
第４回　東信中学校陸上競技記録会                                                
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                                          
主催　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 中学男子 松﨑 文弥(3) 11.90 坂庭 諒(3) 12.10 清水 隆寛(3) 12.21 塩谷 晃生(3) 12.34 長谷川 遼亮(3) 12.38 高橋 慶(3) 12.41 松尾 匠(3) 12.42 関 太河(3) 12.44

１００ｍ 浅間 櫻ヶ岡 裾花 櫻ヶ岡 犀陵 犀陵 櫻ヶ岡 相森
05/18 松﨑 文弥(3) 53.28 高橋 慶(3) 53.32 長谷川 遼亮(3) 55.26 黒崎 英樹(1) 55.33 金児 浩弥(3) 55.66 相場 泰彦(3) 55.96 荻原 悠輔(3) 56.00 下司 晴樹(3) 56.05

４００ｍ 浅間 犀陵 犀陵 長野東部 裾花 小諸東 御代田 櫻ヶ岡
05/18 高木 航志(2) 4,28.92 藤原 大地(3) 4,34.52 小平  仁(3) 4,35.83 長原 治玄(2) 4,38.29 甘利 大祐(2) 4,39.07 宇都宮 凌輔(3) 4,39.46 市川 楓(3) 4,42.20 井上 裕葵(3) 4,44.66

１５００ｍ 上田第五 丸子 長野東部 篠ﾉ井西 東御東部 裾花 丸子 櫻ヶ岡
05/18 清水 隆寛(3) 1.80 吉田 開恩(3) 1.65 岡村 宗一郎(3) 長野東部 1.65 宮入 海翔(3) 1.60 水島 菖二(3) 1.50 吉岡 翔司(3) 1.45 久保田 五輝(3) 1.45

走高跳 裾花 中野平 川崎 直輝(3) 相森 篠ﾉ井西 長野東部 篠ﾉ井西 櫻ヶ岡
05/18 渡辺 素己(3) 5.72(-0.9) 神田 優人(3) 5.70(-1.0) 依田 和馬(3) 5.39(-1.7) 渡辺 瑞生(3) 5.25(-1.5) 土屋 巧(3) 5.21(-1.1) 金森   蓮(3) 5.19(-2.7) 長坂 勝次(3) 5.07(-1.7) 金児 和幸(2) 5.06(-1.6)

走幅跳 東北 望月AC 丸子 長野東部 望月AC 上田第五 中込 長野東部
05/18 竹村 地智(3) 12.75 田中 逸樹(3) 9.77 渡邊 誠也(3) 9.01 髙橋 俊満(3) 8.93 水島 菖二(3) 8.74 土屋　隼人(3) 8.15 岡村 宗一郎(3) 8.09 桜井 力弘(2) 7.04

砲丸投(5.000kg) 東北 丸子 犀陵 浅間 長野東部 軽井沢 長野東部 長野東部



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４回　東信中学校陸上競技記録会 ｺｰﾄﾞ  [13200729]

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
中学男子 05/18  1組 -3.0  1 内堀 駿太郎(2)    13.96  2 熊谷 佑哉(1)    15.87  3 秋山 航(1)    15.97  4 半田 凌太(1)    16.47

御代田 櫻ヶ岡 櫻ヶ岡 櫻ヶ岡
 5 島田 寛哉(1)    16.50  6 佐藤 海里(1)    17.40  7 戸松 悠斗(1)    17.77 松本 歩夢(1) 欠場

丸子 御代田 丸子 櫻ヶ岡
 2組 -3.3  1 山下 幹生(1)    13.78  2 峯村 京佑(1)    14.63  3 土屋 立輝(1)    15.03  4 竹内 勇人(1)    15.07

上田第四 櫻ヶ岡 中込 中込
 5 小泉 雅樹(1)    15.10  6 春原 冴紀(1)    15.73  7 片桐 歩稀(2)    15.83  8 山田 嵩大(1)    16.31

御代田 丸子 望月AC 櫻ヶ岡
 3組 -3.6  1 川辺 健瑠(2)    14.23  2 小林 勇哉(2)    14.30  3 荻原 翼(2)    14.75  4 後藤 友帆(2)    15.12

中込 裾花 御代田 東御東部
 5 田中 光(3)    15.30  6 曽根 健太(1)    15.44  7 佐鳥 広樹(2)    15.63  8 山口 侑也(1)    16.31

中込 櫻ヶ岡 川中島 小諸東
 4組 -3.7  1 井田 幸稀(1)    13.96  2 春原 寛太(3)    14.04  3 山﨑 和弥(3)    14.05  4 関川 泉尊(1)    14.65

丸子 中野平 裾花 櫻ヶ岡
 5 早福 和馬(2)    14.70  6 荻原 慎二(1)    14.73  7 後藤 開(2)    15.10 外池 恭兵(2) 欠場

櫻ヶ岡 御代田 東御東部 御代田
 5組 -3.3  1 原 大空(3)    13.43  2 坂口 直弥(2)    14.23  3 茂木 達哉(1)    14.35  4 大崎 敦哉(1)    14.75

東御東部 上田第五 小諸東 東御東部
 5 金子 翔太(1)    14.83  6 嶋田 愛弥(2)    15.38 松本 翼(3) 欠場 小松 光(2) 欠場

真田 川中島 中野平 中野平
 6組 -3.0  1 小林 陽平(2)    13.50  2 阿部 和磨(3)    13.72  3 塚田 龍太朗(2)    13.81  4 中村 郁弥(2)    13.94

中野平 東御東部 裾花 望月AC
 5 上野 樹(3)    13.96  6 伊藤 一稀(1)    14.39  7 清水 雅敏(2)    15.00  8 横井 駿太(2)    15.09

望月AC 上田第五 丸子北 軽井沢
 7組 -3.3  1 倉島   崚(3)    13.53  2 菅沢 晴樹(1)    13.55  3 滝瀬 裕紀(1)    13.79  4 山本 太揮(2)    13.80

上田第五 望月AC 御代田 東御東部
 5 土屋 優輝(1)    13.93  6 石井 博之(2)    13.95  7 宮島 和樹(2)    14.16  8 西村 祐亮(2)    15.07

篠ﾉ井西 小諸東 川中島 軽井沢
 8組 -4.1  1 小林 周平(2)    13.21  2 森村 一真(2)    13.32  3 前田 憲幸(3)    13.40  4 伊東 嵩矢(1)    13.66

櫻ヶ岡 塩田 東御東部 篠ﾉ井西
 5 常田 紀幸(2)    13.84  6 原 和将(2)    14.15  7 戸谷 祐貴(2)    14.25 柏木 康熙(2) 欠場

望月AC 川中島 川中島 小諸東
 9組 -2.9  1 山口 諒偲(2)    13.28  2 金森   蓮(3)    13.42  3 大澤 達(3)    13.72  4 小幡 建登(2)    13.80

東御東部 上田第五 望月AC 小諸東
 5 宮原 翔太(2)    13.92  6 竹下 玲央(2)    13.95  7 鈴木 聡太(2)    14.09  8 大平 健斗(1)    14.75

裾花 川中島 篠ﾉ井西 上田第五
10組 -1.8  1 小林 拓真(3)    12.91  2 長谷川 直樹(3)    12.94  3 竹村 圭弘(3)    13.13  4 西村 圭吾(2)    13.29

東御東部 東御東部 櫻ヶ岡 川中島
 5 平林 駿(3)    13.92 内山 力哉(2) 欠場 栁澤 陸(3) 欠場 山本 凌(3) 欠場

裾花 櫻ヶ岡 御代田 篠ﾉ井西
11組 -3.0  1 坂田 涼輔(3)    12.85  2 小林 孝太郎(2)    13.48  3 毛見 彰吾(2)    13.75  4 南澤 海斗(2)    14.01

丸子 中込 御代田 篠ﾉ井西
 5 須崎 修二(2)    14.08  6 土屋 侑平(2)    14.29  7 青山 夏樹(3)    14.30  8 岩野 純人(3)    14.43

上田第四 軽井沢 軽井沢 軽井沢
12組 -4.4  1 松尾 匠(3)    12.42  2 玉城 莉吾(2)    12.58  3 赤尾 理玖(2)    12.93  4 伊藤 司能(2)    13.02

櫻ヶ岡 櫻ヶ岡 上田第五 望月AC
 5 上原 諄平(3)    13.32  6 高須 英彦(3)    13.34  7 由井 渓友(2)    13.35  8 佐藤 和歩(2)    13.38

軽井沢 篠ﾉ井西 軽井沢 軽井沢

順
位

順
位

順
位

順
位

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４回　東信中学校陸上競技記録会 ｺｰﾄﾞ  [13200729]

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

13組 -4.4  1 渡邊 誠也(3)    12.48  2 鶴田 優斗(2)    12.72  3 小島 良太(3)    12.87  4 大宮 僚馬(3)    13.11
犀陵 相森 櫻ヶ岡 裾花

 5 新津 輝(3)    13.22  6 清水 隆哉(2)    13.26  7 池田 航平(3)    13.32  8 児玉 天晴(3)    13.60
小諸東 御代田 中込 軽井沢

14組 -3.3  1 小田切 智紀(3)    12.61  2 瀧澤 友啓(3)    12.74  3 永池 優斗(3)    12.83  4 土屋 巧(3)    12.88
相森 相森 相森 望月AC

 5 金児 浩弥(3)    12.89  6 神田 優人(3)    12.90  7 上野 朝海(3)    13.02  8 内堀 岳宏(2)    13.10
裾花 望月AC 裾花 篠ﾉ井西

15組 -4.2  1 長谷川 遼亮(3)    12.38  2 水出 一也(3)    12.60  3 流 勇介(3)    12.81  4 荻原 悠輔(3)    13.03
犀陵 犀陵 犀陵 御代田

 5 中山 智顕(3)    13.08  6 野原 尚貴(3)    13.27  7 山田 航(2)    13.45  8 松橋 健(1)    14.49
中込 丸子北 小諸東 裾花

16組 -3.3  1 坂庭 諒(3)    12.10  2 塩谷 晃生(3)    12.34  3 中澤 晴起(2)    12.55  4 北村 昌弘(3)    12.72
櫻ヶ岡 櫻ヶ岡 御代田 犀陵

 5 西村  健吾(3)    13.02  6 小池  輝(2)    13.10 竹村 地智(3) 欠場
篠ﾉ井西 長野東部 東北

17組 -3.7  1 徳武 秀(3)    12.55  2 髙橋 俊満(3)    12.58  3 相場 泰彦(3)    12.64  4 髙栁 樹(2)    12.68
裾花 浅間 小諸東 裾花

 5 金児 和幸(2)    12.85  6 市川 寛之(3)    12.97  7 長坂 勝次(3)    12.98
長野東部 川中島 中込

18組 -5.4  1 松﨑 文弥(3)    11.90  2 清水 隆寛(3)    12.21  3 高橋 慶(3)    12.41  4 関 太河(3)    12.44
浅間 裾花 犀陵 相森

 5 下田 振全(2)    12.69  6 黒崎 英樹(1)    12.75  7 芦澤 友和(2)    13.39
篠ﾉ井西 長野東部 川中島

中学男子 05/18  1組  1 山本 太揮(2)    62.87  2 成田 翔(3)    63.48  3 大池 竜紀(2)    66.48  4 古田 純(2)    66.73
東御東部 裾花 櫻ヶ岡 川中島

 5 山岸 雅弥(3)    68.64  6 酒井 智基(2)    69.28  7 宮坂 啓佑(2)    72.00
丸子北 川中島 櫻ヶ岡

 2組  1 坂田 涼輔(3)    58.70  2 南澤 海斗(2)    60.73  3 清水 隆哉(2)    60.96  4 毛見 彰吾(2)    62.85
丸子 篠ﾉ井西 御代田 御代田

 5 清水 雅敏(2)    66.42 田中 太玖斗(2) 欠場 栁澤 陸(3) 欠場
丸子北 小諸東 御代田

 3組  1 小林 諒也(3)    59.12  2 工藤 誉(3)    60.17  3 池田 航平(3)    60.22  4 青山 夏樹(3)    64.02
御代田 丸子北 中込 軽井沢

 5 佐藤 諒真(2)    66.10 春原 寛太(3) 欠場 由井 渓友(2) 欠場
軽井沢 中野平 軽井沢

 4組  1 下司 晴樹(3)    56.05  2 松山 周平(2)    56.39  3 西村  健吾(3)    56.95  4 高見澤 彰(3)    58.02
櫻ヶ岡 長野東部 篠ﾉ井西 川中島

 5 新津 輝(3)    58.16  6 笠原 渓介(3)    58.39  7 野原 尚貴(3)    60.06
小諸東 篠ﾉ井西 丸子北

 5組  1 黒崎 英樹(1)    55.33  2 金児 浩弥(3)    55.66  3 相場 泰彦(3)    55.96  4 西澤 昴樹(3)    56.72
長野東部 裾花 小諸東 丸子

 5 堤 雄大(3)    58.17  6 児玉 天晴(3)    58.50  7 中澤 晴起(2)    59.47
裾花 軽井沢 御代田

 6組  1 松﨑 文弥(3)    53.28  2 高橋 慶(3)    53.32  3 長谷川 遼亮(3)    55.26  4 荻原 悠輔(3)    56.00
浅間 犀陵 犀陵 御代田

 5 下田 振全(2)    56.06  6 中山 智顕(3)    56.22  7 谷迫 悠朔(2)    66.39
篠ﾉ井西 中込 裾花

４００ｍ



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４回　東信中学校陸上競技記録会 ｺｰﾄﾞ  [13200729]

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

中学男子 05/18  1組  1 甲田 基也(2)  4,59.93  2 宇都宮 翔(2)  5,07.64  3 小澤 智哉(2)  5,11.38  4 諸山 光(2)  5,12.51
篠ﾉ井西 小諸東 東御東部 小諸東

 5 藤井 大樹(2)  5,15.62  6 小野 勝汰(2)  5,16.52  7 柳澤 里槻(2)  5,17.79  8 岡宮 来夢(3)  5,20.45
長野東部 小諸東 上田第五 裾花

 9 春日 勇輝(3)  5,24.26 10 上野 心響(2)  5,24.35 11 山岸 雅弥(3)  5,28.37 12 竹内 滉一(1)  5,42.24
裾花 東御東部 丸子北 東御東部

13 小宮山飛美希(1)  5,48.22 14 神尾 倫大郎(1)  5,54.42 15 岸田 駿輔(1)  5,55.23 16 松田 拓巳(1)  5,57.26
東御東部 浅間 小諸東 上田第五

17 鶴田 国光(1)  5,58.30 18 大塚 遼紀(1)  7,35.73 高瀬 慎之介(1) 欠場 酒井 一真(2) 欠場
上田第五 丸子 小諸東 東御東部

 2組  1 上條 陽平(2)  4,47.25  2 五十嵐珠己(2)  4,47.29  3 大池 竜紀(2)  4,50.66  4 小山 達之(3)  4,52.58
篠ﾉ井西 長野東部 櫻ヶ岡 中込

 5 小林 祐輝(2)  4,54.33  6 高橋 勇輝(2)  4,56.16  7 小山 颯也(2)  4,56.96  8 清水 拓斗(2)  4,57.56
長野東部 長野東部 長野東部 上田第五

 9 大嵩崎 黎(2)  4,57.83 10 川島 翔太(1)  4,58.50 11 中村 怜輝(2)  5,00.83 12 両角  賢(2)  5,02.87
上田第五 高瀬 丸子 長野東部

13 藤田 大輝(2)  5,12.71 14 小林 拓登(2)  5,16.45 15 山岸 忠相(3)  5,21.05 16 滝沢 雅也(3)  5,23.82
櫻ヶ岡 真田 長野東部 相森

渡邉 崇寛(3) 欠場 山上 淳(3) 欠場 出光 立樹(2) 欠場
櫻ヶ岡 腰越JSC 軽井沢

 3組  1 高木 航志(2)  4,28.92  2 藤原 大地(3)  4,34.52  3 小平  仁(3)  4,35.83  4 長原 治玄(2)  4,38.29
上田第五 丸子 長野東部 篠ﾉ井西

 5 甘利 大祐(2)  4,39.07  6 宇都宮 凌輔(3)  4,39.46  7 市川 楓(3)  4,42.20  8 井上 裕葵(3)  4,44.66
東御東部 裾花 丸子 櫻ヶ岡

 9 廣瀬 洸(2)  4,49.26 10 笹澤 健司(2)  4,49.45 11 工藤 誉(3)  4,51.64 12 北沢 文弥(3)  4,57.88
御代田 丸子 丸子北 裾花

13 岩野 純人(3)  4,59.15 14 内田 裕二(2)  4,59.44 15 渡邉 亮太(3)  5,01.49 16 寺尾 昴(1)  5,05.89
軽井沢 篠ﾉ井西 櫻ヶ岡 塩田

17 下谷 承太郎(2)  5,19.30 青木 祥平(2) 欠場 小林 諒也(3) 欠場
軽井沢 中野平 御代田
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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４回　東信中学校陸上競技記録会             ｺｰﾄﾞ  [13200729]

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
中学男子 05/18  1 清水 隆寛(3)    1.80  2 吉田 開恩(3)    1.65  3 岡村 宗一郎(3)    1.65  3 川崎 直輝(3)    1.65

裾花 中野平 長野東部 相森
 5 宮入 海翔(3)    1.60  6 水島 菖二(3)    1.50  7 吉岡 翔司(3)    1.45  8 久保田 五輝(3)    1.45

篠ﾉ井西 長野東部 篠ﾉ井西 櫻ヶ岡
 9 横井 駿太(2)    1.40 10 小田切 智紀(3)    1.35 10 中川 輝(2)    1.35 12 山浦 泰知(2)    1.35

軽井沢 相森 御代田 裾花
13 佐藤 諒真(2)    1.35 14 小山 達之(3)    1.30 15 鈴木 聡太(2)    1.30 16 森村 一真(2)    1.25

軽井沢 中込 篠ﾉ井西 塩田
17 土屋 侑平(2)    1.20 竹田 仁(2) 欠場    山口 諒偲(2) 欠場    小松 光(2) 欠場    

軽井沢 川中島 東御東部 中野平
中学男子 05/18  1 渡辺 素己(3)    5.72  2 神田 優人(3)    5.70  3 依田 和馬(3)    5.39  4 渡辺 瑞生(3)    5.25

東北    -0.9 望月AC    -1.0 丸子    -1.7 長野東部    -1.5
 5 土屋 巧(3)    5.21  6 金森   蓮(3)    5.19  7 長坂 勝次(3)    5.07  8 金児 和幸(2)    5.06

望月AC    -1.1 上田第五    -2.7 中込    -1.7 長野東部    -1.6
 9 北村 友弥(3)    5.05 10 内堀 岳宏(2)    5.04 11 小林 孝太郎(2)    4.89 12 神田 来夢(1)    4.84

裾花    -2.6 篠ﾉ井西    -1.5 中込    -1.6 望月AC    -1.8
13 高須 英彦(3)    4.84 14 須崎 修二(2)    4.82 15 倉島   崚(3)    4.81 16 大澤 達(3)    4.75

篠ﾉ井西    -2.6 上田第四    -2.5 上田第五    -1.5 望月AC    -2.2
17 渡利 雄太(2)    4.75 18 竹内 敬亮(3)    4.60 19 竹村 圭弘(3)    4.56 20 小林 陽平(2)    4.53

篠ﾉ井西    -1.3 御代田    -1.2 櫻ヶ岡    -2.3 中野平    -2.2
20 山﨑 伊織(2)    4.53 22 井出 直哉(1)    4.50 23 五味 丈志(1)    4.47 24 山浦 渓斗(1)    4.46

川中島    -1.7 軽井沢    -4.0 軽井沢    -1.6 望月AC    -0.6
25 上原 諄平(3)    4.38 26 佐藤 和歩(2)    4.37 27 中村 郁弥(2)    4.35 28 小林 勇哉(2)    4.31

軽井沢    -2.2 軽井沢    -2.6 望月AC    -2.2 裾花    -1.7
29 内堀 駿太郎(2)    4.29 30 伊藤 司能(2)    4.26 31 土屋 瑞希(1)    4.25 32 岡村 州紘(1)    4.17

御代田    -1.3 望月AC    -2.1 上田第五    -1.2 小諸東    -2.5
33 後藤 開(2)    4.03 34 徳永 慶一(3)    4.01 35 後藤 友帆(2)    3.98 36 岡村 智哉(2)    3.96

東御東部    -2.1 裾花    -2.6 東御東部    -1.0 川中島    -2.0
37 西村 祐亮(2)    3.93 38 増田 剛也(2)    3.81 39 尾島 卓実(2)    3.72 40 大塚 海仁(1)    3.63

軽井沢    -1.0 御代田    -2.0 相森    -1.5 上田第五    -2.0
41 増沢 将弥(1)    3.47 42 片桐 歩稀(2)    3.44 43 柏木 佑太(1)    3.34 44 入口 真尋(1)    3.34

丸子北    -1.5 望月AC    -2.8 小諸東    -1.1 東御東部    -2.1
45 常田 翔矢(1)    3.17 46 太田 祐彰(1)    2.98 47 吉村 龍成(1)    2.98 48 下村 迅人(1)    2.64

東御東部    -3.8 東御東部    -2.7 丸子    -2.3 丸子    -1.9
49 滝沢 歩夢(1)    2.47 上野 樹(3) 記録なし 常田 紀幸(2) 記録なし 小林 拓真(3) 欠場    

丸子    -2.5 望月AC 望月AC 東御東部
柏木 康熙(2) 欠場    荒井 滉司(2) 欠場    内山 力哉(2) 欠場    玉城 莉吾(2) 欠場    

小諸東 長野東部 櫻ヶ岡 櫻ヶ岡
中学男子 05/18  1 竹村 地智(3)   12.75  2 田中 逸樹(3)    9.77  3 渡邊 誠也(3)    9.01  4 髙橋 俊満(3)    8.93

東北 丸子 犀陵 浅間
 5 水島 菖二(3)    8.74  6 土屋　隼人(3)    8.15  7 岡村 宗一郎(3)    8.09  8 桜井 力弘(2)    7.04

長野東部 軽井沢 長野東部 長野東部
 9 清水 智也(2)    6.92 10 渡利 雄太(2)    6.18 11 高橋 一夢(2)    5.46 12 山田 竜平(3)    5.45

中野平 篠ﾉ井西 長野東部 篠ﾉ井西
13 古田 純(2)    3.84 石井 博之(2) 欠場    川辺 健瑠(2) 欠場    原 大空(3) 欠場    

川中島 小諸東 中込 東御東部
荻原 翼(2) 欠場    

御代田
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