
 

第２８回 木曽郡小学生陸上競技大会 

大会コード 18170508 

 

記 録 集 
 

 

期 日： 平成３０年５月６日（日）  

会 場： 大桑村スポーツ公園陸上競技場（174120）  

主 催：木曽陸上競技協会  木曽郡体育協会 

総務：荻野 喜一郎  小川 淳  神田 健一 

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 曇 南 0.2 15 56 

10:00 晴 南南東 3.7 21 49 

11:00 晴 南西 1.7 22 49 

 



第28回　木曽郡小学生陸上競技大会　（コード：18170508） トラック審判長　　：北川　一美

　期日：平成30年5月6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

　　　　　　※ジャベリックボール投はヴォーテックスボールを使用

  (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年以下 末松 大輝 (4) 9"98 上垣 幸大 (4) 10"22 片原 拓海 (4) 10"45 中坊 聡大郎 (4) 10"48 小林 里樹 (4) 10"50 原 昊椰 (3) 10"58

60m 南木曽小 (-0.6) 開田小 (-1.7) 福島小 (-1.7) 南木曽小 (0.0) 福島小 (-0.6) 木祖小 (0.0)

男子5年 東 歩武 (5) 15"16 小椋 銀河 (5) 15"99 場作 快生 (5) 16"29 赤羽 恭輔 (5) 17"04 百瀬 煌真 (5) 18"70 葉瀬 樹 (5) 18"97

100m 日義小 (-2.7) 南木曽小 (-2.7) 南木曽小 (-2.0) 福島小 (-2.7) 福島小 (-2.0) 開田小 (-2.0)

男子6年 千村 翔哉 (6) 15"04 奥原 明日真 (6) 16"49 向井 祐樹 (6) 16"64 赤津 宥斗 (6) 17"00 #N/A #N/A #N/A #N/A

100m 開田小 (-0.5) 日義小 (-0.5) 福島小 (-0.5) 福島小 (-0.5) #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 岸本 琉維 (6) 3'30"28 伊藤 和希 (6) 3'37"91 東 勇気 (6) 3'39"51 大込 然 (6) 3'45"22 藤山 堅友 (5) 3'46"01 増田 慶樹 (5) 3'50"49

1000m 福島小 () 南木曽小 () 日義小 () 日義小 () 大桑陸上教室 () 福島小 ()

男子 福島小C 1'03"47 南木曽小 1'04"80 日義小 1'05"71 上松小 1'06"97 福島小B 1'06"98 大桑陸上教室 1'10"49

4×100mR 中澤-増田-下戸-岸本 伊藤-場作-鈴木-小椋 青木-東-古畑-奥原 三浦-新里-佐々木-長瀬 村井-赤羽-田口-武居 平田-藤山-小瀬木-木下

男子4年以下 原瀬 琉桜 (3) GR　3.44 平岩 怜大  (4) 2.83 伊藤 太生 (3) 2.80 田上 陸羽 (4) 2.71 芝田 悠人 (4) 2.59 原瀬 爽那 (1) 2.33

走幅跳 上松小 (-0.1) 日義小 (-0.2) 王滝小 (-0.3) 開田小 (-0.1) 福島小 (-0.1) 上松小 (-0.1)

男子5年 下戸 柊人 (5) GR　3.25 村井 優翔 (5) 3.09 吉村 優輝 (5) 3.07 奥原 一成 (5) 2.13 #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 福島小 (-1.0) 福島小 (-0.1) 開田小 (-0.5) 日義小 (-0.5) #N/A #N/A #N/A #N/A

男子6年 長瀬 賢太 (6) GR　3.42 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 上松小 (-0.3) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子5・6年 田村 陸 (6) 55.37 佐々木 陸琥 (5) 45.23 小坂 陽詩 (5) 39.98 青木 颯来 (6) 34.62 古畑 勇斗 (6) 33.12 東倉 良 (5) 27.70

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 開田小 GR 上松小 () 木祖源流TC () 日義小 () 日義小 () 日義小 ()

女子4年以下 増田 愛音 (4) 10"35 上平 七夕姫 (4) 10"41 木村 夢葉 (4) 10"67 黒田 結愛 (4) 10"70 南 里桜 (4) 10"73 笹川 瑠衣 (4) 10"91

60m 福島小 (0.0) 三岳ｸﾗﾌﾞ (-1.1) 南木曽小 (-0.7) 三岳ｸﾗﾌﾞ (-0.7) 開田小 (-1.1) 木祖源流TC (-0.1)

女子5年 寺平 祈愛 (5) 15"04 野田 茜 (5) 16"85 栃木 紀香 (5) 17"16 瀬脇 凛奈 (5) 18"01 清水 もみじ (5) 18"38 芝田 雅姫 (5) 18"55

100m 木祖源流TC (-1.8) 日義小 (-3.6) 上松小 (-1.8) 大桑陸上教室 (-3.6) 上松小 (-3.6) 上松小 (-1.8)

女子6年 原田 蒼伊 (6) 16"88 桶野 凛 (6) 16"99 下島 日和 (6) 17"69 藤懸 陽菜 (6) 17"88 篠田 茉莉 (6) 18"26 #N/A #N/A

100m 大桑陸上教室 (-1.1) 大桑陸上教室 (-1.1) 三岳ｸﾗﾌﾞ (-1.1) 福島小 (-1.1) 王滝小 (-1.1) #N/A #N/A

女子 金子 莉梨 (6) 3'46"27 平尾 悠夏 (6) 3'47"11 中村 珠恵 (5) 4'03"22 楠本 沙蘭 (6) 4'08"59 野中 桐花 (5) 4'11"89 加藤 愛梨 (3) 4'19"71

1000m 大桑陸上教室 () 大桑陸上教室 () 福島小 () 開田小 () 木祖源流TC () 南木曽小 ()

女子 大桑陸上教室 1'05"79 開田小A 1'08"17 木祖源流TCA 1'08"34 上松小 1'10"00 南木曽小 1'11"57 木祖源流TCB 1'12"32 福島小B 1'12"32

4×100mR 平尾-原田-桶野-金子 小林-立花-中島-楠本 秋山-森下-野中-寺平 砂山-芝田-清水-栃木 原田-加藤愛-加藤未-武居 笹川-清水-田上-小畑 森下-藤懸-塚本-増田

女子4年以下 田上 佳音 (4) GR　2.71 藤懸 結菜 (4) 2.62 秋山 莉澄 (4) 2.41 徳武 歩 (3) 2.33 新井 優菜 (4) 2.20 新井 遙 (3) 2.17

走幅跳 木祖源流TC (-0.1) 福島小 (-0.7) 木祖源流TC (-0.1) 福島小 (-0.1) 三岳ｸﾗﾌﾞ (-0.5) 福島小 (-0.5)

女子5年 武居 愛実 (5) GR　3.22 森下 つぼ実 (5) 3.07 徳武 咲 (5) 2.74 森田 ゆめの (5) 2.58 #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 南木曽小 (-0.5) 木祖源流TC (-1.0) 福島小 (-0.3) 開田小 (-0.2) #N/A #N/A #N/A #N/A

女子6年 加藤 未来 (6) GR　3.09 立花 優羽 (6) 3.03 栗屋 玲奈 (6) 2.32 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 南木曽小 (-0.3) 開田小 (-0.5) 木祖源流TC (-0.1) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

女子5・6年 中島 藍 (6) 31.02 小林 優香 (6) 30.11 小林 埜乃 (6) 28.73 清水 葵生 (5) 24.04 岡井 結生 (6) 23.34 征矢 心晴 (5) 15.48

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 開田小 三岳ｸﾗﾌﾞ 開田小 木祖源流TC 三岳ｸﾗﾌﾞ 福島小

男女混 日義小 1'04"44 南木曽小 1'07"35 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4×100mR 山内-野田-澤口-東 志水-木村-中坊-末松 #N/A #N/A #N/A #N/A

※学校名は小学校。　ただし、木祖源流ＴＣと大桑陸上教室はクラブチーム

決勝記録一覧表
【競技場】174120　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秒85   髙崎　璃音（日義小） H26
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： -0.7) [ 4 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

1 506 木村 夢葉 南木曽小 (1 )　　[3 ] 2 172 小林 あこ 木祖小 (4 )　　[16 ]
ｷﾑﾗ ﾕﾒﾊ （4） 10"67 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｺ （3） 12"01

2 6 塚本 果央 福島小 (4 )　　[17 ] 3 517 伊藤 音羽 南木曽小 (2 )　　[8 ]
ﾂｶﾓﾄ ｶｵ （2） 12"04 ｲﾄｳ ｵﾄﾊ （3） 11"05

3 111 後藤 優 王滝小 ( ) 4 15 田中 優希羽 福島小 (3 )　　[10 ]
ｺﾞﾄｳ ﾕｳ （4） DNS ﾀﾅｶ ﾕｷﾊ （3） 11"11

5 256 岩田 唯那 開田小 (3 )　　[9 ] 5 600 山室 茉奈 三岳ｸﾗﾌﾞ (5 )　　[22 ]
ｲﾜﾀ ﾕﾅ （4） 11"06 ﾔﾏﾑﾛ ﾏﾅ （1） 12"74

6 606 黒田 結愛 三岳ｸﾗﾌﾞ (2 )　　[4 ] 6 27 増田 愛音 福島小 (1 )　　[1 ]
ｸﾛﾀﾞ ﾕｱ （4） 10"70 ﾏｽﾀﾞ ｱｲﾈ （4） 10"35

[ 2 組 ] ( 風速： 0.0) [ 5 組 ] ( 風速： -1.1)
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 4 奥原 瑚彩 福島小 (5 )　　[23 ] 2 259 南 里桜 開田小 (2 )　　[5 ]
ｵｸﾊﾗ ｺｲﾛ （2） 12"94 ﾐﾅﾐ ﾘｵ （4） 10"73

3 603 中村 咲葵 三岳ｸﾗﾌﾞ (4 )　　[18 ] 3 21 森下 莉瀬 福島小 (4 )　　[14 ]
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ （2） 12"20 ﾓﾘｼﾀ ﾘｾ （4） 11"80

4 25 髙木 花恵 福島小 (3 )　　[15 ] 4 507 志水 結衣 南木曽小 (3 )　　[12 ]
ﾀｶｷﾞ ﾊﾅｴ （4） 11"96 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ （4） 11"31

5 504 堀 日向子 南木曽小 (1 )　　[7 ] 5 605 上平 七夕姫 三岳ｸﾗﾌﾞ (1 )　　[2 ]
ﾎﾘ ﾋﾅｺ （3） 11"04 ｳｴﾀｲﾗ ﾅﾕｷ （4） 10"41

6 23 牛丸 歩郁 福島小 (2 )　　[11 ]
ｳｼﾏﾙ ｱﾕｶ （4） 11"20

[ 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

2 19 髙木 美花 福島小 (2 )　　[13 ]
ﾀｶｷﾞ ﾐﾊﾅ （4） 11"44

3 201 松島 蒼依 日義小 (4 )　　[20 ]
ﾏﾂｼﾏ ｱｵｲ （3） 12"51

4 503 原田 杏海 南木曽小 (5 )　　[21 ]
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾐ （3） 12"54

5 152 笹川 瑠衣 木祖源流TC (1 )　　[6 ]
ｻｻｶﾞﾜ ﾙｲ （4） 10"91

6 1 桶野 優羽 福島小 (3 )　　[19 ]
ｵｹﾉ ﾕﾜ （1） 12"41

女子4年以下  60m

決勝 5 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

1



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

[ 1 組 ] ( 風速： 0.0) [ 4 組 ]          ( 風速： -0.6)
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

1 254 髙島 蓮生 開田小 (6 )　　[18 ] 1 16 奈良尾 悠空 福島小 (3 )　　[9 ]
ﾀｶｼﾏ ﾚﾝ （2） 11"95 ﾅﾗｵ ﾕﾗ （3） 11"10

2 322 田上 虎士郎 上松小 (4 )　　[15 ] 2 18 小林 里樹 福島小 (2 )　　[5 ]
ﾀｳｴ ｺｼﾞﾛｳ （3） 11"55 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｷ （4） 10"50

3 502 中坊 聡大郎 南木曽小 (1 )　　[4 ] 3 505 末松 大輝 南木曽小 (1 )　　[1 ]
ﾅｶﾎﾞｳ ｿｳﾀﾛｳ（4） 10"48 ｽｴﾏﾂ ﾀﾞｲｷ （4） 9"98

4 11 向井 大翔 福島小 (5 )　　[16 ] 4 9 田川 遥太 福島小 ( )
ﾑｶｲ ﾋﾛﾄ （3） 11"56 ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾀ （3） DNS

5 171 原 昊椰 木祖小 (2 )　　[6 ] 5 253 立花 空 開田小 (4 )　　[25 ]
ﾊﾗ ｺｳﾔ （3） 10"58 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｿﾗ （1） 13"03

6 13 伊藤 紀助 福島小 (3 )　　[7 ] 6 309 田上 鷹士郎 上松小 (5 )　　[27 ]
ｲﾄｳ ｷｽｹ （3） 10"88 ﾀｳｴ ｵｳｼﾞﾛｳ （1） 14"86

[ 2 組 ] ( 風速： -1.7) [ 5 組 ] ( 風速： -1.7)
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

1 501 中越 亮介 南木曽小 (6 )　　[26 ] 2 8 鈴木 岳人 福島小 (2 )　　[17 ]
ｶﾅｺﾞｼ ﾘｮｳｽｹ （1） 13"95 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾄ （3） 11"74

2 310 雪本 海雅 上松小 (5 )　　[22 ] 3 251 小林 悠雅 開田小 (4 )　　[24 ]
ﾕｷﾓﾄ ｶｲｶﾞ （1） 12"29 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶﾞ （1） 12"75

3 3 小林 春翔 福島小 (3 )　　[11 ] 4 601 上平 絢大 三岳ｸﾗﾌﾞ ( )
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ （2） 11"20 ｳｴﾀｲﾗ ｹﾝﾀ （2） DNS

4 257 上垣 幸大 開田小 (1 )　　[2 ] 5 43 片原 拓海 福島小 (1 )　　[3 ]
ｳｴｶﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ （4） 10"22 ｶﾀﾊﾗ ﾀｸﾐ （4） 10"45

5 7 小坂 瑛純 福島小 (2 )　　[10 ] 6 218 柴原 吏琥 日義小 (3 )　　[19 ]
ｺｻｶ ｴｲｼﾞｭﾝ （3） 11"14 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾘｸ （4） 12"09

6 170 小坂 哉太 木祖小 (4 )　　[13 ]
ｺｻｶ ｶﾅﾀ （3） 11"36

[ 3 組 ] ( 風速： -1.1)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 5 武居 樟 福島小 (5 )　　[21 ]
ﾀｹｲ ｼｮｳ （2） 12"18

2 252 田口 寛大 開田小 (2 )　　[12 ]
ﾀｸﾞﾁ ｶﾝﾀ （1） 11"28

3 494 瀬脇 青馬 大桑陸上教室(6 )　　[23 ]
ｾﾜｷ ﾊﾙﾏ （2） 12"44

4 200 山内 琉生 日義小 (3 )　　[14 ]
ﾔﾏｳﾁ ﾙｲ （3） 11"41

5 14 田川 翔太 福島小 (1 )　　[8 ]
ﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ （3） 11"08

6 611 奥平 晴 三岳ｸﾗﾌﾞ (4 )　　[20 ]
ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾊﾙ （2） 12"12

男子4年以下  60m

決勝 5 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

2



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

[ 1 組 ] ( 風速： -3.6) [ 2 組 ]          ( 風速： -1.8)
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

2 460 瀬脇 凛奈 大桑陸上教室(2 )　　[4 ] 2 318 芝田 雅姫 上松小 (3 )　　[6 ]
ｾﾜｷ ﾙﾅ （5） 18"01 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾔﾋﾞ （5） 18"55

3 207 野田 茜 日義小 (1 )　　[2 ] 3 161 寺平 祈愛 木祖源流TC (1 )　　[1 ]
ﾉﾀﾞ ｱｶﾈ （5） 16"85 ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ （5） 15"04

4 317 清水 もみじ 上松小 (3 )　　[5 ] 4 319 栃木 紀香 上松小 (2 )　　[3 ]
ｼﾐｽﾞ ﾓﾐｼﾞ （5） 18"38 ﾄﾁｷﾞ ﾉﾘｶ （5） 17"16

5 158 小畑 希羽 木祖源流TC (4 )　　[7 ] 5 459 羽根田 幸音 大桑陸上教室 (4 )　　[9 ]
ｺﾊﾞﾀ ｷﾜ （5） 18"75 ﾊﾈﾀﾞ ﾕｷﾈ （5） 20"39

6 320 砂山 千和 上松小 (5 )　　[8 ]
ｽﾅﾔﾏ ﾁﾖﾘ （5） 19"92

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

[ 1 組 ] ( 風速： -2.7) [ 2 組 ]          ( 風速： -2.0)
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

2 208 東 歩武 日義小 (1 )　　[1 ] 2 511 場作 快生 南木曽小 (1 )　　[3 ]
ﾋｶﾞｼ ｱﾕﾑ （5） 15"16 ﾊﾞﾂﾞｸﾘ ｶｲ （5） 16"29

3 510 小椋 銀河 南木曽小 (2 )　　[2 ] 3 260 葉瀬 樹 開田小 (3 )　　[6 ]
ｵｸﾞﾗ ｷﾞﾝｶﾞ （5） 15"99 ﾊｾ ｲﾂｷ （5） 18"97

4 154 唐澤 琉伊 木祖源流TC (4 )　　[7 ] 4 44 百瀬 煌真 福島小 (2 )　　[5 ]
ｶﾗｻﾜ ﾙｲ （5） 19"63 ﾓﾓｾ ｺｳﾏ （5） 18"70

5 28 赤羽 恭輔 福島小 (3 )　　[4 ]
ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｽｹ （5） 17"04

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

( 風速： -1.1)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

2 456 原田 蒼伊 大桑陸上教室(1 )　　[1 ]
ﾊﾗﾀﾞ ｱｵｲ （6） 16"88

3 610 下島 日和 三岳ｸﾗﾌﾞ (3 )　　[3 ]
ｼﾓｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ （6） 17"69

4 114 篠田 茉莉 王滝小 (5 )　　[5 ]
ｼﾉﾀﾞ ﾏﾂﾘ （6） 18"26

5 39 藤懸 陽菜 福島小 (4 )　　[4 ]
ﾌｼﾞｶｹ ﾊﾙﾅ （6） 17"88

6 455 桶野 凛 大桑陸上教室(2 )　　[2 ]
ｵｹﾉ ﾘﾝ （6） 16"99

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

女子5年  100m

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

男子5年  100m

女子6年  100m

決勝

3



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

( 風速： -0.5)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

2 210 奥原 明日真 日義小 (2 )　　[2 ]
ｵｸﾊﾗ ｱｽﾏ （6） 16"49

3 42 向井 祐樹 福島小 (3 )　　[3 ]
ﾑｶｲ ﾕｳｷ （6） 16"64

4 267 千村 翔哉 開田小 (1 )　　[1 ]
ﾁﾑﾗ ｼｮｳﾔ （6） 15"04

5 38 赤津 宥斗 福島小 (4 )　　[4 ]
ｱｶﾂ ﾕｳﾄ （6） 17"00

大会記録    3分26秒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 26 塚本 雪乃 福島小 (7 )　　[7 ]

ﾂｶﾓﾄ ﾕｷﾉ （4） 4'24"65
2 516 加藤 愛梨 南木曽小 (6 )　　[6 ]

ｶﾄｳ ｱｲﾘ （3） 4'19"71
3 264 楠本 沙蘭 開田小 (4 )　　[4 ]

ｸｽﾓﾄ ｻﾗ （6） 4'08"59
4 461 平尾 悠夏 大桑陸上教室(2 )　　[2 ]

ﾋﾗｵ ﾕｳｶ （6） 3'47"11
5 162 野中 桐花 木祖源流TC (5 )　　[5 ]

ﾉﾅｶ ﾄｳｶ （5） 4'11"89
6 458 金子 莉梨 大桑陸上教室(1 )　　[1 ]

ｶﾈｺ ﾘﾘ （6） 3'46"27
7 36 中村 珠恵 福島小 (3 )　　[3 ]

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾏｴ （5） 4'03"22

男子6年  100m

決勝

女子  1000m

決勝

4



大会記録    3分13秒4   小林　隼人（木祖源流TC） H20
               
         

[ 1 組 ] [ 2 組 ]          
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

1 157 田上 凌音 木祖源流TC (11 )　　[19 ] 1 211 東 勇気 日義小 (2 )　　[3 ]
ﾀｳｴ ﾘｵ （5） 4'12"68 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｷ （6） 3'39"51

2 40 吉見 侑人 福島小 (6 )　　[11 ] 2 512 伊藤 奏太 南木曽小 (5 )　　[8 ]
ﾖｼﾐ ﾕｳﾄ （6） 3'56"17 ｲﾄｳ ｶﾅﾀ （5） 3'53"83

3 493 森下 創太 大桑陸上教室(14 )　　[27 ] 3 213 大込 然 日義小 (3 )　　[4 ]
ﾓﾘｼﾀ ｿｳﾀ （2） 4'31"97 ｵｵｺﾞﾐ ｾﾞﾝ （6） 3'45"22

4 41 岸本 琉維 福島小 (1 )　　[1 ] 4 492 西 倖生 大桑陸上教室 (12 )　　[25 ]
ｷｼﾓﾄ ﾙｲ （6） 3'30"28 ﾆｼ ｺｳｷ （2） 4'26"36

5 150 栗屋 侑生 木祖源流TC (13 )　　[22 ] 5 35 中澤 亮太 福島小 (10 )　　[23 ]
ｸﾘﾔ ﾕｳｾｲ （4） 4'14"82 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ （5） 4'19"66

6 37 増田 慶樹 福島小 (2 )　　[6 ] 6 497 藤山 堅友 大桑陸上教室 (4 )　　[5 ]
ﾏｽﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ （5） 3'50"49 ﾌｼﾞﾔﾏ ｹﾝﾕｳ（5） 3'46"01

7 203 戸田 優成 日義小 (12 )　　[21 ] 7 22 吉見 遼 福島小 (6 )　　[12 ]
ﾄﾀﾞ ﾕｳｾｲ （5） 4'13"92 ﾖｼﾐ ﾘｮｳ （4） 3'56"56

8 29 田口 獅音 福島小 (7 )　　[13 ] 8 491 西 陽太 大桑陸上教室 ( )
ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ （5） 3'57"53 ﾆｼ ﾖｳﾀ （5） DNS

9 489 木下 広大 大桑陸上教室(5 )　　[10 ] 9 202 三澤 怜真 日義小 (11 )　　[24 ]
ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ （5） 3'54"49 ﾐｻﾜ ﾘｮｳﾏ （4） 4'22"69

10 508 鈴木 天翔 南木曽小 (4 )　　[9 ] 10 314 新里 春人 上松小 (9 )　　[20 ]
ｽｽﾞｷ ﾃﾝｶﾞ （5） 3'54"49 ｼﾝｻﾞﾄ ﾊﾙﾄ （4） 4'13"42

11 490 小瀬木 颯 大桑陸上教室(10 )　　[18 ] 11 30 武居 勇人 福島小 (8 )　　[16 ]
ｺｾｷﾞ ﾊﾔﾃ （5） 4'08"24 ﾀｹｲ ﾕｳﾄ （5） 4'02"60

12 509 楯 樹希 南木曽小 (8 )　　[15 ] 12 514 伊藤 和希 南木曽小 (1 )　　[2 ]
ﾀﾃ ﾀﾂｷ （5） 3'58"83 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ （6） 3'37"91

13 217 澤口 斗誠 日義小 (3 )　　[7 ] 13 156 小林 弘希 木祖源流TC (13 )　　[26 ]
ｻﾜｸﾞﾁ ﾄｳﾏ （5） 3'53"60 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ （5） 4'29"96

14 315 三浦 蓮登 上松小 (9 )　　[17 ] 14 498 平田 哲 大桑陸上教室 (7 )　　[14 ]
ﾐｳﾗ ﾚﾝﾄ （4） 4'07"07 ﾋﾗﾀ ﾃﾂ （4） 3'58"57

15 499 平田 舜 大桑陸上教室(15 )　　[28 ]
ﾋﾗﾀ ｼｭﾝ （2） 4'37"15

大会記録    60秒9   上松小学校 H8
              

          

ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/           

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ           
2 日義小 (1 )　[1 ] 1'04"44

206 山内 琴葉 ﾔﾏｳﾁ ｺﾄﾊ(5) (  1  )
207 野田 茜 ﾉﾀﾞ ｱｶﾈ(5) (  2  )
208 東 歩武 ﾋｶﾞｼ ｱﾕﾑ(5) (  4  )
217 澤口 斗誠 ｻﾜｸﾞﾁ ﾄｳﾏ(5) (  3  )

3 南木曽小 (2 )　[2 ] 1'07"35
506 木村 夢葉 ｷﾑﾗ ﾕﾒﾊ(4) (  2  )
502 中坊 聡大郎 ﾅｶﾎﾞｳ ｿｳﾀﾛｳ(4) (  3  )
507 志水 結衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ(4) (  1  )
505 末松 大輝 ｽｴﾏﾂ ﾀﾞｲｷ(4) (  4  )

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 

男子  1000m

男女混合  4×100mR

決勝

5



大会記録    61秒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 木祖源流TCB (3 )　[6 ] 1'12"32 2 南木曽小 (3 )　[5 ] 1'11"57
160 清水 葵生 ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ(5) (  2  ) 503 原田 杏海 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾐ(3) (  1  )
158 小畑 希羽 ｺﾊﾞﾀ ｷﾜ(5) (  4  ) 516 加藤 愛梨 ｶﾄｳ ｱｲﾘ(3) (  2  )
152 笹川 瑠衣 ｻｻｶﾞﾜ ﾙｲ(4) (  1  ) 513 武居 愛実 ﾀｹｲ ﾏﾅﾐ(5) (  4  )
153 田上 佳音 ﾀｳｴ ｶｵﾝ(4) (  3  ) 515 加藤 未来 ｶﾄｳ ﾐｸﾙ(6) (  3  )
165 栗屋 玲奈 ｸﾘﾔ ﾚｲﾅ(6) (    )

3 上松小 (2 )　[4 ] 1'10"00 3 福島小A (4 )　[8 ] 1'20"10
320 砂山 千和 ｽﾅﾔﾏ ﾁﾖﾘ(5) (  1  ) 10 徳武 歩 ﾄｸﾀｹ ｱﾕﾑ(3) (  1  )
318 芝田 雅姫 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾔﾋﾞ(5) (  2  ) 15 田中 優希羽 ﾀﾅｶ ﾕｷﾊ(3) (  4  )
317 清水 もみじ ｼﾐｽﾞ ﾓﾐｼﾞ(5) (  3  ) 17 吉田 早希 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ(3) (  3  )
319 栃木 紀香 ﾄﾁｷﾞ ﾉﾘｶ(5) (  4  ) 12 新井 遙 ｱﾗｲ ﾖｳ(3) (  2  )

4 福島小B (3 )　[6 ] 1'12"32 4 開田小A (1 )　[2 ] 1'08"17
20 藤懸 結菜 ﾌｼﾞｶｹ ﾕﾅ(4) (  2  ) 263 小林 埜乃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾉ(6) (  1  )
26 塚本 雪乃 ﾂｶﾓﾄ ﾕｷﾉ(4) (  3  ) 264 楠本 沙蘭 ｸｽﾓﾄ ｻﾗ(6) (  4  )
27 増田 愛音 ﾏｽﾀﾞ ｱｲﾈ(4) (  4  ) 265 立花 優羽 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ(6) (  2  )
21 森下 莉瀬 ﾓﾘｼﾀ ﾘｾ(4) (  1  ) 268 中島 藍 ﾅｶｼﾏ ｱｲ(6) (  3  )

256 岩田 唯那 ｲﾜﾀ ﾕﾅ(4) (    )

5 大桑陸上教室 (1 )　[1 ] 1'05"79 5 木祖源流TCA (2 )　[3 ] 1'08"34
455 桶野 凛 ｵｹﾉ ﾘﾝ(6) (  3  ) 161 寺平 祈愛 ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ(5) (  4  )
456 原田 蒼伊 ﾊﾗﾀﾞ ｱｵｲ(6) (  2  ) 164 森下 つぼ実 ﾓﾘｼﾀ ﾂﾎﾞﾐ(5) (  2  )
457 平尾 悠夏 ﾋﾗｵ ﾕｳｶ(6) (  1  ) 162 野中 桐花 ﾉﾅｶ ﾄｳｶ(5) (  3  )
458 金子 莉梨 ｶﾈｺ ﾘﾘ(6) (  4  ) 151 秋山 莉澄 ｱｷﾔﾏ ﾘｽﾞ(4) (  1  )
460 瀬脇 凛奈 ｾﾜｷ ﾙﾅ(5) (    ) 166 古畑 美咲 ﾌﾙﾊﾀ ﾐｻｷ(6) (    )
459 羽根田 幸音 ﾊﾈﾀﾞ ﾕｷﾈ(5) (    )

女子  4×100mR

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ

6



大会記録    55秒8   福島小学校 H7
              

          

[ 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C (1 )　[1 ] 1'03"47 2 日義小 (1 )　[3 ] 1'05"71
33 下戸 柊人 ｼﾓﾄﾞ ｼｭｳﾄ(5) (  3  ) 210 奥原 明日真 ｵｸﾊﾗ ｱｽﾏ(6) (  4  )
37 増田 慶樹 ﾏｽﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ(5) (  2  ) 212 古畑 勇斗 ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾄ(6) (  3  )
35 中澤 亮太 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ(5) (  1  ) 214 青木 颯来 ｱｵｷ ｿﾗ(6) (  1  )
41 岸本 琉維 ｷｼﾓﾄ ﾙｲ(6) (  4  ) 211 東 勇気 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｷ(6) (  2  )

213 大込 然 ｵｵｺﾞﾐ ｾﾞﾝ(6) (    )

3 南木曽小 (2 )　[2 ] 1'04"80 3 大桑陸上教室 (3 )　[6 ] 1'10"49
511 場作 快生 ﾊﾞﾂﾞｸﾘ ｶｲ(5) (  2  ) 491 西 陽太 ﾆｼ ﾖｳﾀ(5) (    )
508 鈴木 天翔 ｽｽﾞｷ ﾃﾝｶﾞ(5) (  3  ) 490 小瀬木 颯 ｺｾｷﾞ ﾊﾔﾃ(5) (  3  )
510 小椋 銀河 ｵｸﾞﾗ ｷﾞﾝｶﾞ(5) (  4  ) 489 木下 広大 ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ(5) (  4  )
512 伊藤 奏太 ｲﾄｳ ｶﾅﾀ(5) (  1  ) 497 藤山 堅友 ﾌｼﾞﾔﾏ  ｹﾝﾕｳ(5) (  2  )

498 平田 哲 ﾋﾗﾀ ﾃﾂ(4) (  1  )

4 福島小A (4 )　[7 ] 1'15"79 4 上松小 (2 )　[4 ] 1'06"97
9 田川 遥太 ﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾀ(3) (  1  ) 314 新里 春人 ｼﾝｻﾞﾄ ﾊﾙﾄ(4) (  2  )

13 伊藤 紀助 ｲﾄｳ ｷｽｹ(3) (  3  ) 315 三浦 蓮登 ﾐｳﾗ ﾚﾝﾄ(4) (  1  )
14 田川 翔太 ﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ(3) (  4  ) 316 佐々木 陸琥 ｻｻｷ ﾘｸ(5) (  3  )
16 奈良尾 悠空 ﾅﾗｵ ﾕﾗ(3) (  2  ) 321 長瀬 賢太 ﾅｶﾞｾ ｹﾝﾀ(6) (  4  )

5 福島小B (3 )　[5 ] 1'06"98
28 赤羽 恭輔 ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｽｹ(5) (  2  )
29 田口 獅音 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ(5) (  3  )
30 武居 勇人 ﾀｹｲ ﾕｳﾄ(5) (  4  )
32 村井 優翔 ﾑﾗｲ ﾕｳﾄ(5) (  1  )

男子  4×100mR

決勝 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ
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大会記録    45m72   古畑 姫乃 (三岳クラブ） H29
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 34 征矢 心晴 福島小 (6)          

ｿﾔ ｺﾊﾙ （5） 15.48
2 609 小林 優香 三岳ｸﾗﾌﾞ (2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ （6） 30.11
3 166 古畑 美咲 木祖源流TC (7)

ﾌﾙﾊﾀ ﾐｻｷ （6） 14.52
4 608 岡井 結生 三岳ｸﾗﾌﾞ (5)

ｵｶｲ ﾕｲ （6） 23.34
5 268 中島 藍 開田小 (1)

ﾅｶｼﾏ ｱｲ （6） 31.02
6 160 清水 葵生 木祖源流TC (4)

ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ （5） 24.04
7 263 小林 埜乃 開田小 (3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾉ （6） 28.73

大会記録    48m61   古瀬 建太 (上松小) H29
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 221 三宅 佑生 日義小 (9)          

ﾐﾔｹ ﾕｳｾｲ （5） 21.70
2 266 田村 陸 開田小 (1)

ﾀﾑﾗ ﾘｸ （6） GR 55.37
3 215 中村 歩夢 日義小 (10)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾕﾑ （5） 21.30
4 220 巾 大輝 日義小 (11)

ﾊﾊﾞ ﾀﾞｲｷ （5） 12.82
5 219 村上 蒼昊 日義小 ()

ﾑﾗｶﾐ ｿﾗ （5） DNS
6 316 佐々木 陸琥 上松小 (2)

ｻｻｷ ﾘｸ （5） 45.23
7 212 古畑 勇斗 日義小 (5)

ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾄ （6） 33.12
8 607 奥平 快 三岳ｸﾗﾌﾞ (7)

ｵｸﾀﾞｲﾗ ｶｲ （5） 27.45
9 204 東倉 良 日義小 (6)

ﾄｳｸﾗ ﾘｮｳ （5） 27.70
10 205 織田 諒 日義小 (8)

ｵﾀﾞ ﾘｮｳ （5） 25.59
11 214 青木 颯来 日義小 (4)

ｱｵｷ ｿﾗ （6） 34.62
12 155 小坂 陽詩 木祖源流TC (3)

ｺｻｶ ﾋﾅﾀ （5） 39.98

女子5・6年  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投【ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾎﾞｰﾙ】

男子5・6年  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投【ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾎﾞｰﾙ】

決勝

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          
1 17 吉田 早希 福島小 (7 ) 1.96          

ﾖｼﾀﾞ ｻｷ （3） (-0.6)
2 153 田上 佳音 木祖源流TC (1 ) 2.71

ﾀｳｴ ｶｵﾝ （4） GR (-0.1)
3 20 藤懸 結菜 福島小 (2 ) 2.62

ﾌｼﾞｶｹ ﾕﾅ （4） (-0.7)
4 151 秋山 莉澄 木祖源流TC (3 ) 2.41

ｱｷﾔﾏ ﾘｽﾞ （4） (-0.1)
5 10 徳武 歩 福島小 (4 ) 2.33

ﾄｸﾀｹ ｱﾕﾑ （3） (-0.1)
6 604 新井 優菜 三岳ｸﾗﾌﾞ (5 ) 2.20

ｱﾗｲ ﾕﾅ （4） (-0.5)
7 12 新井 遙 福島小 (6 ) 2.17

ｱﾗｲ ﾖｳ （3） (-0.5)

大会記録       
         
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 206 山内 琴葉 日義小 ( ) DNS          

ﾔﾏｳﾁ ｺﾄﾊ （5） ()
2 31 徳武 咲 福島小 (3 ) 2.74

ﾄｸﾀｹ ｻｷ （5） (-0.3)
3 261 森田 ゆめの 開田小 (4 ) 2.58

ﾓﾘﾀ ﾕﾒﾉ （5） (-0.2)
4 164 森下 つぼ実 木祖源流TC (2 ) 3.07

ﾓﾘｼﾀ ﾂﾎﾞﾐ （5） (-1.0)
5 513 武居 愛実 南木曽小 (1 ) 3.22

ﾀｹｲ ﾏﾅﾐ （5） GR (-0.5)

大会記録       
         
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 165 栗屋 玲奈 木祖源流TC (3 ) 2.32          

ｸﾘﾔ ﾚｲﾅ （6） (-0.1)
2 515 加藤 未来 南木曽小 (1 ) 3.09

ｶﾄｳ ﾐｸﾙ （6） GR (-0.3)
3 265 立花 優羽 開田小 (2 ) 3.03

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ （6） (-0.5)

決勝

女子4年以下  走幅跳

女子5年  走幅跳

決勝

女子6年  走幅跳

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          
1 495 羽根田 武 大桑陸上教室 (10 ) 0.87          

ﾊﾈﾀﾞ ﾀｹﾙ （2） (-1.0)
2 313 原瀬 琉桜 上松小 (1 ) 3.44

ﾊﾗｾ ﾙｵ （3） GR (-0.1)
3 118 伊藤 太生 王滝小 (3 ) 2.80

ｲﾄｳ ﾀｵ （3） (-0.3)
4 311 原瀬 爽那 上松小 (6 ) 2.33

ﾊﾗｾ ｿﾅ （1） (-0.1)
5 255 吉村 将道 開田小 (7 ) 2.15

ﾖｼﾑﾗ ﾕｷﾐﾁ （3） (-0.3)
6 496 坂家 陸 大桑陸上教室 (9 ) 1.82

ｻｶﾔ ﾘｸ （2） (-0.5)
7 2 下戸 陸叶 福島小 (8 ) 2.00

ｼﾓﾄﾞ ﾘｸﾄ （1） (-0.3)
8 216 平岩 怜大 日義小 (2 ) 2.83

ﾋﾗｲﾜ ﾚｵ （4） (-0.2)
9 24 芝田 悠人 福島小 (5 ) 2.59

ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ （4） (-0.1)
10 258 田上 陸羽 開田小 (4 ) 2.71

ﾀｳｴ ﾐｳ （4） (-0.1)

大会記録       
         
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 33 下戸 柊人 福島小 (1 ) 3.25          

ｼﾓﾄﾞ ｼｭｳﾄ （5） GR (-1.0)
2 262 吉村 優輝 開田小 (3 ) 3.07

ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｷ （5） (-0.5)
3 32 村井 優翔 福島小 (2 ) 3.09

ﾑﾗｲ ﾕｳﾄ （5） (-0.1)
4 209 奥原 一成 日義小 (4 ) 2.13

ｵｸﾊﾗ ｲｯｾｲ （5） (-0.5)

大会記録       
         
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 321 長瀬 賢太 上松小 (1 ) 3.42          

ﾅｶﾞｾ ｹﾝﾀ （6） GR (-0.3)

男子5年  走幅跳

決勝

男子6年  走幅跳

決勝

男子4年以下  走幅跳

決勝
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