
第10回安曇野小中学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 宮島　義征
主催：安曇野陸上競技協会 跳躍審判長 宮島　義征
後援：安曇野市教育委員会・安曇野市学校校長会・安曇野市体育協会 投擲審判長 宮島　義征
【開催日】 平成25年5月19日（日） 記録主任： 宮澤　真一
【主催団体】 安曇野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
 5/19 小学男女混合 豊科北AC(B)       58.89 穂高西小(A)     1:00.05 三郷小T&F(A)     1:00.39 豊科北小(A)     1:02.58 穂高南小(A)     1:03.17 三郷小T&F(B)     1:04.41 穂高西小(B)     1:05.20 明南小     1:06.03

4×100m 金澤 実佑(5) GR 中嶋 諒(4) 伏見 怜奈(5) 神谷 京楓(4) 吉澤 麻衣(5) 山田 菜緒(5) 矢口 ほの夏(4) 小島 陽咲(5)
津幡 祐衣(5) 岡田 真衣(5) 百瀬 梨桜(5) 片桐 未音里(4) 坪田 知子(5) 佐々木 美羽(5) 望月 想(4) 矢島 萌唯奈(5)
丸山 拓海(5) 南山 海聖(5) 中村 司(5) 酒井 幹汰(4) 矢口 奨真(5) 浅沢 空(5) 木内 万璃(4) 竹村 優大(5)
白澤 稜馬(5) 栁澤 大翔(4) 熊谷 慎(5) 須山 セザル 和良(4) 鳥宮 蓮(5) 後藤 大(5) 野口 颯太(4) 鎌倉 優輝(5)



決勝 5月19日 15:20

大会記録(GR)                    59.66 

[ 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 豊科北小(A)   172 神谷 京楓(4)  1:02.58 1  6 豊科北AC(B)  163 金澤 実佑(5)    58.89 

ﾄﾖｼﾅｷﾀｼｮｳA ｶﾐﾔ ｷｮｳｶ ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰｼｰB ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ 大会新
  173 片桐 未音里(4)  164 津幡 祐衣(5)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ
  172 酒井 幹汰(4)  163 丸山 拓海(5)

ｻｶｲ ｶﾝﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
  173 須山 セザル 和良(4)  164 白澤 稜馬(5)

ｽﾔﾏ ｾｻﾞﾙ ｶｽﾞﾖｼ ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
 2   7 穂高南小(A)    72 吉澤 麻衣(5)  1:03.17 2  8 穂高西小(A)  124 中嶋 諒(4)  1:00.05 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳA ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｲ ﾎﾀｶﾆｼA ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
   71 坪田 知子(5)  125 岡田 真衣(5)

ﾂﾎﾞﾀ ﾄﾓｺ ｵｶﾀﾞ ﾏｲ
   73 矢口 奨真(5)  129 南山 海聖(5)

ﾔｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ ﾐﾅﾐﾔﾏ ｶｲｾｲ
   14 赤羽 未彩(6)  128 栁澤 大翔(4)

ｱｶﾊﾈ ﾐｻ ﾔﾅｷﾞ ｻﾜ
 3   9 明南小   459 小島 陽咲(5)  1:06.03 3  3 三郷小T&F(A)  364 伏見 怜奈(5)  1:00.39 

ﾒｲﾅﾝｼｮｳ ｺｼﾞﾏ  ﾋｻｷ ﾐｻﾄｼｮｳﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌA ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ
  458 矢島 萌唯奈(5)  365 百瀬 梨桜(5)

ﾔｼﾞﾏ  ﾒｲﾅ ﾓﾓｾ ﾘｵ
  456 竹村 優大(5)  381 中村 司(5)

ﾀｹﾑﾗ  ﾕｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ
  457 鎌倉 優輝(5)  382 熊谷 慎(5)

ｶﾏｸﾗ  ﾕｳｷ ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝ
 4   6 三郷小(A)   360 猪又 りり子(4)  1:06.77 4  7 三郷小T&F(B)  366 山田 菜緒(5)  1:04.41 

ﾐｻﾄｼｮｳA ｲﾉﾏﾀ ﾘﾘｺ ﾐｻﾄｼｮｳﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌB ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ
  361 布山 夏乃子(4)  367 佐々木 美羽(5)

ﾌﾔﾏ ｶﾉｺ ｻｻｷ ﾐｳ
  374 滝澤 翔太(4)  384 浅沢 空(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｱｻｻﾞﾜ ｿﾗ
  375 猪股 海斗(4)  383 後藤 大(5)

ｲﾉﾏﾀ ｶｲﾄ ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲ
 5   3 穂高南小(B)    76 三浦 愛音(4)  1:07.22 5  4 穂高西小(B)  126 矢口 ほの夏(4)  1:05.20 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳB ﾐｳﾗ ｱﾉﾝ ﾎﾀｶﾆｼB ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ
   75 小岩 麗美(4)  127 望月 想(4)

ｺｲﾜ ﾚｲﾐ ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ
   77 一橋 京佑(4)  140 木内 万璃(4)

ｲﾁﾊｼ ｷｮｳｽｹ ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ
   78 眞島 心太(4)  141 野口 颯太(4)

ﾏｼﾏ ｼﾝﾀ ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ
 6   8 三郷小(B)   362 柴野 華姫(4)  1:08.63 6  5 穂高西ｸﾗﾌﾞ  130 岩淵 あずな(4)  1:06.42 

ﾐｻﾄｼｮｳB ｼﾊﾞﾉ ﾊﾙﾋ ﾎﾀﾆｼｸﾗﾌﾞ ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾂﾞﾅ
  363 加納 優笑(4)  131 寺島 佑奈(4)

ｶﾉｳ ﾕｴ ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ
  377 降旗 淳史(4)  142 勝野 剛(4)

ﾌﾘﾊﾀ ｱﾂｼ ｶﾂﾉ ﾂﾖｼ
  376 菅 貫太(4)  143 勝野 武(4)

ｽｶﾞ ｶﾝﾀ ｶﾂﾉ ﾀｹｼ
 7   5 明北   414 松嶋 佑奈(5)  1:08.83  2 豊科北AC(A)

ﾒｲﾎｸ ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾅ ﾄﾖｼﾅｷﾀｴｰｼｰA 欠場
  415 山越 星(5)

ﾔﾏｺｼ ｱｶﾘ
  413 平林 舜矢(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ
  411 太田 裕貴(5)

ｵｵﾀ ﾕｳｷ
  2 豊科北小(B)

ﾄﾖｼﾅｷﾀｼｮｳB 欠場

小学男女混合

4×100m

決勝



   1 豊科北AC(B)    58.89 大会新 金澤 実佑(5) 津幡 祐衣(5) 丸山 拓海(5) 白澤 稜馬(5)  2  1
   2 穂高西小(A)  1:00.05 中嶋 諒(4) 岡田 真衣(5) 南山 海聖(5) 栁澤 大翔(4)  2  2
   3 三郷小T&F(A)  1:00.39 伏見 怜奈(5) 百瀬 梨桜(5) 中村 司(5) 熊谷 慎(5)  2  3
   4 豊科北小(A)  1:02.58 神谷 京楓(4) 片桐 未音里(4) 酒井 幹汰(4) 須山 セザル 和良 1  1
   5 穂高南小(A)  1:03.17 吉澤 麻衣(5) 坪田 知子(5) 矢口 奨真(5) 赤羽 未彩(6)  1  2
   6 三郷小T&F(B)  1:04.41 山田 菜緒(5) 佐々木 美羽(5) 浅沢 空(5) 後藤 大(5)  2  4
   7 穂高西小(B)  1:05.20 矢口 ほの夏(4) 望月 想(4) 木内 万璃(4) 野口 颯太(4)  2  5
   8 明南小  1:06.03 小島 陽咲(5) 矢島 萌唯奈(5) 竹村 優大(5) 鎌倉 優輝(5)  1  3
   9 穂高西ｸﾗﾌﾞ  1:06.42 岩淵 あずな(4) 寺島 佑奈(4) 勝野 剛(4) 勝野 武(4)  2  6
  10 三郷小(A)  1:06.77 猪又 りり子(4) 布山 夏乃子(4) 滝澤 翔太(4) 猪股 海斗(4)  1  4
  11 穂高南小(B)  1:07.22 三浦 愛音(4) 小岩 麗美(4) 一橋 京佑(4) 眞島 心太(4)  1  5
  12 三郷小(B)  1:08.63 柴野 華姫(4) 加納 優笑(4) 降旗 淳史(4) 菅 貫太(4)  1  6
  13 明北  1:08.83 松嶋 佑奈(5) 山越 星(5) 平林 舜矢(5) 太田 裕貴(5)  1  7

ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

小学男女混合

4×100m
タイムレース
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