
： 2021年10月３0日(土)～31日(日) 
： 佐久総合運動公園陸上競技場（競技場コード 172060）
：

： 東信地区陸上競技協会　
： 跡部　定一
： 細田　和生 
： 横沢　和樹

■グラウンドコンディション
10月30日(土)

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技  (走高跳・棒高跳)
他の競技者を妨害した (R163-2) 失敗・無効試技
他のレーンに入った (R163-3a) パス
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) 試合放棄
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5)
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
ﾛｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾛｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄとﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾛｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ で競歩主任が単独で失格にした (R230-4a)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で競歩主任が単独で失格にした (R230-4a)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
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15:00 晴れ 南南西 1.3 14.0 67.0
14:00 晴れ 北北東 1.9 14.5 72.0
13:00 晴れ 北北東 0.8 12.5 82.0
12:00 雨 北東 0.1 11.0 87.0
11:00 くもり 東 0.1 11.0 87.016:00 晴れ 東 3.3 12.0 40.0
10:00 雨 東北東 1.4 10.0 82.015:00 晴れ 東 4.6 15.0 40.0
9:30 くもり 東 0.5 9.5 80.014:00 晴れ 北東 0.5 17.0 43.0

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度

(m/s) (℃) (%)

記録・情報主任

10月31日(土)
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候

主 催 東信地区陸上競技協会
東信地区陸上競技協会普及強化部

主 管
総 務
審 判 長

大会コード 21170745

東信ジュニアユース2021オータム

記 録 集
期 日
会 場



東信ジュニア・ユース2021オータム
主催　東信地区陸上競技協会　
　　　東信地区陸上競技協会普及強化部

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】172060  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
10/31 小学混合 KMC陸上ｸ小(A)      52.77 軽井沢A&AC(A)      56.48 あさまねSC(B)      58.01 望月AC(A)       58.18 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)      58.89 T&F佐久平(A)      59.39 あさまねSC(A)    1,00.27 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)    1,00.38

4x100mR 田中 里音(6) 荻原 推(5) 小山 陽菜乃(5) 矢島 羽花(5) 佐藤 一帆(6) 川上 瑞詠(6) 茂木 優心(6) 荒井 結愛(5)
東山 幸穂(6) 中嶋 優佳(5) 中島 那瑠(5) 髙橋 侑悟(6) 高野 寧々(6) 小林 優奈(5) 荻原 莉子(6) 栁澤 妃菜(4)
鎌田 夏(6) 大森 俊太朗(5) 関 幹太(5) 長坂 咲良(6) 小島 颯斗(6) 山口 穂高(6) 池田 凌空(5) 佐藤 徠夢(5)
岩本 然(6) 米田 太一(6) 山口 越史(5) 寺澤 柊羽(6) 山浦 英純(6) 油井 柊磨(6) 古岩井 聖也(6) 長峰 和真(5)



決勝 10月31日  9:30

[ 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 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)   125 佐藤 一帆(6)     58.89  1   4 KMC陸上ｸ小(A)     5 田中 里音(6)     52.77 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑA ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ ｹｰｴﾑｼｰﾘｸｼﾞｮｳｸｼｮｳ ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ
  124 高野 寧々(6)     7 東山 幸穂(6)

ﾀｶﾉ ﾈﾈ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｻﾁﾎ
  134 小島 颯斗(6)     1 鎌田 夏(6)

ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ ｶﾏﾀ ﾅﾂｷ
  129 山浦 英純(6)     3 岩本 然(6)

ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ ｲﾜﾓﾄ ｾﾞﾝ
 2   6 あさまねSC(A)    70 茂木 優心(6)   1,00.27  2   6 軽井沢A&AC(A)    78 荻原 推(5)     56.48 

ｱｻﾅﾈSCA ﾓﾃｷ ｺｺﾛ ｶﾙｲｻﾞﾜA&ACA ｵｷﾞﾜﾗ ｽｲ
   52 荻原 莉子(6)    90 中嶋 優佳(5)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｺ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ
   63 池田 凌空(5)    87 大森 俊太朗(5)

ｲｹﾀﾞ ﾘｸ ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ
   56 古岩井 聖也(6)    91 米田 太一(6)

ｺｲﾜｲ ｾｲﾔ ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ
 3   7 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)   121 荒井 結愛(5)   1,00.38  3   5 あさまねSC(B)    59 小山 陽菜乃(5)     58.01 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑB ｱﾗｲ ﾕｱ ｱｻﾅﾈSCB ｺﾔﾏ ﾋﾅﾉ
  154 栁澤 妃菜(4)    65 中島 那瑠(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾙ
  128 佐藤 徠夢(5)    53 関 幹太(5)

ｻﾄｳ ﾗｲﾑ ｾｷ ｶﾝﾀ
  146 長峰 和真(5)    58 山口 越史(5)

ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾏ ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾂｼ
 4   8 真田陸上教室(A  183 戸兵 心瞳(5)   1,00.92  4   3 望月AC(A)   265 矢島 羽花(5)     58.18 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂA ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ﾔｼﾞﾏ ﾊﾅ
  196 斉藤 あおば(6)   272 髙橋 侑悟(6)

ｻｲﾄｳ ｱｵﾊﾞ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ
  199 増田 大誠(6)   260 長坂 咲良(6)

ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｾｲ ﾅｶﾞｻｶ ｻｸﾗ
  186 山宮 圭貴(6)   252 寺澤 柊羽(6)

ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ ﾃﾗｻﾜ ﾄｳﾜ
 5   5 T&F佐久平(B)    31 森本 葉菜(6)   1,03.48  5   2 T&F佐久平(A)    36 川上 瑞詠(6)     59.39 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾓﾘﾓﾄ  ﾊﾅ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｶﾜｶﾐ  ﾐｽﾞｴ
   14 井出 裕翔(6)    28 小林 優奈(5)

ｲﾃﾞ  ﾋﾛﾄ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾅ
   39 竹内 千尋(6)    24 山口 穂高(6)

ﾀｹｳﾁ  ﾁﾋﾛ ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾎﾀｶ
   27 小池 秀吾(6)    50 油井 柊磨(6)

ｺｲｹ  ｼｭｳｺﾞ ﾕｲ  ｼｭｳﾏ
 6   2 真田陸上教室(B  189 山口 柊(5)   1,03.91  6   7 望月AC(B)   266 柳澤 雄飛(6)   1,02.54 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂB ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ
  205 櫻井 結人(4)   257 清野 兼宥(6)

ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ ｷﾖﾉ ｹﾝｳ
  180 伊東 ほの香(5)   268 簾田 あいら(6)

ｲﾄｳ ﾎﾉｶ ﾐｽﾀﾞ ｱｲﾗ
  200 朝倉 こと子(5)   254 松原 美柚(6)

ｱｻｸﾗ ｺﾄｺ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾕ
 7   4 御代田南小   100 小林 優統(4)   1,06.38 

ﾐﾖﾀﾐﾅﾐｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞﾅ
   98 三昌 美咲(4)

ｻﾝｼｮｳ ﾐｻｷ
   97 岩下 煌典(4)

ｲﾜｼﾀ ｺｳｽｹ
   99 小山 詩絵(4)

ｺﾔﾏ ｼｴ

小学混合

4x100mR

決勝



   1 KMC陸上ｸ小(A)     52.77 田中 里音(6) 東山 幸穂(6) 鎌田 夏(6) 岩本 然(6)   2   1
   2 軽井沢A&AC(A)     56.48 荻原 推(5) 中嶋 優佳(5) 大森 俊太朗(5)米田 太一(6)   2   2
   3 あさまねSC(B)     58.01 小山 陽菜乃(5)中島 那瑠(5) 関 幹太(5) 山口 越史(5)   2   3
   4 望月AC(A)     58.18 矢島 羽花(5) 髙橋 侑悟(6) 長坂 咲良(6) 寺澤 柊羽(6)   2   4
   5 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)     58.89 佐藤 一帆(6) 高野 寧々(6) 小島 颯斗(6) 山浦 英純(6)   1   1
   6 T&F佐久平(A)     59.39 川上 瑞詠(6) 小林 優奈(5) 山口 穂高(6) 油井 柊磨(6)   2   5
   7 あさまねSC(A)   1,00.27 茂木 優心(6) 荻原 莉子(6) 池田 凌空(5) 古岩井 聖也(6)  1   2
   8 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)   1,00.38 荒井 結愛(5) 栁澤 妃菜(4) 佐藤 徠夢(5) 長峰 和真(5)   1   3
   9 真田陸上教室(A)   1,00.92 戸兵 心瞳(5) 斉藤 あおば(6)増田 大誠(6) 山宮 圭貴(6)   1   4
  10 望月AC(B)   1,02.54 柳澤 雄飛(6) 清野 兼宥(6) 簾田 あいら(6)松原 美柚(6)   2   6
  11 T&F佐久平(B)   1,03.48 森本 葉菜(6) 井出 裕翔(6) 竹内 千尋(6) 小池 秀吾(6)   1   5
  12 真田陸上教室(B)   1,03.91 山口 柊(5) 櫻井 結人(4) 伊東 ほの香(5)朝倉 こと子(5)  1   6
  13 御代田南小   1,06.38 小林 優統(4) 三昌 美咲(4) 岩下 煌典(4) 小山 詩絵(4)   1   7

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

小学混合

4x100mR
タイムレース
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