
 

第２５回 木曽郡小学生陸上競技大会 

大会コード 15200508 

 

記 録 集 
 

 

 

 

期 日： 平成２７年５月９日（土）  

会 場： 大桑村スポーツ公園陸上競技場（205040）  

主 催： 木曽郡体育協会  木曽陸上競技協会  

審判長： 北川 一美  

記録主任： 荻野 喜一郎  

 

グラウンドコンディション 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 % 

9:30 曇 南西 0.1 16.0 84.0 

10:30 曇 南西 0.2 18.0 66.0 

11:30 曇  0.0 18.0 66.0 

 



第25回　木曽郡小学生陸上競技大会　（コード：15200508） トラック審判長　　：北川　一美

　期日：平成27年5月9日（土） フィールド審判長 ：北川　一美

　主催：木曽郡体育協会、木曽陸上競技協会 記録主任           ：荻野　喜一郎

  (GR:大会新)

種目 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速

男子4年 松下 穂路 (4) 9"96 鈴木 康介 (4) 10"28 鷹見 颯汰 (4) 10"35 上田創太 (4) 10"38 古瀬 建太 (4) 10"45 掘 望実 (4) 10"67

1 60m 南木曽小 (-0.1) 福島小 (-0.1) 南木曽小 (0.0) 開田小 (-0.3) 上松小 (0.0) 南木曽小 (-0.3)

男子5年 倉本 彪雅 (5) 16"44 藤原 充希 (5) 16"54 原 蓮樹 (5) 17"30 勝野 光輝 (5) 17"54 三浦 翔太 (5) 17"54 篠原 大輝 (5) 18"50

2 100m 日義小 (-0.2) 木祖源流TC (-0.2) 南木曽小 (-0.4) 大桑Jr陸上 (-0.2) 福島小 (-0.2) 大桑Jr陸上 (-0.4)

男子6年 上平 祥徳 (6) 15"12 胡桃澤 寛竜 (6) 17"99 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 100m 三岳小 (-0.2) 王滝小 (-0.2) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 樋田 幹也 (6) 3'37"99 菊池 快星 (6) 3'38"02 西尾 俊哉 (6) 3'54"09 大倉 聖矢 (6) 4'01"30 安藤 倖太朗 (5) 4'24"64 #N/A #N/A

4 1000m 大桑Jr陸上 () 大桑Jr陸上 () 大桑Jr陸上 () 王滝小 () 三岳小 () #N/A #N/A

男子 赤堀 仁紀 (6) 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

6 走高跳 日義小 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 古瀬 康平 (6) 3.25 中村 優来 (5) 2.93 篭田 朔也 (6) 2.76 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

7 走幅跳 福島小 (+0.2) 日義小 (+0.2) 日義小 (+0.5) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 田近 資武 (5) 32.86 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

8 ﾎﾞｰﾙ投 王滝小 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 南木曽小 1'07"01 福島小 1'07"70 王滝小 1'13"08 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

9 4×100mR 鷹見-松下-田中-原 鈴木生-小林-上條-鈴木康 下出-胡桃澤-田近-三角 #N/A #N/A #N/A

女子4年 片原 真帆 (4) 10"44 赤堀 友梨 (4) 10"45 中村 衣享 (4) 10"63 西尾 葵 (4) 10"78 宮崎 美怜 (4) 10"95 征矢 珠々 (4) 10"95

11 60m 福島小 (-0.2) 日義小 (0.0) 日義小 (-0.2) 大桑Jr陸上 (-0.2) 福島小 (0.0) 福島小 (-0.2)

女子5年 髙崎 璃音 (5) 16"68 石山 優花 (5) 16"83 松原 理緒 (5) 17"13 小林 友子 (5) 17"25 小山 夏葵 (5) 17"53 藤懸 真帆 (5) 18"80

12 100m 日義小 (-0.2) 南木曽小 (-0.2) 南木曽小 (-0.2) 三岳小 (-0.2) 王滝小 (-0.2) 大桑Jr陸上 (-0.2)

女子6年 木村綺花 (6) 15"23 下畑つかさ (6) 15"50 征矢 叶羽 (6) 15"77 奥原 奏衣 (6) 15"79 伊藤 ほの (6) 15"89 山田 歩未 (6) 16"00

13 100m 開田小 (0.0) 開田小 (0.0) 福島小 (0.0) 福島小 (-0.1) 王滝小 (-0.1) 日義小 (0.0)

女子 菅野 美月 (6) 3'49"85 田中 なつみ (6) 4'02"24 松原 里香 (6) 4'04"44 宮下 亜衣美 (6) 4'05"21 戸田 胡巳 (5) 4'17"93 中畑 美菜 (6) 4'24"47

14 1000m 大桑Jr陸上 () 南木曽小 () 南木曽小 () 大桑Jr陸上 () 福島小 () 福島小 ()

女子 麦島 彩夏 (5) 17"25 田口 綾華 (6) 17"45 下出 桜 (5) 19"61 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

15 80mH 南木曽小 (0.0) 南木曽小 (0.0) 王滝小 (0.0) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

女子 半場 紅緖 (6) 1.05 木嶋 結菜 (5) 1.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

16 走高跳 日義小 () 日義小 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

女子 林 思来 (6) 3.12 澤口 花奈 (5) 3.07 河口 桜奈 (6) 3.00 菊池 彩乃 (5) 2.97 常盤井 愛香 (6) 2.84 中村 衣陽 (5) 2.77

17 走幅跳 王滝小 (-0.1) 日義小 (-0.3) 王滝小 (-0.5) 大桑Jr陸上 (+0.3) 大桑Jr陸上 (-0.2) 日義小 (-0.5)

女子 長谷川 陽菜 (5) 30.65 山下 夏里 (6) 30.35 暮沼 ちかほ (5) 23.72 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

18 ﾎﾞｰﾙ投 日義小 () 福島小 () 大桑Jr陸上 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

女子 開田小 1'02"18 福島小C 1'03"99 南木曽小 1'04"01 大桑Jr陸上 1'06"83 日義小A 1'06"98 日義小B 1'07"09

19 4×100mR 下畑-田村-澤田-木村 奥原-中畑-木田村-征矢 松原-麦島-石山-田口 宮下-暮沼-森畑-菅野 佐幸-太田-山田-半場 中村衣陽-赤堀-中村衣享-澤口

男女混 大桑Jr陸上A 1'04"75 日義小A 1'08"59 大桑Jr陸上B 1'10"25 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

21 4×100mR 嶋﨑-柴山-樋田-菊池 長谷川-髙崎-中村-倉本 藤懸-菊池-勝野-篠原 #N/A #N/A #N/A

※学校名は小学校。　ただし、木祖源流ＴＣと大桑Jr陸上はクラブチーム。

決勝記録一覧表
【競技場】205040　大桑村スポーツ公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位



大会記録    9"68   市川　凌太（木祖源流TC） H25
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： -0.1) [ 3 組 ]          ( 風速： 0.0)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

1 206 田島 勇輝 日義小 (5 ) 2 507 鷹見 颯汰 南木曽小 (1 )
ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ （4） 10"99 ﾀｶﾐ ｿｳﾀ （4） 10"35

2 17 鈴木 康介 福島小 (2 ) 3 215 織田 煌 日義小 (  )
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ （4） 10"28 ｵﾀﾞ ｷﾗ （4） DNS

3 152 五味 慎太郎 木祖源流TC (6 ) 4 124 三角 楓 王滝小 (4 )
ｺﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ （4） 11"07 ﾐｽﾐ ｶｴﾃﾞ （4） 11"52

4 600 星山 風雅 三岳小 (4 ) 5 303 古瀬 建太 上松小 (2 )
ﾎｼﾔﾏﾌｳｶﾞ （4） 10"73 ﾌﾙｾ ｹﾝﾀ （4） 10"45

5 503 松下 穂路 南木曽小 (1 ) 6 13 青木 一武 福島小 (3 )
ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ （4） 9"96 ｱｵｷ ｶｽﾞﾀｹ （4） 11"42

6 9 小林 優斗 福島小 (3 )
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ （4） 10"69

[ 2 組 ] ( 風速： -0.3)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

1 458 常盤井 楓矢 大桑Jr陸上 (6 )
ﾄｷﾜｲ ﾌｳﾔ （4） 11"77

2 253 上田創太 開田小 (1 )
ｳｴﾀﾞｿｳﾀ （4） 10"38

3 10 上條 真生 福島小 (5 )
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｵ （4） 11"25

4 510 田中 大輝 南木曽小 (4 )
ﾀﾅｶ  ﾀﾞｲｷ （4） 10"87

5 18 鈴木 生人 福島小 (3 )
ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ （4） 10"68

6 501 掘 望実 南木曽小 (2 )
ﾎﾘ ﾉｿﾞﾐ （4） 10"67

大会記録    14"3   山下　真一（福島小） H6
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： -0.4) [ 2 組 ]          ( 風速： -0.2)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

2 502 原 蓮樹 南木曽小 (1 ) 2 212 倉本 彪雅 日義小 (1 )
ﾊﾗ ﾚﾝｼﾞｭ （5） 17"30 ｸﾗﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ （5） 16"44

3 122 下出 鉄平 王滝小 (3 ) 3 150 藤原 充希 木祖源流TC (2 )
ｼﾀﾃﾞ ﾃｯﾍﾟｲ （5） 18"77 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ （5） 16"54

4 454 篠原 大輝 大桑Jr陸上 (2 ) 4 456 勝野 光輝 大桑Jr陸上 (3 )
ｼﾉﾊﾗ ﾀﾞｲｷ （5） 18"50 ｶﾂﾉ ｺｳｷ （5） 17"54

5 604 君口 光 三岳小 (4 ) 5 7 三浦 翔太 福島小 (3 )
ｷﾐｸﾞﾁﾋｶﾙ （5） 19"43 ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ （5） 17"54

大会記録    14"0   野原　康太（上松小） H11
             
         

( 風速： -0.2)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          

3 108 胡桃澤 寛竜 王滝小 (2 )
ｸﾙﾐｻﾜ ﾋﾛﾀﾂ （6） 17"99

4 601 上平 祥徳 三岳小 (1 )
ｳｴﾀｲﾗﾖｼﾉﾘ （6） 15"12

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

男子4年  60m

決勝 3 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

男子5年  100m

男子6年  100m

決勝



大会記録    3'13"4   小林　隼人（木祖源流TC） H20
               
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 463 西尾 俊哉 大桑Jr陸上 (3 )

ﾆｼｵ ｼｭﾝﾔ （5） 3'54"09
2 605 安藤 倖太朗 三岳小 (5 )

ｱﾝﾄﾞｳｺｳﾀﾛｳ （5） 4'24"64
3 450 菊池 快星 大桑Jr陸上 (2 )

ｷｸﾁ ｶｲｾｲ （6） 3'38"02
4 123 大倉 聖矢 王滝小 (4 )

ｵｵｸﾗ ｾｲﾔ （6） 4'01"30
5 467 樋田 幹也 大桑Jr陸上 (1 )

ﾄｲﾀﾞ ﾐｷﾔ （6） 3'37"99

大会記録    55"8   福島小学校 H7
              

          

          

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 ｶﾅ/学年         順位/記録/ｵｰﾀﾞｰ           
2 王滝小 (3 ) 1'13"08

108 胡桃澤 寛竜 ｸﾙﾐｻﾜ ﾋﾛﾀﾂ(6) (2 )
121 田近 資武 ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ(5) (3 )
122 下出 鉄平 ｼﾀﾃﾞ ﾃｯﾍﾟｲ(5) (1 )
123 大倉 聖矢 ｵｵｸﾗ ｾｲﾔ(6) (    )
124 三角 楓 ﾐｽﾐ ｶｴﾃﾞ(4) (4 )

3 福島小 (2 ) 1'07"70
9 小林 優斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ(4) (2 )

10 上條 真生 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｵ(4) (3 )
17 鈴木 康介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ(4) (4 )
18 鈴木 生人 ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ(4) (1 )

4 南木曽小 (1 ) 1'07"01
501 掘 望実 ﾎﾘ ﾉｿﾞﾐ(4) (    )
502 原 蓮樹 ﾊﾗ ﾚﾝｼﾞｭ(5) (4 )
503 松下 穂路 ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ(4) (2 )
507 鷹見 颯汰 ﾀｶﾐ ｿｳﾀ(4) (1 )
510 田中 大輝 ﾀﾅｶ  ﾀﾞｲｷ(4) (3 )

決勝

男子  1000m

決勝

男子  4×100mR



大会記録    1.25   上野　蒼生 H19
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 214 赤堀 仁紀 日義小 (1)          

ｱｶﾎﾘ ﾏｻｷ （6） 1.00

大会記録    4.35   横井　孝幸（上松小） H7
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 208 中村 優来 日義小 (2 ) 2.93          

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ （5） (+0.2)
2 153 栗屋 柊冴 木祖源流TC (  ) DNS

ｸﾘﾔ ｼｭｳｺﾞ （6） ( )
3 203 篭田 朔也 日義小 (3 ) 2.76

ｶｺﾞﾀ ｻｸﾔ （6） (+0.5)
4 5 古瀬 康平 福島小 (1 ) 3.25

ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ （6） (+0.2)

大会記録    73.47   田島　大輝（日義小） H24
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 304 奈良 駿介 上松小 (　)          

ﾅﾗ ｼｭﾝｽｹ （6） DNS

2 121 田近 資武 王滝小 (1)

ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ （5） 32.86

男子  走幅跳

決勝

男子  走高跳(はさみとび)

決勝

男子  ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

決勝
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