
第17回上田市民陸上カーニバル                                                    

決勝記録一覧表
混　　合 【競技場】203080  菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

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
06/12 小学2年 川西       74.61 長       74.63 清明Ｃ       74.88 清明小A       74.95 清明Ｂ       80.90 腰越ＪＳＣ       81.01 塩田西       85.16

4×100m 内藤　暖陽(2) 青山　奏楽(2) 田頭　咲希(2) 宮澤　京汰(2) 馬場　壮一郎(2) 金井　正之助(2) 小池　詩(2)
山田　萌花(2) 清水　風(2) 赤池　まゆ(2) 山崎　凜(2) 中澤　佳乃(2) 清水　優芽(2) 浅野　佑衣奈(2)
春原　一心(2) 片山　聖碧(2) 西澤　早紀(2) 豊田　航太(2) 中沢　海羽(2) 久保田　詩乃(2) 千葉　汰市(2)
坂　　壽也(2) 倉島　凌太郎(2) 原　　颯希(2) 小林　脩人(2) 日置　海斗(2) 土赤　本気(2) 赤羽　祥大(2)

06/12 小学3年 清明Ｂ       70.35 西Ａ       71.14 清明小A       71.40 清明Ｃ       71.81 城下       72.71 田中       72.97 川辺Ｂ       73.19 西Ｂ       73.20
4×100m 荒井　愛美莉(3) 井出　大晟(3) 飯島　圭(3) 原　　真弓子(3) 花岡　侑(3) 西澤　和浩(3) 割田　日菜乃(3) 田村　駿之介(3)

所谷　凌雅(3) 小林　愛美(3) 佐野　太一(3) 藤田　将馬(3) 宮島　怜子(3) 宮下　紗采(3) 篠原　美紗(3) 小山　修生(3)
小林　和之真(3) 山地　和哉(3) 齋藤　聖晟(3) 関　　珠璃有(3) 宮下　大貴(3) 掛川　実澪(3) 高木　優奈(3) 加藤　彰(3)
成澤　慎(3) 三浦　菜緒(3) 馬場　誠一郎(3) 水出　八尋(3) 日置　隼(3) 達川　航充(3) 中村　夏音(3) 成澤　未来(3)

06/12 小学4年 北       63.57 清明小A       67.43 腰越ＪＳＣ       67.97 城下Ａ       68.05 長       68.23 清明Ｂ       69.57 城下Ｂ       69.62 傍陽Ｂ       70.03
4×100m 西牧　侑真(4) 中村　蓮(4) 高木　更紗(4) 松本　季良(4) 一之瀬　弘聖(4) 小林　鈴奈(4) 古籏　秀都(4) 関　　涼花(4)

遠西　孝哲(4) 大森　智広(4) 内田　玲穏(4) 眞田　稜生(4) 古村　沙羅(4) 西坂　知華(4) 日置　凌(4) 清水　大渡(4)
青木　陸哉(4) 船山　颯太(4) 久保田　絢乃(4) 北澤　拓巳(4) 小林　怜未(4) 宮崎　有愛(4) 古籏　拓都(4) 斎藤　真愛(4)
渡辺　大翔(4) 大塚　真生(4) 金井　源一郎(4) 半田　龍一(4) 佐藤　宥元(4) 中村　泉咲(4) 古平　優生(4) 手塚　優吾(4)



リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （混合）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第17回上田陸上市民カーニバル                      ｺｰﾄﾞ  [1120350]

競技場名 菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203080]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
小学2年 06/12     1 川西 小学校 内藤　暖陽(2) 山田　萌花(2) 春原　一心(2) 坂　　壽也(2)       74.61

    2 長 小学校 青山　奏楽(2) 清水　風(2) 片山　聖碧(2) 倉島　凌太郎(2)       74.63
    3 清明Ｃ 小学校 田頭　咲希(2) 赤池　まゆ(2) 西澤　早紀(2) 原　　颯希(2)       74.88
    4 清明小A 小学校 宮澤　京汰(2) 山崎　凜(2) 豊田　航太(2) 小林　脩人(2)       74.95
    5 清明Ｂ 小学校 馬場　壮一郎(2) 中澤　佳乃(2) 中沢　海羽(2) 日置　海斗(2)       80.90
    6 腰越ＪＳＣ 小学校 金井　正之助(2) 清水　優芽(2) 久保田　詩乃(2) 土赤　本気(2)       81.01
    7 塩田西 小学校 小池　詩(2) 浅野　佑衣奈(2) 千葉　汰市(2) 赤羽　祥大(2)       85.16

武石 小学校 欠場      
小学3年 06/12  1組     1 清明小A 小学校 飯島　圭(3) 佐野　太一(3) 齋藤　聖晟(3) 馬場　誠一郎(3)       71.40

    2 清明Ｃ 小学校 原　　真弓子(3) 藤田　将馬(3) 関　　珠璃有(3) 水出　八尋(3)       71.81
    3 城下 小学校 花岡　侑(3) 宮島　怜子(3) 宮下　大貴(3) 日置　隼(3)       72.71
    4 川辺Ｂ 小学校 割田　日菜乃(3) 篠原　美紗(3) 高木　優奈(3) 中村　夏音(3)       73.19
    5 西Ｂ 小学校 田村　駿之介(3) 小山　修生(3) 加藤　彰(3) 成澤　未来(3)       73.20
    6 川西 小学校 白鳥　航大(3) 浜　　太智(3) 久松　龍平(3) 鈴木　皓大(3)       74.25

 2組     1 清明Ｂ 小学校 荒井　愛美莉(3) 所谷　凌雅(3) 小林　和之真(3) 成澤　慎(3)       70.35
    2 西Ａ 小学校 井出　大晟(3) 小林　愛美(3) 山地　和哉(3) 三浦　菜緒(3)       71.14
    3 田中 小学校 西澤　和浩(3) 宮下　紗采(3) 掛川　実澪(3) 達川　航充(3)       72.97
    5 塩田西 小学校 増澤　璃織(3) 木村　萌里(3) 大澤　茉汀(3) 上野　優(3)       75.12
    6 中塩田 小学校 清水　萌花(3) 大羽　夢華(3) 荒井　静音(3) 原　　歩夢(3)       80.55

川辺Ａ 小学校 山口　瑛那(3) 萩原　タクト(3) 宮本　蘭々(3) 萩原　ガクト(3) 失格      
小学4年 06/12  1組     1 清明小A 小学校 中村　蓮(4) 大森　智広(4) 船山　颯太(4) 大塚　真生(4)       67.43

    2 城下Ａ 小学校 松本　季良(4) 眞田　稜生(4) 北澤　拓巳(4) 半田　龍一(4)       68.05
    3 長 小学校 一之瀬　弘聖(4) 古村　沙羅(4) 小林　怜未(4) 佐藤　宥元(4)       68.23
    4 城下Ｂ 小学校 古籏　秀都(4) 日置　凌(4) 古籏　拓都(4) 古平　優生(4)       69.62
    5 中塩田 小学校 和田　柚希(4) 山極　拓実(4) 荒井　遼(4) 増田　有(4)       70.14
    6 武石Ｂ 小学校 松山　祐人(4) 宮下　朝陽(4) 竹内　大夏(4) 下城　健祐(4)       75.45

武石Ｃ 小学校 欠場      
 2組     1 北 小学校 西牧　侑真(4) 遠西　孝哲(4) 青木　陸哉(4) 渡辺　大翔(4)       63.57

    2 腰越ＪＳＣ 小学校 高木　更紗(4) 内田　玲穏(4) 久保田　絢乃(4) 金井　源一郎(4)       67.97
    3 清明Ｂ 小学校 小林　鈴奈(4) 西坂　知華(4) 宮崎　有愛(4) 中村　泉咲(4)       69.57
    4 傍陽Ｂ 小学校 関　　涼花(4) 清水　大渡(4) 斎藤　真愛(4) 手塚　優吾(4)       70.03
    5 傍陽Ａ 小学校 堀内　まゆ(4) 髙塚　慎太郎(4) 岡嶋　美空(4) 羽毛田　諒(4)       70.57
    6 傍陽Ｃ 小学校 横田　響(4) 小林　明日香(4) 岡嶋　優芽(4) 関川　岳樹(4)       70.64
    7 武石Ａ 小学校 米澤　萌愛(4) 橋詰　智咲(4) 小山　優香(4) 小澤　花保(4)       72.94

4×100m

チーム名 選手名１

4×100m

4×100m


