
大会コード　19170503

　

　 後援　上小地区地教委連絡協議会　佐久地区地教委連絡協議会

期日　　令和元年　５月１８日（土）

場所　　佐久総合運動公園陸上競技場　（コード　１７２０６０）

審判長　　細田　完二（トラック）　由井　正巳（フィールド）

気象状況

時刻 天候 気温 湿度
 9:00 晴れ 北東   2.2m/sec.  19.0 ℃  46.0 %
10:00 晴れ 南東   2.7m/sec.  20.0 ℃  48.0 %
11:00 晴れ 南西   4.6m/sec.  19.5 ℃  44.0 %
12:00 晴れ 南西   6.0m/sec.  20.0 ℃  52.0 %
13:00 晴れ 南南東   5.5m/sec.  21.0 ℃  53.0 %
14:00 晴れ 南西   2.3m/sec.  21.5 ℃  47.0 %
15:00 晴れ 西南西   3.3m/sec.  21.5 ℃  47.0 %
16:00 曇り 西   2.7m/sec.  21.0 ℃  45.0 %

この大会で樹立された記録

第35回東信小学生陸上競技大会　

記録集

主催　長野陸上競技協会
　　　東信地区陸上競技会

風



第35回東信地区小学生陸上競技大会　
主催　東信地区陸上競技会
後援　佐久地区地教委連絡協議会　上小地区地教委連絡協議会　

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202060  上田市営陸上競技場

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
05/18 小学4年男子 渡邉 公雅(4) 15.62 齋藤 嶺(4) 15.74 油井 柊磨(4) 16.08 髙橋 侑悟(4) 16.16 清水 稜介(4) 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 16.20 小島 颯斗(4) 16.35 山浦 英純(4) 16.46

100m 小学校･川上第一小 小学校･御代田南小 小学校･T&F佐久平 小学校･望月AC 齊藤 響(4) 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
05/18 小学5年男子 菊原 煌生(5) 16.00 吉田 晴翔(5) 16.07 赤尾 悠斗(5) 16.47 篠原 昴(5) 16.53 柄澤 暖眞(5) 16.58 藤沢 俊輔(5) 16.66 杉田 拓真(5) 16.84 岩松 怜空(5) 16.87

100m 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･あさまねSC 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･佐久穂小 小学校･北御牧小 小学校･真田陸上教室 小学校･軽井沢東部小 小学校･佐久穂小
05/18 小学6年男子 美斉津 岳(6) 14.39 青木 晴斗(6) 14.56 小山 哲弥(6) 14.64 田中 駿埜(6) 14.83 堀込 大介(6) 15.00 柳澤 京祐(6) 15.23 手島 颯冴(6) 15.36 萩原 汐逢(6) 15.49

100m 小学校･あさまねSC 小学校･佐久東小 小学校･あさまねSC 小学校･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学校･佐久平浅間小 小学校･切原小 小学校･上田JSC 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
05/18 小学男子 土赤 仁義(6) 3,22.73 児玉 大河(6) 3,23.10 曹 有根(6) 3,28.22 諸山 琉生(6) 3,28.73 塩入 愛斗(5) 3,30.84 黒沢 燦(6) 3,32.95 金井 崚惺(6) 3,35.81 山中 壇(6) 3,39.26

1000m 小学校･腰越JSC[小] 小学校･腰越JSC[小] 小学校･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･腰越JSC[小] 小学校･腰越JSC[小] 小学校･腰越JSC[小] 小学校･川上二小
05/18 望月AC       56.85 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)      58.74 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)    1,00.75 北御牧小     1,01.03 佐久穂小     1,02.06 佐久城山小     1,06.24

4x100mR 田島 一輝(6) 赤尾 悠斗(5) 小林 悠(5) 黒澤 颯(6) 佐藤 悠斗(6) 関口徠雅(5)
依田 惺那(6) 萩原 汐逢(6) 橋詰 蓮平(5) 井出 克己(6) 吉田  光(6) 関口幸翼(5)
小林 美海(6) 菊原 煌生(5) 井出 獅楽(5) 竹重 陽向(6) 有賀 颯音(6) 片井凜(5)
宇佐美 隆悟(6) 栁澤 翔逢(6) 南澤 侑吾(5) 岡田 充叶(6) 日向 龍仁(6) 蓮見颯平(5)

05/18 相場 遥心(6) 1707 中澤 煌牙(6) 1706 栁澤 翔逢(6) 1696 井出 獅楽(5) 1608 中澤 珀翔(6) 1176 大井 優翔(6) 788 上田 琉月(5) 730 外川 慈瑛(5) 678
コンバインドＡ 小学校･東御市陸上教室 小学校･T&F佐久平 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･中佐都小 小学校･T&F佐久平 小学校･水明小 小学校･軽井沢西部小

05/18 吉澤 神威(6) 1845 田島 一輝(6) 1833 新海 晃平(6) 1800 鷹野 珀(6) 1694 榊　 純弥(5) 1689 小林 侑生(5) 1684 保科 承太郎(6) 1645 井出 隼晟(6) 1641
コンバインドＢ 小学校･南牧南小 小学校･望月AC 小学校･南牧北小 小学校･小海小 小学校･南相木小 小学校･青木小 小学校･望月AC 小学校･南牧北小

05/18 小男ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ  -0.4栁澤 翔逢(6) 14.33 相場 遥心(6) 14.60 中澤 煌牙(6) 15.28 井出 獅楽(5) 15.52 中澤 珀翔(6) 17.71 外川 慈瑛(5) 18.94 大井 優翔(6) 19.10 上田 琉月(5) 19.74
80mH 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･東御市陸上教室 小学校･T&F佐久平 小学校･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学校･中佐都小 小学校･軽井沢西部小 小学校･T&F佐久平 小学校･水明小

05/18 小学男子ＯＰ  -6.9保科 承太郎(6) 16.49 天野 夏樹之助(5 18.95
100m 小学校･望月AC 小学校･T&F佐久平



決勝 5月18日  9:40

[ 1組] 風速 -4.9 [ 2組] 風速 -5.7

 1 髙橋 侑悟(4) 小学校     16.16  1 清水 稜介(4) 小学校     16.20 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 望月AC ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 齊藤 響(4) 小学校     16.20  2 佐藤 来未登(4) 小学校     17.22 
ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｻﾄｳ ﾗｲﾄ 坂の上小

 3 小林 生燈(4) 小学校     17.52  3 原 大眞(4) 小学校     17.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾄ 水明小 ﾊﾗ ﾋﾛﾏ 川上第一小

 4 関 隼哉(4) 小学校     17.70  4 深井 漣晟(4) 小学校     17.89 
ｾｷ ｼｭﾝﾔ 上田JSC ﾌｶｲ ﾚﾝｾｲ 上田JSC

 5 土谷 悠月(4) 小学校     17.73  5 橋詰 きよ(4) 小学校     18.32 
ﾂﾁﾔ ﾕﾂﾞｷ 青沼小 ﾊｼﾂﾞﾒ ｷﾖ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 山口 穂高(4) 小学校     18.05  6 柳原 琉良(4) 小学校     18.48 
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾎﾀｶ T&F佐久平 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ  ﾙｲ T&F佐久平

 7 佐藤 空(4) 小学校     18.13  7 杉山 隼人(4) 小学校     18.89 
ｻﾄｳ ｸｳ 軽井沢中部小 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾔﾄ 佐久平浅間小

 8 小松 希光(4) 小学校     19.68  8 井出 理人(4) 小学校     21.03 
ｺﾏﾂ ﾉｿﾞﾐ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｲﾃﾞ ﾘﾋﾄ 南牧北小

[ 3組] 風速 -5.6 [ 4組] 風速 -4.2

 1 赤尾 遙斗(4) 小学校     16.96  1 菊嶋 奏良(4) 小学校     17.33 
ｱｶｵ ﾊﾙﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｷｸｼﾏ ｿﾗ 川上第一小

 2 柳澤 雄飛(4) 小学校     17.30  2 甘利 颯士(4) 小学校     17.48 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC ｱﾏﾘ ｿｳｼ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 金子 仁(4) 小学校     17.68  3 赤池 唯人(4) 小学校     17.76 
ｶﾈｺ  ｼﾞﾝ 田口小 ｱｶｲｹ ﾕｲﾄ 岸野小

 4 長谷川 開陽(4) 小学校     18.11  4 市川 大楽(4) 小学校     17.81 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲﾖｳ 水明小 ｲﾁｶﾜ ﾀｲﾗ 切原小

 5 小山 潤(4) 小学校     18.92  5 大塚 遥斗(4) 小学校     18.15 
ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 野岸小 ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾄ 田口小

 6 坂本 ジョージ(4)小学校     19.35  6 丸山 輝南(4) 小学校     18.42 
ｻｶﾓﾄ ｼﾞｮｰｼﾞ 北相木小 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅﾀ 上田JSC

 7 山宮 圭貴(4) 小学校     19.49  7 井出 都希(4) 小学校     18.56 
ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田陸上教室 ｲﾃﾞ ﾄｷ 南牧北小

 8 髙見澤 樹(4) 小学校     22.28  8 山下 怜那(4) 小学校     19.37 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｲﾂｷ 南牧北小 ﾔﾏｼﾀ ﾄｷﾅ 坂の上小

[ 5組] 風速 -0.8 [ 6組] 風速 +2.2

 1 斉藤 幸大(4) 小学校     16.75  1 渡邉 公雅(4) 小学校     15.62 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾜﾀﾅﾍ ﾞｺｳｶﾞ 川上第一小

 2 仲宗根 昴(4) 小学校     17.76  2 齋藤 嶺(4) 小学校     15.74 
ﾅｶｿﾈ ｽﾊﾞﾙ 水明小 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 御代田南小

 3 菊地 諒(4) 小学校     17.99  3 小島 颯斗(4) 小学校     16.35 
ｷｸﾁ ﾘｮｳ 田口小 ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 中嶋 幸大(4) 小学校     18.12  4 小池 秀吾(4) 小学校     16.66 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾋﾛ 川上第一小 ｺｲｹ  ｼｭｳｺﾞ T&F佐久平

 5 中嶋 奏仁(4) 小学校     18.46  5 坂口 日生(4) 小学校     16.71 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅﾄ 南牧北小 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾅｾ 上田JSC

 6 金子 哲大(4) 小学校     18.63  6 並木 想太(4) 小学校     17.31 
ｶﾈｺ  ﾃﾂﾀ T&F佐久平 ﾅﾐｷ ｿｳﾀ 浅科小

 7 加藤 珀斗(4) 小学校     18.78  7 久間 元喜(4) 小学校     18.03 
ｶﾄｳ ﾊｸﾄ 川上二小 ｷｭｳﾏ  ｹﾞﾝｷ 田口小
石井 湊土(4) 小学校  8 内山 煉大郎(4) 小学校     20.02 
ｲｼｲ ﾐﾅﾄ 上田JSC ｳﾁﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 真田陸上教室

[ 7組] 風速 -1.1

 1 油井 柊磨(4) 小学校     16.08 
ﾕｲ  ｼｭｳﾏ T&F佐久平

 2 山浦 英純(4) 小学校     16.46 
ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 柳澤 瑛介(4) 小学校     18.04 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｴｲｽｹ 水明小

 4 清水 瑛太(4) 小学校     18.13 
ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ 東御市陸上教室

 5 栁澤 琉偉(4) 小学校     19.78 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙｲ 田口小

 6 成澤 陸(4) 小学校     19.94 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｸ 浅科小
上村 晴陽(4) 小学校
ｳｴﾑﾗ ﾊﾙﾋ 南牧北小

小学4年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   193 7    57

3    64 3    84

6   122 4   139

4    93 2    98

2   130 9    50

8     6 5    14

7    34 8    75

9    54 6   173

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    60 2   138

5   191 6    48

4   159 9    28

9   127 5   133

2   208 3   160

3   203 4    94

8   110 7   171

6   182 8   210

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    58 9   142

7   126 6    39

3   156 8    55

5   141 2     7

6   179 4    95

8     3 5   151

9   144 7   157

2    99 3   116
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    15

7    52

4   129

2   162

5   161

3   150

6   177
欠場



   1 渡邉 公雅(4) 小学校 川上第一小     15.62 (+2.2)   6   1
   2 齋藤 嶺(4) 小学校 御代田南小     15.74 (+2.2)   6   2
   3 油井 柊磨(4) 小学校 T&F佐久平     16.08 (-1.1)   7   1
   4 髙橋 侑悟(4) 小学校 望月AC     16.16 (-4.9)   1   1
   5 清水 稜介(4) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.20 (-5.7)   2   1
   5 齊藤 響(4) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.20 (-4.9)   1   2
   7 小島 颯斗(4) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.35 (+2.2)   6   3
   8 山浦 英純(4) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.46 (-1.1)   7   2
   9 小池 秀吾(4) 小学校 T&F佐久平     16.66 (+2.2)   6   4
  10 坂口 日生(4) 小学校 上田JSC     16.71 (+2.2)   6   5
  11 斉藤 幸大(4) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.75 (-0.8)   5   1
  12 赤尾 遙斗(4) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.96 (-5.6)   3   1
  13 佐藤 来未登(4) 小学校 坂の上小     17.22 (-5.7)   2   2
  14 柳澤 雄飛(4) 小学校 望月AC     17.30 (-5.6)   3   2
  15 並木 想太(4) 小学校 浅科小     17.31 (+2.2)   6   6
  16 菊嶋 奏良(4) 小学校 川上第一小     17.33 (-4.2)   4   1
  17 甘利 颯士(4) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.48 (-4.2)   4   2
  18 小林 生燈(4) 小学校 水明小     17.52 (-4.9)   1   3
  19 金子 仁(4) 小学校 田口小     17.68 (-5.6)   3   3
  20 関 隼哉(4) 小学校 上田JSC     17.70 (-4.9)   1   4
  21 原 大眞(4) 小学校 川上第一小     17.71 (-5.7)   2   3
  22 土谷 悠月(4) 小学校 青沼小     17.73 (-4.9)   1   5
  23 仲宗根 昴(4) 小学校 水明小     17.76 (-0.8)   5   2
  23 赤池 唯人(4) 小学校 岸野小     17.76 (-4.2)   4   3
  25 市川 大楽(4) 小学校 切原小     17.81 (-4.2)   4   4
  26 深井 漣晟(4) 小学校 上田JSC     17.89 (-5.7)   2   4
  27 菊地 諒(4) 小学校 田口小     17.99 (-0.8)   5   3
  28 久間 元喜(4) 小学校 田口小     18.03 (+2.2)   6   7
  29 柳澤 瑛介(4) 小学校 水明小     18.04 (-1.1)   7   3
  30 山口 穂高(4) 小学校 T&F佐久平     18.05 (-4.9)   1   6
  31 長谷川 開陽(4) 小学校 水明小     18.11 (-5.6)   3   4
  32 中嶋 幸大(4) 小学校 川上第一小     18.12 (-0.8)   5   4
  33 清水 瑛太(4) 小学校 東御市陸上教室     18.13 (-1.1)   7   4
  33 佐藤 空(4) 小学校 軽井沢中部小     18.13 (-4.9)   1   7
  35 大塚 遥斗(4) 小学校 田口小     18.15 (-4.2)   4   5
  36 橋詰 きよ(4) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     18.32 (-5.7)   2   5
  37 丸山 輝南(4) 小学校 上田JSC     18.42 (-4.2)   4   6
  38 中嶋 奏仁(4) 小学校 南牧北小     18.46 (-0.8)   5   5
  39 柳原 琉良(4) 小学校 T&F佐久平     18.48 (-5.7)   2   6
  40 井出 都希(4) 小学校 南牧北小     18.56 (-4.2)   4   7
  41 金子 哲大(4) 小学校 T&F佐久平     18.63 (-0.8)   5   6
  42 加藤 珀斗(4) 小学校 川上二小     18.78 (-0.8)   5   7
  43 杉山 隼人(4) 小学校 佐久平浅間小     18.89 (-5.7)   2   7
  44 小山 潤(4) 小学校 野岸小     18.92 (-5.6)   3   5
  45 坂本 ジョージ(4) 小学校 北相木小     19.35 (-5.6)   3   6
  46 山下 怜那(4) 小学校 坂の上小     19.37 (-4.2)   4   8
  47 山宮 圭貴(4) 小学校 真田陸上教室     19.49 (-5.6)   3   7
  48 小松 希光(4) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     19.68 (-4.9)   1   8
  49 栁澤 琉偉(4) 小学校 田口小     19.78 (-1.1)   7   5
  50 成澤 陸(4) 小学校 浅科小     19.94 (-1.1)   7   6
  51 内山 煉大郎(4) 小学校 真田陸上教室     20.02 (+2.2)   6   8
  52 井出 理人(4) 小学校 南牧北小     21.03 (-5.7)   2   8
  53 髙見澤 樹(4) 小学校 南牧北小     22.28 (-5.6)   3   8
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決勝 5月18日 10:20

[ 1組] 風速 -8.0 [ 2組] 風速 -6.1

 1 觸澤 拓澄(5) 小学校     17.03  1 藤沢 俊輔(5) 小学校     16.66 
ﾌﾚｻﾜ ﾋﾛﾄ 中佐都小 ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 真田陸上教室

 2 吉澤 柚紀(5) 小学校     17.78  2 杉田 拓真(5) 小学校     16.84 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 南牧北小 ｽｷﾞﾀ ﾀｸﾏ 軽井沢東部小

 3 永井 友樹(5) 小学校     17.81  3 岩松 怜空(5) 小学校     16.87 
ﾅｶﾞｲ ﾄﾓｷ 野岸小 ｲﾜﾏﾂ ﾘｸ 佐久穂小

 4 池田 恭輔(5) 小学校     17.90  4 江元 悠河(5) 小学校     16.94 
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 軽井沢東部小 ｴﾓﾄ ﾕｳｶﾞ 臼田小

 5 大木 勇人(5) 小学校     17.92  5 水澤 琉生(5) 小学校     16.95 
ｵｵｷ ﾊﾔﾄ 御代田南小 ﾐｽﾞｻﾜ ﾙｲ 平根小

 6 月岡 宏人(5) 小学校     18.47  6 小池 澄空(5) 小学校     18.20 
ﾂｷｵｶ ﾋﾛﾄ 岸野小 ｺｲｹ ﾄｵｱ 上田JSC

 7 畠山 和士(5) 小学校     21.41 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾔﾏﾄ 切原小

[ 3組] 風速 -5.5

 1 菊原 煌生(5) 小学校     16.00 
ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 吉田 晴翔(5) 小学校     16.07 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ あさまねSC

 3 赤尾 悠斗(5) 小学校     16.47 
ｱｶｵ ﾕｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 篠原 昴(5) 小学校     16.53 
ｼﾉﾊﾗ ｽﾊﾞﾙ 佐久穂小

 5 柄澤 暖眞(5) 小学校     16.58 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾏ 北御牧小

 6 西澤 明志(5) 小学校     17.16 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱｶｼ 美南ガ丘小

   1 菊原 煌生(5) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.00 (-5.5)   3   1
   2 吉田 晴翔(5) 小学校 あさまねSC     16.07 (-5.5)   3   2
   3 赤尾 悠斗(5) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.47 (-5.5)   3   3
   4 篠原 昴(5) 小学校 佐久穂小     16.53 (-5.5)   3   4
   5 柄澤 暖眞(5) 小学校 北御牧小     16.58 (-5.5)   3   5
   6 藤沢 俊輔(5) 小学校 真田陸上教室     16.66 (-6.1)   2   1
   7 杉田 拓真(5) 小学校 軽井沢東部小     16.84 (-6.1)   2   2
   8 岩松 怜空(5) 小学校 佐久穂小     16.87 (-6.1)   2   3
   9 江元 悠河(5) 小学校 臼田小     16.94 (-6.1)   2   4
  10 水澤 琉生(5) 小学校 平根小     16.95 (-6.1)   2   5
  11 觸澤 拓澄(5) 小学校 中佐都小     17.03 (-8.0)   1   1
  12 西澤 明志(5) 小学校 美南ガ丘小     17.16 (-5.5)   3   6
  13 吉澤 柚紀(5) 小学校 南牧北小     17.78 (-8.0)   1   2
  14 永井 友樹(5) 小学校 野岸小     17.81 (-8.0)   1   3
  15 池田 恭輔(5) 小学校 軽井沢東部小     17.90 (-8.0)   1   4
  16 大木 勇人(5) 小学校 御代田南小     17.92 (-8.0)   1   5
  17 小池 澄空(5) 小学校 上田JSC     18.20 (-6.1)   2   6
  18 月岡 宏人(5) 小学校 岸野小     18.47 (-8.0)   1   6
  19 畠山 和士(5) 小学校 切原小     21.41 (-8.0)   1   7
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決勝 5月18日 10:40

[ 1組] 風速 -6.4 [ 2組] 風速 -4.5

 1 田中 駿埜(6) 小学校     14.83  1 小山 哲弥(6) 小学校     14.64 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ あさまねSC

 2 堀込 大介(6) 小学校     15.00  2 萩原 汐逢(6) 小学校     15.49 
ﾎﾘｺﾐ ﾀﾞｲｽｹ 佐久平浅間小 ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 北村 碧惟(6) 小学校     16.33  3 秋穂 智俊(6) 小学校     16.17 
ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ あさまねSC ｱｷﾎ ﾄﾓﾖｼ 岩村田小

 4 村井 奏音(6) 小学校     17.00  4 中屋 大和(6) 小学校     16.29 
ﾑﾗｲ ｶﾅﾄ 小海小 ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ 真田陸上教室

 5 齋藤 悠晴(6) 小学校     17.22  5 川多 直也(6) 小学校     16.73 
ｻｲﾄｳ ﾕｳｾｲ 軽井沢西部小 ｶﾜﾀ ﾅｵﾔ 水明小

 6 久保木 雄太(6) 小学校     17.23  6 須藤 侑希(6) 小学校     17.00 
ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾀ 坂の上小 ｽﾄﾞｳ ﾕｳｷ 切原小

 7 村山 凱斗(6) 小学校     17.41  7 岩藤 海門(6) 小学校     17.97 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 軽井沢中部小 ｲﾜﾄｳ ｶｲﾄ 軽井沢中部小

 8 白鳥 基(6) 小学校     17.89 高見澤 雅流(6) 小学校
ｼﾗﾄﾘ ﾊｼﾞﾒ 水明小 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶﾞﾘｭｳ 川上二小

[ 3組] 風速 -2.4

 1 美斉津 岳(6) 小学校     14.39 
ﾐｻｲｽﾞ ｶﾞｸ あさまねSC

 2 青木 晴斗(6) 小学校     14.56 
ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 佐久東小

 3 柳澤 京祐(6) 小学校     15.23 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｷｮｳｽｹ 切原小

 4 手島 颯冴(6) 小学校     15.36 
ﾃｼﾏ ｿｳｺﾞ 上田JSC

 5 井出 拓人(6) 小学校     15.70 
ｲﾃﾞ ﾀｸﾄ 川上第一小

 6 井出 城士(6) 小学校     16.32 
ｲﾃﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 北相木小

 7 高見澤 諒羽(6) 小学校     16.62 
ﾀｶﾐｻﾜ ﾘｮｳ 中佐都小

   1 美斉津 岳(6) 小学校 あさまねSC     14.39 (-2.4)   3   1
   2 青木 晴斗(6) 小学校 佐久東小     14.56 (-2.4)   3   2
   3 小山 哲弥(6) 小学校 あさまねSC     14.64 (-4.5)   2   1
   4 田中 駿埜(6) 小学校 真田ｸﾗﾌﾞ小     14.83 (-6.4)   1   1
   5 堀込 大介(6) 小学校 佐久平浅間小     15.00 (-6.4)   1   2
   6 柳澤 京祐(6) 小学校 切原小     15.23 (-2.4)   3   3
   7 手島 颯冴(6) 小学校 上田JSC     15.36 (-2.4)   3   4
   8 萩原 汐逢(6) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.49 (-4.5)   2   2
   9 井出 拓人(6) 小学校 川上第一小     15.70 (-2.4)   3   5
  10 秋穂 智俊(6) 小学校 岩村田小     16.17 (-4.5)   2   3
  11 中屋 大和(6) 小学校 真田陸上教室     16.29 (-4.5)   2   4
  12 井出 城士(6) 小学校 北相木小     16.32 (-2.4)   3   6
  13 北村 碧惟(6) 小学校 あさまねSC     16.33 (-6.4)   1   3
  14 高見澤 諒羽(6) 小学校 中佐都小     16.62 (-2.4)   3   7
  15 川多 直也(6) 小学校 水明小     16.73 (-4.5)   2   5
  16 村井 奏音(6) 小学校 小海小     17.00 (-6.4)   1   4
  16 須藤 侑希(6) 小学校 切原小     17.00 (-4.5)   2   6
  18 齋藤 悠晴(6) 小学校 軽井沢西部小     17.22 (-6.4)   1   5
  19 久保木 雄太(6) 小学校 坂の上小     17.23 (-6.4)   1   6
  20 村山 凱斗(6) 小学校 軽井沢中部小     17.41 (-6.4)   1   7
  21 白鳥 基(6) 小学校 水明小     17.89 (-6.4)   1   8
  22 岩藤 海門(6) 小学校 軽井沢中部小     17.97 (-4.5)   2   7
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決勝 5月18日 10:50

風速 -6.9

 1 保科 承太郎(6) 小学校     16.49 
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC

 2 天野 夏樹之助(5)小学校     18.95 
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷﾉｽｹ T&F佐久平

小学男子ＯＰ
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決勝 5月18日 11:25

[ 1組] [ 2組]

 1 児玉 大河(6) 小学校   3,23.10  1 土赤 仁義(6) 小学校   3,22.73 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 腰越JSC[小] ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 腰越JSC[小]

 2 諸山 琉生(6) 小学校   3,28.73  2 曹 有根(6) 小学校   3,28.22 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｿｳ ｳｺﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 3 黒沢 燦(6) 小学校   3,32.95  3 塩入 愛斗(5) 小学校   3,30.84 
ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 腰越JSC[小] ｼｵｲﾘ ﾏﾅﾄ 腰越JSC[小]

 4 山中 壇(6) 小学校   3,39.26  4 金井 崚惺(6) 小学校   3,35.81 
ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞﾝ 川上二小 ｶﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 腰越JSC[小]

 5 安藤 鈴(5) 小学校   3,40.31  5 佐々木 泰雅(5) 小学校   3,45.21 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｲ 北相木小 ｻｻｷ ﾀｲｶﾞ 南牧南小

 6 竜野 誠一郎(5) 小学校   3,50.06  6 山中 莉輝(5) 小学校   3,45.50 
ﾀﾂﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 豊殿小 ﾔﾏﾅｶ ﾘｷ 川上二小

 7 児玉 大和(6) 小学校   3,52.08  7 依田 朋樹(5) 小学校   3,46.41 
ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ 腰越JSC[小] ﾖﾀﾞ ﾄﾓｷ 高瀬小

 8 花岡 蓮(6) 小学校   3,55.64  8 田中 昴琉(6) 小学校   3,53.35 
ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ﾀﾅｶ ｽﾊﾞﾙ 北相木小

 9 荻原 蓮(6) 小学校   3,56.78  9 内藤 奨太(5) 小学校   3,56.47 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾚﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

10 伊東 輝(6) 小学校   3,57.36 10 町田 龍之介(6) 小学校   4,00.45 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ あさまねSC ﾏﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 岸野小

11 相場 莉空(5) 小学校   3,59.01 11 清水 颯太(5) 小学校   4,00.53 
ｱｲﾊﾞ ﾘｸ 東御市陸上教室 ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ小

12 六川 冬真(6) 小学校   4,18.91 12 栁澤 旺志朗(5) 小学校   4,04.84 
ﾛｸｶﾞﾜ ﾄｳﾏ 中込小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵｳｼﾛｳ 北御牧[小]

13 井出 克己(6) 小学校   4,32.04 林 悠翔(6) 小学校
ｲﾃﾞ ｶﾂﾐ 北御牧小 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ小
中村 一輝(6) 小学校 佐藤眞翔(6) 小学校
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ｻﾄｳﾏﾅﾄ 佐久城山小
小林 冬優人(6) 小学校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾕﾄ 青木小

   1 土赤 仁義(6) 小学校 腰越JSC[小]     3,22.73   2   1
   2 児玉 大河(6) 小学校 腰越JSC[小]     3,23.10   1   1
   3 曹 有根(6) 小学校 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,28.22   2   2
   4 諸山 琉生(6) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,28.73   1   2
   5 塩入 愛斗(5) 小学校 腰越JSC[小]     3,30.84   2   3
   6 黒沢 燦(6) 小学校 腰越JSC[小]     3,32.95   1   3
   7 金井 崚惺(6) 小学校 腰越JSC[小]     3,35.81   2   4
   8 山中 壇(6) 小学校 川上二小     3,39.26   1   4
   9 安藤 鈴(5) 小学校 北相木小     3,40.31   1   5
  10 佐々木 泰雅(5) 小学校 南牧南小     3,45.21   2   5
  11 山中 莉輝(5) 小学校 川上二小     3,45.50   2   6
  12 依田 朋樹(5) 小学校 高瀬小     3,46.41   2   7
  13 竜野 誠一郎(5) 小学校 豊殿小     3,50.06   1   6
  14 児玉 大和(6) 小学校 腰越JSC[小]     3,52.08   1   7
  15 田中 昴琉(6) 小学校 北相木小     3,53.35   2   8
  16 花岡 蓮(6) 小学校 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,55.64   1   8
  17 内藤 奨太(5) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,56.47   2   9
  18 荻原 蓮(6) 小学校 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,56.78   1   9
  19 伊東 輝(6) 小学校 あさまねSC     3,57.36   1  10
  20 相場 莉空(5) 小学校 東御市陸上教室     3,59.01   1  11
  21 町田 龍之介(6) 小学校 岸野小     4,00.45   2  10
  22 清水 颯太(5) 小学校 真田ｸﾗﾌﾞ小     4,00.53   2  11
  23 栁澤 旺志朗(5) 小学校 北御牧[小]     4,04.84   2  12
  24 六川 冬真(6) 小学校 中込小     4,18.91   1  12
  25 井出 克己(6) 小学校 北御牧小     4,32.04   1  13

小学男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    44 11    46

2    53 12   103

12    43 9    41

11   146 1    42

5   201 5   168

7   184 14   147

10    45 3    40

13   101 7   205

3   100 2    61

15    16 13    29

6   164 8   102

4   152 4   196

9   197 6   106
欠場

1   104 10    68
欠場 欠場

14   131
欠場

小学男子

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
   46
   44
  103
   53
   41
   43
   42
  146
  201
  168
  147
   40
  184
   45
  205
  101

  196
  152
  197

   61
  100
   16
  164
   29
  102
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順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 望月AC   189 田島 一輝(6)     56.85 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ
  185 依田 惺那(6)

ﾖﾀﾞ ｾﾅ
  187 小林 美海(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ
  186 宇佐美 隆悟(6)

ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ
 2   4 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)    59 赤尾 悠斗(5)     58.74 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑA ｱｶｵ ﾕｳﾄ
   63 萩原 汐逢(6)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ
   49 菊原 煌生(5)

ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ
   65 栁澤 翔逢(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ
 3   8 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)    56 小林 悠(5)   1,00.75 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑB ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
   51 橋詰 蓮平(5)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ
   47 井出 獅楽(5)

ｲﾃﾞ ｼﾗｸ
   62 南澤 侑吾(5)

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ
 4   6 北御牧小   199 黒澤 颯(6)   1,01.03 

ｷﾀﾐﾏｷ(ｼｮｳ) ｸﾛｻﾜ ｶｴﾃﾞ
  197 井出 克己(6)

ｲﾃﾞ ｶﾂﾐ
  200 竹重 陽向(6)

ﾀｹｼｹﾞ ﾋﾅﾀ
  198 岡田 充叶(6)

ｵｶﾀﾞ ﾐﾁﾄ
 5   7 佐久穂小    79 佐藤 悠斗(6)   1,02.06 

ｻｸﾎｼｮｳ ｻﾄｳ ﾕｳﾄ
   78 吉田  光(6)

ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ
   82 有賀 颯音(6)

ｱﾘｶﾞ ﾊﾔﾄ
   81 日向 龍仁(6)

ﾋﾅﾀ ﾘｭｳｼﾞﾝ
 6   3 佐久城山小    67 関口徠雅(5)   1,06.24 

ｻｸｼﾞｮｳﾔﾏｼｮｳ ｾｷｸﾞﾁﾗｲｶﾞ
   66 関口幸翼(5)

ｾｷｸﾞﾁｺｳｽｹ
   71 片井凜(5)

ｶﾀｲﾘﾝ
   72 蓮見颯平(5)

ﾊｽﾐｿｳﾍｲ

小学男子

4x100mR

決勝
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相場 遥心(6) 小学校
ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ 東御市陸上教室
中澤 煌牙(6) 小学校
ﾅｶｻﾞﾜ  ｺｳｶﾞ T&F佐久平
栁澤 翔逢(6) 小学校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
井出 獅楽(5) 小学校
ｲﾃﾞ ｼﾗｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
中澤 珀翔(6) 小学校
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊｸﾄ 中佐都小
大井 優翔(6) 小学校
ｵｵｲ  ﾕｳﾄ T&F佐久平
上田 琉月(5) 小学校
ｳｴﾀﾞ ﾙｷ 水明小
外川 慈瑛(5) 小学校
ﾄｶﾞﾜ ｼﾞｴｲ 軽井沢西部小

小学男子

コンバインドＡ

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1   163   1707

2    11   1706

3    65   1696

4    47   1608

5   154   1176

6     9    788

7   123    730

8    31    678



決勝 5月18日  9:10

吉澤 神威(6) 小学校
ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾑｲ 南牧南小
田島 一輝(6) 小学校
ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC
新海 晃平(6) 小学校
ｼﾝｶｲ ｺｳﾍｲ 南牧北小
鷹野 珀(6) 小学校
ﾀｶﾉ ﾊｸ 小海小
榊　 純弥(5) 小学校
ｻｶｷ ｼﾞｭﾝﾔ 南相木小
小林 侑生(5) 小学校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 青木小
保科 承太郎(6) 小学校
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC
井出 隼晟(6) 小学校
ｲﾃﾞ ｼｭﾝｾｲ 南牧北小
佐藤 悠斗(6) 小学校
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 佐久穂小
依田 惺那(6) 小学校
ﾖﾀﾞ ｾﾅ 望月AC
堀内 侑李(6) 小学校
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ 真田陸上教室
南澤 侑吾(5) 小学校
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
吉田  光(6) 小学校
ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久穂小
小林 悠(5) 小学校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
遠藤 吉朗(6) 小学校
ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾁﾛｳ 川上二小
宮澤 瑠衣(6) 小学校
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 佐久東小
辻本 奄汰(6) 小学校
ﾂｼﾞﾓﾄ ｴﾝﾀ 真田陸上教室
岡田 航侑(6) 小学校
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾕｳ 真田陸上教室
山浦 大夢(6) 小学校
ﾔﾏｳﾗ ﾀﾞｲﾑ 浅科小
伊東 吾郎(5) 小学校
ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 真田陸上教室
大熊 仁人(5) 小学校
ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾄ 真田陸上教室
橋詰 蓮平(5) 小学校
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
高見澤 衣吹(5) 小学校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平
小池 聖人(6) 小学校
ｺｲｹ ｷﾖﾄ 小海小
青木 寛(6) 小学校
ｱｵｷ ﾕﾀｶ 望月AC
中嶋 大地(6) 小学校
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 小海小
髙野尾 亮(6) 小学校
ﾀｶﾉｵ ﾘｮｳ 川上二小
中堀 劉史(5) 小学校
ﾅｶﾎﾞﾘ ﾘｭｳｼ 北御牧[小]
浦田 勇心(6) 小学校
ｳﾗﾀ ﾕｳｼﾝ 真田陸上教室
田中 莉駆(5) 小学校
ﾀﾅｶ ﾘｸ あさまねSC
有賀 颯音(6) 小学校
ｱﾘｶﾞ ﾊﾔﾄ 佐久穂小
矢野 柊(5) 小学校
ﾔﾉ ｼｭｳ 南牧南小
櫻井 颯汰(6) 小学校
ｻｸﾗｲ ｿｳﾀ 望月AC
大久保 隼琉(6) 小学校
ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙ 真田陸上教室
宇佐美 隆悟(6) 小学校
ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ 望月AC
久間 太智(5) 小学校
ｷｭｳﾏ  ﾀﾞｲﾁ 田口小
菊池 慶(5) 小学校
ｷｸﾁ ｹｲ 南牧北小
林 應頼(6) 小学校
ﾊﾔｼ ﾏｻﾖﾘ 南牧南小
小林 美海(6) 小学校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC

39   187    806

37   174   1010

38   170    934

35   186   1167

36   158   1150

33   192   1205

34   111   1196

31    82   1258

32   169   1208

29   108   1294

30    22   1271

27   148   1299

28   195   1298

24   188   1327

26    92   1325

23     4   1375

24    89   1327

21   112   1436

22    51   1425

18   149   1456

20   107   1452

17   114   1470

18   109   1456

15   143   1521

16    73   1472

13    78   1593

14    56   1588

11   118   1606

12    62   1599

9    79   1626

10   185   1611

7   190   1645

8   172   1641

5   165   1689

6   132   1684

3   178   1800

4    91   1694

1   167   1845

2   189   1833

小学男子

コンバインドＢ

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考



百瀬 叶希(5) 小学校
ﾓﾓｾ ﾄｷ 南相木小
神谷 永遠(6) 小学校
ｶﾐﾔ ﾄﾜ 水明小
畠山 光樹(6) 小学校
ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｷ 南牧北小
畠山 叶虎(5) 小学校
ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾅﾄ 南牧北小
高見澤 浬(5) 小学校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶｲﾘ 南牧北小
原 柊太(5) 小学校 欠場
ﾊﾗ ｼｭｳﾀ 川上第一小

44   176    441

  140

42   181    516

43   180    494

備考
40   166    681

41   124    658

小学男子

コンバインドＢ

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録
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風速 -0.4

 1 栁澤 翔逢(6) 小学校     14.33 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 相場 遥心(6) 小学校     14.60 
ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ 東御市陸上教室

 3 中澤 煌牙(6) 小学校     15.28 
ﾅｶｻﾞﾜ  ｺｳｶﾞ T&F佐久平

 4 井出 獅楽(5) 小学校     15.52 
ｲﾃﾞ ｼﾗｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 中澤 珀翔(6) 小学校     17.71 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊｸﾄ 中佐都小

 6 外川 慈瑛(5) 小学校     18.94 
ﾄｶﾞﾜ ｼﾞｴｲ 軽井沢西部小

 7 大井 優翔(6) 小学校     19.10 
ｵｵｲ  ﾕｳﾄ T&F佐久平

 8 上田 琉月(5) 小学校     19.74 
ｳｴﾀﾞ ﾙｷ 水明小

小男ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＡ

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    65

2   163

7    11

3    47

4   154

8    31

1     9

6   123
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1m20 1m25 1m28
中澤 煌牙(6) 小学校 - - - - O O O O O O
ﾅｶｻﾞﾜ  ｺｳｶﾞ T&F佐久平 XO XO XX (976)
井出 獅楽(5) 小学校 - - - - - - - O O XO
ｲﾃﾞ ｼﾗｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ O XX (919)
相場 遥心(6) 小学校 - - O O O O O O O O
ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ 東御市陸上教室 XX (861)
中澤 珀翔(6) 小学校 - - O O O O O O O O
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊｸﾄ 中佐都小 XX (861)
栁澤 翔逢(6) 小学校 - - - - - O O O O XX
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (803)
大井 優翔(6) 小学校 - - O O O XO XO XX
ｵｵｲ  ﾕｳﾄ T&F佐久平 (688)
上田 琉月(5) 小学校 - - O O O O XX
ｳｴﾀﾞ ﾙｷ 水明小 (630)
外川 慈瑛(5) 小学校 - - O O O XX
ﾄｶﾞﾜ ｼﾞｴｲ 軽井沢西部小 (573)

m70 m75 m90 m95 1m00 1m05

小男ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＡ

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15

記録 備考

1 7    11  1.25

m80 m85

2 3    47  1.20

3 2   163  1.15

  123  0.95

3 4   154  1.15

5 5    65  1.10

8 8    31  0.90

6 1     9  1.00

7 6
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田島 一輝(6) 小学校   4.10   4.04    4.10 
ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC   -0.4   +1.5    -0.4 (921)
新海 晃平(6) 小学校   4.02   3.87    4.02 
ｼﾝｶｲ ｺｳﾍｲ 南牧北小   +1.4   +0.1    +1.4 (899)
井出 隼晟(6) 小学校   3.54   3.94    3.94 
ｲﾃﾞ ｼｭﾝｾｲ 南牧北小   +0.5   +0.8    +0.8 (877)
小林 侑生(5) 小学校   3.76   3.40    3.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 青木小   -0.2   +0.8    -0.2 (826)
保科 承太郎(6) 小学校    X   3.73    3.73 
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC   +0.2    +0.2 (818)
小林 悠(5) 小学校   3.62   3.71    3.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.9    0.0     0.0 (812)
南澤 侑吾(5) 小学校   3.71    X    3.71 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.2    +0.2 (812)
宇佐美 隆悟(6) 小学校    X   3.68    3.68 
ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ 望月AC   +0.3    +0.3 (804)
堀内 侑李(6) 小学校   3.54   3.59    3.59 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ 真田陸上教室   -1.6   +0.5    +0.5 (778)
鷹野 珀(6) 小学校   3.51   3.59    3.59 
ﾀｶﾉ ﾊｸ 小海小   -1.3   +0.7    +0.7 (778)
吉田  光(6) 小学校   3.48   3.56    3.56 
ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久穂小   -0.7   +1.5    +1.5 (770)
辻本 奄汰(6) 小学校   3.54   3.30    3.54 
ﾂｼﾞﾓﾄ ｴﾝﾀ 真田陸上教室    0.0   -0.6     0.0 (764)
依田 惺那(6) 小学校    X   3.54    3.54 
ﾖﾀﾞ ｾﾅ 望月AC   +2.2    +2.2 (764)
佐藤 悠斗(6) 小学校   3.52   3.23    3.52 
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 佐久穂小   +2.4   +0.5    +2.4 (759)
吉澤 神威(6) 小学校   3.51   3.37    3.51 
ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾑｲ 南牧南小   +0.6   +1.8    +0.6 (756)
小林 美海(6) 小学校    X   3.51    3.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC   -1.6    -1.6 (756)
岡田 航侑(6) 小学校   3.39   3.49    3.49 
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾕｳ 真田陸上教室   +0.1   +0.5    +0.5 (750)
橋詰 蓮平(5) 小学校   3.30   3.45    3.45 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.1   +0.1    +0.1 (739)
青木 寛(6) 小学校   3.39   3.16    3.39 
ｱｵｷ ﾕﾀｶ 望月AC   +0.7   -1.5    +0.7 (722)
高見澤 衣吹(5) 小学校   3.34    X    3.34 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平   -0.3    -0.3 (708)
櫻井 颯汰(6) 小学校   3.30   3.16    3.30 
ｻｸﾗｲ ｿｳﾀ 望月AC   +1.9   -0.9    +1.9 (697)
榊　 純弥(5) 小学校   2.96   3.28    3.28 
ｻｶｷ ｼﾞｭﾝﾔ 南相木小   -1.6   +0.8    +0.8 (692)
浦田 勇心(6) 小学校   3.25   3.17    3.25 
ｳﾗﾀ ﾕｳｼﾝ 真田陸上教室   -0.1   +0.8    -0.1 (683)
山浦 大夢(6) 小学校   3.20   3.22    3.22 
ﾔﾏｳﾗ ﾀﾞｲﾑ 浅科小   +0.4   -0.9    -0.9 (670)
田中 莉駆(5) 小学校   3.04   3.11    3.11 
ﾀﾅｶ ﾘｸ あさまねSC   -1.0   -3.5    -3.5 (644)
大熊 仁人(5) 小学校   3.00   3.08    3.08 
ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾄ 真田陸上教室   -0.4   +0.7    +0.7 (636)
伊東 吾郎(5) 小学校   3.07   2.97    3.07 
ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 真田陸上教室   -4.1   +0.3    -4.1 (633)
有賀 颯音(6) 小学校   3.07   2.94    3.07 
ｱﾘｶﾞ ﾊﾔﾄ 佐久穂小   -0.3   +1.3    -0.3 (633)
中堀 劉史(5) 小学校   2.93   2.81    2.93 
ﾅｶﾎﾞﾘ ﾘｭｳｼ 北御牧[小]   +1.2   -0.8    +1.2 (594)
中嶋 大地(6) 小学校   2.92   2.80    2.92 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 小海小   -1.9   -0.5    -1.9 (591)
大久保 隼琉(6) 小学校   2.37   2.91    2.91 
ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙ 真田陸上教室   -1.4   +3.6    +3.6 (588)
髙野尾 亮(6) 小学校   2.72   2.81    2.81 
ﾀｶﾉｵ ﾘｮｳ 川上二小   -0.9   -1.2    -1.2 (260)
遠藤 吉朗(6) 小学校   2.81    X    2.81 
ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾁﾛｳ 川上二小   -1.4    -1.4 (260)
菊池 慶(5) 小学校   2.67   2.46    2.67 
ｷｸﾁ ｹｲ 南牧北小   -1.0   +0.6    -1.0 (521)
小池 聖人(6) 小学校    X   2.66    2.66 
ｺｲｹ ｷﾖﾄ 小海小   +1.4    +1.4 (518)
久間 太智(5) 小学校   2.08   2.60    2.60 
ｷｭｳﾏ  ﾀﾞｲﾁ 田口小   +0.5   +0.1    +0.1 (501)
矢野 柊(5) 小学校   2.60    X    2.60 
ﾔﾉ ｼｭｳ 南牧南小   -0.5    -0.5 (501)
宮澤 瑠衣(6) 小学校   2.51   2.51    2.51 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 佐久東小   +1.1   +0.7    +1.1 (476)
林 應頼(6) 小学校    X   2.50    2.50 
ﾊﾔｼ ﾏｻﾖﾘ 南牧南小   +0.8    +0.8 (473)
百瀬 叶希(5) 小学校    X    X 記録なし
ﾓﾓｾ ﾄｷ 南相木小
畠山 光樹(6) 小学校    X    X 記録なし
ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｷ 南牧北小
神谷 永遠(6) 小学校    X    X 記録なし
ｶﾐﾔ ﾄﾜ 水明小
高見澤 浬(5) 小学校    X    X 記録なし
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶｲﾘ 南牧北小
畠山 叶虎(5) 小学校    X    X 記録なし
ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾅﾄ 南牧北小
原 柊太(5) 小学校 欠場
ﾊﾗ ｼｭｳﾀ 川上第一小

小男ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＢ

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 26   189

2 7   178

3 25   172

4 36   132

5 42   190

6 12    56

7 24    62

8 21   186

9 6   118

10 13    91

11 28    78

12 38   114

13 23   185

14 45    79

15 8   167

16 37   187

17 20   109

18 3    51

19 31   188

20 44     4

21 33   192

22 15   165

23 2   108

24 34   149

25 11    22

26 17   112

27 35   107

28 16    82

29 41   195

30 30    92

31 14   111

32 40   148

33 1   143

34 5   174

35 27    89

36 43   158

37 22   169

38 9    73

39 19   170

40 4   166

40 18   181

40 29   124

10   140

40 32   176

40 39   180
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吉澤 神威(6) 小学校
ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾑｲ 南牧南小 (1089)
榊　 純弥(5) 小学校
ｻｶｷ ｼﾞｭﾝﾔ 南相木小 (997)
宮澤 瑠衣(6) 小学校
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 佐久東小 (996)
遠藤 吉朗(6) 小学校
ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾁﾛｳ 川上二小 (961)
鷹野 珀(6) 小学校
ﾀｶﾉ ﾊｸ 小海小 (916)
田島 一輝(6) 小学校
ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC (912)
新海 晃平(6) 小学校
ｼﾝｶｲ ｺｳﾍｲ 南牧北小 (901)
佐藤 悠斗(6) 小学校
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 佐久穂小 (867)
小林 侑生(5) 小学校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 青木小 (858)
依田 惺那(6) 小学校
ﾖﾀﾞ ｾﾅ 望月AC (847)
堀内 侑李(6) 小学校
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ 真田陸上教室 (828)
保科 承太郎(6) 小学校
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC (827)
吉田  光(6) 小学校
ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久穂小 (823)
伊東 吾郎(5) 小学校
ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 真田陸上教室 (819)
小池 聖人(6) 小学校
ｺｲｹ ｷﾖﾄ 小海小 (809)
大熊 仁人(5) 小学校
ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾄ 真田陸上教室 (800)
南澤 侑吾(5) 小学校
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (787)
山浦 大夢(6) 小学校
ﾔﾏｳﾗ ﾀﾞｲﾑ 浅科小 (781)
小林 悠(5) 小学校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (776)
井出 隼晟(6) 小学校
ｲﾃﾞ ｼｭﾝｾｲ 南牧北小 (764)
髙野尾 亮(6) 小学校
ﾀｶﾉｵ ﾘｮｳ 川上二小 (739)
中嶋 大地(6) 小学校
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 小海小 (734)
矢野 柊(5) 小学校
ﾔﾉ ｼｭｳ 南牧南小 (707)
岡田 航侑(6) 小学校
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾕｳ 真田陸上教室 (706)
辻本 奄汰(6) 小学校
ﾂｼﾞﾓﾄ ｴﾝﾀ 真田陸上教室 (706)
中堀 劉史(5) 小学校
ﾅｶﾎﾞﾘ ﾘｭｳｼ 北御牧[小] (704)
橋詰 蓮平(5) 小学校
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (686)
高見澤 衣吹(5) 小学校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平 (667)
久間 太智(5) 小学校
ｷｭｳﾏ  ﾀﾞｲﾁ 田口小 (649)
百瀬 叶希(5) 小学校
ﾓﾓｾ ﾄｷ 南相木小 (631)
田中 莉駆(5) 小学校
ﾀﾅｶ ﾘｸ あさまねSC (627)
有賀 颯音(6) 小学校
ｱﾘｶﾞ ﾊﾔﾄ 佐久穂小 (625)
浦田 勇心(6) 小学校
ｳﾗﾀ ﾕｳｼﾝ 真田陸上教室 (611)
神谷 永遠(6) 小学校
ｶﾐﾔ ﾄﾜ 水明小 (608)
大久保 隼琉(6) 小学校
ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙ 真田陸上教室 (608)
青木 寛(6) 小学校
ｱｵｷ ﾕﾀｶ 望月AC (605)
櫻井 颯汰(6) 小学校
ｻｸﾗｲ ｿｳﾀ 望月AC (508)
菊池 慶(5) 小学校
ｷｸﾁ ｹｲ 南牧北小 (489)

小男ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＢ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 8   167   O 50.62  50.62 

2 15   165 46.10   O  46.10 

3 9    73 46.06   X  46.06 

4 1   143   O 44.36  44.36 

5 13    91   O 42.15  42.15 

6 26   189   O 41.95  41.95 

7 7   178   O 41.38  41.38 

8 45    79 39.72   O  39.72 

9 36   132 39.26   X  39.26 

10 23   185 38.75   O  38.75 

11 6   118 37.80   O  37.80 

12 42   190 37.76   X  37.76 

13 28    78 37.56   O  37.56 

14 35   107   O 37.36  37.36 

15 27    89 36.86   O  36.86 

16 17   112   O 36.42  36.42 

17 24    62   O 35.77  35.77 

18 34   149   O 35.49  35.49 

19 12    56 35.25   O  35.25 

20 25   172   O 34.66  34.66 

21 40   148 33.42   O  33.42 

22 30    92   O 33.16  33.16 

23 22   169 31.85   O  31.85 

24 20   109   O 31.82  31.82 

25 38   114   O 31.79  31.79 

26 41   195 31.68   O  31.68 

27 3    51 30.80   O  30.80 

28 44     4   X 29.89  29.89 

29 43   158   O 29.01  29.01 

30 4   166 28.09   O  28.09 

31 11    22 27.92   O  27.92 

32 16    82   O 27.81  27.81 

33 2   108 27.12   O  27.12 

34 29   124 27.00   O  27.00 

35 14   111   O 26.99  26.99 

36 31   188   O 26.84  26.84 

37 33   192 22.04   O  22.04 

38 5   174 21.11   O  21.11 



畠山 光樹(6) 小学校
ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｷ 南牧北小 (466)
林 應頼(6) 小学校
ﾊﾔｼ ﾏｻﾖﾘ 南牧南小 (461)
畠山 叶虎(5) 小学校
ﾊﾀｹﾔﾏ ｶﾅﾄ 南牧北小 (444)
高見澤 浬(5) 小学校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶｲﾘ 南牧北小 (667)
宇佐美 隆悟(6) 小学校
ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ 望月AC (363)
原 柊太(5) 小学校 欠場
ﾊﾗ ｼｭｳﾀ 川上第一小
小林 美海(6) 小学校 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC

備考-2- -3- -4- -5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
39 18   181 19.99   O  19.99 

40 19   170   X 19.74  19.74 

41 39   180   X 18.90  18.90 

42 32   176 16.31   O  16.31 

43 21   186   O 14.91  14.91 

10   140

37   187
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