
平成２２年度松本市小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 下川泰秀
兼　第5回中信地区小学生陸上競技大会予選会 跳躍審判長 下川泰秀

投擲審判長 下川泰秀
【開催日】 平成２２年５月２２日 記録主任： 林喜久夫
【主催団体】 松本陸上競技協会 決勝記録一覧表

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
 5/22 ５年女子  +0.4 工藤 瑠香(5) 15.13 松山 由里香(5) 15.37 堤 向日葵(5) 15.40 小林 侑生(5) 15.56 横山可奈子(5) 15.65 原 小夏(5) 16.13 小澤 由衣(5) 16.14 松崎 知沙(5) 16.21

100m 開明小 島内小 寿小 菅野小 鎌田小 筑摩小 二子小 山辺小
 5/22 ６年女子   0.0 西村 佳菜子(6) 13.70 本山 泉希(6) 14.74 柴田 友菜(6) 14.84 三井 葉月(6) 15.26 忠地 梓生(6) 15.39 小池 輝(6) 15.47 大塚 雨音(6) 15.52 金井 優美香(6) 15.54

100m 二子小 島内小 菅野小 明善小 奈川小 本郷小 山辺小 本郷小
 5/22 女子 斉藤 眞夕(6) 3:38.86 上原 春香(6) 3:44.41 土田 彩美(5) 3:44.86 白山 涼香(5) 3:45.23 千見寺美未香(6) 3:46.45 福島 雛子(6) 3:47.27 宮澤 莉緒(5) 3:47.95 片桐 二葉(5) 3:49.13

1000m 大野川小 山辺小 寿小 寿小 鎌田小 島内小 寿小 梓川小
 5/22  +1.9 上嶋 美咲(6) 16.76 仲 葵衣(6) 17.74 筒木 友梨(6) 19.03 上條 夏歩(5) 19.15 倉橋 美奈未(5) 20.05

80mH 梓川小 鎌田小 大野川小 今井小 今井小
 5/22 礒 清菜(5) 1.03 丸山 美紀(6) 1.00 山口 亜友(6) 0.95 関戸 夏音(5) 0.90

走高跳 開智小 梓川小 梓川小 田川小
 5/22 青木 七海(5) 3.67(+1.2) 宮下里緒(6) 3.49(+1.0) 宮崎 涼花(5) 3.26(+1.3) 伊藤 沙恵(5) 3.21(+1.6) 奥田 安美(6) 3.18(+1.5) 中谷 里帆(6) 3.09(+0.5) 木村 彩乃(6) 3.08(+1.1) 宮下 りん(5) 2.64(+1.8)

走幅跳 芳川小 鎌田小 大野川小 二子小 大野川小 二子小 中山小 梓川小
 5/22 大久保 慶乃(6) 44.65 大久保 幸乃(6) 43.00 石川 園果(5) 40.35 山本 彩未(6) 37.32 倉科 雨音(6) 34.62 小倉 未沙希(6) 32.23 小林陽美花(6) 32.11 有田 詩織(6) 29.27

ﾎﾞｰﾙ投 島立小 島立小 島内小 芝沢小 菅野小 中山小 鎌田小 二子小
 5/22 ｺﾒｯﾄ波田(A)       57.80 開智小(A)       59.38 梓川小       59.91 ｺﾒｯﾄ波田(B)       59.98 開明小     1:00.61 岡田小(A)     1:00.93 清水小(A)     1:03.45 開智小(B)     1:03.93

4×100m 牛丸 亜美(6) 達家 莉子(6) 遠藤 利佳(6) 二村 美羽(5) 田中 日奈子 手塚 鈴々佳(6) 渡辺 美鈴(6) 立山 涼華(5)
百瀨奈樹紗(6) 須澤 美月(6) 青木 弘江(6) 宮澤 奈央(6) 小林 知弘 藤原 リナ(6) 勝又 早紀子(6) 忽那 文香(5)
高波 舞(6) 柳澤 果純(6) 湯本 理美(6) 中村 芽生(5) 小嶋 瑞稀 西村 美菜(6) 太田 もも(6) 小木曽 里沙(5)
竹内 桃子(6) 大石 彩未(6) 上村 彩世(6) 土田 詩苑(6) 後藤 しのぶ 百瀬 心(6) 山本 幸奈(6) 太田 愛海(5)

 5/22 オープン女子 西村 光(5) 15.68 原 弘子(6) 15.74 吉川 瑞紀(6) 15.96 金銅 彩華(6) 16.07 山下 優生(5) 16.24 大月 歩実(5) 16.75 西牧 亜加莉(5) 16.77 中原悠月(6) 16.90
100m 清水小 清水小 梓川小 ｺﾒｯﾄ波田 岡田小 ｺﾒｯﾄ波田 梓川小 鎌田小



開催日 平成２２年５月２２日 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 松本陸協 [0] 競技会名 平成２２年度松本市小学生陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [10200405] ﾄﾗｯｸ審判長  下川泰秀

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林喜久夫

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
５年女子  5/22 +0.4  1 工藤 瑠香(5)    15.13  2 松山 由里香(5)    15.37  3 堤 向日葵(5)    15.40  4 小林 侑生(5)    15.56

開明小 島内小 寿小 菅野小
 5 横山可奈子(5)    15.65  6 原 小夏(5)    16.13  7 小澤 由衣(5)    16.14  8 松崎 知沙(5)    16.21

鎌田小 筑摩小 二子小 山辺小
６年女子  5/22 0.0  1 西村 佳菜子(6)    13.70  2 本山 泉希(6)    14.74  3 柴田 友菜(6)    14.84  4 三井 葉月(6)    15.26

二子小 島内小 菅野小 明善小
 5 忠地 梓生(6)    15.39  6 小池 輝(6)    15.47  7 大塚 雨音(6)    15.52  8 金井 優美香(6)    15.54

奈川小 本郷小 山辺小 本郷小
女子  5/22  1 斉藤 眞夕(6)  3:38.86  2 上原 春香(6)  3:44.41  3 土田 彩美(5)  3:44.86  4 白山 涼香(5)  3:45.23

大野川小 山辺小 寿小 寿小
 5 千見寺美未香(6)  3:46.45  6 福島 雛子(6)  3:47.27  7 宮澤 莉緒(5)  3:47.95  8 片桐 二葉(5)  3:49.13

鎌田小 島内小 寿小 梓川小
 9 丹後 佑茉(6)  3:50.34 10 南澤 あゆ(5)  3:53.32 11 伊藤 優真(6)  4:02.51 12 相澤 華(5)  4:02.63

島内小 二子小 本郷小 芳川小
13 二村 祐未(5)  4:04.76 14 宮田 妃菜(6)  4:05.44 15 山田 莉子(6)  4:06.63 16 古厩 亜美(5)  4:13.03

梓川小 本郷小 開智小 島立小
17 渋谷琴美(6)  4:16.15

鎌田小
女子  5/22 +1.9  1 上嶋 美咲(6)    16.76  2 仲 葵衣(6)    17.74  3 筒木 友梨(6)    19.03  4 上條 夏歩(5)    19.15

梓川小 鎌田小 大野川小 今井小
 5 倉橋 美奈未(5)    20.05

今井小
オープン女子  5/22  1組 +1.1  1 吉川 瑞紀(6)    15.96  2 山下 優生(5)    16.24  3 西牧 亜加莉(5)    16.77  4 牧野 海音(4)    18.59

梓川小 岡田小 梓川小 島立小
 5 外谷 望    18.82  6 丸山 純礼(4)    18.92  7 前田 えな    18.98  8 井出 春香(4)    20.21

開明小 梓川小 開明小 田川小
 2組 +1.3  1 金銅 彩華(6)    16.07  2 大月 歩実(5)    16.75  3 中原悠月(6)    16.90  4 中田 藍里(4)    17.00

ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田 鎌田小 波田GTR
 5 小口 未来    17.21  6 安藤 里架(5)    17.48  7 安元 実佑(4)    17.62  8 川窪 明音(4)    18.79

開明小 ｺﾒｯﾄ波田 波田GTR 五常小
 3組 +1.7  1 西村 光(5)    15.68  2 原 弘子(6)    15.74  3 上條 香穂(5)    17.04  4 塩原 朱夏(4)    17.38

清水小 清水小 開智小 本郷小
 5 池田 杏莉    17.49  6 松岡 みず穂(4)    17.80  7 伊藤チヒロ(4)    19.96

芝沢小 芳川小 開智小
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開催日 平成２２年５月２２日 トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 松本陸協 [0] 競技会名 平成２２年度松本市小学生陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [10200405] ﾄﾗｯｸ審判長  下川泰秀

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林喜久夫

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
５年女子  5/22  1組 +2.0  1 工藤 瑠香(5)    15.02  2 小林 侑生(5)    15.28  3 松崎 知沙(5)    15.97  4 白倉 李緒(5)    16.59

開明小 菅野小 山辺小 二子小
 5 池田 仁美(5)    16.66  6 黒野 ゆり(5)    16.69  7 藤澤 瑶子(5)    17.02  8 川上 直美(5)    17.06

田川小 寿小 筑摩小 山辺小
 2組 +0.4  1 堤 向日葵(5)    15.24  2 原 小夏(5)    15.95  3 手塚 友貴乃(5)    16.10  4 小林 和音(5)    16.37

寿小 筑摩小 島内小 山辺小
 5 相場 卯衣(5)    16.40  6 青木 彩花(5)    16.67  7 高澤 永愛(5)    16.75

明善小 並柳小 芳川小
 3組 +0.5  1 松山 由里香(5)    15.40  2 辻村 夢実(5)    16.22  3 古田 怜美奈(5)    16.24  4 髙山 もえか(5)    16.39

島内小 田川小 今井小 寿小
 5 永坂 穂乃佳(5)    16.95  6 藤森 優菜(5)    17.16  7 鈴木 二葉(5)    17.75

山辺小 並柳小 二子小
 4組 +0.8  1 横山可奈子(5)    15.36  2 小澤 由衣(5)    15.97  3 友渕 若穂(5)    16.07  4 西條 朱莉(5)    16.11

鎌田小 二子小 寿小 開明小
 5 浅村 美優(5)    16.38  6 小野 なつ(5)    16.93  7 倉谷 奈菜(5)    17.18

山辺小 明善小 ｺﾒｯﾄ波田
６年女子  5/22  1組 -0.4  1 三井 葉月(6)    15.10  2 大塚 雨音(6)    15.30  3 小池 輝(6)    15.48  4 今福莉里花(6)    15.55

明善小 山辺小 本郷小 鎌田小
 5 南山 幸穂    15.65  6 稲村 郷香(6)    15.81  7 赤羽 純美玲(6)    16.01  8 石川 茉子(6)    16.77

清水小 菅野小 中山小 芳川小
 2組 +0.7  1 柴田 友菜(6)    14.65  2 本山 泉希(6)    14.80  3 上條 美保(6)    15.55  4 降籏 みなみ(6)    15.70

菅野小 島内小 芝沢小 二子小
 5 小口 真輝(6)    16.89  6 大島 成未(6)    17.36 伊藤 早希(6) 欠場

筑摩小 山辺小 芳川小
 3組 0.0  1 西村 佳菜子(6)    13.71  2 金井 優美香(6)    15.34  3 忠地 梓生(6)    15.36  4 青木 美桜那(6)    15.49

二子小 本郷小 奈川小 菅野小
 5 上條 ひとみ(6)    15.70  6 西山 夏海(6)    16.20  7 大野 愛佳(6)    16.72

筑摩小 ｺﾒｯﾄ波田 芝沢小
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開催日 平成２２年５月２２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 松本陸協 [0] 競技会名 平成２２年度松本市小学生陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [10200405] 跳躍審判長  下川泰秀
投擲審判長  下川泰秀

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林喜久夫

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  5/22  1 礒 清菜(5)    1.03  2 丸山 美紀(6)    1.00  3 山口 亜友(6)    0.95  4 関戸 夏音(5)    0.90

開智小 梓川小 梓川小 田川小
女子  5/22  1 青木 七海(5)    3.67  2 宮下里緒(6)    3.49  3 宮崎 涼花(5)    3.26  4 伊藤 沙恵(5)    3.21

芳川小    +1.2 鎌田小    +1.0 大野川小    +1.3 二子小    +1.6
 5 奥田 安美(6)    3.18  6 中谷 里帆(6)    3.09  7 木村 彩乃(6)    3.08  8 宮下 りん(5)    2.64

大野川小    +1.5 二子小    +0.5 中山小    +1.1 梓川小    +1.8
中埜 咲来(5) 記録なし

梓川小
女子  5/22  1 大久保 慶乃(6)   44.65  2 大久保 幸乃(6)   43.00  3 石川 園果(5)   40.35  4 山本 彩未(6)   37.32

島立小 島立小 島内小 芝沢小
 5 倉科 雨音(6)   34.62  6 小倉 未沙希(6)   32.23  7 小林陽美花(6)   32.11  8 有田 詩織(6)   29.27

菅野小 中山小 鎌田小 二子小
 9 新井 祐加   27.89 10 淺野 沙月(5)   27.41 11 上嶋 彩香(5)   26.64 12 大出 菜々葉(5)   24.76

五常小 島立小 梓川小 島立小
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