
第8回安曇野市小中学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 宮島義征
跳躍審判長 宮島義征
投擲審判長 宮島義征

【開催日】 平成23年5月22日 混成審判長 宮島義征
【主催団体】 安曇野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 宮澤真一

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
 5/22 小学男女混合 豊科北小(A)     1:01.26 三郷小     1:01.69 豊科北小(B)     1:03.31 明南小     1:03.37 穂高西小(A)     1:04.65 豊科東小     1:05.20 豊科南小(A)     1:06.11 豊科北小(C)     1:07.08

4×100m 岡田 瑠実(5) 穂苅 友香(5) 久保村 彩加(5) 滝沢 真心(5) 田中 あす香(5) 砂場 晴月(5) 栗林 かな(5) 下里 あかり(5)
佐藤 里菜(5) 北原 愛理(5) 齋藤 雅(5) 大月 来夢(5) 臼井 緑彩(5) 米倉 優(5) 青山 萌夢(5) 枝澤 萌花(5)
中谷 昌太郎(5) 穂苅 康人(5) 床尾 真(5) 瀧澤 幸祐(5) 五十嵐 瑞樹(5) 小穴 己真樹(5) 小日向 隼輔(5) 中井 友翔(5)
恩田 瑛司(5) 柳沢 孝介(5) 福岡 歩武(5) 窪田 涼也(5) 内山 颯斗(5) 長岩 火弥斗(5) 髙田 康生(5) 井口 莞多(5)



決勝 5月22日 14:30

[ 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 三郷小   384 穂苅 友香(5)   1:01.69  1   7 豊科北小(A)   182 岡田 瑠実(5)   1:01.26 

ﾐｻﾄｼｮｳ ﾎｶﾘ ﾄﾓｶ ﾄﾖｼﾅｷﾀｼｮｳA ｵｶﾀﾞ ﾙﾐ
  385 北原 愛理(5)   181 佐藤 里菜(5)

ｷﾀﾊﾗ ｱｲﾘ ｻﾄｳ ﾘﾅ
  373 穂苅 康人(5)   180 中谷 昌太郎(5)

ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ ﾅｶﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ
  374 柳沢 孝介(5)   182 恩田 瑛司(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｽｹ ｵﾝﾀﾞ ｴｲｼﾞ
 2   7 豊科北小(B)   183 久保村 彩加(5)   1:03.31  2   6 豊科東小   263 砂場 晴月(5)   1:05.20 

ﾄﾖｼﾅｷﾀｼｮｳB ｸﾎﾞﾑﾗ ｱﾔｶ ﾄﾖｼﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ｽﾅﾊﾞ ﾊﾂﾞｷ
  184 齋藤 雅(5)   264 米倉 優(5)

ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ ﾖﾈｸﾗ ﾕｳ
  185 床尾 真(5)   260 小穴 己真樹(5)

ﾄｺｵ ｼﾝ ｵｱﾅ ｺﾏｷ
  183 福岡 歩武(5)   261 長岩 火弥斗(5)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ ﾅｶﾞｲﾜ ｶﾔﾄ
 3   8 明南小   456 滝沢 真心(5)   1:03.37  3   5 豊科北小(C)   187 下里 あかり(5)   1:07.08 

ﾒｲﾅﾝｼｮｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅﾐ ﾄﾖｼﾅｷﾀｼｮｳC ｼﾓｻﾄ ｱｶﾘ
  457 大月 来夢(5)   186 枝澤 萌花(5)

ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ ｴﾀﾞｻﾜ ﾓｴｶ
  460 瀧澤 幸祐(5)   186 中井 友翔(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳｽｹ ﾅｶｲ ﾕｳﾄ
  461 窪田 涼也(5)   187 井口 莞多(5)

ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾔ ｲｸﾞﾁ ｶﾝﾀ
 4   3 穂高西小(A)   145 田中 あす香(5)   1:04.65  4   3 穂高西小(B)   148 後藤 紗希(4)   1:08.31 

ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳA ﾀﾅk ｱｽｶ ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳB ｺﾞﾄｳ ｻｷ
  144 臼井 緑彩(5)   147 麻田 苑実(4)

ｳｽｲ ﾂｶｻ ｱｻﾀﾞ ｿﾉﾐ
  146 五十嵐 瑞樹(5)   148 上田 隼也(4)

ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽﾞｷ ｳｴﾀﾞ ｼｭﾝﾔ
  145 内山 颯斗(5)   149 川上 湧大(4)

ｳﾁﾔﾏ ﾊﾔﾄ ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀ
 5   2 豊科南小(A)   211 栗林 かな(5)   1:06.11  5   2 明北小   412 山﨑 優里奈(5)   1:09.71 

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐｼｮｳA ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾅ ﾒｲﾎｸｼｮｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘﾅ
  210 青山 萌夢(5)   411 倉科 沙紀(5)

ｱｵﾔﾏ ﾒｲﾑ ｸﾗｼﾅ ｻｷ
  216 小日向 隼輔(5)   413 鳥羽 颯(5)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｼｭﾝｽｹ ﾄﾊﾞ ﾊﾔﾃ
  217 髙田 康生(5)   414 遠藤  佑真(5)

ﾀｶﾀﾞ ｺｳｾｲ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ
 6   5 穂高西小(C)   150 斎藤 るな(4)   1:10.55  6   4 豊科南小(B)   212 細田 夏生(4)   1:11.42 

ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳC ｻｲﾄｳ ﾙﾅ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐｼｮｳB ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ
  149 浅川 ゆあ(4)   213 梅村 美沙希(4)

ｱｻｶﾜ ﾕｱ ｳﾒﾑﾗ ﾐｻｷ
  138 中嶋 海久(4)   218 降旗 蓮(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ ﾌﾘﾊﾀ ﾚﾝ
  139 中嶋 凪杜(4)   219 岩間 冬樹(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｷﾞﾄ ｲﾜﾏ ﾌﾕｷ
 7   6 豊科南小(C)   214 森下 琴未(4)   1:13.53 

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐｼｮｳC ﾓﾘｼﾀ ｺﾄﾐ
  215 大野 晃菜(4)

ｵｵﾉ ｱｷﾅ
  221 宮澤 洸成(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾅﾘ
  220 山崎 圭悟(4)

ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｺﾞ

小学男女混合

4×100m

決勝



   1 豊科北小(A)   1:01.26 岡田 瑠実(5) 佐藤 里菜(5) 中谷 昌太郎(5) 恩田 瑛司(5)   2   1
   2 三郷小   1:01.69 穂苅 友香(5) 北原 愛理(5) 穂苅 康人(5) 柳沢 孝介(5)   1   1
   3 豊科北小(B)   1:03.31 久保村 彩加(5) 齋藤 雅(5) 床尾 真(5) 福岡 歩武(5)   1   2
   4 明南小   1:03.37 滝沢 真心(5) 大月 来夢(5) 瀧澤 幸祐(5) 窪田 涼也(5)   1   3
   5 穂高西小(A)   1:04.65 田中 あす香(5) 臼井 緑彩(5) 五十嵐 瑞樹(5) 内山 颯斗(5)   1   4
   6 豊科東小   1:05.20 砂場 晴月(5) 米倉 優(5) 小穴 己真樹(5) 長岩 火弥斗(5)   2   2
   7 豊科南小(A)   1:06.11 栗林 かな(5) 青山 萌夢(5) 小日向 隼輔(5) 髙田 康生(5)   1   5
   8 豊科北小(C)   1:07.08 下里 あかり(5) 枝澤 萌花(5) 中井 友翔(5) 井口 莞多(5)   2   3
   9 穂高西小(B)   1:08.31 後藤 紗希(4) 麻田 苑実(4) 上田 隼也(4) 川上 湧大(4)   2   4
  10 明北小   1:09.71 山﨑 優里奈(5) 倉科 沙紀(5) 鳥羽 颯(5) 遠藤  佑真(5)   2   5
  11 穂高西小(C)   1:10.55 斎藤 るな(4) 浅川 ゆあ(4) 中嶋 海久(4) 中嶋 凪杜(4)   1   6
  12 豊科南小(B)   1:11.42 細田 夏生(4) 梅村 美沙希(4) 降旗 蓮(4) 岩間 冬樹(4)   2   6
  13 豊科南小(C)   1:13.53 森下 琴未(4) 大野 晃菜(4) 宮澤 洸成(4) 山崎 圭悟(4)   1   7

備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

小学男女混合

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4×100m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 5月22日 12:55

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速

 1 ﾓﾚｲﾗ ﾏｻｵ(5)     15.82 
ﾓﾚｲﾗ ﾏｻｵ 豊科北小

 2 児玉 雄司(6)     16.87 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 穂高西小A

 3 鳥海 太一(5)     16.93 
ﾄﾘﾉｳﾐ ﾀｲﾁ 豊科北小

 4 黒岩 悠吾(5)     17.19 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳｺﾞ 穂高西小

小学男子オープン

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ順

2   188

4   181

3

No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   147

  141



   1 ﾓﾚｲﾗ ﾏｻｵ(5) 豊科北小     15.82 (+0.8)   1   1
   2 児玉 雄司(6) 穂高西小A     16.87 (+0.8)   1   2
   3 鳥海 太一(5) 豊科北小     16.93 (+0.8)   1   3
   4 黒岩 悠吾(5) 穂高西小     17.19 (+0.8)   1   4

小学男子オープン

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

  188
  147

組 順位
  181
  141



決勝 5月22日 12:45

[ 1組] 風速 +2.8 [ 2組] 風速

 1 深澤 由惟(5)     15.70 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北小

 2 山田 汐莉(6)     16.17 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 豊科北小

 3 黒岩 彩香(5)     16.26 
ｸﾛｲﾜ ｱﾔｶ 穂高西小

 4 籾山 かえで(5)     17.86 
ﾓﾐﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 豊科北小

 5 臼井 ことみ(5)     18.22 
ｳｽｲ ｺﾄﾐ 豊科北小

小学女子オープン

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

  146

5   180

3   174

記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2   185

所属名

6   188

4



   1 深澤 由惟(5) 豊科北小     15.70 (+2.8)   1   1
   2 山田 汐莉(6) 豊科北小     16.17 (+2.8)   1   2
   3 黒岩 彩香(5) 穂高西小     16.26 (+2.8)   1   3
   4 籾山 かえで(5) 豊科北小     17.86 (+2.8)   1   4
   5 臼井 ことみ(5) 豊科北小     18.22 (+2.8)   1   5

小学女子オープン

100m

備考

タイムレース

順位 No. 氏  名

  146
  185
  188

組 順位
  180
  174

都道府県 所属名 記録（風）
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