
大会コード  22170004

： ２０２２年６月１９日（日）
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 日本陸上競技連盟　公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団

長野県教育委員会　信濃毎日新聞社 
： 日清食品ホールディングス株式会社
： 内山 了治
： 青柳 智之 (トラック)　 田澤 稔 (フィールド) 中澤 博和 (招集所)
： 瀧沢 佳生

■この競技会で樹立された記録

■グラウンドコンディション

09:30 晴れ 南 0.4 26.0 61.0 12:00 晴れ 東 0.6 29.8 50.0
10:00 晴れ 南東 1.6 27.1 58.0 13:00 晴れ 南西 1.1 30.5 47.0
11:00 晴れ 南東 2.5 28.6 53.0 14:00 晴れ 南東 1.7 30.2 42.0

■略号の説明
欠場 成功・有効試技 Q 順位による通過者 警告
途中棄権 失敗・無効試技 q 記録による通過者 2回目の警告
記録なし パス q R 審判長の決定による通過者 レッドカードによる失格
失格 試合放棄 レーン侵害

■失格の略号の説明　()内は規則番号
手や体、振り上げ脚の上側でハードルを〔倒した／移動させた〕(TR22.6.2)

会 場
主 催
後 援

協 賛

”日清食品カップ” 長野県小学生陸上競技交流大会
兼 第39回 長野県小学生陸上競技大会
兼 第8回 東海小学生陸上競技大会 予選会
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日付 記録の種類

湿度

12.50

時刻 天候 風向

中嶋 優佳(6)
予選

小野澤 比奈矢(6)

2299 長峰 和真(6)

中嶋 優佳(6)
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気温
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軽井沢A&AC

湿度風速

12.57
13.46 村上 悠(5) 波田小 13.63

軽井沢A&AC 2214
2169

2317 佐藤 秀瑚(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 2249
2138

1947

6月19日 県小学新
大会新

男子 コンバインドB 決勝

女子 コンバインドA 決勝 2251

佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 2203
2181

6月19日 県小学新
大会新

男子 コンバインドA 決勝

軽井沢A&AC 1780
6月19日 大会新 5年男子 100m 決勝 13.53 村上 悠(5) 波田小 13.63
6月19日 大会新 女子 コンバインドB 決勝



”日清食品カップ” 長野県小学生陸上競技交流大会 ﾄﾗｯｸ審判長 青柳 智之

 兼 第39回 長野県小学生陸上競技大会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 田澤 稔
 兼 第8回 東海小学生陸上競技大会 予選会 招集所審判長 中澤 博和
【開催日】 ２０２２年６月１９日（日） 記録主任 瀧沢 佳生

【主催団体】 一般財団法人長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
男  子 / 女  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場

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

 6/19 男女混合 岡谷田中小       53.82 ｱｻﾏﾈSC       55.25 千曲東小       56.60 豊丘南小(A)       56.94 埴生小(A)       58.04 堀金小       58.36 伊那小       58.70 並柳小(A)       58.72
4×100m 北川 愛果(6) 小山 陽菜乃(6) 関田 怜生(6) 片桐 夢大(6) 鹿田 陽菜乃(6) 髙石 悠花(6) 御子柴 智菜(6) 近藤 虎流(6)

大森 琥明(6) 中島 那瑠(6) 牧 隼叶(6) 月木 皐瑛(6) 小林 悠(6) 百瀬 茉由子(6) 中村 柚葵(6) 合葉 月香(6)
田中 海羽(6) 関 幹太(6) 岡田 凜(6) 堀本 結愛(6) 矢澤 莉奈(6) 加藤 俊多(6) 伊藤 衣里夏(6) 陳 美妃(6)
佐藤 叶寅(6) 池田 凌空(6) 近藤 百々花(6) 木下 櫻(6) 柳沢 琉希(6) 板花 瑞樹(6) 酒井 惇基(6) 中田 颯希(6)



予選 6月19日 11:50
決勝 6月19日 14:15

長野県小学生記録(ER)            52.75                              茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ      2020/11/21  
                                      （柳平 紗季・山田 怜来・栗山 大翔・小川 夏生）
大会記録(GR)                    53.31                              松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)  2021        
                                      （宮澤 佑茉・林 かれん・柳 美結・榎本 昊）

[ 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   8 ｱｻﾏﾈSC  1130 小山 陽菜乃(6)     55.12 q  1   2 豊丘南小(A)   434 片桐 夢大(6)     57.73 q

ｱｻﾏﾈSC ｺﾔﾏ ﾋﾅﾉ ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ ｶﾀｷﾞﾘﾕｳﾀﾞｲ
 1131 中島 那瑠(6)   433 月木 皐瑛(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾙ ﾂｷｷﾞ   ｺｳｴｲ
  139 関 幹太(6)  1446 堀本 結愛(6)

ｾｷ ｶﾝﾀ ﾎﾘﾓﾄ   ﾕｱ
  140 池田 凌空(6)  1447 木下 櫻(6)

ｲｹﾀﾞ ﾘｸ ｷﾉｼﾀ   ｻｸﾗ
 2   3 並柳小(A)   341 近藤 虎流(6)     58.91 q  2   8 埴生小(A)  1238 鹿田 陽菜乃(6)     58.28 q

ﾅﾐﾔﾅｷﾞ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ ﾊﾆｭｳｼｮｳ ｼｶﾀﾞ ﾋﾅﾉ
 1341 合葉 月香(6)   238 小林 悠(6)

ｱｲﾊﾞ ﾙｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
 1342 陳 美妃(6)  1239 矢澤 莉奈(6)

ﾁﾝ ﾐﾋ ﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ
  342 中田 颯希(6)   239 柳沢 琉希(6)

ﾅｶﾀ ｻﾂｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙｷ
 3   4 伊那小  1414 御子柴 智菜(6)     59.20 q  3   5 堀金小  1356 髙石 悠花(6)     59.15 q

ｲﾅｼｮｳ ﾐｺｼﾊﾞ ﾄﾓﾅ ﾎﾘｶﾞﾈ ﾀｶｲｼ ﾕｶ
  410 中村 柚葵(6)  1357 百瀬 茉由子(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ ﾓﾓｾ ﾏﾕｺ
 1415 伊藤 衣里夏(6)   356 加藤 俊多(6)

ｲﾄｳ ｴﾘｶ ｶﾄｳ ｼｭﾝﾀ
  409 酒井 惇基(6)   357 板花 瑞樹(6)

ｻｶｲ ｱﾂｷ ｲﾀﾊﾅ ﾐｽﾞｷ
 4   7 豊科北小  1352 佐々木 かんな(6)   1:00.48  4   9 T&F佐久平(B)  1123 磯貝 璃椛(5)   1:00.04 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｻｻｷ ｶﾝﾅ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｲｿｶﾞｲ  ﾘﾉ
  352 神谷 知玖(6)   128 髙橋 宗也(5)

ｶﾐﾔ ﾄﾓｷ ﾀｶﾊｼ  ｿｳﾔ
 1353 小林 ななみ(6)  1124 松本 実倖(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ ﾏﾂﾓﾄ  ﾐｻﾁ
  353 片桐 歌威(6)   129 長坂 快(5)

ｶﾀｷﾞﾘ ｶｲ ﾅｶﾞｻｶ  ｶｲ
 5   2 豊丘南小(B)   436 松下 颯介(5)   1:01.27  5   3 会染小  1310 北澤 里菜(5)   1:01.51 

ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ ﾏﾂｼﾀ   ｿｳｽｹ ｱｲｿﾒ ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾅ
  435 小池 桜芽(5)  1311 江端 綾夏(5)

ｺｲｹ   ｵｳｶﾞ ｴﾊﾞﾀ ｱﾔｶ
 1448 三石 絢楓(5)   310 井上 律(5)

ﾐﾂｲｼ  ｱﾔｶ ｲﾉｳｴ ﾘﾂ
 1449 清水 せりな(5)   311 浅田 凌空(5)

ｼﾐｽﾞ  ｾﾘﾅ ｱｻﾀﾞ ﾘｸ
 6   6 T&F佐久平(A)  1121 平島 唯那(5)   1:01.75  6   4 高森南小(A)   424 宮下 伸幸(5)   1:03.52 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾋﾗｼﾏ  ﾕｲﾅ ﾀｶﾓﾘﾐﾅﾐｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ
  124 清水 小太郎(6)  1434 原 あずみ(5)

ｼﾐｽﾞ  ｺﾀﾛｳ ﾊﾗ ｱｽﾞﾐ
 1122 小林 優希(6)   425 松島 和哉(5)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｷ ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞﾔ
  125 長岡 諒真(5)  1435 沢田 真桜(5)

ﾅｶﾞｵｶ  ﾘｮｳﾏ ｻﾜﾀ ﾞﾏｵ
 7   9 埴生小(B)  1241 戸谷 月葉(5)   1:04.23  7   7 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ  1125 大久保 明凛(5)   1:03.53 

ﾊﾆｭｳｼｮｳ ﾄﾔ ﾂｷﾊ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ
 1242 鈴木 音桜(5)  1126 碓氷 桐榎(6)

ｽｽﾞｷ ﾐﾘｱ ｳｽｲ ｷﾘｶ
  241 古賀 亮(5)   130 池田 煌世(5)

ｺｶﾞ ﾘｮｳ ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ
  242 鈴木 蓮音(5)   131 高野 快(5)

ｽｽﾞｷ ﾚｲﾘ ﾀｶﾉ ｶｲ
 8   5 宗賀小  1322 池田 乃愛(5)   1:05.01     6 高森南小(B)      

ｿｳｶﾞ ｲｹﾀﾞ ﾉｱ ﾀｶﾓﾘﾐﾅﾐｼｮｳ DNS
 1323 古平 美桜(5)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｵ
  321 清水 夢斗(5)

ｼﾐｽﾞ ﾕﾒﾄ
  322 川上 惺士朗(5)

ｶﾜｶﾐ ｾｲｼﾛｳ

男女混合

4×100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 岡谷田中小  1422 北川 愛果(6)     54.53 q

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳ ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ
  415 大森 琥明(6)

ｵｵﾓﾘ ｺｳﾒｲ
 1421 田中 海羽(6)

ﾀﾅｶ ﾐｳ
  414 佐藤 叶寅(6)

ｻﾄｳ ｷｮｳﾄﾗ
 2   6 千曲東小   219 関田 怜生(6)     56.96 q

ﾁｸﾏﾋｶﾞｼｼｮｳ ｾｷﾀ ﾚｵ
  220 牧 隼叶(6)

ﾏｷ ﾊﾔﾄ
 1217 岡田 凜(6)

ｵｶﾀﾞ ﾘﾝ
 1218 近藤 百々花(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ
 3   3 清水小  1327 塩野﨑 結菜(6)     59.90 

ｼﾐｽﾞ ｼｵﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ
  326 金宇 仙樹(6)

ｶﾅｳ ｾﾝｼﾞｭ
 1328 藤森 ひかる(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋｶﾙ
  327 萩原 侑大(6)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ
 4   5 明南小  1359 内川 小綺(6)   1:00.92 

ﾒｲﾅﾝ ｳﾁｶﾜ ｻｷ
  358 荒井 蓮之介(6)

ｱﾗｲ ﾚﾝﾉｽｹ
 1360 北山 琉音(6)

ｷﾀﾔﾏ ﾙﾉ
  359 上條 結斗(6)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ
 5   9 真田陸上教室   157 山口 柊(6)   1:01.39 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳ
 1155 戸兵 心瞳(6)

ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ
  158 牧内 大河(6)

ﾏｷｳﾁ ﾀｲｶﾞ
 1156 朝倉 こと子(6)

ｱｻｸﾗ ｺﾄｺ
 6   8 中川東小   440 奥山 友悠(6)   1:01.42 

ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼｼｮｳ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ
 1451 米山 カレン(6)

ﾖﾈﾔﾏ ｶﾚﾝ
 1452 森田 寧音(6)

ﾓﾘﾀ ﾈｵ
  441 澤田 陸(6)

ｻﾜﾀ ﾞﾘｸ
 7   7 並柳小(B)  1343 今井 春花(6)   1:01.92 

ﾅﾐﾔﾅｷﾞ ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
  343 田村 芳之助(6)

ﾀﾑﾗ ﾖｼﾉｽｹ
  344 北原 羽明斗(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾊｱﾄ
 1344 松井 杏菜(6)

ﾏﾂｲ ｱﾝﾅ
 8   2 高遠小  1432 綱嶋 勇音(5)   1:04.49 

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ﾂﾅｼﾏ ｲｻﾈ
  422 有賀 太一(5)

ｱﾙｶﾞ ﾀｲﾁ
  423 伊藤 優心(5)

ｲﾄｳ ﾕｳｼﾝ
 1433 伊藤 未来(5)

ｲﾄｳ ﾐﾗｲ

男女混合

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 岡谷田中小  1422 北川 愛果(6)     53.82 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳ ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ
  415 大森 琥明(6)

ｵｵﾓﾘ ｺｳﾒｲ
 1421 田中 海羽(6)

ﾀﾅｶ ﾐｳ
  414 佐藤 叶寅(6)

ｻﾄｳ ｷｮｳﾄﾗ
 2   4 ｱｻﾏﾈSC  1130 小山 陽菜乃(6)     55.25 

ｱｻﾏﾈSC ｺﾔﾏ ﾋﾅﾉ
 1131 中島 那瑠(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾙ
  139 関 幹太(6)

ｾｷ ｶﾝﾀ
  140 池田 凌空(6)

ｲｹﾀﾞ ﾘｸ
 3   5 千曲東小   219 関田 怜生(6)     56.60 

ﾁｸﾏﾋｶﾞｼｼｮｳ ｾｷﾀ ﾚｵ
  220 牧 隼叶(6)

ﾏｷ ﾊﾔﾄ
 1217 岡田 凜(6)

ｵｶﾀﾞ ﾘﾝ
 1218 近藤 百々花(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ
 4   6 豊丘南小(A)   434 片桐 夢大(6)     56.94 

ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ ｶﾀｷﾞﾘﾕｳﾀﾞｲ
  433 月木 皐瑛(6)

ﾂｷｷﾞ   ｺｳｴｲ
 1446 堀本 結愛(6)

ﾎﾘﾓﾄ   ﾕｱ
 1447 木下 櫻(6)

ｷﾉｼﾀ   ｻｸﾗ
 5   9 埴生小(A)  1238 鹿田 陽菜乃(6)     58.04 

ﾊﾆｭｳｼｮｳ ｼｶﾀﾞ ﾋﾅﾉ
  238 小林 悠(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
 1239 矢澤 莉奈(6)

ﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ
  239 柳沢 琉希(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙｷ
 6   2 堀金小  1356 髙石 悠花(6)     58.36 

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾀｶｲｼ ﾕｶ
 1357 百瀬 茉由子(6)

ﾓﾓｾ ﾏﾕｺ
  356 加藤 俊多(6)

ｶﾄｳ ｼｭﾝﾀ
  357 板花 瑞樹(6)

ｲﾀﾊﾅ ﾐｽﾞｷ
 7   3 伊那小  1414 御子柴 智菜(6)     58.70 

ｲﾅｼｮｳ ﾐｺｼﾊﾞ ﾄﾓﾅ
  410 中村 柚葵(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ
 1415 伊藤 衣里夏(6)

ｲﾄｳ ｴﾘｶ
  409 酒井 惇基(6)

ｻｶｲ ｱﾂｷ
 8   8 並柳小(A)   341 近藤 虎流(6)     58.72 

ﾅﾐﾔﾅｷﾞ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ
 1341 合葉 月香(6)

ｱｲﾊﾞ ﾙｶ
 1342 陳 美妃(6)

ﾁﾝ ﾐﾋ
  342 中田 颯希(6)

ﾅｶﾀ ｻﾂｷ

男女混合

4×100m
決勝



決勝 6月19日 12:30

長野県小学生記録(ER)            12.27 

風速 +1.3

 1 山﨑 幸樹(6)     15.75 
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｷ 埴生小

 2     16.31 
ｽﾃｨｰﾙ ｾﾅ 埴生小

 3 天野 暁之進(5)     16.54 
ｱﾏﾉ ｱｷﾉｼﾝ T&F佐久平

 4 中森 智哉(5)     19.10 
ﾅｶﾓﾘ ﾄﾓﾔ T&F佐久平

友好男女

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   240

7  1240 スティール 世菜(6)

5   127

4   126
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