
第19回伊那市小中学生陸上競技記録会                                              
　　主　催：伊那市教育委員会・伊那市体育協会陸上競技部                          
　　開催日：平成26年6月15日(日)                                                 
　　審判長：遠山　正洋                                                          

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
06/15 小学４年女子  -0.9宮澤 文音(4) 15.99 北島 夢唯(4) 16.77 濱田 みなと(4) 16.78 田中 海羽(4) 16.93 平澤 春香(4) 17.26 西澤 咲恵(4) 17.46 加藤 ゆい(4) 17.93 春日 美礼(4) 17.97

１００ｍ 小学･伊那東小 小学･長谷小 小学･西春近北小 小学･東春近小 小学･西春近南小 小学･西春近北小 小学･伊那小 小学･西春近南小
06/15 下平 さら紗(4)3.20(0.0) 坂本 なお(4) 3.03(-1.3) 平嶋 野乃(4) 2.85(+1.6) 林 未夏(4) 2.74(+0.2)

走幅跳 小学･伊那北小 小学･西春近南小 小学･伊那北小 小学･手良小
06/15 向山 琴葉(4) 32.93 宮林 和花(4) 16.50 宮下 奈津実(4) 14.71

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 小学･手良小 小学･東春近小 小学･伊那北小
06/15 美篶小     1,06.92 伊那東小     1,08.76 西春近北小     1,08.79 伊那北小     1,11.79

４×１００ｍＲ 村田 愛梨(4) 酒井 菜乃芭(4) 西澤 咲恵(4) 宮下 奈津実(4)
内木 真奈美(4) 牧野 亜子(4) 濱田 みなと(4) 平嶋 野乃(4)
竹内 あかり(4) 藤原 佑奈(4) 守屋 奈津(4) 井口 まゆ(4)
北原 栞(4) 宮澤 文音(4) 有馬 花恋(4) 友田 佳那(4)

06/15 小学５年女子   0.0吉澤 芽衣(5) 15.30 三澤 菜々美(5) 15.35 林 優衣(5) 15.79 清水 美羽(5) 15.96 杉本 綾音(5) 16.09 宮下 羽蘭(5) 16.32 中原 希空(5) 16.38 小日向 未結(5) 16.53
１００ｍ 小学･西春近南小 小学･伊那北小 小学･伊那東小 小学･西箕輪小 小学･西春近北小 小学･西春近南小 小学･富県小 小学･伊那東小

06/15 北原 小遥(5) 3.65(-0.3) 本田 尚子(5) 3.29(-0.6) 塩谷 莉子(5) 3.23(-0.3) 山本 来夢(5) 3.22(-0.5) 松﨑 木葉(5) 3.08(-1.0) 飯島 桃羽(5) 2.97(-1.5) 佐藤 悠菜(5) 2.86(0.0) 宮下 千裕(5) 2.84(+0.5)
走幅跳 小学･東春近小 小学･伊那小 小学･伊那小 小学･伊那北小 小学･西箕輪小 小学･東春近小 小学･高遠北小 小学･長谷小

06/15 池上 桃花(5) 43.82 下平 瑠里(5) 39.96 吉田 にこ(5) 24.65 溝上 ななみ(5) 23.12 藤原 佳子(5) 21.92 北原 茉梨(5) 20.47 髙山 光結(5) 20.13 上原 幸恵(5) 16.88
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 小学･手良小 小学･東春近小 小学･高遠北小 小学･西箕輪小 小学･東春近小 小学･高遠北小 小学･西箕輪小 小学･伊那北小

06/15 伊那東小     1,04.02 高遠北小     1,04.19 伊那北小     1,05.10 伊那小     1,05.39 西春近南小     1,06.35 西春近北小     1,06.44
４×１００ｍＲ 林 優衣(5) 北原 恵(5) 山本 来夢(5) 中曽根 叶(5) 吉澤 芽衣(5) 西澤 未桜(5)

矢野 華奈(5) 伊藤 瑠香(5) 大久保 京香(5) 本田 尚子(5) 酒井 あみ(5) 宮澤 花菜(5)
中山 優莉亜(5) 伊藤 彩乃(5) 小島 菜々美(5) 野崎 葵(5) 酒井 陽向(5) 坂越 亜美(5)
小日向 未結(5) 草場 野乃花(5) 三澤 菜々美(5) 塩谷 莉子(5) 宮下 羽蘭(5) 杉本 綾音(5)

06/15 小学６年女子   0.0星野 陽花里(6) 14.27 長田 未来(6) 14.90 大脇 歌歩(6) 14.94 若狭 加奈(6) 15.01 掛野 ゆき(6) 15.26 酒井 せり(6) 15.43 岡田 亜梨紗(6) 15.60 重盛 史帆(6) 15.68
１００ｍ 小学･西春近北小 小学･伊那小 小学･美篶小 小学･西春近南小 小学･伊那東小 小学･西春近南小 小学･長谷小 小学･東春近小

06/15 北岡依生希(6)4.20(+0.2) 蟹澤 萌(6) 3.98(-1.3) 伊藤 玲奈(6) 3.87(+0.8) 宮澤 りん(6) 3.60(-0.6) 内木 晴香(6) 3.56(0.0) 北島 愛唯(6) 3.40(-0.5) 城倉 葉月(6) 3.04(-0.9)
走幅跳 小学･伊那北小 GR 小学･手良小 GR 小学･長谷小 小学･伊那小 小学･美篶小 小学･長谷小 小学･伊那小

06/15 池上 実結(6) 53.68 神林 碧莉子(6) 43.68 伊藤 美良乃(6) 39.67 宮坂 佳鈴(6) 38.79 新倉 ゆずは(6) 35.77 酒井 花音(6) 33.83 牧田 彩花(6) 33.09 谷口 文菜(6) 21.91
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 小学･手良小 GR 小学･手良小 小学･東春近小 小学･美篶小 小学･西春近北小 小学･西春近北小 小学･伊那北小 小学･美篶小

06/15 西春近北小       57.54 伊那小       59.97 手良小     1,00.78 伊那東小     1,01.20 美篶小     1,01.41 長谷小     1,01.63 伊那北小     1,01.73 西春近南小     1,01.90
４×１００ｍＲ 酒井 花音(6) GR 金子 結香(6) 池上 実結(6) 酒井 憂菜(6) 内木 晴香(6) 岡田 亜梨紗(6) 牧田 彩花(6) 酒井 せり(6)

新倉 ゆずは(6) 宮澤 りん(6) 入江 琉羽風(6) 高橋 悠衣(6) 谷口 文菜(6) 伊藤 萌袈(6) 嘉村 美也子(6) 唐澤 美結(6)
大前 歌音(6) 長田 未来(6) 蟹澤 萌(6) 南部 和(6) 宮坂 佳鈴(6) 北島 夢唯(4) 山口 彩虹(6) 又賀 七海(6)
星野 陽花里(6) 田中 藍(6) 神林 碧莉子(6) 掛野 ゆき(6) 大脇 歌歩(6) 伊藤 玲奈(6) 北岡 依生希(6) 若狭 加奈(6)

06/15 小学共通女子 大前 歌音(6) 3,32.05 森 ほのか(5) 3,44.19 加納 穂乃(6) 3,51.97 浦野 日菜(6) 3,58.42 池上 瑞穂(6) 4,13.24 唐澤 諒子(6) 4,57.23
１０００ｍ 小学･西春近北小 小学･東春近小 小学･西春近南小 小学･西春近南小 小学･長谷小 小学･伊那東小

06/15 中学女子  -2.0熊谷 早恵(3) 13.98 北原 ゆめみ(3) 14.11 百瀬 果奈(1) 14.22 清水 華乃(1) 14.45 寺澤 純香(3) 14.75 北原 凪紗(3) 14.77 大前 彩花(3) 14.79 矢野 妙(2) 14.79
１００ｍ 中学･伊那中 中学･伊那東部中 中学･伊那中 中学･西箕輪中 中学･伊那東部中 中学･伊那中 中学･春富中 中学･伊那東部中

06/15 浦野 友里(3) 2,28.23 黒田 琴音(3) 2,31.09 加藤 晴香(3) 2,34.07 中山 桜来(3) 2,35.03 大日方 碧(2) 2,42.33 宮原 萌里(2) 2,43.75 松澤 椿皐(1) 2,48.50 三澤 亜優(2) 2,49.54
８００ｍ 中学･春富中 中学･伊那中 中学･伊那中 中学･伊那東部中 中学･伊那中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中

06/15 西村 恵実(2) 4.61(0.0) 林 千尋(1) 4.41(-2.0) 高橋 光(3) 4.33(-2.3) 那須野りさ子(1)4.12(-0.5) 田中 蘭(3) 3.95(-0.8) 飯島 葵(1) 3.77(-0.6) 綿貫 あや(2) 3.77(-0.8) 山田 都子(1) 2.91(-0.4)
走幅跳 中学･伊那中 中学･伊那中 中学･伊那中 中学･伊那東部中 中学･伊那中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中

06/15 仁科 柊花(3) 8.11 山口 なつき(3) 7.72 鎌倉 歩未(2) 7.53
砲丸投 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那中

06/15 伊那中       55.26 伊那東部中(A)      55.87
４×１００ｍＲ 田中 蘭(3) 春日 笑里(3)

熊谷 早恵(3) 寺澤 純香(3)
北原 凪紗(3) 春日 彩花(3)
高橋 光(3) 北原 ゆめみ(3)



予選 6月15日  9:00
決勝 6月15日 10:45

県小学新(SR)        13.06
大会新(GR)          14.93

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 +1.1

 1 宮澤 文音(4) 小学     16.02 q  1 田中 海羽(4) 小学     16.51 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 伊那東小 ﾀﾅｶ ﾐｳ 東春近小

 2 濱田 みなと(4) 小学     16.81 q  2 北島 夢唯(4) 小学     16.88 q
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 西春近北小 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲ 長谷小

 3 平澤 春香(4) 小学     17.05 q  3 西澤 咲恵(4) 小学     17.28 q
ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 西春近南小 ﾆｼｻﾞﾜ ｻｴ 西春近北小

 4 上島 佳乃(4) 小学     17.93  4 春日 美礼(4) 小学     17.69 q
ｶﾐｼﾞﾏ ﾖｼﾉ 伊那小 ｶｽｶﾞ ﾐﾗｲ 西春近南小

 5 日下部 果穂(4) 小学     18.22  5 加藤 ゆい(4) 小学     17.77 q
ｸｻｶﾍﾞ ｶﾎ 伊那西小 ｶﾄｳ ﾕｲ 伊那小

 6 川瀬 美桜(4) 小学     18.57  6 井口 まゆ(4) 小学     18.15 
ｶﾜｾ ﾐｵ 手良小 ｲｸﾞﾁ ﾏﾕ 伊那北小

 7 友田 佳那(4) 小学     20.13  7 五嶋 智子(4) 小学     18.66 
ﾄﾓﾀﾞ ｶﾅ 伊那北小 ｺﾞｼﾏ ﾄﾓｺ 美篶小

風速 -0.9

 1 宮澤 文音(4) 小学     15.99 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 伊那東小

 2 北島 夢唯(4) 小学     16.77 
ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲ 長谷小

 3 濱田 みなと(4) 小学     16.78 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 西春近北小

 4 田中 海羽(4) 小学     16.93 
ﾀﾅｶ ﾐｳ 東春近小

 5 平澤 春香(4) 小学     17.26 
ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 西春近南小

 6 西澤 咲恵(4) 小学     17.46 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｴ 西春近北小

 7 加藤 ゆい(4) 小学     17.93 
ｶﾄｳ ﾕｲ 伊那小

 8 春日 美礼(4) 小学     17.97 
ｶｽｶﾞ ﾐﾗｲ 西春近南小

小学４年女子

１００ｍ

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    92

8   319

2   252

5   291

3    21

6   167

順 ﾚｰﾝ

7    36

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   386

8   361

5   323

4   301

6    29

2   202

3   431

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    92

4   361

5   319

3   386

7   291

8   323

2    29

1   301



決勝 6月15日 11:25

県小学新(SR)        53.27
大会新(GR)        1,02.13

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 美篶小   423 村田 愛梨(4)   1,06.92 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾑﾗﾀ ｱｲﾘ
  416 内木 真奈美(4)

ﾅｲｷ ﾏﾅﾐ
  419 竹内 あかり(4)

ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ
  410 北原 栞(4)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
 2   5 伊那東小    85 酒井 菜乃芭(4)   1,08.76 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ｻｶｲ ﾅﾅﾎ
   66 牧野 亜子(4)

ﾏｷﾉ ｱｺ
   71 藤原 佑奈(4)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕﾅ
   92 宮澤 文音(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ
 3   3 西春近北小   323 西澤 咲恵(4)   1,08.79 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ﾆｼｻﾞﾜ ｻｴ
  319 濱田 みなと(4)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
  331 守屋 奈津(4)

ﾓﾘﾔ ﾅﾂ
  317 有馬 花恋(4)

ｱﾘﾏ ｶﾚﾝ
 4   2 伊那北小   196 宮下 奈津実(4)   1,11.79 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ
  175 平嶋 野乃(4)

ﾋﾗｼﾏ ﾉﾉ
  202 井口 まゆ(4)

ｲｸﾞﾁ ﾏﾕ
  167 友田 佳那(4)

ﾄﾓﾀﾞ ｶﾅ

小学４年女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月15日  9:00

県小学新(SR)         4.50
大会新(GR)           3.28

下平 さら紗(4) 小学   3.17   3.20    X    3.20 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｻﾗｻ 伊那北小   -1.3    0.0     0.0
坂本 なお(4) 小学   3.03    X   2.73    3.03 
ｻｶﾓﾄ ﾅｵ 西春近南小   -1.3   +0.2    -1.3
平嶋 野乃(4) 小学   2.56   2.85   2.72    2.85 
ﾋﾗｼﾏ ﾉﾉ 伊那北小    0.0   +1.6    0.0    +1.6
林 未夏(4) 小学   2.51   2.74   2.49    2.74 
ﾊﾔｼ ﾐﾅﾂ 手良小   -0.8   +0.2   +1.1    +0.2

44 11   243  243

33 44   175  175

22 33   307  307

備考備考
11 22   201  201

-5--5- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4-氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1-順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

小学４年女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝



決勝 6月15日  9:00

県小学新(SR)        61.63
大会新(GR)          34.69

向山 琴葉(4) 小学
ﾑｶｲﾔﾏ ｺﾄﾊ 手良小
宮林 和花(4) 小学
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾜｶ 東春近小
宮下 奈津実(4) 小学
ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ 伊那北小

小学４年女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(１号球)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3   261

  O 32.93   O  32.93 

2 2   399
  O 16.50   O

3 1   196
  O   O 14.71  14.71 

 16.50 



予選 6月15日  9:05
決勝 6月15日 10:50

県小学新(SR)        13.06
大会新(GR)          14.70

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速  0.0

 1 吉澤 芽衣(5) 小学     15.34 q  1 三澤 菜々美(5) 小学     15.65 q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 西春近南小 ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北小

 2 林 優衣(5) 小学     15.87 q  2 宮下 羽蘭(5) 小学     16.39 q
ﾊﾔｼ  ﾕｲ 伊那東小 ﾐﾔｼﾀ ｳﾗﾝ 西春近南小

 3 中原 希空(5) 小学     16.11 q  3 清水 美羽(5) 小学     16.41 q
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 富県小 ｼﾐｽﾞ ﾐﾊﾈ 西箕輪小

 4 杉本 綾音(5) 小学     16.31 q  4 小日向 未結(5) 小学     16.60 q
ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾈ 西春近北小 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾕｳ 伊那東小

 5 伊藤 真日那(5) 小学     16.97  5 春日 あかり(5) 小学     16.71 
ｲﾄｳ ﾏﾋﾅ 新山小 ｶｽｶﾞ ｱｶﾘ 長谷小

 6 中曽根 叶(5) 小学     17.19  6 野崎 葵(5) 小学     17.25 
ﾅｶｿﾈ ｶﾅ 伊那小 ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ 伊那小

 7 大久保 京香(5) 小学     17.72  7 宮澤 花菜(5) 小学     17.56 
ｵｵｸﾎﾞ ｷｮｳｶ 伊那北小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ 西春近北小

風速  0.0

 1 吉澤 芽衣(5) 小学     15.30 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 西春近南小

 2 三澤 菜々美(5) 小学     15.35 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北小

 3 林 優衣(5) 小学     15.79 
ﾊﾔｼ  ﾕｲ 伊那東小

 4 清水 美羽(5) 小学     15.96 
ｼﾐｽﾞ ﾐﾊﾈ 西箕輪小

 5 杉本 綾音(5) 小学     16.09 
ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾈ 西春近北小

 6 宮下 羽蘭(5) 小学     16.32 
ﾐﾔｼﾀ ｳﾗﾝ 西春近南小

 7 中原 希空(5) 小学     16.38 
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 富県小

 8 小日向 未結(5) 小学     16.53 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾕｳ 伊那東小

小学５年女子

１００ｍ

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   309

3    64

5    13

7   439

2   326

6   183

順 ﾚｰﾝ

8   286

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   191

7   308

6   350

2    82

8   370

5     2

3   335

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   309

5   191

6    64

1   350

7   326

8   308

3   439

2    82



決勝 6月15日 11:35

県小学新(SR)        53.27
大会新(GR)        1,00.00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 伊那東小    64 林 優衣(5)   1,04.02 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾊﾔｼ  ﾕｲ
   65 矢野 華奈(5)

ﾔﾉ ｶﾅ
   78 中山 優莉亜(5)

ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘｱ
   82 小日向 未結(5)

ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾕｳ
 2   4 高遠北小   227 北原 恵(5)   1,04.19 

ﾀｶﾄｵｷﾀｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ
  240 伊藤 瑠香(5)

ｲﾄｳ ﾙｶ
  241 伊藤 彩乃(5)

ｲﾄｳ ｱﾔﾉ
  233 草場 野乃花(5)

ｸｻﾊﾞ ﾉﾉｶ
 3   6 伊那北小   189 山本 来夢(5)   1,05.10 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾗﾝ
  183 大久保 京香(5)

ｵｵｸﾎﾞ ｷｮｳｶ
  185 小島 菜々美(5)

ｺｼﾞﾏ ﾅﾅﾐ
  191 三澤 菜々美(5)

ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ
 4   7 伊那小    13 中曽根 叶(5)   1,05.39 

ｲﾅｼｮｳ ﾅｶｿﾈ ｶﾅ
    5 本田 尚子(5)

ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ
    2 野崎 葵(5)

ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ
   32 塩谷 莉子(5)

ｼｵﾀﾆ ﾘｺ
 5   3 西春近南小   309 吉澤 芽衣(5)   1,06.35 

ﾆｼﾊﾙﾁｶﾐﾅﾐｼｮｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ
  305 酒井 あみ(5)

ｻｶｲ ｱﾐ
  303 酒井 陽向(5)

ｻｶｲ  ﾋﾅﾀ
  308 宮下 羽蘭(5)

ﾐﾔｼﾀ ｳﾗﾝ
 6   5 西春近北小   322 西澤 未桜(5)   1,06.44 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｵ
  335 宮澤 花菜(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ
  332 坂越 亜美(5)

ｻｶｺｼ ｱﾐ
  326 杉本 綾音(5)

ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾈ

小学５年女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月15日  9:40

県小学新(SR)         4.50
大会新(GR)           3.66

北原 小遥(5) 小学   3.65   3.58   3.55    3.65 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 東春近小   -0.3   -0.7   -0.3    -0.3
本田 尚子(5) 小学   3.29   2.80   3.24    3.29 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 伊那小   -0.6   -0.3   -0.7    -0.6
塩谷 莉子(5) 小学    X   3.08   3.23    3.23 
ｼｵﾀﾆ ﾘｺ 伊那小   -0.5   -0.3    -0.3
山本 来夢(5) 小学   2.69   3.22   2.94    3.22 
ﾔﾏﾓﾄ ﾗﾝ 伊那北小   -1.1   -0.5   -0.6    -0.5
松﨑 木葉(5) 小学   2.88   3.08    X    3.08 
ﾏﾂｻﾞｷ ｺﾉﾊ 西箕輪小   -1.2   -1.0    -1.0
飯島 桃羽(5) 小学   2.86   2.83   2.97    2.97 
ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾓﾊ 東春近小   -0.3   -0.3   -1.5    -1.5
佐藤 悠菜(5) 小学   2.44   2.74   2.86    2.86 
ｻﾄｳ ﾕｳﾅ 高遠北小   -0.8   +0.5    0.0     0.0
宮下 千裕(5) 小学    X   2.84    X    2.84 
ﾐﾔｼﾀ ﾁﾋﾛ 長谷小   +0.5    +0.5
小島 菜々美(5) 小学   2.74    X   2.55    2.74 
ｺｼﾞﾏ ﾅﾅﾐ 伊那北小   -0.4   -0.7    -0.4
御子柴 那奈(5) 小学   2.42   2.49    X    2.49 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅﾅ 伊那東小   -1.2   -0.9    -0.9
酒井 陽向(5) 小学    X    X   2.43    2.43 
ｻｶｲ  ﾋﾅﾀ 西春近南小    0.0     0.0
小松 風花(5) 小学   2.36   2.26    X    2.36 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶ 高遠小   -0.3   -1.2    -0.3
酒井 あみ(5) 小学    X    X   2.26    2.26 
ｻｶｲ ｱﾐ 西春近南小    0.0     0.0
橋原 芽伊(5) 小学 欠場
ﾊｼﾊﾗ ﾒｲ 美篶小

小学５年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 12   378

-5-

2 9     5

3 13    32

4 14   189

5 3   351

6 10   381

7 6   236

8 5   372

9 8   185

10 4    88

11 7   303

12 2   217

13 1   305

11   433



決勝 6月15日  9:50

県小学新(SR)        61.63
大会新(GR)          45.55

池上 桃花(5) 小学
ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ 手良小
下平 瑠里(5) 小学
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾙﾘ 東春近小
吉田 にこ(5) 小学
ﾖｼﾀﾞ ﾆｺ 高遠北小
溝上 ななみ(5) 小学
ﾐｿﾞｶﾐ ﾅﾅﾐ 西箕輪小
藤原 佳子(5) 小学
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｺ 東春近小
北原 茉梨(5) 小学
ｷﾀﾊﾗ ﾏﾘ 高遠北小
髙山 光結(5) 小学
ﾀｶﾔﾏ ﾐﾕ 西箕輪小
上原 幸恵(5) 小学
ｶﾐﾊﾗ ﾕｷｴ 伊那北小
岩村 奈緒(5) 小学
ｲﾜﾑﾗ ﾅｵ 西春近南小
向山 綾織(5) 小学
ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾔﾘ 伊那北小

小学５年女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(１号球)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9   250

  X   O 43.82  43.82 

2 10   402
  O   O 39.96  39.96 

3 6   239
  O 24.65   O  24.65 

4 5   355
23.12   O   O  23.12 

5 8   383
  O   O 21.92  21.92 

6 4   226
20.47   O   O  20.47 

7 7   342
  O 20.13   O  20.13 

8 3   184
  O   O 16.88  16.88 

9 2   310
14.96   O   O

10 1   194
  X 13.72   O  13.72 

 14.96 



予選 6月15日  9:10
決勝 6月15日 10:55

県小学新(SR)        13.06
大会新(GR)          14.19

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +0.9

 1 星野 陽花里(6) 小学     14.37 q  1 酒井 せり(6) 小学     15.42 q
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 西春近北小 ｻｶｲ ｾﾘ 西春近南小

 2 重盛 史帆(6) 小学     15.60 q  2 岡田 亜梨紗(6) 小学     15.58 q
ｼｹﾞﾓﾘ ｼﾎ 東春近小 ｵｶﾀﾞ ｱﾘｻ 長谷小

 3 酒井 憂菜(6) 小学     15.85  3 山口 彩虹(6) 小学     15.77 
ｻｶｲ ﾕﾅ 伊那東小 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｺ 伊那北小

 4 唐澤 菜智(6) 小学     15.90  4 山岸 未玖(6) 小学     16.77 
ｶﾗｻﾜ ﾅﾁ 西箕輪小 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐｸ 美篶小

 5 伊藤 萌袈(6) 小学     16.76  5 堀米 芽生(6) 小学     17.17 
ｲﾄｳ ﾓｴｶ 長谷小 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾒﾐ 伊那小

 6 嘉村 美也子(6) 小学     17.17 篠平 実波(6) 小学
ｶﾑﾗ ﾐﾔｺ 伊那北小 ｼﾉﾋﾗ ﾐﾅﾐ 東春近小

[ 3組] 風速 -1.5

 1 長田 未来(6) 小学     15.20 q
ﾅｶﾞﾀ ﾐｸ 伊那小

 2 若狭 加奈(6) 小学     15.20 q
ﾜｶｻ ｶﾅ 西春近南小

 3 大脇 歌歩(6) 小学     15.25 q
ｵｵﾜｷ ｶﾎ 美篶小

 4 掛野 ゆき(6) 小学     15.41 q
ｶｹﾉ ﾕｷ 伊那東小

 5 入江 琉羽風(6) 小学     16.02 
ｲﾘｴ ﾙｳｶ 手良小

風速  0.0

 1 星野 陽花里(6) 小学     14.27 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 西春近北小

 2 長田 未来(6) 小学     14.90 
ﾅｶﾞﾀ ﾐｸ 伊那小

 3 大脇 歌歩(6) 小学     14.94 
ｵｵﾜｷ ｶﾎ 美篶小

 4 若狭 加奈(6) 小学     15.01 
ﾜｶｻ ｶﾅ 西春近南小

 5 掛野 ゆき(6) 小学     15.26 
ｶｹﾉ ﾕｷ 伊那東小

 6 酒井 せり(6) 小学     15.43 
ｻｶｲ ｾﾘ 西春近南小

 7 岡田 亜梨紗(6) 小学     15.60 
ｵｶﾀﾞ ｱﾘｻ 長谷小

 8 重盛 史帆(6) 小学     15.68 
ｼｹﾞﾓﾘ ｼﾎ 東春近小

小学６年女子

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

  347

記録／備考
5   325

4   394

2   376

3   198

7    84

6

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   304

7   373

4   190

2   429

6     7

5   396
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    11

2   306

4   422

5    93

3   248

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   325

4    11

5   422

3   306

8    93

7   304

2   373

1   394



決勝 6月15日 11:45

県小学新(SR)        53.27
大会新(GR)          58.59

[ 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   2 伊那小    25 金子 結香(6)     59.97  1   2 西春近北小   330 酒井 花音(6)     57.54 

ｲﾅｼｮｳ ｶﾈｺ ﾕｳｶ ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ｻｶｲ ｶﾉﾝ 大会新
   27 宮澤 りん(6)   327 新倉 ゆずは(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾝ ｱﾗｸﾗ ﾕｽﾞﾊ
   11 長田 未来(6)   320 大前 歌音(6)

ﾅｶﾞﾀ ﾐｸ ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
    9 田中 藍(6)   325 星野 陽花里(6)

ﾀﾅｶ ｱｲ ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
 2   4 手良小   251 池上 実結(6)   1,00.78  2   4 伊那東小    84 酒井 憂菜(6)   1,01.20 

ﾃﾗｼｮｳ ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾕ ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ｻｶｲ ﾕﾅ
  248 入江 琉羽風(6)    86 高橋 悠衣(6)

ｲﾘｴ ﾙｳｶ ﾀｶﾊｼ ﾕｲ
  264 蟹澤 萌(6)    70 南部 和(6)

ｶﾆｻﾜ ﾓｴ ﾅﾝﾌﾞ ﾅｺﾞﾐ
  253 神林 碧莉子(6)    93 掛野 ゆき(6)

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾐﾘｺ ｶｹﾉ ﾕｷ
 3   5 伊那北小   170 牧田 彩花(6)   1,01.73  3   3 美篶小   415 内木 晴香(6)   1,01.41 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ﾏｷﾀ ｱﾔｶ ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾅｲｷ ﾊﾙｶ
  198 嘉村 美也子(6)   420 谷口 文菜(6)

ｶﾑﾗ ﾐﾔｺ ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔﾅ
  190 山口 彩虹(6)   434 宮坂 佳鈴(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｺ ﾐﾔｻｶ ｶﾘﾝ
  171 北岡 依生希(6)   422 大脇 歌歩(6)

ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ ｵｵﾜｷ ｶﾎ
 4   6 西春近南小   304 酒井 せり(6)   1,01.90  4   5 長谷小   373 岡田 亜梨紗(6)   1,01.63 

ﾆｼﾊﾙﾁｶﾐﾅﾐｼｮｳ ｻｶｲ ｾﾘ ﾊｾｼｮｳ ｵｶﾀﾞ ｱﾘｻ
  293 唐澤 美結(6)   376 伊藤 萌袈(6)

ｶﾗｻﾜ ﾐﾕ ｲﾄｳ ﾓｴｶ
  288 又賀 七海(6)   361 北島 夢唯(4)

ﾏﾀｶﾞ ﾅﾅﾐ ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲ
  306 若狭 加奈(6)   375 伊藤 玲奈(6)

ﾜｶｻ ｶﾅ ｲﾄｳ ﾚﾅ
 5   3 西箕輪小   347 唐澤 菜智(6)   1,04.22 

ﾆｼﾐﾉﾜｼｮｳ ｶﾗｻﾜ ﾅﾁ
  352 小阪 悠花(6)

ｺｻｶ ﾁﾅ
  349 青木 亜依美(6)

ｱｵｷ ｱｲﾐ
  343 鈴木 佐那(6)

ｽｽﾞｷ ｻﾅ

   1 西春近北小     57.54 大会新 酒井 花音(6) 新倉 ゆずは(6) 大前 歌音(6) 星野 陽花里(6)   2   1
   2 伊那小     59.97 金子 結香(6) 宮澤 りん(6) 長田 未来(6) 田中 藍(6)   1   1
   3 手良小   1,00.78 池上 実結(6) 入江 琉羽風(6) 蟹澤 萌(6) 神林 碧莉子(6)   1   2
   4 伊那東小   1,01.20 酒井 憂菜(6) 高橋 悠衣(6) 南部 和(6) 掛野 ゆき(6)   2   2
   5 美篶小   1,01.41 内木 晴香(6) 谷口 文菜(6) 宮坂 佳鈴(6) 大脇 歌歩(6)   2   3
   6 長谷小   1,01.63 岡田 亜梨紗(6) 伊藤 萌袈(6) 北島 夢唯(4) 伊藤 玲奈(6)   2   4
   7 伊那北小   1,01.73 牧田 彩花(6) 嘉村 美也子(6) 山口 彩虹(6) 北岡 依生希(6)   1   3
   8 西春近南小   1,01.90 酒井 せり(6) 唐澤 美結(6) 又賀 七海(6) 若狭 加奈(6)   1   4
   9 西箕輪小   1,04.22 唐澤 菜智(6) 小阪 悠花(6) 青木 亜依美(6) 鈴木 佐那(6)   1   5

記録

小学６年女子

４×１００ｍＲ

決勝

備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

小学６年女子

４×１００ｍＲ
タイムレース

順位 所属名 都道府県



決勝 6月15日 10:30

県小学新(SR)         4.50
大会新(GR)           3.95

北岡 依生希(6) 小学    X    X   4.20    4.20 大会新
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那北小   +0.2    +0.2
蟹澤 萌(6) 小学   3.98   3.81   3.70    3.98 大会新
ｶﾆｻﾜ ﾓｴ 手良小   -1.3   -1.5   -1.0    -1.3
伊藤 玲奈(6) 小学   3.87   3.74   3.87    3.87 
ｲﾄｳ ﾚﾅ 長谷小   +0.8   -1.8   -1.5    +0.8
宮澤 りん(6) 小学   3.60    X   3.59    3.60 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾝ 伊那小   -0.6    0.0    -0.6
内木 晴香(6) 小学   3.28   3.16   3.56    3.56 
ﾅｲｷ ﾊﾙｶ 美篶小   -1.7   -0.8    0.0     0.0
北島 愛唯(6) 小学   3.14   3.09   3.40    3.40 
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｲ 長谷小   +0.3   -1.2   -0.5    -0.5
城倉 葉月(6) 小学   2.96   3.04   3.01    3.04 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾊﾂﾞｷ 伊那小   +1.1   -0.9   -0.5    -0.9

小学６年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 5   171

-5-

2 1   264

3 2   375

4 6    27

7 3    19

5 7   415

6 4   362



決勝 6月15日 10:40

県小学新(SR)        61.63
大会新(GR)          46.50

池上 実結(6) 小学 大会新
ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾕ 手良小
神林 碧莉子(6) 小学
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾐﾘｺ 手良小
伊藤 美良乃(6) 小学
ｲﾄｳ ﾐﾗﾉ 東春近小
宮坂 佳鈴(6) 小学
ﾐﾔｻｶ ｶﾘﾝ 美篶小
新倉 ゆずは(6) 小学
ｱﾗｸﾗ ﾕｽﾞﾊ 西春近北小
酒井 花音(6) 小学
ｻｶｲ ｶﾉﾝ 西春近北小
牧田 彩花(6) 小学
ﾏｷﾀ ｱﾔｶ 伊那北小
谷口 文菜(6) 小学
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔﾅ 美篶小
北原 英梨(6) 小学
ｷﾀﾊﾗ ｴﾘ 高遠北小

小学６年女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(１号球)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9   251

  O 53.68   O  53.68 

2 5   253
  O 43.68   O  43.68 

3 7   406
39.67   O   O  39.67 

4 2   434
  O 38.79   O  38.79 

5 8   327
35.77   O   O  35.77 

6 6   330
33.83   O   O  33.83 

7 3   170
  O   O 33.09  33.09 

8 4   420
  O   O 21.91

9 1   228
17.14   O   X  17.14 

 21.91 



決勝 6月15日 10:20

県小学新(SR)      3,03.46
大会新(GR)        3,22.69

 1 大前 歌音(6) 小学   3,32.05 
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 西春近北小

 2 森 ほのか(5) 小学   3,44.19 
ﾓﾘ ﾎﾉｶ 東春近小

 3 加納 穂乃(6) 小学   3,51.97 
ｶﾉｳ ﾎﾉ 西春近南小

 4 浦野 日菜(6) 小学   3,58.42 
ｳﾗﾉ ﾋﾅ 西春近南小

 5 池上 瑞穂(6) 小学   4,13.24 
ｲｹｶﾞﾐ ﾐｽﾞﾎ 長谷小

 6 唐澤 諒子(6) 小学   4,57.23 
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｺ 伊那東小
坪木 菜々花(6) 小学
ﾂﾎﾞｷ ﾅﾅｶ 伊那東小
横打 華乃(6) 小学
ﾖｺｳﾁ ﾊﾅﾉ 伊那小

小学共通女子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   320

7   390

8   311

2   313

1   365

3    73

5    76
途中棄権

6    31
欠場



予選 6月15日  9:45
決勝 6月15日 11:15

県中学新(SR)        12.29
大会新(GR)          12.96

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 +0.7

 1 熊谷 早恵(3) 中学     14.10 q  1 百瀬 果奈(1) 中学     13.84 q
ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那中 ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那中

 2 小松 葉月(1) 中学     14.72  2 向山 弥那(2) 中学     14.84 
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 春富中 ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅ 伊那東部中

 3 小平 夢加(1) 中学     15.16  3 渡邉 琴音(1) 中学     15.80 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 伊那中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ 伊那東部中

 4 春日 彩花(3) 中学     15.21  4 守屋 杏樹(2) 中学     16.22 
ｶｽｶﾞ ｻﾔｶ 伊那東部中 ﾓﾘﾔ ｱﾝｼﾞｭ 伊那東部中

 5 上條 琴葉(1) 中学     15.72 春日 笑里(3) 中学
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺﾄﾊ 伊那東部中 ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ 伊那東部中

 6 北原 さくら(1) 中学     16.16 西田 リエ(1) 中学
ｷﾀﾊﾗ ｻｸﾗ 伊那東部中 ﾆｼﾀﾞ ﾘｴ 伊那東部中
友田 有紀(1) 中学 原 悠夏(3) 中学
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部中 ﾊﾗ ﾕｳｶ 伊那東部中

[ 3組] 風速 -1.7 [ 4組] 風速 +0.2

 1 清水 華乃(1) 中学     14.49 q  1 北原 ゆめみ(3) 中学     14.03 q
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 西箕輪中 ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ 伊那東部中

 2 寺澤 純香(3) 中学     14.63 q  2 矢野 妙(2) 中学     14.67 q
ﾃﾗｻﾜ ｽﾐｶ 伊那東部中 ﾔﾉ ﾀｴ 伊那東部中

 3 北原 凪紗(3) 中学     14.69 q  3 大前 彩花(3) 中学     14.70 q
ｷﾀﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 伊那中 ｵｵﾏｴ ｱﾔｶ 春富中

 4 北條 陽香(2) 中学     14.77  4 赤羽 菜央(3) 中学     15.18 
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 伊那東部中 ｱｶﾊﾈ ﾅｵ 伊那東部中

 5 宮下 息吹(1) 中学     15.91  5 原 萌夏(1) 中学     15.57 
ﾐﾔｼﾀ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中 ﾊﾗ ﾓｴｶ 伊那東部中

 6 田中 志野(1) 中学     16.45 金子 愛果(2) 中学
ﾀﾅｶ ｼﾉ 伊那東部中 ｶﾈｺ ｱｲｶ 伊那中

 7 安江 瑞希(1) 中学     17.73 
ﾔｽｴ ﾐｽﾞｷ 伊那東部中

風速 -2.0

 1 熊谷 早恵(3) 中学     13.98 
ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那中

 2 北原 ゆめみ(3) 中学     14.11 
ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ 伊那東部中

 3 百瀬 果奈(1) 中学     14.22 
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那中

 4 清水 華乃(1) 中学     14.45 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 西箕輪中

 5 寺澤 純香(3) 中学     14.75 
ﾃﾗｻﾜ ｽﾐｶ 伊那東部中

 6 北原 凪紗(3) 中学     14.77 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 伊那中

 7 大前 彩花(3) 中学     14.79 
ｵｵﾏｴ ｱﾔｶ 春富中

 8 矢野 妙(2) 中学     14.79 
ﾔﾉ ﾀｴ 伊那東部中

中学女子

１００ｍ

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    58

7   273

4   106

5    54

8   141

6    99
欠場

順 ﾚｰﾝ

2   130

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    46

8   153

4   113

7   144

2   140
欠場

5   126
欠場

6   154
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
3   359

7   145

6   114

5    44

4   102

2   165

順 ﾚｰﾝ No.
4   105

8   160

7   100

3   271

6   125

8   155

5    59
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    58

5   105

3    46

4   359

7   145

1    44

2   271

8   100



決勝 6月15日 10:30

県中学新(SR)      2,15.53
大会新(GR)        2,24.52

 1 浦野 友里(3) 中学   2,28.23 
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 春富中

 2 黒田 琴音(3) 中学   2,31.09 
ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 伊那中

 3 加藤 晴香(3) 中学   2,34.07 
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 伊那中

 4 中山 桜来(3) 中学   2,35.03 
ﾅｶﾔﾏ ｻｻﾗ 伊那東部中

 5 大日方 碧(2) 中学   2,42.33 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｵｲ 伊那中

 6 宮原 萌里(2) 中学   2,43.75 
ﾐﾔﾊﾗ ﾓｴﾘ 伊那東部中

 7 松澤 椿皐(1) 中学   2,48.50 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 伊那東部中

 8 三澤 亜優(2) 中学   2,49.54 
ﾐｻﾜ ｱﾕ 伊那東部中

 9 市川 優佳(2) 中学   2,51.17 
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｶ 春富中
中澤 菜月(3) 中学
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 伊那東部中
三澤 茉南(3) 中学
ﾐｻﾜ ﾏﾅ 伊那東部中
春日 莉杏(2) 中学
ｶｽｶﾞ ﾘｺ 伊那東部中
北原 野乃(3) 中学
ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉ 伊那東部中

中学女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   282

12    56

10    61

1   120

4    50

7   159

11   131

13   149

8   278

2   116
欠場

9   103
欠場

3   148
欠場

5   138
欠場



決勝 6月15日 12:00

県中学新(SR)        49.86
大会新(GR)          53.21

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 伊那中    48 田中 蘭(3)     55.26 

ｲﾅﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾗﾝ
   58 熊谷 早恵(3)

ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ
   44 北原 凪紗(3)

ｷﾀﾊﾗ ﾅｷﾞｻ
   57 高橋 光(3)

ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
 2   2 伊那東部中(A)   140 春日 笑里(3)     55.87 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ
  145 寺澤 純香(3)

ﾃﾗｻﾜ ｽﾐｶ
  141 春日 彩花(3)

ｶｽｶﾞ ｻﾔｶ
  105 北原 ゆめみ(3)

ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ
  4 伊那東部中(B)

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB 欠場

中学女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月15日 11:20

県中学新(SR)         5.59
大会新(GR)           4.73

西村 恵実(2) 中学   4.61   4.25   4.42    4.61 
ﾆｼﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 伊那中    0.0   -0.7   -2.8     0.0
林 千尋(1) 中学   4.16   4.18   4.41    4.41 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 伊那中   -1.2   -0.9   -2.0    -2.0
高橋 光(3) 中学   4.27   4.24   4.33    4.33 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那中   -1.2   -0.4   -2.3    -2.3
那須野 りさ子(1) 中学   3.89   4.12   3.98    4.12 
ﾅｽﾉ ﾘｻｺ 伊那東部中   +0.4   -0.5   -1.8    -0.5
田中 蘭(3) 中学    X   3.86   3.95    3.95 
ﾀﾅｶ ﾗﾝ 伊那中   -1.5   -0.8    -0.8
飯島 葵(1) 中学   3.64   3.77   3.44    3.77 
ｲｲｼﾞﾏ ｱｵｲ 伊那東部中   +0.5   -0.6   -2.4    -0.6
綿貫 あや(2) 中学   3.62   3.77   3.56    3.77 
ﾜﾀﾇｷ ｱﾔ 伊那東部中   -0.1   -0.8   -2.2    -0.8
山田 都子(1) 中学    X   2.82   2.91    2.91 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾔｺ 伊那東部中   +0.5   -0.4    -0.4
マリアノ カレン ハ中学 欠場
ﾏﾘｱﾉ ｶﾚﾝ  ﾊﾙﾐ 春富中
桜井 結月(2) 中学 欠場
ｻｸﾗｲ ﾕﾂﾞｷ 伊那東部中

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 9    51

-5-

2 5    43

3 3    57

4 10   108

5 7    48

6 6   107

7 8   101

8 1   146

2   284

4   150



決勝 6月15日 11:20

県中学新(SR)        13.49
大会新(GR)          10.39

仁科 柊花(3) 中学
ﾆｼﾅ ｼｭｳｶ 伊那東部中
山口 なつき(3) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 伊那東部中
鎌倉 歩未(2) 中学
ｶﾏｸﾗ ｱﾕﾐ 伊那中
酒井 理帆(3) 中学 欠場
ｻｶｲ ﾘﾎ 伊那東部中

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 4   129

 8.11  8.02   X   8.11 

2 3   147
 7.49   X  7.72   7.72 

3 1    60
 7.37  7.53  6.91

2   143

  7.53 


	決勝記録一覧表
	s4w100
	s4w400R
	s4wLJ
	s4wSB
	s5w100
	s5w400R
	s5wLJ
	s5wSB
	s6w100
	s6w400R
	s6wLJ
	s6wSB
	sw1000
	cw100
	cw800
	cw400R
	cwLJ
	cwSP

