
第29回長野県小学生陸上競技大会　兼第29回東海小学生リレー競技大会予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
第28回全国小学生陸上競技交流大会 跳躍審判長 富松建夫
後援：日本陸上競技連盟、(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団 投擲審判長 伊藤利博
【開催日】 平成24年6月23日（土） 混成審判長 中條延太郎
【主催団体】 （一財）長野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 竹内秀樹

男  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
 6/24 男子 丸山 拓真(5) 3:04.59 宮内 斗輝(6) 3:07.23 若林 亮冶(6) 3:07.43 新倉 佑輔(6) 3:07.97 松木 悠司(6) 3:08.24 白川 大地(6) 3:08.25 小澤 大輝(6) 3:09.18 郷津 知哉(6) 3:09.64

1000m 川中島JRC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 上田南小 洗馬 湖南小 東伊那 穂高西 白馬AC
 6/24  +0.9西村 陽杜(6) 13.23 熊谷 尚紀(6) 13.84 五味 丈志(6) 13.84 近藤 明(6) 13.96 池野 隆太郎(6) 14.22 宮本 惇(6) 14.50 飯島 大空(6) 14.54 山嵜 悠輝(6) 14.55

80mH(0.700m) 二子 いがら陸上 軽井沢中部小 小海小 いがら陸上 大町西 岸野小 森上
 6/24 山元 俊宏(6) 1.25 遠山 舜也(6) 1.25 宮澤 健太(6) 三郷 1.20 笠川 京(6) 駒ヶ根AC 1.20 江原 拓(6) 1.20

走高跳 大町東 軽井沢西部AC 池田 桃輔(6) 田中小 宮入 太優(6) 広丘 軽井沢西部AC
飯島 詢平(6) 中野ｽﾏｲﾙ

 6/24 髙畑 遼(6) 4.70(+2.3) 神田 来夢(6) 4.58(-1.0) 磯貝 翔(6) 4.30(+1.7) 松本 陸(6) 4.29(+0.9) 稲村 春飛(6) 4.28(+0.6) 酒井 大成(6) 4.24(+2.1) 木ﾉ内 裕二(6)4.21(+2.1) 濱 有希(6) 4.16(+2.6)
走幅跳 東春近 望月AC 高瀬AC 城南小 宮田 東春近 栗ｶﾞ丘 広丘

 6/24 田島 大輝(6) 71.07 米山 智也(6) 65.22 北松 淳平(6) 62.04 唐澤 陸(6) 58.43 篠原 千拓(6) 56.14 渡邉 大寿(6) 55.60 百瀬 幸輝(6) 54.85 村上 鮎太郎(6) 54.68
ﾎﾞｰﾙ投 日義TFC 朝日 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ 辰野西 小海小 北御牧小 堀金 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ

 6/24 大町西(A)       53.84 赤穂       54.11 豊科北(A)       54.48 三郷       54.50 七久保       55.08 芝沢       55.70 大町南       56.65 信濃(B)       56.77
4×100m 松原  聖将(6) 中平 明辰(6) 福岡 歩武(6) 古畑 龍也(6) 本多 航平(6) 新村 篤史(6) 栗林 雄大(6) 吉田 春城(5)

佐竹 哲寛(6) 酒井 和馬(6) 恩田 瑛司(6) 穂苅 康人(6) 片桐 聖護(6) 太田 誠人(6) 降旗 晃大(6) 佐藤 翔(6)
草間 皓紀(6) 小町谷 祥司(6) 中谷 昌太郎(6) 柴野 颯(6) 代田 智大(6) 宮島 健太(6) 西澤 優人(6) 柳澤 啓斗(6)
田中  君治(6) 熊谷 康成(6) 小穴 康平(6) 柳沢 孝介(6) 窪田 璃久(6) 金田 耕平(6) 牛越 悠人(6) 小林 樹也(6)

 6/24 5年男子  +1.2田中 圭(5) 14.00 小林 大輝(5) 14.05 佐貫 翔(5) 14.15 稲生 元希(5) 14.18 高木 厚徳(5) 14.22 小林 碧(5) 14.25 山川 滉生(5) 14.25 石黒 佑弥(5) 14.49
100m 川中島JRC 西春近南 青木小 ｱｷﾂｴｰｼｰ 下諏訪南小 宗賀 ｲｲﾀﾞｯｼｭ 通明

 6/24 6年男子  +1.7福澤 亮汰(6) 12.54 宮下 翼(6) 13.14 柳沢 直生(6) 13.29 堀 尚裕(6) 13.51 山浦 竜介(6) 13.55 西村 光(6) 13.57 池田 翔紀(6) 13.57 小林 知季(6) 13.58
100m 赤穂東 長野市陸上教 宗賀 南木曽 岸野小 伊那 牟礼陸上ｽﾎﾟ少 宗賀



予選 6月24日 11:00
決勝 6月24日 15:45

長野県小学生(ER)                12.27 近藤 裕也                    松川陸上ｸﾗﾌﾞ     2010/08/22  
大会記：県小学生(GR)            13.63 

[ 1組] 風速 -1.9 [ 2組] 風速 -1.2

 1 山川 滉生(5)     14.44 q  1 稲生 元希(5)     14.52 q
ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ ｱｷﾂｴｰｼｰ

 2 青木 陸哉(5)     14.75  2 白木 凜太郎(5)     14.84 
ｱｵｷ ﾘｸﾔ 上田北小 ｼﾗｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 開智

 3 湯浅 太貴(5)     14.75  3 小林 佳生(5)     15.03 
ﾕｱｻ ﾀｲｷ 通明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 箕輪北

 4 篠原 翔(5)     14.94  4 井手 翼(5)     15.16 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科東 ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 塩尻東

 5 原山 尋斗(5)     14.97  5 服田 颯馬(5)     15.27 
ﾊﾗﾔﾏ ﾋﾛﾄ 長野市陸上教 ﾊｯﾀ ｿｳﾏ 三水第一

 6 酒井 稜太(5)     15.53  6 三守 遼星(5)     15.35 
ｻｶｲ  ﾘｮｳﾀ 丸山小 ﾐｶﾐ ﾘｮｳｾｲ 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ

 7 中山 勇輝(5)     15.55  7 木村 聡太(5)     15.45 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 仁礼 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 豊科北

 8 土屋 雄貴(5)     15.75  8 上野 琉希(5)     15.66 
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 軽井沢西部AC ｳｴﾉ ﾘｭｳｷ 武石小

 9 原 純夢(5)     15.90  9 西牧 蒼真(5)     16.64 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾑ 川上第二小 ﾆｼﾏｷ ｿｳﾏ 上田北小

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 -1.0

 1 石黒 佑弥(5)     14.35 q  1 伊藤 和也(5)     14.71 
ｲｼｸﾞﾛ ﾕｳﾔ 通明 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 2 西牧侑真(5)     14.63  2 赤尾 聡良(5)     14.81 
ﾆｼﾏｷ ﾕｳﾏ 上田北小 ｱｶｵ  ｿﾗ 豊殿小

 3 塩原 怜史(5)     14.80  3 有馬 寿哉(5)     14.86 
ｼｵﾊﾗ ｻﾄｼ 会染 ｱﾘﾏ ﾄｼﾔ 豊科南

 3 寺澤 勇紀(5)     14.80  4 唐澤 駿介(5)     14.90 
ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 辰野西

 5 干川 柊(5)     14.82  5 三浦 裕世(5)     15.08 
ﾎｼｶﾜ ｼｭｳ 芝沢 ﾐｳﾗ ﾕｳｾｲ 西春近南

 6 塚原 愛稀(5)     15.03  6 渡辺 大翔(5)     15.16 
ﾂｶﾊﾗ ｱｲｷ 塩尻吉田 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 上田北小

 7 二瓶 柊(5)     15.16  7 依田 直也(5)     15.35 
ﾆﾍｲ ｼｭｳ 三郷 ﾖﾀﾞ ﾅｵﾔ 岩村田小

 8 髙橋 翔(5)     15.41  8 掛川 晃世(5)     15.47 
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 仁礼 ｶｹｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 坂の上小

 9 武井 孝史朗(5)     15.52 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 川岸小

[ 5組] 風速 +3.4 [ 6組] 風速 +1.0

 1 田中 圭(5)     14.00 q  1 小林 大輝(5)     14.22 q
ﾀﾅｶ ｹｲ 川中島JRC ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 西春近南

 2 佐貫 翔(5)     14.13 q  2 渡辺 勇陽(5)     14.66 
ｻﾇｷ ｼｮｳ 青木小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾋ 御代田南

 3 林 泰希(5)     14.70  3 一之瀬 弘聖(5)     14.77 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野南 ｲﾁﾉｾ ﾋﾛｱｷ 長小

 4 白木 貴也(5)     14.83  4 丸山 光(5)     14.78 
ｼﾗｷ ﾀｶﾔ 岡谷小 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 鎌田

 5 坪井 雄大(5)     15.10  5 小坂 晃大(5)     14.87 
ﾂﾎﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ 高山 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 大町南

 6 玉田 航太(5)     15.43  6 中澤 拓弥(5)     14.94 
ﾀﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 開智 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 二子

 7 福澤 柾人(5)     15.52  7 島田 勇斗(5)     15.24 
ﾌｸｻﾞﾜ  ﾏｻﾄ 朝陽 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 坂の上小

 8 手塚 建太(5)     15.59  8 原 泰三(5)     15.27 
ﾃﾂﾞｶ ｹﾝﾀ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 野岸小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5年男子

100m
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[ 7組] 風速 +2.4

 1 小林 碧(5)     14.14 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 宗賀

 2 高木 厚徳(5)     14.15 q
ﾀｶｷﾞ  ｱﾂﾉﾘ 下諏訪南小

 3 小林 優真(5)     14.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 境小

 4 山下 嵩央(5)     14.84 
ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 長野市陸上教

 5 木村 亮太(5)     14.90 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 中洲小

 6 小林 瑛寿(5)     15.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞｭ 飯山

 7 髙橋 理人(5)     15.90 
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 仁礼
深井 悠冬(5)
ﾌｶｲ ﾊﾙﾄ 通明

風速 +1.2

 1 田中 圭(5)     14.00 
ﾀﾅｶ ｹｲ 川中島JRC

 2 小林 大輝(5)     14.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 西春近南

 3 佐貫 翔(5)     14.15 
ｻﾇｷ ｼｮｳ 青木小

 4 稲生 元希(5)     14.18 
ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ ｱｷﾂｴｰｼｰ

 5 高木 厚徳(5)     14.22 
ﾀｶｷﾞ  ｱﾂﾉﾘ 下諏訪南小

 6 小林 碧(5)     14.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 宗賀

 7 山川 滉生(5)     14.25 
ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 8 石黒 佑弥(5)     14.49 
ｲｼｸﾞﾛ ﾕｳﾔ 通明

氏  名 所属名 記録／備考
8   573

9   717

5年男子

100m
順 ﾚｰﾝ No.

4   331

6   721

2   719

3   312

7   340

5   346

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   122

5   316

9   805

4   573

2   231

6   717

3   846

8   338



予選 6月24日 11:25
決勝 6月24日 15:50

長野県小学生(ER)                12.27 近藤 裕也                    松川陸上ｸﾗﾌﾞ     2010/08/22  
大会記：県小学生(GR)            12.46 

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +1.6

 1 山浦 竜介(6)     13.42 q  1 宮下 翼(6)     13.10 q
ﾔﾏｳﾗ ﾘｭｳｽｹ 岸野小 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 長野市陸上教

 2 西村 光(6)     13.48 q  2 土屋優輝(6)     13.94 
ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 伊那 ﾂﾁﾔﾕｳｷ 篠ﾉ井西

 3 鈴木 颯太(6)     13.81  3 宮下 恒輝(6)     14.01 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 中洲小 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 神明小

 4 中西 竜歩(6)     14.35  4 近藤 竜也(6)     14.25 
ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 穂高西 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 豊平小

 5 仙田 勇人(6)     14.48  5 宿岩 有賢(6)     14.39 
ｾﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ 長野市陸上教 ﾔﾄﾞｲﾜ  ｱﾘﾀｶ 野沢小

 6 山岸 駿莉(6)     14.50  6 柳澤 一希(6)     14.60 
ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭﾘ ｽﾎﾟｺﾐ東北 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 中込小

 7 林 涼真(6)     14.51  7 小山 隼平(6)     14.76 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 西箕輪AC ｺﾔﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 青木小

 8 岡村 州紘(6)     14.66  8 遠藤 悠河(6)     14.91 
ｵｶﾑﾗｸﾆﾋﾛ 美南ｶﾞ丘小 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶﾞ 小海小

 9 小松 拓真(6)     14.84 阿部 光晟(6)
ｺﾏﾂ ﾀｸﾏ 北御牧小 ｱﾍﾞ  ｺｳｾｲ 長丘

[ 3組] 風速 +2.2 [ 4組] 風速 +1.6

 1 福澤 亮汰(6)     12.56 q  1 小林 知季(6)     13.49 q
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 赤穂東 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 宗賀

 2 堀 尚裕(6)     13.65 q  2 西澤 諒(6)     13.69 
ﾎﾘ ﾅｵﾋﾛ 南木曽 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 大町東

 3 高橋 涼(6)     13.75  3 近藤 恵哉(6)     14.24 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 望月AC ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 伊東 嵩矢(6)     13.77  4 酒井 陸(6)     14.34 
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 塩崎 ｻｶｲ ﾘｸ 更埴陸上教

 5 市澤 文太(6)     14.24  5 松崎 咲人(6)     14.46 
ｲﾁｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀ 会染 ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ 桔梗

 6 野沢 佳祐(6)     14.34  6 高野 然(6)     14.70 
ﾉｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 長野市陸上教 ﾀｶﾉ ｾﾞﾝ 長野市陸上教

 7 野澤 樹哉(6)     14.91  7 田中 駿祐(6)     14.75 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷﾔ 辰野西 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 開智

 8 山浦 隆慈(6)     15.06  8 高橋 智史(6)     14.84 
ﾔﾏｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ 軽井沢西部AC ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 三水第一

 9 小林 竜二(6)     15.06 工藤 敢太(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ 日滝 ｸﾄﾞｳ ｶﾝﾀ 泉小

[ 5組] 風速 +1.0 [ 6組] 風速 +1.1

 1 大澤 優斗(6)     13.71  1 吉田 隆慶(6)     13.66 
ｵｵｻﾜ ﾕｳﾄ 和田小 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｹｲ 金沢小

 2 米山 諒(6)     13.99  2 吉田 智哉(6)     13.93 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 3 鳴澤 憲史朗(6)     14.01  3 柳澤 隆真(6)     13.98 
ﾅﾙｻﾜ ｹﾝｼﾛｳ 北御牧小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｭｳﾏ 松川

 4 笹川 浩輔(6)     14.12  4 井出 直哉(6)     14.15 
ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 木祖源流TC ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 軽井沢西部AC

 5 小野沢 侑也(6)     14.28  5 市川 ｴﾏﾆｴﾙ(6)     14.27 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｲﾁｶﾜ ｴﾏﾆｴﾙ 本郷

 6 髙橋 和真(6)     14.57  6 花村 珠潤(6)     14.51 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 川上第一小 ﾊﾅﾑﾗ ｼｭｳﾙ 芝沢

 7 長嶺 直(6)     14.70  7 伊藤 正英(6)     14.53 
ﾅｶﾞﾐﾈ ﾅｵ 梓川 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 伊那東

 8 金子 翔太(6)     14.85  8 松澤 一輝(6)     15.24 
ｶﾈｺ ｼｮｳﾀ 本原小 ﾏﾂｻﾞﾜ ｲﾂｷ 池田

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6年男子

100m

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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7   133
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2   288

9   7898   638
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順 ﾚｰﾝ No.

2   593

5   676

7   233

所属名 記録／備考
3   722

6   656

4    10

8   617



[ 7組] 風速 +2.4

 1 柳沢 直生(6)     13.23 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 宗賀

 2 池田 翔紀(6)     13.43 q
ｲｹﾀﾞｼｮｳｷ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少

 3 西川 大海(6)     14.17 
ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾑ 神科小

 4 北沢 智哉(6)     14.17 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 藤森 暖生(6)     14.17 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 湖南小

 6 大野 輝(6)     14.30 
ｵｵﾉ ﾋｶﾙ 伊賀良小

 7 塚原 豊純(6)     14.63 
ﾂｶﾊﾗ ﾄﾖｽﾞﾐ 洗馬

 8 宮澤 浩太(6)     14.85 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀ ｽﾎﾟｺﾐ東北

風速 +1.7

 1 福澤 亮汰(6)     12.54 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 赤穂東

 2 宮下 翼(6)     13.14 
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 長野市陸上教

 3 柳沢 直生(6)     13.29 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 宗賀

 4 堀 尚裕(6)     13.51 
ﾎﾘ ﾅｵﾋﾛ 南木曽

 5 山浦 竜介(6)     13.55 
ﾔﾏｳﾗ ﾘｭｳｽｹ 岸野小

 6 西村 光(6)     13.57 
ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 伊那

 7 池田 翔紀(6)     13.57 
ｲｹﾀﾞｼｮｳｷ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少

 8 小林 知季(6)     13.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 宗賀

氏  名 所属名 記録／備考
2   574

9   362

6年男子

100m
順 ﾚｰﾝ No.
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予選 6月24日  9:10
決勝 6月24日 15:20

長野県小学生(ER)                11.72 内川　佳祐                   白馬北           2008        
大会記：県小学生(GR)            13.12 

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.8

 1 熊谷 尚紀(6)     14.24 q  1 西村 陽杜(6)     13.44 q
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ いがら陸上 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 二子

 2 飯島 大空(6)     14.53 q  2 栗林 幹太(6)     14.95 
ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 岸野小 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 湖南小

 3 荻原 築(6)     15.33  3 水川 竣介(6)     15.07 
ｵｷﾞﾜ ｷｽﾞｸ 白馬AC ﾐｽﾞｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 日義TFC

 4 髙橋 良徳(6)     15.64  4 依田 幸憲(6)     15.32 
ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ ﾖﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 北御牧小

 5 中嶋 健瑠(5)     16.30  5 伊藤 康佑(5)     16.07 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 赤穂南 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 大町東

 6 新海 悠貴(6)     16.39  6 廣田 鴻平(6)     17.34 
ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ 泉小 ﾋﾛﾀ  ｺｳﾍｲ 大岡

 7 黒田 大将(6)     16.42  7 大嶋 樹(6)     18.47 
ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 豊洲 ｵｵｼﾏ ﾀﾂｷ 軽井沢西部AC

 8 嘉生 弥月(6)     18.07  8 松澤 嵐史(5)     18.51 
ｶｼｮｳ ﾐｽﾞｷ 日滝 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾗｼ いがら陸上

 9 石山 征雅(6)     18.77 
ｲｼﾔﾏ  ｾｲｶﾞ 湖東小

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 -0.2

 1 近藤 明(6)     14.34 q  1 池野 隆太郎(6)     14.48 q
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 小海小 ｲｹﾉ ｺｳﾀﾛｳ いがら陸上

 2 下条 倫太郎(6)     15.23  2 山嵜 悠輝(6)     14.76 q
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 旭町 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 森上

 3 永井 悠貴(6)     15.55  3 宮本 惇(6)     14.93 q
ﾅｶﾞｲ   ﾕｳｷ 森上 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 大町西

 4 阿部 純大(5)     17.64  4 松本 竜弥(6)     16.01 
ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 屋代 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ 伊那東

 5 竹村 颯平(5)     17.79  5 大西 昇帆(5)     16.60 
ﾀｹﾑﾗ ｿｳﾍｲ 大町西 ｵｵﾆｼ ｼｮｳﾎ 大町北

 6 吉池 秀哉(6)     17.99  6 萩原 寿希也(6)     17.16 
ﾖｼｲｹ ｼｭｳﾔ 北御牧小 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾞｭｷﾔ 軽井沢西部AC

 7 鮎澤 諒(5)     19.04  7 佐々木 雅裕(6)     17.31 
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳ 宮川小 ｻｻｷ  ﾏｻﾋﾛ 王滝
清水 一矢(6)  8 西村 祥平(5)     19.88 
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾔ 立科小 ﾆｼﾑﾗ  ｼｮｳﾍｲ 大岡

[ 5組] 風速 +0.3 [ 6組] 風速 -1.2

 1 黒田 崚太(6)     14.99  1 五味 丈志(6)     14.48 q
ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 豊洲 ｺﾞﾐ  ｼﾞｮｰｼﾞ 軽井沢中部小

 2 鏡味 遥(6)     15.03  2 木村 大(6)     15.07 
ｶｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 洗馬 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲ 伊那

 3 小林 哲平(6)     15.22  3 野々村 一人(6)     15.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｯﾍﾟｲ 北御牧小 ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 原PCｼﾞｭﾆｱ

 4 野村 比呂(6)     15.45  4 中澤 貴廣(6)     16.38 
ﾉﾑﾗ ﾋﾛ 中沢 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 日義TFC

 5 糸氏 柊矢(6)     16.21  5 下出  渉(6)     16.49 
ｲﾄｳｼﾞ ﾄｳﾔ 白馬北 ｼﾓﾃﾞ  ﾜﾀﾙ 王滝

 6 古瀬 真弥(6)     16.38  6 蒲原 瑞己(5)     17.97 
ﾌﾙｾ ﾏｻﾔ 開明 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾐｽﾞｷ 赤穂東

 7 杉山 海樹(6)     18.40  7 三嶋 蒼生(5)     18.11 
ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲｷ 和合小 ﾐｼﾏ ｱｵｲ いがら陸上

 8 和田 晃太(6)     19.68 宮川 耕輔(6)
ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ 日滝 ﾐﾔｶﾞﾜ  ｺｳｽｹ 長丘

風速 +0.9

 1 西村 陽杜(6)     13.23 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 二子

 2 熊谷 尚紀(6)     13.84 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ いがら陸上

 3 五味 丈志(6)     13.84 
ｺﾞﾐ  ｼﾞｮｰｼﾞ 軽井沢中部小

 4 近藤 明(6)     13.96 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 小海小

 5 池野 隆太郎(6)     14.22 
ｲｹﾉ ｺｳﾀﾛｳ いがら陸上

 6 宮本 惇(6)     14.50 
ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 大町西

 7 飯島 大空(6)     14.54 
ｲｲｼﾞﾏ ｿﾗ 岸野小

 8 山嵜 悠輝(6)     14.55 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 森上
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6   850
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決勝 6月24日 14:30

長野県小学生(ER)              2:52.94 大久保　賢志                 真田クラブ       2005/06/25  
大会記：県小学生(GR)          2:52.94 

[ 1組] [ 2組]

 1 島田 佳祐(6)   3:18.90  1 郷津 知哉(6)   3:09.64 
ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 栄 ｺﾞｳｽﾞ ﾄﾓﾔ 白馬AC

 2 北澤 以進(6)   3:19.43  2 古川 晴貴(6)   3:09.75 
ｷﾀｻﾞﾜ ｲｼﾝ 赤穂南 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 南木曽

 3 金井 源一郎(5)   3:20.07  3 寺尾 昴(6)   3:10.00 
ｶﾅｲ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 腰越JSC ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ 腰越JSC

 4 小宮山 峻平(6)   3:20.65  4 山下 航平(6)   3:11.10 
ｺﾐﾔﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 軽井沢西部AC ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ 本原小

 5 眞田 稜生(5)   3:20.77  5 宇津野 篤(5)   3:12.94 
ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 城下小 ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 腰越JSC

 6 片桐 陽和(5)   3:21.81  6 飯塚 爽介(6)   3:14.72 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 望月AC ｲｲﾂﾞｶ ｿｳｽｹ 赤穂東

 7 滝澤 諒也(6)   3:22.41  7 小宮山 貴大(6)   3:15.22 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 附属長野 ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 青木小

 8 両角 睦紀(6)   3:24.64  8 川島 翔太(6)   3:15.72 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾑﾂｷ 長地小 ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 会染

 9 吉越 佳祐(6)   3:25.44  9 阿藤 紘己(6)   3:15.87 
ﾖｼｺｼ ｹｲｽｹ 附属長野 ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 坂城JAC

10 大日方 基就(6)   3:25.48 10 田中 仁之輔(5)   3:17.33 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾓﾄﾅﾘ 小川 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾉｽｹ 明南

11 石田 大和(6)   3:26.36 11 塚越  徹(5)   3:19.75 
ｲｼﾀ ﾞﾔﾏﾄ 岸野小 ﾂｶｺｼ ﾃﾂ 西春近北

12 小山 慧(6)   3:27.19 12 大月 健生(6)   3:20.58 
ｺﾔﾏ ｹｲ 菅平小 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ 穂高西

13 田中 皓史(6)   3:28.14 13 那須野 寛生(6)   3:20.70 
ﾀﾅｶ ｱｷﾌﾐ ｱｷﾂｴｰｼｰ ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 七久保

14 内藤 歩夢(6)   3:28.17 14 坂槇 健汰(6)   3:21.44 
ﾅｲﾄｳ ｱﾕﾑ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｻｶﾏｷ ｹﾝﾀ 豊科北

15 青木 悟(6)   3:28.28 15 志水口 隆史(6)   3:21.46 
ｱｵｷ ｻﾄﾙ 本原小 ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ  ﾀｶｼ 下諏訪南小

16 和田 知央(6)   3:36.12 16 野呂田 章吾(6)   3:22.12 
ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾉﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ 三郷

17 想田 喬介(6)   3:37.73 17 齊藤 龍志(6)   3:22.85 
ｿｳﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 信州新町ｸ ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 梓川

18 佐々木 梨人(5)   3:38.52 18 辻 健志(6)   3:25.20 
ｻｻｷ ﾘﾄ 小海小 ﾂｼﾞ ｹﾝｼﾞ 泰阜小

19 北原 圭紳(5)   3:40.81 19 小林 竜也(6)   3:26.55 
ｷﾀﾊﾗ  ｹｲｼﾝ 昭和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 富士見小

20 富塚 祐太(6)   3:45.29 稲田 光佑(5)
ﾄﾐﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 美南ｶﾞ丘小 ｲﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ 白馬北

男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

11   144

8   238

20   822

13   112

18     8

6   145

10   348

4   347

14   695

17   146

12   275

15    36

  293

16   152

9   232

5   289

1   102

2    40

19   143

16   121

7   278

3   290

19

所属名 記録／備考
14   620

順 No.

11   142

4   151

10   534

1   588

18   818

12   802

13   267

3   519

15   492

2   477

6   834

5   640

17   693

20   463

8   622
欠場

7   900

9   694



[ 3組]

 1 石曽根 歩(6)   3:04.43 
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 島内

 2 丸山 拓真(5)   3:04.59 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 川中島JRC

 3 宮内 斗輝(6)   3:07.23 
ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 若林 亮冶(6)   3:07.43 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 上田南小

 5 新倉 佑輔(6)   3:07.97 
ｱﾗｸﾗ ﾕｳｽｹ 洗馬

 6 松木 悠司(6)   3:08.24 
ﾏﾂｷ ﾁｶｼ 湖南小

 7 白川 大地(6)   3:08.25 
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 東伊那

 8 小澤 大輝(6)   3:09.18 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 穂高西

 9 石井 慎也(6)   3:10.01 
ｲｼｲ  ｼﾝﾔ 丸山小

10 東 法道(6)   3:10.46 
ｱｽﾞﾏ ﾎｳﾄﾞｳ ｽﾎﾟｺﾐ東北

11 上條 健亮(5)   3:11.01 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹﾝｽｹ 塩尻吉田

12 大峡 和(6)   3:12.99 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 鼎小

13 中澤 堅太朗(6)   3:13.50 
ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ ｽﾎﾟｺﾐ東北

14 伊藤 輝(6)   3:15.33 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 玉川小

15 小林 大亮(6)   3:18.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

16 渋沢 郁未(6)   3:19.53 
ｼﾌﾞｻﾜｲｸﾐ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少

17 中村 将也(5)   3:20.94 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 坂城JAC

18 窪田 涼也(6)   3:24.59 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾔ 明南
松尾 拓樹(6)
ﾏﾂｵ ﾋﾛｷ 上松

男子

1000m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

16   888

13   670

12   317

9   691

18   130

2   579

14   892

7   828

3   476

8   858

15   236

19   550

10   887

11   237

4   692

1   518

17   363

6   266

5   529
欠場



   1 石曽根 歩(6) 島内     3:04.43   3   1
   2 丸山 拓真(5) 川中島JRC     3:04.59   3   2
   3 宮内 斗輝(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:07.23   3   3
   4 若林 亮冶(6) 上田南小     3:07.43   3   4
   5 新倉 佑輔(6) 洗馬     3:07.97   3   5
   6 松木 悠司(6) 湖南小     3:08.24   3   6
   7 白川 大地(6) 東伊那     3:08.25   3   7
   8 小澤 大輝(6) 穂高西     3:09.18   3   8
   9 郷津 知哉(6) 白馬AC     3:09.64   2   1
  10 古川 晴貴(6) 南木曽     3:09.75   2   2
  11 寺尾 昴(6) 腰越JSC     3:10.00   2   3
  12 石井 慎也(6) 丸山小     3:10.01   3   9
  13 東 法道(6) ｽﾎﾟｺﾐ東北     3:10.46   3  10
  14 上條 健亮(5) 塩尻吉田     3:11.01   3  11
  15 山下 航平(6) 本原小     3:11.10   2   4
  16 宇津野 篤(5) 腰越JSC     3:12.94   2   5
  17 大峡 和(6) 鼎小     3:12.99   3  12
  18 中澤 堅太朗(6) ｽﾎﾟｺﾐ東北     3:13.50   3  13
  19 飯塚 爽介(6) 赤穂東     3:14.72   2   6
  20 小宮山 貴大(6) 青木小     3:15.22   2   7
  21 伊藤 輝(6) 玉川小     3:15.33   3  14
  22 川島 翔太(6) 会染     3:15.72   2   8
  23 阿藤 紘己(6) 坂城JAC     3:15.87   2   9
  24 田中 仁之輔(5) 明南     3:17.33   2  10
  25 小林 大亮(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:18.29   3  15
  26 島田 佳祐(6) 栄     3:18.90   1   1
  27 北澤 以進(6) 赤穂南     3:19.43   1   2
  28 渋沢 郁未(6) 牟礼陸上ｽﾎﾟ少     3:19.53   3  16
  29 塚越  徹(5) 西春近北     3:19.75   2  11
  30 金井 源一郎(5) 腰越JSC     3:20.07   1   3
  31 大月 健生(6) 穂高西     3:20.58   2  12
  32 小宮山 峻平(6) 軽井沢西部AC     3:20.65   1   4
  33 那須野 寛生(6) 七久保     3:20.70   2  13
  34 眞田 稜生(5) 城下小     3:20.77   1   5
  35 中村 将也(5) 坂城JAC     3:20.94   3  17
  36 坂槇 健汰(6) 豊科北     3:21.44   2  14
  37 志水口 隆史(6) 下諏訪南小     3:21.46   2  15
  38 片桐 陽和(5) 望月AC     3:21.81   1   6
  39 野呂田 章吾(6) 三郷     3:22.12   2  16
  40 滝澤 諒也(6) 附属長野     3:22.41   1   7
  41 齊藤 龍志(6) 梓川     3:22.85   2  17
  42 窪田 涼也(6) 明南     3:24.59   3  18
  43 両角 睦紀(6) 長地小     3:24.64   1   8
  44 辻 健志(6) 泰阜小     3:25.20   2  18
  45 吉越 佳祐(6) 附属長野     3:25.44   1   9
  46 大日方 基就(6) 小川     3:25.48   1  10
  47 石田 大和(6) 岸野小     3:26.36   1  11
  48 小林 竜也(6) 富士見小     3:26.55   2  19
  49 小山 慧(6) 菅平小     3:27.19   1  12
  50 田中 皓史(6) ｱｷﾂｴｰｼｰ     3:28.14   1  13
  51 内藤 歩夢(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:28.17   1  14
  52 青木 悟(6) 本原小     3:28.28   1  15
  53 和田 知央(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:36.12   1  16
  54 想田 喬介(6) 信州新町ｸ     3:37.73   1  17
  55 佐々木 梨人(5) 小海小     3:38.52   1  18
  56 北原 圭紳(5) 昭和     3:40.81   1  19
  57 富塚 祐太(6) 美南ｶﾞ丘小     3:45.29   1  20

所属名 記録 備考

男子

組 順位
  670
  317

1000m
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  828
  476
  620
  534

  888
  130
  579
  691

  151
  143
  858
  237

  142
  892
  236
  550

  267
  519
  887
  238

  818
  121
  692
  588

  477
    8
  834
  145

  822
  363
  802
  144

  463
  347
  640
  518

  266
  492
  693
  112

   36
  694
  146
  232

  695
  900
  348
  275

   40
  278
  102

  289
  152
  290
  293



決勝 6月24日  9:30

長野県小学生(ER)                 1.46 内川　佳祐                   白馬北           2007/05/03  
大会記：県小学生(GR)             1.41 

山元 俊宏(6)
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 大町東
遠山 舜也(6)
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 軽井沢西部AC
宮澤 健太(6)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 三郷
池田 桃輔(6)
ｲｹﾀﾞ ﾄｳｽｹ 田中小
笠川 京(6)
ｶｻｶﾞﾜ ｹｲ 駒ヶ根AC
宮入 太優(6)
ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾕｳ 広丘
飯島 詢平(6)
ｲｲｼﾞﾏｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中野ｽﾏｲﾙ
江原 拓(6)
ｴﾊﾗ ﾀｸﾐ 軽井沢西部AC
千葉 俊紀(6)
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 日滝
村越 友哉(5)
ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ 中野ｽﾏｲﾙ
吉澤 幸輝(6)
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ ﾁｰﾑ富県
石塚 翼(6)
ｲｼﾂﾞｶ ﾂﾊﾞｻ 小谷
松島 稜之(6)
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ 高森北小
輿 賀亮(6)
ｺｼ ﾖｼｱｷ 芝沢
後藤 元太(6)
ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝﾀ 西箕輪AC
川島 大和(6)
ｶﾜｼﾏ ﾔﾏﾄ 西箕輪AC
今井 崚(6)
ｲﾏｲ ﾘｮｳ 豊平小
増尾 知之(6)
ﾏｽｵ ﾄﾓﾕｷ 昭和
須澤 香木(5)
ｽｻﾞﾜ ﾖｼｷ 開智
鴨居 雄次(6)
ｶﾓｲ ﾕｳｼﾞ 洗馬
塚原 友都(6)
ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 寿
熊澤 侑真(6)
ｸﾏｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 西箕輪AC
古野 空児(5)
ﾌﾙﾉ ｸｳｼﾞ 鎌田
菊池 雄太(6)
ｷｸﾁ  ﾕｳﾀ 南牧北小
田玉 育巳(5)
ﾀﾀﾞﾏ ｲｸﾐ 寿
二ﾉ宮 大輝(5)
ﾆﾉﾐﾔ ﾀｲｷ 泉台
丸山 凌矢(5)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 堀金
清水 翔生(6)
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 広丘
佐藤 涼平(5)
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 本原小
宮下 佑月(6)
ﾐﾔｼﾀ  ﾕﾂﾞｷ 下諏訪南小
宮澤 宏武(5)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾀｹ 堀金
高宮 健輔(5)
ﾀｶﾐﾔ ｹﾝｽｹ 鎌田
鷲尾 麗慈(5)
ﾜｼｵ ﾚｲｼﾞ 岡山
花岡 直樹(6)
ﾊﾅｵｶ  ﾅｵｷ 下諏訪南小
加納 和之(6)
ｶﾉｳ ｶｽﾞﾕｷ 小井川小
川原 彰英(6) 欠場
ｶﾜﾊﾗ ｼｮｳｴｲ 大町南

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

o o

記録 備考1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25
1 3   608

- - o o xxx

1m30

 1.25

2 5    15
o o o o o

o o

xo xxx

3 2   472
- - o xxx

 1.25

 1.20

3 9   737
o o o o o

o xo

xxx

5 4   840
- - o xxx

 1.20

 1.20

5 8   571
o o o o xo

o xo

xxx

5 17   323
o o o xxx

 1.20

 1.20

8 18    14
o o o xo xo

o xxo

xxx

9 11   344
o o o xxx

 1.20

 1.20

9 12   322
o o o o xxo

xo xxo

xxx

11 6   801
o o o xxx

 1.20

 1.20

12 13   589
o o o o xxx

xo xxx
13 1   865

o o o

 1.15

 1.15

14 28   663
o o xxo xo

xxo xxx
15 10   795

o o o

 1.15

 1.15

15 15   797
o o o xxo xxx

xxx
17 7   736

- o o

 1.15

 1.10

17 14   279
o o o xxx

xxx
17 20   648

o o o

 1.10

 1.10

17 24   580
o o o xxx

xxx
17 27   664

o o o

 1.10

 1.10

22 16   796
o xo o xxx

xxx
23 25   653

o o xo

 1.10

 1.10

23 26   109
o o xo xxx

xxx
25 22   665

o xxo xo

 1.10

 1.10

26 21   318
o o xxo xxx

xxx
27 33   515

o xo xxo

 1.10

 1.10

28 19   572
o o xxx

28 23   154
o o xxx

 1.05

 1.05

28 30   739
o o xxx

28 31   516
o o xxx

 1.05

 1.05

28 34   654
o o xxx

28 35   243
o o xxx

 1.05

 1.05

28 36   738
o o xxx

35 32   740
o xxo xxx

 1.05

 1.05

29   615



P. 11

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成24年6月23日（土）
会場：県松本平広域公園陸上競技場

長野県小学生(ER)                 5.47 内川　佳祐                   白馬北           2007/10/06  
大会記：県小学生(GR)             5.36 

髙畑 遼(6) 東春近
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶ
神田 来夢(6) 望月AC
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ
磯貝 翔(6) 高瀬AC
ｲｿｶﾞｲ ｼｮｳ ﾀｶｾAC
松本 陸(6) 城南小
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ
稲村 春飛(6) 宮田
ｲﾅﾑﾗ ﾊﾙﾄ ﾐﾔﾀﾞ
酒井 大成(6) 東春近
ｻｶｲ ﾀｲｾｲ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶ
木ﾉ内 裕二(6) 栗ｶﾞ丘
ｷﾉｳﾁ ﾕｳｼﾞ ｸﾘｶﾞｵｶ
濱 有希(6) 広丘
ﾊﾏ ﾕｳｷ ﾋﾛｵｶ
宮川 蓮(6) 坂井
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ ｻｶｲ
柳沢 共輝(6) 白馬AC
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｷ ﾊｸﾊﾞAC
飯島 竜平(6) 豊野東
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｭｳﾍｲ ﾄﾖﾉﾋｶﾞｼ
内山 颯斗(6) 穂高西
ｳﾁﾔﾏ ﾊﾔﾄ ﾎｶﾀﾆｼ
山本 将裕(6) 広丘
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ﾋﾛｵｶ
吉澤 玲(6) 南牧南小
ﾖｼｻﾞﾜ ﾚｵ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
滝沢 颯人(6) 川島
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ ｶﾜｼﾏ
藤村 知季(5) 千曲小
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ ﾁｸﾏｼｮｳ
岩名 貴裕(6) 北御牧小
ｲﾜﾅ ﾀｶﾋﾛ ｷﾀﾐﾏｷ
名取 大輔(6) 富士見小
ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ ﾌｼﾞﾐｼｮｳ
宮澤 大和(6) 丸山小
ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾔﾏﾄ ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ
立石 千紘(5) 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
ﾀﾃｲｼ ﾁﾋﾛ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳｸﾗﾌﾞ
新海 貴広(6) 川上第一小
ｼﾝｶｲ ﾀｶﾋﾛ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁｼｮｳ
吉原 唯人(6) 信州新町ｸ
ﾖｼﾊﾗ ﾕｲﾄ ｼﾝｼｭｳｼﾝﾏﾁｸ
小畑 知暉(6) 軽井沢中部小
ｵﾊﾞﾀ ﾄﾓｷ ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ
小山 純平(6) 三郷
ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾐｻﾄ
北澤 篤弥(6) 広丘
ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾂﾔ ﾋﾛｵｶ
小林 大恭(6) 八千穂小
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾞｲｽｹ ﾔﾁﾎｼｮｳ
月岡 知希(6) 豊洲
ﾂｷｵｶ ﾄﾓｷ ﾄﾖｽ
高橋 江成(5) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ ｼﾞｮｳﾔﾏﾗﾝﾅｰｽﾞ
小川  音央(5) 四賀小
ｵｶﾞﾜ ﾈｵ ｼｶﾞｼｮｳ
石井 琢海(6) 梓川
ｲｼｲ ﾀｸﾐ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ
松村 駿作(5) 軽井沢中部小
ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾝｻｸ ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ
片桐 圭祐(6) 宮田
ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｽｹ ﾐﾔﾀﾞ
松山 蒼(6) 豊野東
ﾏﾂﾔﾏ ｿｳ ﾄﾖﾉﾋｶﾞｼ
込山 優助(6) 青木島
ｺﾐﾔﾏ ﾕｳｽｹ ｱｵｷｼﾞﾏ
土屋 潤喜(5) 中込小
ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝｷ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ

第29回長野県小学生陸上競技大会　兼第29回東海小学生リレー競技大会予選会
第28回全国小学生陸上競技交流大会
後援：日本陸上競技連盟、(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団
　　　　長野県教育委員会、信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社

2012/06/24 13:30

競技結果        男子            走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

富松建夫
竹内秀樹

備考記録 組順順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

  +2.3
1  799   4.41   4.70

-１- -２- -３-

  +2.3
1- 1

2  116   4.45   4.58
  -1.9

  4.39
  -0.4

  4.70

   77   4.13   4.30  4.30
  -0.6

  4.33
  -0.4

  4.58
  -1.0

4  741   4.11   4.29

  -1.0
2- 1

  +1.7
1- 2

1- 3

3
  +1.0

  4.08
  +0.4

  +0.9  +0.7
  4.15
   0.0

  4.29
  +1.7

  +0.9
   x   4.27

  -0.2
5  809   4.28

6  800   4.13   4.24  4.24
  +0.6

  4.21

  +0.6
2- 2

  +2.1

  +2.1
1- 4

1- 5

  4.28

  4.21
  +2.1

7  250    x

8  563   4.16   4.16

  -0.1
  4.16
  +1.6

  +2.1
   x

  625   3.97   4.15  4.15
  +2.6

  4.09
  -1.8

  4.08
  +0.2

10  619   3.95   4.06

  +2.6
2- 3

  -0.3
2- 4

2- 5

9
  +2.5

  4.01
  -1.6

  +0.7  +1.1
   x   4.06

  -0.3

  +0.7
  3.13
  -0.8

  3.84
  -1.9

11  356   3.99

12  474   3.87   3.98  3.98
  -0.3

  3.98

  -0.3
2- 6

  -0.5

  +0.9
1- 6

2- 7

  3.99

  3.98
  +0.9

13  564   3.66

14  110   3.95   3.95

  -0.2
  3.72
  -0.5

  -0.5  +1.1
   x

  768   3.95   3.95   x
  -0.5

  3.25
  -0.9

  3.90
  +0.3

16   85   3.93   3.93

  -0.5
1- 7

  -0.8
2- 8

2- 9

15
  -0.8

  3.87
  -0.5

  +2.1  +2.1
  3.13
  -1.9

   x

  3.87
  +0.5

  3.89
  +1.8

17  141   3.92

18  742   3.53   3.92  3.82
  -1.3

  3.90

  -1.3
1- 8

  -1.8

  -2.2
2-10

2-11

  3.92

  3.90
  -0.7

19  899   3.73

20  556    x   3.88

  +1.0
  3.92
  -2.2

  -1.8  +2.2
   x

   29   3.79   3.87  3.87

  3.88
  +0.8

  3.85
  -0.9

22  294   3.86   3.86

  +0.8
2-12

  +2.2
1- 9

2-13

21
  -1.8

  3.81
  +1.7

  +1.0  +1.0
   x    x

  +2.2

  3.85
  -0.8

   x23   22    x

24  462   3.76   3.76  3.37

  3.75

  -0.8
2-14

  +3.3
2-15

2-16

  3.85

   x
  -2.0

25  565   3.75

26  117   3.72   3.72

  +3.3
  3.39
  -1.3

  +1.6  +1.6
   x

  354   3.68   3.68  3.35
  -2.1

  3.67
  -0.4

  3.16
  +2.8

28  291   3.61   3.66

  -2.1
1-10

  +0.4
1-11

1-12

27
  +0.4

  3.49
  -1.1

  +2.6  -2.3
  3.57
  -1.0

  3.66
  +0.9

  +2.6
  3.37
  -0.3

  3.36
  -2.4

29  745   3.65

30  639    x   3.65  3.65
  +1.1

  3.65

  +1.1
2-17

  +1.2

  -0.9
2-18

1-13

  3.65

  -1.6
  3.33
  -0.9

31   20   3.65

32  810   3.64   3.64

  3.37
  -1.2

  -1.5  -1.5
  3.23

  357   3.62   3.62   x
  +1.0

   x    x

34  315   3.45   3.60

  +1.0
1-14

  -1.2
1-15

2-19

33
  -1.2

  3.54
  -0.9

  -1.4  +0.5
  3.60
  -1.4

  3.50
  -2.1

  +2.5
35   92   3.55   3.59  3.35

  -0.7   -1.0
  3.59
  +2.5

1-16
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_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成24年6月23日（土）
会場：県松本平広域公園陸上競技場

第29回長野県小学生陸上競技大会　兼第29回東海小学生リレー競技大会予選会
第28回全国小学生陸上競技交流大会
後援：日本陸上競技連盟、(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団
　　　　長野県教育委員会、信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社

2012/06/24 13:30

競技結果        男子            走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

富松建夫
竹内秀樹

伊藤 充希(6) 松川
ｲﾄｳ ﾐﾂｷ ﾏﾂｶﾜ
榊 勢那(6) 南相木小
ｻｶｷ  ｾﾅ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
廣瀬 十創(5) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ
ﾋﾛｾ ｼﾞﾕｳｿﾞｳ ｼﾞｮｳﾔﾏﾗﾝﾅｰｽﾞ
田中 涼哉(6) 穂高西
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾔ ﾎｶﾀﾆｼ
古瀬 匠(6) 上松
ﾌﾙｾ ﾀｸﾐ ｱｹﾞﾏﾂ
小林 蓮(5) 湖南小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ ｺﾅﾐｼｮｳ
桶田 裕樹(5) 中込小
ｵｹﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ
小林 海渡(6) 岡山
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ ｵｶﾔﾏ
松本 彪来(6) 小川
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ ｵｶﾞﾜ
内田 健(6) 中洲小
ｳﾁﾀﾞ ﾀｹﾙ ﾅｶｽｼｮｳ
森山 颯斗(6) 泉小
ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾔﾄ ｲｽﾞﾐｼｮｳ
土屋 伊歩希(6) 軽井沢中部小
ﾂﾁﾔ ｲﾌﾞｷ ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ
中村 亘希(6) 松代
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ ﾏﾂｼﾛ
清野 岳(6) 日滝
ｷﾖﾉ ｶﾞｸ ﾋﾀｷ
宮下 怜也(5) 大下條小
ﾐﾔｼﾀ  ﾄｷﾔ ｵｵｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ
木下 知樹(6) 下久堅小
ｷﾉｼﾀ  ﾄﾓｷ ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ
川浦 涼賀(5) 仁礼
ｶﾜｳﾗ ﾘｮｳｶﾞ ﾆﾚｲ
滝沢 友志(6) 下久堅小
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｼ ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ
斉藤 翔太(6) 昭和 記録なし
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ ｼｮｳﾜ
中野 龍星(6) 洗馬 記録なし
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ ｾﾊﾞ

  +0.3
2-20

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 備考

36  594   3.58   3.58

記録 組順

  +0.3
  3.35
  +1.1

  3.27
  -2.0

37  101   3.57

  292   3.56   3.56  3.22
  -1.8

  3.00
  +1.4

  3.27
  -2.2

  3.57

39  475   3.52   3.54

  -1.8
2-21

  +0.9
2-22

2-23

38
  +0.9

  3.55
  +1.9

  -2.3  +0.7
   x   3.54

  -1.6

  -2.3
   x   3.54

  -1.5
40  528   3.24

41  743   3.06   3.51  3.51
  +0.3

  3.46

  -1.5
2-24

  +1.8

  +0.7
1-17

1-18

  3.54

  +0.4
  3.30
  +0.7

42   94   3.22

43  244   3.33   3.43

  -0.2
   x

  +0.4  -0.5
  3.46

  276   3.23   3.42  3.42
  -1.0

  3.17
  -1.5

  3.43
  +1.9

45  744   3.40   3.40

  +1.9
1-19

  -0.1
1-20

2-25

44
  -0.5

  3.37
  -1.3

  +0.8  +0.8
  3.16
  -0.5

   x
  -0.1

  3.34
  +0.9

   x
  -0.4

46    3   3.36

47   21    x   3.36  2.63
  -1.2

  3.33

  -1.2
2-26

  +2.1

  -1.3
1-21

1-22

  3.36

  -1.6
  3.33
  +2.6

48  286   3.29

49  345   3.09   3.25

  3.36
  -1.3

  +2.1  +0.2
  3.23

  857   3.24   3.24  3.13
  +1.5

  3.25
  -1.0

  3.10
  -1.3

51  863   3.15   3.15

  -1.0
2-27

   0.0
2-28

1-23

50
   0.0

  3.18
  -0.9

  -1.3  -1.3
  2.95
  -1.7

  3.03
  -1.4

  +1.2
  3.07
  -0.6

  3.07
  -2.0

52  313    x

53  864   2.96   3.07  3.07
  -2.0

2-29

  +1.0
1-24

1-  

  3.07

   x
  +1.0

  280    x

  578    x

  -1.5
  2.98
  -1.7
   x

1-     x    x
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_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成24年6月23日（土）
会場：県松本平広域公園陸上競技場

長野県小学生(ER)                74.23 冨永　凌平                   中川東陸上クラブ 2008        
大会記録(GR)　　　　            73.73 

田島 大輝(6) 日義TFC
ﾀｼﾏ ﾀｲｷ ﾋﾖｼTFC
米山 智也(6) 朝日
ﾖﾈﾔﾏ ﾄﾓﾔ ｱｻﾋ
北松 淳平(6) 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
ｷﾀﾏﾂｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳｸﾗﾌﾞ
唐澤 陸(6) 辰野西
ｶﾗｻﾜ ﾘｸ ﾀﾂﾉﾆｼ
篠原 千拓(6) 小海小
ｼﾉﾊﾗ ﾁﾋﾛ ｺｳﾐｼｮｳ
渡邉 大寿(6) 北御牧小
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｼﾞｭ ｷﾀﾐﾏｷ
百瀬 幸輝(6) 堀金
ﾓﾓｾ ｺｳｷ ﾎﾘｶﾞﾈ
村上 鮎太郎(6) 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
ﾑﾗｶﾐ ｱﾕﾀﾛｳ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳｸﾗﾌﾞ
寺川 陸(6) 島内
ﾃﾗｶﾜ ﾘｸ ｼﾏｳﾁ
藤沢 武(6) 菅野
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾙ ｽｶﾞﾉ
中原 徹哉(6) 高遠
ﾅｶﾊﾗ ﾃﾂﾔ ﾀｶﾄｵ
篠原 孝尚(6) 小海小
ｼﾉﾊﾗ ﾀｶﾋｻ ｺｳﾐｼｮｳ
小松 俊介(6) 高遠
ｺﾏﾂ ｼｭﾝｽｹ ﾀｶﾄｵ
落合 幸輝(5) 明北
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ ﾒｲﾎｸ
上條 太輝(6) 塩尻吉田
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲｷ ｼｵｼﾞﾘﾖｼﾀﾞ
樋口 直紀(6) 金沢小
ﾋｸﾞﾁ ﾅｵｷ ｶﾅｻﾞﾜｼｮｳ
宮井 大介(6) 竜丘小
ﾐﾔｲ ﾀﾞｲｽｹ ﾀﾂｵｶｼｮｳ
原 大治(6) 川上第一小
ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁｼｮｳ
神田 優太(6) 栗ｶﾞ丘
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ ｸﾘｶﾞｵｶ
小林 耀(6) 会染
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ ｱｲｿﾒ
井出 洲大(6) 坂の上小
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ ｻｶﾉｳｴｼｮｳ
堤 慎一郎(6) 竜丘小
ﾂﾂﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾀﾂｵｶｼｮｳ
五味 淳也(6) 金沢小
ｺﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾔ ｶﾅｻﾞﾜｼｮｳ
大平 惟央(6) 丸山小
ｵｵﾀﾞｲﾗ  ｲｵ ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ
岩田 芙詩(6) 明南
ｲﾜﾀ ﾌｳﾀ ﾒｲﾅﾝ
小野 聖泰(6) 日義TFC
ｵﾉ ﾏｻﾔｽ ﾋﾖｼTFC
藤木 純汰(6) 栗ｶﾞ丘
ﾌｼﾞｷ ｼﾞｭﾝﾀ ｸﾘｶﾞｵｶ
齋藤 大吾(6) 金沢小
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ ｶﾅｻﾞﾜｼｮｳ
白澤 優典(6) 南箕輪南部
ｼﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾅﾝﾌﾞ
大井 光来(5) 坂の上小
ｵｵｲ ﾐﾂｷ ｻｶﾉｳｴｼｮｳ
小口 晃汰(6) 小井川小
ｵｸﾞﾁ ｺｳﾀ ｵｲｶﾜｼｮｳ
酒井 匠(6) 北御牧小
ｻｶｲ ﾀｸﾐ ｷﾀﾐﾏｷ
中村 千聖(6) 島内
ﾅｶﾑﾗ ﾁｻﾄ ｼﾏｳﾁ
丸山 隼人(5) 中野ｽﾏｲﾙ
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ ﾅｶﾉｽﾏｲﾙ
丸山 真人(5) 中野ｽﾏｲﾙ
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅﾄ ﾅｶﾉｽﾏｲﾙ

2-17

2-16

35  324
 43.30    o    o  43.30

2-15

34  325
   x    o  44.27  44.27

2-14

33  669
   x    x  44.55  44.55

2-13

32  139
   o    o  45.05  45.05

1-18

31  733
   o  45.89    x  45.89

1-17

30   49
   o    o  45.96  45.96

1-16

29  782
   x    o  46.41  46.41

1-15

28  732
   o  46.46    o  46.46

1-14

27  252
   o    o  47.07  47.07

2-12

26  538
   o  48.55    o  48.55

2-11

25  517
 49.57    o    o  49.57

1-13

24  898
 50.18    x    o  50.18

2-10

23  734
   o  51.10    o  51.10

2- 9

22  870
   o  51.26    o  51.26

2- 8

21   50
 51.29    o    o  51.29

1-12

20  587
   x    o  51.38  51.38

2- 7

19  251
   o  51.56    o  51.56

2- 6

18   28
   o    o  51.85  51.85

2- 5

17  871
   o    o  52.95  52.95

1-11

16  731
 53.07    o    o  53.07

1-10

15  549
   o    o  53.23  53.23

1- 9

14  520
   o  53.29    o  53.29

1- 8

13  808
 53.39    o    o  53.39

2- 4

12   43
 53.53    o    o  53.53

2- 3

11  807
   o  53.75    o  53.75

1- 7

10  666
   o    o  54.34  54.34

2- 2

9  668
   o    x  54.48  54.48

1- 6

8  554
   o  54.68    o  54.68

1- 5

7  510
   o  54.85    o  54.85

1- 4

6  140
   o  55.60    o  55.60

1- 3

5   44
   o    o  56.14  56.14

2- 1

4  769
   o  58.43    o  58.43

1- 2

3  553
   x    o  62.04  62.04

1- 1

2  667
   o  65.22    x  65.22

備考

1  537
   o  71.07    o  71.07

-３- -４- -５- -６- 記録 組順順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

競技結果        男子            ﾎﾞｰﾙ投          決勝      投擲審判長
記録主任：

伊藤利博
竹内秀樹

2012/06/24 15:58

第29回長野県小学生陸上競技大会　兼第29回東海小学生リレー競技大会予選会
第28回全国小学生陸上競技交流大会
後援：日本陸上競技連盟、(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団
　　　　長野県教育委員会、信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社
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_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成24年6月23日（土）
会場：県松本平広域公園陸上競技場

競技結果        男子            ﾎﾞｰﾙ投          決勝      投擲審判長
記録主任：

伊藤利博
竹内秀樹

2012/06/24 15:58

第29回長野県小学生陸上競技大会　兼第29回東海小学生リレー競技大会予選会
第28回全国小学生陸上競技交流大会
後援：日本陸上競技連盟、(公財)安藤スポーツ・食文化振興財団
　　　　長野県教育委員会、信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社

柞山 浩一朗(5) 田中小
ﾎｻﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾀﾅｶｼｮｳ
黒澤 稔生(5) 追手町小
ｸﾛｻﾜ ﾄｼｷ ｵｳﾃﾏﾁｼｮｳ
山浦 航(5) 野沢小
ﾔﾏｳﾗ  ﾜﾀﾙ ﾉｻﾞﾜｼｮｳ
小金沢 勇貴(6) 高瀬AC
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｳｷ ﾀｶｾAC
大井 冬星(5) 千曲小
ｵｵｲ ﾄｳｾｲ ﾁｸﾏｼｮｳ
遠山 裕基(5) 美南ｶﾞ丘小
ﾄｵﾔﾏ ﾕｳｷ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳ
山本 将吾(6) 芝沢
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ ｼﾊﾞｻﾞﾜ
佐藤 赳流(5) 富草小
ｻﾄｳ ﾀｹﾙ ﾄﾐｸｻｼｮｳ
三井 康輔(6) 赤穂東
ﾐﾂｲ ｺｳｽｹ ｱｶﾎﾋｶﾞｼ
小宮山 勇颯(6) 北御牧小
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾔﾃ ｷﾀﾐﾏｷ
小林 平(5) 高瀬AC
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾗ ﾀｶｾAC
増沢 一希(5) 長野市陸上教
ﾏｽｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
久保 大輝(6) 栗ｶﾞ丘
ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｷ ｸﾘｶﾞｵｶ
山田 颯馬(5) 立科小
ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ ﾀﾃｼﾅｼｮｳ
高山 雄大(6) 小川
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ ｵｶﾞﾜ
山口 雅也(6) 中野
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾔ ﾅｶﾉ
草間 将裕(5) 切原小
ｸｻﾏ ﾏｻﾋﾛ ｷﾘﾊﾗｼｮｳ
髙橋 勇貴(5) 附属長野
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉ
齋藤 碧人(6) 栄
ｻｲﾄｳ ｱｵﾄ ｻｶｴ
村田 圭悠(5) 仁礼
ﾑﾗﾀ ｹｲﾕｳ ﾆﾚｲ
豊田 尚樹(6) 倭 欠場
ﾄﾖﾀﾞ ﾅｵｷ ﾔﾏﾄ
小林 祐太(6) 倭 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ ﾔﾏﾄ
橋本 力(6) 広丘 欠場
ﾊｼﾓﾄ ﾁｶﾗ ﾋﾛｵｶ

1-  
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1-  
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  367

 31.90
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 34.10
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 35.16
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   o    o  34.10

 35.60
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52   39
   o    o  35.16

 36.60
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51  321
   o  35.60    o

 38.01
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50  277
   o    o  36.60

 38.73
1-24

49   83
   o  38.01    o

 39.03
2-24

48  253
 38.73    o    o

 39.77
2-23

47  337
   o    o  39.03

 41.09
1-23

46   76
 39.77    o    o

 41.59
2-22

45  138
   x    o  41.09

 41.82
1-22

44  820
 41.59    o    o

 42.40
1-21

43  874
   o  41.82    o

 42.64
1-20

42  657
 42.40    o    o

 42.70
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41  108
   o  42.64    o

 42.78
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   o  42.70    o

 43.10
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39   75
   o    o  42.78

 43.12
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38  100
 43.10    o    o

 43.24
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37  856
   o  43.12    x

-６- 記録 組順 備考

36  735
 43.24    o    o

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５-



予選 6月24日 13:05
決勝 6月24日 16:10

長野県小学生(ER)                51.04 松川陸上クラブ               松川陸上クラブ   1987        
（松崎 健悟・近藤 雅哉・米澤 和真・寺澤 龍吾）

大会記：県小学生(GR)            51.95 

[ 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   8 赤穂   814 中平 明辰(6)     55.36 q  1   2 三郷   465 古畑 龍也(6)     54.47 q

ｱｶﾎ ﾅｶﾀﾞｲﾗ  ｱｷﾖｼ ﾐｻﾄ ﾌﾙﾊﾀ ﾀﾂﾔ
  813 酒井 和馬(6)   466 穂苅 康人(6)

ｻｶｲ  ｶｽﾞﾏ ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ
  816 小町谷 祥司(6)   467 柴野 颯(6)

ｺﾏﾁﾔ  ｼｮｳｼﾞ ｼﾊﾞﾉ ﾊﾔﾃ
  815 熊谷 康成(6)   464 柳沢 孝介(6)

ｸﾏｶﾞｲ  ｺｳｾｲ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｽｹ
 2   1 大町南   610 栗林 雄大(6)     56.64 q  2   5 信濃(B)   301 吉田 春城(5)     56.32 q

ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ ｼﾅﾉB ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ
  613 降旗 晃大(6)   302 佐藤 翔(6)

ﾌﾘﾊﾀ ｱｷﾋﾛ ｻﾄｳ ｼｮｳ
  612 西澤 優人(6)   303 柳澤 啓斗(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ
  611 牛越 悠人(6)   304 小林 樹也(6)

ｳｼｺｼ ﾕｳﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷﾔ
 3   5 龍江小(A)   868 三石 隼斗(6)     57.46  3   6 豊科北(B)   501 山口 直哉(6)     57.46 

ﾀﾂｴｼｮｳ ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ﾄﾖｼﾅｷﾀB ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ
  869 窪田 健生(6)   504 井口   悠介(6)

ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｾｲ ｲｸﾞﾁ  ﾕｳｽｹ
  867 上野 雅弘(6)   502 中井 友翔(6)

ｳｴﾉ ﾏｻﾋﾛ ﾅｶｲ ﾕｳﾄ
  866 市木 秀里(6)   503 鳥海 太一(6)

ｲﾁﾉｷ ｼｭﾘ ﾄﾘﾉｳﾐ ﾀｲﾁ
 4   2 下諏訪北小   702 青栁 大知(1)     58.20  4   1 下諏訪南小   698 武井  育郎(6)     58.31 

ｼﾓｽﾜｷﾀｼｮｳ ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾞｲﾁ ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾀｹｲ  ｲｸﾛｳ
  703 務台 慎太郎(2)   697 天野 十郎(6)

ﾑﾀｲ ｼﾝﾀﾛｳ ｱﾏﾉ  ｼﾞｭｳﾛｳ
  701 後藤 翔矢(3)   696 菊池 秀太(6)

ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾔ ｷｸﾁ  ｼｭｳﾀ
  700 花岡 優志(4)   699 堀内 勇太(6)

ﾊﾅｵｶ ﾕｳｼﾞ ﾎﾁｳﾁ  ﾕｳﾀ
 5   7 田中小   706 池田 真之介(6)     58.43  5   3 広丘   566 澤田 達也(6)     58.97 

ﾀﾅｶｼｮｳ ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ ﾋﾛｵｶ ｻﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ
  707 中川 祐岐(6)   569 小林 大貴(6)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ
  705 戸谷 裕太(6)   567 飯塚 勇太(6)

ﾄﾔ ﾕｳﾀ ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾀ
  704 加藤 峻(6)   568 坂井 優飛(6)

ｶﾄｳ ｼｭﾝ ｻｶｲ ﾕｳﾋ
 6   3 梓川   644 中上 在(5)   1:00.07  6   7 豊科東   486 石川 侑希(6)     59.84 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾙ ﾄﾖｼﾅﾋｶﾞｼ ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ
  641 水上 健吾(6)   488 長岩 火弥斗(6)

ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｺﾞ ﾅｶﾞｲﾜ ｶﾔﾄ
  642 赤羽 佑介(6)   487 小穴 己真樹(6)

ｱｶﾊﾈ ﾕｳｽｹ ｵｱﾅ ｺﾏｷ
  643 平林 映輝(6)   485 森田 京裕(6)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｴｲｷ ﾓﾘﾀ ｷｮｳｽｹ
 7   9 昭和   281 古岩井 翔太(6)   1:01.23  7   8 山本小(A)   903 土屋 賢志郎(6)   1:00.46 

ｼｮｳﾜ ｺｲﾜｲ ｼｮｳﾀ ﾔﾏﾓﾄｼｮｳA ﾂﾁﾔｹﾝｼﾛｳ
  282 山浦 優大(6)   904 宮崎 真悟(6)

ﾔﾏｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ﾐﾔｻﾞｷｼﾝｺﾞ
  283 山浦 寛大(6)   902 塩澤 大斗(6)

ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾀﾞｲ ｼｵｻﾞﾜﾋﾛﾄ
  284 竹林 諒(6)   901 佐々木 慎一(6)

ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱｷ ｻｻｷｼﾝｲﾁ
 8   4 水明AC(B)    63 小泉 修平(6)   1:01.76  8   4 川上第二小    31 林 俊輔(6)   1:00.66 

ｽｲﾒｲｴｰｼｰB ｺｲｽﾞﾐ ｼｭｳﾍｲ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲﾆｼｮｳ ﾊﾔｼ ｼｭﾝｽｹ
   64 栁澤 孝樹(6)    32 原 佑樹(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ ﾊﾗ ﾕｳｷ
   65 柳澤 尭満(5)    34 油井 威一郎(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾐﾂ ﾕｲ ｲｲﾁﾛｳ
   66 堀篭 昌真(5)    35 伊藤 岳(6)

ﾎﾘｺﾞﾒ ｼｮｳﾏ ｲﾄｳ ﾀｹﾙ
 9   6 戸狩   254 丸山 大(5)   1:02.77  9   9 牟礼東   358 原田 慧(6)   1:01.24 

ﾄｶﾞﾘ ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲ ﾑﾚﾋｶﾞｼ ﾊﾗﾀﾞ ｹｲ
  256 金崎 礼(5)   359 遠山 裕也(6)

ｶﾅｻﾞｷ ﾚｲ ﾄｵﾔﾏ ﾕｳﾔ
  255 上原 弦(5)   360 中村 悠(6)

ｳｴﾊﾗ ｹﾞﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ
  257 吉平 亮太(5)   361 岩山 大悟(6)

ﾖｼﾋﾗ ﾘｮｳﾀ ｲﾜﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ

男子

4×100m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4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   3 大町西(A)   597 松原  聖将(6)     54.19 q  1   2 豊科北(A)   496 福岡 歩武(6)     54.66 q

ｵｵﾏﾁﾆｼA ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ ﾄﾖｼﾅｷﾀA ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
  600 佐竹 哲寛(6)   494 恩田 瑛司(6)

ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ ｵﾝﾀﾞ ｴｲｼﾞ
  598 草間 皓紀(6)   495 中谷 昌太郎(6)

ｸｻﾏ ｺｳｷ ﾅｶﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ
  599 田中  君治(6)   493 小穴 康平(6)

ﾀﾅｶ ｸﾝｼﾞ ｵｱﾅ ｺｳﾍｲ
 2   8 芝沢   658 新村 篤史(6)     56.16 q  2   8 下久堅小   861 久保田 一真(6)     56.72 

ｼﾊﾞｻﾞﾜ ﾆｲﾑﾗ ｱﾂｼ ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾏ
  659 太田 誠人(6)   862 藤本 恭輔(6)

ｵｵﾀ ﾏｺﾄ ﾌｼﾞﾓﾄ ｷｮｳｽｹ
  660 宮島 健太(6)   859 青島 大和(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝﾀ ｱｵｼﾏ ﾔﾏﾄ
  661 金田 耕平(6)   860 尾曽 陽太(6)

ｶﾈﾀﾞ ｺｳﾍｲ ｵｿ ﾖｳﾀ
 3   6 明北   522 遠藤 佑真(6)     57.22  3   5 水明AC(A)    58 中込 龍暉(6)     57.23 

ﾒｲﾎｸ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ ｽｲﾒｲｴｰｼｰA ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｭｳｷ
  521 遠藤 潤(6)    56 柳澤 龍太郎(6)

ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ ﾔﾅｷﾞｻﾜﾘｭｳﾀﾛｳ
  525 小林 凌雅(6)    57 鈴木 澄一(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｶﾞ ｽｽﾞｷ ｽﾐｶｽﾞ
  524 藤原 蓮(6)    55 渡辺 大飛(6)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ
 4   9 丸山小   896 斎藤 優哉(6)     58.40  4   4 伊那北   790 中山 蓮(6)     57.29 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｻｲﾄｳ  ﾕｳﾔ ｲﾅｷﾀ ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ
  894 小林 大樹(6)   792 伊藤 陸(6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾞｲｷ ｲﾄｳ ﾘｸ
  895 近藤 柊斗(6)   791 三澤 健太(6)

ｺﾝﾄﾞｳ  ｼｭｳﾄ ﾐｻﾜ ｹﾝﾀ
  893 伊藤 孝大(6)   793 西田 ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(6)

ｲﾄｳ  ｺｳﾀﾞｲ ﾆｼﾀﾞ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
 5   4 片丘   583 山崎 千宏(6)     59.19  5   3 五加   258 高野 直樹(6)     59.42 

ｶﾀｵｶ ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾋﾛ ｺﾞｶ ﾀｶﾉ ﾅｵｷ
  581 森山 輝斗(6)   259 中村 友哉(6)

ﾓﾘﾔﾏ ｷﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ
  584 丸山 宏剛(6)   260 青山 達信(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ ｱｵﾔﾏ ﾀﾂﾉﾌﾞ
  582 中野 晃太郎(6)   261 古畑 駿太朗(6)

ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ ﾌﾙﾊﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 6   5 水明AC(C)    60 宮坂 朋希(5)   1:01.05  6   6 境小   710 小林 知弥(5)   1:02.41 

ｽｲﾒｲｴｰｼｰC ﾐﾔｻｶ ﾄﾓｷ ｻｶｲｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ
   59 篠原 祥吾(5)   709 笠原 陵汰(5)

ｼﾉﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
   62 小林 涼真(5)   711 小林 勇飛(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾋ
   61 櫻井 孝輔(5)   712 飯田 吉之助(5)

ｻｸﾗｲ ｺｳｽｹ ｲｲﾀﾞ ｷﾁﾉｽｹ
 7   2 信濃(A)   295 外谷 塁(5)   1:01.42  7   9 高瀬AC(A)    68 阿部 佑亮(6)   1:03.13 

ｼﾅﾉA ﾄﾔ ﾙｲ ﾀｶｾACA ｱﾍﾞ ﾕｳｽｹ
  296 青柳 達典(5)    67 白鳥 渉(6)

ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾂﾉﾘ ｼﾗﾄﾘ ﾜﾀﾙ
  297 和田 裕成(5)    69 坂川 竜都(6)

ﾜﾀﾞ ﾕｳｾｲ ｻｶｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ
  298 宮下 大和(5)    70 井出 颯斗(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾔﾏﾄ ｲﾃﾞ ﾊﾔﾄ
 8   1 高島小   714 中村 貴士(5)   1:04.91  8   7 福島   539 田口 翔斗(6)   1:03.88 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ ﾌｸｼﾏ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ
  713 小口 和正(5)   543 大橋  佑斗(6)

ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ ｵﾊｼ  ﾕｳﾄ
  716 白井 亮太(5)   542 渡辺 喜信(6)

ｼﾗｲ ﾘｮｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ
  715 藤原 快都(5)   540 相馬 巧太郎(6)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲﾄ ｿｳﾏ ｺｳﾀﾛｳ
  7 飯島   829 小林 泰平(6)

ｲｲｼﾞﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾍｲ 失格
  831 天野 羅意(6) T1 1

ｱﾏﾉ ﾗｲ
  830 柿野 祥(6)

ｶｷﾉ ｼｮｳ
  832 土村 真斗(6)

ﾂﾁﾑﾗ ﾏﾅﾄ

男子

4×100m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 七久保   839 本多 航平(6)     55.25 q

ﾅﾅｸﾎﾞ ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ
  835 片桐 聖護(6)

ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ
  836 代田 智大(6)

ｼﾛﾀ ﾄﾓﾋﾛ
  837 窪田 璃久(6)

ｸﾎﾞﾀ ﾘｸ
 2   5 ｺﾒｯﾄ波田   629 小林 渓汰(6)     57.07 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
  626 今井 侑志(6)

ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ
  628 戸叶 健司(6)

ﾄｶﾉ ｹﾝｼﾞ
  627 太田 温土(6)

ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ
 3   7 南箕輪   776 三澤 拓実(6)     57.38 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ
  774 野口 弓月(6)

ﾉｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ
  777 征矢 龍斗(6)

ｿﾔ ﾘｭｳﾄ
  775 平島  歩(6)

ﾋﾗｼﾏ ｱﾕﾑ
 4   8 浜井場小   879 矢高 隆人(6)     58.76 

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ ﾔﾀｶ ﾘｭｳﾄ
  877 深津 風太(6)

ﾌｶﾂ ﾌｳﾀ
  876 勝野裕介(6)

ｶﾂﾉ ﾕｳｽｹ
  878 宮澤 昻也(6)

ﾐﾔｻ ﾞﾜｺｳﾔ
 5   3 豊科北(C)   506 岡村 諭樹(6)   1:00.73 

ﾄﾖｼﾅｷﾀC ｵｶﾑﾗ ｻﾄｷ
  509 清水  厚稀(6)

ｼﾐｽﾞ  ｱﾂｷ
  508 小形 悠人(6)

ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾄ
  507 井口 莞多(6)

ｲｸﾞﾁ ｶﾝﾀ
 6   9 高瀬AC(B)    71 澤井 陸弥(5)   1:04.40 

ﾀｶｾACB ｻﾜｲ ﾘｸﾔ
   72 依田 壮永(5)

ﾖﾀﾞ ﾏｻﾅｶﾞ
   73 大工原 司(5)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾂｶｻ
   74 小林 優佑(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ
 7   4 立科小    80 田中 璃空(5)   1:05.34 

ﾀﾃｼﾅｼｮｳ ﾀﾅｶ ﾘｸ
   81 永井 楓(5)

ﾅｶﾞｲ ｶｴﾃﾞ
   78 小岩井 海空(5)

ｺｲﾜｲ ﾐｿﾗ
   79 瀬下 陸(5)

ｾｼﾞﾓ ﾘｸ
  6 堀金   511 五十嵐 健祐(6)

ﾎﾘｶﾞﾈ ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｽｹ 失格
  512 一色 渓介(6) T1 1

ｲｼｷ ｹｲｽｹ
  514 熊野 哉那(6)

ｸﾏﾉ ｶﾅﾀ
  513 伊藤 柊(6)

ｲﾄｳ ｼｭｳ

男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 大町西(A)   597 松原  聖将(6)     53.84 

ｵｵﾏﾁﾆｼA ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ
  600 佐竹 哲寛(6)

ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ
  598 草間 皓紀(6)

ｸｻﾏ ｺｳｷ
  599 田中  君治(6)

ﾀﾅｶ ｸﾝｼﾞ
 2   8 赤穂   814 中平 明辰(6)     54.11 

ｱｶﾎ ﾅｶﾀﾞｲﾗ  ｱｷﾖｼ
  813 酒井 和馬(6)

ｻｶｲ  ｶｽﾞﾏ
  816 小町谷 祥司(6)

ｺﾏﾁﾔ  ｼｮｳｼﾞ
  815 熊谷 康成(6)

ｸﾏｶﾞｲ  ｺｳｾｲ
 3   6 豊科北(A)   496 福岡 歩武(6)     54.48 

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
  494 恩田 瑛司(6)

ｵﾝﾀﾞ ｴｲｼﾞ
  495 中谷 昌太郎(6)

ﾅｶﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ
  493 小穴 康平(6)

ｵｱﾅ ｺｳﾍｲ
 4   4 三郷   465 古畑 龍也(6)     54.50 

ﾐｻﾄ ﾌﾙﾊﾀ ﾀﾂﾔ
  466 穂苅 康人(6)

ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ
  467 柴野 颯(6)

ｼﾊﾞﾉ ﾊﾔﾃ
  464 柳沢 孝介(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｽｹ
 5   5 七久保   839 本多 航平(6)     55.08 

ﾅﾅｸﾎﾞ ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ
  835 片桐 聖護(6)

ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ
  836 代田 智大(6)

ｼﾛﾀ ﾄﾓﾋﾛ
  837 窪田 璃久(6)

ｸﾎﾞﾀ ﾘｸ
 6   9 芝沢   658 新村 篤史(6)     55.70 

ｼﾊﾞｻﾞﾜ ﾆｲﾑﾗ ｱﾂｼ
  659 太田 誠人(6)

ｵｵﾀ ﾏｺﾄ
  660 宮島 健太(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝﾀ
  661 金田 耕平(6)

ｶﾈﾀﾞ ｺｳﾍｲ
 7   2 大町南   610 栗林 雄大(6)     56.65 

ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ
  613 降旗 晃大(6)

ﾌﾘﾊﾀ ｱｷﾋﾛ
  612 西澤 優人(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  611 牛越 悠人(6)

ｳｼｺｼ ﾕｳﾄ
 8   3 信濃(B)   301 吉田 春城(5)     56.77 

ｼﾅﾉB ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ
  302 佐藤 翔(6)

ｻﾄｳ ｼｮｳ
  303 柳澤 啓斗(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ
  304 小林 樹也(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷﾔ

男子

4×100m
決勝
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