
 

第２６回 木曽郡小学生陸上競技大会 

大会コード 16200508 

 

記 録 集 
 

 

 

 

期 日： 平成２８年５月８日（日）  

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 % 

9:00 晴 無 0.0 23.9 46 

10:00 晴 南南東 2.0 25.0 36 

11:00 晴 南南東 2.8 26.0 40 

 



第26回　木曽郡小学生陸上競技大会　（コード：16200508） トラック審判長　　：北川　一美

　期日：平成28年5月8日（日） 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3年 東 歩武 (3)      GR 10"29 小椋 銀河 (3) 10"35 増田 慶樹 (3) 10"56 場作 快生 (3) 10"59 下戸 柊人 (3) 10"83 木村 維吹 (3) 10"87

60m 日義小 (-0.6) 南木曽小 (0.0) 福島小 (-0.6) 南木曽小 (-0.6) 福島小 (0.0) 開田小 (-0.1)

男子4年 千村 翔哉 (4) 9"85 岸本 琉維 (4) 10"32 末松 和真 (4) 10"49 西野 匠 (4) 10"66 奥原 明日真 (4) 11"11 胡桃澤 佑馬 (4) 11"30

60m 開田小 (-0.1) 福島小 (-0.1) 南木曽小 (-0.1) 木祖源流TC (-0.1) 日義小 (-0.1) 王滝小 (-0.1)

男子5年 松下 穂路 (5) 15"88 上田 創太 (5) 15"99 鈴木 康介 (5) 16"02 鷹見 颯汰 (5) 16"32 掘 望実 (5) 16"49 #N/A #N/A

100m 南木曽小 (-0.8) 開田小 (-0.8) 福島小 (-0.8) 南木曽小 (-0.8) 南木曽小 (-0.8) #N/A #N/A

男子6年 梶川 輝流 (6) 15"31 倉本 彪雅 (6) 16"18 篠原 大輝 (6) 18"12 君口 光 (6) 19"53 #N/A #N/A #N/A #N/A

100m 福島小 (-1.3) 日義小 (-1.3) 大桑Jr陸上 (-1.3) 三岳小 (-1.3) #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 樋口 拓人 (6) 3'23"72 西尾 俊哉 (6) 3'50"65 伊藤 和希 (6) 3'56"60 鈴木 生人 (5) 3'59"40 北野 陽和 (4) 4'05"08 安藤 倖太朗 (6) 4'05"11

1000m 南木曽小 () 大桑Jr陸上 () 南木曽小 () 福島小 () 開田小 () 三岳小 ()

男子 南村 蓮 (6) 18"97 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

80mH 三岳小 (+0.2) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 中村 優来 (6) 3.40 田中 大輝 (5) 3.35 宇田川 幹太 (5) 3.20 牧野 大河 (5) 3.20 五味 慎太郎 (5) 3.16 三角 楓 (5) 3.15

走幅跳 日義小 (-0.5) 南木曽小 (-1.0) 上松小 (-1.5) 南木曽小 (-0.5) 木祖源流TC (-2.0) 王滝小 (0.0)

男子 出口 翔大 (6) 0.95 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走高跳 南木曽小 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 田島 勇輝 (5)   GR 42.89 古瀬 建太 (5) 42.58 星山 風雅 (5) 39.12 星山 涼 (6) 31.02 田近 歩武 (5) 30.96 #N/A #N/A

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 日義小 上松小 三岳小 三岳小 王滝小 #N/A

男子 南木曽小A 1'04"38 福島小A 1'06"19 福島小B 1'10"16 南木曽小C 1'10"20 南木曽小B 1'11"62 #N/A #N/A

4×100mR 鷹見-松下-田中-掘 上條-鈴木康-小林-鈴木生 岸本-吉見-増田-下戸 場作-小椋-田中-上田 伊藤-末松-服部-牧野 #N/A

女子3年 野田 茜 (3)      GR 11"18 栃木 紀香 (3) 11"25 畑中 日奈乃 (3) 11"33 武居 愛実 (3) 11"39 高沢 真世 (3) 11"76 砂山 千和 (3) 12"86

60m 日義小 (-0.2) 上松小 (-0.2) 日義小 (0.0) 南木曽小 (0.0) 福島小 (-0.2) 上松小 (0.0)

女子4年 小林 優香 (4) 10"29 小山 紗於里 (4) 10"60 立花 優羽 (4) 10"74 金子 莉梨 (4) 11"14 桶野 凛 (4) 11"18 中島 藍 (4) 11"31

60m 三岳小 (-0.3) 王滝小 (-0.3) 開田小 (-0.3) 大桑Jr陸上 (-0.3) 大桑Jr陸上 (-0.3) 開田小 (-0.3)

女子5年 中村 衣享 (5) 16"39 片原 真帆 (5) 16"68 赤堀 友梨 (5) 16"71 三角 このは (5) 17"65 藤原 玲奈 (5) 18"60 赤羽 真麻 (5) 19"33

100m 日義小 (-0.3) 福島小 (-0.3) 日義小 (-0.3) 王滝小 (-0.3) 大桑Jr陸上 (-0.3) 福島小 (-0.3)

女子6年 髙崎 璃音 (6) 15"18 戸田 胡巳 (6) 16"66 田口 彩奈 (6) 16"69 小林 友子 (6) 16"76 小山 夏葵 (6) 16"79 和木 花穏 (6) 17"23

100m 日義小 (-0.7) 福島小 (0.0) 福島小 (-0.7) 三岳小 (0.0) 王滝小 (-0.7) 福島小 (0.0)

女子 麦島 彩夏 (6) 3'31"09 栗山 美玖 (5) 3'54"60 宮崎 美怜 (6) 4'02"93 小林 未来 (5) 4'06"16 楯 花奏 (6) 4'08"20 下戸 沙弥 (5) 4'11"54

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

女子 澤守 望未 (5) 20"30 森下 怜菜 (6) 21"77 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

80mH 福島小 (+0.2) 福島小 (+0.2) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

女子 菊池 彩乃 (6) 3.67 澤口 花奈 (6) 3.57 長谷川 陽菜 (6) 3.39 河口 桜奈 (6) 3.31 可知 一葉 (6) 3.15 征矢 珠々 (5) 3.14

走幅跳 大桑Jr陸上 (-0.5) 日義小 (+1.0) 日義小 (+1.0) 王滝小 (+0.5) 福島小 (0.0) 福島小 (+0.5)

女子 畑中 亜優奈 (6) 1.06 木嶋 結菜 (6) 1.05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

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 古畑 姫乃 (5)   GR 31.86 下出 桜 (6) 27.51 登玉 詩葉 (5) 25.46 上田 朱莉 (5) 21.96 藤懸 真帆 (6) 20.93 #N/A #N/A

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 三岳小 王滝小 大桑Jr陸上 開田小 大桑Jr陸上 #N/A

女子 日義小 1'06"12 福島小A 1'07"35 福島小B 1'07"69 開田小 1'08"39 大桑Jr陸上A 1'12"29 大桑Jr陸上B 1'13"05

4×100mR 中村衣陽-赤堀-澤口-中村衣享 可知-森田-田口-戸田 片原-下戸-征矢-宮原 吉村-松葉-髙島-澤口 登玉-西尾-藤原-栗山 桶野-原田-金子-平尾

男女混合 日義小 1'03"75 南木曽小 1'04"42 三岳小 1'06"24 大桑Jr陸上 1'07"58 王滝小A 1'08"45 開田小 1'09"61

4×100mR 髙崎-長谷川-中村-倉本 松原-麦島-樋口-出口 古畑-小林-星山-南村 藤懸-菊池-篠原-西尾 小山-河口-下出-三角 中島-立花-北野-千村

※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



1

大会記録    15"67   松葉　江梨（上松小） H18
              
         

( 風速： +0.2)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

2 16 澤守 望未 福島小 (1 )　　[1 ]
ｻﾜﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ （5） 20"30

3 27 森下 怜菜 福島小 (2 )　　[2 ]
ﾓﾘｼﾀ ﾚﾅ （6） 21"77

大会記録    15"6   安井　広大（山口小） H13
             
         

( 風速： +0.2)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

4 605 南村 蓮 三岳小 (1 )　　[1 ]
ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ （6） 18"97

大会記録       
         
         

[ 1 組 ] ( 風速： 0.0) [ 2 組 ]          ( 風速： -0.2)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 203 畑中 日奈乃 日義小 (1 )　　[3 ] 2 2 高沢 真世 福島小 (3 )　　[5 ]
ﾊﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ （3） 11"33 ﾀｶｻﾜ ﾏﾖ （3） 11"76

3 311 砂山 咲和 上松小 (4 )　　[7 ] 3 309 栃木 紀香 上松小 (2 )　　[2 ]
ｽﾅﾔﾏ ｻﾖﾘ （3） 13"29 ﾄﾁｷﾞ ﾉﾘｶ （3） 11"25

4 505 武居 愛実 南木曽小 (2 )　　[4 ] 4 202 野田 茜 日義小 (1 )　　[1 ]
ﾀｹｲ ﾏﾅﾐ （3） 11"39 ﾉﾀ ﾞｱｶﾈ （3） 11"18

5 310 砂山 千和 上松小 (3 )　　[6 ]
ｽﾅﾔﾏ ﾁﾖﾘ （3） 12"86

決勝

女子  80mH

決勝

男子  80mH

女子3年  60m

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 



2

大会記録       
         
         

[ 1 組 ] ( 風速： -0.6) [ 3 組 ]          ( 風速： -0.1)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 5 森口 拓心 福島小 (6 )　　[17 ] 1 600 佐藤 凛太朗 三岳小 (5 )　　[14 ]
ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｸﾐ （3） 12"39 ｻﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ （3） 11"60

2 506 場作 快生 南木曽小 (3 )　　[4 ] 2 501 上田 徠人 南木曽小 (4 )　　[12 ]
ﾊﾞﾂﾞｸﾘ ｶｲ （3） 10"59 ｳｴﾀﾞ ﾗｲﾄ （3） 11"47

3 3 増田 慶樹 福島小 (2 )　　[3 ] 3 200 戸田 優成 日義小 (3 )　　[9 ]
ﾏｽﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ （3） 10"56 ﾄﾀﾞ ﾕｳｾｲ （3） 11"27

4 503 済藤 竜郎 南木曽小 (4 )　　[13 ] 4 1 村井 優翔 福島小 (6 )　　[16 ]
ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾛｳ （3） 11"57 ﾑﾗｲ ﾕｳﾄ （3） 11"93

5 259 葉瀬 樹 開田小 (5 )　　[15 ] 5 258 木村 維吹 開田小 (1 )　　[6 ]
ﾊｾ ｲﾂｷ （3） 11"90 ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ （3） 10"87

6 204 東 歩武 日義小 (1 )　　[1 ] 6 504 田中 雄尊 南木曽小 (2 )　　[7 ]
ﾋｶﾞｼ ｱﾕﾑ （3） 10"29 ﾀﾅｶ ﾀｹﾙ （3） 11"11

[ 2 組 ] ( 風速： 0.0)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 306 横井 良多 上松小 (3 )　　[8 ]
ﾖｺｲ ﾘｮｳﾀ （3） 11"26

2 502 小椋 銀河 南木曽小 (1 )　　[2 ]
ｵｸﾞﾗ ｷﾞﾝｶﾞ （3） 10"35

3 6 赤羽 恭輔 福島小 (5 )　　[11 ]
ﾊｶﾅﾈ ｷｮｳｽｹ （3） 11"42

4 201 中村 歩夢 日義小 (6 )　　[18 ]
ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾑ （3） 12"94

5 4 下戸 柊人 福島小 (2 )　　[5 ]
ｼﾓﾄﾞ ｼｭｳﾄ （3） 10"83

6 444 藤山 堅友 大桑Jr陸上 (4 )　　[10 ]
ﾌｼﾞﾔﾏ ｹﾝﾕｳ （3） 11"29

大会記録    9"85   髙崎　璃音（日義小） H26
             
         

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

1 510 森 咲綾 南木曽小 (3 )　　[7 ] 1 601 小林 優香 三岳小 (1 )　　[1 ]
ﾓﾘ ｻｱﾔ （4） 11"33 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ （4） 10"29

2 255 立花 優羽 開田小 (1 )　　[3 ] 2 488 桶野 凛 大桑Jr陸上 (3 )　　[5 ]
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ （4） 10"74 ｵｹﾉ ﾘﾝ （4） 11"18

3 153 澤頭 優良 木祖源流TC (6 )　　[12 ] 3 257 中島 藍 開田小 (4 )　　[6 ]
ｻﾜｶﾞｼﾗ ﾕﾗ （4） 12"40 ﾅｶｼﾏ ｱｲ （4） 11"31

4 489 金子 莉梨 大桑Jr陸上 (2 )　　[4 ] 4 154 永島 結奈 木祖源流TC (5 )　　[8 ]
ｶﾈｺ ﾘﾘ （4） 11"14 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕﾅ （4） 11"34

5 156 古畑 美咲 木祖源流TC (5 )　　[11 ] 5 121 小山 紗於里 王滝小 (2 )　　[2 ]
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｻｷ （4） 12"03 ｺﾔﾏ ｻｵﾘ （4） 10"60

6 490 原田 蒼伊 大桑Jr陸上 (4 )　　[9 ] 6 155 藤澤 望心 木祖源流TC (6 )　　[10 ]
ﾊﾗﾀﾞ ｱｵｲ （4） 11"35 ﾌｼﾞｻﾜ ﾉｺ （4） 11"42

男子3年  60m

決勝 3 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

女子4年  60m

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 



3

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

[ 1 組 ] ( 風速： -0.1) [ 2 組 ]          ( 風速： -0.1)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 256 千村 翔哉 開田小 (1 )　　[1 ] 2 152 吉直 怜士 木祖源流TC (3 )　　[7 ]
ﾁﾑﾗ ｼｮｳﾔ （4） 9"85 ﾖｼﾅｵ ﾚｲｼﾞ （4） 11"52

3 104 胡桃澤 佑馬 王滝小 (4 )　　[6 ] 3 9 岸本 琉維 福島小 (1 )　　[2 ]
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｳﾏ （4） 11"30 ｷｼﾓﾄ ﾙｲ （4） 10"32

4 151 西野 匠 木祖源流TC (2 )　　[4 ] 4 508 末松 和真 南木曽小 (2 )　　[3 ]
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ （4） 10"66 ｽｴﾏﾂ ｶｽﾞﾏ （4） 10"49

5 206 奥原 明日真 日義小 (3 )　　[5 ]
ｵｸﾊﾗ ｱｽﾏ （4） 11"11

大会記録    14"6   大目　有希子（開田小） H10
             
         

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

1 208 赤堀 友梨 日義小 (3 )　　[3 ]
ｱｶﾎﾘ ﾕﾘ （5） 16"71

2 13 片原 真帆 福島小 (2 )　　[2 ]
ｶﾀﾊﾗ ﾏﾎ （5） 16"68

3 114 三角 このは 王滝小 (4 )　　[4 ]
ﾐｽﾐ ｺﾉﾊ （5） 17"65

4 486 藤原 玲奈 大桑Jr陸上 (5 )　　[5 ]
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾅ （5） 18"60

5 210 中村 衣享 日義小 (1 )　　[1 ]
ﾅｶﾑﾗ ｲﾁｶ （5） 16"39

6 15 赤羽 真麻 福島小 (6 )　　[6 ]
ｱｶﾊﾈ ﾏｱｻ （5） 19"33

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

( 風速： -0.8)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

2 513 掘 望実 南木曽小 (5 )　　[5 ]
ﾎﾘ ﾉｿﾞﾐ （5） 16"49

3 20 鈴木 康介 福島小 (3 )　　[3 ]
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ （5） 16"02

4 515 松下 穂路 南木曽小 (1 )　　[1 ]
ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ （5） 15"88

5 252 上田 創太 開田小 (2 )　　[2 ]
ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀ （5） 15"99

6 511 鷹見 颯汰 南木曽小 (4 )　　[4 ]
ﾀｶﾐ ｿｳﾀ （5） 16"32

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

男子4年  60m

女子5年  100m

決勝

男子5年  100m

決勝
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大会記録    14"7   久保崎　永子（上松小） H9
             大目　有希子（開田小） H11
         

[ 1 組 ] ( 風速： -0.7) [ 2 組 ]          ( 風速： 0.0)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 118 小山 夏葵 王滝小 (3 )　　[5 ] 2 22 和木 花穏 福島小 (3 )　　[6 ]
ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ （6） 16"79 ﾜｷ ｶﾉﾝ （6） 17"23

3 517 松原 理緒 南木曽小 (4 )　　[7 ] 3 608 小林 友子 三岳小 (2 )　　[4 ]
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｵ （6） 17"70 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ （6） 16"76

4 215 髙崎 璃音 日義小 (1 )　　[1 ] 4 25 戸田 胡巳 福島小 (1 )　　[2 ]
ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ （6） 15"18 ﾄﾀﾞ ｸﾙﾐ （6） 16"66

5 26 田口 彩奈 福島小 (2 )　　[3 ]
ﾀｸﾞﾁ ｱﾔﾅ （6） 16"69

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

( 風速： -1.3)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

2 440 篠原 大輝 大桑Jr陸上 (3 )　　[3 ]
ｼﾉﾊﾗ ﾀﾞｲｷ （6） 18"12

3 158 藤原 充希 木祖源流TC (  )　　[ ]
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ （6） DNS

4 607 君口 光 三岳小 (4 )　　[4 ]
ｷﾐｸﾞﾁ ﾋｶﾙ （6） 19"53

5 213 倉本 彪雅 日義小 (2 )　　[2 ]
ｸﾗﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ （6） 16"18

6 29 梶川 輝流 福島小 (1 )　　[1 ]
ｶｼﾞｶﾜ ﾋｶﾙ （6） 15"31

女子6年  100m

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

男子6年  100m

決勝
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大会記録    3'26"40   山本　想（大桑陸上クラブ） H25
                
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 519 麦島 彩夏 南木曽小 (1 )　　[1 ]

ﾑｷﾞｼﾏ ｱﾔｶ （6） 3'31"09
2 10 下戸 沙弥 福島小 (6 )　　[6 ]

ｼﾓﾄﾞ ｻﾔ （5） 4'11"54
3 304 小林 未来 上松小 (4 )　　[4 ]

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾗｲ （5） 4'06"16
4 23 森田 彩心 福島小 (7 )　　[7 ]

ﾓﾘﾀ ｱﾔﾐ （6） 4'14"78
5 520 楯 花奏 南木曽小 (5 )　　[5 ]

ﾀﾃ ｶﾅﾃﾞ （6） 4'08"20
6 17 宮崎 美怜 福島小 (3 )　　[3 ]

ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｻﾄ （5） 4'02"93
7 487 平尾 悠夏 大桑Jr陸上 (8 )　　[8 ]

ﾋﾗｵ ﾕｳｶ （4） 4'19"28
8 11 柴山千夏 福島小 (9 )　　[9 ]

ｼﾊﾞﾔﾏ ﾁﾅﾂ （5） 4'24"51
9 483 森畑 莉梨 大桑Jr陸上 (11 )　　[11 ]

ﾓﾘﾊﾀ ﾁﾘ （5） 4'26"36
10 18 宮原 里奈 福島小 (10 )　　[10 ]

ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾅ （5） 4'26"22
11 482 栗山 美玖 大桑Jr陸上 (2 )　　[2 ]

ｸﾘﾔﾏ ﾐｸ （5） 3'54"60

女子  1000m

決勝
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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)/[総合]/記録          
1 518 樋口 拓人 南木曽小 (1 )　　[1 ]

ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾄ （6） 3'23"72
2 254 北野 陽和 開田小 (5 )　　[5 ]

ｷﾀﾉ ﾋﾖﾘ （4） 4'05"08
3 606 安藤 倖太朗 三岳小 (6 )　　[6 ]

ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ （6） 4'05"11
4 8 吉見 侑人 福島小 (13 )　　[13 ]

ﾖｼﾐ ﾕｳﾄ （4） 4'31"07
5 115 下出 鉄平 王滝小 (10 )　　[10 ]

ｼﾀﾃﾞ ﾃｯﾍﾟｲ （6） 4'22"52
6 441 西尾 俊哉 大桑Jr陸上 (2 )　　[2 ]

ﾆｼｵ ｼｭﾝﾔ （6） 3'50"65
7 207 東 勇気 日義小 (11 )　　[11 ]

ﾋｶﾞｼ ﾕｳｷ （4） 4'24"83
8 442 小瀬木 悠馬 大桑Jr陸上 (9 )　　[9 ]

ｺｾｷﾞ ﾕｳﾏ （6） 4'17"76
9 509 服部 優真 南木曽小 (7 )　　[7 ]

ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾏ （4） 4'07"24
10 19 鈴木 生人 福島小 (4 )　　[4 ]

ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ （5） 3'59"40
11 205 大込 然 日義小 (8 )　　[8 ]

ｵｵｺﾞﾐ ｾﾞﾝ （4） 4'16"19
12 21 上條 真生 福島小 (12 )　　[12 ]

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｵ （5） 4'29"06
13 507 伊藤 和希 南木曽小 (3 )　　[3 ]

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ （4） 3'56"60

男子  1000m

決勝
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大会記録    60"9   上松小学校 H8
              

          

[ 1 組 ] ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/ [ 2 組 ]           ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ

2 福島小 (4 )　[7 ] 1'11"98 2 開田小 (3 )　[6 ] 1'09"61
17 宮崎 美怜 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｻﾄ(5) ( 1   ) 255 立花 優羽 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ(4) ( 2   )
22 和木 花穏 ﾜｷ ｶﾉﾝ(6) ( 2   ) 257 中島 藍 ﾅｶｼﾏ ｱｲ(4) ( 1   )
24 三浦 翔太 ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ(6) ( 4   ) 254 北野 陽和 ｷﾀﾉ ﾋﾖﾘ(4) ( 3   )
2 高沢 真世 ﾀｶｻﾜ ﾏﾖ(3) (    ) 256 千村 翔哉 ﾁﾑﾗ ｼｮｳﾔ(4) ( 4   )
1 村井 優翔 ﾑﾗｲ ﾕｳﾄ(3) ( 3   )

3 南木曽小 (2 )　[2 ] 1'04"42 3 王滝小B (4 )　[8 ] 1'12"62
517 松原 理緒 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｵ(6) ( 1   ) 117 下出 桜 ｼﾀﾃﾞ ｻｸﾗ(6) ( 2   )
519 麦島 彩夏 ﾑｷﾞｼﾏ ｱﾔｶ(6) ( 2   ) 108 田近 歩武 ﾀﾁﾞｶ ｱﾕﾑ(5) ( 4   )
518 樋口 拓人 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾄ(6) ( 3   ) 114 三角 このは ﾐｽﾐ ｺﾉﾊ(4) ( 1   )
516 出口 翔大 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ(6) ( 4   ) 104 胡桃澤 佑馬 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｳﾏ(4) ( 3   )

4 三岳小 (3 )　[3 ] 1'06"24 4 大桑Jr陸上 (1 )　[4 ] 1'07"58
601 小林 優香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ(4) ( 2   ) 440 篠原 大輝 ｼﾉﾊﾗ ﾀﾞｲｷ(6) ( 3   )
603 古畑 姫乃 ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾒﾉ(5) ( 1   ) 441 西尾 俊哉 ﾆｼｵ ｼｭﾝﾔ(6) ( 4   )
609 星山 風雅 ﾎｼﾔﾏ ﾌｳｶﾞ(5) ( 3   ) 442 小瀬木 悠馬 ｺｾｷﾞ ﾕｳﾏ(6) (    )
610 安藤 倖太朗 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ(6) (    ) 480 菊池 彩乃 ｷｸﾁ ｱﾔﾉ(6) ( 2   )
611 南村 蓮 ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ(6) ( 4   ) 481 藤懸 真帆 ﾌｼﾞｶｹ ﾏﾎ(6) ( 1   )

5 日義小 (1 )　[1 ] 1'03"75 5 王滝小A (2 )　[5 ] 1'08"45
213 倉本 彪雅 ｸﾗﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ(6) ( 4   ) 118 小山 夏葵 ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ(6) ( 1   )
215 髙崎 璃音 ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ(6) ( 1   ) 115 下出 鉄平 ｼﾀﾃﾞ ﾃｯﾍﾟｲ(6) ( 3   )
217 中村 優来 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ(6) ( 3   ) 121 小山 紗於里 ｺﾔﾏ ｻｵﾘ(4) (    )
218 長谷川 陽菜 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ(6) ( 2   ) 122 河口 桜奈 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ(6) ( 2   )

111 三角 楓 ﾐｽﾐ ｶｴﾃﾞ(5) ( 4   )

男女混合  4×100mR

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ
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大会記録    61"1   木祖小学校 H5
              

          

[ 1 組 ] ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/ [ 2 組 ]           ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ

2 大桑Jr陸上A (3 )　[5 ] 1'12"29 2 日義小 (1 )　[1 ] 1'06"12
482 栗山 美玖 ｸﾘﾔﾏ ﾐｸ(5) (4) 214 澤口 花奈 ｻﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ(6) (3)
483 森畑 莉梨 ﾓﾘﾊﾀ ﾁﾘ(5) (    ) 216 中村 衣陽 ﾅｶﾑﾗ ｺﾊﾙ(6) (1)
484 西尾 葵 ﾆｼｵ ｱｵｲ(5) (2) 208 赤堀 友梨 ｱｶﾎﾘ ﾕﾘ(5) (2)
485 登玉 詩葉 ﾉﾎﾞﾘﾀﾏ ｳﾀﾊ(5) (1) 210 中村 衣享 ﾅｶﾑﾗ ｲﾁｶ(5) (4)
486 藤原 玲奈 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾅ(5) (3)

3 福島小A (1 )　[2 ] 1'07"35 3 開田小 (2 )　[4 ] 1'08"39
23 森田 彩心 ﾓﾘﾀ ｱﾔﾐ(6) (2) 260 澤口 杏南 ｻﾜｸﾞﾁ ｱﾝﾅ(6) (4)
25 戸田 胡巳 ﾄﾀﾞ ｸﾙﾐ(6) (4) 261 髙島 妙明 ﾀｶｼﾏ ﾐｱ(6) (3)
26 田口 彩奈 ﾀｸﾞﾁ ｱﾔﾅ(6) (3) 262 松葉 るい ﾏﾂﾊﾞ ﾙｲ(6) (2)
28 可知 一葉 ｶﾁ ｶｽﾞﾊ(6) (1) 263 吉村 遥 ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙｶ(6) (1)
27 森下 怜菜 ﾓﾘｼﾀ ﾚﾅ(6) (    )

4 上松小 (4 )　[7 ] 1'19"96 4 大桑Jr陸上B (3 )　[6 ] 1'13"05
304 小林 未来 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾗｲ(5) (4) 487 平尾 悠夏 ﾋﾗｵ ﾕｳｶ(4) (4)
309 栃木 紀香 ﾄﾁｷﾞ ﾉﾘｶ(3) (1) 488 桶野 凛 ｵｹﾉ ﾘﾝ(4) (1)
310 砂山 千和 ｽﾅﾔﾏ ﾁﾖﾘ(3) (3) 489 金子 莉梨 ｶﾈｺ ﾘﾘ(4) (3)
311 砂山 咲和 ｽﾅﾔﾏ ｻﾖﾘ(3) (2) 490 原田 蒼伊 ﾊﾗﾀﾞ ｱｵｲ(4) (2)

5 福島小B (2 )　[3 ] 1'07"69
13 片原 真帆 ｶﾀﾊﾗ ﾏﾎ(5) (1)
14 征矢 珠々 ｿﾔ ｽｽﾞ(5) (3)
18 宮原 里奈 ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾅ(5) (4)
10 下戸 沙弥 ｼﾓﾄﾞ ｻﾔ(5) (2)

女子  4×100mR

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ
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大会記録    55"8   福島小学校 H7
              

          

ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/           

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ           
2 南木曽小B (5 )　[5 ] 1'11"62

507 伊藤 和希 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ(4) ( 1   )
508 末松 和真 ｽｴﾏﾂ ｶｽﾞﾏ(4) ( 2   )
509 服部 優真 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾏ(4) ( 3   )
514 牧野 大河 ﾏｷﾉ ﾀｲｶﾞ(5) ( 4   )

3 福島小B (3 )　[3 ] 1'10"16
3 増田 慶樹 ﾏｽﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ(3) ( 3   )
4 下戸 柊人 ｼﾓﾄﾞ ｼｭｳﾄ(3) ( 4   )
8 吉見 侑人 ﾖｼﾐ ﾕｳﾄ(4) ( 2   )
9 岸本 琉維 ｷｼﾓﾄ ﾙｲ(4) ( 1   )

4 南木曽小C (4 )　[4 ] 1'10"20
501 上田 徠人 ｳｴﾀﾞ ﾗｲﾄ(3) ( 4   )
502 小椋 銀河 ｵｸﾞﾗ ｷﾞﾝｶﾞ(3) ( 2   )
504 田中 雄尊 ﾀﾅｶ ﾀｹﾙ(3) ( 3   )
506 場作 快生 ﾊﾞﾂﾞｸﾘ ｶｲ(3) ( 1   )
503 済藤 竜郎 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾛｳ(3) (    )

5 南木曽小A (1 )　[1 ] 1'04"38
511 鷹見 颯汰 ﾀｶﾐ ｿｳﾀ(5) ( 1   )
512 田中 大輝 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ(5) ( 3   )
513 掘 望実 ﾎﾘ ﾉｿﾞﾐ(5) ( 4   )
515 松下 穂路 ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ(5) ( 2   )

6 福島小A (2 )　[2 ] 1'06"19
12 小林 優斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ(5) ( 3   )
19 鈴木 生人 ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ(5) ( 4   )
20 鈴木 康介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ(5) ( 2   )
21 上條 真生 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｵ(5) ( 1   )

男子  4×100mR

決勝
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大会記録       
         
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

1 485 登玉 詩葉 大桑Jr陸上 (3) 4 251 上田 朱莉 開田小 (4)

ﾉﾎﾞﾘﾀﾏ ｳﾀﾊ （5） 25.46 ｳｴﾀﾞ ｱｶﾘ （5） 21.96

2 603 古畑 姫乃 三岳小 (1) 5 481 藤懸 真帆 大桑Jr陸上 (5)

ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾒﾉ （5） 31.86 ﾌｼﾞｶｹ ﾏﾎ （6） 20.93

3 117 下出 桜 王滝小 (2)

ｼﾀﾃﾞ ｻｸﾗ （6） 27.51

大会記録       
         
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

1 602 星山 風雅 三岳小 (3) 4 300 古瀬 建太 上松小 (2)

ﾎｼﾔﾏ ﾌｳｶﾞ （5） 39.12 ﾌﾙｾ ｹﾝﾀ （5） 42.58

2 209 田島 勇輝 日義小 (1) 5 108 田近 歩武 王滝小 (5)

ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ （5） 42.89 ﾀﾁﾞｶ ｱﾕﾑ （5） 30.96

3 604 星山 涼 三岳小 (4)

ﾎｼﾔﾏ ﾘｮｳ （6） 31.02

大会記録    3m86   栗屋　真裕子（木祖小） H4
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

1 253 山田 梨心 開田小 (11 ) 2.75 8 122 河口 桜奈 王滝小 (4 ) 3.31
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ （5） (+0.5) ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ （6） (+0.5)

2 480 菊池 彩乃 大桑Jr陸上 (1 ) 3.67 9 211 三澤 藍子 日義小 (12 ) 2.69
ｷｸﾁ ｱﾔﾉ （6） (-0.5) ﾐｻﾜ ｱｲｺ （5） (-2.0)

3 14 征矢 珠々 福島小 (6 ) 3.14 10 7 植原 潤子 福島小 (10 ) 2.78
ｿﾔ ｽｽﾞ （5） (+0.5) ｳｴﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ （4） (-2.0)

4 484 西尾 葵 大桑Jr陸上 (9 ) 2.80 11 216 中村 衣陽 日義小 (8 ) 3.08
ﾆｼｵ ｱｵｲ （5） (-1.0) ﾅｶﾑﾗ ｺﾊﾙ （6） (-0.5)

5 214 澤口 花奈 日義小 (2 ) 3.57 12 161 児野 紗帆 木祖源流TC (13 ) 2.27
ｻﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ （6） (+1.0) ﾁｺﾞﾉ ｻﾎ （6） (-0.5)

6 160 笹川 京那 木祖源流TC (7 ) 3.09 13 28 可知 一葉 福島小 (5 ) 3.15
ｻｻｶﾞﾜ ｹｲﾅ （6） (+1.0) ｶﾁ ｶｽﾞﾊ （6） (0.0)

7 218 長谷川 陽菜 日義小 (3 ) 3.39
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ （6） (+1.0)

女子  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

男子  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

女子  走幅跳

決勝
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大会記録    4m35   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 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

1 443 常盤井 楓矢 大桑Jr陸上 (9 ) 2.87 6 512 田中 大輝 南木曽小 (2 ) 3.35
ﾄｷﾜｲ ﾌｳﾔ （5） (-0.5) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ （5） (-1.0)

2 12 小林 優斗 福島小 (8 ) 2.98 7 111 三角 楓 王滝小 (6 ) 3.15
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ （5） (-0.5) ﾐｽﾐ ｶｴﾃﾞ （5） (0.0)

3 150 笹川 衛那 木祖源流TC (10 ) 2.86 8 217 中村 優来 日義小 (1 ) 3.40
ｻｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾅ （4） (-0.5) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ （6） (-0.5)

4 24 三浦 翔太 福島小 (7 ) 3.00 9 157 五味 慎太郎 木祖源流TC (5 ) 3.16
ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ （6） (-2.0) ｺﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ （5） (-2.0)

5 303 宇田川 幹太 上松小 (3 ) 3.20 10 514 牧野 大河 南木曽小 (4 ) 3.20
ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｶﾝﾀ （5） (-1.5) ﾏｷﾉ ﾀｲｶﾞ （5） (-0.5)

大会記録    1m20   野口　美奈（福島小） H11
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録 試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録

1 212 木嶋 結菜 日義小 (2) 2 219 畑中 亜優奈 日義小 (1)

ｷｼﾞﾏ ﾕｲﾅ （6） 1.05 ﾊﾀﾅｶ ｱﾕﾅ （6） 1.06

大会記録    1m25   上野　蒼生 H19
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 516 出口 翔大 南木曽小 (1)          

ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ （6） 0.95

決勝

男子  走幅跳

決勝

女子  走高跳

決勝

男子  走高跳
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