
第19回上田市民陸上カーニバル                                                    
　主催：上田市                                                                  
　平成25年6月9日                                                                

決勝記録一覧表
男  子  /  女  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
06/09 小学2年 西小(A)     1,14.91 中塩田小     1,15.82 清明小(A)     1,16.32 武石小(A)     1,17.22 西小(B)     1,17.73 清明小(B)     1,18.20 川西小(A)     1,18.39 城下小(A)     1,18.57

4×100m 柄澤 洸太朗(2) 松本 颯太(2) 細野 らら香(2) 小宮山 純平(2) 渡辺 大輝(2) 國友 由菜(2) 上野 僚太(2) 秋葉 文哉(2)
倉島 佳世(2) 藤澤 陽月(2) 滝澤 寧々(2) 中澤 宏亮(2) 小林 倫太朗(2) 熊倉 正之(2) 山田 莉花(2) 古平 敏生(2)
山口 悦輝(2) 宮下 玲(2) 水出 楓香(2) 竹内 晴哉(2) 荒井 陽呂実(2) 豊田 渉(2) 内藤 新太(2) 秋葉 隆也(2)
三浦 彩稀(2) 宮澤 翔(2) 坂下 輝斗(2) 橋本 綜汰(2) 北原 脩平(2) 伊香賀 遥土(2) 橋詰 史歩(2) 田中 彰(2)

06/09 小学3年 城下小(C)     1,08.59 田中小     1,10.66 清明小(C)     1,10.71 西小(D)     1,12.29 川辺小(A)     1,12.63 塩田西小(A)     1,12.99 傍陽小(A)     1,13.12 塩尻小     1,13.21
4×100m 小山 真宏(3) 細田 怜奈(3) 小林 康楠(3) 高橋 大地(3) 村上 珀斗(3) 坂口 愛美(3) 小山 大翔(3) 小林 誠実(3)

清水 良考(3) 上原 早葵(3) 國友 康聖(3) 三浦 希理(3) 中村 匠(3) 小出 潤(3) 手塚 美優(3) 山﨑 千佐都(3)
栁澤 一成(3) 柳橋 克哉(3) 船山 葵音(3) 市村 遥菜(3) 堀内 健吾(3) 山内 俊太郎(3) 関 彩花(3) 黒岩 里音(3)
横山 陽(3) 柳田 蒼悟(3) 丸田 力也(3) 金子 恵之(3) 南 知輝(3) 笹森 菜愛(3) 岡嶋 咲愛(3) 小林 莉玖(3)

06/09 小学4年 清明小(F)     1,06.70 北小(A)     1,07.39 北小(B)     1,07.69 清明小(D)     1,09.13 北小(C)     1,10.10 川辺小(B)     1,10.87 傍陽小(C)     1,11.18 武石小(B)     1,11.44
4×100m 西澤 早紀(4) 堀内 帝玖(4) 佐藤 怜哉(4) 伊香賀 太一(4) 村田 琴音(4) 臼井 駿登(4) 関川 珠音(4) 中澤 里咲(4)

原 颯希(4) 三井 康平(4) 高橋 空輝(4) 豊田 航太(4) 佐藤 梨音葉(4) 篠原 歌乃(4) 堀内 悠史(4) 竹内 捺姫(4)
赤池 まゆ(4) 杉山 大輝(4) 荻原　卓未(4) 宮澤 京汰(4) 師田 彩羽(4) 西川 由良(4) 髙野 竜志(4) 両角 春奈(4)
田頭 咲希(4) 大谷 修太郎(4) 滝澤 瑞貴(4) 小林 脩人(4) 片山 透瑚(4) 山浦 健(4) 三井 蒼仁(4) 清水 航(4)



リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第19回上田市民陸上カーニバル                                                    ｺｰﾄﾞ  [2200706 ]

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 06/09  1組     1 西小(B) 渡辺 大輝(2) 小林 倫太朗(2) 荒井 陽呂実(2) 北原 脩平(2)     1,17.73

    2 清明小(B) 國友 由菜(2) 熊倉 正之(2) 豊田 渉(2) 伊香賀 遥土(2)     1,18.20
    3 川西小(A) 上野 僚太(2) 山田 莉花(2) 内藤 新太(2) 橋詰 史歩(2)     1,18.39
    4 城下小(A) 秋葉 文哉(2) 古平 敏生(2) 秋葉 隆也(2) 田中 彰(2)     1,18.57
    5 長小(A) 桑田 彩芭(2) 桑田 葵衣(2) 正木 勇太(2) 内山 海衣(2)     1,18.79

 2組     1 西小(A) 柄澤 洸太朗(2) 倉島 佳世(2) 山口 悦輝(2) 三浦 彩稀(2)     1,14.91
    2 中塩田小 松本 颯太(2) 藤澤 陽月(2) 宮下 玲(2) 宮澤 翔(2)     1,15.82
    3 清明小(A) 細野 らら香(2) 滝澤 寧々(2) 水出 楓香(2) 坂下 輝斗(2)     1,16.32
    4 武石小(A) 小宮山 純平(2) 中澤 宏亮(2) 竹内 晴哉(2) 橋本 綜汰(2)     1,17.22

小学3年 06/09  1組     1 川辺小(A) 村上 珀斗(3) 中村 匠(3) 堀内 健吾(3) 南 知輝(3)     1,12.63
    2 塩田西小(A) 坂口 愛美(3) 小出 潤(3) 山内 俊太郎(3) 笹森 菜愛(3)     1,12.99
    3 傍陽小(A) 小山 大翔(3) 手塚 美優(3) 関 彩花(3) 岡嶋 咲愛(3)     1,13.12
    4 塩尻小 小林 誠実(3) 山﨑 千佐都(3) 黒岩 里音(3) 小林 莉玖(3)     1,13.21
    5 城下小(B) 吉村 玲菜(3) 北澤 直也(3) 中澤 伶(3) 川島 凜亜(3)     1,13.33
    6 西小(C) 滝澤 奏菜(3) 加藤 ゆら(3) 小林 陽世里(3) 小口 凜音(3)     1,13.50

 2組     1 城下小(C) 小山 真宏(3) 清水 良考(3) 栁澤 一成(3) 横山 陽(3)     1,08.59
    2 田中小 細田 怜奈(3) 上原 早葵(3) 柳橋 克哉(3) 柳田 蒼悟(3)     1,10.66
    3 清明小(C) 小林 康楠(3) 國友 康聖(3) 船山 葵音(3) 丸田 力也(3)     1,10.71
    4 西小(D) 高橋 大地(3) 三浦 希理(3) 市村 遥菜(3) 金子 恵之(3)     1,12.29
    5 傍陽小(B) 内海 沙樹(3) 鳴澤 理恵(3) 井沢 心和(3) 河野 優太(3)     1,14.47
    6 長小(B) 宮島 胡太朗(3) 塩澤 慧心(3) 一之瀬 大翔(3) 田中 季菜(3)     1,15.29

小学4年 06/09  1組     1 清明小(F) 西澤 早紀(4) 原 颯希(4) 赤池 まゆ(4) 田頭 咲希(4)     1,06.70
    2 北小(A) 堀内 帝玖(4) 三井 康平(4) 杉山 大輝(4) 大谷 修太郎(4)     1,07.39
    3 清明小(D) 伊香賀 太一(4) 豊田 航太(4) 宮澤 京汰(4) 小林 脩人(4)     1,09.13
    4 北小(C) 村田 琴音(4) 佐藤 梨音葉(4) 師田 彩羽(4) 片山 透瑚(4)     1,10.10
    5 武石小(C) 橋本 朱羽(4) 池田 彰侑(4) 児玉 妃星(4) 大平 將太(4)     1,12.32
    6 塩田西小 坂口 愛美(3) 小出 潤(3) 山内 俊太郎(3) 成澤 未来(5)     1,12.52

 2組     1 北小(B) 佐藤 怜哉(4) 高橋 空輝(4) 荻原　卓未(4) 滝澤 瑞貴(4)     1,07.69
    2 川辺小(B) 臼井 駿登(4) 篠原 歌乃(4) 西川 由良(4) 山浦 健(4)     1,10.87
    3 傍陽小(C) 関川 珠音(4) 堀内 悠史(4) 髙野 竜志(4) 三井 蒼仁(4)     1,11.18
    4 武石小(B) 中澤 里咲(4) 竹内 捺姫(4) 両角 春奈(4) 清水 航(4)     1,11.44
    5 清明小(E) 山田 梨温(4) 小林 綺紗奈(4) 山﨑 凜(4) 中沢 海羽(4)     1,13.72
    6 清明小(G) 高野 彩音(4) 中川 朝稀(4) 中澤 佳乃(4) 橋爪 ここ菜(4)     1,14.75
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