
東信地区中学生陸上競技夏季記録会                                                
第2回佐久地区小学生陸上競技夏季記録会                                           

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】202060  佐久総合運動公園陸上競技場

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
07/27 小学生 T&F佐久平(A)       55.61 美南ｶﾞ丘小(A)      57.54 軽井沢A&AC(A)      57.89 水明AC(B)       58.57 T&F佐久平(B)       59.32 軽井沢A&AC(B)    1,00.86 小諸JEC     1,01.37 岸野小学校(C)    1,01.70

４×１００ｍＲ 中山 京彌(6) 矢ケ崎 励空(6) 鈴木 みのり(6) 田中 風紗音(6) 三浦 元海(6) 森川 日菜歩(5) 渡辺 陽天(5) 飯島 太陽(5)
上原 一輝(6) 柏木 優(6) 土屋 愛理(6) 篠原 祥吾(6) 荒井 奈々実(6) 宇都宮 悠奈(6) 柳沢 一輝(4) 清野 祐斗(5)
浅沼 都夫(5) 小泉 陸人(6) 依田 仁美(6) 栁澤 尭満(6) 林  実玲(6) 山下 むすび(5) 岸 拓磨(5) 上原 健樹世(5)
原  惇也(5) 岩崎 凌大(6) 藤巻 百未(6) 櫻井 孝輔(6) 掛川 莉里(6) 寺井 萌々香(6) 竹内 海七太(5) 佐藤 陸(5)



決勝 7月27日 14:00

[ 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   9 美南ｶﾞ丘小(A)  1164 矢ケ崎 励空(6)     57.54  1   6 T&F佐久平(A)  1005 中山 京彌(6)     55.61 

ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳA ﾔｶﾞｻｷ ﾚｲｱ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾅｶﾔﾏ  ﾐﾔﾋﾞ
 1166 柏木 優(6)  1011 上原 一輝(6)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ ｳｴﾊﾗ  ｶｽﾞｷ
 1180 小泉 陸人(6)  1007 浅沼 都夫(5)

ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ ｱｻﾇﾏ  ｸﾆｵ
 1184 岩崎 凌大(6)  1018 原  惇也(5)

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ ﾊﾗ  ｼﾞｭﾝﾔ
 2   5 小諸JEC  1125 渡辺 陽天(5)   1,01.37  2   2 軽井沢A&AC(A)  1063 鈴木 みのり(6)     57.89 

ｺﾓﾛJEC ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾀｶ ｶﾙｲｻﾞﾜ ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼ ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ
 1124 柳沢 一輝(4)  1065 土屋 愛理(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｲｯｷ ﾂﾁﾔ ｱｲﾘ
 1132 岸 拓磨(5)  1078 依田 仁美(6)

ｷｼ ﾀｸﾏ ﾖﾀﾞ ﾋﾄﾐ
 1126 竹内 海七太(5)  1064 藤巻 百未(6)

ﾀｹｳﾁ ｶﾅﾀ ﾌｼﾞﾏｷ ﾓﾓﾐ
 3   8 望月AC  1204 伊藤 司騎(4)   1,01.91  3   5 水明AC(B)  1138 田中 風紗音(6)     58.57 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ｲﾄｳ ｼｷ ｽｲﾒｲｴｰｼｰB ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ
 1201 小松 大和(6)  1140 篠原 祥吾(6)

ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ ｼﾉﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ
 1200 小松 風雅(6)  1136 栁澤 尭満(6)

ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾐﾂ
 1191 中村 洋平(4)  1137 櫻井 孝輔(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ ｻｸﾗｲ ｺｳｽｹ
 4   7 T&F佐久平(C)  1020 宮内 健太(6)   1,04.43  4   4 T&F佐久平(B)  1015 三浦 元海(6)     59.32 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾐﾔｳﾁ  ｹﾝﾀ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾐｳﾗ  ﾓﾄﾐ
 1004 中澤 颯太(5)  1017 荒井 奈々実(6)

ﾅｶｻﾞﾜ  ｿｳﾀ ｱﾗｲ  ﾅﾅﾐ
 1003 坪井 康生(5)  1002 林  実玲(6)

ﾂﾎﾞｲ  ｺｳｾｲ ﾊﾔｼ  ﾐﾚｲ
 1012 松崎 悠弥(6)  1021 掛川 莉里(6)

ﾏﾂｻﾞｷ  ﾕｳﾔ ｶｹｶﾞﾜ  ﾘﾘ
 5   1 T&F佐久平(D)  1014 志摩 真心(5)   1,05.64  5   8 軽井沢A&AC(B)  1070 森川 日菜歩(5)   1,00.86 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｼﾏ  ｺｺﾛ ｶﾙｲｻﾞﾜ ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼ ﾓﾘｶﾜ ﾋﾅﾎ
 1022 遠藤 和泉(5)  1076 宇都宮 悠奈(6)

ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ
 1006 大工原 月那(6)  1072 山下 むすび(5)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ﾂｷﾅ ﾔﾏｼﾀ ﾑｽﾋﾞ
 1013 小泉 優花(5)  1071 寺井 萌々香(6)

ｺｲｽﾞﾐ  ﾕｳｶ ﾃﾗｲ ﾓﾓｶ
 6   6 水明AC(A)  1143 佐藤 大輝(4)   1,07.27  6   3 岸野小学校(C)  1049 飯島 太陽(5)   1,01.70 

ｽｲﾒｲｴｰｼｰA ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ ｷｼﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳC ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ
 1144 宮坂 朋希(6)  1051 清野 祐斗(5)

ﾐﾔｻｶ ﾄﾓｷ ｷﾖﾉ ﾕｳﾄ
 1142 市川 諒(4)  1056 上原 健樹世(5)

ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ ｳｴﾊﾗ ﾀｹｷﾖ
 1141 漆原 奏哉(4)  1058 佐藤 陸(5)

ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ ｻﾄｳ ﾘｸ
 7   4 美南ｶﾞ丘小(B)  1168 南澤 爽太(3)   1,08.14  7   7 岸野小学校(B)  1045 片井 亮介(4)   1,08.46 

ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳB ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ ｷｼﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳB ｶﾀｲ ﾘｮｳｽｹ
 1174 土屋 由木(4)  1041 林 直矢(4)

ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ ﾊﾔｼ ﾅｵﾔ
 1172 藤原 由未斗(5)  1048 武田 蒼(4)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾐﾄ ﾀｹﾀﾞ ｱｵ
 1165 蜂須 翔太(5)  1057 重田 祐仁(4)

ﾊﾁｽ ｼｮｳﾀ ｼｹﾞﾀ ﾕｳｼﾞﾝ
 8   3 臼田  1038 井出 志緒(4)   1,09.29  8   9 岸野小学校(A)  1055 新井 開仁(4)   1,09.52 

ｳｽﾀﾞ ｲﾃﾞ ｼｵ ｷｼﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳA ｱﾗｲ ｶｲﾄ
 1026 浅沼 想(4)  1042 木内 椋太(4)

ｱｻﾇﾏ ｺｺﾛ ｷｳﾁ ﾘｮｳﾀ
 1031 高見澤 実優(4)  1047 武田 大和(4)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾐﾕ ﾀｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ
 1030 山崎 爽葉子(5)  1050 伴野 晴希(4)

ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾖｺ ﾄﾓﾉ ﾊﾙｷ
 9   2 小諸JEC  1134 依田 靖恵(4)   1,12.84 

ｺﾓﾛJEC ﾖﾀﾞ ﾔｽｴ
 1123 柳沢 青空(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｾｲﾗ
 1122 柳沢 美来(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｸ
 1121 柳沢 瑠那(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙﾅ

小学生

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ

決勝決勝決勝



   1 T&F佐久平(A)     55.61 中山 京彌(6) 上原 一輝(6) 浅沼 都夫(5) 原  惇也(5)   2   1
   2 美南ｶﾞ丘小(A)     57.54 矢ケ崎 励空(6) 柏木 優(6) 小泉 陸人(6) 岩崎 凌大(6)   1   1
   3 軽井沢A&AC(A)     57.89 鈴木 みのり(6) 土屋 愛理(6) 依田 仁美(6) 藤巻 百未(6)   2   2
   4 水明AC(B)     58.57 田中 風紗音(6) 篠原 祥吾(6) 栁澤 尭満(6) 櫻井 孝輔(6)   2   3
   5 T&F佐久平(B)     59.32 三浦 元海(6) 荒井 奈々実(6) 林  実玲(6) 掛川 莉里(6)   2   4
   6 軽井沢A&AC(B)   1,00.86 森川 日菜歩(5) 宇都宮 悠奈(6) 山下 むすび(5) 寺井 萌々香(6)   2   5
   7 小諸JEC   1,01.37 渡辺 陽天(5) 柳沢 一輝(4) 岸 拓磨(5) 竹内 海七太(5)   1   2
   8 岸野小学校(C)   1,01.70 飯島 太陽(5) 清野 祐斗(5) 上原 健樹世(5) 佐藤 陸(5)   2   6
   9 望月AC   1,01.91 伊藤 司騎(4) 小松 大和(6) 小松 風雅(6) 中村 洋平(4)   1   3
  10 T&F佐久平(C)   1,04.43 宮内 健太(6) 中澤 颯太(5) 坪井 康生(5) 松崎 悠弥(6)   1   4
  11 T&F佐久平(D)   1,05.64 志摩 真心(5) 遠藤 和泉(5) 大工原 月那(6) 小泉 優花(5)   1   5
  12 水明AC(A)   1,07.27 佐藤 大輝(4) 宮坂 朋希(6) 市川 諒(4) 漆原 奏哉(4)   1   6
  13 美南ｶﾞ丘小(B)   1,08.14 南澤 爽太(3) 土屋 由木(4) 藤原 由未斗(5) 蜂須 翔太(5)   1   7
  14 岸野小学校(B)   1,08.46 片井 亮介(4) 林 直矢(4) 武田 蒼(4) 重田 祐仁(4)   2   7
  15 臼田   1,09.29 井出 志緒(4) 浅沼 想(4) 高見澤 実優(4) 山崎 爽葉子(5)   1   8
  16 岸野小学校(A)   1,09.52 新井 開仁(4) 木内 椋太(4) 武田 大和(4) 伴野 晴希(4)   2   8
  17 小諸JEC   1,12.84 依田 靖恵(4) 柳沢 青空(5) 柳沢 美来(5) 柳沢 瑠那(2)   1   9

小学生小学生

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 所属名所属名 都道府県都道府県 記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1 組組 順位順位ｵｰﾀﾞｰ2ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4ｵｰﾀﾞｰ4
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