
第28回上伊那小学生陸上競技大会                                                  
　兼　第44回上伊那春季記録会                                                    
　主催：上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部                                

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】202030  伊那市総合運動場陸上競技場

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
05/21 混合 南箕輪(A)     1,00.08 南箕輪(B)     1,00.73 箕輪中部(C)     1,00.98 伊那東(A)     1,01.15 辰野西(A)     1,01.84 南箕輪(C)     1,02.02 飯島(A)     1,03.75 飯島(B)     1,05.92

4×100mR 戸田 すみれ(5) 澤田 侑香(5) 中島 萌(5) 向山 弥那(5) 小澤 青空(5) 吉川 つづり(5) 小笠原 奈央(5) 伊藤 巴(5)
金森 佑奈(5) 瀬戸 由乃(5) 宮澤 歩(5) 池上 葵(5) 河崎 まみか(5) 那須野 有紀(5) 柳生 葉月(5) 森脇 葵(5)
平島 歩(5) 三澤 拓実(5) 村岡 賢大(5) 伊藤 正英(5) 武田 祐汰(5) 征矢 龍斗(5) 小林 泰平(5) 熊谷 健(4)
西田 ガブリエル(5) 野口 弓月(5) 牛越 悠人(5) 春日 優輝(5) 唐澤 駿介(4) 有賀 敬祐(5) 土村 真斗(5) 柿野 祥(5)

05/21 小学ｵｰﾌﾟﾝ 上田 航希(6) 16.29 水 沙綺(5) 16.48 小林 愛実(6) 16.64 伊藤 晴也(4) 16.71 田中 静夏(6) 16.74 石井 陽斗(4) 16.75 丸山 怜治(4) 16.95 久保田 朋矢(5) 17.02
100m 南箕輪 南箕輪 南箕輪 東伊那 南箕輪 箕輪北 箕輪北 南箕輪



リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第27回上伊那小学生陸上競技大会　兼　第43回上伊那春 ｺｰﾄﾞ  [11200543]

競技場名 伊那市総合運動場陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
混合 05/21  1組     1 箕輪中部(C) 中島 萌(5) 宮澤 歩(5) 村岡 賢大(5) 牛越 悠人(5)     1,01.81

    2 高遠北(B) 名和 柾代(5) 繁野 悠風(5) 北原 帆貴(5) 北原 寛之(5)     1,05.39
    3 伊那(A) 白澤 遥(4) 百瀬 果奈(4) 木村 佳寿帆(4) 織井 勇輔(4)     1,06.77
    4 中川西 宮澤 梨羅(4) 小池 亜沙夏(4) 松村 正太 ｱﾝｼﾞｪﾛ(4) 井澤 憲吾(4)     1,07.45
    5 長谷 中山 さや香 池上 幸穂 島谷 蒼太 春日 竜哉     1,08.17
    6 川島 一ノ瀬 花菜(4) 中村 凜(4) 伊藤 竜成 赤羽 健一     1,09.06
    7 箕輪西(B) 井口 来夢 唐澤 寛奈 白鳥 剛広 向山 大介     1,09.94
    8 西春近南 吉澤 菜央(4) 中島 萌乃(4) 小林 大輝(4) 酒井 魁人(4)     1,10.09

 2組     1 伊那東(A) 向山 弥那(5) 池上 葵(5) 伊藤 正英(5) 春日 優輝(5)     1,00.77
    2 南箕輪(B) 澤田 侑香(5) 瀬戸 由乃(5) 三澤 拓実(5) 野口 弓月(5)     1,00.78
    3 飯島(B) 伊藤 巴(5) 森脇 葵(5) 熊谷 健(4) 柿野 祥(5)     1,03.95
    4 南箕輪南部 宮下 紗英(4) 熊谷 愛佑(4) 大井田 圭司(4) 池上 遥(4)     1,05.09
    5 西箕輪AC(B) 薩摩林 真和(4) 北村 彩羅(4) 白鳥 健介(4) 中村 耕太(4)     1,06.62
    6 辰野西(B) 白? 菜々美(4) 高沢 杏菜(5) 小松 大輝(4) 宮原 貫大(4)     1,06.77
    7 両小野 小沢 藍子(4) 野竹 咲良(4) 小野 竜哉(4) 小幡 英矢(4)     1,06.87
    8 美篶(A) 野地 由貴(5) 春日 美樹(5) 橋爪 太一(5) 中林 瑛里(6)     1,07.86

 3組     1 南箕輪(C) 吉川 つづり(5) 那須野 有紀(5) 征矢 龍斗(5) 有賀 敬祐(5)     1,00.93
    2 飯島(A) 小笠原 奈央(5) 柳生 葉月(5) 小林 泰平(5) 土村 真斗(5)     1,02.32
    3 手良(A) 那須野 りさ子 小松 萌笑 伊藤 優太 春日 大和     1,05.00
    4 西箕輪AC(A) 伊藤 優直(4) 清水 華乃(4) 宮嶋 璃穏(4) 中村 悠真(4)     1,06.44
    5 東伊那 萩原 芽生(4) 福沢 志音(4) 赤羽 泰生(4) 森田 悠大(4)     1,06.76
    6 伊那東(B) 横山 由佳(5) 北條 陽香(5) 北沢 翔吾(5) 塩崎 快彦(5)     1,07.06
    7 七久保 竹内 真美(4) 矢澤 彩音(4) 金山 望亜(4) 藤木 隆久(4)     1,07.27

箕輪中部(D) 重盛 朱花(5) 矢萩 紀代乃(5) 征矢 康誠(5) 福島 凜(5) 失格      
 4組     1 飯島(C) 南坂 真緒(4) 柄山 遥香(4) 桃澤 快斗(4) 南坂 潤哉(4)     1,05.33

    2 伊那(B) 池上 美月(4) 林 千尋(4) 湯沢 鋼(4) ﾓﾖ ﾏﾙｺﾑ強志(4)     1,05.46
    3 箕輪南(A) 浦野 琴実(5) 鳥山 明日香(5) 矢澤 海斗(5) 矢島 純樹(5)     1,07.21
    4 富県 山田 未来 田畑 美紅 伊澤侑太郎 山口 力貴     1,07.22
    5 高遠北(A) 原 萌夏(4) 山岸 くるみ(4) 山本 麗夢(4) 大久保 侑星(4)     1,09.06
    6 箕輪中部(B) 岡田 愛友奈(4) 加賀 智子(4) 小野 泰資(4) 鈴木 裕也(4)     1,09.55
    7 箕輪西(A) 垣内 鈴 日野 まほろ 向山 星来 小椋 夢人     1,11.25

伊那東(D) 赤羽 日和(4) 明尾 果歩(4) 恒川 直澄(4) ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｷ(4) 失格      
 5組     1 南箕輪(A) 戸田 すみれ(5) 金森 佑奈(5) 平島 歩(5) 西田 ガブリエル(5)       59.68

    2 辰野西(A) 小澤 青空(5) 河崎 まみか(5) 武田 祐汰(5) 唐澤 駿介(4)     1,01.78
    3 箕輪北(B) 今井 歌乃(4) 浦野 智歌(4) 伊藤 直哉(4) 小林 佳生(4)     1,05.35
    4 飯島(D) 小原 美優(4) 財前 佳那(4) 工藤 太陽(4) 小林 響輝(4)     1,05.47
    5 箕輪中部(A) 林 知世(4) 木村 果蓮(4) 小日向 温史(4) 鈴木 翔真(4)     1,06.41
    6 美篶(C) 伊澤 夢伽(5) 井上 菜々子(5) 掛川 将大(4) 川口 晃大(4)     1,07.65
    7 手良(B) 寺澤 優美香 柴田 美佳 佐藤 亘 登内 遥平     1,10.00
    8 伊那北(B) 富田 帆南(4) 古賀 あさか(4) 根津 敬乙(4) 工藤 俊介(4)     1,10.38

 6組     1 南箕輪(D) 出羽澤 茜(4) 夏野 香月(4) 宮崎 佑真(4) 三澤 遥太(4)     1,05.29
    2 美篶(B) 向山 望愛(5) 伊藤 唯花(5) 北原 大雅(4) 小松 駿介(5)     1,05.51
    3 伊那東(C) 飯島 葵(4) 前田 理花(4) 矢野 純也(4) 伊藤 柊生(4)     1,06.21
    4 南箕輪(E) 上田 陽菜(4) 小嶌 愛里(4) 有賀 教悟(4) 瀧澤 晃(4)     1,07.81
    5 高遠北(A) 草場 日和(4) 伊藤 ひなの(4) 藤澤 健人(4) 岩澤 秀樹(5)     1,09.04
    6 飯島(E) 北澤 華(4) 熊谷 香穂(4) 田中 洸幸(4) 上山 洋生(4)     1,09.56

箕輪南(B) 清水 琴美(4) 神戸 優月(4) 小川 泰輝(4) 柳澤 大樹(4) 失格      
箕輪北(C) 欠場      

チーム名 選手名１

4×100mR



決勝 5月21日 10:45

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -2.3

 1 久保田 純(4)     18.38  1 山崎 愛子(4)     17.92 
ｸﾎﾞﾀ  ｼﾞｭﾝ 南箕輪南部 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｺ 南箕輪

 2 城倉 健人(4)     18.92  2 平島 麻衣(4)     18.79 
ｼﾞｮｳｸﾗ ｹﾝﾄ 伊那東 ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ 南箕輪

 3 中石 旺甫(4)     19.78  3 織井 彩香     18.90 
ﾅｶｲｼ ｵｳｽｹ 伊那東 ｵﾘｲｱﾔｶ 富県

 4 齊藤 桂(4)     19.99  4 加藤 恵美(4)     19.70 
ｻｲﾄｳ ｶﾂﾗ 高遠北 ｶﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 西箕輪AC
大槻 美亜(4)  5 藤澤 稜(4)     24.27 
ｵｵﾂｷ ﾐｱ 箕輪北 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ 伊那東

[ 3組] 風速 -2.7 [ 4組] 風速 -3.4

 1 水 沙綺(5)     16.48  1 小林 愛実(6)     16.64 
ﾐｽﾞ ｻｱﾔ 南箕輪 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 南箕輪

 2 小島 歩純(5)     17.51  2 田中 静夏(6)     16.74 
ｺｼﾞﾏ ﾎｽﾞﾐ 南箕輪 ﾀﾅｶ ｼｽﾞｶ 南箕輪

 3 伊藤 彩夏(5)     17.60  3 小池 桃歌(6)     17.75 
ｲﾄｳ ｱﾔｶ 南箕輪 ｺｲｹ ﾓﾓｶ 赤穂

 4 宮原 萌里(5)     18.50 
ﾐﾔﾊﾗ  ﾓｴﾘ 伊那北

[ 5組] 風速 -1.5 [ 6組] 風速 -2.4

 1 伊藤 晴也(4)     16.71  1 佐藤 拓真     17.26 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 東伊那 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 箕輪西

 2 石井 陽斗(4)     16.75  2 田中 亮(4)     17.42 
ｲｼｲ ｱｷﾄ 箕輪北 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 箕輪南

 3 丸山 怜治(4)     16.95  3 佐藤 智哉(4)     17.65 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 箕輪北 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 南箕輪

 4 原 拓人(4)     17.59  4 風間 悠矢(4)     17.83 
ﾊﾗ ﾀｸﾄ 南箕輪 ｶｻﾞﾏ ﾕｳﾔ 箕輪北

 5 原 千紘(4)     17.84  5 山田 悠馬(4)     17.91 
ﾊﾗ ﾁﾋﾛ 西箕輪AC ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾏ 伊那北

 6 春日 雄大郎(4)     17.98  6 目黒 道裕(4)     18.04 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 美篶 ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 中川西

 7 下平 隆太     18.20  7 伊藤 大然     19.75 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ 箕輪西 ｲﾄｳﾀﾞｲｾﾞﾝ 富県

 8 有賀 大輝(4)     18.25  8 山田 泰斗(4)     20.12 
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲｷ 西箕輪AC ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲﾄ 伊那北

[ 7組] 風速 -2.3

 1 上田 航希(6)     16.29 
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 南箕輪

 2 久保田 朋矢(5)     17.02 
ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾔ 南箕輪

 3 小玉 駿介(5)     17.20 
ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 南箕輪

 4 有賀 佳紀(6)     17.92 
ｱﾙｶﾞ ﾖｼｷ 南箕輪

 5 上原 綾真(4)     18.26 
ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 七久保

2   105

6   300

3   314

4   303

5   291

2    57

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   226

8   370

1   438

7    58

5   411

3   448

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   385

8   379

3   166

6   154

1   354

2   434

4   294

7   254

5   437

2   138

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

3   231

4   238

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1   218

4    43

3   232

2   230

4    47

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   307

6   111

所属名 記録／備考
3   227

2   365

3   353
失格

順 ﾚｰﾝ No.

6    45

2    77

5   244

4    39

小学ｵｰﾌﾟﾝ

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 上田 航希(6) 南箕輪     16.29 (-2.3)   7   1
   2 水 沙綺(5) 南箕輪     16.48 (-2.7)   3   1
   3 小林 愛実(6) 南箕輪     16.64 (-3.4)   4   1
   4 伊藤 晴也(4) 東伊那     16.71 (-1.5)   5   1
   5 田中 静夏(6) 南箕輪     16.74 (-3.4)   4   2
   6 石井 陽斗(4) 箕輪北     16.75 (-1.5)   5   2
   7 丸山 怜治(4) 箕輪北     16.95 (-1.5)   5   3
   8 久保田 朋矢(5) 南箕輪     17.02 (-2.3)   7   2
   9 小玉 駿介(5) 南箕輪     17.20 (-2.3)   7   3
  10 佐藤 拓真 箕輪西     17.26 (-2.4)   6   1
  11 田中 亮(4) 箕輪南     17.42 (-2.4)   6   2
  12 小島 歩純(5) 南箕輪     17.51 (-2.7)   3   2
  13 原 拓人(4) 南箕輪     17.59 (-1.5)   5   4
  14 伊藤 彩夏(5) 南箕輪     17.60 (-2.7)   3   3
  15 佐藤 智哉(4) 南箕輪     17.65 (-2.4)   6   3
  16 小池 桃歌(6) 赤穂     17.75 (-3.4)   4   3
  17 風間 悠矢(4) 箕輪北     17.83 (-2.4)   6   4
  18 原 千紘(4) 西箕輪AC     17.84 (-1.5)   5   5
  19 山田 悠馬(4) 伊那北     17.91 (-2.4)   6   5
  20 山崎 愛子(4) 南箕輪     17.92 (-2.3)   2   1
  20 有賀 佳紀(6) 南箕輪     17.92 (-2.3)   7   4
  22 春日 雄大郎(4) 美篶     17.98 (-1.5)   5   6
  23 目黒 道裕(4) 中川西     18.04 (-2.4)   6   6
  24 下平 隆太 箕輪西     18.20 (-1.5)   5   7
  25 有賀 大輝(4) 西箕輪AC     18.25 (-1.5)   5   8
  26 上原 綾真(4) 七久保     18.26 (-2.3)   7   5
  27 久保田 純(4) 南箕輪南部     18.38 (-1.8)   1   1
  28 宮原 萌里(5) 伊那北     18.50 (-2.7)   3   4
  29 平島 麻衣(4) 南箕輪     18.79 (-2.3)   2   2
  30 織井 彩香 富県     18.90 (-2.3)   2   3
  31 城倉 健人(4) 伊那東     18.92 (-1.8)   1   2
  32 加藤 恵美(4) 西箕輪AC     19.70 (-2.3)   2   4
  33 伊藤 大然 富県     19.75 (-2.4)   6   7
  34 中石 旺甫(4) 伊那東     19.78 (-1.8)   1   3
  35 齊藤 桂(4) 高遠北     19.99 (-1.8)   1   4
  36 山田 泰斗(4) 伊那北     20.12 (-2.4)   6   8
  37 藤澤 稜(4) 伊那東     24.27 (-2.3)   2   5   47

   45
   77
   57

   43
  365
  307
   39
  111
  370

  354
  226
  379
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