
第31回上伊那小学生陸上競技大会
　主催：上伊那陸上競技協会／伊那市教育委員会                                    
　共催：信濃毎日新聞社　　後援：伊那市／伊那市教育委員会                        

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
05/17 混合 南箕輪小(A)     1,01.08 赤穂南小(A)     1,02.07 美篶小(A)     1,02.18 伊那小     1,02.73 飯島小(A)     1,02.81 辰野南小(A)     1,02.98 赤穂SRC(A)     1,03.01 南箕輪小(B)     1,03.70

4×100mR 野村 優香(4) 田中 凜(5) 橋原 芽伊(5) 藤澤 夢叶(5) 小木曽楽々(5) 山口 萌衣(5) 小松 真希(5) 髙木 萌子(4)
加藤 莉子(5) 中嶋 珠久(5) 澁谷 有紀(5) 塩谷 莉子(5) 柳生夏弥(5) 塚間 友香(5) 坂間 星南(5) 原 さくら(5)
有賀 玄太(5) 青島 隼平(5) 西村 柊人(5) 白澤 直(5) 池田智輝(5) 野澤 龍平(5) 小倉 快心(5) 井上 颯(5)
髙橋 雅示(5) 金指 涼夏(5) 井上 雅也(5) 井原 良介(5) 工藤光陽(5) 藤澤 怜大(5) 竹内 陽哉(4) 武井 拓弥(5)

05/17 小学ｵｰﾌﾟﾝ 松井 秀真(6) 14.36 久保田 光太郎(6) 15.29 吉澤愛佳(6) 15.53 岡地 諒(5) 15.69 高橋 彪河(4) 16.30 佐々木真優(6) 16.35 原 里彩子(5) 16.44 飯島 聖雅(5) 16.49
100m 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 伊那小 飯島小 伊那小 美篶小 南箕輪南部小 伊那小 箕輪北小



予選 5月17日 10:50
決勝 5月17日 14:15

県小学新            55.50
大会新(GR)          57.60

[ 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   7 美篶小(A)   324 橋原 芽伊(5)   1,01.62 q  1   4 南箕輪小(A)   281 野村 優香(4)   1,01.01 q

ﾐｽｽﾞｼｮｳA ﾊｼﾊﾗ ﾒｲ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
  333 澁谷 有紀(5)   261 加藤 莉子(5)

ｼﾌﾞﾔ ﾕｷ ｶﾄｳ ﾘｺ
  447 西村 柊人(5)   405 有賀 玄太(5)

ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳﾄ ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ
  434 井上 雅也(5)   407 髙橋 雅示(5)

ｲﾉｳｴ ﾏｻﾔ ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｼﾞ
 2   8 飯島小(A)   310 小木曽楽々(5)   1,03.01 q  2   2 伊那小    17 藤澤 夢叶(5)   1,02.69 q

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｵｷﾞｿﾗﾗ ｲﾅｼｮｳ ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｶ
  320 柳生夏弥(5)     1 塩谷 莉子(5)

ﾔｷﾞｭｳﾅﾂﾐ ｼｵﾔ ﾘｺ
  425 池田智輝(5)    29 白澤 直(5)

ｲｹﾀﾞﾄﾓｷ ｼﾗｻﾜ ﾅｵ
  420 工藤光陽(5)     4 井原 良介(5)

ｸﾄﾞｳｺｳﾖｳ ｲﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ
 3   2 長谷小   233 小松 音葉(5)   1,04.31  3   5 宮田小    68 西澤あかり(5)   1,04.96 

ﾊｾｼｮｳ ｺﾏﾂ ｵﾄﾊ ﾐﾔﾀﾞｼｮｳ ﾆｼｻﾞﾜｱｶﾘ
  232 春日 あかり(5)    63 下平佳穂(5)

ｶｽｶﾞ ｱｶﾘ ｼﾓﾀﾞｲﾗｶﾎ
  346 岡 瑞希(5)   116 滝澤健斗(5)

ｵｶ ﾐｽﾞｷ ﾀｷｻﾞﾜｹﾝﾄ
  344 小松 駿斗(5)   111 酒井翔空(5)

ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ ｻｶｲﾄｱ
 4   6 南箕輪小(C)   280 野村 ひかり(5)   1,04.32  4   3 赤穂南小(C)   160 原田 栞里(4)   1,07.31 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳC ﾊﾗﾀﾞ  ｼｵﾘ
  271 上田 朋花(5)   162 小平 澪花(4)

ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ ｺﾀﾞｲﾗ  ﾚｲｶ
  387 丸山 琉吾(4)   259 原 秀羽(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｺﾞ ﾊﾗ  ｼｭｳ
  397 征矢 尚門(4)   266 大林 拓実(4)

ｿﾔ ｼｮｳﾄ ｵｵﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾐ
 5   5 赤穂南小(D)   171 入谷 奏音(4)   1,06.72  5   6 両小野小   371 増澤 美優(4)   1,08.63 

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳD ｲﾘﾔ  ｶﾉﾝ ﾘｮｳｵﾉｼｮｳ ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ
  167 川井田 望(4)   368 横沢 実樹(4)

ｶﾜｲﾀﾞ  ﾉｿﾞﾐ ﾖｺｻﾞﾜ ﾐｷ
  262 小平 光汰(4)   532 味澤 拓己(4)

ｺﾀﾞｲﾗ ｺｳﾀ ｱｼﾞｻﾜ ﾀｸﾐ
  269 和田 陸(4)   524 横沢 蓮馬(4)

ﾜﾀﾞ  ﾘｸ ﾖｺｻﾞﾜ ﾚﾝﾏ
 6   4 東春近小   249 宮林 和花(4)   1,08.02  6   8 飯島小(D)   314 竹俣歩(4)   1,09.21 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾜｶ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳD ﾀｹﾏﾀｱﾕﾑ
  254 田中 海羽(4)   318 唐澤杏奈(4)

ﾀﾅｶ ﾐｳ ｶﾗｻﾜｱﾝﾅ
  375 中島 慧(4)   418 久保田凱士(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲ ｸﾎﾞﾀｶｲﾄ
  363 小松 礼佳(4)   419 久保田怜(4)

ｺﾏﾂ ｱﾔｶ ｸﾎﾞﾀﾚｲ
 7   3 伊那北小(B)    42 井口 まゆ(4)   1,08.42   7 伊那東小(B)

ｲﾅｷﾀｼｮｳB ｲｸﾞﾁ ﾏﾕ ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳB 欠場
   57 友田 佳那(4)

ﾄﾓﾀﾞ ｶﾅ
   84 大森 光稀(4)

ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ
   98 鷲見 紘翔(4)

ｽﾐ ﾋﾛﾄ
  1 伊那東小(D)

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳD 欠場

混合

4×100mR

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4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   5 赤穂SRC(A)   141 小松 真希(5)   1,02.91 q  1   5 南箕輪小(B)   290 髙木 萌子(4)   1,02.89 q

ｱｶﾎｴｽｱｰﾙｼｰA ｺﾏﾂ ﾏｷ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
  139 坂間 星南(5)   263 原 さくら(5)

ｻｶﾏ ｾﾅ ﾊﾗ ｻｸﾗ
  224 小倉 快心(5)   384 井上 颯(5)

ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ
  228 竹内 陽哉(4)   404 武井 拓弥(5)

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ ﾀｹｲ ﾀｸﾐ
 2   3 箕輪南小   362 小沢 奏乃(5)   1,03.07  2   3 赤穂東小(A)   154 瀧澤 莉奈(4)   1,04.66 

ﾐﾉﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ｵｻﾞﾜ ｿﾉ ｱｶﾎﾋｶﾞｼｼｮｳA ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾅ
  360 井口 空亜(5)   152 松﨑 空(4)

ｲｸﾞﾁ ｿｱ ﾏﾂｻﾞｷ ｿﾗ
  505 柳原 孝成(5)   253 湯澤 峻気(4)

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｺｳｾｲ ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝｷ
  503 浅川 友来(5)   241 坂間 星斗(4)

ｱｻｶﾜ ﾄﾓｷ ｻｶﾏ ﾎｼﾄ
 3   6 南箕輪南部小   299 櫻井 晃歩(4)   1,07.31  3   8 赤穂SRC(B)   140 山田 優芽(4)   1,04.67 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾅﾝﾌﾞｼｮｳ ｻｸﾗｲ  ｱｷﾎ ｱｶﾎｴｽｱｰﾙｼｰB ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
  296 内山 なの葉(4)   144 鎮西 花(4)

ｳﾁﾔﾏ  ﾅﾉﾊ ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
  413 有賀 千展(4)   225 小倉 心和(4)

ｱﾙｶﾞ  ﾁﾋﾛ ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ
  411 日達 匠海(4)   220 熊谷 知樹(4)

ﾋﾀﾁ  ﾀｸﾐ ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ
 4   4 飯島小(C)   302 下島琉那(4)   1,08.10  4   7 赤穂南小(B)   158 塩見 あやね(5)   1,05.81 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳC ｼﾓｼﾞﾏﾙﾅ ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳB ｼｵﾐ  ｱﾔﾈ
  317 中村早希(4)   173 林 実怜(5)

ﾅｶﾑﾗｻｷ ﾊﾔｼ  ﾐﾚｲ
  430 林唯心(4)   256 浦野 悠人(5)

ﾊﾔｼﾕｲｼﾝ ｳﾗﾉ  ﾕｳﾄ
  427 堀越隆徳(4)   268 田中 敦也(5)

ﾎﾘｺｼﾀｶﾉﾘ ﾀﾅｶ  ｱﾂﾔ
 5   8 南箕輪小(E)   275 倉田 紗優加(4)   1,10.59  5   2 飯島小(B)   313 神山佳凜(4)   1,06.33 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳE ｸﾗﾀ ｻﾕｶ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ｶﾐﾔﾏｶﾘﾝ
  277 竹村 七星(4)   301 伊藤るな(4)

ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅｾ ｲﾄｳﾙﾅ
  403 長谷部 遥希(4)   416 安田陸(4)

ﾊｾﾍﾞ ﾊﾙｷ ﾔｽﾀﾞﾘｸ
  388 山田　桃香(4)   414 ドリチュラー城(4)

ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰｼﾞｮｳ
 6   2 箕輪西小(A)   343 佐藤 花絵(4)   1,10.71  6   6 辰野西小(C)   184 上島 輝奈(4)   1,07.59 

ﾐﾉﾜﾆｼｼｮｳA ｻﾄｳ ﾊﾅｴ ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳC ｶﾐｼﾞﾏ ﾃﾙﾅ
  342 向山 実伶(4)   181 根橋 佳歩(4)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾚｲ ﾈﾊﾞｼ ｶﾎ
  474 赤沼 裕貴(4)   273 井出 恭裕(4)

ｱｶﾇﾏ ﾕｳｷ ｲﾃﾞ ｷｮｳｽｹ
  477 白鳥 颯(4)   280 小澤 翔(4)

ｼﾛﾄﾘ ﾊﾔﾃ ｵｻﾞﾜ ｼｮｳ
 7   7 伊那東小(C)    26 吉村 千都子(4)   1,10.78  7   4 中沢小   226 矢澤 華(4)   1,08.75 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳC ﾖｼﾑﾗ ﾁｽﾞｺ ﾅｶｻﾞﾜｼｮｳ ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ
   24 海老沢 珠利(4)   222 宮下 夢菜(4)

ｴﾋﾞｻﾜ ｼﾞｭﾘ ﾐﾔｼﾀ ﾕﾒﾅ
   71 鈴木 翔也(4)   336 菅沼 芙駆(4)

ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾔ ｽｶﾞﾇﾏ ﾌｸ
   65 梅垣 創磨(4)   333 菅沼 瑛太(4)

ｳﾒｶﾞｷ ｿｳﾏ ｽｶﾞﾇﾏ ｴｲﾀ

4×100mR
混合



[ 5組] [ 6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   8 赤穂南小(A)   170 田中 凜(5)   1,02.11 q  1   7 辰野南小(A)   205 山口 萌衣(5)   1,02.53 q

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ﾀﾅｶ  ﾘﾝ ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳA ﾔﾏｸﾞﾁﾒｲ
  169 中嶋 珠久(5)   211 塚間 友香(5)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐｸ ﾂｶﾏﾕｶ
  265 青島 隼平(5)   309 野澤 龍平(5)

ｱｵｼﾏ  ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾉｻﾞﾜﾘｭｳﾍｲ
  258 金指 涼夏(5)   308 藤澤 怜大(5)

ｶﾅｻｼ  ﾘｮｳｶﾞ ﾌｼﾞｻﾜﾘｮｳﾀ
 2   5 美篶小(B)   330 内木 真奈美(4)   1,04.96  2   8 辰野西小(A)   186 大槻 遥花(4)   1,04.00 

ﾐｽｽﾞｼｮｳB ﾅｲｷ ﾏﾅﾐ ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳA ｵｵﾂｷ ﾊﾙｶ
  332 北原 栞(4)   185 上島 澪里(4)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ
  444 春日 勇人(4)   283 赤坂 紳之介(4)

ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ ｱｶｻｶ ｼﾝﾉｽｹ
  445 小松 大夏(4)   278 小澤 悠希(4)

ｺﾏﾂ ﾀｲｶﾞ ｵｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 3   2 西春近北小(B)   123 西澤 咲恵(4)   1,04.97  3   3 伊那東小(A)    31 酒井 菜乃芭(4)   1,05.22 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳB ﾆｼｻﾞﾜ ｻｴ ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳA ｻｶｲ ﾅﾉﾊ
  128 濱田 みなと(4)    27 宮澤 文音(4)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ
  204 酒井 柊太(4)    43 安江 陽人(4)

ｻｶｲ ｼｭｳﾀ ﾔｽｴ ﾊﾙﾄ
  200 荻原 諒太(4)    68 北澤 凛太郎(4)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ
 4   3 辰野南小(B)   206 山崎 栞菜(5)   1,07.23  4   4 西春近北小(A)   117 宮澤 花菜(5)   1,06.14 

ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳB ﾔﾏｻﾞｷｶﾝﾅ ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳA ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ
  212 藤森 沙耶(4)   126 白鳥 結愛(5)

ﾌｼﾞﾓﾘｻﾔ ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾅ
  305 大森 翔太(5)   205 酒井 悠聖(5)

ｵｵﾓﾘｼｮｳﾀ ｻｶｲ ﾕｳｾｲ
  303 赤羽 秀太(4)   206 西尾 丈丸(5)

ｱｶﾊﾈｼｭｳﾀ ﾆｼｵ ﾀｹﾏﾙ
 5   7 辰野西小(B)   179 井内 柚穂(5)   1,07.33  5   2 伊那北小(A)    45 宮下 奈津実(4)   1,06.21 

ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳB ｲｳﾁ ﾕｽﾞﾎ ｲﾅｷﾀｼｮｳA ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ
  183 上島 はな香(4)    54 富山 唯奈(4)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾊﾅｶ ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ
  288 林 敦之(4)    75 久保 雄大(4)

ﾊﾔｼ ｱﾂﾕｷ ｸﾎﾞ ﾕｳﾀﾞｲ
  285 大久保 敦貴(4)    77 工藤 航介(4)

ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｷ ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
 6   6 辰野東小(A)   187 伊藤 衣織(4)   1,10.40  6   5 手良小(A)   103 林 未夏(4)   1,08.85 

ﾀﾂﾉﾋｶﾞｼｼｮｳA ｲﾄｳ ｲｵﾘ ﾃﾗｼｮｳA ﾊﾔｼ ﾐﾅﾂ
  197 正木 春佳(4)    97 向山 琴葉(4)

ﾏｻｷ ﾊﾙｶ ﾑｶｲﾔﾏ ｺﾄﾊ
  291 宮原 大翔(4)   168 高橋 直央(4)

ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾛﾄ ﾀｶﾊｼ ﾅｵ
  294 新村 修也(4)   167 蟹澤 翔太(4)

ﾆｲﾑﾗ ｼｭｳﾔ ｶﾆｻﾜ ｼｮｳﾀ
  4 南箕輪小(D)   274 青沼 のどか(4)  7   6 七久保小    84 山田 桃香(4)   1,09.22 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳD ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ 失格 ﾅﾅｸﾎﾞｼｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ
  269 松澤 茜(5)    85 紫芝 亜月(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｶﾈ ｼｼﾊﾞ ｱﾂｷ
  399 池田 琢磨(4)   165 木下 希歩(4)

ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾏ ｷﾉｼﾀ ﾉｱ
  402 中原 誉喜(4)   156 飯島 莉紗(5)

ﾅｶﾊﾗ ﾀｶﾖｼ ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ

混合

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 南箕輪小(A)   281 野村 優香(4)   1,01.08 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
  261 加藤 莉子(5)

ｶﾄｳ ﾘｺ
  405 有賀 玄太(5)

ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ
  407 髙橋 雅示(5)

ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｼﾞ
 2   3 赤穂南小(A)   170 田中 凜(5)   1,02.07 

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ﾀﾅｶ  ﾘﾝ
  169 中嶋 珠久(5)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐｸ
  265 青島 隼平(5)

ｱｵｼﾏ  ｼｭﾝﾍﾟｲ
  258 金指 涼夏(5)

ｶﾅｻｼ  ﾘｮｳｶﾞ
 3   6 美篶小(A)   324 橋原 芽伊(5)   1,02.18 

ﾐｽｽﾞｼｮｳA ﾊｼﾊﾗ ﾒｲ
  333 澁谷 有紀(5)

ｼﾌﾞﾔ ﾕｷ
  447 西村 柊人(5)

ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳﾄ
  434 井上 雅也(5)

ｲﾉｳｴ ﾏｻﾔ
 4   8 伊那小    17 藤澤 夢叶(5)   1,02.73 

ｲﾅｼｮｳ ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｶ
    1 塩谷 莉子(5)

ｼｵﾔ ﾘｺ
   29 白澤 直(5)

ｼﾗｻﾜ ﾅｵ
    4 井原 良介(5)

ｲﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ
 5   2 飯島小(A)   310 小木曽楽々(5)   1,02.81 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｵｷﾞｿﾗﾗ
  320 柳生夏弥(5)

ﾔｷﾞｭｳﾅﾂﾐ
  425 池田智輝(5)

ｲｹﾀﾞﾄﾓｷ
  420 工藤光陽(5)

ｸﾄﾞｳｺｳﾖｳ
 6   4 辰野南小(A)   205 山口 萌衣(5)   1,02.98 

ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳA ﾔﾏｸﾞﾁﾒｲ
  211 塚間 友香(5)

ﾂｶﾏﾕｶ
  309 野澤 龍平(5)

ﾉｻﾞﾜﾘｭｳﾍｲ
  308 藤澤 怜大(5)

ﾌｼﾞｻﾜﾘｮｳﾀ
 7   1 赤穂SRC(A)   141 小松 真希(5)   1,03.01 

ｱｶﾎｴｽｱｰﾙｼｰA ｺﾏﾂ ﾏｷ
  139 坂間 星南(5)

ｻｶﾏ ｾﾅ
  224 小倉 快心(5)

ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ
  228 竹内 陽哉(4)

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ
 8   7 南箕輪小(B)   290 髙木 萌子(4)   1,03.70 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
  263 原 さくら(5)

ﾊﾗ ｻｸﾗ
  384 井上 颯(5)

ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ
  404 武井 拓弥(5)

ﾀｹｲ ﾀｸﾐ

決勝

混合

4×100mR



決勝 5月17日 10:25

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +1.9

 1 宮澤 日菜(4)     17.90  1 有賀 咲季(4)     17.47 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ 中沢小 ｱﾙｶﾞ ｻｷ 南箕輪小

 2 有賀 彩乃(4)     18.09  2 中嶋 由希(4)     17.62 
ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾉ 南箕輪小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 赤穂SRC

 3 原 美遥(4)     18.46  3 瀧村 奏美(4)     17.66 
ﾊﾗ ﾐﾕ 南箕輪小 ﾀｷﾑﾗ ｶﾅﾐ 赤穂東小

 4 近藤 みく(4)     19.10  4 藤原 佑奈(4)     18.06 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｸ 伊那東小 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕﾅ 伊那東小

 5 竹下 杏奈(4)     19.72  5 城取 萌々花(4)     19.18 
ﾀｹｼﾀ ｱﾝﾅ 伊那東小 ｼﾛﾄﾘ ﾓﾓｶ 南箕輪小
有馬 花恋(4)  6 原 ひなの(4)     19.59 
ｱﾘﾏ ｶﾚﾝ 西春近北小 ﾊﾗ ﾋﾅﾉ 南箕輪小

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +1.9

 1 吉澤愛佳(6)     15.53  1 高橋 彪河(4)     16.30 
ﾖｼｻﾞﾜｱｲｶ 飯島小 ﾀｶﾊｼ ﾋｭｳｶﾞ 美篶小

 2 佐々木真優(6)     16.35  2 池上 将矢(4)     16.64 
ｻｻｷ  ﾏﾕ 南箕輪南部小 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 伊那東小

 3 原 里彩子(5)     16.44  3 米山 樹(4)     16.70 
ﾊﾗ ﾘｻｺ 伊那小 ﾖﾈﾔﾏ ｲﾂｷ 伊那北小

 4 大蔵 ひより(5)     16.55  4 嶋田 優太(4)     16.88 
ｵｵｸﾗ ﾋﾖﾘ 七久保小 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 伊那東小

 5 長谷部 直大(4)     17.40 
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 赤穂SRC

 6 田中 要(4)     18.63 
ﾀﾅｶ ｶﾅﾒ 辰野西小

[ 5組] 風速 +2.7 [ 6組] 風速 +1.4

 1 松﨑 琢磨(4)     16.64  1 松井 秀真(6)     14.36 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾏ 赤穂東小 ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 安江 圭生(4)     17.15  2 久保田 光太郎(6)     15.29 
ﾔｽｴ ｹｲｾｲ 伊那東小 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 伊那小

 3 亀田 直樹(4)     17.46  3 岡地 諒(5)     15.69 
ｶﾒﾀﾞ ﾅｵｷ 赤穂SRC ｵｶﾁ ﾘｮｳ 伊那小

 4 春日 陽翔(4)     17.50  4 飯島 聖雅(5)     16.49 
ｶｽｶﾞ ﾊﾙﾄ 伊那東小 ｲｲｼﾞﾏ ｾｲｶﾞ 箕輪北小

 5 鈴木 那央(4)     17.94  5 後藤 優斗(5)     16.54 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 伊那東小 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ 長谷小

小学ｵｰﾌﾟﾝ

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22   223  223

33   284  284

66   265  265

55    28   28

11    36   36

44   127  127
失格失格

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66   285  285

22   143  143

55   153  153

11    38   38

44   272  272

33   264  264

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   305  305

55   293  293

22     8    8

33    87   87

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22   443  443

33    57   57

66    96   96

11    63   63

55   229  229

44   287  287

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22   250  250

33    42   42

44   218  218

66    53   53

55    70   70

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   125  125

66     7    7

33     6    6

44   519  519

22   343  343



   1 松井 秀真(6) 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     14.36 (+1.4)   6   1
   2 久保田 光太郎(6) 伊那小     15.29 (+1.4)   6   2
   3 吉澤愛佳(6) 飯島小     15.53 (+1.5)   3   1
   4 岡地 諒(5) 伊那小     15.69 (+1.4)   6   3
   5 高橋 彪河(4) 美篶小     16.30 (+1.9)   4   1
   6 佐々木真優(6) 南箕輪南部小     16.35 (+1.5)   3   2
   7 原 里彩子(5) 伊那小     16.44 (+1.5)   3   3
   8 飯島 聖雅(5) 箕輪北小     16.49 (+1.4)   6   4
   9 後藤 優斗(5) 長谷小     16.54 (+1.4)   6   5
  10 大蔵 ひより(5) 七久保小     16.55 (+1.5)   3   4
  11 松﨑 琢磨(4) 赤穂東小     16.64 (+2.7)   5   1
  11 池上 将矢(4) 伊那東小     16.64 (+1.9)   4   2
  13 米山 樹(4) 伊那北小     16.70 (+1.9)   4   3
  14 嶋田 優太(4) 伊那東小     16.88 (+1.9)   4   4
  15 安江 圭生(4) 伊那東小     17.15 (+2.7)   5   2
  16 長谷部 直大(4) 赤穂SRC     17.40 (+1.9)   4   5
  17 亀田 直樹(4) 赤穂SRC     17.46 (+2.7)   5   3
  18 有賀 咲季(4) 南箕輪小     17.47 (+1.9)   2   1
  19 春日 陽翔(4) 伊那東小     17.50 (+2.7)   5   4
  20 中嶋 由希(4) 赤穂SRC     17.62 (+1.9)   2   2
  21 瀧村 奏美(4) 赤穂東小     17.66 (+1.9)   2   3
  22 宮澤 日菜(4) 中沢小     17.90 (+1.0)   1   1
  23 鈴木 那央(4) 伊那東小     17.94 (+2.7)   5   5
  24 藤原 佑奈(4) 伊那東小     18.06 (+1.9)   2   4
  25 有賀 彩乃(4) 南箕輪小     18.09 (+1.0)   1   2
  26 原 美遥(4) 南箕輪小     18.46 (+1.0)   1   3
  27 田中 要(4) 辰野西小     18.63 (+1.9)   4   6
  28 近藤 みく(4) 伊那東小     19.10 (+1.0)   1   4
  29 城取 萌々花(4) 南箕輪小     19.18 (+1.9)   2   5
  30 原 ひなの(4) 南箕輪小     19.59 (+1.9)   2   6
  31 竹下 杏奈(4) 伊那東小     19.72 (+1.0)   1   5

小学ｵｰﾌﾟﾝ小学ｵｰﾌﾟﾝ

100m100m
タイムレースタイムレースタイムレース
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   63   63
   42   42
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