
期日　平成２５年５月１８日（土）                                                
場所　菅平高原スポーツランド陸上競技場〔コード　２０３０８０〕                  
主催　長野陸上競技協会                                                          
　　　東信地区陸上競技協会                                                      

決勝記録一覧表
男  子 【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
05/18 小共通男子 眞田 稜生(6) 3,03.46 宇津野 篤(6) 3,08.02 片桐 陽和(6) 3,09.05 菊地 洸希(5) 3,14.71 江元 龍之介(6) 3,16.75 金井 源一郎(6) 3,17.63 高橋 響希(6) 3,20.03 小林 航太郎(6) 3,28.20

１０００ｍ 小学校･上田真田ｸﾗﾌﾞ 小学校･腰越JSC 小学校･望月AC 小学校･腰越JSC 小学校･佐久城山小 小学校･腰越JSC 北御牧小 小学校･軽井沢西部AC
05/18 加藤 瑠乃祐(6) 13.13 一場 稜(6) 14.80 佐藤 輝季(5) 16.32 古谷野 伶勇(6) 17.76 佐藤 嶺(5) 17.86 宮内 健太(6) 18.02 飯島 大陽(5) 18.59 櫻井 陽太(5) 18.88

８０ｍＨ 小学校･軽井沢中部小 小学校･軽井沢中部小 小学校･軽井沢東部小 小学校･軽井沢A&AC 小学校･軽井沢A&AC 小学校･T&F佐久平 小学校･岸野小 泉小
大工原 猛琉(5)
小学校･切原小

05/18 小島 琉汰(6) 1.20 伊東 俊耶(6) 1.20 菊池純之進(5) 1.05 岩下 歩夢(6) 1.00 松葉 孝太郎(6) 1.00
走高跳 小学校･菅平小 小学校･軽井沢西部AC 小学校･南牧北小 小学校･軽井沢西部AC 小学校･軽井沢東部小

05/18 藤村 知季(6) 4.50(+1.7) 桶田 裕樹(6) 4.27(+1.5) 土屋 舜太朗(6)4.14(+0.2) 小松 大和(6) 4.02(+1.4) 吉田 晃太朗(5)3.95(+1.1) 渡辺 大翔(6) 3.94(+0.6) 土屋 潤喜(6) 3.87(+0.9) 田中 稔(6) 3.83(+1.0)
走幅跳 小学校･千曲小 小学校･中込小 小学校･御代田南小 小学校･望月AC 小学校･軽井沢東部小 小学校･上田北小 小学校･中込小 小学校･立科小

05/18 山浦 航(6) 56.34 遠山 祐基(6) 53.17 山田 颯馬(6) 51.89 澤井 陸弥(6) 51.57 大井 冬星(6) 44.58 高橋 泰智(6) 44.52 草間 将裕(6) 44.21 永井 楓(6) 43.55
ﾎﾞｰﾙ投げ 小学校･野沢小 小学校･美南ｶﾞ丘小 小学校･立科小 小学校･高瀬AC 小学校･千曲小 小学校･小諸東小 小学校･切原小 小学校･立科小

05/18 小学男子 T&F佐久平       56.43 水明AC(A)       57.03 美南ｶﾞ丘小       60.06 武石小(A)       60.70 水明AC(B)       61.57 武石小(B)       62.06 軽井沢中部小       62.30 立科小       64.99
４×１００ｍＲ 中山 京彌(6) 宮坂 朋希(6) 矢ケ崎 励空(6) 平田 竜二(6) 土屋 晃大(5) 丸山 敬太(5) 西村 真陽(5) 田中 璃空(6)

上原 一輝(6) 篠原 祥吾(6) 柏木 優(6) 斉藤 立樹(6) 関 裕貴(6) 櫻井 蓮(5) 福井 旺延(5) 笹井 史也(6)
浅沼 都夫(5) 小林 涼真(6) 小泉 陸人(6) 上野 琉希(6) 柳澤 尭満(6) 小池 天馬(5) 竹田 空海人(5) 小岩井 海空(6)
原 惇也(5) 櫻井 孝輔(6) 岩﨑 凌大(6) 下城 健祐(6) 濵松 和希(5) 宮下 颯斗(5) 上原 翼(5) 山浦 僚太(6)

05/18 小6男子 佐貫 翔(6) 13.67 青木 陸哉(6) 13.96 赤尾 聡良(6) 14.14 鴨志田 巽(6) 14.19 工藤 利季(6) 小学校･岸野小 14.26 西牧 侑真(6) 14.28 由井 岳海(6) 14.30
１００ｍ 青木小 小学校･上田北小 小学校･上田JSC 小学校･軽井沢西部AC 渡邉 勇陽(6) 小学校･御代田南小 小学校･上田北小 小学校･川上第一小

05/18 小5男子 加藤 大雅(5) 14.44 大塚 寧陽(5) 14.47 佐藤 陸(5) 14.55 永井 颯太(5) 14.92 井出 健人(5) 15.17 比田井 累惟(5) 15.52 遠藤 太地(5) 小学校･川上第二小 15.57
１００ｍ 小学校･御代田南小 北御牧小 小学校･岸野小 小学校･野岸小 小学校･南牧北小 小学校･中込小 清水 謙汰(5) 小学校･高瀬AC



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第３０回　東信小学生陸上競技大会             ｺｰﾄﾞ  [13200530]

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 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
小共通男子 05/18  1組  1 眞田 稜生(6) 小学校  3,03.46  2 菊地 洸希(5) 小学校  3,14.71  3 江元 龍之介(6) 小学校  3,16.75  4 高橋 響希(6)  3,20.03

上田真田ｸﾗﾌﾞ 腰越JSC 佐久城山小 北御牧小
 5 松本 優雅(6) 小学校  3,28.56  6 村上 聖眞(6) 小学校  3,29.33  7 井上 幹太(6) 小学校  3,30.33  8 佐々木梨人(6) 小学校  3,33.43

上田北小 岩村田AC 小海小 小海小
 9 内田 飛河(5) 小学校  3,35.93 10 佐藤 宥元(6) 小学校  3,38.90 11 田中 悠詩(6) 小学校  3,38.92 12 菊池 健太郎(5) 小学校  3,45.58

腰越JSC 長小 小諸東小 切原小
13 桜井 翔(5) 小学校  3,48.81 14 佐藤 充(6) 小学校  3,51.28 15 山下 智久(5) 小学校  3,55.52 16 宮嶋 優希(5)  3,57.02

中込小 高瀬AC 本原小 城下小
17 櫻井 和輝(5)  3,57.59 18 上原健樹世(5) 小学校  3,58.49 19 工藤 駿輔(6) 小学校  3,58.52 20 林 凌甫(5) 小学校  4,00.33

平根小 岸野小 腰越JSC 川上第二小
21 中村 亘志(5) 小学校  4,02.64 22 木鋪 創一郎(5) 小学校  4,05.23 23 岡村 壮馬(5)  4,05.34 24 佐藤 昌信(6) 小学校  4,24.78

さなだSC 小海小 泉小 ﾛﾃﾞｨｵ
25 西尾 陸(5) 小学校  4,24.99 松山 祐人(6) 小学校 途中棄権 大和田 翔(6) 小学校 欠場    

軽井沢西部AC 武石小 軽井沢西部AC
 2組  1 宇津野 篤(6) 小学校  3,08.02  2 片桐 陽和(6) 小学校  3,09.05  3 金井 源一郎(6) 小学校  3,17.63  4 小林 航太郎(6) 小学校  3,28.20

腰越JSC 望月AC 腰越JSC 軽井沢西部AC
 5 菊池 友哉(6) 小学校  3,31.64  6 古籏 秀都(6)  3,34.84  7 加藤 佳久(6) 小学校  3,36.76  8 林 伊吹(6) 小学校  3,39.03

南牧北小 城下小 軽井沢西部AC 南牧南小
 9 川崎 海斗(6) 小学校  3,40.84 10 荻原 拓海(6) 小学校  3,41.20 11 正村 圭一郎(6) 小学校  3,41.47 12 内田 玲穏(6) 小学校  3,42.46

美南ｶﾞ丘小 野沢小 東御田中小 腰越JSC
13 清水 海地(6) 小学校  3,42.71 14 佐々木 蒼太(5) 小学校  3,43.15 15 星野 青空(5)  3,44.45 16 福島 総太(6) 小学校  3,48.11

さなだSC 田口小 泉小 佐久城山小
17 佐藤 大輔(6) 小学校  3,49.98 18 志村  嶺(6) 小学校  3,50.24 19 花岡 侑(5) 小学校  3,52.89 20 井出 陽人(6) 小学校  3,53.24

小諸東小 小海小 上田JSC 切原小
21 酒井 力(5) 小学校  3,53.52 22 上野 大暉(6) 小学校  3,53.92 23 中島 健大(5) 小学校  3,54.80 24 中島 大輔(5) 小学校  3,57.87

野岸小 ﾛﾃﾞｨｵ 南相木小 川上第一小
25 山浦 光汰(5) 小学校  4,01.47 26 関 琢郎(6) 小学校  4,02.74 27 飯沼 龍陽(6) 小学校  4,05.66

切原小 小海小 ﾛﾃﾞｨｵ
小共通男子 05/18  1組 +0.8  1 佐藤 輝季(5) 小学校    16.32  2 佐藤 嶺(5) 小学校    17.86  3 櫻井 陽太(5)    18.88  4 小澤 瑠空(5) 小学校    19.45

軽井沢東部小 軽井沢A&AC 泉小 切原小
 2組 +1.3  1 加藤 瑠乃祐(6) 小学校    13.13  2 宮内 健太(6) 小学校    18.02  3 飯島 大陽(5) 小学校    18.59

軽井沢中部小 T&F佐久平 岸野小
 3組 +1.4  1 一場 稜(6) 小学校    14.80  2 古谷野 伶勇(6) 小学校    17.76  3 大工原 猛琉(5) 小学校    18.88

軽井沢中部小 軽井沢A&AC 切原小
小6男子 05/18  1組 +1.8  1 佐貫 翔(6)    13.67  2 赤尾 聡良(6) 小学校    14.14  3 鴨志田 巽(6) 小学校    14.19  4 西牧 蒼真(6) 小学校    14.96

青木小 上田JSC 軽井沢西部AC 上田北小
 5 宮澤 将太郎(6) 小学校    15.44  6 山本 成伯(6) 小学校    16.12 菊池 大輔(6) 小学校 欠場    

立科小 南牧南小 青沼小
 2組 +0.6  1 工藤 利季(6) 小学校    14.26  2 由井 岳海(6) 小学校    14.30  3 原 泰三(6) 小学校    14.58  4 横森 雄一(6) 小学校    15.17

岸野小 川上第一小 野岸小 南牧南小
 5 山浦 崇歩(6) 小学校    15.20  6 小見澤 優志(6) 小学校    15.65  7 小林 麗太(6) 小学校    17.05

軽井沢西部AC 佐久西小 御代田南小
 3組 +0.2  1 西牧 侑真(6) 小学校    14.28  2 土屋 雄貴(6) 小学校    15.18  3 藤本 颯太(6) 小学校    15.42  4 竹花 賢人(6) 小学校    15.82

上田北小 軽井沢西部AC 南牧北小 ﾛﾃﾞｨｵ
 5 有坂 空希翔(6) 小学校    16.02 一之瀬 弘聖(6) 小学校 欠場    

小海小 長小
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１００ｍ



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第３０回　東信小学生陸上競技大会             ｺｰﾄﾞ  [13200530]

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 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 4組 +1.1  1 青木 陸哉(6) 小学校    13.96  2 渡邉 勇陽(6) 小学校    14.26  3 小山 翔月(6) 小学校    14.68  4 石川 泰地(6) 小学校    15.36
上田北小 御代田南小 軽井沢西部AC 佐久城山小

 5 小山 健斗(6) 小学校    15.68 小林 未来雄(6) 小学校 欠場    
小海小 ﾛﾃﾞｨｵ

小5男子 05/18  1組 0.0  1 遠藤 太地(5) 小学校    15.57  2 柴平 夢叶(5) 小学校    15.64  3 佐々木 蒼太(5) 小学校    15.97  4 森 紘輔(5) 小学校    16.04
川上第二小 野岸小 八千穂小 立科小

 5 吉田 楓吏(5) 小学校    16.12  6 新村 龍司(5) 小学校    16.63 小松 弘季(5) 小学校 欠場    
軽井沢東部小 菅平小 野沢小

 2組 +1.7  1 加藤 大雅(5) 小学校    14.44  2 大塚 寧陽(5)    14.47  3 永井 颯太(5) 小学校    14.92  4 井出 健人(5) 小学校    15.17
御代田南小 北御牧小 野岸小 南牧北小

 5 若林 一槻(5)    16.17  6 木内 啓人(5) 小学校    16.99 伊藤 雅(5) 小学校 欠場    
青木小 野岸小 西小

 3組 +0.3  1 横山 克海(5)    15.83  2 別府 亮士郎直泰小学校    15.97  3 宮下 大貴(5) 小学校    16.06  4 早川 一貴(5)    16.39
北御牧小 美南ｶﾞ丘小 上田JSC 青木小

 5 市ヶ谷 晴輝(5) 小学校    16.83  6 依田 篤義(5) 小学校    17.20  7 北澤 遼太郎(5) 小学校    17.21
佐久城山小 南相木小 野岸小

 4組 +0.6  1 佐藤 陸(5) 小学校    14.55  2 比田井 累惟(5) 小学校    15.52  3 清水 謙汰(5) 小学校    15.57  4 アレキサンダー主小学校    16.82
岸野小 中込小 高瀬AC 野岸小

 5 山浦 明温(5)    17.81  6 村上 隼翔(5) 小学校    17.82
北御牧小 軽井沢中部小

１００ｍ



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第３０回　東信小学生陸上競技大会             ｺｰﾄﾞ  [13200530]

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 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
小共通男子 05/18  1 小島 琉汰(6) 小学校    1.20  2 伊東 俊耶(6) 小学校    1.20  3 菊池純之進(5) 小学校    1.05  4 岩下 歩夢(6) 小学校    1.00

菅平小 軽井沢西部AC 南牧北小 軽井沢西部AC
 5 松葉 孝太郎(6) 小学校    1.00

軽井沢東部小
小共通男子 05/18  1 藤村 知季(6) 小学校    4.50  2 桶田 裕樹(6) 小学校    4.27  3 土屋 舜太朗(6) 小学校    4.14  4 小松 大和(6) 小学校    4.02

千曲小    +1.7 中込小    +1.5 御代田南小    +0.2 望月AC    +1.4
 5 吉田 晃太朗(5) 小学校    3.95  6 渡辺 大翔(6) 小学校    3.94  7 土屋 潤喜(6) 小学校    3.87  8 田中 稔(6) 小学校    3.83

軽井沢東部小    +1.1 上田北小    +0.6 中込小    +0.9 立科小    +1.0
 9 小松 風雅(6) 小学校    3.78 10 大工原 司(6) 小学校    3.53 11 市ヶ谷 将英(6) 小学校    3.51 12 市川 恵大(5) 小学校    3.50

望月AC    +1.6 高瀬AC    +1.6 佐久城山小    +1.4 佐久西小    +2.0
13 北瀬 祥実(6) 小学校    3.43 14 小須田 亮祐(5) 小学校    3.41 15 佐藤 麟太郎(6)    3.40 16 松本 響(6) 小学校    3.28

軽井沢東部小    +2.2 佐久西小    +0.9 北御牧小    +1.5 傍陽小    +1.3
17 小林 颯(5) 小学校    3.12 18 石和 将太(6) 小学校    3.12 19 井出芽吹(6) 小学校    2.86 20 森山 楓也(5)    2.83

八千穂小    +0.3 軽井沢東部小    +0.9 南牧北小    +0.2 泉小    +0.4
21 髙橋 嘉彦(5) 小学校    2.81 22 黒岩 昂志(6) 小学校    2.63 縵沢 蓮(6) 小学校 赤尾 瞭磨(6) 小学校

田口小    +1.1 南牧南小    +1.7 菅平小 千曲小
堀内 怜(6) 小学校 荻原 泰輝(6) 小学校 欠場    

上田JSC ﾛﾃﾞｨｵ
小共通男子 05/18  1 山浦 航(6) 小学校   56.34  2 遠山 祐基(6) 小学校   53.17  3 山田 颯馬(6) 小学校   51.89  4 澤井 陸弥(6) 小学校   51.57

野沢小 美南ｶﾞ丘小 立科小 高瀬AC
 5 大井 冬星(6) 小学校   44.58  6 高橋 泰智(6) 小学校   44.52  7 草間 将裕(6) 小学校   44.21  8 永井 楓(6) 小学校   43.55

千曲小 小諸東小 切原小 立科小
 9 篠原 奨太(6) 小学校   42.05 10 北澤 拓巳(6)   40.95 11 篠原 一希(5)   40.74 12 荻原 賢一(5) 小学校   39.92

小海小 城下小 臼田小 東御田中小
13 黒澤 哉也(6) 小学校   39.15 14 新津 颯太朗(6) 小学校   38.38 15 岩水 玄(5) 小学校   36.11 16 佐々木 健太(6) 小学校   34.60

小海小 小海小 川上第一小 南牧南小
17 田村 洸織(5) 小学校   33.71 18 平林 伸健(5) 小学校   33.54 19 佐藤 完(5) 小学校   30.66 20 髙栁 陽翔(6) 小学校   30.11

高瀬AC 切原小 岸野小 岸野小
21 松田 侑大(5) 小学校   30.03 22 薩田 知弥(6) 小学校   29.23 23 井出優介(6) 小学校   28.41 24 由井 優作(5) 小学校   24.25

小諸東小 南牧北小 南牧北小 川上第一小
25 井出 昴佑(6)   24.04 堀篭 昌真(6) 小学校 欠場    

泉小 水明AC
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