
第8回中信地区小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 川上修
主催：中信地区陸上競技協会 跳躍審判長 川上修

投擲審判長 川上修
【開催日】 平成２５年６月８日（土） 記録主任： 近藤英男
【主催団体】 中信地区陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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/ 8 共通男子 上條 健亮(6) 3:06.72 田中 仁之輔(6) 3:14.91 蜜澤　実哲(6) 3:15.93 柳沢 優生(6) 3:19.73 宮澤　凛(6) 3:20.99 安部 岳樹(6) 3:22.63 上条 康太(6) 3:22.75 藤井 義織(6) 3:23.72

1000m 塩尻吉田小 GR 明南小 池田小 宗賀小 池田小 大町西 堀金小 白馬北小
 6/ 8  -0.4中根 颯亮(6) 13.59 伊藤 康佑(6) 13.67 松原 誓哉(6) 14.52 大西 昇帆(6) 15.94 坂戸 太一(6) 16.06 木下 拓斗(6) 16.36 塚原 涼月(5) 16.79

80mH ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗ｸﾗﾌﾞ 大町東小 塩尻西 大町北小 塩尻吉田小 会染小 麻績小
 6/ 8 三守 遼星(6) 1.30 丸山 凌矢(6) 1.28 遠藤 航介(6) 1.25 重盛 開(6) 1.20 古野 空児(6) 1.20 須澤 香木(6) 開智小 1.15 片瀬 賢斗(5) 1.15

走高跳 塩尻西 堀金小 大町東小 開智小 塩尻西 峯村 和希(6) 大町北小 会染小
 6/ 8 立石 千紘(6) 4.20(-0.5) 北村 洸士郎(6)4.19(-1.6) 永瀬 生蕗(6) 4.16(+2.1) 荒川 舜登(6) 4.09(+0.8) 富田 誠也(5) 4.04(+2.7) 仲西 風都(5) 3.99(-0.9) 木村 悦士(6) 3.94(-1.2) 郷津 こころ(6)3.93(-0.6)

走幅跳 塩尻西 小谷小 塩尻西 三郷小 塩尻西 塩尻吉田小 豊科北AC 会染小
 6/ 8 渡邉 悠貴(5) 49.59 三村 直裕(6) 49.14 武田 怜(6) 47.89 見田 慎敬(6) 47.53 竹ノ入 蓮(6) 46.21 笹川 拓夢(5) 45.97 山越 雅大(6) 45.36 林 礁椰(5) 44.20

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 開明小 梓川小 梓川小 小谷小 塩尻西 朝日小 豊科東小 松川小
 6/ 8 菅野小       55.90 大町西       56.34 三郷小       56.68 穂高西小(A)       56.83 二子小       56.87 穂高西小(B)       58.90 芝沢小       58.92

4×100m 赤羽 碧(6) 赤羽  翔吾(6) 古川 祐輝(6) 伊藤 基也(6) 贄田 航大(6) 五十嵐 一真(5) 大野 貴佳(6)
松本 郁哉(6) 荒井 飛龍(6) 横内 大輝(6) 中島 晋作(6) 横澤 秀飛(6) 浅川 雄亮(5) 太田 智之(6)
阿部 育良(6) 越山 遥斗(6) 大山 至(6) 上田 隼也(6) 小松 武颯志(6) 内藤 歩(5) 川久保 貫介(5)
大久保 駿(6) 縣 康太郎(6) 大木 陽太(6) 小林 鏡巳(6) 中澤 拓弥(6) 熊井 秀(5) 滝口 優月(6)

 6/ 8 5年男子  +1.8遠藤 慶介(5) 14.28 二木 陽(5) 14.63 松田 倭都(5) 14.71 關澤 駿介(5) 15.04 伊東 雅恭(5) 15.06 宇治 音弥(5) 15.13 小池 裕(5) 15.16 渡辺 丈晴(5) 15.19
100m 塩尻西 松川小 生坂小 島内小 田川小 島立小 開智小 寿小

 6/ 8 6年男子  -2.3小川 拓(6) 13.47 有馬 寿哉(6) 13.81 小林 碧(6) 13.86 中澤 新(6) 14.11 塩原 怜史(6) 14.39 内川 敢太(6) 14.40 古厩 海聖(6) 14.44 大月 洸典(6) 14.55
100m 開智小 豊科南小 宗賀小 塩尻吉田小 会染小 豊科東小 本郷小 堀金小



予選 6月8日 10:25
決勝 6月8日 14:35

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +0.7

 1 遠藤 慶介(5)     14.26 q  1 伊東 雅恭(5)     15.14 q
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 塩尻西 ｲﾄｳ ｶﾞｸ 田川小

 2 宇治 音弥(5)     14.82 q  2 守屋 圭大(5)     15.70 
ｳｼﾞ ｵﾄﾔ 島立小 ﾓﾘﾔ ｹｲﾀ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 3 渡辺 丈晴(5)     15.09 q  3 竹田 匠吾(5)     15.78 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 寿小 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 明南小

 4 片桐 耕太(5)     15.48  4 小林 巧茉(5)     16.10 
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳﾀ 穂高北小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 菅野小

 5 紙浦 明馬(5)     15.50  5 柴田 侑志(5)     16.46 
ｶﾐｳﾗ ｱｽﾏ 白馬北小 ｼﾊﾞﾀ  ﾕｳｼ 白馬南小

 6 齊藤 奏人(5)     15.86  6 塚原 飛羽(5)     16.56 
ｻｲﾄｳ ｶﾅﾄ 朝日小 ﾂｶﾊﾗ ｱｽﾊ 麻績小

 7 一色 鴻介(5)     15.87  7 久保村 友晴(5)     16.59 
ｲｯｼｷ ｺｳｽｹ 堀金小 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾄﾓﾊﾙ 豊科北AC

 8 大坂 壮(5)     16.70  8 井藤翔月(5)     16.68 
ｵｵｻｶ ｿｳ 三郷小 ｲﾄｳ ｶﾂﾞｷ 堀金小

 9 平林　佑基(5)     17.42 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 池田小

[ 3組] 風速 +2.0 [ 4組] 風速 -1.7

 1 二木 陽(5)     14.66 q  1 松田 倭都(5)     15.17 q
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｻﾋ 松川小 ﾏﾂﾀﾞ ﾔﾏﾄ 生坂小

 2 關澤 駿介(5)     14.91 q  2 黑澤 祐哉(5)     15.85 
ｾｷｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 島内小 ｸﾛｻﾜ ﾕｳﾔ 日義TFC

 3 野本 駿介(5)     15.30  3 宮澤 大翔(5)     16.08 
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 田川小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 明北小

 4 谷口 我以知(5)     15.84  4 藤巻 光生(5)     16.34 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾞｲﾁ 鎌田小 ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳｾｲ 大町南小

 5 丸山 翔平(5)     16.07  5 髙附 佑輔(5)     16.35 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 大町南小 ﾀｶﾂｷ ﾕｳｽｹ 梓川小

 6 滝川 渉(5)     16.11  6 髙山 順正(5)     17.05 
ﾀｷｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 穂高北小 ﾀｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｾｲ 開明小

 7 片桐 翔也(5)     16.12  7 須山 裕太(5)     17.61 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾔ 塩尻西 ｽﾔﾏ ﾕｳﾀ 洗馬小

 8 安坂 光瑠(5)     16.43  8 刈間 凜(5)     18.32 
ｱｻﾞｶ ﾋｶﾙ 筑摩小 ｶﾘﾏ ﾘﾝ 麻績小

[ 5組] 風速 +1.1 [ 6組] 風速 +2.3

 1 篠原 翼(5)     15.54  1 小池 裕(5)     15.01 q
ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 豊科東小 ｺｲｹ ﾕｳ 開智小

 2 榑沼 直希(5)     15.65  2 鎌倉 優輝(5)     15.92 
ｸﾚﾇﾏ ﾅｵｷ 梓川小 ｶﾏｸﾗ ﾕｳｷ 明南小

 3 佐藤 匠稀(5)     16.24  3 倉科 皓太(5)     16.14 
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 大町北小 ｸﾗｼﾅ ｺｳﾀ 大町南小

 4 武田 基(5)     16.67  4 倉本 藍斗(5)     16.19 
ﾀｹﾀﾞ ﾓﾄｲ 三郷小 ｸﾗﾓﾄ ｱｲﾄ 日義TFC

 5 松澤 一希(5)     16.67  5 手塚 大介(5)     16.28 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町東小 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ 豊科南小

 6 志村 瑠己(5)     16.98  6 堤 乙(5)     16.31 
ｼﾑﾗ ﾘｭｳｷ 朝日小 ﾂﾂﾐ ｱｽﾞﾏ 芳川小

 7 原 拓海(5)     17.20  7 若林 優(5)     16.54 
ﾊﾗ ﾀｸﾐ 楢川小 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 坂井小

 8 丸山 貴翔(5)     18.06 増澤 和馬(5)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾄ 塩尻西 ﾏｽｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 堀金小

[ 7組] 風速 +0.6 [ 8組] 風速 +1.1

 1 小林 壮太(5)     15.44  1 中村 綺斗(5)     15.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 三郷小 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾄ 三郷小

 2 太田 貴将(5)     15.96  2 山本 隆矢(5)     15.36 
ｵｵﾀ ﾀｶﾏｻ 豊科東小 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 二子小

 3 立川 拓実(5)     16.16  3 見田　将梧(5)     15.48 
ﾀﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 大町東小 ｹﾝﾀﾞ　ｼｮｳｺﾞ 池田小

 4 三好 駿平(5)     16.18  4 鷲澤 晴(5)     16.05 
ﾐﾖｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 穂高南小 ﾜｼｻﾞﾜ ﾊﾙ 豊科南小

 5 井口　旭陽(5)     16.75  5 高野 拓也(5)     16.75 
ｲｸﾞﾁ ｱｻﾋ 池田小 ﾀｶﾉ ﾀｸﾔ 芳川小

 6 駒澤 大斗(5)     17.24  6 山口 遥平(5)     16.80 
ｺﾏｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾄ 大町北小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 塩尻吉田小

 7 原田凌磨(5)     18.96  7 大宮 孝介(5)     17.27 
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 堀金小 ｵｵﾐﾔ ｺｳｽｹ 南木曽小
中村 響己(5)  8 戸谷 駿介(5)     17.70 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾄﾔ ｼｭﾝｽｹ 小谷小

5年男子

100m

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

所属名 記録／備考
8   161

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9   428

2   966

6   781

3  1107

7   849

1  1191

順

5   372

4   724

記録／備考
8   765

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6   532

3    72

9  1149

2  1067

5   836

7  1136

4  1109

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

7   754

3   499

8   766

6   974

2   287

4   670

8   5879   140

5   711

順 ﾚｰﾝ No.

3  1172

7    89

4   812

所属名 記録／備考
9   566

6   257

5   660

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  1139

9    91

所属名 記録／備考
4  1016

5   645

6   694

2   359

  160

3   744

8   791

所属名 記録／備考
7   234

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6   664

8   821

2  1154

4   994

3   342

9  1035

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  1091
欠場

7

5  1013

所属名 記録／備考
7   379

2   626

6   952

欠場

4   698

8  1103

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3    61

9  1189

7   808

所属名 記録／備考
6   366

5  1003

9  1190

8  1021

3   480

4   126

2   795



風速 +1.8

 1 遠藤 慶介(5)     14.28 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 塩尻西

 2 二木 陽(5)     14.63 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｻﾋ 松川小

 3 松田 倭都(5)     14.71 
ﾏﾂﾀﾞ ﾔﾏﾄ 生坂小

 4 關澤 駿介(5)     15.04 
ｾｷｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 島内小

 5 伊東 雅恭(5)     15.06 
ｲﾄｳ ｶﾞｸ 田川小

 6 宇治 音弥(5)     15.13 
ｳｼﾞ ｵﾄﾔ 島立小

 7 小池 裕(5)     15.16 
ｺｲｹ ﾕｳ 開智小

 8 渡辺 丈晴(5)     15.19 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 寿小

5年男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   566

6   161

5   499

7   781

4   766

3   765

9   234

8   428



予選 6月8日 10:50
決勝 6月8日 14:40

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +1.8

 1 有馬 寿哉(6)     13.57 q  1 中澤 新(6)     13.66 q
ｱﾘﾏ ﾄｼﾔ 豊科南小 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 塩尻吉田小

 2 宮澤 孝太郎(6)     14.52  2 粟津原 奨太(6)     14.14 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 坂北小 ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 朝日小

 3 倉田 歩夢(6)     14.68  3 一志 瑠衣斗(6)     14.43 
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 開明小 ｲｯｼ ﾙｲﾄ 堀金小

 4 下條 滉哉(6)     14.84  4 篠原 翔(6)     14.47 
ｼﾓｼﾞｮｳ ｺｳﾔ 芳川小 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科東小

 5 吉原 拓海(6)     14.94  5 山崎 杜馬(6)     14.64 
ﾖｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 大町東小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾏ 三郷小

 6 北澤　準也(6)     15.13  6 下沢 圭亮(6)     15.01 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 池田小 ｼﾓｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ｺﾒｯﾄ波田

 7 松下 昂平(6)     15.91  7 望月　至(6)     15.03 
ﾏﾂｼﾀ ｺｳﾍｲ 八坂小 ﾓﾁﾂﾞｷ ｲﾀﾙ 豊科南小

 8 谷口 晴也(6)     16.48  8 笠井 敦司(6)     15.16 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 大町南小 ｶｻｲ ｱﾂｼ 大町南小

 9 竹内 恒平(6)     17.18  9 久保田 有星(6)     16.60 
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 堀金小 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｾｲ 坂北小

[ 3組] 風速 +1.7 [ 4組] 風速 +3.2

 1 小林 碧(6)     13.59 q  1 内川 敢太(6)     13.90 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 宗賀小 ｳﾁｶﾜ ｶﾝﾀ 豊科東小

 2 細川 大吾(6)     14.34  2 髙野 徳次(6)     14.18 
ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 穂高北小 ﾀｶﾉ ﾉﾘﾂｸﾞ 開明小

 3 髙田 優斗(6)     14.64  3 小坂 晃大(6)     14.31 
ﾀｶﾀ ﾞﾕｳﾄ 大町南小 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 大町南小

 4 田中 朋之(6)     14.97  4 西牧 大桜(6)     14.59 
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 日義TFC ﾆｼﾏｷ ﾀｲｵｳ ｺﾒｯﾄ波田

 5 田中 暸太郎(6)     15.29  5 中村 太郎(6)     15.39 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 本郷小 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 朝日小

 6 今西 康太(6)     15.50  6 高砂 瑞葵(6)     15.82 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 大野川小 ﾀｶｽﾅ ﾐｽﾞｷ 洗馬小

 7 島田 稔也(6)     15.85  7 内山 進(6)     16.34 
ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾔ 洗馬小 ｳﾁﾔﾏ ｽｽﾑ 大町西

 8 石澤 巧望(6)     16.01  8 冨永 雄太郎(6)     16.87 
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 島立小 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 堀金小

[ 5組] 風速 -2.1 [ 6組] 風速 +0.7

 1 小川 拓(6)     13.32 q  1 大月 洸典(6)     14.10 q
ｵｶﾞﾜ ﾀｸ 開智小 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 堀金小

 2 矢澤 陽平(6)     14.64  2 塩原 怜史(6)     14.11 q
ﾔｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 塩尻西 ｼｵﾊﾗ ｻﾄｼ 会染小

 3 山田 雅也(6)     14.98  3 野村 将人(6)     14.69 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ 坂井小 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾄ 朝日小

 4 中村 柊真(6)     15.06  4 齊藤 恭兵(6)     15.34 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾏ 開明小 ｻｲﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 穂高南小

 5 川田 悠暉(6)     15.17  5 石橋 快(6)     15.44 
ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 会染小 ｲｼﾊﾞｼ ｶｲ 塩尻西

 6 縣  海成(6)     15.70  6 丸山 貴史(6)     15.49 
ｱｶﾞﾀ ｶｲｾｲ 大町西 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 山辺小

 7 柴野 有透(6)     16.05  7 青木 昌平(6)     15.89 
ｼﾊﾞﾉ ｱﾙﾄ 三郷小 ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ 旭町小

 8 宮澤 洸成(6)     17.85  8 降旗 裕太(6)     15.99 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾅﾘ 豊科南小 ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳﾀ 大町西

[ 7組] 風速 +3.1 [ 8組] 風速 +1.5

 1 古厩 海聖(6)     14.08 q  1 髙松 紀昌(6)     14.23 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 本郷小 ﾀｶﾏﾂ ﾉﾘｱｷ 並柳小

 2 牧野 友紀(6)     14.19  2 丸山 光(6)     14.48 
ﾏｷﾉ ﾄﾓｷ 鎌田小 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 鎌田小

 3 塚原 愛稀(6)     14.29  3 吉山 響(6)     14.52 
ﾂｶﾊﾗ ｱｲｷ 塩尻吉田小 ﾖｼﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 田川小

 4 篠原 洸樹(6)     15.00  4 髙野 久生(6)     14.80 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｷ 寿小 ﾀｶﾉ ﾋｻｵ 開明小

 5 小林 護(6)     15.22  5 齊藤 瑛史(6)     15.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾓﾙ 大町南小 ｻｲﾄｳ ｱｷﾌﾐ 豊科東小

 6 大月 成生(6)     15.29  6 徳武 侑士(6)     15.63 
ｵｵﾂｷ ﾅﾙｷ ｺﾒｯﾄ波田 ﾄｸﾀ ﾕｳｼ 小谷小

 7 釜野井 捷馬(6)     15.41  7 今井 佑季(6)     16.57 
ｶﾏﾉｲ ｼｮｳﾏ 三郷小 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 塩尻西

 8 曽根原 岳人(6)     15.74 板花 諒征(6)
ｿﾈﾊﾗ ﾀｹﾄ 朝日小 ｲﾀﾊﾅ ﾘｮｳｾｲ 堀金小
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風速 -2.3

 1 小川 拓(6)     13.47 
ｵｶﾞﾜ ﾀｸ 開智小

 2 有馬 寿哉(6)     13.81 
ｱﾘﾏ ﾄｼﾔ 豊科南小

 3 小林 碧(6)     13.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 宗賀小

 4 中澤 新(6)     14.11 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 塩尻吉田小

 5 塩原 怜史(6)     14.39 
ｼｵﾊﾗ ｻﾄｼ 会染小

 6 内川 敢太(6)     14.40 
ｳﾁｶﾜ ｶﾝﾀ 豊科東小

 7 古厩 海聖(6)     14.44 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 本郷小

 8 大月 洸典(6)     14.55 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 堀金小
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[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 -0.9

 1 二瓶 柊(6)     14.84  1 山口 大輝(5)     15.19 
ﾆﾍｲ ｼｭｳ 三郷小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗ｸﾗﾌﾞ

 2 梅津 優輝(5)     15.62  2 橋本 涼(5)     15.78 
ｳﾒﾂﾞ ﾕｳｷ 穂高西小 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 豊科北AC

 3 竹村 颯平(6)     15.64  3 大月 渉(4)     16.50 
ﾀｹﾑﾗ ｿｳﾍｲ 大町西 ｵｵﾂｷ ﾜﾀﾙ 穂高西小

 4 青木 太陽(5)     17.50  4 古谷 建人(4)     16.83 
ｱｵｷ ﾀｲﾖｳ 寿小 ﾌﾙﾔ ｹﾝﾄ 宗賀小

 5 下畑 海成斗(5)     18.38  5 丸山 開誠(4)     17.22 
ｼﾓﾊﾀ ﾐﾅﾄ 福島小 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲｾｲ 岡田小
手塚 準也(5)  6 月岡 晴斗(4)     17.89 
ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ ｺﾒｯﾄ波田 ﾂｷｵｶ ﾊﾙﾄ 楢川小
小倉 秀仁(6)  7 澤田 健志(4)     17.99 
ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾄ 福島小 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 明北小
丸山 直樹(5)  8 黒木 玲真(4)     18.11 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ 豊科北AC ｸﾛｷﾞ ﾘｮｳﾏ 豊科北小
江川 凌(5) 中野 勝太(5)
ｴｶﾞﾜ ﾘｮｳ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗ｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ ｺﾒｯﾄ波田

[ 3組] 風速 +0.6 [ 4組] 風速 +2.2

 1 須山 セザル 和良(4)     16.05  1 髙橋 大地(4)     15.04 
ｽﾔﾏ ｾｻﾞﾙ ｶｽﾞﾖｼ 豊科北AC ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 穂高南小

 2 浅輪 佳大(4)     16.34  2 酒井 幹汰(4)     15.12 
ｱｻﾜ ｹｲﾀ 穂高西小 ｻｶｲ ｶﾝﾀ 豊科北AC

 3 黒野 敦志(4)     16.39  3 梨子田 結人(4)     16.59 
ｸﾛﾉ ｱﾂｼ 広丘小 ﾅｼﾀﾞ ﾕｲﾄ 松川小

 4 菅 貫太(4)     16.59  4 有沢 将也(4)     16.86 
ｽｶﾞ ｶﾝﾀ 三郷小 ｱﾘｻﾜ ﾏｻﾔ 三郷小

 5 小幅 雄気(4)     16.68  5 両角 航輝(4)     17.12 
ｺﾊﾊﾞ ﾕｳｷ 宗賀小 ﾓﾛｽﾞﾐ ｺｳｷ 穂高西小

 6 久保田 智也(4)     17.28  6 今井 楓(4)     17.36 
ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾔ 松川小 ｲﾏｲ ｶｴﾃﾞ 塩尻西

 7 倉科 優哉(4)     17.30  7 小倉 快仁(4)     17.64 
ｸﾗｼﾅ ﾕｳﾔ 明北小 ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ 福島小

 8 神山 耕輔(4)     18.95  8 丸山 丈瑠(4)     18.36 
ｶﾐﾔﾏ ｺｳｽｹ 福島小 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾙ 大町南小

[ 5組] 風速
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   1 二瓶 柊(6) 三郷小     14.84 (+1.0)   1   1
   2 髙橋 大地(4) 穂高南小     15.04 (+2.2)   4   1
   3 酒井 幹汰(4) 豊科北AC     15.12 (+2.2)   4   2
   4 山口 大輝(5) ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗ｸﾗﾌﾞ     15.19 (-0.9)   2   1
   5 梅津 優輝(5) 穂高西小     15.62 (+1.0)   1   2
   6 竹村 颯平(6) 大町西     15.64 (+1.0)   1   3
   7 橋本 涼(5) 豊科北AC     15.78 (-0.9)   2   2
   8 須山 セザル 和良(4) 豊科北AC     16.05 (+0.6)   3   1
   9 浅輪 佳大(4) 穂高西小     16.34 (+0.6)   3   2
  10 黒野 敦志(4) 広丘小     16.39 (+0.6)   3   3
  11 大月 渉(4) 穂高西小     16.50 (-0.9)   2   3
  12 梨子田 結人(4) 松川小     16.59 (+2.2)   4   3
  12 菅 貫太(4) 三郷小     16.59 (+0.6)   3   4
  14 小幅 雄気(4) 宗賀小     16.68 (+0.6)   3   5
  15 古谷 建人(4) 宗賀小     16.83 (-0.9)   2   4
  16 有沢 将也(4) 三郷小     16.86 (+2.2)   4   4
  17 両角 航輝(4) 穂高西小     17.12 (+2.2)   4   5
  18 丸山 開誠(4) 岡田小     17.22 (-0.9)   2   5
  19 久保田 智也(4) 松川小     17.28 (+0.6)   3   6
  20 倉科 優哉(4) 明北小     17.30 (+0.6)   3   7
  21 今井 楓(4) 塩尻西     17.36 (+2.2)   4   6
  22 青木 太陽(5) 寿小     17.50 (+1.0)   1   4
  23 小倉 快仁(4) 福島小     17.64 (+2.2)   4   7
  24 月岡 晴斗(4) 楢川小     17.89 (-0.9)   2   6
  25 澤田 健志(4) 明北小     17.99 (-0.9)   2   7
  26 黒木 玲真(4) 豊科北小     18.11 (-0.9)   2   8
  27 丸山 丈瑠(4) 大町南小     18.36 (+2.2)   4   8
  28 下畑 海成斗(5) 福島小     18.38 (+1.0)   1   5
  29 神山 耕輔(4) 福島小     18.95 (+0.6)   3   8
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大会記録(GR)                  3:07.04 

[ 1組] [ 2組]

 1 蜜澤　実哲(6)   3:15.93  1 宮澤　凛(6)   3:20.99 
ﾐﾂｻﾜ ﾐﾉﾘ 池田小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾝ 池田小

 2 上条 康太(6)   3:22.75  2 和田 蒼汰(5)   3:31.03 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 堀金小 ﾜﾀﾞ ｿｳﾀ 塩尻西

 3 藤井 義織(6)   3:23.72  3 村松 卓弥(6)   3:34.01 
ﾌｼﾞｲ ﾖｼｵﾘ 白馬北小 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 三郷小

 4 小林 史弥(5)   3:23.75  4 吉原 彩斗(6)   3:37.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 菅野小 ﾖｼﾊﾗ ｱﾔﾄ 本郷小

 5 臼井 崇詞(6)   3:26.98  5 野本 恵希(6)   3:39.18 
ｳｽｲ ﾀｶｼ 穂高北小 ﾉﾓﾄ ﾖｼｷ 三郷小

 6 中楯 崚之助(5)   3:27.27  6 鈴木 明日(6)   3:39.43 
ﾅｶﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾉｽｹ 塩尻東小 ｽｽﾞｷ ｱｽ 鎌田小

 7 髙山 侑杜(5)   3:28.97  7 稲葉 航紀(6)   3:40.67 
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾄ 穂高北小 ｲﾅﾊﾞ ｺｳｷ 八坂小

 8 木船 峻健(6)   3:32.02  8 田中 仁(6)   3:41.51 
ｷﾌﾞﾈ ｼｭﾝﾀ 本郷小 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗ｸﾗﾌﾞ

 9 百瀬 陸人(5)   3:37.83  9 田代 渉悟(6)   3:44.61 
ﾓﾓｾ ﾘｸﾄ 穂高北小 ﾀｼﾛ ｼｮｳｺﾞ 松川小

10 西澤 大悟(6)   3:44.02 10 川上 烈生(6)   3:46.69 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 朝日小 ｶﾜｶﾐ ﾚｵ 朝日小

11 遠藤 惠太(6)   3:47.52 11 山本 健人(6)   3:48.22 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 明北小 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ 二子小

12 宮田 温輝(5)   3:48.83 12 原 昂生(6)   3:50.67 
ﾐﾔﾀ ﾊﾙｷ 穂高南小 ﾊﾗ ｺｳｾｲ 松川小

13 宮沢 航太(5)   3:54.31 13 古川 晃都(5)   3:50.97 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀ 明北小 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾄ ｺﾒｯﾄ波田

14 山田 蒼真(5)   3:56.75 14 山浦 秀明(6)   3:58.09 
ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ 穂高北小 ﾔﾏｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 田川小

15 村上 祐雅(6)   3:57.32 15 鈴木 暁(5)   3:58.24 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 穂高南小

16 斉藤 洸大(6)   3:57.88 16 清水 絢太(6)   4:00.99 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 大野川小 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ 旭町小

17 大久保 祥太郎(5)   3:59.79 17 平林 佑樹(6)   4:01.46 
ｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 奈川小 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 坂北小

18 飯嶋 陸将(6)   4:02.63 18 荒川 一樹(6)   4:01.73 
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾂﾏｻ 田川小 ｱﾗｶﾜ ｲﾂｷ 堀金小

19 花岡 幸成(5)   4:06.45 19 生冨 遼(5)   4:02.41 
ﾊﾅｵｶ ﾕｷﾅﾘ 会染小 ｲｸﾄﾐ ﾘｮｳ 豊科南小

20 奥谷 楓(5)   4:08.83 20 篠崎 大河(5)   4:02.97 
ｵｸﾀﾆ ｶｴﾃﾞ 木祖源流TC ｼﾉｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ 大町北小

21 工藤 尚也(5)   4:10.28 21 川上智也(5)   4:03.26 
ｸﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 塩尻吉田小 ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ 堀金小

22 小池 亮孝(5)   4:10.85 22 藤村 真司(5)   4:11.16 
ｺｲｹ ｱｷﾀｶ 会染小 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 旭町小

23 新井 壮吾(6)   4:11.41 23 中山 瑛稀(5)   4:13.32 
ｱﾗｲ ｿｳｺﾞ 大町東小 ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 大町南小

24 上條 陽輝(5)   4:11.78 片桐 正太郎(5)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙｷ 塩尻吉田小 ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町西
百瀬 舟人(5) 宮本 裕斗(5)
ﾓﾓｾ ｼｭｳﾄ 塩尻東小 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾄ 梓川小

共通男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

24   842

25  1194

5  1095

15   170

13   531

8   985

20   970

16   961

22  1111

4   957

1   738

21  1175

14    63

7  1173

6   979

 1185

9   756

17   705

19   783

23   216

3   208

12   643

10

2   124

18   130

No. 氏  名 所属名 記録／備考順

13   373

25  1195

22   136

1   285

5  1123

9   357

3   501

10   861

4    43

17   511

21   737

19   809

7   937

11    29

23   762

6  1100

20    84

8   346

2  1093

16  1032

24   693

12   600
欠場

14    81

18   661

15   108
欠場

11   168
欠場



[ 3組]

 1 上條 健亮(6)   3:06.72 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹﾝｽｹ 塩尻吉田小

 2 田中 仁之輔(6)   3:14.91 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾉｽｹ 明南小

 3 柳沢 優生(6)   3:19.73 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 宗賀小

 4 安部 岳樹(6)   3:22.63 
ｱﾍﾞ ﾀｶｷ 大町西

 5 村岡 拓海(6)   3:24.28 
ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ ｺﾒｯﾄ波田

 6 玉井 芳樹(6)   3:27.72 
ﾀﾏｲ ﾖｼｷ 坂井小

 7 滝川 樹音(6)   3:29.23 
ﾀｷｶﾜ ｼﾞｭｵﾝ 小谷小

 8 小日向 望(6)   3:30.75 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾉｿﾞﾑ 大町北小

 9 清水 鉄平(5)   3:30.76 
ｼﾐｽﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 広丘小

10 花崎 亜郷(5)   3:31.09 
ﾊﾅｻﾞｷ ｱｻﾄ 朝日小

11 薛 哲平(5)   3:33.59 
ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ 松川小

12 根津 藤次郎(6)   3:33.96 
ﾈﾂ ﾄｳｼﾞﾛｳ 本郷小

13 薛 信之介(5)   3:36.23 
ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ 松川小

14 加藤 佑典(6)   3:36.27 
ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 広丘小

15 倉科 裕太(5)   3:39.12 
ｸﾗｼﾅ ﾕｳﾀ 大町南小

16 西堀 皓雄(6)   3:39.41 
ﾆｼﾎﾞﾘ  ﾃﾙｵ 白馬南小

17 関戸 翼(5)   3:41.16 
ｾｷﾄﾞ ﾂﾊﾞｻ 会染小

18 宮下 隼輔(5)   3:42.39 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 明南小

19 北山 虎太郎(6)   3:45.24 
ｷﾀﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 朝日小

20 小林 賢太(5)   3:50.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 麻績小

21 栁澤 我玖人(6)   3:51.62 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾞｸﾄ 生坂小

22 中川 雄太(5)   3:52.60 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 小谷小

23 黒岩 優斗(6)   3:53.54 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 堀金小

24 清水 大輔(5)   4:16.09 
ｼﾞﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大町東小
倉科 拓実(5)
ｸﾗｼﾅ ﾀｸﾐ 豊科北AC

所属名 記録／備考

共通男子

17   125
大会新

10  1148

1000m
順 No. 氏  名

8   623

19    17

2   444

11   475

3   691

13   344

22   748

14   489

5   319

18   490

21   336

6  1119

1   835

15   215

12   665

4   729

7  1138

20  1152

23   473

24  1097

25   557

9  1053
欠場

16   642



   1 上條 健亮(6) 塩尻吉田小     3:06.72 大会新   3   1
   2 田中 仁之輔(6) 明南小     3:14.91   3   2
   3 蜜澤　実哲(6) 池田小     3:15.93   1   1
   4 柳沢 優生(6) 宗賀小     3:19.73   3   3
   5 宮澤　凛(6) 池田小     3:20.99   2   1
   6 安部 岳樹(6) 大町西     3:22.63   3   4
   7 上条 康太(6) 堀金小     3:22.75   1   2
   8 藤井 義織(6) 白馬北小     3:23.72   1   3
   9 小林 史弥(5) 菅野小     3:23.75   1   4
  10 村岡 拓海(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:24.28   3   5
  11 臼井 崇詞(6) 穂高北小     3:26.98   1   5
  12 中楯 崚之助(5) 塩尻東小     3:27.27   1   6
  13 玉井 芳樹(6) 坂井小     3:27.72   3   6
  14 髙山 侑杜(5) 穂高北小     3:28.97   1   7
  15 滝川 樹音(6) 小谷小     3:29.23   3   7
  16 小日向 望(6) 大町北小     3:30.75   3   8
  17 清水 鉄平(5) 広丘小     3:30.76   3   9
  18 和田 蒼汰(5) 塩尻西     3:31.03   2   2
  19 花崎 亜郷(5) 朝日小     3:31.09   3  10
  20 木船 峻健(6) 本郷小     3:32.02   1   8
  21 薛 哲平(5) 松川小     3:33.59   3  11
  22 根津 藤次郎(6) 本郷小     3:33.96   3  12
  23 村松 卓弥(6) 三郷小     3:34.01   2   3
  24 薛 信之介(5) 松川小     3:36.23   3  13
  25 加藤 佑典(6) 広丘小     3:36.27   3  14
  26 吉原 彩斗(6) 本郷小     3:37.49   2   4
  27 百瀬 陸人(5) 穂高北小     3:37.83   1   9
  28 倉科 裕太(5) 大町南小     3:39.12   3  15
  29 野本 恵希(6) 三郷小     3:39.18   2   5
  30 西堀 皓雄(6) 白馬南小     3:39.41   3  16
  31 鈴木 明日(6) 鎌田小     3:39.43   2   6
  32 稲葉 航紀(6) 八坂小     3:40.67   2   7
  33 関戸 翼(5) 会染小     3:41.16   3  17
  34 田中 仁(6) ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗ｸﾗﾌﾞ     3:41.51   2   8
  35 宮下 隼輔(5) 明南小     3:42.39   3  18
  36 西澤 大悟(6) 朝日小     3:44.02   1  10
  37 田代 渉悟(6) 松川小     3:44.61   2   9
  38 北山 虎太郎(6) 朝日小     3:45.24   3  19
  39 川上 烈生(6) 朝日小     3:46.69   2  10
  40 遠藤 惠太(6) 明北小     3:47.52   1  11
  41 山本 健人(6) 二子小     3:48.22   2  11
  42 宮田 温輝(5) 穂高南小     3:48.83   1  12
  43 原 昂生(6) 松川小     3:50.67   2  12
  44 小林 賢太(5) 麻績小     3:50.84   3  20
  45 古川 晃都(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:50.97   2  13
  46 栁澤 我玖人(6) 生坂小     3:51.62   3  21
  47 中川 雄太(5) 小谷小     3:52.60   3  22
  48 黒岩 優斗(6) 堀金小     3:53.54   3  23
  49 宮沢 航太(5) 明北小     3:54.31   1  13
  50 山田 蒼真(5) 穂高北小     3:56.75   1  14
  51 村上 祐雅(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ     3:57.32   1  15
  52 斉藤 洸大(6) 大野川小     3:57.88   1  16
  53 山浦 秀明(6) 田川小     3:58.09   2  14
  54 鈴木 暁(5) 穂高南小     3:58.24   2  15
  55 大久保 祥太郎(5) 奈川小     3:59.79   1  17
  56 清水 絢太(6) 旭町小     4:00.99   2  16
  57 平林 佑樹(6) 坂北小     4:01.46   2  17
  58 荒川 一樹(6) 堀金小     4:01.73   2  18
  59 生冨 遼(5) 豊科南小     4:02.41   2  19
  60 飯嶋 陸将(6) 田川小     4:02.63   1  18
  61 篠崎 大河(5) 大町北小     4:02.97   2  20
  62 川上智也(5) 堀金小     4:03.26   2  21
  63 花岡 幸成(5) 会染小     4:06.45   1  19
  64 奥谷 楓(5) 木祖源流TC     4:08.83   1  20
  65 工藤 尚也(5) 塩尻吉田小     4:10.28   1  21
  66 小池 亮孝(5) 会染小     4:10.85   1  22
  67 藤村 真司(5) 旭町小     4:11.16   2  22
  68 新井 壮吾(6) 大町東小     4:11.41   1  23
  69 上條 陽輝(5) 塩尻吉田小     4:11.78   1  24
  70 中山 瑛稀(5) 大町南小     4:13.32   2  23
  71 清水 大輔(5) 大町東小     4:16.09   3  24

共通男子

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 1194
  444
 1195
  623

組 順位
  125
 1148

  985
  170
  344
  961

 1095
  842
  531
   17

  748
 1111
  489
 1119

  475
  691
  319
  136

  970
  665
  357
  835

  373
  490
  336
 1123

 1152
  738
  501
  729

  285
  861
  215
   43

  511
 1138
   29
  557

  737
 1175
  809
  957

   63
  705
  762
  937

  473
 1097
 1173
  979

 1032
  756
  693
 1093

  783
   84
  346
 1100

  642

   81
  643
  124
  661

  216
 1185
  130
  208



予選 6月8日  9:15
決勝 6月8日 14:20

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -2.2

 1 中根 颯亮(6)     14.61 q  1 伊藤 康佑(6)     14.20 q
ﾅｶﾉ ｿｳｽｹ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗ｸﾗﾌﾞ ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 大町東小

 2 塚原 涼月(5)     16.72 q  2 木下 拓斗(6)     16.38 q
ﾂｶﾊﾗ ｽｽﾞｷ 麻績小 ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾄ 会染小

 3 堤 一(6)     17.45  3 坂戸 太一(6)     16.58 q
ﾂﾂﾐ ﾄﾗﾁ 芳川小 ｻｶﾄ ﾀｲﾁ 塩尻吉田小

 4 黒瀬 俊介(6)     17.65  4 小松 幹(6)     16.60 q
ｸﾛｾ ｼｭﾝｽｹ 大町北小 ｺﾏﾂ ﾓﾄｷ 塩尻西

 5 宮田 大和(6)     17.66  5 唐澤侑甫(6)     17.31 
ﾐﾔﾀ ﾔﾏﾄ 会染小 ｶﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ 堀金小

 6 薄井 大翔(6)     17.82  6 木和田 拓海(5)     18.04 
ｳｽｲ ﾋﾛﾄ 池田小 ｷﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 南木曽小

 7 櫻井 尚雅(6)     18.41  7 奥原 大輔(6)     18.52 
ｻｸﾗｲ ﾅｵﾏｻ 島内小 ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 豊科東小
石井 柚輝(6)
ｲｼｲ ﾕｽﾞｷ 塩尻西

[ 3組] 風速 -1.0

 1 松原 誓哉(6)     14.93 q
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ 塩尻西

 2 大西 昇帆(6)     16.12 q
ｵｵﾆｼ ｼｮｳﾎ 大町北小

 3 下出 葵(6)     17.06 
ｼﾀﾃﾞ ｱｵｲ 王滝小

 4 櫻井 紘都(6)     17.08 
ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾄ 今井小

 5 上條 涼介(6)     17.83 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｮｳｽｹ 塩尻吉田小

 6 村田 英輝(6)     17.88 
ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞｷ 麻績小

 7 太田 浩季(5)     18.00 
ｵｵﾀ ﾋﾛｷ 豊科北AC

風速 -0.4

 1 中根 颯亮(6)     13.59 
ﾅｶﾉ ｿｳｽｹ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗ｸﾗﾌﾞ

 2 伊藤 康佑(6)     13.67 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 大町東小

 3 松原 誓哉(6)     14.52 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ 塩尻西

 4 大西 昇帆(6)     15.94 
ｵｵﾆｼ ｼｮｳﾎ 大町北小

 5 坂戸 太一(6)     16.06 
ｻｶﾄ ﾀｲﾁ 塩尻吉田小

 6 木下 拓斗(6)     16.36 
ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾄ 会染小

 7 塚原 涼月(5)     16.79 
ﾂｶﾊﾗ ｽｽﾞｷ 麻績小
小松 幹(6)
ｺﾏﾂ ﾓﾄｷ 塩尻西

共通男子

80mH

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考
8    44

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7   995

5   695

6  1135

9  1196

3   767

4   214

所属名 記録／備考
8   653

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3   127

4   152

7   196

6   794

5  1020

2  1088

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   150

6   682

2   149
欠場

2   339

7   123

8   182

決勝

4  1137

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  1052

7   653

所属名 記録／備考
6    44

9   127

4   150

5   682

2   152
欠場

8   196

3  1135



予選 6月8日 12:45
決勝 6月8日 14:55

[ 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 三郷小   371 大山 至(6)     55.83 q  1   5 菅野小   528 赤羽 碧(6)     55.86 q

ﾐｻﾄｼｮｳ ｵｵﾔﾏ ｲﾀﾙ ｽｶﾞﾉｼｮｳ ｱｶﾊﾈ ｱｵｲ
  369 大木 陽太(6)   530 松本 郁哉(6)

ｵｵｷ ﾖｳﾀ ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ
  389 古川 祐輝(6)   542 阿部 育良(6)

ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ ｱﾍﾞ ｲｸﾗ
  395 横内 大輝(6)   527 大久保 駿(6)

ﾖｺｳﾁ ﾀﾞｲｷ ｵｵｸﾎﾞ ｼｭﾝ
 2   3 福島小   866 圃中 カヲル(6)     57.86 q  2   3 大町西   605 赤羽  翔吾(6)     56.04 q

ﾌｸｼﾏｼｮｳ ﾊﾀﾅｶ ｶｦﾙ ｵｵﾏﾁﾆｼ ｱｶﾊﾈ ｼｮｳｺﾞ
  865 圃中 碧生(6)   616 荒井 飛龍(6)

ﾊﾀﾅｶ ｱｵｲ ｱﾗｲ ﾋﾘｭｳ
  890 原田 倖多(6)   621 越山 遥斗(6)

ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
  892 梶川 優羽(6)   598 縣 康太郎(6)

ｶｼﾞｶﾜ ﾕｳﾊ ｱｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 3   7 芝沢小   416 大野 貴佳(6)     58.85 q  3   6 穂高西小(A)   933 伊藤 基也(6)     56.56 q

ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ ｵｵﾉ ﾀｶﾖｼ ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳA ｲﾄｳ ﾓﾄﾔ
  417 太田 智之(6)   914 中島 晋作(6)

ｵｵﾀ ｻﾄｼ ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｻｸ
  419 川久保 貫介(5)   913 中嶋 海久(6)

ｶﾜｸﾎﾞ ｶﾝｽｹ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ
  414 滝口 優月(6)   922 小林 鏡巳(6)

ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｶﾞﾐ
 4   5 穂高西小(B)   927 五十嵐 一真(5)     59.16 q  4   4 二子小   797 贄田 航大(6)     56.91 q

ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳB ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾏ ﾌﾀｺﾞｼｮｳ ﾆｴﾀ ｺｳﾀﾞｲ
  919 浅川 雄亮(5)   811 横澤 秀飛(6)

ｱｻｶﾜ ﾕｳｽｹ ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ
  911 内藤 歩(5)   806 小松 武颯志(6)

ﾅｲﾄｳ ｱﾕﾑ ｺﾏﾂ ﾑｻｼ
  928 熊井 秀(5)   800 中澤 拓弥(6)

ｸﾏｲ ｼｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ
 5   9 大町東小   633 飯森 陽太(6)   1:00.60  5   9 大町北小   683 川口 卓純(6)     59.85 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ ｲｲﾓﾘ ﾋﾅﾀ ｵｵﾏﾁｷﾀｼｮｳ ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾄ
  632 富田 翔哉(6)   679 田中 啓一朗(6)

ﾄﾐﾀ ｼｮｳﾔ ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁﾛｳ
  651 下村 大夢(6)   701 遠藤 稜也(6)

ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛﾑ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ
  647 小林 寛哉(6)   692 小嶋 光太(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝｻｲ ｺｼﾞﾏ ｺｳﾀ
 6   6 本城小  1127 西沢 健太(6)   1:01.39  6   8 穂高西小(C)   930 岩下 慎之介(5)   1:00.98 

ﾎﾝｼﾞｮｳｼｮｳ ﾆｼｻﾞﾜｹﾝﾀ ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳC ｲﾜｼﾀ ｼﾝﾉｽｹ
 1131 宮澤 陸也(6)   916 竹内 寛弥(5)

ﾐﾔｻﾞﾜﾘｸﾔ ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾔ
 1134 丸山 幸太(5)   926 児玉 大地(5)

ﾏﾙﾔﾏｺｳﾀ ｺﾀﾞﾏ ﾀｲﾁ
 1133 宮下 純也(6)   915 中村 友樹(5)

ﾐﾔｼﾀｼﾞｭﾝﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ
 7   4 穂高南小(B)   955 古屋 健太郎(6)   1:01.63  7   2 穂高南小(A)   942 等々力 颯馬(6)   1:01.68 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳB ﾌﾙﾔ ｹﾝﾀﾛｳ ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳA ﾄﾄﾞﾘｷ ｿｳﾏ
  938 矢口 涼雅(6)   944 等々力 岳甫(6)

ﾔｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ ﾄﾄﾞﾘｷ ｶﾞｸﾎ
  949 小林 隼大(6)   954 細野 敬心(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ﾎｿﾉ ﾖｼﾐ
  941 馬淵 金輝(6)   943 等々力 諒(6)

ﾏﾌﾞﾁ ｶﾈﾃﾙ ﾄﾄﾞﾘｷ ﾘｮｳ
 8   2 広丘小(A)   338 逸見 友哉(6)   1:03.13  8   7 広丘小(B)   328 三澤 道盛(5)   1:03.12 

ﾋﾛｵｶｼｮｳA ﾍﾝﾐ ﾄﾓﾔ ﾋﾛｵｶｼｮｳB ﾐｻﾜ ﾐﾁﾓﾘ
  307 那須 祐己(6)   308 藤村 拓友(5)

ﾅｽ ﾕｳｷ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛﾄﾓ
  315 川平 真大(6)   332 高山 拓夢(5)

ｶﾜﾋﾗ ﾏﾋﾛ ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ
  302 木下 雅貴(6)   324 上條 良介(5)

ｷﾉｼﾀ ﾏｻｷ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｮｳｽｹ

共通男子

4×100m

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 菅野小   528 赤羽 碧(6)     55.90 

ｽｶﾞﾉｼｮｳ ｱｶﾊﾈ ｱｵｲ
  530 松本 郁哉(6)

ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ
  542 阿部 育良(6)

ｱﾍﾞ ｲｸﾗ
  527 大久保 駿(6)

ｵｵｸﾎﾞ ｼｭﾝ
 2   4 大町西   605 赤羽  翔吾(6)     56.34 

ｵｵﾏﾁﾆｼ ｱｶﾊﾈ ｼｮｳｺﾞ
  616 荒井 飛龍(6)

ｱﾗｲ ﾋﾘｭｳ
  621 越山 遥斗(6)

ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
  598 縣 康太郎(6)

ｱｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 3   6 三郷小   389 古川 祐輝(6)     56.68 

ﾐｻﾄｼｮｳ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ
  395 横内 大輝(6)

ﾖｺｳﾁ ﾀﾞｲｷ
  371 大山 至(6)

ｵｵﾔﾏ ｲﾀﾙ
  369 大木 陽太(6)

ｵｵｷ ﾖｳﾀ
 4   7 穂高西小(A)   933 伊藤 基也(6)     56.83 

ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳA ｲﾄｳ ﾓﾄﾔ
  914 中島 晋作(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｻｸ
  921 上田 隼也(6)

ｳｴﾀﾞ ｼｭﾝﾔ
  922 小林 鏡巳(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｶﾞﾐ
 5   8 二子小   797 贄田 航大(6)     56.87 

ﾌﾀｺﾞｼｮｳ ﾆｴﾀ ｺｳﾀﾞｲ
  811 横澤 秀飛(6)

ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ
  806 小松 武颯志(6)

ｺﾏﾂ ﾑｻｼ
  800 中澤 拓弥(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ
 6   3 穂高西小(B)   927 五十嵐 一真(5)     58.90 

ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳB ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾏ
  919 浅川 雄亮(5)

ｱｻｶﾜ ﾕｳｽｹ
  911 内藤 歩(5)

ﾅｲﾄｳ ｱﾕﾑ
  928 熊井 秀(5)

ｸﾏｲ ｼｭｳ
 7   2 芝沢小   416 大野 貴佳(6)     58.92 

ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ ｵｵﾉ ﾀｶﾖｼ
  417 太田 智之(6)

ｵｵﾀ ｻﾄｼ
  419 川久保 貫介(5)

ｶﾜｸﾎﾞ ｶﾝｽｹ
  414 滝口 優月(6)

ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ
  9 福島小   866 圃中 カヲル(6)

ﾌｸｼﾏｼｮｳ ﾊﾀﾅｶ ｶｦﾙ 失格
  865 圃中 碧生(6) R1 3-4

ﾊﾀﾅｶ ｱｵｲ
  890 原田 倖多(6)

ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ
  892 梶川 優羽(6)

ｶｼﾞｶﾜ ﾕｳﾊ

共通男子

4×100m
決勝



決勝 6月8日 13:00

三守 遼星(6)
ﾐｶﾐ ﾘｮｳｾｲ 塩尻西
丸山 凌矢(6)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 堀金小
遠藤 航介(6)
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 大町東小
重盛 開(6)
ｼｹﾞﾓﾘ ｶｲ 開智小
古野 空児(6)
ﾌﾙﾉ ｸｳｼﾞ 塩尻西
須澤 香木(6)
ｽｻﾞﾜ ﾖｼｷ 開智小
峯村 和希(6)
ﾐﾈﾑﾗ ｶｽﾞｷ 大町北小
片瀬 賢斗(5)
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 会染小
花岡 成聖(6)
ﾊﾅｵｶ ﾅﾙｾ 穂高北小
高宮 健輔(6)
ﾀｶﾐﾔ ｹﾝｽｹ 鎌田小
堀越 光(6)
ﾎﾘｺｼ ﾋｶﾙ 宗賀小
清水 悠矢(5)
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾔ 穂高北小
窪田 大輝(6)
ｸﾎﾞﾀﾀﾞｲｷ 本城小
赤坂 和人(6)
ｱｶｻｶ ｶｽﾞﾄ 広丘小
小林 陸斗(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾄ 筑摩小
横山 幸次郎(6)
ﾖｺﾔﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 鎌田小
野田 かんた(5)
ﾉﾀﾞ ｶﾝﾀ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
池上 拓真(5)
ｲｹｶﾞﾐ ﾀｸﾏ 広丘小
酒井 孝瑛(5)
ｻｶｲ ｺｳﾖｳ 鎌田小
布施 遥人(5) 記録なし
ﾌｾ ﾊﾙﾄ 芝沢小
大脇 涼平(5) 欠場
ｵｵﾜｷ ﾘｮｳﾍｲ 梓川小

共通男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m28 1m30 1m32
1 21   153

o o o o o

o o

xxo o o xxx

2 14  1105
o o o xxo o xxx

 1.30

 1.28

3 15   652
- - o xo xo

o o

xxo xxx

4 6   239
xo o o xxx

 1.25

 1.20

5 19   157
o o o xxo xxo

o xxx

xxx

6 18   232
o o o

 1.20

 1.15

6 20   676
o o o o xxx

xo xxx
8 17   198

o o o

 1.15

 1.15

9 4   983
o o o xxx

xxx
9 11   293

o o o

 1.10

 1.10

11 3   446
o xo xo xxx

xxx
12 2   976

o xxo xxo

 1.10

 1.10

13 12  1129
o o xxx

14 16   317
xo o xxx

 1.05

 1.05

15 5   708
o xo xxx

16 7   298
xxo xo xxx

 1.05

 1.05

17 8    58
xo xxx

17 10   314
xo xxx

 1.00

 1.00

19 9   291
xxo xxx

13   410
xxx

 1.00

1    98



P. 15

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成25年6月8日（土）
会場：松本平広公園陸上競技場

大会記録(GR)                     5.05 

立石 千紘(6) 塩尻西
ﾀﾃｲｼ ﾁﾋﾛ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
北村 洸士郎(6) 小谷小
ｷﾀﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ ｵﾀﾘｼｮｳ
永瀬 生蕗(6) 塩尻西
ﾅｶﾞｾ ｲﾌﾞｷ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
荒川 舜登(6) 三郷小
ｱﾗｶﾜ ｼｭﾝﾄ ﾐｻﾄｼｮｳ
富田 誠也(5) 塩尻西
ﾄﾐﾀ ｾｲﾔ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
仲西 風都(5) 塩尻吉田小
ﾅｶﾆｼ ﾌｳﾄ ｼｵｼﾞﾘﾖｼﾀﾞｼｮｳ
木村 悦士(6) 豊科北AC
ｷﾑﾗ ｴﾂｼ ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰｼｰ
郷津 こころ(6) 会染小
ｺｳﾂﾞ ｺｺﾛ ｱｲｿﾒｼｮｳ
宮沢 一真(6) 芝沢小
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ
岡田 志(5) 塩尻吉田小
ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ ｼｵｼﾞﾘﾖｼﾀﾞｼｮｳ
中上 在(6) 梓川小
ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾙ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ
荒井 天晴(5) 広丘小
ｱﾗｲ ﾃﾝｾｲ ﾋﾛｵｶｼｮｳ
鈴木 湧土(5) 三岳小
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ﾐﾀｹｼｮｳ
傘木 智和(6) 池田小
ｶｻｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ ｲｹﾀﾞｼｮｳ
萩原 拓海(6) 豊科南小
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐｼｮｳ
下島 翔矢(6) 開田小
ｼﾓｼﾞﾏ ｼｮｳﾔ ｶｲﾀﾞｼｮｳ
高籏 雅紘(6) 塩尻吉田小
ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ ｼｵｼﾞﾘﾖｼﾀﾞｼｮｳ
稲葉 良(6) 開智小
ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳ ｶｲﾁｼｮｳ
本田 太陽(5) 開田小
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲﾖｳ ｶｲﾀﾞｼｮｳ
田玉 育己(6) 寿小
ﾀﾀﾞﾏ ｲｸﾐ ｺﾄﾌﾞｷｼｮｳ
堺澤 幹太(5) 筑摩小
ｻｶｲｻﾞﾜ ｶﾝﾀ ﾂｶﾏｼｮｳ
三村 慶太(6) 開明小
ﾐﾑﾗ ｹｲﾀ ｶｲﾒｲｼｮｳ
渡邉 亮太(5) 開明小
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ｶｲﾒｲｼｮｳ
加藤 央祐(6) 山辺小
ｶﾄｳ ｵｳｽｹ ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ
下川 慎司(6) 白馬南小
ｼﾓｶﾜ  ｼﾝｼﾞ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ
清水 汰揮(6) 今井小
ｼﾐｽﾞ ﾀｷ ｲﾏｲｼｮｳ
切久保 仁朗(6) 白馬北小
ｷﾘｸﾎﾞ ｼﾞﾝﾛｳ ﾊｸﾊﾞｷﾀｼｮｳ
横山 星琉(5) 筑摩小
ﾖｺﾔﾏ ｾｼﾙ ﾂｶﾏｼｮｳ
太田 隼人(5) 塩尻西
ｵｵﾀ ﾊﾔﾄ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
中田 晴太(5) 開田小
ﾅｶﾀ ｾｲﾀ ｶｲﾀﾞｼｮｳ
小林 和磨(6) 芝沢小
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ
丸山 優(6) 岡田小
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ ｵｶﾀﾞｼｮｳ
井手 亮介(5) ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗ｸﾗﾌﾞ
ｲﾃﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾌﾟﾘﾃｨｷｷｮｳｸﾗﾌﾞ
前田 賢汰(6) 明北小
ﾏｴﾀﾞ ｹﾝﾀ ﾒｲﾎｸｼｮｳ
薄井 理央(6) 池田小
ｳｽｲ ﾀｶﾋﾛ ｲｹﾀﾞｼｮｳ
太幡 陸(6) 大町東小
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｸ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ

第8回中信地区小学生陸上競技大会
主催：中信地区陸上競技協会

2013/06/08 15:34

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

川上修
近藤英男

-１- -２- -３- -４-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 備考

1  137   4.06   4.20

-５- -６- 記録 組順

  +0.8
  4.14
  +0.4

  4.20
  -0.5   -0.5

2- 1

2  469   3.84   4.19
  +1.2

  4.14
  +1.7

  4.19
  -1.6   -1.6

2- 2

3  162   4.06   4.16
  +0.4

  4.16
  +2.1

  4.05
  -0.3   +2.1

2- 3

4  387   4.09   4.09
  +0.8

  3.59
  +2.8

  3.23
  -1.7   +0.8

2- 4

5  143   3.95   4.04
  +1.5

  4.04
  +2.7

  3.72
  -1.8   +2.7

2- 5

6  119    x   3.99  3.99
  -0.9

  3.72
  -1.0   -0.9

2- 6

7 1045   3.85   3.94
  -2.0

  3.94
  -1.2

  3.93
  -1.3   -1.2

2- 7

8  213   3.93   3.93
  -0.6

   x   3.91
  -2.0   -0.6

2- 8

9  424   3.66   3.93
  +3.2

  3.93
  -0.3

  3.53
  -1.0   -0.3

2- 9

10  134   3.92   3.92
  +1.4

  3.88
  -1.1

  3.83
  +0.5   +1.4

2-10

11   97   3.71   3.90
  -1.4

  3.90
  -2.2

  3.85
  +0.1   -2.2

2-11

12  333   3.72   3.82
  -2.1

  3.82
  -1.3

  3.57
  -2.1   -1.3

2-12

13  354   3.82   3.82
  -0.8

  3.69
  +2.1

  3.26
  -0.6   -0.8

2-13

14 1199    x   3.81  3.81
  +0.3

  3.71
  +1.0   +0.3

2-14

15 1023   3.74   3.74
  +2.2

  3.68
  -0.8

   x
  +2.2

2-15

16  253   3.73   3.73
  +1.8

   x   3.44
  -1.1   +1.8

2-16

17  128    x   3.71  3.68
  +2.4

  3.71
  -2.1   -2.1

2-17

18  246   3.71   3.71
  -2.3

  3.62
  +2.3

  3.63
  +0.9   -2.3

1- 1

19  247   3.38   3.66
  +1.7

  3.06
  -0.9

  3.66
  -0.3   -0.3

2-18

20  430   3.63   3.63
  +3.4

  3.24
  -0.7

  3.47
  -1.5   +3.4

2-19

21  709   3.61   3.61
  +2.9

  3.26
  -1.1

  3.30
  -0.5   +2.9

2-20

22  276   3.35   3.60
  -0.1

  3.53
  +1.1

  3.60
  -0.7   -0.7

2-21

23  263   3.49   3.56
   0.0

  3.34
  +0.8

  3.56
  -0.5   -0.5

2-22

24  406   3.55   3.55
  -1.3

  3.24
  -0.3

  3.47
  +1.6   -1.3

1- 2

25  840   3.50   3.51
  +2.9

  3.31
  -0.3

  3.51
  -0.8   -0.8

2-23

26  341   2.94   3.51
  -1.9

   x   3.51
  +0.6   +0.6

1- 3

27  845   3.50   3.50
  -1.5

   x   3.50
  -1.5   -1.5

1- 4

28  710   3.16   3.50
  -1.3

  3.13
  +1.2

  3.50
  -0.1   -0.1

1- 5

29  146   3.43   3.48
  +1.3

  3.48
  +2.6

  3.30
  -2.0   +2.6

2-24

30  248   3.48   3.48
  +1.1

  3.39
  +2.5

  3.27
  -0.6   +1.1

2-25

31  421   3.47   3.47
  +2.0

  3.44
  +1.6

  3.24
  -0.5   +2.0

2-26

32  190   3.45   3.45
  -1.7

  3.23
  -0.7

  2.70
  -2.1   -1.7

1- 6

33   54    x   3.42  2.88
  -1.0

  3.42
  -0.6   -0.6

2-27

34 1164   3.41   3.41
  -1.1

   x   3.41
  -1.2   -1.2

1- 7

35 1197   3.39   3.41
  -2.2

  3.39
  +0.3

  3.41
  -0.5   -0.5

1- 8

36  639   3.41   3.41
  +1.8

  3.12
  -0.1

  3.33
  +0.6   +1.8

2-28
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_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成25年6月8日（土）
会場：松本平広公園陸上競技場

第8回中信地区小学生陸上競技大会
主催：中信地区陸上競技協会

2013/06/08 15:34

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

川上修
近藤英男

澁谷 岳(5) 二子小
ｼﾌﾞﾔ ｶﾞｸ ﾌﾀｺﾞｼｮｳ
田中 桂一郎(6) 大町東小
ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁﾛｳ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
遠藤　光真(6) 池田小
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾝ ｲｹﾀﾞｼｮｳ
上田 皓輝(5) 開田小
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ ｶｲﾀﾞｼｮｳ
高橋 優弥(5) 堀金小
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ ﾎﾘｶﾞﾈｼｮｳ
中村 拓雅(5) 大町東小
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
德武 優作(5) 明南小
ﾄｸﾀｹ ﾕｳｻｸ ﾒｲﾅﾝｼｮｳ
百瀬 侑生(6) 山辺小
ﾓﾓｾ ﾕｳｷ ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ
菱沼 翼(6) 開智小
ﾋｼﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ ｶｲﾁｼｮｳ
荒井 瑞季(5) 会染小
ｱﾗｲ ﾐｽﾞｷ ｱｲｿﾒｼｮｳ
北澤 航平(5) 松川小
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ ﾏﾂｶﾜｼｮｳ
宮島 隆輔(5) 堀金小
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ ﾎﾘｶﾞﾈｼｮｳ
保科 圭佑(6) 穂高南小
ﾎｼﾅ ｹｲｽｹ ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ
齊藤 建(5) 松川小
ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ ﾏﾂｶﾜｼｮｳ
中野 皓介(5) 広丘小
ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ ﾋﾛｵｶｼｮｳ
新井 大悟(5) 松川小
ｱﾗｲ ﾀﾞｲｺﾞ ﾏﾂｶﾜｼｮｳ
矢花 涼平(5) 穂高北小
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ ﾎﾀｶｷﾀｼｮｳ
大野 達郎(5) 会染小
ｵｵﾉ ﾀﾂﾛｳ ｱｲｿﾒｼｮｳ
天満 昭瑛(6) 山辺小
ﾃﾝﾏ ｼｮｳｴｲ ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ
長野 慎(6) 洗馬小
ﾅｶﾞﾉ ｼﾝ ｾﾊﾞｼｮｳ
赤廣 大翔(5) 島内小
ｱｺｳ ﾋﾛﾄ ｼﾏｳﾁｼｮｳ
高坂 佳佑(6) 芝沢小
ｺｳｻｶ ｹｲｽｹ ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ
中村 恵輔(5) 芝沢小
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ
高橋 健太(5) 三郷小
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ ﾐｻﾄｼｮｳ
北澤 拓弥(6) 豊科東小
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ﾄﾖｼﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ
藤田 翼(5) 堀金小
ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ ﾎﾘｶﾞﾈｼｮｳ
矢澤 輝(5) 洗馬小
ﾔｻﾞﾜ ﾋｶﾙ ｾﾊﾞｼｮｳ
横山 晃大(5) 寿小
ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾋﾛ ｺﾄﾌﾞｷｼｮｳ
中野 八真斗(6) 洗馬小
ﾅｶﾉ ﾔﾏﾄ ｾﾊﾞｼｮｳ
中谷 健人(5) 二子小
ﾅｶﾀﾆ ｹﾝﾄ ﾌﾀｺﾞｼｮｳ
山之上 光(6) 山辺小
ﾔﾏﾉｳｴ ﾋｶﾙ ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ
石澤 颯海(5) 広丘小
ｲｼｻﾞﾜ ｶｾﾞﾅ ﾋﾛｵｶｼｮｳ
坂口 孔明(5) 豊科東小 欠場
ｻｶｸﾞﾁ ｺｳﾒｲ ﾄﾖｼﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ
小倉 康大(5) 豊科東小 欠場
ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ ﾄﾖｼﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ
後藤 裕哉(5) 松川小 欠場
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾔ ﾏﾂｶﾜｼｮｳ
池上 大希(6) 清水小 欠場
ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ ｼﾐｽﾞｼｮｳ

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

37  798   3.21   3.38

-５- -６- 記録 組順

  -1.5
  3.28
  +0.7

  3.38
  +1.8   +1.8

1- 9

38  635   3.36   3.36
  -1.9

  3.28
  -0.8

   x
  -1.9

1-10

39 1198    x   3.36  3.36
  -1.1

  3.12
  +0.1   -1.1

2-29

40  251   3.34   3.34
  +4.6

  3.32
  -0.5

  3.30
  -1.8   +4.6

2-30

41 1099   3.20   3.34
  -1.9

  3.25
  -1.0

  3.34
  -0.4   -0.4

1-11

42  637    x   3.34  2.94
  -2.0

  3.34
  -1.2   -1.2

1-12

43 1146   3.31   3.31
  -1.4

   x    x
  -1.4

1-13

44  397   3.30   3.30
  -1.3

  3.21
  -1.2

  3.20
  +0.7   -1.3

1-14

45  225   2.97   3.30
  -2.0

  3.30
  +2.8

  3.17
  -0.5   +2.8

1-15

46  211   3.03   3.30
  -0.9

  2.80
  +1.0

  3.30
  +0.9   +0.9

1-16

47  495    x   3.24  3.21
  -3.1

  3.24
  -0.8   -0.8

1-17

48 1104   3.07   3.18
  -1.6

  3.18
  -1.0

  3.18
  +0.2   -1.0

1-18

49  940   3.18   3.18
  -0.7

   x   2.85
  -0.5   -0.7

2-31

50  488   2.71   3.15
  -3.1

  2.82
  -1.1

  3.15
  -1.2   -1.2

1-19

51  313   3.15   3.15
  +1.5

   x    x
  +1.5

2-32

52  503   3.01   3.12
  -0.9

  2.98
  -1.1

  3.12
  +1.9   +1.9

1-20

53  965   2.87   3.10
  -1.8

  2.93
  -1.9

  3.10
  -0.9   -0.9

1-21

54  202   2.77   3.09
  -1.8

  2.78
  -3.3

  3.09
  +0.8   +0.8

1-22

55  399   2.18   3.08
  -2.5

  2.82
  +2.3

  3.08
  +0.9   +0.9

1-23

56  582   2.74   3.06
  -0.8

  3.06
  +3.0

  2.84
  +2.8   +3.0

1-24

57  770   2.50   3.02
  -1.4

  2.94
  +0.6

  3.02
  -0.3   -0.3

1-25

58  423   2.85   3.01
  -2.1

   x   3.01
  -1.3   -1.3

1-26

59  413   2.86   3.00
  -2.6

  3.00
  +0.4

  2.97
  +0.9   +0.4

1-27

60  386    x   2.99  2.99
  +0.7

   x
  +0.7

2-33

61 1010   2.84   2.94
  -1.9

  2.90
  -0.5

  2.94
  -0.9   -0.9

1-28

62 1087   2.87   2.93
  -2.0

  2.93
  -0.2

   x
  -0.2

1-29

63  575   2.76   2.84
  -1.7

  2.77
  -1.6

  2.84
  +0.1   +0.1

1-30

64  443   2.74   2.76
  -2.8

  2.76
  +1.7

  2.59
  -0.4   +1.7

1-31

65  583   2.49   2.71
  -2.1

  2.71
  +1.0

  2.63
  +0.6   +1.0

1-32

66  802   2.55   2.66
  -1.1

  2.35
  -1.0

  2.66
  -0.8   -0.8

1-33

67  404    x   2.66   x   2.66
  +2.4   +2.4

1-34

68  318   2.15   2.47
  +1.6

  2.47
  -0.6

  2.30
  +0.8   -0.6

2-34

 1018 1-  

 1014

  508

1-  

1-  

  547 2-  
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_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成25年6月8日（土）
会場：松本平広公園陸上競技場

第8回中信地区小学生陸上競技大会
主催：中信地区陸上競技協会

2013/06/08 15:34

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

川上修
近藤英男

荻原 暁紘(6) 三郷小 欠場
ｵｷﾞﾜﾗ ｱｷﾋﾛ ﾐｻﾄｼｮｳ
樋口 拓真(5) 三郷小 欠場
ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ ﾐｻﾄｼｮｳ

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

  394 2-  

  362 2-  
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_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成25年6月8日（土）
会場：松本平広公園陸上競技場

渡邉 悠貴(5) 開明小
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ ｶｲﾒｲｼｮｳ
三村 直裕(6) 梓川小
ﾐﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ
武田 怜(6) 梓川小
ﾀｹﾀﾞ ﾚｲ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ
見田 慎敬(6) 小谷小
ｹﾝﾀﾞ ﾖｼﾀｶ ｵﾀﾘｼｮｳ
竹ノ入 蓮(6) 塩尻西
ﾀｹﾉｲﾘ ﾚﾝ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
笹川 拓夢(5) 朝日小
ｻｻｶﾞﾜ ﾀｸﾑ ｱｻﾋｼｮｳ
山越 雅大(6) 豊科東小
ﾔﾏｺｼ ﾏｻﾋﾛ ﾄﾖｼﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ
林 礁椰(5) 松川小
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾔ ﾏﾂｶﾜｼｮｳ
村上 晴太郎(6) 塩尻西
ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾀﾛｳ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
山下 崚介(6) 福島小
ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾌｸｼﾏｼｮｳ
小口 光太郎(5) 開智小
ｵｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ ｶｲﾁｼｮｳ
田中 勇翔(6) 白馬南小
ﾀﾅｶ  ﾕｳﾄ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ
曽山耕平(6) 堀金小
ｿﾔﾏ ｺｳﾍｲ ﾎﾘｶﾞﾈｼｮｳ
森 巧成(5) 梓川小
ﾓﾘ ｺｳｾｲ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ
宮入 康徳(6) 豊科南小
ﾐﾔｲﾘ ﾔｽﾉﾘ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐｼｮｳ
上條 知哉(5) 塩尻東小
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼｼｮｳ
斉藤 龍佑(6) 大野川小
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ ｵｵﾉｶﾞﾜｼｮｳ
瀧澤 颯駿(5) 楢川小
ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳｼｭﾝ ﾅﾗｶﾜｼｮｳ
石塚 奏多(6) 穂高南小
ｲｼﾂﾞｶ ｶﾅﾀ ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ
北松 豪太(5) 塩尻西
ｷﾀﾏﾂ ｺﾞｳﾀ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
落合 幸輝(6) 明北小
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ ﾒｲﾎｸｼｮｳ
城取 雅治(6) 大町東小
ｼﾛﾄﾘ ﾏｻﾊﾙ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
大澤 拓人(5) 山辺小
ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾄ ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ
原 圭佑(5) 梓川小
ﾊﾗ ｹｲｽｹ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ
松原 弘和(5) 朝日小
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｶｽﾞ ｱｻﾋｼｮｳ
澤田 航希(6) 豊科北AC
ｻﾜﾀﾞ ｺｳｷ ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰｼｰ
田中 竜乃祐(6) 白馬南小
ﾀﾅｶ  ﾘｭｳﾉｽｹ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ
堀 綾佑(5) 大町東小
ﾎﾘ ﾘｮｳｽｹ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
工藤 柾斗(5) 塩尻吉田小
ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾄ ｼｵｼﾞﾘﾖｼﾀﾞｼｮｳ
幅 樹生(6) 明北小
ﾊﾊﾞ ｼﾞｭｲｷ ﾒｲﾎｸｼｮｳ
依田 康太郎(5) 塩尻西
ﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
関口 琉生(6) 生坂小
ｾｷｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ ｲｸｻｶｼｮｳ
山崎 春樹(5) 大町東小
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙｷ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
下村 一渓(5) 豊科東小
ｼﾓﾑﾗ ｲｯｹｲ ﾄﾖｼﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ
紅林 大斗(5) 塩尻西
ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾄ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
長谷川 悠真(5) 日義TFC
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾏ ﾋﾖｼTFC

第8回中信地区小学生陸上競技大会
主催：中信地区陸上競技協会

2013/06/08 13:26

競技結果        共通男子        ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投       決勝      投擲審判長
記録主任：

川上修
近藤英男

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

1  264
 49.59    o    o  49.59

1- 1

2  104
   x    o  49.14  49.14

2- 1

3   96
 47.89    o    o  47.89

2- 2

4  482
   o    x  47.53  47.53

2- 3

5  145
 46.21    o    o  46.21

2- 4

6  745
 45.97    o    o  45.97

2- 5

7 1017
   o  45.36    o  45.36

2- 6

8  492
   o  44.20    o  44.20

1- 2

9  147
   o  44.07    x  44.07

2- 7

10  884
 43.50    o    o  43.50

2- 8

11  238
 43.48    o    o  43.48

1- 3

12  834
 43.14    o    o  43.14

2- 9

13 1092
   o    o  43.06  43.06

2-10

14  100
 42.58    o    x  42.58

2-11

15 1040
   o    o  42.24  42.24

2-12

16  172
   o    o  41.43  41.43

1- 4

17  706
 40.95    o    o  40.95

1- 5

18  789
 40.94    o    o  40.94

2-13

19  948
   o  40.69    o  40.69

1- 6

20  139
 40.43    o    o  40.43

2-14

21 1159
   o  40.37    o  40.37

2-15

22  644
 40.18    x    o  40.18

1- 7

23  401
   o  39.67    o  39.67

2-16

24  105
   o  39.11    o  39.11

1- 8

25  743
   x  39.09    o  39.09

2-17

26 1043
 38.38    o    o  38.38

2-18

27  833
 38.27    o    o  38.27

1- 9

28  630
 37.59    o    o  37.59

1-10

29  129
   o  37.50    o  37.50

2-19

30 1161
   o    o  36.85  36.85

1-11

31  163
   o    x  36.60  36.60

2-20

32  570
   o    o  36.43  36.43

2-21

33  648
   o    o  36.07  36.07

1-12

34 1019
 35.99    o    o  35.99

2-22

35  156
   x    o  35.89  35.89

2-23

36  818
 35.43    o    o  35.43

1-13
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_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成25年6月8日（土）
会場：松本平広公園陸上競技場

第8回中信地区小学生陸上競技大会
主催：中信地区陸上競技協会

2013/06/08 13:26

競技結果        共通男子        ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投       決勝      投擲審判長
記録主任：

川上修
近藤英男

森 海十(5) 広丘小
ﾓﾘ ｶｲﾄ ﾋﾛｵｶｼｮｳ
長坂 啓(5) 山辺小
ﾅｶﾞｻｶ ｹｲ ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ
松原 彦馬(5) 日義TFC
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋｺﾏ ﾋﾖｼTFC
幅 祐介(6) 穂高北小
ﾊﾊﾞ ﾕｳｽｹ ﾎﾀｶｷﾀｼｮｳ
清水 孝太郎(5) 田川小
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾀｶﾞﾜｼｮｳ
丸山 瞬汰(6) 開明小
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭﾝﾀ ｶｲﾒｲｼｮｳ
平井 悠策(5) 田川小
ﾋﾗｲ ﾕｳｻｸ ﾀｶﾞﾜｼｮｳ
百瀬 天(6) 開明小
ﾓﾓｾ ｿﾗ ｶｲﾒｲｼｮｳ
幅 陵馬(5) 穂高北小
ﾊﾊ ﾞﾘｮｳﾏ ﾎﾀｶｷﾀｼｮｳ
関野 陽介(6) ｺﾒｯﾄ波田
ｾｷﾉ ﾖｳｽｹ ｺﾒｯﾄﾊﾀ
上條 元徳(5) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹﾞﾝﾄｸ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
北澤 癒歌(6) 大町東小
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
鈴木 悠陽(5) 旭町小
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋ ｱｻﾋﾏﾁｼｮｳ
和地 渉馬(5) 広丘小
ﾜﾁ ｼｮｳﾏ ﾋﾛｵｶｼｮｳ
奥原 悠(5) 安曇小
ｵｸﾊﾗ ﾕｳ ｱｽﾞﾐｼｮｳ
福井 幸太(5) 広丘小
ﾌｸｲ ｺｳﾀ ﾋﾛｵｶｼｮｳ
石田 泰造(5) 大町東小
ｲｼﾀﾞ ﾀｲｿﾞｳ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
石川 大翔(5) 明北小
ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾄ ﾒｲﾎｸｼｮｳ
原 雅貴(6) 豊科南小 欠場
ﾊﾗ ﾏｻｷ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐｼｮｳ
上條 友誠(5) 朝日小 欠場
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾏ ｱｻﾋｼｮｳ

組順 備考順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３-

37  322
 34.63    o

-６- 記録-４- -５-

   o  34.63
2-24

38  400
 34.47    o    o  34.47

2-25

39  826
 33.39    o    o  33.39

1-14

40  968
 32.49    o    o  32.49

1-15

41  760
   o  32.35    x  32.35

1-16

42  280
   o    o  32.20  32.20

1-17

43  755
   o  31.85    o  31.85

1-18

44  261
 31.38    o    o  31.38

2-26

45  967
 28.59    o    x  28.59

1-19

46   31
   o  28.32    o  28.32

1-20

47   69
   o    x  28.25  28.25

1-21

48  631
   o  28.22    o  28.22

1-22

49   78
 27.12    o    o  27.12

1-23

50  301
 26.68    o    x  26.68

1-24

51  114
   o  25.52    o  25.52

1-25

52  304
   o  25.01    x  25.01

2-27

53  641
 24.95    o    o  24.95

1-26

54 1165
   x    x  22.55  22.55

1-27

 1038

2-  

1-  

  741
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