
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
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 女子 加藤 晴香(6) 3,29.85 唐木 千穂(6) 3,31.64 小幡 海優(6) 3,34.70 春日 桃桜(6) 3,37.93 浦野 友里(6) 3,40.88 高梨 菜々(6) 3,41.01 下平 綾子(6) 3,43.59 黒田 琴音(6) 3,44.64

1000m 伊那 宮田 両小野 赤穂東 西春近南 赤穂東 赤穂 伊那
05/21  -3.7 田畑 菜々花(6) 16.38 堀井 眞菜子(6) 16.62 佐野 七望(5) 17.80 北原 奈々子(6) 18.02 原 彩夏(6) 18.11 下平有紗(5) 18.35

80mH(0.700m) 富県 南箕輪南部 赤穗南 高遠北 中川東 中川東
05/21 小澤 紀香(6) 1.25 松﨑 美優(6) 1.20 奥田 藍美(6) 1.20 酒井 智香(6) 1.10 鈴木 優梨香(5) 1.10 滝口 杏(6) 1.10

走高跳 辰野西 西箕輪AC 宮田 宮田 伊那東 宮田
05/21 宮澤 希(6) 3.80(0.0) 綿貫 あや(5) 3.37(-1.1) 宮原 美紗(6) 3.35(-0.2) 山口 舞華(5) 3.33(-0.3) 中沢 菜月(6) 3.31(-1.1) 埋橋 優衣(5) 3.30(-1.0) 林  史華(5) 3.25(-0.6) 古村 奈津香(6)3.24(+0.4)

走幅跳 箕輪中部 美篶 美篶 富県 美篶 伊那 高遠 高遠北
05/21 林 華穂(6) 43.98 山口 なつき(6) 39.85 山上琴未(5) 37.00 伊東 真輝(6) 35.41 森本 紗世(6) 34.86 市原 春菜(6) 32.59 名取 素子(5) 32.03 小澤 茉由(6) 31.76

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号) 西箕輪AC 美篶 中川東 高遠 中川西 宮田 西箕輪AC 宮田
05/21 南箕輪(D)       58.04 赤穂(A)       59.54 赤穗南       59.74 南箕輪(C)     1,00.11 手良     1,00.30 飯島(A)     1,01.13 伊那北(A)     1,01.57 箕輪中部     1,02.33

4×100mR 清水 詩乃(6) 細田 智香(6) 増田 瑞希(6) 北條 萌々花(6) 春日 笑里 入田久瑠実(6) 山岸 さくら(6) 米窪 ビクトリア(6)
吉田 みさき(6) 宮澤 みよ(6) 金山 結香(6) 矢崎 凛(6) 寺澤 純香 丸山 えり(6) 中山 桜来(6) 亀山 知世(6)
小松 園子(6) 川上 美加(6) 田邉 幸恵(6) 米窪 莉子(6) 柴田 芽育 松田 優(6) 伊藤 舞花(6) 西山 幸花(6)
根橋 カレン(6) 宮川 恵衣(6) 氣賀澤 柚希(6) 清水 花乃(6) 向山 芽美 メルガルホ・カレン(6 原 悠夏(6) 向山 みなみ(6)

05/21 5年女子  -3.2 宮崎 星来(5) 15.58 今井 希生(5) 15.67 越崎 貴咲(5) 16.07 荻原 萌朋音(5) 16.13 清水 真那(5) 16.19 小野 遥(5) 16.24 竹花 万結弥(5) 16.39 髙島 沙希(5) 16.98
100m 中川西 辰野東 伊那東 伊那AC 両小野 両小野 箕輪北 高遠

05/21 6年女子  -4.0 北原 寧々(6) 14.97 神戸 菜月(6) 15.42 北原 明音(6) 15.46 小池 涼音(6) 15.61 朝日 りおん(6) 15.71 新井 聖羅(6) 15.87 北條 奎(6) 16.02 田中 美南(6) 16.20
100m 赤穂 両小野 高遠 西箕輪AC 赤穂 西春近南 西箕輪AC 辰野西



トラック種目・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 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 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 05/21  1組  1 加藤 晴香(6)  3,29.85  2 高梨 菜々(6)  3,41.01  3 黒田 琴音(6)  3,44.64  4 米山彩未(6)  3,54.15

伊那 赤穂東 伊那 中川東
 5 金原 久美香(5)  3,54.91  6 北澤 希(5)  3,58.13  7 赤羽 朋美(5)  4,08.14  8 仁科 柊花(6)  4,08.15

赤穗南 富県 美篶 美篶
 9 中村 美久(6)  4,08.79 10 飯島 未琴(6)  4,10.55 11 櫻井 涼菜(5)  4,14.22 12 耳塚 水都(6)  4,14.92

伊那 伊那 南箕輪南部 西箕輪AC
13 福澤 真央(5)  4,15.63 14 金原 貴美(5)  4,18.53 15 片桐 彩希(5)  4,20.35 16 根橋 冬花(5)  4,22.91

赤穗南 南箕輪南部 伊那 川島
17 高木麻衣(6)  4,28.81

中川東
 2組  1 唐木 千穂(6)  3,31.64  2 小幡 海優(6)  3,34.70  3 春日 桃桜(6)  3,37.93  4 浦野 友里(6)  3,40.88

宮田 両小野 赤穂東 西春近南
 5 下平 綾子(6)  3,43.59  6 春日 佑希音(6)  3,51.76  7 高橋 美里(6)  3,51.89  8 北林 初音(6)  3,52.77

赤穂 赤穂 飯島 両小野
 9 南原 恵理奈(6)  3,55.22 10 小平 紗矢香(6)  4,04.44 11 中村 有那(5)  4,05.08 12 水上 茉優(6)  4,08.01

両小野 辰野西 両小野 赤穂
13 市川 優佳(5)  4,08.45 14 林 菜月(6)  4,12.63 15 伊藤 美沙希(6)  4,14.84 16 池ヶ谷 美百(6)  4,15.26

西春近南 東伊那 手良 東伊那
女子 05/21 -3.7  1 田畑 菜々花(6)    16.38  2 堀井 眞菜子(6)    16.62  3 佐野 七望(5)    17.80  4 北原 奈々子(6)    18.02

富県 南箕輪南部 赤穗南 高遠北
 5 原 彩夏(6)    18.11  6 下平有紗(5)    18.35

中川東 中川東
5年女子 05/21 -3.2  1 宮崎 星来(5)    15.58  2 今井 希生(5)    15.67  3 越崎 貴咲(5)    16.07  4 荻原 萌朋音(5)    16.13

中川西 辰野東 伊那東 伊那AC
 5 清水 真那(5)    16.19  6 小野 遥(5)    16.24  7 竹花 万結弥(5)    16.39  8 髙島 沙希(5)    16.98

両小野 両小野 箕輪北 高遠
6年女子 05/21 -4.0  1 北原 寧々(6)    14.97  2 神戸 菜月(6)    15.42  3 北原 明音(6)    15.46  4 小池 涼音(6)    15.61

赤穂 両小野 高遠 西箕輪AC
 5 朝日 りおん(6)    15.71  6 新井 聖羅(6)    15.87  7 北條 奎(6)    16.02  8 田中 美南(6)    16.20

赤穂 西春近南 西箕輪AC 辰野西
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トラック種目・[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 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 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 05/21  1組 -0.4  1 佐野 七望(5)    18.01  2 北原 奈々子(6)    18.26  3 原 彩夏(6)    18.54  4 北澤 美乃里(6)    23.45

赤穗南 高遠北 中川東 中川西
濱﨑未佳(5) 欠場    

中川東
 2組 0.0  1 田畑 菜々花(6)    15.89  2 下平有紗(5)    18.36  3 平澤優佳(5)    18.63  4 米持 希理子(6)    18.65

富県 中川東 中川東 南箕輪南部
髙橋 佑果(5) 欠場    

高遠
 3組 -0.7  1 堀井 眞菜子(6)    17.21  2 北澤 朱李(5)    19.40  3 小澤沙記(6)    19.49  4 佐々木 美翔(5)    19.65

南箕輪南部 富県 中川東 飯島
5年女子 05/21  1組 0.0  1 三澤 史佳(5)    16.18  2 片桐 沙耶佳(5)    16.22  3 落合 早峰(5)    16.33  4 伊澤 珠里(5)    16.43

手良 七久保 宮田 高遠北
 5 河合 夏海(5)    16.74  6 塚間 美貴(5)    17.03  7 上田  円(5)    18.20  8 福澤 日菜(5)    18.92

西箕輪AC 辰野南 西春近南 東伊那
 2組 -1.4  1 清水 真那(5)    15.80  2 西澤 杏子(5)    15.96  3 金子 愛果(5)    16.83  4 中林 知紗(5)    16.84

両小野 美篶 伊那 箕輪中部
 5 春日 莉帆(5)    17.30  6 堀越 奏江(5)    17.60 飯塚 乃雅(5) 欠場    

西春近南 飯島 赤穗南
 3組 -1.0  1 越崎 貴咲(5)    15.76  2 小野 遥(5)    15.83  3 戸枝 星(5)    16.14  4 田畑 佳純(5)    16.63

伊那東 両小野 赤穂 富県
 5 佐伯 彩夏(5)    17.03  6 鎌倉 歩未(5)    17.27  7 齋藤 美琴(5)    18.23

辰野東 伊那 西春近南
 4組 -0.4  1 今井 希生(5)    15.17  2 北村 衣愛(5)    16.19  3 向山 麻里奈(5)    16.73  4 大島 七彩(5)    16.79

辰野東 辰野西 南箕輪 辰野南
 5 新井 清か(5)    16.99  6 杉江 花琳(5)    17.13  7 吉川 陽菜(5)    17.97

伊那 両小野 飯島
 5組 -1.2  1 宮崎 星来(5)    15.15  2 竹花 万結弥(5)    15.78  3 髙島 沙希(5)    15.94  4 竹内 明日香(5)    16.82

中川西 箕輪北 高遠 伊那
 5 片桐 瑠菜(5)    16.98  6 小野 亜弥美(5)    16.99  7 有賀 結叶(5)    18.26

辰野西 両小野 西箕輪AC
 6組 -0.2  1 荻原 萌朋音(5)    15.64  2 井地 慶乃(5)    16.02  3 阿部 優美(5)    16.07  4 宮﨑 胡美(5)    16.15

伊那AC 西箕輪AC 飯島 中川西
 5 福与 智彩紀(5)    17.99  6 吉沢 裕菜(5)    18.03

伊那 美篶
6年女子 05/21  1組 -0.4  1 北原 明音(6)    15.16  2 小池 涼音(6)    15.20  3 味澤 胡春(6)    15.86  4 芳賀 南帆(6)    16.68

高遠 西箕輪AC 辰野東 富県
 5 酒井 理帆(6)    16.71  6 有賀 みゆ(6)    17.36 池上 美温(6) 欠場    

美篶 西春近南 伊那
 2組 -1.4  1 朝日 りおん(6)    15.37  2 両角 あずさ(6)    15.68  3 十文字いよ(6)    16.16  4 藤木 美穂(6)    16.77

赤穂 新山 伊那東 七久保
 5 春日 葉月(6)    17.06  6 淺田 美桜(6)    17.17  7 真島 涼音(6)    17.81  8 伊藤 羽菜(6)    18.49

西春近南 辰野東 西箕輪AC 東伊那
 3組 -1.0  1 北原 寧々(6)    14.39  2 神戸 菜月(6)    14.82  3 萩原 美空(6)    15.59  4 浦野 真衣(6)    16.29

赤穂 両小野 東伊那 西箕輪AC
 5 宮下 いくみ(6)    16.88  6 掛川 結衣(6)    17.23 川島 夕芽(6) 失格    

美篶 川島 箕輪中部
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トラック種目・[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 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 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位
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位
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位
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位

 4組 +0.6  1 北條 奎(6)    15.56  2 中嶋 由貴(6)    15.65  3 早川 絵美子(6)    16.18  4 那須野 聖佳(6)    16.20
西箕輪AC 西春近南 箕輪北 七久保

 5 滝沢 緑(6)    16.31  6 酒井 千佳(6)    17.06  7 大杉 奏(6)    17.09
川島 東春近 伊那東

 5組 -0.1  1 新井 聖羅(6)    15.22  2 田中 美南(6)    15.29  3 伊藤 汐里(6)    15.86  4 前田 愛美(6)    15.89
西春近南 辰野西 長谷 南箕輪南部

 5 塩澤 輝海(6)    16.01  6 湯澤 奈緒子(6)    17.08  7 北條 つかさ(6)    18.98
赤穂 辰野南 東春近



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
女子 05/21  1組     1 南箕輪(D) 清水 詩乃(6) 吉田 みさき(6) 小松 園子(6) 根橋 カレン(6)       57.89

    2 赤穂(A) 細田 智香(6) 宮澤 みよ(6) 川上 美加(6) 宮川 恵衣(6)     1,00.27
    3 伊那 伊東 奈都(6) 矢野 美桜(6) 田中 蘭(6) 熊谷 早恵(6)     1,02.37
    4 箕輪北(A) 大槻 美海(6) 瀬戸 美有(6) 牛山 真波(6) 中林 瑛里(6)     1,02.50
    5 飯島(B) 木下 志緒(6) 桐山 三奈(6) 丸山 佳葉子(6) 中村 友香(6)     1,04.17
    6 東春近 織井 由夏(5) 下平 里紗(5) 田中 典子(5) 篠平 華菜(5)     1,06.79

 2組     1 南箕輪(C) 北條 萌々花(6) 矢崎 凛(6) 米窪 莉子(6) 清水 花乃(6)     1,00.50
    2 伊那北(A) 山岸 さくら(6) 中山 桜来(6) 伊藤 舞花(6) 原 悠夏(6)     1,01.34
    3 美篶(A) 春日 彩花(6) 生駒 あんな(6) 中村 ななみ(6) 村田 菜々子(6)     1,02.49
    4 西箕輪AC 橋爪 和佳奈(5) 原 涼菜(5) 田中 文(6) 小林 葵(6)     1,03.34
    5 中川西 金山 華子(6) 山本 優夏(6) 宮下 真由音(6) 水野 叶夢(6)     1,03.42
    6 赤穂(B) 久保村 優衣(5) 小田切 美結(5) 北澤 彩星(5) 宮澤 菜々(5)     1,06.71

 3組     1 赤穗南 増田 瑞希(6) 金山 結香(6) 田邉 幸恵(6) 氣賀澤 柚希(6)       59.17
    2 手良 春日 笑里 寺澤 純香 柴田 芽育 向山 芽美       59.34
    3 飯島(A) 入田久瑠実(6) 丸山 えり(6) 松田 優(6) メルガルホ・カレン(6     1,00.22
    4 箕輪中部 米窪 ビクトリア(6) 亀山 知世(6) 西山 幸花(6) 向山 みなみ(6)     1,01.26
    5 伊那北(B) 田中 奈那(5) 山本 梨佳(5) 三澤 亜優(5) 野溝 麻莉菜(5)     1,05.30

南箕輪(E) 欠場      

チーム名 選手名１

4×100mR



フィールド種目・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 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 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 05/21  1 小澤 紀香(6)    1.25  2 松﨑 美優(6)    1.20  3 奥田 藍美(6)    1.20  4 酒井 智香(6)    1.10

辰野西 西箕輪AC 宮田 宮田
 5 鈴木 優梨香(5)    1.10  6 滝口 杏(6)    1.10

伊那東 宮田
女子 05/21  1 宮澤 希(6)    3.80  2 綿貫 あや(5)    3.37  3 宮原 美紗(6)    3.35  4 山口 舞華(5)    3.33

箕輪中部     0.0 美篶    -1.1 美篶    -0.2 富県    -0.3
 5 中沢 菜月(6)    3.31  6 埋橋 優衣(5)    3.30  7 林  史華(5)    3.25  8 古村 奈津香(6)    3.24

美篶    -1.1 伊那    -1.0 高遠    -0.6 高遠北    +0.4
 9 岡田 春奈(6)    3.18 10 所河 二千花(6)    3.17 11 毛利 由紀(6)    3.13 12 下平綾畝(6)    2.98

伊那東    -2.1 中沢    -1.2 箕輪南    -1.4 中川東    -0.4
13 小牧 真衣(6)    2.98 14 榊原 望愛(6)    2.94 15 西村 恵実(5)    2.86 16 小林 葵(6)    2.86

富県     0.0 伊那     0.0 伊那    -1.1 伊那    -1.0
17 森本 真世(6)    2.70 18 山崎 望絢(5)    2.65 19 清水 智奈津(5)    2.64 20 登内 七海(6)    2.59

中川西    -1.1 美篶    -1.2 南箕輪    -0.5 富県    -0.9
21 山内 まどか(5)    2.58 22 柿木 成美(6)    2.54 23 網野 舞優(5)    2.50 24 日下 唯(5)    2.49

飯島    -1.1 高遠北    +0.2 西春近南    -0.4 美篶    -0.2
25 久保田 未来(5)    2.40 26 吉岡 美幸(6)    2.40 27 竹村 優香(6)    2.31 28 小林 結里(5)    2.26

西春近南    -1.4 伊那    -0.1 中沢    -1.3 伊那東    -1.7
29 小林 華音(5)    2.25 30 矢澤 紬(5)    2.19 下島 あみ(5)

飯島    -0.1 高遠北    -0.1 富県
女子 05/21  1 林 華穂(6)   43.98  2 山口 なつき(6)   39.85  3 山上琴未(5)   37.00  4 伊東 真輝(6)   35.41

西箕輪AC 美篶 中川東 高遠
 5 森本 紗世(6)   34.86  6 市原 春菜(6)   32.59  7 名取 素子(5)   32.03  8 小澤 茉由(6)   31.76

中川西 宮田 西箕輪AC 宮田
 9 中村 さゆき(5)   29.14 10 桑田 はるか(5)   28.84 11 山岸 優理奈(5)   27.21 12 小牧 未弥(5)   24.91

東春近 伊那 美篶 富県
13 宮坂 佳穂(5)   23.94 14 富永咲良(5)   23.79 15 大井 萌花(5)   22.95 16 田中 夢帆(6)   21.66

美篶 中川東 西箕輪AC 高遠
17 松下 美白(5)   20.06 18 矢澤 歩(5)   16.22

飯島 伊那

走幅跳

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号)

順
位

順
位

順
位

順
位

走高跳



決勝 5月21日 11:00

県小学新             1.35
大会新               1.30

小澤 紀香(6)
ｵｻﾞﾜ ﾉﾘｶ 辰野西
松﨑 美優(6)
ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾕｳ 西箕輪AC
奥田 藍美(6)
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 宮田
酒井 智香(6)
ｻｶｲ  ﾁｶ 宮田
鈴木 優梨香(5)
ｽｽﾞｷ ﾕﾘｶ 伊那東
滝口 杏(6)
ﾀｷｸﾞﾁ  ｱﾝ 宮田

O XO XXX  1.10
6 4    59

- O O

XXX  1.10

 1.10

5 3    41
- O O XO O

O O XXX
4 2    57

- O O

O XXO XXX  1.20

 1.20

3 1    55
- O O O O

O O O O XXX
2 5   119

- O O

O O O XXX  1.25

1m30
1 6   164

- - O O O

記録1m00 1m05 備考m90 m95 1m10 1m15 1m20 1m25

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月21日  9:00

県小学新             4.50
大会新               4.21

宮澤 希(6)   3.79   3.35   3.80    3.80 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中部   -0.8   -0.3    0.0     0.0
綿貫 あや(5)   2.98   3.07   3.37    3.37 
ﾜﾀﾇｷ ｱﾔ 美篶   -1.2   -0.3   -1.1    -1.1
宮原 美紗(6)   3.22   3.35   3.06    3.35 
ﾐﾔﾊﾗ ﾐｻ 美篶   +0.1   -0.2   -2.1    -0.2
山口 舞華(5)   3.33   3.17   3.14    3.33 
ﾔﾏｸﾞﾁﾏｲｶ 富県   -0.3   -2.4   -1.7    -0.3
中沢 菜月(6)    X   3.31   2.81    3.31 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 美篶   -1.1   -2.1    -1.1
埋橋 優衣(5)   3.30   3.03   3.01    3.30 
ｳｽﾞﾊｼ ﾕｲ 伊那   -1.0   -0.7   -0.5    -1.0
林  史華(5)   3.25   2.90   2.90    3.25 
ﾊﾔｼ  ﾌﾐｶ 高遠   -0.6   -0.6   -1.2    -0.6
古村 奈津香(6)   3.24   3.02   2.83    3.24 
ｺﾑﾗ ﾅﾂｶ 高遠北   +0.4   -1.1   -1.3    +0.4
岡田 春奈(6)   3.17   3.18    X    3.18 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ 伊那東   -1.4   -2.1    -2.1
所河 二千花(6)   3.10   3.17   3.14    3.17 
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 中沢    0.0   -1.2   -0.4    -1.2
毛利 由紀(6)   3.01   2.81   3.13    3.13 
ﾓｳﾘ ﾕｷ 箕輪南   -0.7   -1.2   -1.4    -1.4
下平綾畝(6)   2.93    X   2.98    2.98 
ｼﾓﾀﾞｲﾗｱﾔｾ 中川東   -1.5   -0.4    -0.4
小牧 真衣(6)   2.08   2.98   2.76    2.98 
ｺﾏｷﾏｲ 富県   -0.2    0.0   -1.9     0.0
榊原 望愛(6)   2.94   2.69   2.34    2.94 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾉｱ 伊那    0.0   -1.2   -0.7     0.0
西村 恵実(5)   2.86   2.69   2.84    2.86 
ﾆｼﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 伊那   -1.1   -1.6   -2.0    -1.1
小林 葵(6)   2.86   2.49   2.84    2.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 伊那   -1.0    0.0    0.0    -1.0
森本 真世(6)   2.70   2.36   2.62    2.70 
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾖ 中川西   -1.1   -1.3   +0.1    -1.1
山崎 望絢(5)   2.62   2.65   2.51    2.65 
ﾔﾏｻｷ ﾉｱ 美篶   -0.4   -1.2   -1.0    -1.2
清水 智奈津(5)   2.53   2.61   2.64    2.64 
ｼﾐｽﾞ ﾁﾅﾂ 南箕輪   +0.3   -1.6   -0.5    -0.5
登内 七海(6)   2.53   2.45   2.59    2.59 
ﾄﾉｳﾁﾅﾅﾐ 富県   -0.5   -1.4   -0.9    -0.9
山内 まどか(5)   2.58   2.45   2.46    2.58 

飯島   -1.1   -1.6   -1.3    -1.1
柿木 成美(6)   2.54   2.30   2.36    2.54 
ｶｷﾉｷ ﾅﾙﾐ 高遠北   +0.2   -0.1   -0.7    +0.2
網野 舞優(5)   2.47    X   2.50    2.50 
ｱﾐﾉ  ﾏﾕ 西春近南   -2.6   -0.4    -0.4
日下 唯(5)    X   2.49   2.29    2.49 
ｸｻｶ ﾕｲ 美篶   -0.2   -1.2    -0.2
久保田 未来(5)   2.24   2.40    X    2.40 
ｸﾎﾞﾀ  ﾐｸ 西春近南   -1.3   -1.4    -1.4
吉岡 美幸(6)   2.40   2.04   2.07    2.40 
ﾖｼｵｶ ﾐﾕｷ 伊那   -0.1   -1.0   -1.1    -0.1
竹村 優香(6)    X    X   2.31    2.31 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶ 中沢   -1.3    -1.3
小林 結里(5)   2.20    X   2.26    2.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 伊那東   +0.2   -1.7    -1.7
小林 華音(5)   2.25    X    X    2.25 
ｺﾊﾞﾔｼｶﾉﾝ 飯島   -0.1    -0.1
矢澤 紬(5)   2.19    X    X    2.19 
ﾔｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ 高遠北   -0.1    -0.1
下島 あみ(5)    X    X    X
ｼﾓｼﾞﾏｱﾐ 富県

14   302

29 24   266
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27 15   199

28 17    33

25 30    97

26 4     4

23 26   105

24 13   299

21 22   263

22 18    70

19 25   236

20 3   311

17 29   185

18 20   288

15 6    12

16 10    10

13 16   305

14 19     9

11 31   338

12 27   188

9 1    30

10 23   198

7 7    65

8 21    71

5 5   298

6 8    23

3 11   283

4 12   303

1 9   322
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走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月21日  9:00

県小学新            59.63
大会新              55.19

林 華穂(6)
ﾊﾔｼ ｶﾎ 西箕輪AC
山口 なつき(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 美篶
山上琴未(5)
ﾔﾏｶﾞﾐｺﾄﾐ 中川東
伊東 真輝(6)
ｲﾄｳ  ﾏｷ 高遠
森本 紗世(6)
ﾓﾘﾓﾄ ｻﾖ 中川西
市原 春菜(6)
ｲﾁﾊﾗ  ﾊﾙﾅ 宮田
名取 素子(5)
ﾅﾄﾘ ﾓﾄｺ 西箕輪AC
小澤 茉由(6)
ｵｻﾞﾜ  ﾏﾕ 宮田
中村 さゆき(5)
ﾅｶﾑﾗ ｻﾕｷ 東春近
桑田 はるか(5)
ｸﾜﾀ ﾊﾙｶ 伊那
山岸 優理奈(5)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕﾘﾅ 美篶
小牧 未弥(5)
ｺﾏｷﾐﾔ 富県
宮坂 佳穂(5)
ﾐﾔｻｶ ｶﾎ 美篶
富永咲良(5)
ﾄﾐﾅｶﾞｻｸﾗ 中川東
大井 萌花(5)
ｵｵｲ ﾓｴｶ 西箕輪AC
田中 夢帆(6)
ﾀﾅｶ  ﾕﾒﾎ 高遠
松下 美白(5)
ﾏﾂｼﾀﾐｼﾛ 飯島
矢澤 歩(5)
ﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 伊那
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 32.59 
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 35.41 

5 16   184
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4 9    62
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女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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