
 
第 ３ ３ 回 上 伊 那 小 学 生 陸 上 競 技 大 会 

（大会コード：16200543） 

第 ４ ９ 回 上 伊 那 春 季 陸 上 競 技 記 録 会 
（大会コード：16200507） 

記 録 集 
 

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 
 

期 日 ： 平成２８年５月２１日（土） 

会 場 ： 伊那市陸上競技場（競技場コード：202030） 

 

 

■この大会で樹立した記録 

 

種  目 予・決 男女 氏 名 所 属 記 録 従来の記録 備考 

女子 決 女子 伊藤 小雪 西箕輪 AC(6) 44m98 36m69 県小学新 

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投   倉田 紗優加 南箕輪小(6) 44m78  県小学新 

   増澤 美優 両小野小(6) 37m83  県小学新 

5 年女子 100m 決 女子 黒岩 春菜 伊那東小(5) 14.45 14.49 大会新 

 

 

■ グラウンドコンディション 

 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(m/ｓ) 

8：45 晴れ 23.5 21.0 北東 0.3 

9：00 〃 24.0 21.0 東 0.5 

10：00 〃 25.0 20.0 北東 2.7 

11：00 〃 26.0 20.0 北東 2.6 

12：00 〃 27.0 19.0 北 3.7 

13：00 〃 27.0 17.0 北東 2.1 

14：00 〃 27.0 17.0 北東 4.1 

15：00 〃 27.0 19.0 北 1.7 

16：00 〃 26.0 19.0 北 2.4 

 



第33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
(GR:大会新 SR:県小学新) 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
05/21 女子 坂元 夏希(6) 3,25.47 前野 遥(6) 3,26.12 坂本 なお(6) 3,26.83 森脇 光砂(6) 3,32.02 滝沢 初寧(6) 3,35.22 有賀 愛美(6) 3,43.13 青木 幸(6) 3,50.65 戸枝 くるみ(5) 3,51.57

1000m 小学校･辰野南小 小学校･南箕輪小 小学校･西春近南小 小学校･赤穂南小 小学校･東伊那小 小学校･南部小 小学校･高遠北小 小学校･赤穂東小
05/21  +2.6成田 未来(6) 15.86 池上 舞花(6) 16.43 唐澤 さくら(5) 16.90 下平 梨乃(5) 16.94 中村 早希(6) 17.11 北島 夢唯(6) 17.18 黒河内 円花(6) 18.10 竹越 摩緒(5) 18.40

80mH(0.700m) 小学校･東伊那小 小学校･中川東小 小学校･箕輪西小 小学校･伊那北小 小学校･飯島小 小学校･長谷小 小学校･長谷小 小学校･伊那北小
05/21 宮下 奈津実(6) 1.05 上村 文寧(5) 1.00 平山 雪輝音(5) 0.90 角 咲乃(5) 0.90

走高跳 小学校･伊那北小 小学校･伊那小 小学校･伊那小 小学校･伊那小
05/21 宮澤 文音(6) 3.94(+1.2) 埋橋 凜(6) 3.87(+3.3) 田中あゆみ(6)3.52(+1.8) 下平さら紗(6)3.52(+1.3) 友田 佳那(6) 3.43(+3.0) 向山 飛鳥(5) 3.35(+0.6) 登内 琴音(6) 3.22(+0.9) 春日 美礼(6) 3.15(+1.7)

走幅跳 小学校･伊那東小 小学校･富県小 小学校･伊那北小 小学校･伊那北小 小学校･伊那北小 小学校･箕輪西小 小学校･富県小 小学校･西春近南小
05/21 伊藤 小雪(6) 44.98 倉田 紗優加(6) 44.78 増澤 美優(6) 37.83 表 楓夏(6) 30.38 吉村 千都子(6) 24.83 島谷 七海(5) 23.27 西本 理乃(5) 22.46 飯塚 咲絵(5) 21.72

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学校･西箕輪AC SR 小学校･南箕輪小 SR 小学校･両小野小 SR 小学校･東伊那小 小学校･伊那東小 小学校･長谷小 小学校･伊那小 小学校･西春近南小
05/21 南箕輪小(A)       57.40 赤穂小(A)       59.07 赤穂南小(A)     1,00.78 辰野西小(A)     1,01.32 飯島小(A)     1,02.35 辰野西小(B)     1,03.04 美篶小     1,03.50 高遠小     1,03.66

4×100mR 青沼 のどか(6) 佐野 涼楓(5) 川井田 望(6) 上島 華(6) 下島 琉那(6) 宮澤 藍子(6) 村田 愛梨(6) 廣田 愛乃(6)
芦田 凜々子(6) 鎮西 花(6) 原田 栞里(6) 上島 澪里(6) 唐澤 杏奈(6) 上島 輝奈(6) 内木 真奈美(6) 小泉 愛音(6)
髙木 萌子(6) 中嶋 由希(6) 澁谷 菜々(6) 上島 はな香(6) ﾗﾌｧﾗﾝｱｳｪﾅ心美(6) 小口 耀樂(6) 竹内 あかり(6) 伊藤 瑠南(6)
野村 優香(6) 山田 優芽(6) 入谷 奏音(6) 大槻 遥花(6) 神山 佳凜(6) 根橋 佳歩(6) 北原 栞(6) 北原 明季(6)

05/21 5年女子  +1.2黒岩 春菜(5) 14.45 今村 心春(5) 15.30 宮嶋 きら(5) 15.39 飯沼 有美(5) 15.46 藤森 紗理奈(5) 15.67 伊藤 朱里(5) 16.00 中谷 美玖(5) 16.18 秋葉 まどか(5) 16.30
100m 小学校･伊那東小 GR 小学校･辰野東小 小学校･七久保小 小学校･辰野西小 小学校･辰野南小 小学校･箕輪中部小 小学校･箕輪北小 小学校･辰野東小

05/21 6年女子  +2.9中村 映夢(6) 14.13 横沢 実樹(6) 14.43 富山 唯奈(6) 小学校･伊那北小 14.52 濵田 みなと(6) 14.59 矢澤 華(6) 15.07 平澤 春香(6) 15.11 山田 桃香(6) 15.37
100m 小学校･西春近南小 小学校･両小野小 渡辺 梓沙(6) 小学校･辰野南小 小学校･西春近北小 小学校･中沢小 小学校･西春近南小 小学校･七久保小



決勝 5月21日 12:00

県小学新          3,03.46
大会新(GR)        3,10.00

 1 坂元 夏希(6) 小学校   3,25.47 
ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 辰野南小

 2 前野 遥(6) 小学校   3,26.12 
ﾏｴﾉ ﾊﾙｶ 南箕輪小

 3 坂本 なお(6) 小学校   3,26.83 
ｻｶﾓﾄ ﾅｵ 西春近南小

 4 森脇 光砂(6) 小学校   3,32.02 
ﾓﾘﾜｷ  ｱﾘｻ 赤穂南小

 5 滝沢 初寧(6) 小学校   3,35.22 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 東伊那小

 6 有賀 愛美(6) 小学校   3,43.13 
ｱﾙｶﾞ ﾏﾅﾐ 南部小

 7 青木 幸(6) 小学校   3,50.65 
ｱｵｷ ｻﾁ 高遠北小

 8 戸枝 くるみ(5) 小学校   3,51.57 
ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 赤穂東小

 9 横田 真帆(6) 小学校   3,54.65 
ﾖｺﾀ ﾏﾎ 七久保小

10 宮下 寧々(5) 小学校   3,54.75 
ﾐﾔｼﾀ ﾈﾈ 七久保小

11 太田 優子(6) 小学校   3,57.39 
ｵｵﾀ ﾕｳｺ 箕輪南小

12 小澤 来空(6) 小学校   3,57.40 
ｵｻﾞﾜ ﾗｲｱ 川島小

13 北原 知佳(6) 小学校   3,59.69 
ｷﾀﾊﾗ ﾄﾓｶ 辰野西小

14 櫻井 晃歩(6) 小学校   3,59.82 
ｻｸﾗｲ ｱｷﾎ 南部小

15 小松 凛(5) 小学校   4,03.14 
ｺﾏﾂ  ﾘﾝ 赤穂南小

16 松田 楓(6) 小学校   4,03.68 
ﾏﾂﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 宮田小

17 小田桐 真央(5) 小学校   4,07.58 
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｵ 南箕輪小

18 山田 百夏(6) 小学校   4,08.46 
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 富県小

19 木下 はる(6) 小学校   4,08.48 
ｷﾉｼﾀ ﾊﾙ 富県小

20 中谷 純菜(5) 小学校   4,08.57 
ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝﾅ 辰野東小

21 清水 芹蓮(5) 小学校   4,10.83 
ｼﾐｽﾞ ｾﾚﾝ 南箕輪小

22 大谷 乃愛(5) 小学校   4,19.73 
ｵｵﾀﾆ ﾉｱ 南箕輪小

23 熊谷 ゆら(5) 小学校   4,27.46 
ｸﾏｶﾞｲ ﾕﾗ 辰野東小

24 海老沢 珠利(6) 小学校   4,29.04 
ｴﾋﾞｻﾜ ｼﾞｭﾘ 伊那東小

25 宮下 サユリ(6) 小学校   4,35.87 
ﾐﾔｼﾀ ｻﾕﾘ 箕輪南小

19   278

7   152

23    24

4   217

22   221

16   265

9   155
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13    62

15   149

1   205

11   282

2   131
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18    84

8    79

10   117

5   184

17   203

25   300

3   125

20   159

14   219

女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月21日  8:45
決勝 5月21日 13:00

県小学新            12.70
大会新(GR)          13.98

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +1.0

 1 中村 早希(6) 小学校     17.37 q  1 唐澤 さくら(5) 小学校     16.38 q
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 飯島小 ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪西小

 2 北島 夢唯(6) 小学校     17.57 q  2 池上 舞花(6) 小学校     16.40 q
ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲ 長谷小 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川東小

 3 竹越 摩緒(5) 小学校     18.70 q  3 下平 梨乃(5) 小学校     17.36 q
ﾀｹｺﾞｼ ﾏｵ 伊那北小 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘﾉ 伊那北小

 4 田中 沙奈(6) 小学校     18.94  4 成田 未来(6) 小学校     17.50 q
ﾀﾅｶ ｻﾅ 中川東小 ﾅﾘﾀ ﾐｸ 東伊那小

 5 中村 成美(6) 小学校     19.29  5 黒河内 円花(6) 小学校     17.89 q
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾙﾐ 東伊那小 ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾏﾄﾞｶ 長谷小

 6 城内 結衣(5) 小学校     19.95  6 馬場 成美(6) 小学校     21.51 
ｼﾛｳﾁ ﾕｲ 箕輪西小 ﾊﾞﾊﾞ ﾅﾙﾐ 東伊那小

風速 +2.6

 1 成田 未来(6) 小学校     15.86 
ﾅﾘﾀ ﾐｸ 東伊那小

 2 池上 舞花(6) 小学校     16.43 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川東小

 3 唐澤 さくら(5) 小学校     16.90 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪西小

 4 下平 梨乃(5) 小学校     16.94 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘﾉ 伊那北小

 5 中村 早希(6) 小学校     17.11 
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 飯島小

 6 北島 夢唯(6) 小学校     17.18 
ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲ 長谷小

 7 黒河内 円花(6) 小学校     18.10 
ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾏﾄﾞｶ 長谷小

 8 竹越 摩緒(5) 小学校     18.40 
ﾀｹｺﾞｼ ﾏｵ 伊那北小

1   178

2    49

5   242

7   180

6   269

3    42

8   183

4   173

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   178

4   186

3    42

2   183

記録／備考
6   269

7   173

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   185

5   268

6    49

2   174

記録／備考
3   242

7   180

女子

80mH(0.700m)

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



予選 5月21日 10:45
決勝 5月21日 14:55

県小学新            53.27
大会新(GR)          56.50

[ 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 南箕輪小(A)   218 青沼 のどか(6)     57.44 q  1   7 赤穂小(A)   107 佐野 涼楓(5)     58.93 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ ｱｶﾎｼｮｳA ｻﾉ ｽｽﾞｶ
  206 芦田 凜々子(6)   112 鎮西 花(6)

ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
  228 髙木 萌子(6)   111 中嶋 由希(6)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ
  224 野村 優香(6)   108 山田 優芽(6)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
 2   7 辰野西小(A)   140 上島 華(6)   1,01.80 q  2   5 赤穂南小(A)   126 川井田 望(6)   1,00.69 q

ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳA ｶﾐｼﾞﾏ ﾊﾅ ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ｶﾜｲﾀﾞ  ﾉｿﾞﾐ
  142 上島 澪里(6)   122 原田 栞里(6)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ ﾊﾗﾀﾞ  ｼｵﾘ
  139 上島 はな香(6)   129 澁谷 菜々(6)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾊﾅｶ ｼﾌﾞﾔ  ﾅﾅ
  144 大槻 遥花(6)   127 入谷 奏音(6)

ｵｵﾂｷ ﾊﾙｶ ｲﾘﾔ  ｶﾉﾝ
 3   6 飯島小(A)   232 下島 琉那(6)   1,02.26 q  3   6 東春近小(A)   193 松澤 奈央(6)   1,03.99 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｼﾓｼﾞﾏ ﾙﾅ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳA ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵ
  245 唐澤 杏奈(6)   195 田中 海羽(6)

ｶﾗｻﾜ ｱﾝﾅ ﾀﾅｶ ﾐｳ
  229 ラファランアウェナ心   189 宮林 和花(6)

ﾗﾌｧﾗﾝｱｳｪﾅ ｺｺﾐ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾜｶ
  240 神山 佳凜(6)   191 守屋 有彩(6)

ｶﾐﾔﾏ ｶﾘﾝ ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ
 4   8 美篶小   254 村田 愛梨(6)   1,02.81 q  4   4 西春近北小    95 宮下 はづみ(5)   1,04.64 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾑﾗﾀ ｱｲﾘ ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾊﾂﾞﾐ
  256 内木 真奈美(6)    98 戸田 美優(5)

ﾅｲｷ ﾏﾅﾐ ﾄﾀﾞ ﾐﾕ
  255 竹内 あかり(6)    96 宮澤 莉菜(5)

ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ
  258 北原 栞(6)    97 橋爪 里奈(5)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘﾅ
 5   3 宮田小    65 藤本 結愛(5)   1,05.98  5   3 美篶小   253 赤羽 結愛(5)   1,05.78 

ﾐﾔﾀﾞｼｮｳ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲ ﾐｽｽﾞｼｮｳ ｱｶﾊﾈ ﾕｱ
   57 岩本 初菜(5)   251 橋爪 万智(5)

ｲﾜﾓﾄ ﾊﾅ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ
   67 桒原 彩奈(5)   252 春日 優梨菜(5)

ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔﾅ ｶｽｶﾞ ﾕﾘﾅ
   63 城倉 凜(5)   250 宮下 楓(5)

ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘﾝ ﾐﾔｼﾀ ｶｴﾃﾞ
 6   5 東春近小(B)   188 伊藤 涼音(5)   1,06.91  6   2 南箕輪小(B)   207 伊藤 千紘(5)   1,06.54 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳB ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ
  192 小林 明優(5)   211 原 久瑠未(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕ ﾊﾗ ｸﾙﾐ
  194 松澤 美玖(5)   227 髙橋 涼(5)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｸ ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ
  198 片桐 愛香(5)   209 横山 莉央(5)

ｶﾀｷﾞﾘ ｱｲｶ ﾖｺﾔﾏ ﾘｵ
 7   4 伊那東小(B)    37 北原 こころ(5)   1,07.22 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳB ｷﾀﾊﾗ ｺｺﾛ
   33 城倉 風花(5)

ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ
   34 城倉 涼花(5)

ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ
   36 南部   歩(5)

ﾅﾝﾌﾞ ｱﾕﾐ

女子

4×100mR

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 高遠小    77 廣田 愛乃(6)   1,02.98 q

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ﾋﾛﾀ ﾋﾒﾉ
   73 小泉 愛音(6)

ｺｲｽﾞﾐ ｱｲﾈ
   68 伊藤 瑠南(6)

ｲﾄｳ ﾙﾅ
   75 北原 明季(6)

ｷﾀﾊﾗ ｱｷ
 2   7 辰野西小(B)   135 宮澤 藍子(6)   1,03.46 q

ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳB ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｲｺ
  141 上島 輝奈(6)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾃﾙﾅ
  138 小口 耀樂(6)

ｵｸﾞﾁ ｶｸﾞﾗ
  137 根橋 佳歩(6)

ﾈﾊﾞｼ ｶﾎ
 3   6 伊那東小(A)    27 近藤  みく(6)   1,05.17 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳA ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｸ
   30 酒井 菜乃芭(6)

ｻｶｲ ﾅﾉﾊ
   35 唐澤  舞(6)

ｶﾗｻﾜ ﾏｲ
   23 ムンド ミチエ ハナ(6

ﾑﾝﾄﾞ ﾐﾁｴ ﾊﾅ
 4   5 伊那小     3 加藤 ゆい(6)   1,07.25 

ｲﾅｼｮｳ ｶﾄｳ ﾕｲ
   11 小阪 咲月(6)

ｺｻｶ ｻﾂｷ
    7 橋場 なのは(6)

ﾊｼﾊﾞ ﾅﾉﾊ
   13 小澤 萌乃(6)

ｵｻﾞﾜ ﾓｴﾉ
 5   3 箕輪南小   284 那須 珠莉(6)   1,09.44 

ﾐﾉﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾅｽ ｱｶﾘ
  279 春日 里彩(6)

ｶｽｶﾞ ﾘｻ
  280 上田 咲華瑠(5)

ｳｴﾀﾞ ｻﾊﾙ
  277 伊藤 美月(6)

ｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ
 6   2 飯島小(B)   230 遠藤 奏心(5)   1,11.47 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾐ
  244 唐澤 すみれ(5)

ｶﾗｻﾜ ｽﾐﾚ
  238 小塚 佳奈子(5)

ｺﾂﾞｶ ｶﾅｺ
  234 後藤 彩寿(5)

ｺﾞﾄｳ ｻﾄ

女子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 南箕輪小(A)   218 青沼 のどか(6)     57.40 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ
  206 芦田 凜々子(6)

ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ
  228 髙木 萌子(6)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
  224 野村 優香(6)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 2   3 赤穂小(A)   107 佐野 涼楓(5)     59.07 

ｱｶﾎｼｮｳA ｻﾉ ｽｽﾞｶ
  112 鎮西 花(6)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
  111 中嶋 由希(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ
  108 山田 優芽(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
 3   5 赤穂南小(A)   126 川井田 望(6)   1,00.78 

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ｶﾜｲﾀﾞ  ﾉｿﾞﾐ
  122 原田 栞里(6)

ﾊﾗﾀﾞ  ｼｵﾘ
  129 澁谷 菜々(6)

ｼﾌﾞﾔ  ﾅﾅ
  127 入谷 奏音(6)

ｲﾘﾔ  ｶﾉﾝ
 4   6 辰野西小(A)   140 上島 華(6)   1,01.32 

ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳA ｶﾐｼﾞﾏ ﾊﾅ
  142 上島 澪里(6)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ
  139 上島 はな香(6)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾊﾅｶ
  144 大槻 遥花(6)

ｵｵﾂｷ ﾊﾙｶ
 5   7 飯島小(A)   232 下島 琉那(6)   1,02.35 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｼﾓｼﾞﾏ ﾙﾅ
  245 唐澤 杏奈(6)

ｶﾗｻﾜ ｱﾝﾅ
  229 ラファランアウェナ心

ﾗﾌｧﾗﾝｱｳｪﾅ ｺｺﾐ
  240 神山 佳凜(6)

ｶﾐﾔﾏ ｶﾘﾝ
 6   2 辰野西小(B)   135 宮澤 藍子(6)   1,03.04 

ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳB ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｲｺ
  141 上島 輝奈(6)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾃﾙﾅ
  138 小口 耀樂(6)

ｵｸﾞﾁ ｶｸﾞﾗ
  137 根橋 佳歩(6)

ﾈﾊﾞｼ ｶﾎ
 7   8 美篶小   254 村田 愛梨(6)   1,03.50 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾑﾗﾀ ｱｲﾘ
  256 内木 真奈美(6)

ﾅｲｷ ﾏﾅﾐ
  255 竹内 あかり(6)

ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ
  258 北原 栞(6)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
 8   1 高遠小    77 廣田 愛乃(6)   1,03.66 

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ﾋﾛﾀ ﾋﾒﾉ
   73 小泉 愛音(6)

ｺｲｽﾞﾐ ｱｲﾈ
   68 伊藤 瑠南(6)

ｲﾄｳ ﾙﾅ
   75 北原 明季(6)

ｷﾀﾊﾗ ｱｷ

4×100mR
決勝

女子



決勝 5月21日  9:00

県小学新             4.75
大会新(GR)           4.23

宮澤 文音(6) 小学校   3.94   3.42   3.75    3.94 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 伊那東小   +1.2   +2.1   +3.3    +1.2
埋橋 凜(6) 小学校    X   3.56   3.87    3.87 
ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ 富県小   +2.4   +3.3    +3.3
田中 あゆみ(6) 小学校   3.27   3.47   3.52    3.52 
ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 伊那北小   +0.4   +1.1   +1.8    +1.8
下平 さら紗(6) 小学校   3.16   2.58   3.52    3.52 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｻﾗｻ 伊那北小   +0.6   +2.7   +1.3    +1.3
友田 佳那(6) 小学校   3.16    X   3.43    3.43 
ﾄﾓﾀﾞ ｶﾅ 伊那北小   +1.1   +3.0    +3.0
向山 飛鳥(5) 小学校   3.35   3.33   3.33    3.35 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 箕輪西小   +0.6   +2.4   +1.1    +0.6
登内 琴音(6) 小学校    X   2.95   3.22    3.22 
ﾄﾉｳﾁ ｺﾄﾈ 富県小   +1.9   +0.9    +0.9
春日 美礼(6) 小学校   3.11   3.09   3.15    3.15 
ｶｽｶﾞ ﾐﾗｲ 西春近南小   +1.8   +0.4   +1.7    +1.7
上島 佳乃(6) 小学校   3.15   2.91   2.99    3.15 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾖｼﾉ 伊那小   +0.7   +1.2   +2.2    +0.7
中原 梨緒(6) 小学校   3.12   2.82   3.03    3.12 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｵ 富県小   +0.1   +1.7   +0.8    +0.1
金子 詞音(6) 小学校   3.08   3.08   2.60    3.08 
ｶﾈｺ ｺﾄﾈ 七久保小   +0.8   +1.1   +0.9    +0.8
平嶋 野乃(6) 小学校    X   3.05   2.88    3.05 
ﾋﾗｼﾏ ﾉﾉ 伊那北小   +1.4   +3.2    +1.4
宮澤 一佳(6) 小学校   2.90   2.99   3.03    3.03 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾁｶ 伊那北小   +0.5   +1.0   +3.2    +3.2
小日向 慧(5) 小学校    X   2.89   2.76    2.89 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中部小   +1.8   +1.4    +1.8
茂木 心彩(5) 小学校   2.87   2.73    X    2.87 
ﾓﾃｷ ｺｺﾛ 伊那小   +0.4   +9.7    +0.4
小椋 由凜(6) 小学校   2.76   2.86   2.70    2.86 
ｵｸﾞﾗ ﾕﾘﾝ 伊那小   +0.4   +1.6   +1.3    +1.6
小松 礼佳(6) 小学校   2.85   2.67   2.47    2.85 
ｺﾏﾂ  ｱﾔｶ 箕輪北小   +0.3   +0.7   +2.7    +0.3
松下 沙良(6) 小学校    X   2.84   2.81    2.84 
ﾏﾂｼﾀ ｻﾗ 西春近南小   +1.2   +0.9    +1.2
近藤 晴日(6) 小学校   2.72   2.73   2.83    2.83 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 伊那小   -0.3   +2.1   +1.2    +1.2
谷口 里菜(6) 小学校   2.79   2.46    X    2.79 
ﾀﾝｸﾞﾁ ﾘﾅ 富県小   +0.6   +1.7    +0.6
有賀 愛音(5) 小学校   2.70   2.65    X    2.70 
ｱﾙｶﾞ ｱﾉ 辰野東小   +0.7   +1.0    +0.7
牧野 亜子(6) 小学校    X   2.67   2.32    2.67 
ﾏｷﾉ ｱｺ 伊那東小   +1.8   +3.6    +1.8
酒井 玲(6) 小学校   2.49   2.66   2.53    2.66 
ｻｶｲ ｱｷﾗ 西春近南小   +0.1   +1.9   +2.1    +1.9
小牧 未侑(6) 小学校    X   2.38   2.64    2.64 
ｺﾏｷ ﾐﾕｳ 富県小   +2.2   +0.4    +0.4
酒井　陽菜(6) 小学校    X   2.46   2.39    2.46 
ｻｶｲ ｺﾄｾ 西春近南小   -0.2   +1.1    -0.2
金山 優愛(5) 小学校   2.30    X   2.40    2.40 
ｶﾅﾔﾏ ﾕﾅ 赤穂東小   +0.7   +1.3    +1.3
山内 梨紗(6) 小学校    X   2.37   2.22    2.37 
ﾔﾏｳﾁ ﾘｻ 西春近南小   +3.8   +1.5    +3.8
唐澤 明日香(5) 小学校   2.36   2.22   2.22    2.36 
ｶﾗｻﾜ ｱｽｶ 辰野南小   +0.3   +1.2   +2.2    +0.3
松井 夏海(5) 小学校    X    X    X 記録なし
ﾏﾂｲ ﾅﾂﾐ 辰野南小
原田 茉実(5) 小学校 欠場
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾐ 伊那東小

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考
1 8    26

記録

2 26   264

3 23    50

4 25    41

5 27    54

6 5   266

7 12   263

8 28   303

9 7    15

10 15   262

11 14    86

12 29    52

13 30   305

14 13   275

15 22    21

16 20    12

17 3   286

18 21   299

19 2     8

20 9   261

21 19   156

22 6    38

23 11   294

24 17   260

25 4   296

18   163

26 1   116

27 24   297

16    28

-4- -5- -6-

28 10   167



決勝 5月21日  9:00

県小学新             1.38
大会新(GR)           1.35

宮下 奈津実(6) 小学校
ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ 伊那北小
上村 文寧(5) 小学校
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 伊那小
平山 雪輝音(5) 小学校
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾈ 伊那小
角 咲乃(5) 小学校
ｽﾐ ｻｷﾉ 伊那小

 0.90
4 3     4

XXO XXX

 0.90

 1.00

3 1    19
XO XXX

XXX
2 2    14

O XO XO

 1.05
1 4    44

O O O XO XXX

記録1m00 1m05 備考m90 m95 1m10

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            36.69

伊藤 小雪(6) 小学校 県小学新
ｲﾄｳ ｺﾕｷ 西箕輪AC
倉田 紗優加(6) 小学校 県小学新
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪小
増澤 美優(6) 小学校 県小学新
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 両小野小
表 楓夏(6) 小学校
ｵﾓﾃ ﾌｳｶ 東伊那小
吉村 千都子(6) 小学校
ﾖｼﾑﾗ ﾁﾂﾞｺ 伊那東小
島谷 七海(5) 小学校
ｼﾏﾔ ﾅﾅﾐ 長谷小
西本 理乃(5) 小学校
ﾆｼﾓﾄ ﾘﾉ 伊那小
飯塚 咲絵(5) 小学校
ｲｲﾂﾞｶ ｻｴ 西春近南小
熊澤 モモ(6) 小学校
ｸﾏｻﾞﾜ ﾓﾓ 西箕輪AC
齊藤 晶(6) 小学校 欠場
ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 高遠北小
田中 香月(5) 小学校 欠場
ﾀﾅｶ ｶﾂﾞｷ 西箕輪AC
上田 操(6) 小学校 欠場
ｳｴﾀﾞ ﾐｻｵ 西春近南小

12   301

7   103

 18.15 

3    80

 21.72 

9 9   102
  O 18.15   O

 22.46 

8 6   293
  O 21.72   O

 23.27 

7 4    17
22.46   O   O

 24.83 

6 10   179
23.27   O   O

 30.38 

5 2    25
  X   O 24.83

 37.83 

4 5   187
  O   O 30.38

 44.78 

3 8   291
  O 37.83   O

 44.98 

2 1   220
  X   O 44.78

1 11   101
  O   O 44.98

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



予選 5月21日  9:00
決勝 5月21日 14:30

県小学新            13.06
大会新(GR)          14.49

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +0.5

 1 今村 心春(5) 小学校     15.55 q  1 黒岩 春菜(5) 小学校     14.78 q
ｲﾏﾑﾗ ｺﾊﾙ 辰野東小 ｸﾛｲﾜ ﾊﾙﾅ 伊那東小

 2 飯沼 有美(5) 小学校     15.60 q  2 伊藤 朱里(5) 小学校     16.06 q
ｲｲﾇﾏ ｱﾐ 辰野西小 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 箕輪中部小

 3 石川 日菜(5) 小学校     16.57  3 秋葉 まどか(5) 小学校     16.26 q
ｲｼｶﾜ ﾋﾅ 伊那小 ｱｷﾊﾞ ﾏﾄﾞｶ 辰野東小

 4 小林 美穂(5) 小学校     16.59  4 小椋 みわ(5) 小学校     16.82 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 東伊那小 ｵｸﾞﾗ ﾐﾜ 東伊那小

 5 三澤 奏瑠(5) 小学校     16.62  5 宮下 未来(5) 小学校     17.18 
ﾐｻﾜ ｶﾅﾙ 南箕輪小 ﾐﾔｼﾀ ﾐｸ 両小野小

 6 小田切 怜那(5) 小学校     17.69  6 吉沢 優季(5) 小学校     17.53 
ｺﾀｷﾞﾘ ﾚﾅ 西春近南小 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｷ 七久保小

 7 山本 睦(5) 小学校     17.73  7 後藤 心優(5) 小学校     17.75 
ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾂｷ 両小野小 ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ 宮田小

 8 溝尾 咲香(5) 小学校     18.36 
ﾐｿﾞｵ ｻﾔｶ 川島小

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +1.9

 1 湯田 夏海(5) 小学校     16.30  1 宮嶋 きら(5) 小学校     15.37 q
ﾕﾀﾞ ﾅﾂﾐ 南部小 ﾐﾔｼﾞﾏ ｷﾗ 七久保小

 2 原 和泉(5) 小学校     16.57  2 藤森 紗理奈(5) 小学校     15.78 q
ﾊﾗ ｲｽﾞﾐ 伊那北小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ 辰野南小

 3 鈴木 花歩(5) 小学校     16.63  3 中谷 美玖(5) 小学校     15.94 q
ｽｽﾞｷ ｶﾎ 両小野小 ﾅｶﾔ  ﾐｸ 箕輪北小

 4 青木 日和(5) 小学校     16.83  4 丸山 莉奈(5) 小学校     16.35 
ｱｵｷ ﾋﾖﾘ 箕輪中部小 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾅ 辰野東小

 5 酒井 柚乃(5) 小学校     16.84  5 小澤 愛里(5) 小学校     16.88 
ｻｶｲ ﾕｽﾞﾅ 辰野南小 ｵｻﾞﾜ ｱｲﾘ 南部小

 6 菊池 星耀(5) 小学校     17.23  6 宮脇 依茉(5) 小学校     16.98 
ｷｸﾁ ｾｲﾗ 辰野東小 ﾐﾔﾜｷ ｴﾏ 伊那小
山﨑 彩矢(5) 小学校  7 酒井 琴瀬(5) 小学校     17.18 
ﾔﾏｻﾞｷ  ｻﾔ 箕輪北小 ｻｶｲ ｺﾄｾ 西春近南小

風速 +1.2

 1 黒岩 春菜(5) 小学校     14.45 
ｸﾛｲﾜ ﾊﾙﾅ 伊那東小

 2 今村 心春(5) 小学校     15.30 
ｲﾏﾑﾗ ｺﾊﾙ 辰野東小

 3 宮嶋 きら(5) 小学校     15.39 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｷﾗ 七久保小

 4 飯沼 有美(5) 小学校     15.46 
ｲｲﾇﾏ ｱﾐ 辰野西小

 5 藤森 紗理奈(5) 小学校     15.67 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ 辰野南小

 6 伊藤 朱里(5) 小学校     16.00 
ｲﾄｳ ｱｶﾘ 箕輪中部小

 7 中谷 美玖(5) 小学校     16.18 
ﾅｶﾔ  ﾐｸ 箕輪北小

 8 秋葉 まどか(5) 小学校     16.30 
ｱｷﾊﾞ ﾏﾄﾞｶ 辰野東小
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予選 5月21日  9:15
決勝 5月21日 14:35

県小学新            13.06
大会新(GR)          13.92

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +2.1

 1 中村 映夢(6) 小学校     14.07 q  1 富山 唯奈(6) 小学校     14.53 q
ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 西春近南小 ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那北小

 2 濵田 みなと(6) 小学校     14.87 q  2 平澤 春香(6) 小学校     15.03 q
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 西春近北小 ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 西春近南小

 3 山田 桃香(6) 小学校     15.10 q  3 滝澤 夕音(6) 小学校     15.39 
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 七久保小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾈ 南部小

 4 藤森 沙耶(6) 小学校     15.37  4 瀧澤 莉奈(6) 小学校     15.39 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ 辰野南小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾅ 赤穂東小

 5 宮下 ひかり(6) 小学校     15.86  5 宮澤 日菜(6) 小学校     15.43 
ﾐﾔｼﾀ ﾋｶﾘ 伊那小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ 中沢小

 6 小林 水緒(6) 小学校     15.90  6 鈴木 友結(6) 小学校     18.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 南箕輪小 ｽｽﾞｷ ﾕｲ 七久保小

 7 北澤 栞那(6) 小学校     16.20 木下 遥香(6) 小学校
ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾝﾅ 赤穂東小 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｶ 伊那小

[ 3組] 風速 +2.5 [ 4組] 風速 +3.3

 1 横沢 実樹(6) 小学校     14.61 q  1 渡辺 梓沙(6) 小学校     14.58 q
ﾖｺｻﾞﾜ ﾐｷ 両小野小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ 辰野南小

 2 中谷 忍(6) 小学校     15.25  2 矢澤 華(6) 小学校     15.24 q
ﾅｶﾔ ｼﾉﾌﾞ 赤穂東小 ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ 中沢小

 3 舟橋 里紗(6) 小学校     15.26  3 紫芝 亜月(6) 小学校     15.29 
ﾌﾅﾊﾞｼ ﾘｻ 辰野南小 ｼｼﾊﾞ ｱﾂｷ 七久保小

 4 宮下 夢菜(6) 小学校     15.52  4 池上 絵笛(6) 小学校     15.35 
ﾐﾔｼﾀ ﾕﾒﾅ 中沢小 ｲｹｶﾞﾐ ｴﾌｴ 赤穂東小

 5 那須野 美優(6) 小学校     16.57  5 北原 優美(6) 小学校     15.70 
ﾅｽﾉ ﾐﾕ 七久保小 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾐ 美篶小

 6 平澤 舞咲(6) 小学校     16.60  6 佐藤 あかり(6) 小学校     15.92 
ﾋﾗｻﾜ ﾏｲｻ 伊那小 ｻﾄｳ ｱｶﾘ 伊那小

風速 +2.9

 1 中村 映夢(6) 小学校     14.13 
ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 西春近南小

 2 横沢 実樹(6) 小学校     14.43 
ﾖｺｻﾞﾜ ﾐｷ 両小野小

 3 富山 唯奈(6) 小学校     14.52 
ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那北小

 3 渡辺 梓沙(6) 小学校     14.52 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ 辰野南小

 5 濵田 みなと(6) 小学校     14.59 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 西春近北小

 6 矢澤 華(6) 小学校     15.07 
ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ 中沢小

 7 平澤 春香(6) 小学校     15.11 
ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 西春近南小

 8 山田 桃香(6) 小学校     15.37 
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 七久保小
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