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第３２回 上伊那小学生陸上競技大会 
第４８回 上伊那春季陸上競技記録会 

記録集 
 

 
 
期 日： 平成２７年 ５月２４日（日） 
主 催： 上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部 
共 催： 信濃毎日新聞社 
後 援： 伊那市・伊那市教育委員会 
会 場： 伊那市陸上競技場（202030） 
審判長： 有賀 保義(ﾄﾗｯｸ)  遠山 正洋(ﾌｨｰﾙﾄﾞ)  
記録主任：竹内 秀樹 

 
■ この大会で樹立された記録 

月日 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

5/24 女子 走幅跳 決勝 4m23(+0.8) 北原 小遥 女 東春近小(6) 4m21 大会新 

5/24 
男子 ８０ｍH
（0.700m） 

決勝 14 秒 04(+1.7) 下平 皓太 男 中川東小(6) 14 秒 09 大会新 

         

 
■グラウンドコンディション 
 

月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 計測場所 

２０15／５／24 ９：００ 曇り 北東 0.8 24.5 23.0   

  １０：００ 曇り 東北東 2.3 25.0 22.0  

  １１：００ 曇り 北北東 2.1 26.5 20.0  

  １２：００ 曇り 北 2.1 27.0 19.0  

  １３：００ 曇り 北東 2.4 27.0 19.0  

  １４：００ 曇り 北北東 2.1 26.5 19.0  

  １５：００ 曇り 北東 1.3 26.5 19.0  

  １６：００ 晴れ 北 1.2 26.0 19.0  

 



第32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
05/24 混合 赤穂SRC(A)     1,01.64 美篶小(A)     1,02.60 伊那北小(A)     1,02.69 南箕輪小学校(A)    1,02.71 飯島小(A)     1,03.05 赤穂南小(A)     1,03.37 七久保小(A)     1,04.24

4×100mR 山田 優芽(5) 内木真奈美(5) 宮下 奈津実(5) 青沼 のどか(5) 下島 琉那(5) 川井田 望(5) 紫芝 亜月(5)
鎮西 花(5) 北原栞(5) 富山 唯奈(5) 髙橋 つきみ(4) 唐澤 杏奈(5) 入谷 奏音(5) 山田 桃香(5)
小倉 心和(5) 高橋彪河(5) 工藤 航介(5) 長谷部 遥希(5) 久保田 凱士(5) 原 秀羽(5) 宮下 渉太(5)
熊谷 知樹(5) 春日勇人(5) 鷲見 紘翔(5) 伊藤 嶺(4) 堀越 隆徳(5) 和田 陸(5) 熊井 翔空(5)

05/24 小学ｵｰﾌﾟﾝ 中村 允信(5) 15.13 塩川 大樹(5) 15.33 松澤 怜莉(6) 15.76 宮下愛莉(6) 15.84 白川 要(5) 16.32 宮澤 けい(4) 16.33 唐木 智徳(4) 16.36 森 涼介(4) 16.37
100m 小学校･伊那小 小学校･赤穂SRC 小学校･南箕輪小学校 小学校･美篶小 小学校･赤穂南小 小学校･赤穂SRC 小学校･南箕輪小学校 小学校･東春近小



決勝 5月24日 10:15

[ 1組] 風速 +4.2 [ 2組] 風速 +2.6

 1 唐木 智徳(4) 小学校     16.36  1 中村 允信(5) 小学校     15.13 
ｶﾗｷ ﾄﾓﾉﾘ 南箕輪小学校 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 伊那小

 2 森 涼介(4) 小学校     16.37  2 塩川 大樹(5) 小学校     15.33 
ﾓﾘ  ﾘｮｳｽｹ 東春近小 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 赤穂SRC

 3 上原 琉(5) 小学校     16.63  3 白川 要(5) 小学校     16.32 
ｶﾐﾊﾗ  ﾘｭｳ 伊那北小 ｼﾗｶﾜ  ｶﾅﾒ 赤穂南小

 4 北原郁未(4) 小学校     16.81  4 大林 拓実(5) 小学校     16.56 
ｷﾀﾊﾗ ｲｸﾐ 美篶小 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 赤穂南小

 5 小松　真優(4) 小学校     17.16  5 佐藤 遼(6) 小学校     17.72 
ｺﾏﾂﾏﾋﾛ 高遠小 ｻﾄｳ  ﾊﾙ 赤穂南小

 6 中島 涼晟(4) 小学校     17.23 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｾｲ 赤穂SRC

 7 幸村 翔和(4) 小学校     17.58 
ｺｳﾑﾗ ﾄﾜ 赤穂SRC

 8 市川 颯人(4) 小学校     19.54 
ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ 南箕輪小学校

[ 3組] 風速 +3.3 [ 4組] 風速 +1.8

 1 宮澤 けい(4) 小学校     16.33  1 海沼 結(4) 小学校     16.97 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 赤穂SRC ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪小学校

 2 小澤 優寿香(4) 小学校     17.25  2 小口 萌華(4) 小学校     17.90 
ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ 南箕輪小学校 ｵｸﾞﾁ  ﾓｴｶ 赤穂南小

 3 角 咲乃(4) 小学校     17.44  3 竹越 摩緒(5) 小学校     18.07 
ｽﾐ ｻｷﾉ 伊那小 ﾀｹｺﾞ ｼ ﾏｵ 伊那北小

 4 春日優梨菜(4) 小学校     18.28  4 伊東 実祈(4) 小学校     18.71 
ｶｽｶﾞ ﾕﾘﾅ 美篶小 ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 南箕輪小学校

 5 大谷 乃愛(4) 小学校     19.08  5 城倉 涼花(4) 小学校     18.73 
ｵｵﾀﾆ ﾉｱ 南箕輪小学校 ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那東

 6 赤羽 さくら(4) 小学校     19.36  6 南部   歩(4) 小学校     19.01 
ｱｶﾊﾈ ｻｸﾗ 南箕輪小学校 ﾅﾝﾌﾞ ｱﾕﾐ 伊那東

 7 力石 怜奈(4) 小学校     19.89 
ﾘｷｲｼ ﾚﾅ 南箕輪小学校

[ 5組] 風速 +2.2

 1 松澤 怜莉(6) 小学校     15.76 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｲﾘ 南箕輪小学校

 2 宮下愛莉(6) 小学校     15.84 
ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾘ 美篶小

 3 大蔵 ひより(6) 小学校     16.71 
ｵｵｸﾗ ﾋﾖﾘ 七久保小

 4 北澤 ひなた(6) 小学校     16.79 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 伊那東

 5 竹下 杏奈(5) 小学校     18.16 
ﾀｹｼﾀ ｱﾝﾅ 伊那東

66    24   24

55    30   30

44    78   78

22   253  253

33   223  223
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

55    28   28

66    23   23

22   212  212

44    45   45

33   122  122

11   218  218
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

77   240  240

55   227  227

44   230  230

33   259  259

11     6    6

66   222  222

22   104  104
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

11   183  183

33   187  187

44   191  191

22   150  150

55    15   15
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

66   294  294

33   152  152

22   159  159

88   895  895

44   343  343

77    49   49

11   281  281

55   301  301
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

小学ｵｰﾌﾟﾝ

100m100m

決勝決勝決勝



   1 中村 允信(5) 小学校 伊那小     15.13 (+2.6)   2   1
   2 塩川 大樹(5) 小学校 赤穂SRC     15.33 (+2.6)   2   2
   3 松澤 怜莉(6) 小学校 南箕輪小学校     15.76 (+2.2)   5   1
   4 宮下愛莉(6) 小学校 美篶小     15.84 (+2.2)   5   2
   5 白川 要(5) 小学校 赤穂南小     16.32 (+2.6)   2   3
   6 宮澤 けい(4) 小学校 赤穂SRC     16.33 (+3.3)   3   1
   7 唐木 智徳(4) 小学校 南箕輪小学校     16.36 (+4.2)   1   1
   8 森 涼介(4) 小学校 東春近小     16.37 (+4.2)   1   2
   9 大林 拓実(5) 小学校 赤穂南小     16.56 (+2.6)   2   4
  10 上原 琉(5) 小学校 伊那北小     16.63 (+4.2)   1   3
  11 大蔵 ひより(6) 小学校 七久保小     16.71 (+2.2)   5   3
  12 北澤 ひなた(6) 小学校 伊那東     16.79 (+2.2)   5   4
  13 北原郁未(4) 小学校 美篶小     16.81 (+4.2)   1   4
  14 海沼 結(4) 小学校 南箕輪小学校     16.97 (+1.8)   4   1
  15 小松　真優(4) 小学校 高遠小     17.16 (+4.2)   1   5
  16 中島 涼晟(4) 小学校 赤穂SRC     17.23 (+4.2)   1   6
  17 小澤 優寿香(4) 小学校 南箕輪小学校     17.25 (+3.3)   3   2
  18 角 咲乃(4) 小学校 伊那小     17.44 (+3.3)   3   3
  19 幸村 翔和(4) 小学校 赤穂SRC     17.58 (+4.2)   1   7
  20 佐藤 遼(6) 小学校 赤穂南小     17.72 (+2.6)   2   5
  21 小口 萌華(4) 小学校 赤穂南小     17.90 (+1.8)   4   2
  22 竹越 摩緒(5) 小学校 伊那北小     18.07 (+1.8)   4   3
  23 竹下 杏奈(5) 小学校 伊那東     18.16 (+2.2)   5   5
  24 春日優梨菜(4) 小学校 美篶小     18.28 (+3.3)   3   4
  25 伊東 実祈(4) 小学校 南箕輪小学校     18.71 (+1.8)   4   4
  26 城倉 涼花(4) 小学校 伊那東     18.73 (+1.8)   4   5
  27 南部   歩(4) 小学校 伊那東     19.01 (+1.8)   4   6
  28 大谷 乃愛(4) 小学校 南箕輪小学校     19.08 (+3.3)   3   5
  29 赤羽 さくら(4) 小学校 南箕輪小学校     19.36 (+3.3)   3   6
  30 市川 颯人(4) 小学校 南箕輪小学校     19.54 (+4.2)   1   8
  31 力石 怜奈(4) 小学校 南箕輪小学校     19.89 (+3.3)   3   7  240  240

  230  230
  227  227
  294  294

  212  212
   23   23
   28   28

   45   45
   24   24
  259  259

  152  152
  183  183
  122  122

  159  159
  222  222
    6    6

  343  343
  218  218
  895  895

   49   49
   78   78
   30   30

  301  301
  281  281
  187  187

  253  253
  191  191
  104  104

   15   15
  150  150
  223  223

備考備考 組組 順位順位都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風）順位順位 No.No. 氏  名氏  名

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



予選 5月24日 10:40
決勝 5月24日 14:10

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   5 赤穂SRC(A)   106 山田 優芽(5)   1,01.43 q  1   8 伊那北小(B)    38 原 和泉(5)   1,05.64 

ｱｶﾎｴｽｱｰﾙｼｰA ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ ｲﾅｷﾀｼｮｳB ﾊﾗ  ｲｽﾞﾐ
  109 鎮西 花(5)    49 六波羅琉菜(5)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ ﾛｸﾊﾗ  ﾙﾅ
  155 小倉 心和(5)    53 土屋 颯太(5)

ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ
  151 熊谷 知樹(5)    44 宮下 尚也(5)

ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾔ
 2   6 飯島小(A)   243 下島 琉那(5)   1,02.86 q  2   6 辰野南小(A)   163 藤森 紗理奈(4)   1,05.89 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｼﾓｼﾞﾏ ﾙﾅ ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳA ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ
  250 唐澤 杏奈(5)   156 酒井 柚乃(4)

ｶﾗｻﾜ ｱﾝﾅ ｻｶｲ ﾕｽﾞﾅ
  312 久保田 凱士(5)   225 大野田 慧人(4)

ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ ｵｵﾉﾀﾜ ｴｲﾄ
  322 堀越 隆徳(5)   220 宮澤 駿也(4)

ﾎﾘｺｼ ﾀｶﾉﾘ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
 3   2 南箕輪小学校(A)  226 青沼 のどか(5)   1,03.09 q  3   4 美篶小(B)   260 村田愛梨(5)   1,05.98 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳA ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ ﾐｽｽﾞｼｮｳB ﾑﾗﾀ ｱｲﾘ
  241 髙橋 つきみ(4)   258 五嶋智子(5)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ ｺﾞｼﾏ ﾄﾓｺ
  300 長谷部 遥希(5)   334 小松大夏(5)

ﾊｾﾍﾞ ﾊﾙｷ ｺﾏﾂ ﾀｲｶﾞ
  288 伊藤 嶺(4)   345 北原滉大(5)

ｲﾄｳ ﾚｲ ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀ
 4   8 赤穂東小   116 瀧澤 莉奈(5)   1,05.71  4   2 中川西小   165 佐々木 里奈(4)   1,07.60 

ｱｶﾎﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾅ ﾅｶｶﾞﾜﾆｼｼｮｳ ｻｻｷ ﾘﾅ
  118 北澤 栞那(5)   166 森上 美結(4)

ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾝﾅ ﾓﾘｶﾐ ﾐﾕｳ
  172 松島 渉輝(5)   234 與曽井 芯(4)

ﾏﾂｼﾏ ｼｮｳｷ ﾖｿｲ ｼﾝ
  167 坂間 星斗(5)   228 栗山 瑛介(4)

ｻｶﾏ ﾎｼﾄ ｸﾘﾔﾏ ｴｲｽｹ
 5   3 七久保小(B)    71 宮嶋 きら(4)   1,07.50  5   7 飯島小(B)   247 神山 佳凜(5)   1,09.42 

ﾅﾅｸﾎﾞｼｮｳB ﾐﾔｼﾞﾏ ｷﾗ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ｶﾐﾔﾏ ｶﾘﾝ
   69 宮下 寧々(4)   248 竹俣 歩(5)

ﾐﾔｼﾀ ﾈﾈ ﾀｹﾏﾀ ｱﾕﾐ
   99 宮下 幹大(4)   314 桂本 理功(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾐｷﾄ ｶﾂﾗﾓﾄ ﾘｸ
  109 竹内 快斗(4)   321 唐澤 聖矢(4)

ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ ｶﾗｻﾜ ｾｲﾔ
 6   4 高遠小    59 守屋 玲奈(4)   1,08.53  6   5 七久保小(C)    68 吉沢 優李(4)   1,13.39 

ﾀｶﾄｳｼｮｳ ﾓﾘﾔ ﾚﾅ ﾅﾅｸﾎﾞｼｮｳC ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾘ
   60 藪 笑寧(4)    75 寺岡 花姫(4)

ﾔﾌﾞ ｴﾐﾈ ﾃﾗｵｶ ﾊﾅｷ
   87 石川 穏也(4)   112 茂野 拓海(4)

ｲｼｶﾜ ﾄｼﾔ ｼｹﾞﾉ ﾀｸﾐ
   89 中山 未比呂(4)   107 川井 瑛心(4)

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾋﾛ ｶﾜｲ ｴｲｼﾝ
 7   7 辰野南小(B)   153 岡田 奈々(4)   1,11.21   3 宮田小    53 後藤 心優(4)

ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳB ｵｶﾀﾞ ﾅﾅ ﾐﾔﾀﾞｼｮｳ ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ 失格
  159 上島 りん(4)    58 藤本 結愛(4)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾘﾝ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲ
  222 村上 拓哉(4)    71 清水 一寿(4)

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ ｼﾐｽﾞ ｲﾌﾞｷ
  221 赤羽 爽(4)    68 小林 柊太(4)

ｱｶﾊﾈ ｱｷﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾀ
 8   1 箕輪南小(B)   286 上田 咲華瑠(4)   1,17.26 

ﾐﾉﾜﾐﾅﾐｼｮｳB ｳｴﾀﾞ ｻﾊﾙ
  289 田中 すみれ(4)

ﾀﾅｶ ｽﾐﾚ
  385 松本 羽駈(5)

ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ
  382 山﨑 雄太(4)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ

混合

4×100mR

予選 通過基準  5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   3 伊那北小(A)    37 宮下 奈津実(5)   1,02.45 q  1   8 美篶小(A)   262 内木真奈美(5)   1,02.74 q

ｲﾅｷﾀｼｮｳA ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ ﾐｽｽﾞｼｮｳA ﾅｲｷ ﾏﾅﾐ
   47 富山 唯奈(5)   264 北原栞(5)

ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
   46 工藤 航介(5)   332 高橋彪河(5)

ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ ﾀｶﾊｼ ﾋｭｳｶﾞ
   61 鷲見 紘翔(5)   333 春日勇人(5)

ｽﾐ  ﾋﾛﾄ ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ
 2   6 七久保小(A)    74 紫芝 亜月(5)   1,04.42 q  2   7 赤穂SRC(B)   105 佐野 涼楓(4)   1,04.59 

ﾅﾅｸﾎﾞｼｮｳA ｼｼﾊﾞ ｱﾂｷ ｱｶﾎｴｽｱｰﾙｼｰB ｻﾉ ｽｽﾞｶ
   73 山田 桃香(5)   110 平澤 芽唯(4)

ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ ﾋﾗｻﾜ ﾒｲ
  101 宮下 渉太(5)   153 山下 竣太郎(4)

ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾀ ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ
  104 熊井 翔空(5)   163 髙野 善郎(4)

ｸﾏｲ ﾄｱ ﾀｶﾉ ﾖｼﾛｳ
 3   7 南箕輪小学校(B)  229 倉田 紗優加(5)   1,05.58  3   2 東春近小(A)   199 宮林 和花(5)   1,05.95 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳB ｸﾗﾀ ｻﾕｶ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳA ﾐﾔﾊﾞﾔｼ  ﾜｶ
  231 竹村 七星(5)   201 中里  翠(5)

ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅｾ ﾅｶｻﾞﾄ  ｱｷﾗ
  305 武井 海斗(4)   279 酒井 瑠偉(4)

ﾀｹｲ ｶｲﾄ ｻｶｲ  ﾙｲ
  293 大槻 美波(6)   275 下平 真吾(5)

ｵｵﾂｷ ﾐﾅﾐ ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ｼﾝｺﾞ
 4   8 伊那小    12 中山 璃子(4)   1,07.12  4   5 伊那東(B)    29 北原 こころ(4)   1,11.31 

ｲﾅｼｮｳ ﾅｶﾔﾏ ﾘｺ ｲﾅﾋｶﾞｼB ｷﾀﾊﾗ ｺｺﾛ
    2 逸見 加奈子(4)    31 牧野 亜子(5)

ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ ﾏｷﾉ ｱｺ
   23 林 孝大(4)    40 本田 ヒロキ(5)

ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ
   17 唐澤 佳志(4)    29 古川 琢磨(5)

ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾕｷ ﾌﾙｶﾜ ﾀｸﾏ
 5   4 長谷小   184 池上 遥(4)   1,11.25  5   6 飯島小(D)   249 中原 小葉(4)   1,11.35 

ﾊｾｼｮｳｼｮｳ ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳD ﾅｶﾊﾗ ｺﾉﾊ
  186 島谷 七海(4)   244 山中 優(4)

ｼﾏﾔ ﾅﾅﾐ ﾔﾏﾅｶ ﾕｳ
  259 伊藤 凜汰郎(4)   317 小池 大飛(4)

ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ ｺｲｹ ﾀﾞｲﾄ
  264 小松 武尊(4)   319 杉江 夏知(4)

ｺﾏﾂ ﾀｹﾙ ｽｷﾞｴ ﾅﾁ
  2 飯島小(C)   245 小松 ちひろ(4)   4 箕輪西小   272 伊藤 七海(4)

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳC ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ 失格 ﾐﾉﾜﾆｼｼｮｳ ｲﾄｳ    ﾅﾅﾐ 失格
  251 桃澤 まなか(4)   274 唐澤 さくら(4)

ﾓﾓｻﾞﾜ ﾏﾅｶ ｶﾗｻﾜ  ｻｸﾗ
  311 芦部 琥伯(4)   359 伊藤 航介(4)

ｱｼﾍﾞ ｺﾊｸ ｲﾄｳ   ｺｳｽｹ
  318 新井 慧(4)   366 白鳥 佳亮(4)

ｱﾗｲ ｻﾄﾙ ｼﾛﾄﾘ   ｹｲｽｹ
  5 箕輪南小(A)   283 市村 小都(4)   3 南箕輪小学校(D)

ﾐﾉﾜﾐﾅﾐｼｮｳA ｲﾁﾑﾗ ｺﾄ 失格 ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳD 欠場
  287 清水 凜(4)

ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ
  387 中村 春人(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ
  381 井口 峻璃(4)

ｲｸﾞﾁ ｼｭﾝﾘ

混合

4×100mR



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 赤穂南小(A)   126 川井田 望(5)   1,03.40 q

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ｶﾜｲﾀﾞ  ﾉｿﾞﾐ
  129 入谷 奏音(5)

ｲﾘﾔ  ｶﾉﾝ
  182 原 秀羽(5)

ﾊﾗ  ｼｭｳ
  194 和田 陸(5)

ﾜﾀﾞ  ﾘｸ
 2   5 美篶小(C)   254 宮下楓(4)   1,04.54 q

ﾐｽｽﾞｼｮｳC ﾐﾔｼﾀ ｶｴﾃﾞ
  257 橋爪万智(4)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ
  338 赤羽浬(4)

ｱｶﾊﾈ ｶｲﾘ
  340 滝澤怜(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾚｲ
 3   3 東春近小(B)   197 伊藤 涼音(4)   1,06.87 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳB ｲﾄｳ  ｽｽﾞﾈ
  205 片桐 愛香(4)

ｶﾀｷﾞﾘ  ｱｲｶ
  285 福澤 俊輔(4)

ﾌｸｻﾞﾜ  ｼｭﾝｽｹ
  282 山﨑 真未(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾐ
 4   7 東伊那小   191 小林 美穂   1,08.26 

ﾋｶﾞｼｲﾅｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ
  195 唐澤 愛佳

ｶﾗｻﾜ ｱｲｶ
  273 福澤 栄暉

ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲｷ
  270 大蔵 優悟

ｵｵｸﾗ ﾕｳｺﾞ
 5   4 伊那東(A)    17 原田 茉実(4)   1,09.35 

ｲﾅﾋｶﾞｼA ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾐ
   22 城倉 風花(4)

ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ
   33 西村   和(4)

ﾆｼﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ
   37 嶋田 優太(5)

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ
 6   8 手良小    87 那須野 希(4)   1,10.29 

ﾃﾗｼｮｳ ﾅｽﾉ ﾉｿﾞﾐ
   85 寺澤 瑠香(4)

ﾃﾗｻﾜ ﾙﾐｶ
  121 松澤 知優(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ
  118 三澤 優真(4)

ﾐｻﾜ ﾕｳﾏ
 7   6 南箕輪小学校(C)  225 清水 芹蓮(4)   1,11.17 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳC ｼﾐｽﾞ ｾﾚﾝ
  215 伊藤 千紘(4)

ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ
  292 原 瑠征(5)

ﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ
  299 中村 悠雅(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶﾞ

混合

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 赤穂SRC(A)   106 山田 優芽(5)   1,01.64 

ｱｶﾎｴｽｱｰﾙｼｰA ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
  109 鎮西 花(5)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
  155 小倉 心和(5)

ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ
  151 熊谷 知樹(5)

ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ
 2   4 美篶小(A)   262 内木真奈美(5)   1,02.60 

ﾐｽｽﾞｼｮｳA ﾅｲｷ ﾏﾅﾐ
  264 北原栞(5)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
  332 高橋彪河(5)

ﾀｶﾊｼ ﾋｭｳｶﾞ
  333 春日勇人(5)

ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ
 3   6 伊那北小(A)    37 宮下 奈津実(5)   1,02.69 

ｲﾅｷﾀｼｮｳA ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ
   47 富山 唯奈(5)

ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ
   46 工藤 航介(5)

ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
   61 鷲見 紘翔(5)

ｽﾐ  ﾋﾛﾄ
 4   8 南箕輪小学校(A)  226 青沼 のどか(5)   1,02.71 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳA ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ
  241 髙橋 つきみ(4)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
  300 長谷部 遥希(5)

ﾊｾﾍﾞ ﾊﾙｷ
  288 伊藤 嶺(4)

ｲﾄｳ ﾚｲ
 5   5 飯島小(A)   243 下島 琉那(5)   1,03.05 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｼﾓｼﾞﾏ ﾙﾅ
  250 唐澤 杏奈(5)

ｶﾗｻﾜ ｱﾝﾅ
  312 久保田 凱士(5)

ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
  322 堀越 隆徳(5)

ﾎﾘｺｼ ﾀｶﾉﾘ
 6   7 赤穂南小(A)   126 川井田 望(5)   1,03.37 

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ｶﾜｲﾀﾞ  ﾉｿﾞﾐ
  129 入谷 奏音(5)

ｲﾘﾔ  ｶﾉﾝ
  182 原 秀羽(5)

ﾊﾗ  ｼｭｳ
  194 和田 陸(5)

ﾜﾀﾞ  ﾘｸ
 7   1 七久保小(A)    74 紫芝 亜月(5)   1,04.24 

ﾅﾅｸﾎﾞｼｮｳA ｼｼﾊﾞ ｱﾂｷ
   73 山田 桃香(5)

ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ
  101 宮下 渉太(5)

ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾀ
  104 熊井 翔空(5)

ｸﾏｲ ﾄｱ
  2 美篶小(C)   254 宮下楓(4)

ﾐｽｽﾞｼｮｳC ﾐﾔｼﾀ ｶｴﾃﾞ 失格
  257 橋爪万智(4)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ
  338 赤羽浬(4)

ｱｶﾊﾈ ｶｲﾘ
  340 滝澤怜(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾚｲ

決勝

混合

4×100mR
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