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■ この大会で樹立された記録 

 
な し 

 
 
■グラウンドコンディション 

日付 時刻 天候 気温（℃） 湿度（％） 風向 風速（m/s） 

5月19日 8：40 晴れ 23.0 60.0 南西 2.0 

 9：00 晴れ 24.3 56.0 南西 1.6 

 10：00 晴れ 25.5 48.0 北 1.1 

 11：00 晴れ 26.1 41.0 南東 0.8 

 12：00 晴れ 26.4 38.0 南 2.8 

 13：00 晴れ 25.8 36.0 南 4.4 

 14：00 晴れ 25.8 32.0 南 1.8 

 15：00 晴れ 25.4 33.0 北東 2.9 

 



第35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】172030  伊那市陸上競技場

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
05/19 混合 箕輪中部(A)     1,02.43 赤穂(A)     1,02.96 西箕輪AC     1,03.55 東春近(B)     1,03.72 箕輪北     1,03.78 飯島(A)     1,03.88 南箕輪南部(A)     1,04.49 手良(A)     1,05.31

4×100mR 河野 亜依菜(5) 鈴木 翠央(5) 滝澤 知歩羅(5) 唐澤 夏萌(5) 唐澤 優凛亜(5) 片桐 百望(5) 西村 胡春(5) 酒井 南侑(5)
岡 美来(5) 林 愛由里(5) 宮嶋 心菜(5) 久保田 夢真(5) 折井 梨緒(5) 下島 伶花(5) 髙井 優雅(5) 飯島 奈々香(5)
山岡 玖瑠(5) 湯澤 幸大(5) 硴塚 冬矢(5) 小林 智将(5) 飯島 聖那(5) 下平 蓮(5) 目黒 暖人(5) 伊藤 朱雀(5)
栗原 悠(5) 池上 裕汰(5) 新井 翔(5) 伊藤 翔琉(5) 松原 楓(5) 湯澤 天汰(4) 小川 晴旭(5) 髙橋 晟(5)



予選 5月19日 10:15
決勝 5月19日 14:40

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   6 東春近(B)  1185 唐澤 夏萌(5)   1,02.70 q  1   4 箕輪中部(A)  1268 河野 亜依菜(5)   1,01.78 q

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶB ｶﾗｻﾜ ﾅﾂﾒ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞA ｺｳﾉ ｱｲﾅ
 1184 久保田 夢真(5)  1267 岡 美来(5)

ｸﾎﾞﾀ ﾕﾏ ｵｶ ﾐﾗｲ
 1223 小林 智将(5)  1305 山岡 玖瑠(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾏｻ ﾔﾏｵｶ ｸﾘｭｳ
 1222 伊藤 翔琉(5)  1304 栗原 悠(5)

ｲﾄｳ ｶｹﾙ ｸﾘﾊﾞﾗ ﾕｳ
 2   2 箕輪中部(B)  1272 小林 あいか(4)   1,04.74  2   2 飯島(A)  1220 片桐 百望(5)   1,03.31 q

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞB ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ ｲｲｼﾞﾏA ｶﾀｷﾞﾘ ﾓﾓﾐ
 1270 伊藤 希実(4)  1221 下島 伶花(5)

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ｼﾓｼﾞﾏ ﾚｲｶ
 1309 太田 慶聖(4)  1255 下平 蓮(5)

ｵｵﾀ ｹｲｾｲ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾚﾝ
 1308 小林 翔馬(4)  1256 湯澤 天汰(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾏ ﾕｻﾞﾜ ｱﾏﾀ
 3   3 中川東  1154 三宅 真生(4)   1,05.44  3   5 伊那東(B)  1016 吉澤 慧(4)   1,05.33 

ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼ ﾐﾔｹ ﾏｵ ｲﾅﾋｶﾞｼB ﾖｼｻﾞﾜ ｹｲ
 1153 富永 桃子(4)  1017 高田 詩絵奈(4)

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾓﾓｺ ﾀｶﾀﾞ ｼｴﾅ
 1185 原 悠真(4)  1033 ｺｶﾞ ｴﾘｷ ｹﾝｼﾞ(4)

ﾊﾗ ﾕｳﾏ ｺｶﾞ ｴﾘｷ ｹﾝｼﾞ
 1186 米山 閏悠(4)  1034 古田 龍之介(4)

ﾖﾈﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾕｳ ﾌﾙﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ
 4   7 手良(B)  1074 池上 杏奈(4)   1,07.61  4   8 高遠(A)  1051 中村 葉(4)   1,06.97 

ﾃﾗB ｲｹｶﾞﾐ ｱﾝﾅ ﾀｶﾄｵA ﾅｶﾑﾗ ﾖｳ
 1075 有賀 暖(4)  1050 山崎 せり(4)

ｱﾙｶﾞ ﾎﾉｶ ﾔﾏｻﾞｷ ｾﾘ
 1099 向山 陽貴(4)  1078 伊藤 遥(4)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾙｷ ｲﾄｳ ﾊﾙ
 1100 寺澤 優孝(4)  1077 白川 舜大(4)

ﾃﾗｻﾜ ﾏｻﾀｶ ｼﾗｶﾜ ﾄｼﾋﾛ
 5   5 宮田(B)  1040 縣 ほのか(5)   1,08.14  5   7 伊那  1004 上村 雛乃(5)   1,07.02 

ﾐﾔﾀﾞB ｱｶﾞﾀ ﾎﾉｶ ｲﾅ ｶﾐﾑﾗ ﾋﾅﾉ
 1041 竹内 莉奈(5)  1003 髙杉 美月(5)

ﾀｹｳﾁ ﾘﾅ ﾀｶｽｷﾞ ﾐﾂｷ
 1065 新井 海吏(4)  1016 小林 大和(4)

ｱﾗｲ ｶｲﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ
 1066 長坂 昂紀(5)  1015 渡辺 夏向(5)

ﾅｶﾞｻｶ ｺｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾀ
 6   1 高遠(B)  1052 保科 稀織奈(4)   1,09.35  6   3 赤穂(E)  1313 小林 優月(4)   1,09.99 

ﾀｶﾄｵB ﾎｼﾅ ﾏｵﾅ ｱｶﾎE ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ
 1053 髙嶋 亜寿沙(4)  1315 長野 かりん(4)

ﾀｶｼﾏ ｱｽﾞｻ ﾅｶﾞﾉ ｶﾘﾝ
 1079 藤井 優里菜(6)  1375 砂場 未蘭(4)

ﾌｼﾞｲ ﾕﾘﾅ ｽﾅﾊﾞ ﾐﾗﾝ
 1080 中島 輝(4)  1374 大嶋 晴二郎(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ ｵｵｼﾏ ｾｲｼﾞﾛｳ
 7   8 長谷(A)  1164 田野 綾音(4)   1,10.54  7   6 中川西(B)  1149 松原 寧音(4)   1,10.09 

ﾊｾA ﾀﾉ ｱﾔﾈ ﾅｶｶﾞﾜﾆｼB ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾈﾈ
 1165 春日 優季(4)  1150 宮澤 宇多(4)

ｶｽｶﾞ ﾕｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾀ
 1194 久保田 暁仁(4)  1182 荒木 満希(4)

ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾋﾄ ｱﾗｷ ﾐﾂｷ
 1193 後藤 優空(4)  1183 西村 唯(4)

ｺﾞﾄｳ ﾕｱ ﾆｼﾑﾗﾕｲ
  4 七久保(A)  1068 米澤 心美(5)  8   1 西春近南  1087 酒井 風佳(4)   1,10.21 

ﾅﾅｸﾎﾞA ﾖﾈｻﾞﾜ ｺｺﾐ 失格 ﾆｼﾊﾙﾁｶﾐﾅﾐ ｲｲｽﾞｶ ﾌｳｶ
 1067 鎌倉 聖音(5)  1088 下平 絢(4)

ｶﾏｸﾗ ﾏﾘｱﾈ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔ
 1093 早稲田 然(5)  1120 有賀 春翔(4)

ﾜｾﾀﾞ ｾﾞﾝ ｱﾙｶﾞ ﾊﾙﾄ
 1091 三池 野生(5)  1121 久保田 翔太(4)

ﾐｲｹ ﾋﾛｷ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾀ

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 箕輪北  1279 唐澤 優凛亜(5)   1,03.32 q  1   4 西箕輪AC  1095 滝澤 知歩羅(5)   1,01.43 q

ﾐﾉﾜｷﾀ ｶﾗｻﾜ ﾕﾘｱ ﾆｼﾐﾉﾜｴ-ｼ- ﾀｷｻﾞﾜ ﾁｱﾗ
 1281 折井 梨緒(5)  1096 宮嶋 心菜(5)

ｵﾘｲ ﾘｵ ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｺﾅ
 1327 飯島 聖那(5)  1127 吉田 壮志(5)

ｲｲｼﾞﾏ ｾﾅ ﾖｼﾀﾞ ｿｳｼ
 1326 松原 楓(5)  1125 新井 翔(5)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｴﾃﾞ ｱﾗｲ ｶｹﾙ
 2   6 赤穂南(B)  1110 伊藤 柚来(4)   1,05.41  2   5 手良(A)  1072 酒井 南侑(5)   1,03.63 q

ｱｶﾎﾐﾅﾐB ｲﾄｳ ﾕｳﾗ ﾃﾗA ｻｶｲ ﾅﾕ
 1111 宮澤 ゆめの(4)  1073 飯島 奈々香(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕﾒﾉ ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾅｶ
 1145 小松 竹千代(4)  1097 伊藤 朱雀(5)

ｺﾏﾂ ﾀｹﾁﾖ ｲﾄｳ ｽｻﾞｸ
 1144 上田 暖幸(4)  1098 髙橋 晟(5)

ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ
 3   3 赤穂(C)  1309 有岡 遼香(5)   1,05.78  3   2 南箕輪  1192 笹平 倖希(4)   1,03.86 

ｱｶﾎC ｱﾘｵｶ ﾊﾙｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｻｻﾋﾗ ﾕｷ
 1310 原口 桃(5)  1194 飯島 未緒(4)

ﾊﾗｸﾞﾁ ﾓﾓ ｲｲｼﾞﾏ ﾐｵ
 1368 友野 拓海(5)  1235 村山 優人(5)

ﾄﾓﾉ ﾀｸﾐ ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ
 1369 藤岡 悠人(4)  1236 野村 陽斗(4)

ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾄ ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ
 4   8 伊那東(A)  1014 酒井 花音(4)   1,06.09  4   3 赤穂(B)  1307 鈴木 ひかり(5)   1,04.52 

ｲﾅﾋｶﾞｼA ｻｶｲ ｶﾉﾝ ｱｶﾎB ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ
 1015 ホンダ コカリ フェル  1308 柏原 美緒(5)

ﾎﾝﾀﾞ ｺｶﾘ ﾌｪﾙﾅﾝﾀﾞ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ
 1031 伊藤 悠雅(4)  1367 樋郡 凌雅(5)

ｲﾄｳ ﾕｳｶﾞ ﾋｺﾞｵﾘ ﾘｮｳｶﾞ
 1032 小牧 英心(4)  1366 佐野 颯翔(5)

ｺﾏｷ ｴｲｼﾝ ｻﾉ ﾊﾔﾄ
 5   7 手良(C)  1076 宮原 來瑞(4)   1,07.27  5   1 飯島(D)  1234 松下 妃月(4)   1,07.31 

ﾃﾗC ﾐﾔﾊﾗ ｸﾙﾐ ｲｲｼﾞﾏD ﾏﾂｼﾀ ｷﾗﾗ
 1077 鈴木 麗海(4)  1235 加藤 桜和(4)

ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ ｶﾄｳ ｻﾅ
 1101 有賀 唯人(4)  1269 本部 航汰(4)

ｱﾙｶﾞ ﾕｲﾄ ﾎﾝﾌﾞ ｺｳﾀ
 1102 寺澤 薫孝(4)  1270 大原 隼太(4)

ﾃﾗｻﾜ ﾕｷﾀｶ ｵｵﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 6   2 宮田(A)  1038 宇都宮 愛香(5)   1,07.35  6   7 西春近北  1082 犬塚 結菜(4)   1,10.98 

ﾐﾔﾀﾞA ｳﾂﾉﾐﾔ ｱｲｶ ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀ ｲﾇﾂﾞｶ ﾕｳﾅ
 1039 小田切 結愛(5)  1083 佐野 水麻(4)

ｺﾀｷﾞﾘ ﾕｱ ｻﾉ ﾐｵ
 1063 唐木 哲平(4)  1111 春日 翔真(4)

ｶﾗｷ ﾃｯﾍﾟｲ ｶｽｶﾞ ｼｮｳﾏ
 1064 大橋 拓未(4)  1112 保坂 煌志(4)

ｵｵﾊｼ ﾀｸﾐ ﾎｻｶ ｺｳｼ
 7   1 中川西(A)  1146 久保田 絆(4)   1,14.50  7   6 東伊那  1169 水村 稜希(5)   1,11.98 

ﾅｶｶﾞﾜﾆｼA ｸﾎﾞﾀ ｷｽﾞﾅ ﾋｶﾞｼｲﾅ ﾐｽﾞﾑﾗ ｲﾂﾞｷ
 1147 栗山 詩子(4)  1170 羽生 凪(4)

ｸﾘﾔﾏ ｳﾀｺ ﾊﾆｭｳ ﾅｷﾞ
 1180 中川 瑛介(4)  1200 坂井 千紘(4)

ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｽｹ ｻｶｲ ﾁﾋﾛ
 1181 佐々木 暸一(4)  1201 福澤 徠稀(4)

ｻｻｷ ﾘｮｳｲﾁ ﾌｸｻﾞﾜ ﾗｲｷ
 8   4 飯島(B)  1226 中原 鈴葉(4)   1,15.29 

ｲｲｼﾞﾏB ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞﾊ
 1227 山際 そら(4)

ﾔﾏｷﾞﾜ ｿﾗ
 1261 唐澤 謙汰(4)

ｶﾗｻﾜ ｹﾝﾀ
 1262 羽生 栞士(5)

ﾊﾆｭｳ ｶﾝｼﾞ

混合

4×100mR



[ 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   7 赤穂(A)  1305 鈴木 翠央(5)   1,01.56 q  1   7 赤穂(D)  1311 山本 結友(4)   1,04.63 

ｱｶﾎA ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ ｱｶﾎD ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ
 1304 林 愛由里(5)  1312 岡田 梨瑚(4)

ﾊﾔｼ ｱﾕﾘ ｵｶﾀﾞ ﾘｺ
 1364 湯澤 幸大(5)  1372 髙野 徳之(4)

ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ ﾀｶﾉ ﾉﾘﾕｷ
 1365 池上 裕汰(5)  1371 松澤 結翔(4)

ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾀ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｲﾄ
 2   4 南箕輪南部(A)  1207 西村 胡春(5)   1,03.63 q  2   2 七久保(B)  1070 矢澤 叶望(4)   1,05.27 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾅﾝﾌﾞA ﾆｼﾑﾗ ｺﾊﾙ ﾅﾅｸﾎﾞB ﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ
 1208 髙井 優雅(5)  1069 鈴木 未空(4)

ﾀｶｲ ﾕｳｶﾞ ｽｽﾞｷ ﾐｸ
 1241 目黒 暖人(5)  1095 西村 晄獅朗(4)

ﾒｸﾞﾛ ﾊﾙﾄ ﾆｼﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ
 1242 小川 晴旭(5)  1094 石神 颯大(4)

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾋ ｲｼｶﾞﾐ ｿｳﾀ
 3   5 飯島(E)  1236 毛賀澤 心晴(4)   1,07.84  3   4 飯島(C)  1232 横山 ここみ(4)   1,07.43 

ｲｲｼﾞﾏE ｹｶﾞｻﾜ ｺﾊﾙ ｲｲｼﾞﾏC ﾖｺﾔﾏ ｺｺﾐ
 1237 杉江 由彩(4)  1233 福島 凛心(4)

ｽｷﾞｴ  ﾕｱ ﾌｸｼﾏ ﾘｺ
 1271 北澤 凛大(4)  1267 森谷 優介(4)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝﾀ ﾓﾘﾀﾆ ﾕｳｽｹ
 1272 古屋 大地(4)  1268 小林 健人(4)

ﾌﾙﾔ ﾀﾞｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ
 4   3 伊那北(B)  1030 吉沢 桜(4)   1,07.94  4   1 箕輪西  1250 城内 麻衣(4)   1,08.16 

ｲﾅｷﾀB ﾖｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ ﾐﾉﾜﾆｼ ｼﾛｳﾁ ﾏｲ
 1029 向山 暖(4)  1251 唐澤 玲名(4)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾙ ｶﾗｻﾜ ﾚｲﾅ
 1052 貝瀬 凰太(4)  1286 唐澤 輝己(4)

ｶｲｾ ｺｳﾀ ｶﾗｻﾜ ﾃﾙｷ
 1053 古賀 チアゴ(4)  1287 向山 晴信(4)

ｺｶﾞ ﾁｱｺﾞ ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾙﾉﾌﾞ
 5   1 辰野南  1138 桑澤 はな(4)   1,08.58  5   6 赤穂南(A)  1104 原口 結衣(5)   1,09.03 

ﾀﾂﾉﾐﾅﾐ ｸﾜｻﾞﾜ ﾊﾅ ｱｶﾎﾐﾅﾐA ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｲ
 1137 小松 梨那(4)  1105 南澤 絢希(4)

ｺﾏﾂ ﾘﾅ ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ｱｷ
 1174 中村 大地(4)  1139 藤満 優樹(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ ﾌｼﾞﾐﾂ ﾕｳｷ
 1173 小澤 優真(4)  1138 林 大地(4)

ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾏ ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ
 6   2 東春近(C)  1188 酒井 日菜子(4)   1,09.50  6   5 南箕輪南部(B)  1209 野原 悠奈(4)   1,09.39 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶC ｻｶｲ ﾋﾅｺ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾅﾝﾌﾞB ﾉﾊﾗ ﾕﾅ
 1187 兼子 真碧(4)  1210 伊藤 奈央(4)

ｶﾈｺ ﾏｵ ｲﾄｳ ﾅｵ
 1226 小笠原 優希(4)  1244 北原 匠道(4)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾐ
 1225 橋爪 祐也(4)  1243 原 康太朗(4)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾔ ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 7   6 長谷(B)  1166 丸茂 未來(4)   1,11.75   3 美篶  1239 那須野 彩(4)

ﾊｾB ﾏﾙﾓ ﾐｸ ﾐｽｽﾞ ﾅｽﾉ ｱﾔ 失格
 1167 北原 美空(4)  1240 木下 凛音(4)

ｷﾀﾊﾗ ﾐｸ ｷﾉｼﾀ ﾘﾝﾈ
 1195 伊藤 晴矢(4)  1275 堀内 心喜(4)

ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ ﾎﾘｳﾁ ｼﾝｷ
 1196 中山 拓己(4)  1276 西村 壮生(4)

ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ ﾆｼﾑﾗ ｿｳｲ

混合

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 箕輪中部(A)  1268 河野 亜依菜(5)   1,02.43 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞA ｺｳﾉ ｱｲﾅ
 1267 岡 美来(5)

ｵｶ ﾐﾗｲ
 1305 山岡 玖瑠(5)

ﾔﾏｵｶ ｸﾘｭｳ
 1304 栗原 悠(5)

ｸﾘﾊﾞﾗ ﾕｳ
 2   6 赤穂(A)  1305 鈴木 翠央(5)   1,02.96 

ｱｶﾎA ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ
 1304 林 愛由里(5)

ﾊﾔｼ ｱﾕﾘ
 1364 湯澤 幸大(5)

ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
 1365 池上 裕汰(5)

ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾀ
 3   4 西箕輪AC  1095 滝澤 知歩羅(5)   1,03.55 

ﾆｼﾐﾉﾜｴ-ｼ- ﾀｷｻﾞﾜ ﾁｱﾗ
 1096 宮嶋 心菜(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｺﾅ
 1126 硴塚 冬矢(5)

ｶｷﾂﾞｶ ﾄｳﾔ
 1125 新井 翔(5)

ｱﾗｲ ｶｹﾙ
 4   5 東春近(B)  1185 唐澤 夏萌(5)   1,03.72 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶB ｶﾗｻﾜ ﾅﾂﾒ
 1184 久保田 夢真(5)

ｸﾎﾞﾀ ﾕﾏ
 1223 小林 智将(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾏｻ
 1222 伊藤 翔琉(5)

ｲﾄｳ ｶｹﾙ
 5   7 箕輪北  1279 唐澤 優凛亜(5)   1,03.78 

ﾐﾉﾜｷﾀ ｶﾗｻﾜ ﾕﾘｱ
 1281 折井 梨緒(5)

ｵﾘｲ ﾘｵ
 1327 飯島 聖那(5)

ｲｲｼﾞﾏ ｾﾅ
 1326 松原 楓(5)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｴﾃﾞ
 6   8 飯島(A)  1220 片桐 百望(5)   1,03.88 

ｲｲｼﾞﾏA ｶﾀｷﾞﾘ ﾓﾓﾐ
 1221 下島 伶花(5)

ｼﾓｼﾞﾏ ﾚｲｶ
 1255 下平 蓮(5)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾚﾝ
 1256 湯澤 天汰(4)

ﾕｻﾞﾜ ｱﾏﾀ
 7   1 南箕輪南部(A)  1207 西村 胡春(5)   1,04.49 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾅﾝﾌﾞA ﾆｼﾑﾗ ｺﾊﾙ
 1208 髙井 優雅(5)

ﾀｶｲ ﾕｳｶﾞ
 1241 目黒 暖人(5)

ﾒｸﾞﾛ ﾊﾙﾄ
 1242 小川 晴旭(5)

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾋ
 8   2 手良(A)  1072 酒井 南侑(5)   1,05.31 

ﾃﾗA ｻｶｲ ﾅﾕ
 1073 飯島 奈々香(5)

ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾅｶ
 1097 伊藤 朱雀(5)

ｲﾄｳ ｽｻﾞｸ
 1098 髙橋 晟(5)

ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ

混合

4×100mR
決勝



決勝 5月19日 10:00

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +2.1

 1 向山 郁吹(4) 小学校     16.00  1 保科 陸翔(6) 小学校     15.38 
ﾑｶｲﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 箕輪中部 ﾎｼﾅ ﾘｸﾄ 赤穂

 2 宮下 朔人(4) 小学校     17.36  2 鈴木 琉伊(5) 小学校     15.50 
ﾐﾔｼﾀ ｻｸﾄ 美篶 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 七久保

 3 久保田 翔真(4) 小学校     17.51  3 中澤 達也(5) 小学校     15.90 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 西春近南 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 箕輪中部

 4 井坪 結平(4) 小学校     17.67  4 唐澤 優磨(5) 小学校     16.24 
ｲﾂﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 赤穂 ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾏ 箕輪北

 5 御子柴 雅斗(4) 小学校     17.72  5 硴塚 冬矢(5) 小学校     16.89 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾏｻﾄ 伊那 ｶｷﾂﾞｶ ﾄｳﾔ 西箕輪AC

 6 滝澤 秀斗(4) 小学校     17.92  6 竹内 安里(5) 小学校     18.69 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄ 赤穂 ﾀｹｳﾁ ｱﾝﾘ 東春近

 7 奥野 葵紫(4) 小学校     18.07 
ｵｸﾉ ｱｵｼ 赤穂南

 8 大崎 葵(4) 小学校     18.42 
ｵｵｻｷ ｱｵｲ 赤穂

[ 3組] 風速 +2.5 [ 4組] 風速 -0.5

 1 宮澤 響(4) 小学校     16.74  1 逢坂 百花(6) 小学校     16.45 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 七久保 ﾎｳｻｶ ﾓﾓｶ 南箕輪

 2 北原 瑠夏(4) 小学校     16.96  2 中村 明香(5) 小学校     16.47 
ｷﾀﾊﾗ ﾙﾅ 美篶 ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ 箕輪中部

 3 荻原 真柚(4) 小学校     16.98  3 平林 由衣(5) 小学校     16.71 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 箕輪中部 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 箕輪北

 4 久保田 珠莉(4) 小学校     17.78  4 大澤 桃子(5) 小学校     17.65 
ｸﾎﾞﾀ ﾐﾘ 南箕輪南部 ｵｵｻﾜ ﾓﾓｺ 伊那

 5 小松 結凜(4) 小学校     18.13  5 小松 史果(5) 小学校     17.91 
ｺﾏﾂ ﾕｲﾘ 赤穂 ｺﾏﾂ ﾌﾐｶ 西箕輪AC

 6 伊藤 陽茜(4) 小学校     18.65  6 井坪 心芽(5) 小学校     18.53 
ｲﾄｳ ﾊﾙｱ 伊那北 ｲﾂﾎﾞ ｺｺﾒ 赤穂

 7 飯塚 暁梛(4) 小学校     19.01  7 関 美海(5) 小学校     18.68 
ｲｲｽﾞｶ ｱｷﾅ 西春近南 ｾｷ ﾐｳﾅ 東春近

 8 登内 葵羽(4) 小学校     19.19  8 林 莉緒(4) 小学校     19.28 
ﾄﾉｳﾁ ｱｵﾊﾞ 南箕輪 ﾊﾔｼ ﾘｵ 中川西

4  1086 3  1186

8  1193 8  1148

3  1314 2  1094

6  1031 5  1306

1  1271 4  1280

7  1211 6  1002

5  1071 1  1199

2  1241 7  1269

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

3  1376 3  1224

1  1146

5  1370

4  1373 4  1325

7  1017 1  1126

6  1277 2  1092

2  1122 6  1306

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1307 5  1363

小学ｵｰﾌﾟﾝ

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 保科 陸翔(6) 小学校 赤穂     15.38 (+2.1)   2   1
   2 鈴木 琉伊(5) 小学校 七久保     15.50 (+2.1)   2   2
   3 中澤 達也(5) 小学校 箕輪中部     15.90 (+2.1)   2   3
   4 向山 郁吹(4) 小学校 箕輪中部     16.00 (+1.7)   1   1
   5 唐澤 優磨(5) 小学校 箕輪北     16.24 (+2.1)   2   4
   6 逢坂 百花(6) 小学校 南箕輪     16.45 (-0.5)   4   1
   7 中村 明香(5) 小学校 箕輪中部     16.47 (-0.5)   4   2
   8 平林 由衣(5) 小学校 箕輪北     16.71 (-0.5)   4   3
   9 宮澤 響(4) 小学校 七久保     16.74 (+2.5)   3   1
  10 硴塚 冬矢(5) 小学校 西箕輪AC     16.89 (+2.1)   2   5
  11 北原 瑠夏(4) 小学校 美篶     16.96 (+2.5)   3   2
  12 荻原 真柚(4) 小学校 箕輪中部     16.98 (+2.5)   3   3
  13 宮下 朔人(4) 小学校 美篶     17.36 (+1.7)   1   2
  14 久保田 翔真(4) 小学校 西春近南     17.51 (+1.7)   1   3
  15 大澤 桃子(5) 小学校 伊那     17.65 (-0.5)   4   4
  16 井坪 結平(4) 小学校 赤穂     17.67 (+1.7)   1   4
  17 御子柴 雅斗(4) 小学校 伊那     17.72 (+1.7)   1   5
  18 久保田 珠莉(4) 小学校 南箕輪南部     17.78 (+2.5)   3   4
  19 小松 史果(5) 小学校 西箕輪AC     17.91 (-0.5)   4   5
  20 滝澤 秀斗(4) 小学校 赤穂     17.92 (+1.7)   1   6
  21 奥野 葵紫(4) 小学校 赤穂南     18.07 (+1.7)   1   7
  22 小松 結凜(4) 小学校 赤穂     18.13 (+2.5)   3   5
  23 大崎 葵(4) 小学校 赤穂     18.42 (+1.7)   1   8
  24 井坪 心芽(5) 小学校 赤穂     18.53 (-0.5)   4   6
  25 伊藤 陽茜(4) 小学校 伊那北     18.65 (+2.5)   3   6
  26 関 美海(5) 小学校 東春近     18.68 (-0.5)   4   7
  27 竹内 安里(5) 小学校 東春近     18.69 (+2.1)   2   6
  28 飯塚 暁梛(4) 小学校 西春近南     19.01 (+2.5)   3   7
  29 登内 葵羽(4) 小学校 南箕輪     19.19 (+2.5)   3   8
  30 林 莉緒(4) 小学校 中川西     19.28 (-0.5)   4   8

 1017
 1211
 1094
 1376
 1146
 1314

 1193
 1148

 1370
 1306
 1031
 1186
 1224
 1086

 1325
 1199
 1269
 1280
 1071
 1126
 1241
 1271
 1277
 1122
 1002
 1373

小学ｵｰﾌﾟﾝ

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 1363
 1092
 1306
 1307
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