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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
(GR:大会新) 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3以下女子 藤本 心美(3) 10.15 亀井 こころ(2) 10.64 林 かれん(3) 10.68 柳 美結(3) 10.69 松下 美琉(3) 10.70 進藤 樹里(3) 10.76 下原 夢叶(3) 小学生･阿智第一小 10.78

60m 小学生･千栄小 小学生･山本小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･竜丘小 小学生･丸山小 関島 絆愛(2) 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ
05/20 小学4年女子  -1.8 脇坂 梨恵子(4) 16.16 加藤 妃心(4) 16.57 土屋  那月(4) 16.64 籔下 結奈(4) 16.81 光澤 琥珀(4) 16.83 塩澤みのり(4) 16.90 上田 悠月(4) 17.01 西島 風夏(4) 17.40

100m 小学生･泰阜小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･下條小 小学生･泰阜小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･座光寺小 小学生･豊丘南小
05/20 小学5年女子  +0.4 松下 玲来(5) 14.26 筒井 南心(5) 14.82 小池 南々子(5) 15.53 柳  美紀(5) 15.73 小林 希愛(5) 15.83 日吉 二葉(5) 16.04 清水  麻理恵(5) 16.52 後藤 茉衣(5) 17.20

100m 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･喬木第一小 小学生･阿智第一小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･上久堅小 小学生･下條小 小学生･上久堅小
05/20 小学6年女子  +0.4 倉田 千愛(6) 14.63 羽生 彩華(6) 14.63 佐々木 まゆ(6) 14.92 山崎 佑夏(6) 15.09 松下 日菜向(6) 15.38 浅井 ゆいか(6) 15.56 松下 侑夏(6) 16.31 平澤 來実(6) 16.48

100m 小学生･富草小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･下久堅小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･富草小 小学生･松尾小 小学生･泰阜小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ
05/20 小学5.6年女 原 亜真乃(5) 3,27.41 桐生 瑞希(6) 3,29.09 松下 真奈(6) 3,29.85 梅木 莉子(6) 3,33.08 伊藤 瑠那(5) 3,35.02 中島 妃芽乃(5) 3,36.33 福島 羽七(5) 3,39.69 佐藤 利紗(5) 3,41.93

1000m 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･富草小
05/20  -3.3 西尾 咲輝(6) 18.16 小林 美結(6) 19.50 松下  和乃歌(6) 19.80 小林 夏菜(6) 19.85 上山 陽奈(6) 21.01

80mH 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小 小学生･下條小 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小
05/20 熊谷  かなで(5) 1.10 小平 一葉(5) 1.05 井原  慶佳(5) 1.05

走高跳 小学生･下條小 小学生･天竜SC 小学生･下條小
05/20 中村 夏鈴(6) 3.72(+2.9) 山﨑 ここね(5)3.13(+3.2) 内藤 瑞咲(5) 2.99(+3.3) 松澤 祐奈(5) 2.93(+3.6)

走幅跳 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･天龍小 小学生･天竜SC 小学生･伊賀良小
05/20 香山 寧玖(6) 36.80 岩崎 ことの(6) 32.32 葛西 歩実(6) 29.12 平松 心桜(5) 18.88 中川 伊歩紀(5) 17.54 古田 茉朋里(6) 15.25 田中 宥妃(5) 14.35

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･喬木第一小 GR 小学生･上郷小 小学生･大鹿小 小学生･大下条 小学生･大鹿小 小学生･松尾小 小学生･丸山小
05/20 松川陸上ｸﾗﾌﾞ       59.04 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     1,01.27 松尾小     1,02.00 丸山小     1,03.22 座光寺小     1,04.92 阿智第二小     1,06.45 豊丘南小(B)     1,07.93 伊賀良小     1,12.48

4×100mR 岩下 心葉(5) 小畑 琉奈(6) 安藤 ゆず(6) 松澤 彩姫(6) 原 千夏(5) 関 帆奈美(6) 壬生 蒼衣(5) 増田 ひなた(6)
中島 采香(5) 吉澤 緩奈(6) 安藤 奈々花(6) 牧島 渚(6) 松村 來春(5) 遠山 紅葉(5) 近藤 日和(5) 北原 野々花(6)
松尾 綺夏(5) 山田 吏凌(6) 岡村 瑚白(6) 山本 天音(6) 小林 蓮夏(5) 田中 莉央(6) 篠田 莉聖(5) 髙瀨 愛音(5)
湯澤 彩花(5) 田口 美桜(6) 原田 未李(6) 後藤 咲季(6) 高田 萌花(5) 原 野乃花(6) 内山 咲代子(5) 髙瀨 星音(6)



決勝 5月20日 13:30

大会新(GR)           9.78

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -4.1

 1 下原 夢叶(3) 小学生     10.78  1 鈴木 梨夏(3) 小学生     11.17 
ｼﾓﾊﾗ ﾕﾒｶ 阿智第一小 ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 片桐 颯華(3) 小学生     10.99  2 日吉 歩乃花(2) 小学生     11.52 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾌｳｶ 松尾小 ﾋﾖｼ ﾎﾉｶ 上久堅小

 3 岩村 矩瑠湖(2) 小学生     12.48  3 松下 明夏(2) 小学生     11.62 
ｲﾜﾑﾗ ｸﾙﾐ 高森南小 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾅ 泰阜小

 4 木下 聖菜(2) 小学生     12.83  4 三石 夏鈴(3) 小学生     11.76 
ｷﾉｼﾀ ｾﾅ 浜井場小 ﾐﾂｲｼ ｶﾘﾝ 豊丘南小

 5 宮澤 優心(1) 小学生     12.92  5 杉本 瑶莉(3) 小学生     11.91 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｺﾛ 天龍小 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾏﾘ 伊賀良小

 6 髙尾 蓮(1) 小学生     13.36  6 中井 愛心(2) 小学生     12.55 
ﾀｶｵ ﾚﾝ 下久堅小 ﾅｶｲ ｱｺ 和田小

 7 杉本 祭莉(1) 小学生     14.00  7 佐々木 悠衣(2) 小学生     12.64 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾂﾘ 伊賀良小 ｻｻｷ ﾕｲ 松尾小
宮脇 悠莉(3) 小学生  8 宮澤 結望(1) 小学生     16.13 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕﾉ 喬木第一小

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 -2.3

 1 古田  結花(2) 小学生     11.24  1 柳 美結(3) 小学生     10.69 
ﾌﾙﾀ    ﾕｶ 下條小 ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 木下 櫻(2) 小学生     11.82  2 下嶋  花菜(2) 小学生     11.38 
ｷﾉｼﾀ ｻｸﾗ 豊丘南小 ｼﾓｼﾞﾏ   ｶﾅ 下條小

 3 柴田 璃乃(2) 小学生     11.91  3 大槻 星明(2) 小学生     11.77 
ｼﾊﾞﾀ ﾘﾉ 松尾小 ｵｵﾂｷ ｾﾘ 松尾小

 4 森 彩弥乃(2) 小学生     11.94  4 萩原 小春(2) 小学生     11.82 
ﾓﾘ ｱﾔﾉ 松尾小 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺﾊﾙ 高森南小

 5 武井 遥(1) 小学生     12.53  5 堀本 結愛(2) 小学生     11.99 
ﾀｹｲ  ﾊﾙｶ 丸山小 ﾎﾘﾓﾄ ﾕｱ 豊丘南小

 6 桐野 結衣(2) 小学生     13.43  6 成瀬 心夏(1) 小学生     12.64 
ｷﾘﾉ ﾕｲ 高森南小 ﾅﾙｾ ｺﾅﾂ 天龍小

 7 下平 紗永(2) 小学生     13.74  7 熊谷 祐花(2) 小学生     12.84 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｻｴ 山本小 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｶ 伊賀良小
木下かりん(3) 小学生  8 熊谷 咲希(2) 小学生     12.99 
ｷﾉｼﾀ ｶﾘﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｸﾏｶﾞｲ ｻｷ 山本小

[ 5組] 風速 -2.4 [ 6組] 風速 -1.1

 1 藤本 心美(3) 小学生     10.15  1 伊原  美那(2) 小学生     11.12 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ 千栄小 ｲﾊﾗ     ﾐﾅ 下條小

 2 肥後 苺花(3) 小学生     11.45  2 佐々木 紅葉(3) 小学生     11.24 
ﾋｺﾞ ｲﾁｶ 伊賀良小 ｻｻｷ ｸﾚﾊ 竜丘小

 3 佐々木 楓花(3) 小学生     11.47  3 平栗 もえ(3) 小学生     11.26 
ｻｻｷ ﾌｳｶ 竜丘小 ﾋﾗｸﾞﾘ ﾓｴ 松尾小

 4 藤澤 幸音(3) 小学生     11.56  4 片桐 椛心菜(2) 小学生     11.73 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｷﾉ 天龍小 ｶﾀｷﾞﾘ ｺｺﾅ 豊丘南小

 5 與語 詩絵菜(3) 小学生     12.00  5 山本 花佳(2) 小学生     11.76 
ﾖｺﾞ ｼｴﾅ 大鹿小 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅｶ 高森南小

 6 坂牧 夏帆(2) 小学生     12.49  6 山崎 未来(2) 小学生     12.22 
ｻｶﾏｷ ﾅﾎ 高森南小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｸﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 横田 美波(1) 小学生     13.05  7 安静 万里子(2) 小学生     12.53 
ﾖｺﾀ ﾐﾅﾐ 松尾小 ｱﾝｼﾞｮｳ ﾏﾘｺ 追手町小
吉澤 玲奈(2) 小学生  8 山田 千夏(1) 小学生     13.55 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾚﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 伊賀良小

[ 7組] 風速 -1.0 [ 8組] 風速 -3.3

 1 亀井 こころ(2) 小学生     10.64  1 関島 絆愛(2) 小学生     10.78 
ｶﾒｲ ｺｺﾛ 山本小 ｾｷｼﾞﾏ ｷｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 櫻井 咲月(3) 小学生     11.45  2 小笠原 夢叶(3) 小学生     11.08 
ｻｸﾗｲ ｻﾂｷ 喬木第一小 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｲｶ 伊賀良小

 3 吉澤 玲奈(2) 小学生     11.86  3 佐々木詩織(3) 小学生     11.15 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾚﾅ 高森南小 ｻｻｷ ｼｵﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 木下 芽衣(2) 小学生     12.03  4 安藤 凛(2) 小学生     11.24 
ｷﾉｼﾀ ﾒｲ 松尾小 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 松尾小

 5 上條 詩子(3) 小学生     12.34  5 後藤 瑠衣(3) 小学生     11.34 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｳﾀｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｺﾞﾄｳ ﾙｲ 上久堅小

 6 村松  咲希(2) 小学生     13.32  6 木下 結菜(3) 小学生     11.73 
ﾑﾗﾏﾂ   ｻｷ 下條小 ｷﾉｼﾀ ﾕｲﾅ 阿智第二小

 7 藤澤 陽菜乃(1) 小学生     13.34  7 塩沢  深生(3) 小学生     11.90 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾅﾉ 天龍小 ｼｵｻﾞﾜ   ﾐｵ 下條小

 8 田畑 颯麗(1) 小学生     13.66  8 宮下 真彩(2) 小学生     12.14 
ﾀﾊﾞﾀ ｻﾗ 伊賀良小 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 高森南小

小3以下女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
2    21

8   196

6    99

4   239

1   234

3    59

5    43

7   151
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   172

3   203

1   208

5   247

7    44

6   281

2   185

8    93

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    69

6   266

5   187

1   189

7    89

2   104

8   139

4   168
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   170

7    65

1   192

8   113

2   264

4   236

6    38

5   141

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   206

3    50

5   269

2   237

1   221

4   106

8   177

7   149
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    60

2   268

3   195

1   263

7   107

8   156

4   222

5    40

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   140

3    95

4   101

8   197

5   160

7    76

2   238

1    49

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   146

8    41

5   154

2   175

4   200

3    36

6    63

7   103



[ 9組] 風速 -1.2 [ 10組] 風速 +1.1

 1 丸山 千暁(2) 小学生     10.90  1 進藤 樹里(3) 小学生     10.76 
ﾏﾙﾔﾏ ﾁｻﾄ 喬木第一小 ｼﾝﾄﾞｳ  ｼﾞｭﾘ 丸山小

 2 前里 海紗(3) 小学生     11.22  2 熊谷  莉子(2) 小学生     11.18 
ﾏｴｻﾞﾄ ﾐｻ 竜丘小 ｸﾏｶﾞｲ   ﾘｺ 下條小

 3 古林なな花(3) 小学生     11.76  3 牛澤 結菜(2) 小学生     11.32 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｳｼｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 松尾小

 4 後藤 みつき(3) 小学生     11.78  4 宮下 佳穂(3) 小学生     11.57 
ｺﾞﾄｳ ﾐﾂｷ 松尾小 ﾐﾔｼﾀ ｶﾎ 天龍小

 5 塩沢  真生(3) 小学生     11.94  5 大山 凛(1) 小学生     11.92 
ｼｵｻﾞﾜ   ﾏｵ 下條小 ｵｵﾔﾏ ﾘﾝ 伊賀良小

 6 大倉 奏音(3) 小学生     12.34  6 中島 遙花(1) 小学生     12.23 
ｵｵｸﾗ ｶﾉﾝ 伊賀良小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 泰阜小

 7 上野 歩楓(2) 小学生     12.63  7 中平  芽(2) 小学生     12.39 
ｳｴﾉ ｱﾕｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾒｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 長窪 心笑(1) 小学生     12.63 
ﾅｶﾞｸﾎﾞ ｺｺﾜ 高森南小

[ 11組] 風速 -3.2

 1 林 かれん(3) 小学生     10.68 
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 松下 美琉(3) 小学生     10.70 
ﾏﾂｼﾀ ﾐﾙ 竜丘小

 3 水野 眞子(3) 小学生     11.41 
ﾐｽﾞﾉ ﾏｺ 鼎小

 4 大原 心葉(3) 小学生     11.56 
ｵｵﾊﾗ ｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 神谷 柚羽(3) 小学生     11.88 
ｶﾐﾔ ﾕｽﾞﾊ 下久堅小

 6 黒川 美優(2) 小学生     11.95 
ｸﾛｶﾜ ﾐﾕ 松尾小

 7 原 あずみ(1) 小学生     12.75 
ﾊﾗ ｱｽﾞﾐ 高森南小

小3以下女子

60m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ
7    92

3   274

1   152

8   183

4    64

2    48

5   159

6   110

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    87

4    68

8   179

7   233

5    47

6   211

3   164

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   171

4   272

8   228

6   161

7    56

5   184

3   105



   1 藤本 心美(3) 小学生 千栄小     10.15 (-2.4)   5   1
   2 亀井 こころ(2) 小学生 山本小     10.64 (-1.0)   7   1
   3 林 かれん(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.68 (-3.2)  11   1
   4 柳 美結(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.69 (-2.3)   4   1
   5 松下 美琉(3) 小学生 竜丘小     10.70 (-3.2)  11   2
   6 進藤 樹里(3) 小学生 丸山小     10.76 (+1.1)  10   1
   7 下原 夢叶(3) 小学生 阿智第一小     10.78 (-2.3)   1   1
   7 関島 絆愛(2) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.78 (-3.3)   8   1
   9 丸山 千暁(2) 小学生 喬木第一小     10.90 (-1.2)   9   1
  10 片桐 颯華(3) 小学生 松尾小     10.99 (-2.3)   1   2
  11 小笠原 夢叶(3) 小学生 伊賀良小     11.08 (-3.3)   8   2
  12 伊原  美那(2) 小学生 下條小     11.12 (-1.1)   6   1
  13 佐々木詩織(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.15 (-3.3)   8   3
  14 鈴木 梨夏(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.17 (-4.1)   2   1
  15 熊谷  莉子(2) 小学生 下條小     11.18 (+1.1)  10   2
  16 前里 海紗(3) 小学生 竜丘小     11.22 (-1.2)   9   2
  17 古田  結花(2) 小学生 下條小     11.24 (-1.0)   3   1
  17 佐々木 紅葉(3) 小学生 竜丘小     11.24 (-1.1)   6   2
  17 安藤 凛(2) 小学生 松尾小     11.24 (-3.3)   8   4
  20 平栗 もえ(3) 小学生 松尾小     11.26 (-1.1)   6   3
  21 牛澤 結菜(2) 小学生 松尾小     11.32 (+1.1)  10   3
  22 後藤 瑠衣(3) 小学生 上久堅小     11.34 (-3.3)   8   5
  23 下嶋  花菜(2) 小学生 下條小     11.38 (-2.3)   4   2
  24 水野 眞子(3) 小学生 鼎小     11.41 (-3.2)  11   3
  25 肥後 苺花(3) 小学生 伊賀良小     11.45 (-2.4)   5   2
  25 櫻井 咲月(3) 小学生 喬木第一小     11.45 (-1.0)   7   2
  27 佐々木 楓花(3) 小学生 竜丘小     11.47 (-2.4)   5   3
  28 日吉 歩乃花(2) 小学生 上久堅小     11.52 (-4.1)   2   2
  29 藤澤 幸音(3) 小学生 天龍小     11.56 (-2.4)   5   4
  29 大原 心葉(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.56 (-3.2)  11   4
  31 宮下 佳穂(3) 小学生 天龍小     11.57 (+1.1)  10   4
  32 松下 明夏(2) 小学生 泰阜小     11.62 (-4.1)   2   3
  33 片桐 椛心菜(2) 小学生 豊丘南小     11.73 (-1.1)   6   4
  33 木下 結菜(3) 小学生 阿智第二小     11.73 (-3.3)   8   6
  35 古林なな花(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.76 (-1.2)   9   3
  35 三石 夏鈴(3) 小学生 豊丘南小     11.76 (-4.1)   2   4
  35 山本 花佳(2) 小学生 高森南小     11.76 (-1.1)   6   5
  38 大槻 星明(2) 小学生 松尾小     11.77 (-2.3)   4   3
  39 後藤 みつき(3) 小学生 松尾小     11.78 (-1.2)   9   4
  40 木下 櫻(2) 小学生 豊丘南小     11.82 (-1.0)   3   2
  40 萩原 小春(2) 小学生 高森南小     11.82 (-2.3)   4   4
  42 吉澤 玲奈(2) 小学生 高森南小     11.86 (-1.0)   7   3
  43 神谷 柚羽(3) 小学生 下久堅小     11.88 (-3.2)  11   5
  44 塩沢  深生(3) 小学生 下條小     11.90 (-3.3)   8   7
  45 柴田 璃乃(2) 小学生 松尾小     11.91 (-1.0)   3   3
  45 杉本 瑶莉(3) 小学生 伊賀良小     11.91 (-4.1)   2   5
  47 大山 凛(1) 小学生 伊賀良小     11.92 (+1.1)  10   5
  48 森 彩弥乃(2) 小学生 松尾小     11.94 (-1.0)   3   4
  48 塩沢  真生(3) 小学生 下條小     11.94 (-1.2)   9   5
  50 黒川 美優(2) 小学生 松尾小     11.95 (-3.2)  11   6
  51 堀本 結愛(2) 小学生 豊丘南小     11.99 (-2.3)   4   5
  52 與語 詩絵菜(3) 小学生 大鹿小     12.00 (-2.4)   5   5
  53 木下 芽衣(2) 小学生 松尾小     12.03 (-1.0)   7   4
  54 宮下 真彩(2) 小学生 高森南小     12.14 (-3.3)   8   8
  55 山崎 未来(2) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     12.22 (-1.1)   6   6
  56 中島 遙花(1) 小学生 泰阜小     12.23 (+1.1)  10   6
  57 上條 詩子(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     12.34 (-1.0)   7   5
  57 大倉 奏音(3) 小学生 伊賀良小     12.34 (-1.2)   9   6
  59 中平  芽(2) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     12.39 (+1.1)  10   7
  60 岩村 矩瑠湖(2) 小学生 高森南小     12.48 (-2.3)   1   3
  61 坂牧 夏帆(2) 小学生 高森南小     12.49 (-2.4)   5   6
  62 武井 遥(1) 小学生 丸山小     12.53 (-1.0)   3   5
  62 安静 万里子(2) 小学生 追手町小     12.53 (-1.1)   6   7
  64 中井 愛心(2) 小学生 和田小     12.55 (-4.1)   2   6
  65 上野 歩楓(2) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     12.63 (-1.2)   9   7
  65 長窪 心笑(1) 小学生 高森南小     12.63 (-1.2)   9   7
  67 成瀬 心夏(1) 小学生 天龍小     12.64 (-2.3)   4   6
  67 佐々木 悠衣(2) 小学生 松尾小     12.64 (-4.1)   2   7
  69 原 あずみ(1) 小学生 高森南小     12.75 (-3.2)  11   7
  70 木下 聖菜(2) 小学生 浜井場小     12.83 (-2.3)   1   4
  71 熊谷 祐花(2) 小学生 伊賀良小     12.84 (-2.3)   4   7
  72 宮澤 優心(1) 小学生 天龍小     12.92 (-2.3)   1   5
  73 熊谷 咲希(2) 小学生 山本小     12.99 (-2.3)   4   8
  74 横田 美波(1) 小学生 松尾小     13.05 (-2.4)   5   7
  75 村松  咲希(2) 小学生 下條小     13.32 (-1.0)   7   6
  76 藤澤 陽菜乃(1) 小学生 天龍小     13.34 (-1.0)   7   7
  77 髙尾 蓮(1) 小学生 下久堅小     13.36 (-2.3)   1   6
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  78 桐野 結衣(2) 小学生 高森南小     13.43 (-1.0)   3   6
  79 山田 千夏(1) 小学生 伊賀良小     13.55 (-1.1)   6   8
  80 田畑 颯麗(1) 小学生 伊賀良小     13.66 (-1.0)   7   8
  81 下平 紗永(2) 小学生 山本小     13.74 (-1.0)   3   7
  82 杉本 祭莉(1) 小学生 伊賀良小     14.00 (-2.3)   1   7
  83 宮澤 結望(1) 小学生 喬木第一小     16.13 (-4.1)   2   8

都道府県

小3以下女子
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予選 5月20日  9:40
決勝 5月20日 14:45

大会新(GR)          15.51
県小学新(KR)        13.06

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 -2.0

 1 脇坂 梨恵子(4) 小学生     16.58 q  1 加藤 妃心(4) 小学生     16.78 q
ﾜｷｻﾞｶ ﾘｴｺ 泰阜小 ｶﾄｳ ﾋﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 髙橋 愛央(4) 小学生     17.90  2 籔下 結奈(4) 小学生     16.90 q
ﾀｶﾊｼ ｱｵ 鼎小 ﾔﾌﾞｼﾀ ﾕｳﾅ 泰阜小

 3 三石 琴音(4) 小学生     18.04  3 上田 悠月(4) 小学生     17.33 q
ﾐﾂｲｼ ｺﾄﾈ 豊丘南小 ｳｴﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 座光寺小

 4 椎谷 綾華(4) 小学生     18.31  4 西島 風夏(4) 小学生     17.87 q
ｼｲﾔ ｱﾔｶ 座光寺小 ﾆｼｼﾞﾏ ﾌｳｶ 豊丘南小

 5 青島 紗也(4) 小学生     18.90  5 柳 乃愛(4) 小学生     17.89 
ｱｵｼﾏ ｻﾔ 伊賀良小 ﾔﾅｷﾞ ﾉｱ 松尾小

 6 出崎 明(4) 小学生     19.82  6 佐藤 美音(4) 小学生     18.54 
ﾃﾞｻﾞｷ ｱｶﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｻﾄｳ ﾐﾉﾝ 浪合小

 7 前川 桃花(4) 小学生     20.14  7 小木曽 叶果(4) 小学生     20.18 
ﾏｴｶﾜ ﾓﾓｶ 松尾小 ｵｷﾞｿ ｷｮｳｶ 松尾小

[ 3組] 風速 -3.9 [ 4組] 風速 -3.2

 1 塩澤みのり(4) 小学生     17.79 q  1 光澤 琥珀(4) 小学生     17.50 q
ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 松下 彩那(4) 小学生     18.69  2 塩澤 萌空(4) 小学生     17.90 
ﾏﾂｼﾀ ｱﾔﾅ 泰阜小 ｼｵｻﾞﾜ ﾓｱ 松尾小

 3 湯田 のの椛(4) 小学生     19.13  3 後藤 優菜(4) 小学生     18.03 
ﾕﾀﾞ ﾉﾉｶ 座光寺小 ｺﾞﾄｳ  ﾕｳﾅ 丸山小

 4 金田 こころ(4) 小学生     19.75  4 ﾅｶｲ ﾁﾅ(4) 小学生     18.55 
ｶﾅﾀﾞ ｺｺﾛ 松尾小 和田小

 5 山田 楓(4) 小学生     19.88  5 木下 愛結(4) 小学生     19.36 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 松尾小 ｷﾉｼﾀ ｱﾕ 座光寺小

 6 三澤 葵心(4) 小学生     20.16  6 坂田 玲(4) 小学生     20.67 
ﾐｻﾜ ｱﾐ 豊丘南小 ｻｶﾀ ﾚｲ 追手町小

 7 安静 璃奈子(4) 小学生     20.87  7 塚田 世唯(4) 小学生     21.90 
ｱﾝｼﾞｮｳ ﾘﾅｺ 追手町小 ﾂｶﾀﾞ ｾｲ 阿智第一小

[ 5組] 風速 -6.3

 1 土屋  那月(4) 小学生     17.82 q
ﾂﾁﾔ   ﾅﾂｷ 下條小

 2 籔下 晴奈(4) 小学生     18.19 
ﾔﾌﾞｼﾀ ﾊﾙﾅ 泰阜小

 3 塩澤 璃々(4) 小学生     18.27 
ｼｵｻﾞﾜ ﾘﾘ 上久堅小

 4 宮島 空来(4) 小学生     18.96 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｿﾗ 追手町小

 5 藤本 夢乃(4) 小学生     19.59 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ 松尾小

 6 中嶋 優月(4) 小学生     19.73 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 松尾小

 7 中條 陽色(4) 小学生     20.53 
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾋｲﾛ 豊丘南小

風速 -1.8

 1 脇坂 梨恵子(4) 小学生     16.16 
ﾜｷｻﾞｶ ﾘｴｺ 泰阜小

 2 加藤 妃心(4) 小学生     16.57 
ｶﾄｳ ﾋﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 土屋  那月(4) 小学生     16.64 
ﾂﾁﾔ   ﾅﾂｷ 下條小

 4 籔下 結奈(4) 小学生     16.81 
ﾔﾌﾞｼﾀ ﾕｳﾅ 泰阜小

 5 光澤 琥珀(4) 小学生     16.83 
ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 塩澤みのり(4) 小学生     16.90 
ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 上田 悠月(4) 小学生     17.01 
ｳｴﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 座光寺小

 8 西島 風夏(4) 小学生     17.40 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾌｳｶ 豊丘南小
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予選 5月20日 10:15
決勝 5月20日 14:55

大会新(GR)          14.11
県小学新(KR)        13.06

[ 1組] 風速 -2.6 [ 2組] 風速 -4.7

 1 筒井 南心(5) 小学生     15.65 q  1 小林 希愛(5) 小学生     16.84 q
ﾂﾂｲ ﾐﾅﾐ 喬木第一小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 後藤 茉衣(5) 小学生     17.61 q  2 清水  麻理恵(5) 小学生     17.45 q
ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 上久堅小 ｼﾐｽﾞ   ﾏﾘｴ 下條小

 3 菅沼 心乃香(5) 小学生     17.70  3 日吉 二葉(5) 小学生     17.48 q
ｽｶﾞﾇﾏ ｺﾉｶ 豊丘南小 ﾋﾖｼ ﾌﾀﾊﾞ 上久堅小

 4 後藤 真依(5) 小学生     17.79  4 池田 朋香(5) 小学生     17.98 
ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 伊賀良小 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｶ 喬木第一小

 5 関 沙桜里(5) 小学生     19.12  5 清水 みいな(5) 小学生     18.15 
ｾｷ ｻｵﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｼﾐｽﾞ ﾐｲﾅ 天竜SC

 6 村松  ゆな(5) 小学生     19.32  6 土田 恋乃羽(5) 小学生     18.34 
ﾑﾗﾏﾂ   ﾕﾅ 下條小 ﾂﾁﾀﾞ ｺﾉﾊ 高森南小

 7 吉澤 綾音(5) 小学生     19.87  7 平岩 ひな(5) 小学生     18.62 
ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 高森南小 ﾋﾗｲﾜ ﾋﾅ 下久堅小
松原 莉彩(5) 小学生  8 宮下 友希(5) 小学生     18.86 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘﾛ 泰阜小 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 3組] 風速 -4.0 [ 4組] 風速 -5.3

 1 柳  美紀(5) 小学生     17.01 q  1 松下 玲来(5) 小学生     15.29 q
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｼﾀ ﾚｲﾗ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 代田  りみ(5) 小学生     17.76  2 小池 南々子(5) 小学生     16.79 q
ｼﾛﾀ   ﾘﾐ 下條小 ｺｲｹ ﾅﾅｺ 阿智第一小

 3 木下 瑠菜(5) 小学生     18.19  3 小川 紗良(5) 小学生     17.85 
ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｵｶﾞﾜ ｻﾗ 追手町小

 4 神山 優音(5) 小学生     18.80  4 小林  ゆら(5) 小学生     18.57 
ｶﾐﾔﾏ ﾕｲﾈ 大下条 ｺﾊﾞﾔｼ   ﾕﾗ 下條小

 5 此間 椿(5) 小学生     18.82  5 平岩 めい(5) 小学生     19.07 
ｺﾉﾏ ﾂﾊﾞｷ 下久堅小 ﾋﾗｲﾜ ﾒｲ 下久堅小

 6 寺沢 夏鈴(5) 小学生     20.21  6 清水 七星(5) 小学生     19.49 
ﾃﾗｻﾜ ｶﾘﾝ 高森南小 ｼﾐｽﾞ ﾅﾅｾ 千栄小

 7 熊谷 奈々(5) 小学生     22.38  7 茂手木 奈月(5) 小学生     20.76 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾅ 伊賀良小 ﾓﾃｷﾞ ﾅﾂｷ 竜丘小

風速 +0.4

 1 松下 玲来(5) 小学生     14.26 
ﾏﾂｼﾀ ﾚｲﾗ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 筒井 南心(5) 小学生     14.82 
ﾂﾂｲ ﾐﾅﾐ 喬木第一小

 3 小池 南々子(5) 小学生     15.53 
ｺｲｹ ﾅﾅｺ 阿智第一小

 4 柳  美紀(5) 小学生     15.73 
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 小林 希愛(5) 小学生     15.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 6 日吉 二葉(5) 小学生     16.04 
ﾋﾖｼ ﾌﾀﾊﾞ 上久堅小

 7 清水  麻理恵(5) 小学生     16.52 
ｼﾐｽﾞ   ﾏﾘｴ 下條小

 8 後藤 茉衣(5) 小学生     17.20 
ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 上久堅小

8    73

2   201

4    16

1   202

5    22

7   169

記録／備考
6    17

3    98

3   278

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8    58

7   205

   22

4   227

6    71

6    37

順 ﾚｰﾝ
2

2    54

5

3   108

8    20

5   217

所属名 記録／備考
7   169

4    77

No.
   17

5   150

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

4   111

1    57

7    96

6   231

3    73

2   202

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
8    16

6   100

4   210

2   145

8    75

3   256

1    39

5   201

小学5年女子

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

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
7    98



予選 5月20日 10:45
決勝 5月20日 15:05

大会新(GR)          13.68
県小学新(KR)        13.06

[ 1組] 風速 -3.7 [ 2組] 風速 -5.3

 1 山崎 佑夏(6) 小学生     15.82 q  1 倉田 千愛(6) 小学生     15.35 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｸﾗﾀ ﾁﾅ 富草小

 2 佐々木 まゆ(6) 小学生     15.90 q  2 羽生 彩華(6) 小学生     15.61 q
ｻｻｷ ﾏﾕ 下久堅小 ﾊﾆｭｳ ｱﾔｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 松下 日菜向(6) 小学生     16.67 q  3 平澤 來実(6) 小学生     17.53 q
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾅﾀ 富草小 ﾋﾗｻﾜ ｸﾙﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 浅井 ゆいか(6) 小学生     16.72 q  4 宮下 心優(6) 小学生     17.64 
ｱｻｲ ﾕｲｶ 松尾小 ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕ 高森南小

 5 松下 侑夏(6) 小学生     17.28 q  5 志村 悠(6) 小学生     18.40 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｶ 泰阜小 ｼﾑﾗ ﾕｳ 竜丘小

 6 白上 暖佳(6) 小学生     17.67  6 内山 ゆず季(6) 小学生     18.55 
ｼﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 竜丘小 ｳﾁﾔﾏ ﾕｽﾞｷ 高森南小

 7 小林 千夏(6) 小学生     18.60 脇坂 心雪(6) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 高森南小 ﾜｷｻﾞｶ ｺﾕｷ 泰阜小

風速 +0.4

 1 倉田 千愛(6) 小学生     14.63 
ｸﾗﾀ ﾁﾅ 富草小

 2 羽生 彩華(6) 小学生     14.63 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 佐々木 まゆ(6) 小学生     14.92 
ｻｻｷ ﾏﾕ 下久堅小

 4 山崎 佑夏(6) 小学生     15.09 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 松下 日菜向(6) 小学生     15.38 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾅﾀ 富草小

 6 浅井 ゆいか(6) 小学生     15.56 
ｱｻｲ ﾕｲｶ 松尾小

 7 松下 侑夏(6) 小学生     16.31 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｶ 泰阜小

 8 平澤 來実(6) 小学生     16.48 
ﾋﾗｻﾜ ｸﾙﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

小学6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
6    12

7    55

4   276

2   241

8   190

5   109

順 ﾚｰﾝ

3   209

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   242

3     2

4   167

6   102
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2   112

5   212
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   242

6     2

5    55

4    12

8   241

7   190

2   209

1   167



決勝 5月20日 14:30

大会新(GR)        3,15.07
県小学新(KR)      3,03.46

 1 原 亜真乃(5) 小学生   3,27.41 
ﾊﾗ ｱﾏﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 桐生 瑞希(6) 小学生   3,29.09 
ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 松下 真奈(6) 小学生   3,29.85 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 梅木 莉子(6) 小学生   3,33.08 
ｳﾒｷ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 伊藤 瑠那(5) 小学生   3,35.02 
ｲﾄｳ ﾙﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 中島 妃芽乃(5) 小学生   3,36.33 
ﾅｶｼﾏ ﾋﾒﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 福島 羽七(5) 小学生   3,39.69 
ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 佐藤 利紗(5) 小学生   3,41.93 
ｻﾄｳ ﾘｻ 富草小

 9 山岸 來奈(5) 小学生   3,45.02 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾗﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

10 松葉 彩聖(5) 小学生   3,50.63 
ﾏﾂﾊﾞ ｱﾔｾ 大下条

11 中山 優彩(5) 小学生   3,54.98 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｱ 喬木第一小

12 吉川 彩夏(5) 小学生   4,00.87 
ﾖｼｶﾜ ｱﾔｶ 追手町小

13 小池 陽莉(5) 小学生   4,02.36 
ｺｲｹ ﾋﾖﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

14 佐々木 奏羽(5) 小学生   4,07.39 
ｻｻｷ ｿﾜ ISｼﾞｭﾆｱ

15 木下 麗(5) 小学生   4,17.63 
ｷﾉｼﾀ ｳﾗﾗ 豊丘南小
大場由日里(5) 小学生
ｵｵﾊﾞ ﾕｶﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
松村 友莉奈(5) 小学生
ﾏﾂﾑﾗ ﾕﾘﾅ 竜丘小

小学5.6年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9     4

17     3

15     8

7    10

13     1

5     9

4   166

16   240

11     6

10   216

8    97

6   224

1     7

3     5

14   273
欠場

2   265

12   162
欠場



決勝 5月20日 12:30

大会新(GR)          15.55
県小学新(KR)        12.70

風速 -3.3

 1 西尾 咲輝(6) 小学生     18.16 
ﾆｼｵ ｻｷ 座光寺小

 2 小林 美結(6) 小学生     19.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 座光寺小

 3 松下  和乃歌(6) 小学生     19.80 
ﾏﾂｼﾀ   ﾉﾉｶ 下條小

 4 小林 夏菜(6) 小学生     19.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 座光寺小

 5 上山 陽奈(6) 小学生     21.01 
ｶﾐﾔﾏ ﾋﾅ 座光寺小
白上 世莉(6) 小学生
ｼﾗｶﾞﾐ ｾﾘ 座光寺小

小学5.6年女子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   129

2   124

6    72

4   123

7   127

3   136
失格 T8



予選 5月20日 12:00
決勝 5月20日 16:10

大会新(GR)          55.18
県小学新(KR)        53.07

[ 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   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    15 小畑 琉奈(6)   1,00.35 q  1   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   148 岩下 心葉(5)     58.65 q

ｲｲﾀﾞｯｼｭｯｸﾗﾌﾞ ｵﾊﾞﾀ ﾙﾅ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｲﾜｼﾀ ｺｺﾊ
   11 吉澤 緩奈(6)   163 中島 采香(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾝﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ
   13 山田 吏凌(6)   158 松尾 綺夏(5)

ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉ ﾏﾂｵ ｱﾔｶ
   19 田口 美桜(6)   165 湯澤 彩花(5)

ﾀｸﾞﾁ ﾐｵｳ ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ
 2   4 丸山小    91 松澤 彩姫(6)   1,00.88 q  2   5 松尾小   173 安藤 ゆず(6)   1,01.20 q

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾒ ﾏﾂｵｼｮｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞ
   90 牧島 渚(6)   174 安藤 奈々花(6)

ﾏｷｼﾏ  ﾅｷﾞｻ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ
   86 山本 天音(6)   178 岡村 瑚白(6)

ﾔﾏﾓﾄ  ｱﾏﾈ ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ
   84 後藤 咲季(6)   181 原田 未李(6)

ｺﾞﾄｳ  ｻｷ ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ
 3   5 阿智第二小    29 関 帆奈美(6)   1,05.41 q  3   4 座光寺小   118 原 千夏(5)   1,04.06 q

ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳ ｾｷ ﾎﾅﾐ ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳ ﾊﾗ ﾁﾅﾂ
   28 遠山 紅葉(5)   126 松村 來春(5)

ﾄｵﾔﾏ ｸﾚﾊ ﾏﾂﾑﾗ ｺﾊﾙ
   35 田中 莉央(6)   125 小林 蓮夏(5)

ﾀﾅｶ ﾘｵ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ
   32 原 野乃花(6)   119 高田 萌花(5)

ﾊﾗ ﾉﾉｶ ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ
 4   2 豊丘南小(B)   255 壬生 蒼衣(5)   1,07.40 q   2 豊丘南小(A)   261 辻元 咲葵(6)

ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳB ﾐﾌﾞ ｱｵｲ ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳA ﾂｼﾞﾓﾄ ｻｷ 失格
  244 近藤 日和(5)   246 三石 愛(6) T3-3

ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾖﾘ ﾐﾂｲｼ ｱｲ
  252 篠田 莉聖(5)   258 石原 愛子(6)

ｼﾉﾀﾞ ﾘｾ ｲｼﾊﾗ ｱｲｺ
  262 内山 咲代子(5)   245 栗澤 衣麻(6)

ｳﾁﾔﾏ ｻﾖｺ ｸﾘｻﾜ ｴﾏ
 5   6 伊賀良小    46 増田 ひなた(6)   1,10.94 q

ｲｶﾞﾗｼｮｳ ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾀ
   51 北原 野々花(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉｶ
   52 髙瀨 愛音(5)

ﾀｶｾ ｱﾉﾝ
   53 髙瀨 星音(6)

ﾀｶｾ ｼｵﾝ

小学5.6年女子

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   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   148 岩下 心葉(5)     59.04 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｲﾜｼﾀ ｺｺﾊ
  163 中島 采香(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ
  158 松尾 綺夏(5)

ﾏﾂｵ ｱﾔｶ
  165 湯澤 彩花(5)

ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ
 2   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    15 小畑 琉奈(6)   1,01.27 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｯｸﾗﾌﾞ ｵﾊﾞﾀ ﾙﾅ
   11 吉澤 緩奈(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾝﾅ
   13 山田 吏凌(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉ
   19 田口 美桜(6)

ﾀｸﾞﾁ ﾐｵｳ
 3   4 松尾小   173 安藤 ゆず(6)   1,02.00 

ﾏﾂｵｼｮｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞ
  174 安藤 奈々花(6)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ
  178 岡村 瑚白(6)

ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ
  181 原田 未李(6)

ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ
 4   5 丸山小    91 松澤 彩姫(6)   1,03.22 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾒ
   90 牧島 渚(6)

ﾏｷｼﾏ  ﾅｷﾞｻ
   86 山本 天音(6)

ﾔﾏﾓﾄ  ｱﾏﾈ
   84 後藤 咲季(6)

ｺﾞﾄｳ  ｻｷ
 5   7 座光寺小   118 原 千夏(5)   1,04.92 

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳ ﾊﾗ ﾁﾅﾂ
  126 松村 來春(5)

ﾏﾂﾑﾗ ｺﾊﾙ
  125 小林 蓮夏(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ
  119 高田 萌花(5)

ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ
 6   8 阿智第二小    29 関 帆奈美(6)   1,06.45 

ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳ ｾｷ ﾎﾅﾐ
   28 遠山 紅葉(5)

ﾄｵﾔﾏ ｸﾚﾊ
   35 田中 莉央(6)

ﾀﾅｶ ﾘｵ
   32 原 野乃花(6)

ﾊﾗ ﾉﾉｶ
 7   2 豊丘南小(B)   255 壬生 蒼衣(5)   1,07.93 

ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳB ﾐﾌﾞ ｱｵｲ
  244 近藤 日和(5)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾖﾘ
  252 篠田 莉聖(5)

ｼﾉﾀﾞ ﾘｾ
  262 内山 咲代子(5)

ｳﾁﾔﾏ ｻﾖｺ
 8   1 伊賀良小    46 増田 ひなた(6)   1,12.48 

ｲｶﾞﾗｼｮｳ ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾀ
   51 北原 野々花(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉｶ
   52 髙瀨 愛音(5)

ﾀｶｾ ｱﾉﾝ
   53 髙瀨 星音(6)

ﾀｶｾ ｼｵﾝ

4×100mR
決勝

小学5.6年女子



決勝 5月20日  9:30

大会新(GR)           1.23
県小学新(KR)         1.38

熊谷  かなで(5) 小学生
ｸﾏｶﾞｲ   ｶﾅﾃﾞ 下條小
小平 一葉(5) 小学生
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 天竜SC
井原  慶佳(5) 小学生
ｲﾊﾗ   ｹｲｶ 下條小

 1.05XO XXXO O O

 1.05

3 1    62

O XXXO O O

 1.10

2 2   230

O XO

1m15

XXXO O O
1 3    66

備考m90 m95 1m00所属名 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

小学5.6年女子

走高跳

決勝

1m05 1m10



決勝 5月20日  9:10

大会新(GR)           4.13
県小学新(KR)         4.75

中村 夏鈴(6) 小学生   3.71   3.45   3.72   3.18   3.03   3.43    3.72 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   +3.5   +3.0   +2.9   +3.8   +3.4   +3.6    +2.9
山﨑 ここね(5) 小学生   3.13   2.89   2.99   2.74   2.72   3.06    3.13 
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺﾈ 天龍小   +3.2   +1.8   +3.4   +3.0   +3.3   +2.4    +3.2
内藤 瑞咲(5) 小学生   2.99   2.86   2.81    X   2.95   2.97    2.99 
ﾅｲﾄｳ ﾐｻｷ 天竜SC   +3.3   +4.3   +4.3   +3.1   +3.0    +3.3
松澤 祐奈(5) 小学生   2.86   2.85   2.79   2.93   2.72    X    2.93 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 伊賀良小   +2.7   +4.6   +2.7   +3.6   +3.1    +3.6
小嶋  真凜(6) 小学生 欠場
ｺｼﾞﾏ   ﾏﾘﾝ 下條小

5    70

3 3   232

4 2    42

1 4    18
-5-

2 1   235

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学5.6年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月20日 12:30

大会新(GR)          34.01
県小学新(KR)        54.86

香山 寧玖(6) 小学生 大会新
ｶﾔﾏ ｼｽﾞｸ 喬木第一小
岩崎 ことの(6) 小学生
ｲﾜｻｷ ｺﾄﾉ 上郷小
葛西 歩実(6) 小学生
ｶｻｲ ｱﾕﾐ 大鹿小
平松 心桜(5) 小学生
ﾋﾗﾏﾂ ｺｺﾛ 大下条
中川 伊歩紀(5) 小学生
ﾅｶｶﾞﾜ ｲﾌﾞｷ 大鹿小
古田 茉朋里(6) 小学生
ﾌﾙﾀ ﾏﾎﾘ 松尾小
田中 宥妃(5) 小学生
ﾀﾅｶ  ﾕｳｷ 丸山小
牧野 瑞希(5) 小学生 欠場
ﾏｷﾉ  ﾐｽﾞｷ 高森北小

小学5.6年女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投(ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾎﾞｰﾙ)

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 8    94

  O   O   O   O   O 36.80  36.80 

2 6   204
  O 32.32   O   O   O   O  32.32 

3 2   219
29.12   O   O   O   O   O  29.12 

4 5   218
  O   O 18.88   O   O   O  18.88 

5 1   220
  X   O 17.54   O   O   O  17.54 

6 4   182
  X   X 15.25   O   O   X  15.25 

7 3    88
  O   O   O

7   114

14.35   O   O  14.35 



決勝 5月20日 11:30

風速 -1.6

 1 岩井 優季(5) 小学生     17.30 
ｲﾜｲ ﾕｷ 座光寺小

 2 萱間 美祈(5) 小学生     17.82 
ｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ 座光寺小

2   116

3   115

小学ｵｰﾌﾟﾝ女子

小学ｵｰﾌﾟﾝ女子100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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