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第 35回 飯伊小学生陸上競技大会 
（第 35回長野県小学生陸上競技大会予選会) 

第 19回 飯伊中学生陸上競技大会 

記録集 
 

 
期  日 ： 平成 30年５月 20日（日） 

主  催 ： 飯田市陸上競技協会  下伊那郡陸上競技協会 

共  催 ： （公財）飯田市体育協会 下伊那郡体育協会 

後  援 ： 飯田市教育委員会・飯伊市町村教育委員会連絡協議会 

        下伊那地区中学校体育連盟・下伊那校長会・㈱南信州新聞社 

会  場 ： 飯田市総合運動場陸上競技場（172050） 

審 判 長 ： 熊谷 賢二 

記録主任 ：  清水 美彦 

 

■ この大会で樹立された記録 

種 目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記 録 氏  名 男女 所   属 従来の記録 備   考 

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 36m80 香山 寧玖 女 喬木第一小 34m01 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 

2018/5/20 9:00 晴れ 北北東 4.3 16.1 42.0 

  

 10:00 晴れ 北北西 6.3 18.8 41.0 
 11:00 晴れ 北北西 5.3 20.6 40.0 
 12:00 晴れ 北 3.0 23.6 41.0 
 13:00 晴れ 北北西 3.2 24.6 41.0 
 14:00 晴れ 北北東 3.3 26.0 40.0 
 15:00 晴れ 北西 0.2 25.4 40.0 
 16:00 晴れ 北北西 0.7 24.8 40.0 
       

 



平成30年度　第35回飯伊小学生陸上競技大会

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】172050  飯田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
05/20 小学混合 松川陸上ｸﾗﾌﾞ       59.59 座光寺小(A)     1,00.58 座光寺小(B)     1,02.44 豊丘南小     1,05.00 下條小(A)     1,07.87 阿智第二小(A)    1,08.33 阿智第二小(B)    1,08.90

4×100mR 松村 華萌(5) 千葉 唯花(5) 石川 結衣(5) 山崎 愛実(5) 白上  由菜(5) 田中 倖絵(4) 園原 花梨(4)
羽生 月佳(5) 湯田 うらら(5) 小池 悠(5) 三石 華穂(5) 柳澤  ここせ(5) 園原 花歩(4) 田中 桃心(4)
丸山 由晴(5) 春原 秀(5) 田原 隼(5) 船橋 正寛(5) 熊谷  永遠(4) 井原 翔希(4) 園原 瑛祐(4)
佐藤  颯(5) 木内 憲琉(5) 吉澤 悠人(5) 酒井 雄大(5) 前澤   蓮(5) 原 宙希(4) 熊谷 漣太(4)



予選 5月20日 12:10
決勝 5月20日 16:00

大会新(GR)          57.91
県小学新(KR)        55.50

[ 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 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   157 松村 華萌(5)     59.78 q  1   3 座光寺小(A)   131 千葉 唯花(5)   1,00.54 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳA ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ
  142 羽生 月佳(5)   134 湯田 うらら(5)

ﾊﾆｭｳ ﾙｶ ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ
  147 丸山 由晴(5)   121 春原 秀(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ
  155 佐藤  颯(5)   138 木内 憲琉(5)

ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ ｷｳﾁ ｹﾝﾘｭｳ
 2   5 座光寺小(B)   130 石川 結衣(5)   1,02.16 q  2   2 下條小(A)    80 白上  由菜(5)   1,07.64 q

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳB ｲｼｶﾜ ﾕｲ ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳA ｼﾗｶﾐ   ﾕﾅ
  122 小池 悠(5)    83 柳澤  ここせ(5)

ｺｲｹ ﾕｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ   ｺｺｾ
  133 田原 隼(5)    67 熊谷  永遠(4)

ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ ｸﾏｶﾞｲ   ﾄﾜ
  117 吉澤 悠人(5)    74 前澤   蓮(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾏｴｻﾞﾜ   ﾚﾝ
 3   3 豊丘南小   251 山崎 愛実(5)   1,05.52 q  3   5 阿智第二小(A)    33 田中 倖絵(4)   1,08.17 q

ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳA ﾀﾅｶ ﾕｷｴ
  248 三石 華穂(5)    26 園原 花歩(4)

ﾐﾂｲｼ ｶﾎ ｿﾉﾊﾗ ｶﾎ
  259 船橋 正寛(5)    24 井原 翔希(4)

ﾌﾅﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾛ ｲﾊﾗ ｼｮｳｷ
  253 酒井 雄大(5)    31 原 宙希(4)

ｻｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ ﾊﾗ ﾋﾛｷ
 4   4 阿智第二小(B)    27 園原 花梨(4)   1,08.84 q  4   4 竜丘小   277 牧島 梨々花(4)   1,08.71 q

ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳB ｿﾉﾊﾗ ｶﾘﾝ ﾀﾂｵｶｼｮｳ ﾏｷｼﾏ ﾘﾘｶ
   34 田中 桃心(4)   275 田中 花(4)

ﾀﾅｶ ﾓﾓｺ ﾀﾅｶ ﾊﾅ
   25 園原 瑛祐(4)   267 加藤 旬晟(4)

ｿﾉﾊﾗ ｴｲｽｹ ｶﾄｳ ｼｭﾝｾｲ
   30 熊谷 漣太(4)   271 松下 浩也(4)

ｸﾏｶﾞｲ ﾚﾝﾀ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾔ
 5   6 下條小(B)    81 飯島  夕葵(4)   1,09.41 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳB ｲｲｼﾞﾏ   ﾕｳｷ
   82 福沢  友貴(4)

ﾌｸｻﾞﾜ   ﾕｳｷ
   79 梅木  優太(4)

ｳﾒｷ   ﾕｳﾀ
   61 伊原  颯太(4)

ｲﾊﾗ   ｿｳﾀ

小学混合

4×100mR

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   157 松村 華萌(5)     59.59 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ
  142 羽生 月佳(5)

ﾊﾆｭｳ ﾙｶ
  147 丸山 由晴(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ
  155 佐藤  颯(5)

ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ
 2   5 座光寺小(A)   131 千葉 唯花(5)   1,00.58 

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳA ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ
  134 湯田 うらら(5)

ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ
  121 春原 秀(5)

ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ
  138 木内 憲琉(5)

ｷｳﾁ ｹﾝﾘｭｳ
 3   4 座光寺小(B)   130 石川 結衣(5)   1,02.44 

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳB ｲｼｶﾜ ﾕｲ
  122 小池 悠(5)

ｺｲｹ ﾕｳ
  133 田原 隼(5)

ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ
  117 吉澤 悠人(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 4   6 豊丘南小   251 山崎 愛実(5)   1,05.00 

ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ
  248 三石 華穂(5)

ﾐﾂｲｼ ｶﾎ
  259 船橋 正寛(5)

ﾌﾅﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾛ
  253 酒井 雄大(5)

ｻｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ
 5   8 下條小(A)    80 白上  由菜(5)   1,07.87 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳA ｼﾗｶﾐ   ﾕﾅ
   83 柳澤  ここせ(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ   ｺｺｾ
   67 熊谷  永遠(4)

ｸﾏｶﾞｲ   ﾄﾜ
   74 前澤   蓮(5)

ﾏｴｻﾞﾜ   ﾚﾝ
 6   7 阿智第二小(A)    33 田中 倖絵(4)   1,08.33 

ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳA ﾀﾅｶ ﾕｷｴ
   26 園原 花歩(4)

ｿﾉﾊﾗ ｶﾎ
   24 井原 翔希(4)

ｲﾊﾗ ｼｮｳｷ
   31 原 宙希(4)

ﾊﾗ ﾋﾛｷ
 7   1 阿智第二小(B)    27 園原 花梨(4)   1,08.90 

ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳB ｿﾉﾊﾗ ｶﾘﾝ
   34 田中 桃心(4)

ﾀﾅｶ ﾓﾓｺ
   25 園原 瑛祐(4)

ｿﾉﾊﾗ ｴｲｽｹ
   30 熊谷 漣太(4)

ｸﾏｶﾞｲ ﾚﾝﾀ
  2 竜丘小   277 牧島 梨々花(4)

ﾀﾂｵｶｼｮｳ ﾏｷｼﾏ ﾘﾘｶ 失格
  275 田中 花(4) R1(2-3)

ﾀﾅｶ ﾊﾅ
  267 加藤 旬晟(4)

ｶﾄｳ ｼｭﾝｾｲ
  271 松下 浩也(4)

ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾔ

4×100mR

決勝

小学混合
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