
南澤 怜奈(6) 二子小     3:38.54    2   11
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ  ﾚﾅ
岡田 萌花(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:39.02    2   12
ｵｶﾀﾞ ﾓｴｶ
松澤 わかな(6) 三郷小     3:39.03    1    6
ﾏﾂｻﾞﾜ  ﾜｶﾅ
小林 千佳(5) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:39.90    2   13
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶ

第26回長野県小学生陸上
主催：長野陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟・長野県教育委員会・安藤スポーツ食文化財団・信濃毎日新聞社
協賛：日清食品株式会社

2009/06/28 16:35

タイムレース    女子            1000m           決勝      ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

藤森茂幸
竹内秀樹

記録 組 順位 備考順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

3  2339

4  2269

1  2174

2  2337

7  2268

8  2820

5  2072

6  2796

11  2829

12  2713

9  2340

10  2652

15  2325

16  2612

13  2285

14  2722

19  2750

20  2324

17  2336

18  2897

23  2692

24  2550

21  2729

22  2104

27  2147

28  2811

25  2520

26  2580

31  2778

32  2563

29  2856

30  2573

35  2461

36  2304

33  2668

34  2302



P. 2

_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成21年6月28日（日）
会場：県松本平広域公園

第26回長野県小学生陸上
主催：長野陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟・長野県教育委員会・安藤スポーツ食文化財団・信濃毎日新聞社
協賛：日清食品株式会社

2009/06/28 16:35

タイムレース    女子            1000m           決勝      ﾄﾗｯｸ審判長
記録主任：

藤森茂幸
竹内秀樹

関島 友里佳(6) 鼎小     3:41.55    3   18
ｾｷｼﾞﾏﾕﾘｶ
松田 未来(5) 喬木陸上     3:41.65    2   14
ﾏﾂﾀﾞ ﾐｸ
関 紗和子(6) 長野市陸上教     3:41.79    2   15
ｾｷ  ｻﾜｺ
吉川 夏鈴(6) 鼎小     3:41.99    2   16
ﾖｼｶﾜｶﾘﾝ
竹内 詩織(6) 中込     3:42.16    2   17
ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ
山本 彩恵(6) 浅科AC     3:44.31    1    7
ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ
福島 雛子(5) 島内小     3:46.78    1    8
ﾌｸｼﾏ ﾋﾅｺ
宮下 すず(6) 麻績小     3:47.03    1    9
ﾐﾔｼﾀ ｽｽﾞ
鵜澤 小夏(5) 富士里     3:48.47    2   18
ｳｻﾞﾜ ｺﾅﾂ
三井 亜友(6) 傍陽     3:50.91    1   10
ﾐﾂｲ ｱﾕ
服部 優希(5) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:52.27    1   11
ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｷ
瀬下 智香(6) 立科     3:53.45    1   12
ｾｼﾞﾓ  ﾄﾓｶ
菊池 彩加(6) 中込     3:53.69    1   13
ｷｸﾁ ｱﾔｶ
千見寺 美未香(5) 鎌田小     3:56.23    1   14
ﾁｹﾝｼﾞ ﾐﾐｶ
樋沢 早帆美(5) 本原     3:56.55    1   15
ﾋｻﾞﾜ ｻﾎﾐ
和田聖香(6) 川中島JRC     3:57.67    1   16
ﾜﾀﾞ ｾｲｶ
古越 由樹子(6) 美南ｶﾞ丘     3:58.59    1   17
ﾌﾙｺｼ ﾕｷｺ
油井 理子(5) 小海     3:58.95    1   18
ﾕｲ ﾘｺ
阿部 こころ(6) 佐久西     3:59.56    1   19
ｱﾍﾞ ｺｺﾛ
岩下 香菜子(5) 北御牧     4:01.07    1   20
ｲﾜｼﾀ ｶﾅｺ
天野 志織(6) 塩尻吉田小    2 欠場
ｱﾏﾉ ｼｵﾘ
荻原 由紀子(6) 浅科AC    3 欠場
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｷｺ

順位 備考順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名
37  2853

38  2864

記録 組

41  2105

42  2096

39  2370

40  2854

45  2384

46  2164

43  2659

44  2609

49  2106

50  2635

47  2303

48  2190

53  2157

54  2058

51  2179

52  2338

 2545

 2093

55  2047

56  2178



開催日 平成21年6月28日（日） トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
女子  6/29  1組 -0.1  1 山田 かなで(6)    15.11  2 佐藤 仁美(6)    16.34  3 海野 夏菜子(6)    16.93  4 上條 真依(6)    17.01

長谷 北御牧 栗ｶﾞ丘 今井小
 5 木村 彩乃(6)    17.57  6 浅田 静香(6)    18.81  7 峯村 真理子(6)    19.32  8 河西 琴音(5)    22.27

穂高北小 ﾛﾃﾞｨｵ望月 信州新町 宮川小
立岩優里(5) 欠場

高瀬
 2組 -0.5  1 高瀬 実由(6)    14.62  2 岸田 藍(6)    16.72  3 大槻 沙也加(6)    17.22  4 酒井 美沙希(6)    17.49

浅科AC 野岸AC 今井小 手良
 5 中村 あかね(5)    17.51  6 竹花 晴佳(5)    18.32  7 佐藤 聖梨奈(5)    18.78  8 関 ちなつ(5)    18.99

大町東小 ﾛﾃﾞｨｵ望月 柏原 境小
竹田 悠莉(6) 欠場

泉台
 3組 +1.0  1 手塚 友里加(6)    15.31  2 山本 ななみ(6)    16.27  3 薄井 美聖(6)    16.81  4 瀧澤 祐希(6)    17.29

穂高南小 両小野 池田小 共和
 5 羽場 希帆(6)    17.30  6 大井 楓(5)    18.04  7 池田 あかり(6)    18.20  8 小林 花歩(6)    20.45

立科 小海 高島小 昭和
 9 倉橋 美紗(6)    20.74

今井小
 4組 +0.3  1 由井 晶(6)    15.03  2 野村 優衣(6)    16.95  3 西村 紗英(6)    17.11  4 木崎 詩乃(6)    17.38

川上第一 高遠 白馬北小 野沢
 5 高根 くるみ(5)    17.43  6 樋口 咲弥(5)    17.57  7 成澤 朋花(5)    19.00  8 新井 可奈子(6)    23.54

浅科AC 梓川小 山ﾉ内東 篠ﾉ井西
南 有美(6) 欠場

天龍小
 5組 +1.1  1 藤巻 奈々(5)    15.61  2 新井 咲(6)    16.13  3 小林 真菜(6)    16.91  4 野村 乃愛(6)    17.04

岸野AC 開智小 戸狩 ｺﾒｯﾄ波田
 5 樋屋 彩(5)    17.28  6 岩井 菜青(6)    17.57  7 渡邉 彩華(5)    18.41  8 竹田 彩香(5)    25.45

赤穂東 三郷小 小山 境小
井出 春佳(5) 失格

中込
 6組 +1.1  1 渡辺  希(6)    15.74  2 矢島 萌(5)    16.14  3 宮沢 明奈(6)    16.17  4 佐藤 加奈(6)    16.23

野岸AC 岡谷小 山形小 栗ｶﾞ丘
 5 小澤 美紀(6)    17.12  6 橋本 実季(6)    17.34  7 小林 奈々美(5)    18.44  8 神林早紀(5)    20.21

豊科東小 浅科AC 柏原 小山
５年女子  6/29  1組 +0.1  1 渡貫 さやか(5)    15.32  2 田中 麻紘(5)    15.36  3 小松 怜子(5)    15.44  4 大石 彩未(5)    15.48

東っ子ｸﾗﾌﾞ 仁礼 城南小 開智小
 5 大塚 雨音(5)    15.52  6 廣野 美咲(5)    15.95  7 加納 采弥(5)    16.27  8 神津 梨乃(5)    16.33

山辺小 赤穂南 長野市陸上教 佐久市東
 9 津金 朋代(5)    16.47

中佐都
 2組 +0.8  1 平谷 早菜(5)    14.80  2 宮下 あかね(5)    15.23  3 松村彩乃(5)    15.28  4 宮坂 晏古(5)    15.29

塩尻東小 坂城JAC 中川少年陸上 上田東
 5 牧元 美沙(5)    15.31  6 伊藤 杏奈(5)    15.71  7 荒井 祐里奈(5)    16.09  8 池上 未来(5)    16.28

大町北小 宮川小 共和 傍陽
 9 菅沼 沙耶(5)    16.54

ｲｲﾀﾞｯｼｭ

100m

順
位

順
位

順
位

順
位

80mH



開催日 平成21年6月28日（日） トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 3組 +1.3  1 春原 愛莉紗(5)    14.65  2 小島 愛珠香(5)    15.33  3 今福 莉里花(5)    15.49  4 重盛 槙(5)    15.49
坂城JAC 菅平 鎌田小 開智小

 5 細井悠希江(5)    15.76  6 酒井 菜月(5)    16.03  7 澤柳 里香(5)    16.06 北澤 愛衣梨(5) 欠場
大岡 御代田南 鼎小 徳間

征矢 遥(5) 欠場
小井川小

 4組 +1.8  1 伊藤 あおい(5)    14.75  2 五十棲ゆり(5)    15.33  3 宮下しずく(5)    15.47  4 望月 るり(5)    15.52
明南小 御代田北 中川西 宗賀小

 5 小池 智里(5)    15.84  6 森下 真歩(5)    16.01  7 清水 綺羅(5)    16.16  8 渡辺 安寿(5)    16.26
境小 上郷小 三水第一 北御牧

 9 田中 祐里(5)    17.75
坂城JAC

 5組 -0.4  1 三井 ﾏｲｷ(5)    14.51  2 田村 有利奈(5)    14.52  3 小林 彩七(5)    14.86  4 中村 菜美(5)    15.50
千曲 坂城JAC 豊科南小 豊丘

 5 竹内 桃子(5)    15.52  6 伊藤 実優(5)    15.98  7 楢原 美玖(5)    16.31  8 田村 真唯(5)    16.45
ｺﾒｯﾄ波田 宮川小 上田東 北御牧

 6組 +0.3  1 瀬在 梨可(5)    15.00  2 本山 泉希(5)    15.11  3 大月 麻央(5)    15.24  4 井澤 唯(5)    15.36
更埴陸上教 島内小 朝日小 松尾小

 5 鍋島 理子(5)    15.51  6 鹿野 香沙(5)    15.90  7 岸田 早由里(5)    16.44  8 山浦 日和(5)    16.49
坂の上ｸﾗﾌﾞ 富県 泉台 立科

 7組 +0.3  1 西村 佳菜子(5)    14.41  2 江崎 奈美(5)    15.33  3 織田 渚(5)    15.37  4 小池 早苗(5)    15.58
二子小 赤穂東 白馬南小 野沢

 5 柴田 友菜(5)    15.61  6 山岸 明紀穂(5)    15.70  7 和泉 侑華(5)    15.74  8 元田瑚乃(5)    16.65
菅野小 ｽﾎﾟｺﾐ東北 上郷小 小山

６年女子  6/29  1組 +0.7  1 大塚 七海子(6)    14.47  2 鈴木 ななみ(6)    14.70  3 上條 渓(6)    15.08  4 井上 安加里(6)    15.21
長野市陸上教 七久保 芳川小 小海

 5 池上 成美(6)    15.34  6 久保田 麻里(6)    15.61  7 上原 祐香(6)    15.87 南久保 実咲(6) 欠場
宮川小 明北小 軽井沢東部 泉台

上澤 美波(6) 欠場
高森北小

 2組 -1.4  1 降旗 菜津美(6)    14.51  2 蟹澤 佑夏(6)    14.69  3 高麗 なつみ(6)    15.19  4 田中美菜(6)    15.39
大町南小 辰野西 城北小 王滝小

 5 春原 千明(6)    15.41  6 長谷川 望(6)    15.46  7 小林 奈央(6)    15.48  8 五月女 雛乃(6)    15.83
塩尻 日義小 中野平RC 西部AC

 9 宮原 佳那(6)    16.09
上山田

 3組 -1.0  1 向山 加菜(6)    14.48  2 加藤 唯花(6)    15.00  3 藤村 美憧(6)    15.01  4 佐藤 朋葉(6)    15.30
伊那東 伊賀良小 宗賀小 軽井沢中部

 5 神澤 智世(6)    15.45  6 萩原 美紀(6)    15.63  7 駒村 梨奈(6)    15.65  8 渡辺 ゆきの(6)    15.68
湖南小 豊科南小 ｽﾎﾟｺﾐ東北 長野市陸上教

 9 宮原 郁美(6)    15.93
塩尻

 4組 -2.2  1 金田 華実(6)    13.65  2 森本紀乃(6)    15.01  3 菅沼 綾(6)    15.06  4 安藤 夕里佳(6)    15.21
浅科AC 塩尻西小 丸山小 御代田北

 5 足立 梨沙子(6)    15.37  6 青沼 郁絵(6)    15.46  7 山岸 南(6)    15.67  8 太田 萌愛(6)    15.72
泉台 両小野 長野市陸上教 明善小

 9 草間 桃花(6)    16.20
切原

100m



開催日 平成21年6月28日（日） トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 5組 -0.9  1 宮澤 小春(6)    14.48  2 梅垣 琴音(6)    14.62  3 手塚 ゆうり(6)    14.89  4 河内 千怜(6)    15.23
長野市陸上教 田中小 祢津 長野市陸上教

 5 野沢 晴香(6)    15.25  6 山田 萌(6)    15.28  7 遠藤友理保(6)    15.54  8 長岩 妃代里(6)    15.67
丸山小 生坂小 御代田北 豊科東小

 6組 +0.9  1 中西 保乃花(6)    14.20  2 村上 弥光(6)    14.50  3 加納 茉弥(6)    14.75  4 村山 奏(6)    14.76
穂高西小 八坂小 長野市陸上教 ｽﾎﾟｺﾐ東北

 5 高木 聡美(6)    14.89  6 鷹野 楓(6)    15.05  7 木下 詩織(6)    15.42  8 荻久保 かおり(6)    16.53
長地小 切原 泰阜南小 中佐都

 7組 -0.2  1 細田 真央(6)    14.53  2 宮澤 奏衣(6)    14.67  3 小林 万希子(6)    14.70  4 中山 美奈(6)    14.88
田中 豊科南小 青木島 西箕輪

 5 島田真菜美(6)    14.98  6 林 優希(6)    15.14  7 後藤 萌里(6)    15.35  8 金井 梨里(6)    16.01
小山 塩尻東小 共和 御代田南



開催日 平成21年6月28日（日） フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] 跳躍審判長  富松健夫
投擲審判長  伊藤利博

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
女子  6/29  1 山﨑 葵衣(6)    1.26  2 鈴木 花音(6)    1.23  2 吉村 彩加(6)    1.23  4 金沢 聖耕(6)    1.20

辰野西 開田小 ｽﾎﾟｺﾐ東北 西箕輪
 5 江森 綾香(6)    1.15  5 髙見澤 実樹(6)    1.15  7 花岡 蘭(6)    1.15  7 長岡瑞穂(6)    1.15

麻績小 南牧南 穂高南小 堀金小
 7 北島 実乃里(6)    1.15 10 池田 玲(5)    1.15 10 鈴木 里美(6)    1.15 10 宮嶋 柚芽(6)    1.15

白馬南小 東っ子ｸﾗﾌﾞ 城北小 辰野西
13 田中 美沙(6)    1.10 13 中村 未来(6)    1.10 13 村松 明日見(5)    1.10 13 中園 瑞梢(6)    1.10

白馬南小 穂高南小 和田小 大町東小
13 山﨑 幸歩(6)    1.10 13 中村 優里(6)    1.10 19 米川 マリア(5)    1.10 19 宮島苑子(6)    1.10

池田小 開田小 追手町小 中塩田
19 川口 享華(6)    1.10 22 前田 花奈(5)    1.10 22 小澤 楓花(6)    1.10 22 安藤 若奈(6)    1.10

白馬南小 伊那東 戸狩 野沢
25 桜井 萌(6)    1.10 25 石川 沙瑛(6)    1.10 27 小林 寛佳(5)    1.05 27 高見澤 芽衣(6)    1.05

白馬南小 喬木陸上 三郷小 南牧北AC
27 石谷 涼香(6)    1.05 27 菊池 麻優(6)    1.05 31 小林 千夏(6)    1.05 32 山田 夏綺(5)    1.05

穂高西小 南牧北AC 柏原 開田小
33 芝田 利彩(6)    1.00 33 高見澤 樹里(6)    1.00 35 市村 綾香(5)    1.00 36 庄谷内 梓(6)    1.00

柏原 南牧北AC 野岸AC 野岸AC
柳沢 香帆(6) 記録なし 清水 穂香(6) 記録なし 小板橋 翔子(6) 欠場 佐藤 菜々実(6) 欠場

望月AC 南箕輪 東っ子ｸﾗﾌﾞ 青木
渡辺 真緒(6) 欠場

東っ子ｸﾗﾌﾞ
女子  6/29  1組  1 高杉若菜(6)    3.76  2 酒井 珠良(6)    3.69  3 西村 千明(6)    3.67  4 田邑 美月(6)    3.57

塩尻西小    -0.3 南部    +0.7 伊那    +1.9 小井川小    -1.1
 5 武田 菜奈(6)    3.50  6 奥島 彩葉(6)    3.37  7 有賀 杏里(6)    3.37  8 小川 綾(5)    3.35

美篶    +0.5 豊科東小    +1.3 四賀小    -1.4 上田小    -0.4
 9 畑 美織(6)    3.34 10 星野 美音(6)    3.29 11 広井 花奈(6)    3.28 12 瀬下 結(6)    3.27

福島小    -2.1 豊科東小    +0.9 泉台     0.0 朝日小    -0.9
13 斉藤 実樹子(6)    3.17 14 大谷 ももこ(6)    3.13 15 笠井 千香子(5)    3.10 16 小林 翠(6)    3.09

朝日小    -1.7 共和    +0.6 千曲東    -1.6 富草小    +1.3
17 細川 まゆみ(5)    3.06 18 倉科 有希(5)    3.04 19 清水 優光(5)    3.03 20 渡邊 萌(6)    2.95

三郷小    -1.2 大町西小    +0.1 戸狩    -0.8 小海    -1.5
21 水野亜莉沙(6)    2.92 22 古見 愛恵(6)    2.85 23 小野沢 菜々子(6)    2.82 24 山川 美里(6)    2.76

飯山    +0.8 長野市陸上教    -0.9 滋野    +0.8 南牧南    +1.2
25 小平 渚紗(5)    2.72 26 長谷川 由季(5)    2.53 27 行田 美咲(5)    2.51

城山    -0.9 大岡    -1.1 軽井沢東部    +0.4

順
位

順
位

順
位

走高跳

走幅跳

順
位



開催日 平成21年6月28日（日） フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] 跳躍審判長  富松健夫
投擲審判長  伊藤利博

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 2組  1 小林 にじほ(6)    4.21  2 岩崎 ちひろ(6)    4.16  3 安田 若菜(6)    4.14  4 栗空亜沙美(6)    4.10
小井川小    +1.9 ｽﾎﾟｺﾐ東北    +1.3 日義小    -0.8 王滝小    +2.7

 5 柳沢 留衣(6)    4.10  6 甘利 美帆(6)    4.01  7 近藤 はるか(6)    3.80  8 高木 京香(6)    3.78
白馬AC    +1.7 岸野AC    +2.2 中洲小    +1.3 開明小    +1.7

 9 宮島 菜摘(6)    3.69 10 鏑木 菜央(6)    3.67 11 羽生田 早希(5)    3.58 12 湯本 和(6)    3.56
阿智RC    +2.6 長野市陸上教    +1.7 豊丘    +2.8 仁礼    +2.2

13 小林 京花(6)    3.48 14 白石 茉優子(5)    3.41 15 吉村 怜(6)    3.40 16 麻見 早稀(6)    3.40
富草小    +1.1 中込    +2.5 森上    +1.9 滋野    +1.5

17 三ﾂ石 彩乃(6)    3.38 18 小口 朋花(5)    3.34 19 青木 朱穂(5)    3.33 20 内場 慶(6)    3.23
臼田    +2.1 長地小    +1.5 戸狩    +2.1 大岡    +0.6

21 飯出麻椰(6)    3.23 22 吉田 那緒(5)    3.21 23 上條 文香(6)    3.20 24 齊藤 彗来(6)    3.19
八千穂    +2.1 長谷    -0.1 穂高南小    +2.5 美篶    +1.4

25 菊池 望(6)    3.13 26 熊谷 美咲(5)    2.93
南牧南    +2.4 天龍小    +2.2

女子  6/29  1組  1 行田 明夢(6)   43.45  2 長田 莉音(6)   42.09  3 的本菜波(6)   41.59  4 下村芽生(6)   38.66
原小 田中小 坂井小 王滝小

 5 林  郁恵(6)   37.53  6 平林 萌里(6)   36.89  7 近藤 楓(6)   36.70  8 朝倉 彩華(6)   36.67
高遠 切原 会染小 泉野小

 9 桑沢 理沙(6)   36.44 10 勝野 初紀(6)   35.56 11 大出 桃果(6)   34.08 12 青柳 美紀(6)   34.06
穂高西小 芳川小 島立小 穂高西小

13 岩原 ひかる(6)   34.01 14 藤原澪里(6)   33.10 15 島田 采枝(6)   32.48 16 塚原 玲奈(6)   32.25
両小野 八千穂 洗馬小 本原

17 伊藤 恵実(6)   32.06 18 府中 美夏(6)   31.98 19 小林 さくら(6)   30.98 20 大槻 遥(6)   29.81
富草小 城山 野尻湖 松川中央小

21 大西 瑛奈(5)   29.61 22 新井 比呂(5)   29.33 23 内山毬(5)   28.81 24 川口 かすみ(6)   28.45
木島 佐久市東 小山 城山

25 鷲尾 京香(6)   26.21 高橋 柚乃(6) 欠場 多田 摩耶(6) 欠場 海瀬 果歩(6) 欠場
岡山 朝陽 喬木陸上 傍陽

 2組  1 金沢 聖恩(6)   55.41  2 杉戸 小雪(6)   51.32  3 宮田 くぬぎ(5)   48.93  4 三浦 友紀(6)   47.55
西箕輪 松尾小 池田小 泉野小

 5 石田 華乃(6)   46.05  6 遠山 歩未(6)   43.85  7 油井 朋美(6)   43.75  8 田中 茉耶(6)   43.33
穂高南小 島立小 切原 常盤

 9 吉澤 綾華(6)   41.69 10 内山 一歩(6)   41.54 11 田中 優里奈(6)   41.46 12 清水はるか(6)   41.25
松尾小 共和 三岳小 小山

13 熊捕 茉奈(6)   40.25 14 柳 瑞穂(6)   39.92 15 大塚 愛(5)   39.25 16 竹田 円(6)   38.77
大町東小 旭町小 鍋屋田 信州新町

17 佐藤 芹香(6)   38.76 18 渡辺 美佑(6)   38.73 19 鈴木まりの(6)   38.15 20 竹内 結衣(6)   37.67
浅科AC 麻績小 浅科AC 野岸AC

21 木次 恵利香(5)   37.65 22 小田切 綾音(6)   36.87 23 小林 美優理(6)   35.53 24 倉田 夏海(6)   33.85
中込 高遠 千曲東 南箕輪

25 大槻 純加(6)   33.76 26 齋藤 真弥(6)   31.73 27 安部 千春(6)   30.28
湊小 栄東部 浅科AC

ﾎﾞｰﾙ投



開催日 平成21年6月28日（日） リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
女子  6/29  1組     1 飯島(A) 白鳥 笑(6) 小川 育代(6) 蟹澤 結(6) 久保田 里菜(6)       58.59

    2 山ﾉ内東 山本 千明(6) 千野 可南子(6) 山本 真綺(6) 渡辺 七海(6)       58.63
    3 鎌田小 石井 真奈(6) 林 紅音(6) 今溝 風音(6) 赤羽 美沙季(6)       59.41
    4 中洲小 田口 凪(6) 白木 日菜(6) 伊藤 美奈(6) 浅賀 由理(6)     1:00.01
    5 上郷小 幾田 香穂(6) 征矢野 美結(6) 松澤 幸乃(6) 吉川 奈緒子(6)     1:00.47
    6 福島小(B) 福村 和実(6) 登玉 梓沙(6) 近藤 美穂(6) 河海?(6)     1:00.70
    7 田口ｸﾗﾌﾞ 高橋 保帆(6) 井出 千尋(6) 高橋 優華(6) 清水 悠花(6)     1:02.56
    8 木島平北部 内川 瑞貴(6) 小林 寛奈(6) 梅嵜 日菜(6) 宮島 奈緒美(6)     1:03.41
    9 軽井沢中部ｸﾗﾌﾞ 土屋 琴音(6) 中嶋 星奈(6) 高橋 紗菜(6) 土屋 詩織(6)     1:03.88

 2組     1 信州新町 酒井芽美(6) 篠根 未来(6) 村田 智恵美(6) 牛澤恵理(6)       57.97
    2 松尾小 河村 侑紀(6) 金田 涼子(6) 近藤 萌恵里(6) 熊谷 鞠月(6)       59.38
    3 明南小 瀧澤 明日葉(6) 小林 加代子(6) 巻山 葉子(6) 小林 和花南(6)       59.60
    4 赤穂南 太田 早紀(6) 斎藤 聖奈(6) 村澤 優華(6) 斎藤 聖佳(6)       59.99
    5 穂高西小 市ﾉ瀬 有香(6) 矢口 愛弓(6) 川口 愛佳(6) 渡邉 萌(6)     1:00.54
    6 八千穂(B) 輿水枝里(5) 菊池恵里(5) 井出 心(5) 井出幸歩(5)     1:01.82
    7 小山 増田 珠美(5) 山岸 萌(5) 中澤 香名(5) 松本 純佳(5)     1:04.28
    8 平根 河西由利香(5) 中澤樹里(5) 浅川舞(5) 山崎未智(5)     1:05.91

諏訪ｼﾞｭﾆｱ 宮坂 千夏(6) 関谷 美晴(6) 小池 早穂(6) 河西 七海(6) 途中棄権  
 3組     1 望月AC 田中 里佳(5) 清水 晶絵(6) 大森 旺羽(6) 片桐 穂花(6)       57.53

    2 梓川小(A) 西牧 穂乃佳(6) 八釼  珠里(6) 白井 伶奈(6) 海口 莉奈(6)       58.67
    3 大町北小 牧野 多恵(6) 新井 里沙(6) 松田 彩香(6) 伊東 佑美(6)       59.29
    4 赤穂(A) 久保村玲衣(6) 唐澤里菜(6) 宮澤真帆(6) 下嶋香苗(6)     1:00.25
    5 附属長野 竹前 なぎさ(5) 倉石 依澄(5) 宮田 果歩(5) 高橋 沙綾(5)     1:01.53
    6 中佐都 上原 かなえ(6) 小林 礼奈(6) 今井 亜紀(6) 萩原 千尋(6)     1:02.18
    7 川岸小 宮澤 佳苗(6) 金原 凪(6) 丹羽 瑞穂(6) 藤森 ほの香(6)     1:02.30
    8 八千穂(A) 内津聖香(6) 小林莉香(6) 今井あかり(6) 桜井美月(6)     1:03.04
    9 中野(B) 高木 実穂(6) 高橋 杏奈(6) 上原 有里加(6) 吉澤 萌(6)     1:05.01

 4組     1 豊科南小 三原 のぞみ(6) 朝倉 麦(6) 住吉 紗幸(6) 小口 朱音(6)       58.75
    2 美篶(A) 生駒 名菜(6) 西本 芽久(6) 白鳥 未歩(6) 鈴木 麻琴(6)       59.68
    3 水明AC 尾沼 春奈(6) 川多 茄那(6) 荻原 桃夏(6) 小林 美月(6)     1:00.08
    4 松川中央小 稲垣 汐里(6) 宮澤 萌衣(6) 林 優希(6) 沢田 有里花(6)     1:00.34
    5 北安松川小 寺島 英(6) 伊藤 美咲(6) 縣 恵理香(6) 平林 知佳(6)     1:00.35
    6 東っ子ｸﾗﾌﾞ 柳澤 奈都美(6) 柴田 美里(6) 栁澤 有紀(6) 諸山 晴菜(6)     1:02.94
    7 更埴陸上教 瀬野 郁苗(5) 唐澤 真菜(5) 高村 未来(6) 小林 明日香(5)     1:03.21

青木島 高松 夏音(6) 伊藤 このか(6) 宮島 史帆(6) 堀内 美里(6) 失格      2-3OZ
 5組     1 松川陸上 家苗 蒔(6) 北見 舞夏(6) 菅沼 真洸(6) 南林 いずみ(6)       57.26

    2 開智小(A) 関 裟耶花(6) 麻沼 優紀(6) 中平 菜月(6) 天野 夏美(6)       58.50
    3 長地小 山田なな(6) 吉岡 夏子(6) 赤羽 菜奈(6) 山田 彩加(6)       59.09
    4 朝陽 松本ゆりな(6) 前島玲美(6) 丸山綾香(6) 長谷部さやか(6)     1:01.11
    5 ﾛﾃﾞｨｵ望月 細萱 萌香(6) 宇羽野 希(6) 佐藤 絢音(6) 遠山 千尋(6)     1:02.12
    6 ｺﾒｯﾄ波田 中野 安理(6) 白澤 朋(6) 植西 栞(6) 高宮 真帆香(6)     1:02.56
    7 仁礼 浅野 恵生(6) 藤澤 希梨(6) 安西 美朱(6) 木村 美香子(6)     1:02.76

西部AC 徳嵩 ノエル(6) 伊計 飛鳥(6) 川浪 茉莉花(6) 土屋 まり(6) 失格      3-4OZ
 6組     1 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗 酒井 優梨愛(6) 臼井 陽菜(6) 曽根原 愛(6) 島田 有紀(6)       58.28

    2 伊那北(A) 唐澤希(6) 塩澤春香(6) 伊澤優美香(6) 松澤亜耶(6)       59.27
    3 島立小 遠藤 綾乃(6) 松原 史佳(6) 藤田 果穂(6) 古瀬 麻悠(6)     1:00.32
    4 長 石塚 沙綺(6) 一之瀬 夢乃(6) 浦本 愛梨奈(6) 小林 真夕(6)     1:00.64
    5 坂の上ｸﾗﾌﾞ 清水 由紀乃(6) 尾本 磨柚(6) 山道 柚里(6) 馬場 愛己(6)     1:02.12
    6 竜丘小 松村 美紅(6) 伊藤 瑞菜(6) 我科 かなえ(6) 鈴木 由里菜(6)     1:02.28
    7 昭和 宮沢 絢奈(6) 小林 鈴(6) 新井 ひかり(6) 篠原 瑞希(6)     1:03.02
    8 豊野東 大日向 亜樹(6) 岩松 果梨(6) 荒井 亜佳音(6) 黒柳 莉菜(6)     1:04.62

 7組     1 高島小 河西 綾香(6) 花岡 果林(6) 小口 珠緒(6) 長谷川 流奈(6)       56.68
    2 穂高南小 勝野 萌子(6) 臼井汐音(6) 藤田 あかり(6) 西澤 知世(6)       58.08
    3 清水小 藤原 有紀子(6) 三澤 千明(6) 成田 愛美(6) 加藤 明穂(6)       58.86
    4 臼田AC 池添 梨花(6) 井出 遥(6) 山田 夏海(6) 中島 由貴(6)       59.66
    5 中野(A) 丸山 深里(6) 田中 弥和(6) 藤澤 真希(6) 町田 瑞希(6)     1:02.26
    6 塩尻 西沢 莉奈(5) 甘利 優佳(5) 滝沢 真由(5) 足立 満莉菜(5)     1:02.57
    7 共和 岡村 実里(5) 徳田 さくら(5) 佐藤 わかな(5) 太田 早耶香(5)     1:05.32
    8 科野 荻原 優(5) 小林 智佳(5) 池田 なつき(5) 白鳥 あかり(5)     1:06.32

チーム名 競技者名１
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開催日 平成21年6月28日（日） リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
男女混合  6/29  1組     1南箕輪(A) 渡邉友香(5) 原七瀬(5) 加藤蒼一朗(5) 髙坂雅也(5)       59.50

    2穂高南小 古屋 悠(5) 小倉 藍子(5) 金盛 悠祐(5) 望月 春希(5)     1:00.72
    3中込ｸﾗﾌﾞ 井上 和香奈(5) 澤尾 友華(5) 長坂 勝次(5) 菊池 亮(5)     1:00.91
    4寿 小 堤 向日葵(4) 百瀬 愛莉(4) 齋藤ｵﾘｵﾝ流(4) 織原 進太郎(4)     1:03.50
    5松尾小 池戸 帆夏(5) 宮澤 岬季(5) 小倉 駿也(5) 宮澤 宏武(5)     1:04.79
    6湖東小 関野 瑠奈(5) 篠原 好(5) 荒道 飛翔(5) 飯山 翔太(5)     1:06.65
    7豊井 宮本 彩海(4) 畠山 早希(4) 神田 惟弥(4) 小林凛之介(4)     1:09.30
    8千曲東(B) 丸山 紗奈(4) 西村 千絵(4) 飯島 啓太(4) 安藤 廉成(4)     1:10.66

岸野AC(A) 工藤 さくら(5) 池田 ゆきの(5) 林 智哉(5) 大塚 涼生(5) 失格      3-4OZ
 2組     1水明AC(A) 小林 夢実(5) 柳沢 優花(5) 荻原 裕貴(5) 吉澤 亮(5)       59.46

    2梓川小(A) 青木 弘江(5) 深澤 萌恵(5) 輪湖 勇哉(5) 加藤 拓也(5)     1:03.16
    3豊科東小 黒田 ひかる(4) 湯本 珠実(4) 北嶋 竣(4) 長﨑 祐介(5)     1:03.70
    4浜井場小 山岸 さくら(4) 木下 愛香(4) 福澤 涼佑(4) 赤津 京平(4)     1:04.23
    5長地小 小松 晴菜(5) 山田 花菜(5) 宮坂 駿吾(5) 御子柴 大輝(5)     1:04.65
    6 ﾛﾃﾞｨｵ望月（B） 土屋 美月(4) 竹花 美来(4) 常田 紀幸(4) 高橋 輝(4)     1:05.05
    7長(B) 木島 史織(4) 甲田 莉理(4) 塚田 和平(4) 鈴木 幹太(4)     1:05.84
    8仁礼(B) 玉井 美優(4) 藤澤 望友(4) 田中 勇誠(4) 橋本 健(4)     1:08.93

野尻湖 欠場      
 3組     1豊科北小(A) 山口樹々(5) 森 愛美(5) 細萱広高(5) 麻田将吾(5)       58.26

    2美篶(A) 金子 二葉(5) 伊藤舞優梨(5) 松浦 智哉(5) 日下 佑也(5)     1:00.69
    3高島小 山本 梨香子(5) 見上 かすみ(5) 白井 裕介(4) 木村 彪雅(5)     1:01.97
    4豊科北小(B) 木村凌(4) 齋藤静花(4) 高橋勇介(4) 横瀬大騎(4)     1:02.52
    5芝沢小 上條 美保(5) 住山 芽衣(5) 犬飼 基統(5) 久保田倫史(5)     1:02.60
    6浅科AC(A) 山浦 栞奈 渡辺 奈々 金田 弦樹 荻原 佑二     1:03.71
    7水明AC(C) 高橋 千尋(4) 白鳥 美遥(4) 小林 悠真(4) 荻原 大成(4)     1:03.93
    8仁礼(A) 篠塚 香里(4) 中島 虹菜(4) 篠原 翔斗(4) 塚原 和己(4)     1:05.20
    9鍋屋田 太田 桃果(4) 山浦 千咲(4) 鈴木 智大(4) 大久保 颯人(4)     1:09.39

 4組     1 ｺﾒｯﾄ波田（A） 牛丸 亜美(5) 百瀬 奈樹沙(5) 木崎 光輝(5) 有馬 直(5)       58.75
    2 ﾛﾃﾞｨｵ望月(A） 岡部 真実(5) 宮崎 美花(5) 重田 桂吾(5) 竹花 朋矩(5)     1:00.34
    3箕輪中部(E) 小田切 緑(5) 河野 恵理子(5) 上田 晃弘(5) 上田 遼(5)     1:01.31
    4 ｺﾒｯﾄ波田(D） 百瀬 天音(4) 百瀬 そよか(4) 大月 涼太(4) 小島 空(4)     1:01.56
    5下諏訪南小 中村 愛海(4) 塩川 麗愛(4) 長崎 真也(4) 飯塚 涼平(4)     1:03.71
    6木島 関 柚月(4) 太田 千乃(4) 佐藤 優天(4) 高澤 健(4)     1:04.69
    7長(A) 志野 沙也加(5) 山岸 澪衣(5) 山口 駿太(5) 宮島 真悟(5)     1:04.74
    8小山 浦野 美帆(4) 持田 美優(4) 黒岩 一瑠(4) 山小裕之輔(4)     1:07.44
    9三輪 今村 佳世(4) 藤森 理子(4) 島田 高彰(4) 永井 雄馬(4)     1:12.60

 5組     1追手町小 石川アマンダ(5) 酒井 理奈(5) 宮田 友和(5) 井口 亮(5)       59.19
    2箕輪中部(D) 牛越 彩夏(5) 瀬田 鈴奈(5) 北澤 宏汰(5) 恩田 柾(5)     1:00.37
    3片丘小 北村 奈央(5) 大久保 良々(5) 中山 由伸(5) 山口 雅貴(5)     1:01.62
    4臼田AC 小須田 彩音(5) 荻原 和(5) 加藤 就(5) 山越 蒼士(5)     1:01.63
    5日義小(A) 狩戸 愛美(5) 井出 真愛(5) 赤堀 光(5) 君山 巧(5)     1:03.85
    6千曲東(A) 北村 笑(4) 小林 明香里(4) 桑原 健輔(4) 町田 晃(4)     1:06.05
    7通明 中島由貴(4) 宮尾香帆(4) 木内雄翔(4) 曽根昴浩(4)     1:08.26

岸野AC(B) 木内 麗(4) 小塩 侑美(5) 清野 凌太(5) 中山 大雅(5) 途中棄権  
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開催日 平成21年6月28日（日） リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・女子）

陸協名  [20] 競技会名 第26回長野県小学生陸上 ｺｰﾄﾞ  [09200004] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸
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 6組     1明科かけっこｸ 児玉 奈美(5) 鳥羽 美宇(5) 渡辺 大介(5) 大月 海世(5)       59.67

    2赤穂(A) 竹村瑞香(5) 所河佑衣(5) 飯塚 錬(5) 井口翔太(5)       59.71
    3川上第一(A) 山野 萌花(5) 由井 碧美(5) 由井 位(5) 渡辺 幹久(5)     1:00.63
    4梓川小(B) 吉川 瑞紀(5) 湯本 理美(5) 保髙 誓哉(5) 太田 修平(5)     1:01.85
    5高森北小 中村 あかり(4) 松下 明日香(4) 高木 柊也(4) 飛澤 航太(4)     1:03.83
    6附属長野 飯田 絵麻(5) 小池 玲菜(5) 篠原 諒(5) 水野 大空(5)     1:03.89
    7東っ子ｸﾗﾌﾞ 佐藤 真由(4) 塩川 眞央(4) 伊豆 裕太(4) 山田 航(4)     1:03.98
    8豊野東 前田 菜月(4) 荒井 優希(4) 柳澤 准大(4) 滝澤 瑠稀(4)     1:08.38

 7組     1富士見小 唐澤 季里(5) 折井 楓華(5) 藤澤 祐哉(5) 小林 未到(5)       58.81
    2並柳小 竹内 彩夏(5) 坂口 侑香(5) 小澤 純平(5) 中村 嶺(5)     1:01.27
    3 ｺﾒｯﾄ波田 桐山 千鶴(5) 土田 詩苑(5) 高村 拓明(5) 今井 知樹(5)     1:02.25
    4望月AC 清水 千亜紀(4) 土屋 かなめ(4) 中村 郁弥(4) 伊藤 司能(4)     1:03.41
    5栗ｶﾞ丘 花村 祐果(5) 荒井 利奈(5) 吉田 哲史(5) 原田 拓海(5)     1:04.05
    6伊賀良小 知久 みな美(5) 原 唯花(5) 矢澤 雄太(5) 福沢 魁(5)     1:04.14
    7水明AC(B) 佐藤 麻衣(4) 川多 里穂(4) 白鳥 怜(4) 小林 義明(5)     1:04.23
    8豊井(B) 神田奈也未(4) 佐藤 花歩(4) 山口 大斗(4) 戸島 大和(4)     1:10.52
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