
決勝記録一覧表
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
05/17 ｵｰﾌﾟﾝ女子 佐藤 千花(5) 15.2 坂根 樺音(6) 15.5 内藤 愛絵(4) 17.5 森泉 妃菜(4) 17.6 上原 愛彩(4) 17.7 堀内 若葉(4) 17.8 佐藤 静奈(4) 18.2 菊池起良里(4) 18.3

１００ｍ 小学校･軽井沢A&AC 小学校･T&F佐久平 小学校･中込小 小学校･高瀬小 小学校･佐久A&AC 小学校･北御牧小 小学校･軽井沢西部AC 小学校･南牧北小
05/17 小共通女子 宮本 蘭々(6) 3,23.51 内堀 果南(5) 3,30.53 牧内 愛華(5) 3,32.53 臼井羽耶(6) 3,33.10 斉藤 芽衣(5) 3,36.68 小林 愛美(6) 3,38.05 諸山 知奈津(5) 3,38.94 西澤 望未(5) 3,43.25

１０００ｍ 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC 小学校･真田ｸﾗﾌﾞ 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC 小学校･さくひがし
05/17 土屋 ほのか(5) 14.07 塚田 菜々(6) 14.11 小泉 有唯(6) 14.94 望月 唯奈(6) 14.99 由井 梨夢(6) 15.04 山下 むすび(6) 15.30 髙橋 梨々香(6) 17.86 新津 由茉(5) 18.44

８０ｍＨ 小学校･軽井沢A&AC 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･軽井沢中部小 小学校･川上第一小 小学校･軽井沢A&AC 小学校･川上第一小 小学校･小海小
05/17 中原 杏樹(5) 0.95

走高跳 小学校･南牧北小
05/17 土屋 美優(6) 3.87(+3.7) 岡部 鈴(6) 3.68(+2.6) 今井 香凜(6) 3.62(+2.3) 齋藤 愛夏(6) 3.61(+4.8) 川崎 涼花(6) 3.58(+3.0) 清水 愛(6) 3.44(+4.7) 間島 小雪(6) 3.34(+2.7) 清水 風(5) 3.31(+3.4)

走幅跳 小学校･ﾛﾃﾞｨｵ 小学校･佐久西小 小学校･南牧南小 小学校･立科小 小学校･T&F佐久平 小学校･さなだSC 小学校･中込小 小学校･長小
05/17 武田 あかり(6) 50.04 山浦 萌衣(6) 46.24 榊 萌絵(6) 42.83 中島 玲奈(6) 40.83 唐澤　愛美(6) 37.43 中島 萌(6) 34.84 荻原 祥(6) 32.31 依田 美空(6) 31.79

ﾎﾞｰﾙ投 小学校･坂の上小 小学校･美南ガ丘小 小学校･南相木小 小学校･南相木小 小学校･神科小 小学校･南相木小 小学校･南相木小 小学校･南相木小
05/17 小学女子 T&F佐久平       59.62 田口小     1,02.00 小諸東小(A)     1,04.22 水明AC     1,04.83 北御牧小(B)     1,05.82 川上第二小     1,06.30 小諸東小(B)     1,07.75 軽井沢西部AC     1,08.12

４×１００ｍＲ 小泉 優花(6) 佐々木 玲奈(6) 竹内 華月(5) 櫻井 ちとせ(6) 小宮山 茜(5) 油井 まどか(5) 田中 美優莉(5) 宮崎 純歌(6)
遠藤 和泉(6) 志富 真歩(6) 白戸 泉穂(6) 本間 琴乃(6) 直井さくら(5) 小原 環(5) 小口 貴子(5) 岡田 朋佳(6)
志摩 真心(6) 志摩 京香(6) 栁沢 美来(6) 土屋 侑楓(6) 青木 殊音(5) 伊藤 麻理乃(5) 一宮 愛子(5) 谷津 颯紀(6)
竹鼻 花凛(6) 篠原 妃花(6) 住友 愛佳(6) 小林 彩菜(6) 井出あかり(5) 油井 ちえり(5) 北村 陽向(5) 岩崎 天音(6)

05/17 小6女子 中島 亜実(6) 14.41 前田 望乃花(6) 14.50 磯貝  澪(6) 14.54 篠原 まひな(6) 14.78 中村 睦(6) 15.04 三浦 菜緒(6) 15.12 上野 結生(6) 15.17 髙野 愛美(6) 15.30
１００ｍ 小学校･南相木小 小学校･佐久A&AC 小学校･高瀬小 小学校･軽井沢中部小 小学校･坂の上小 小学校･上田西小 小学校･軽井沢西部AC 小学校･傍陽小

05/17 小5女子 松川 杏奈(5) 14.95 ツツミ ヒトミ(5) 15.41 藤松 あい(5) 15.45 田中 咲(5) 15.51 柳沢 風花(5) 15.71 桜山 結花(5) 15.86 栁澤 仁美(5) 15.91 小林 佳奈(5) 16.02
１００ｍ 小学校･中佐都小 小学校･田中小 小学校･坂の上小 小学校･城下小 小学校･御代田南小 小学校･野沢小 小学校･立科小 小学校･御代田南小

佐藤 史菜(5)
小学校･浅科AC
山田 絹乃(5)
小学校･軽井沢東部小



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       [-1] 競技会名 第30回東信地区小学生陸上競技大会            ｺｰﾄﾞ  [14200503]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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
ｵｰﾌﾟﾝ女子 05/17  1組  6 内藤 愛絵(4) 小学校     17.5  7 堀内 若葉(4) 小学校     17.8  9 大塚 優希奈(4) 小学校     19.8

中込小 北御牧小 青沼小
 2組  1 佐藤 千花(5) 小学校     15.2  6 上原 愛彩(4) 小学校     17.7  7 佐藤 静奈(4) 小学校     18.2

軽井沢A&AC 佐久A&AC 軽井沢西部AC
 3組  1 坂根 樺音(6) 小学校     15.5  5 森泉 妃菜(4) 小学校     17.6  7 菊池起良里(4) 小学校     18.3  8 高見澤 優芽(4) 小学校     20.0

T&F佐久平 高瀬小 南牧北小 南牧北小
小共通女子 05/17  1 宮本 蘭々(6) 小学校  3,23.51  2 内堀 果南(5) 小学校  3,30.53  3 牧内 愛華(5) 小学校  3,32.53  4 臼井羽耶(6) 小学校  3,33.10

腰越JSC 腰越JSC 腰越JSC 真田ｸﾗﾌﾞ
 5 斉藤 芽衣(5) 小学校  3,36.68  6 小林 愛美(6) 小学校  3,38.05  7 諸山 知奈津(5) 小学校  3,38.94  8 西澤 望未(5) 小学校  3,43.25

腰越JSC 腰越JSC 腰越JSC さくひがし
 9 久保田 詩乃(5) 小学校  3,44.07 10 井出 萌音(6) 小学校  3,44.71 11 篠原 永子(6) 小学校  3,46.34 12 下村 真由(5) 小学校  3,49.27

腰越JSC 南牧北小 小海小 腰越JSC
13 近藤 楓恋(6) 小学校  3,51.65 14 渡邉 美祐(5) 小学校  3,52.49 15 宮澤 眞(6) 小学校  3,52.96 16 加部 すみれ(6) 小学校  3,54.19

岸野小 浅科AC 小海小 美南ガ丘小
17 栁沢 青空(6) 小学校  3,54.84 18 菊池 こころ(5) 小学校  3,57.39 19 菊池 美羽(5) 小学校  3,59.00 20 高見沢 萌愛(5) 小学校  3,59.16

小諸東小 南牧北小 南牧北小 川上第一小
21 長谷川 早紀(6) 小学校  3,59.27 22 横森 晴奈(5) 小学校  4,01.07 23 峰村麻衣(6) 小学校  4,09.56 24 市川 鈴子(5) 小学校  4,15.17

滋野小 川上第一小 真田ｸﾗﾌﾞ 南牧南小
25 川上 璃子(5) 小学校  4,18.33 26 田中 心己美(6) 小学校  4,24.09 成澤 未来(6) 小学校 欠場

野沢小 岩村田AC 上田西小
小共通女子 05/17  1組 +4.9  1 塚田 菜々(6) 小学校    14.11  2 由井 梨夢(6) 小学校    15.04  3 山下 むすび(6) 小学校    15.30  4 砂原 里幸子(5) 小学校    19.21

佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 川上第一小 軽井沢A&AC 小海小
 5 菊池 真歌(6) 小学校    19.76  6 土橋 美月(5) 小学校    19.90  7 油井 彩奈(6) 小学校    22.05

南相木小 小海小 切原小
 2組 +5.3  1 土屋 ほのか(5) 小学校    14.07  2 小泉 有唯(6) 小学校    14.94  3 望月 唯奈(6) 小学校    14.99  4 髙橋 梨々香(6) 小学校    17.86

軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 軽井沢中部小 川上第一小
 5 新津 由茉(5) 小学校    18.44  6 井出 花音(6) 小学校    19.24  7 今野 瑠奈(6) 小学校    19.82

小海小 南相木小 泉小
小6女子 05/17  1組 +4.1  1 髙野 愛美(6) 小学校    15.30  2 西澤 咲花(6) 小学校    15.36  3 宮下 紗采(6) 小学校    15.69  4 渋谷 歩(6) 小学校    16.05

傍陽小 泉小 田中小 滋野小
 5 下村 輝(6) 小学校    16.49  6 土屋 杏恋(6) 小学校    17.11  7 中島 綾香(6) 小学校    17.76 山岸 野乃美(6) 小学校 欠場

武石小 美南ガ丘小 青沼小 和田小
 2組 +5.6  1 三浦 菜緒(6) 小学校    15.12  2 尾美 朱夏(6) 小学校    15.76  3 木内 莉玖(6) 小学校    15.76  4 西 郁花(6) 小学校    15.94

上田西小 立科小 岸野小 武石小
 5 畠山 美空(6) 小学校    15.96  6 植原 愛(6) 小学校    16.58  7 土屋 菜結(6) 小学校    16.71  8 高橋 玖蘭(6) 小学校    16.99

小海小 美南ガ丘小 青沼小 泉小
 3組 +3.4  1 前田 望乃花(6) 小学校    14.50  2 磯貝  澪(6) 小学校    14.54  3 篠原 まひな(6) 小学校    14.78  4 上野 結生(6) 小学校    15.17

佐久A&AC 高瀬小 軽井沢中部小 軽井沢西部AC
 5 鳴澤 彩恵(6) 小学校    15.41  6 高橋 侑花(6) 小学校    15.67  7 杉浦 あき(6) 小学校    15.97  8 武舎 葵唯(6) 小学校    16.36

傍陽小 中込小 武石小 青沼小
 4組 +4.2  1 中島 亜実(6) 小学校    14.41  2 中村 睦(6) 小学校    15.04  3 掛川 実澪(6) 小学校    15.45  4 山崎 爽葉子(6) 小学校    15.48

南相木小 坂の上小 田中小 臼田小
 5 高柳 菜乃香(6) 小学校    15.49  6 長谷川 美和(6) 小学校    15.69  7 清水 あやね(6) 小学校    17.29

御代田南小 ﾛﾃﾞｨｵ 傍陽小

順
位

順
位

順
位

順
位

１００ｍ１００ｍ１００ｍ

１０００ｍ１０００ｍ１０００ｍ

８０ｍＨ８０ｍＨ８０ｍＨ

１００ｍ１００ｍ１００ｍ



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       [-1] 競技会名 第30回東信地区小学生陸上競技大会            ｺｰﾄﾞ  [14200503]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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

小5女子 05/17  1組 +4.8  1 桜山 結花(5) 小学校    15.86  2 今井 菜々子(5) 小学校    16.05  3 泰井 柊香(5) 小学校    16.12  4 須江 柚茄(5) 小学校    16.35
野沢小 立科小 御代田南小 さくひがし

 5 齋藤 結花(5) 小学校    16.42  6 篠原 みなみ(5) 小学校    16.68  7 井出 佳枝(5) 小学校    17.02  8 井出 彩水(5) 小学校    17.10
上田西小 小海小 八千穂小 南牧北小

 9 樋口 希々香(5) 小学校    17.53
軽井沢中部小

 2組 +5.0  1 藤松 あい(5) 小学校    15.45  2 田中 咲(5) 小学校    15.51  3 渋谷 暖(5) 小学校    16.27  4 篠﨑 寧音(5) 小学校    16.47
坂の上小 城下小 滋野小 軽井沢西部AC

 5 菊池 愛理(5) 小学校    16.57  6 工藤 采佳(5) 小学校    16.73  7 竹中 さくら(5) 小学校    17.63 小林 美玲(5) 小学校 欠場
南牧北小 軽井沢中部小 御代田南小 御代田南小

 3組 +3.9  1 松川 杏奈(5) 小学校    14.95  2 ツツミ ヒトミ(5小学校    15.41  3 柳沢 風花(5) 小学校    15.71  4 栁澤 仁美(5) 小学校    15.91
中佐都小 田中小 御代田南小 立科小

 5 小林 佳奈(5) 小学校    16.02  6 佐藤 史菜(5) 小学校    16.02  6 山田 絹乃(5) 小学校    16.02  8 土屋 璃乃(5) 小学校    16.25
御代田南小 浅科AC 軽井沢東部小 坂の上小

１００ｍ１００ｍ１００ｍ



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30回東信地区小学生陸上競技大会                 ｺｰﾄﾞ  [14200503]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
小学女子 05/17     1 T&F佐久平 小泉 優花(6) 遠藤 和泉(6) 志摩 真心(6) 竹鼻 花凛(6)       59.62

    2 田口小 佐々木 玲奈(6) 志富 真歩(6) 志摩 京香(6) 篠原 妃花(6)     1,02.00
    3 小諸東小(A) 竹内 華月(5) 白戸 泉穂(6) 栁沢 美来(6) 住友 愛佳(6)     1,04.22
    4 水明AC 櫻井 ちとせ(6) 本間 琴乃(6) 土屋 侑楓(6) 小林 彩菜(6)     1,04.83
    5 北御牧小(B) 小宮山 茜(5) 直井さくら(5) 青木 殊音(5) 井出あかり(5)     1,05.82
    6 川上第二小 油井 まどか(5) 小原 環(5) 伊藤 麻理乃(5) 油井 ちえり(5)     1,06.30
    7 小諸東小(B) 田中 美優莉(5) 小口 貴子(5) 一宮 愛子(5) 北村 陽向(5)     1,07.75
    8 軽井沢西部AC 宮崎 純歌(6) 岡田 朋佳(6) 谷津 颯紀(6) 岩崎 天音(6)     1,08.12
    9 北御牧小(A) 武井 柚那(6) 山浦 亜純(6) 安藤 美河 矢野 桃子(6)     1,09.56

チーム名 選手名１

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ



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       [-1] 競技会名 第30回東信地区小学生陸上競技大会            ｺｰﾄﾞ  [14200503]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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
小共通女子 05/17  1 中原 杏樹(5) 小学校    0.95

南牧北小
小共通女子 05/17  1 土屋 美優(6) 小学校    3.87  2 岡部 鈴(6) 小学校    3.68  3 今井 香凜(6) 小学校    3.62  4 齋藤 愛夏(6) 小学校    3.61

ﾛﾃﾞｨｵ    +3.7 佐久西小    +2.6 南牧南小    +2.3 立科小    +4.8
 5 川崎 涼花(6) 小学校    3.58  6 清水 愛(6) 小学校    3.44  7 間島 小雪(6) 小学校    3.34  8 清水 風(5) 小学校    3.31

T&F佐久平    +3.0 さなだSC    +4.7 中込小    +2.7 長小    +3.4
 9 大森 詩穂(6) 小学校    3.21 10 小林 瑠菜(6) 小学校    3.18 11 三井 陽和(6) 小学校    3.13 12 小林 美菜子(5) 小学校    3.04

ﾛﾃﾞｨｵ    +2.8 佐久西小    +3.8 南牧南小    +5.2 中佐都小    +5.4
13 森泉 怜南(6) 小学校    3.04 14 土屋 珠紀(6) 小学校    3.03 15 関川 珠音(5) 小学校    2.92 16 木次 優花(6) 小学校    2.89

佐久西小    +3.2 美南ガ丘小    +3.0 傍陽小    +3.9 八千穂小    +4.7
17 長岡 涼子(5) 小学校    2.87 18 碓氷 梨乃(5) 小学校    2.68

野沢小    +6.6 浅科AC    +8.5
小共通女子 05/17  1 武田 あかり(6) 小学校   50.04  2 山浦 萌衣(6) 小学校   46.24  3 榊 萌絵(6) 小学校   42.83  4 中島 玲奈(6) 小学校   40.83

坂の上小 美南ガ丘小 南相木小 南相木小
 5 唐澤　愛美(6) 小学校   37.43  6 中島 萌(6) 小学校   34.84  7 荻原 祥(6) 小学校   32.31  8 依田 美空(6) 小学校   31.79

神科小 南相木小 南相木小 南相木小
 9 村田 夏澄(6) 小学校   28.24 10 田中 瑠菜(6) 小学校   25.70

北御牧小 北御牧小
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