
第２１回上田市民陸上カーニバル                                                  
　主催：上田市　上田市教育委員会                                                
　　　　上田市体育協会　上田陸上競技協会                                        

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】203080  菅平ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

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
06/06 中学男子 寺尾　昴(3) 4,56.28 一之瀬　凱(2) 5,09.19 内田　玲隠(2) 5,45.31 内田　飛河(1) 6,09.77

1500m 腰越ＪＳＣ さなだＳＣ 腰越ＪＳＣ 腰越ＪＳＣ
06/06 小学1年男子 関　虎之輔(1) 10.64 内川　翔太(1) 10.80 齋藤　光洋(1) 10.95 西澤　穂高(1) 11.13 関　玲空(1) 11.47 井出　春輝(1) 11.50 清水　大我(1) 12.07 中澤　僚太(1) 12.19

50m さなだＳＣ 川辺小 西内小 北小 田中小 清明小 長小 清明小
06/06 小学2年男子 岡嶋　樹(2) 9.32 深井　晴雅(2) 9.46 櫻井　光樹(2) 9.48 田村　裕也(2) 9.55 関谷　輝雄(2) 9.68 辻本　奄汰(2) 9.76 宇佐見　連昇(2) 10.12 堀内　善(2) 10.50

50m 傍陽小 滋野小 菅平小 田中小 傍陽小 真田マラソン教 真田マラソン教 真田マラソン教
06/06 小学3年男子 桜井　煌生(3) 9.10 小森　善仁(3) 9.11 倉島　大知(3) 9.25 増澤　駿太(3) 9.27 栁沢　陽太朗(3) 9.45 長谷川　大地(3) 9.53 小林　槙之介(3) 9.84 須藤　智(3) 9.88

50m 田中小 滋野小 塩尻小 城下小 滋野小 東小 城下小 傍陽小
06/06 小学4年男子 井田　康平(4) 17.32 小林　誠史(4) 17.37 所　征吾(4) 17.52 玉井　奨真(4) 17.70 安田　雄祈(4) 17.82 磯崎　櫂(4) 17.92 三井　秀亮(4) 真田マラソン教 18.08

100m 川辺小 真田マラソン教 田中小 塩尻小 田中小 菅平小 上野　僚太(4) 川西小
06/06 小学5年男子 櫻井　英輝(5) 15.63 武井　優杜(5) 16.13 金田　叡哲(5) 16.31 竹内　堅信(5) 16.39 栁澤　一成(5) 16.41 小林　莉玖(5) 17.23 小山　大翔(5) 17.26 清水　良考(5) 17.33

100m 丸子中央小 豊殿小 本原小 田中小 城下小 塩尻小 傍陽小 城下小
06/06 城下小     1,03.40 真田マラソン教室    1,03.90 長小     1,12.28

4×100m 小山　真宏(5) 加藤　舜也(5) 宮島　胡太朗(5)
清水　良考(5) 辻本　嵩人(5) 金井　真綺(5)
栁澤　一成(5) 石原　虹貴(5) 塩澤　慧心(5)
横山　陽(5) 横沢　真士(5) 一之瀬　大翔(5)

06/06 小学6年男子 荻原　康暉(6) 15.08 兒玉　翔稀(6) 15.71 唐澤　和喜(6) 15.85 三井　蒼仁(6) 16.03 堀内　帝玖(6) 16.22 平林　聖也(6) 16.35 久田　陸斗(6) 16.41 清水　丈(6) 16.61
100m 田中小 神科小 滋野小 傍陽小 北小 神科小 塩尻小 塩尻小

06/06 神科小     1,00.20 北小     1,02.54 塩尻小     1,02.69 本原小     1,04.03 真田マラソン教室    1,04.66
4×100m 土屋　海斗(6) 堀内　帝玖(6) 清水　丈(6) 宮腰　泰心(6) 川瀧　翔(6)

宮原　海斗(6) 三井　康平(6) 鷲巣　楓馬(6) 戸田　秀太(6) 小市　創太(6)
平林　聖也(6) 杉山　大輝(6) 久田　陸斗(6) 金田　叡哲(5) 櫻井　翔彪(6)
兒玉　翔稀(6) 大谷　修太郎(6) 中野　壮汰(6) 小山　流輝(6) 堀内　心(6)

06/06 一般男子  -4.6 山本　健太郎 14.76
100m

06/06 市川　光太 4,47.34 鈴木　俊介 5,09.03 寺尾　雄二郎 5,55.35
1500m さなだＳＣ 真田クラブ 腰越ＪＳＣ

06/06 山本　健太郎 7.99
砲丸投

06/06 小学1･2･3年 内堀　翼(3) 3,34.90 土赤　仁義(2) 3,57.60 山下　智也(3) 4,10.86 柳澤　航希(2) 4,13.02 中村　一輝(2) 4,26.84 佐藤　凌真(2) 4,33.78 小林　桂(2) 4,34.85 内山　煌大郎(2) 4,35.15
1000m 腰越ＪＳＣ 腰越ＪＳＣ 城下小 長小 城下小 川辺小 菅平小 長小

06/06 小学4･5･6年 土赤　本気(6) 3,23.50 山浦　健(6) 3,24.37 伊香賀　太一(6) 3,29.81 横沢　真士(5) 3,31.28 成澤　爽(5) 3,32.18 柳田　蒼悟(5) 3,37.32 竹花　翔太(5) 3,42.79 横山　陽(5) 3,44.22
1000m 腰越ＪＳＣ 川辺小 真田クラブ 真田マラソン教 腰越ＪＳＣ 田中小 腰越ＪＳＣ 城下小

06/06 小学男子 土屋　海斗(6) 3.99(+3.4) 堀内　悠史(6) 3.49(+3.5) 唐澤　和喜(6) 3.45(+5.2) 山部　甲樹(5) 3.44(+2.7) 平林　聖也(6) 3.42(+1.4) 小市　創太(6) 3.36(+2.8) 金田　叡哲(5) 3.20(+3.7) 荻原　康暉(6) 3.18(+0.7)
走幅跳 神科小 傍陽小 滋野小 さなだＳＣ 神科小 真田マラソン教 本原小 田中小

06/06 内藤　暖陽(6) 55.92 三井　蒼仁(6) 55.19 石原　虹貴(5) 49.69 小山　流輝(6) 49.10 横沢　真士(5) 47.05 戸田　秀太(6) 45.99 宮腰　泰心(6) 40.12 三井　秀亮(4) 39.95
ボール投 川西小 傍陽小 真田マラソン教 本原小 真田マラソン教 本原小 本原小 真田マラソン教


