
第２０回上田市民陸上カーニバル                                                  
　主催：上田市　上田市教育委員会                                                
　　　　上田市体育協会　上田陸上競技協会                                        

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】203080  菅平高原スポーツランド陸上競技場

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
06/08 小学2年 清明小     1,18.10 城下小     1,18.83 依田窪南部ＪＢＣ    1,20.46 傍陽小(M)     1,24.43

4×100m 飯島　瑠奈(2) 中嶋　実悠(2) 清住　唯斗(2) 三井　成琉(2)
井出　蒼太郎(2) 青木　心晴(2) 竹澤　賛(2) 三井　美羽(2)
中澤　真乃(2) 山下　智也(2) 林　来衣斗(2) 河野　遥(2)
山崎　莉奈(2) 竹内　美乃宜(2) 斉藤　颯汰(2) 堀内　梨香(2)

06/08 小学3年 川辺小     1,09.36 清明小(A)     1,09.69 中塩田小     1,10.01 西小(A)     1,10.80 川西小     1,11.53 滋野小(G)     1,12.85 依田窪南部ＪＢＣ    1,13.80 城下小     1,13.93
4×100m 割田　朔矢(3) 宮下　元喜(3) 松本　颯太(3) 柄澤　洸太朗(3) 小山　陸翔(3) 矢野　和心(3) 小林　暉弥(3) 秋葉　隆也(3)

宮本　拓真(3) 坂下　輝斗(3) 宮下　玲(3) 山口　悦輝(3) 南沢　圭佑(3) 井上　貴仁(3) 竹内　晴哉(3) 秋葉　文哉(3)
小林　隼大(3) 小林　大峨(3) 藤澤　陽月(3) 古村　舜也(3) 上野　僚太(3) 山川　遥世(3) 橋本　綜汰(3) 古平　敏生(3)
井田　康平(3) 伊香賀　遥土(3) 宮澤　翔(3) 三浦　彩稀(3) 柳沢　雄太(3) 三浦　真侑(3) 中原　慶太(3) 田中　彰(3)

06/08 小学4年 城下小(M)     1,04.78 塩尻小     1,08.80 川辺小     1,08.83 滋野小(R)     1,09.73 田中小     1,09.76 傍陽小(D)     1,10.29 清明小     1,10.97 傍陽小(N)     1,11.33
4×100m 小山　真宏(4) 黒岩　里音(4) 南　知輝(4) 田口　雅(4) 細田 怜奈(4) 小山　萌那(4) 小林　康楠(4) 河野　優太(4)

北村　直和(4) 沓掛　舞(4) 金野　理央(4) 馬場　風花(4) 緑川 美咲(4) 手塚　美優(4) 國友　康聖(4) 内海　沙樹(4)
栁澤　一成(4) 芳賀　太一(4) 堀内　健吾(4) 井上　仁萌(4) 上原 早葵(4) 鳴澤　理恵(4) 船山　葵音(4) 関　彩花(4)
横山　陽(4) 小林　莉玖(4) 峰村　琉唯(4) 関　明星(4) 竹原 怜那(4) 小山　大翔(4) 橋本　陸知(4) 岡嶋　咲愛(4)



決勝 6月8日 14:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 清明小   305 飯島　瑠奈(2)   1,18.10 

ｾｲﾒｲｼｮｳ ｲｲｼﾞﾏ ﾙﾝﾅ
    3 井出　蒼太郎(2)

ｲﾃﾞ ｿｳﾀﾛｳ
  306 中澤　真乃(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾉ
  304 山崎　莉奈(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾅ
 2   2 城下小   350 中嶋　実悠(2)   1,18.83 

ｼﾛｼﾀｼｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕ
  351 青木　心晴(2)

ｱｵｷ ｺﾊﾙ
   43 山下　智也(2)

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ
   44 竹内　美乃宜(2)

ﾀｹｳﾁ ﾐﾉｷﾞ
 3   5 依田窪南部ＪＢ   216 清住　唯斗(2)   1,20.46 

ﾖﾀﾞｸﾎﾞﾅﾝﾌﾞ ｷﾖｽﾐ ﾕｲﾄ
  218 竹澤　賛(2)

ﾀｹｻﾞﾜ ﾀｽｸ
  217 林　来衣斗(2)

ﾊﾔｼ ﾗｲﾄ
  215 斉藤　颯汰(2)

ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ
 4   4 傍陽小(M)   136 三井　成琉(2)   1,24.43 

ｿｴﾋｼｮｳM ﾐﾂｲ ｼｹﾞﾙ
  430 三井　美羽(2)

ﾐﾂｲ ﾐｳ
  428 河野　遥(2)

ｺｳﾉ ﾊﾙｶ
  427 堀内　梨香(2)

ﾎﾘｳﾁ ﾘｶ

小学2年

4×100m4×100m

決勝決勝決勝



決勝 6月8日 14:20

[ 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   7 清明小(A)     7 宮下　元喜(3)   1,09.69  1   7 川辺小    71 割田　朔矢(3)   1,09.36 

ｾｲﾒｲｼｮｳA ﾐﾔｼﾀ ｹﾞﾝｷ ｶﾜﾍﾞｼｮｳ ﾜﾘﾀ ｻｸﾔ
    5 坂下　輝斗(3)    68 宮本　拓真(3)

ｻｶｼﾀ ｱｷﾄ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾏ
    4 小林　大峨(3)    72 小林　隼大(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾀ
    6 伊香賀　遥土(3)    70 井田　康平(3)

ｲｶｶﾞ ﾊﾙﾄ ｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ
 2   4 川西小   109 小山　陸翔(3)   1,11.53  2   6 中塩田小    96 松本　颯太(3)   1,10.01 

ｶﾜﾆｼｼｮｳ ｺﾔﾏ ﾘｸﾄ ﾅｶｼｵﾀﾞｼｮｳ ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀ
  108 南沢　圭佑(3)    93 宮下　玲(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｹｲｽｹ ﾐﾔｼﾀ ﾚｲ
  107 上野　僚太(3)    95 藤澤　陽月(3)

ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ
  110 柳沢　雄太(3)    94 宮澤　翔(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳ
 3   5 滋野小(G)   163 矢野　和心(3)   1,12.85  3   2 西小(A)    16 柄澤　洸太朗(3)   1,10.80 

ｼｹﾞﾉｼｮｳG ﾔﾉ ｶｽﾞﾐ ﾆｼｼｮｳA ｶﾗｻﾜ ｺｳﾀﾛｳ
  162 井上　貴仁(3)    22 山口　悦輝(3)

ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾃﾙ
  456 山川　遥世(3)    21 古村　舜也(3)

ﾔﾏｶﾜ ﾊﾙｾ ｺﾑﾗ ｼｭﾝﾔ
  457 三浦　真侑(3)   336 三浦　彩稀(3)

ﾐｳﾗ ﾏﾕ ﾐｳﾗ ｻｷ
 4   6 城下小    47 秋葉　隆也(3)   1,13.93  4   5 依田窪南部ＪＢ   220 小林　暉弥(3)   1,13.80 

ｼﾛｼﾀｼｮｳ ｱｷﾊﾞ ﾘｭｳﾔ ﾖﾀﾞｸﾎﾞﾅﾝﾌﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ
   46 秋葉　文哉(3)   221 竹内　晴哉(3)

ｱｷﾊﾞ ﾌﾐﾔ ﾀｹｳﾁ ｾｲﾔ
   49 古平　敏生(3)   219 橋本　綜汰(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾄｼｷ ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ
   45 田中　彰(3)   222 中原　慶太(3)

ﾀﾅｶ ｱｷﾗ ﾅｶﾊﾗ ｹｲﾀ
 5   3 清明小(B)   313 井出　カンナ(3)   1,15.60  5   4 西小(B)    17 渡辺　大輝(3)   1,14.52 

ｾｲﾒｲｼｮｳB ｲﾃﾞ ｶﾝﾅ ﾆｼｼｮｳB ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ
  310 細野　らら香(3)    20 小林　倫太朗(3)

ﾎｿﾉ ﾗﾗｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ
  309 水出　楓香(3)    19 熊倉　正之(3)

ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾌｳｶ ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ
  314 國友　由菜(3)    18 北原　脩平(3)

ｸﾆﾄﾓ ﾕｳﾅ ｷﾀﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ
 6   2 長小(B)   132 大久保　勇翔(3)   1,18.72  6   3 武石小   151 小宮山　純平(3)   1,16.68 

ｵｻｼｮｳB ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾔﾄ ﾀｹｼｼｮｳ ｺﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
  424 佐藤　帆華(3)   152 小山　佳起(3)

ｻﾄｳ ﾎﾉｶ ｺﾔﾏ ﾖｼｷ
  423 坂口　怜美(3)   154 近藤　大翔(3)

ｻｶｸﾞﾁ ｻﾄﾐ ｺﾝﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ
  422 内山　海衣(3)   153 中澤　宏亮(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾒｲ ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｽｹ
 7   8 長小(A)   421 山岸　留奈(3)   1,19.50 

ｵｻｼｮｳA ﾔﾏｷﾞｼ ﾙﾅ
  420 堀内　夢乃(3)

ﾎﾘｳﾁ ﾕﾒﾉ
  419 児玉　樹莉(3)

ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｭﾘ
  133 正木　勇太(3)

ﾏｻｷ ﾕｳﾀ

小学3年

4×100m4×100m

決勝決勝決勝



   1 川辺小   1,09.36 割田　朔矢(3) 宮本　拓真(3) 小林　隼大(3) 井田　康平(3)   2   1
   2 清明小(A)   1,09.69 宮下　元喜(3) 坂下　輝斗(3) 小林　大峨(3) 伊香賀　遥土(3)  1   1
   3 中塩田小   1,10.01 松本　颯太(3) 宮下　玲(3) 藤澤　陽月(3) 宮澤　翔(3)   2   2
   4 西小(A)   1,10.80 柄澤　洸太朗(3)山口　悦輝(3) 古村　舜也(3) 三浦　彩稀(3)   2   3
   5 川西小   1,11.53 小山　陸翔(3) 南沢　圭佑(3) 上野　僚太(3) 柳沢　雄太(3)   1   2
   6 滋野小(G)   1,12.85 矢野　和心(3) 井上　貴仁(3) 山川　遥世(3) 三浦　真侑(3)   1   3
   7 依田窪南部ＪＢＣ   1,13.80 小林　暉弥(3) 竹内　晴哉(3) 橋本　綜汰(3) 中原　慶太(3)   2   4
   8 城下小   1,13.93 秋葉　隆也(3) 秋葉　文哉(3) 古平　敏生(3) 田中　彰(3)   1   4
   9 西小(B)   1,14.52 渡辺　大輝(3) 小林　倫太朗(3)熊倉　正之(3) 北原　脩平(3)   2   5
  10 清明小(B)   1,15.60 井出　カンナ(3)細野　らら香(3)水出　楓香(3) 國友　由菜(3)   1   5
  11 武石小   1,16.68 小宮山　純平(3)小山　佳起(3) 近藤　大翔(3) 中澤　宏亮(3)   2   6
  12 長小(B)   1,18.72 大久保　勇翔(3)佐藤　帆華(3) 坂口　怜美(3) 内山　海衣(3)   1   6
  13 長小(A)   1,19.50 山岸　留奈(3) 堀内　夢乃(3) 児玉　樹莉(3) 正木　勇太(3)   1   7

小学3年小学3年

4×100m4×100m
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



決勝 6月8日 14:35

[ 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   3 塩尻小   360 黒岩　里音(4)   1,08.80  1   4 城下小(M)    52 小山　真宏(4)   1,04.78 

ｼｵｼﾞﾘｼｮｳ ｸﾛｲﾜ ﾘﾉﾝ ｼﾛｼﾀｼｮｳM ｺﾔﾏ ﾏﾋﾛ
  359 沓掛　舞(4)    54 北村　直和(4)

ｸﾂｶｹ ﾏｲ ｷﾀﾑﾗ ﾅｵﾄ
   63 芳賀　太一(4)    53 栁澤　一成(4)

ﾊｶﾞ ﾀｲﾁ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｲｯｾｲ
   64 小林　莉玖(4)    51 横山　陽(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾗ
 2   6 傍陽小(D)   438 小山　萌那(4)   1,10.29  2   6 川辺小    76 南　知輝(4)   1,08.83 

ｿｴﾋｼｮｳD ｺﾔﾏ ﾓﾅ ｶﾜﾍﾞｼｮｳ ﾐﾅﾐ ﾄﾓｷ
  437 手塚　美優(4)   365 金野　理央(4)

ﾃﾂﾞｶ ﾐﾕ ｷﾝﾉ ﾘｵ
  436 鳴澤　理恵(4)    74 堀内　健吾(4)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｴ ﾎﾘｳﾁ ｹﾝｺﾞ
  139 小山　大翔(4)    75 峰村　琉唯(4)

ｺﾔﾏ ﾋﾛﾄ ﾐﾈﾑﾗ ﾙｲ
 3   4 清明小     9 小林　康楠(4)   1,10.97  3   3 滋野小(R)   458 田口　雅(4)   1,09.73 

ｾｲﾒｲｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾝ ｼｹﾞﾉｼｮｳR ﾀｸﾞﾁ ﾐﾔﾋﾞ
    8 國友　康聖(4)   459 馬場　風花(4)

ｸﾆﾄﾓ ｺｳｾｲ ﾊﾞﾊﾞ ﾌｳｶ
  315 船山　葵音(4)   461 井上　仁萌(4)

ﾌﾅﾔﾏ ｱｵﾈ ｲﾉｳｴ ﾆﾓ
   10 橋本　陸知(4)   460 関　明星(4)

ﾊｼﾓﾄ ﾘｸﾄ ｾｷ ｱｶﾘ
 4   5 長小   134 一之瀬　大翔(4)   1,11.37  4   2 田中小   489 細田 怜奈(4)   1,09.76 

ｵｻｼｮｳ ｲﾁﾉｾ ﾔﾏﾄ ﾀﾅｶｼｮｳ ﾎｿﾀﾞ ﾚｲﾅ
  425 佐藤　愛茉(4)   488 緑川 美咲(4)

ｻﾄｳ ｴﾏ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐｻｷ
  426 田中　季菜(4)   490 上原 早葵(4)

ﾀﾅｶ ｷﾅ ｳｴﾊﾗ ｻｷ
  135 塩澤　慧心(4)   497 竹原 怜那(4)

ｼｵｻﾞﾜ ｹｲｼﾝ ﾀｹﾊﾗ ﾚｲﾅ
 5   2 城下小(A)   353 川島　凜亜(4)   1,11.39  5   5 傍陽小(N)   140 河野　優太(4)   1,11.33 

ｼﾛｼﾀｼｮｳA ｶﾜｼﾏ ﾘﾝｱ ｿｴﾋｼｮｳN ｺｳﾉ ﾕｳﾀ
   56 中澤　伶(4)   435 内海　沙樹(4)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｲ ｳﾂﾐ ｻｷ
   55 北澤　直也(4)   433 関　彩花(4)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ ｾｷ ｱﾔｶ
  354 渡辺　星河(4)   434 岡嶋　咲愛(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｶ ｵｶｼﾞﾏ ｻｴ

小学4年

4×100m4×100m

決勝決勝決勝



   1 城下小(M)   1,04.78 小山　真宏(4) 北村　直和(4) 栁澤　一成(4) 横山　陽(4)   2   1
   2 塩尻小   1,08.80 黒岩　里音(4) 沓掛　舞(4) 芳賀　太一(4) 小林　莉玖(4)   1   1
   3 川辺小   1,08.83 南　知輝(4) 金野　理央(4) 堀内　健吾(4) 峰村　琉唯(4)   2   2
   4 滋野小(R)   1,09.73 田口　雅(4) 馬場　風花(4) 井上　仁萌(4) 関　明星(4)   2   3
   5 田中小   1,09.76 細田 怜奈(4) 緑川 美咲(4) 上原 早葵(4) 竹原 怜那(4)   2   4
   6 傍陽小(D)   1,10.29 小山　萌那(4) 手塚　美優(4) 鳴澤　理恵(4) 小山　大翔(4)   1   2
   7 清明小   1,10.97 小林　康楠(4) 國友　康聖(4) 船山　葵音(4) 橋本　陸知(4)   1   3
   8 傍陽小(N)   1,11.33 河野　優太(4) 内海　沙樹(4) 関　彩花(4) 岡嶋　咲愛(4)   2   5
   9 長小   1,11.37 一之瀬　大翔(4)佐藤　愛茉(4) 田中　季菜(4) 塩澤　慧心(4)   1   4
  10 城下小(A)   1,11.39 川島　凜亜(4) 中澤　伶(4) 北澤　直也(4) 渡辺　星河(4)   1   5

小学4年小学4年

4×100m4×100m
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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