
第２０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  菅平高原スポーツランド陸上競技場

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
06/08 中学男子 山口 諒偲(3) 12.16 森村　一真(3) 12.18 山下 幹生(2) 12.24 沓掛 玲哉(3) 12.46 須崎 修二(3) 12.54 赤尾 理玖(3) 12.58 高木 涼(2) 12.66 伊藤 一稀(2) 12.70

100m 中学生･東御東部中 中学校･真田クラブ 中学生･上田第四中 中学生･上田第五中 中学生･上田第四中 中学生･上田第五中 中学生･東御東部中 中学生･上田第五中
06/08 甘利 大祐(3) 4,25.47 宇津野 篤(1) 4,26.03 清水 拓斗(3) 4,27.13 眞田 稜生(1) 4,29.85 中村 怜輝(3) 4,36.28 若林 亮冶(2) 4,39.21 笹澤 健司(3) 4,42.33 諸山　光(3) 4,46.99

1500m 中学生･東御東部中 中学生･上田第五中 中学生･上田第五中 中学生･上田第四中 中学生･丸子中 中学生･上田第四中 中学生･丸子中 中学校･腰越JSC
06/08 須崎 修二(3) 5.63(-1.0) 山口 諒偲(3) 5.07(-1.5) 坂口 直弥(3) 4.80(-1.7) 赤尾 理玖(3) 4.66(0.0) 大平 健斗(2) 4.56(-1.9) 大塚 海仁(2) 4.46(-1.8) 松田 拓巳(2) 4.44(-2.4) 沓掛 玲哉(3) 4.43(-1.7)

走幅跳 中学生･上田第四中 中学生･東御東部中 中学生･上田第五中 中学生･上田第五中 中学生･上田第五中 中学生･上田第五中 中学生･上田第五中 中学生･上田第五中
06/08 清水 拓斗(3) 8.25 赤尾 聡良(1) 7.86 土屋 瑞希(2) 7.78 滝沢 歩夢(2) 6.44 増沢 将弥(2) 4.77

砲丸投(5.000kg) 中学生･上田第五中 中学生･上田第五中 中学生･上田第五中 中学生･丸子中 中学生･丸子北中
06/08 上田第四中       50.39 上田第五中(B)      51.70 上田第五中(A)      52.18 東御東部中(B)      52.40 東御東部中(A) 東御東部中(C)      52.45 上田三中       54.68 丸子中       55.20

4x100mR 藤島 大翔(1) 赤尾 聡良(1) 坂口 直弥(3) 小澤 智哉(3) 後藤 友帆(3) 深井 成志朗(1) 渡辺　大翔(1) 春原 冴紀(2)
山下 幹生(2) 伊藤 一稀(2) 赤尾 理玖(3) 酒井 一真(3) 山口 諒偲(3) 大崎 敦哉(2) 遠西　孝哲(1) 井田 幸稀(2)
若林 亮冶(2) 宇津野 篤(1) 清水 拓斗(3) 甘利 大祐(3) 後藤 開(3) 中島 優太朗(1) 石田　歩岳(1) 吉村 龍成(2)
須崎 修二(3) 土屋 瑞希(2) 沓掛 玲哉(3) 上野 心響(3) 高木 涼(2) 常田 翔矢(2) 青木　陸哉(1) 中村 怜輝(3)

06/08 小学1年男子 中澤　快(1) 9.71 内山　煌大郎(1) 9.82 加藤　翔太(1) 10.00 唐澤　利哉(1) 10.07 堀内　善(1) 10.21 小泉　咲翔(1) 10.31 片山　彰太(1) 10.47 西澤　紀仁(1) 10.86
50m 小学校･城下小 小学校･長小 小学校･依田窪南部ＪＢ 小学校･滋野小 小学校･真田マラソン教 小学校･東小 小学校･北小 小学校･清明小

06/08 小学2年男子 横川　遙斗(2) 8.74 清住　唯斗(2) 9.23 鬼頭　楓(2) 9.25 山下　智也(2) 9.38 竹澤　賛(2) 9.40 山口　陽生(2) 9.60 関　皓介(2) 9.64 小林　誠真(2) 10.07
50m 小学校･塩田西小 小学校･依田窪南部ＪＢ 小学校･依田窪南部ＪＢ 小学校･城下小 小学校･依田窪南部ＪＢ 小学校･西小 小学校･南小 小学校･東塩田小

06/08 小学3年男子 柳沢　雄太(3) 8.48 井田　康平(3) 8.68 割田　朔矢(3) 8.77 小林　大峨(3) 8.90 古川　翔(3) 8.93 松本　颯太(3) 8.99 磯崎　櫂(3) 9.00 三井　秀亮(3) 9.05
50m 小学校･川西小 小学校･川辺小 小学校･川辺小 小学校･清明小 小学校･中塩田小 小学校･中塩田小 小学校･菅平小 小学校･傍陽小

06/08 小学4年男子 桜井　英輝(4) 15.54 関　宗一郎(4) 15.70 金田　叡哲(4) 15.86 横山　陽(4) 16.22 小山　大翔(4) 16.64 峰村　琉唯(4) 16.73 栁澤　一成(4) 16.83 北村　直和(4) 17.01
100m 小学校･丸子中央小 小学校･南小 小学校･本原小 小学校･城下小 小学校･傍陽小 小学校･川辺小 小学校･城下小 小学校･城下小

06/08 小学5年男子 堀内　帝玖(5) 15.48 兒玉　翔稀(5) 15.60 唐澤　和喜(5) 15.64 平林 大(5) 16.18 山部　陽(5) 16.21 五十嵐　実玖琉(5) 16.28 三井　蒼仁(5) 16.40 山岸　勇真(5) 16.50
100m 小学校･北小 小学校･神科小 小学校･滋野小 小学生･田中小 小学校･東塩田小 小学校･滋野小 小学校･傍陽小 小学校･滋野小

06/08 北小     1,04.37 滋野小(Z)     1,05.37 滋野小(A)     1,07.87 川辺小     1,08.60 依田窪南部ＪＢＣ    1,10.39
4×100m 堀内　帝玖(5) 山岸　勇真(5) 唐澤　拓人(5) 夛田　柊吾(5) 加藤　朋貴(5)

三井　康平(5) 小林　叡治(5) 渡辺　健司(5) 西川　由良(5) 中原　駿斗(5)
杉山　大輝(5) 高橋　貫太(5) 片田　源(5) 堀内　平(5) 髙木　優希(5)
大谷　修太郎(5) 五十嵐　実玖琉(5) 唐澤　和喜(5) 山浦　健(5) 服部　拓海(4)

06/08 小学6年男子 堀内　翔星(6) 15.02 倉島　卓矢(6) 15.28 東　大翔(6) 15.35 北村　駿稀(6) 15.37 宮下　大貴(6) 15.52 丸山　敬太(6) 15.54 堀内　透悟(6) 15.68 櫻井　蓮(6) 15.73
100m 小学校･西小 小学校･神科小 小学校･さなだSC 小学校･西小 小学校･城下小 小学校･武石小 小学校･傍陽小 小学校･武石小

06/08 西小     1,00.74 武石小     1,01.37 傍陽小     1,01.39 さなだSC     1,05.69
4×100m 金井　玲弦(6) 丸山　敬太(6) 小林　琉憂弥(6) 東　大翔(6)

北村　駿稀(6) 宮下　颯斗(6) 飯嶋　悠幹(6) 中村　亘志(6)
山地　和哉(6) 小池　天馬(6) 小林　匠海(6) 関　京之輔(6)
堀内　翔星(6) 櫻井　蓮(6) 堀内　透悟(6) 山下　智久(6)

06/08 一般男子  +0.1 市川　光太 13.40
100m 一般･さなだＳＣ

06/08 鈴木　俊介 5,00.57 寺尾　雄二郎 6,14.06
1500m 一般･一般 一般･腰越JSC

06/08 小学1･2･3年 内堀　翼(2) 3,37.42 伊香賀　遥土(3) 3,50.82 北原　脩平(3) 3,53.22 土赤　仁義(1) 3,53.55 井上　貴仁(3) 4,03.15 山口　悦輝(3) 4,03.20 宮澤　翔(3) 4,04.62 山浦　信(3) 4,04.65
1000m 小学校･腰越JSC 小学校･清明小 小学校･西小 小学校･腰越JSC 小学校･滋野小 小学校･西小 小学校･中塩田小 小学校･川辺小

06/08 小学4･5･6年 菊地　洸希(6) 3,09.56 森　紘輔(6) 3,15.03 内田　飛河(6) 3,30.58 菊地　祐吾(4) 3,31.14 山浦　健(5) 3,38.36 中村　亘志(6) 3,39.00 辻　雄哉(6) 3,39.10 成澤　爽(4) 3,39.30
1000m 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC 小学校･腰越JSC 小学校･川辺小 小学校･さなだSC 小学校･神科小 小学校･腰越JSC

06/08 小学男子 堀内　翔星(6) 3.54(-0.4) 倉島　卓矢(6) 3.50(-1.7) 山地　和哉(6) 3.36(0.0) 五十嵐　実玖琉(5)3.19(-0.1) 手塚　智也(6) 3.17(0.0) 平林 大(5) 3.05(-0.9) 唐澤　和喜(5) 3.03(-0.2) 堀内　悠史(5) 3.00(+0.4)
走幅跳 小学校･西小 小学校･神科小 小学校･西小 小学校･滋野小 小学校･城下小 小学生･田中小 小学校･滋野小 小学校･傍陽小

06/08 山岸　勇真(5) 43.54() 荻原 賢一(6) 42.80() 三井　蒼仁(5) 42.12() 小林　匠海(6) 40.83() 宮下　颯斗(6) 38.59() 北村　駿稀(6) 37.86() 中原　駿斗(5) 36.24() 新海　結斗(4) 36.05()
ボール投 小学校･滋野小 小学生･田中小 小学校･傍陽小 小学校･傍陽小 小学校･武石小 小学校･西小 小学校･依田窪南部ＪＢ 小学校･南小


