
大会コード：上伊那小学生 1917543 ・ 上伊那春季 19170507
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■ この大会で樹立された記録

な　し

■ この大会で新設された種目

■ グラウンドコンディション

期 日

記録情報主任

審 判 長

総 務

後 援

桜井 健一

遠山 正洋（ﾄﾗｯｸ・ﾌｨｰﾙﾄﾞ）　　田中 聡（混成競技）

桐山 勝次

伊那市、伊那市教育委員会

信濃毎日新聞社

上伊那陸上競技協会、伊那市スポーツ協会陸上部

伊那市陸上競技場（競技場コード：172030）

２０１９年(令和元年) ５月１８日（土）
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〃

女子 コンバインドＢ 1575点 金山 愛音(6) 七久保小 〃

向山 暖(5) 伊那北小 〃

男子 コンバインドＢ 1894点 堀内 來夢(6) 両小野小

〃

女子 コンバインドＡ 1432点

４年１００ｍ

４年１００ｍ

15秒56 長岩 里桜(4) 赤穂南小女子

男子 14秒57 宮澤 悠悟(4) 赤穂東小

男女

鈴木 翠央(6)

第５２回上伊那春季陸上競技記録会

種目 備考

第３６回上伊那小学生陸上競技大会

記 録 集

記録 氏名(学年) 所属

４×１００ｍＲ混合 57秒03 〃

男子 コンバインドＡ 1880点 伊澤 寛成(6) 高遠小

柏原 美緒(6)

湯澤 幸大(6)

池上 裕汰(6)

〃

上伊那小学生



第36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
05/18 混合  -0.8 赤穂小       57.03 両小野小       58.21 赤穂南小Ａ       59.32 南箕輪小       59.52 箕輪北小       59.56 南箕輪南部小Ａ    1,00.60 飯島小Ａ     1,01.33 西箕輪小     1,04.03

４×１００ｍＲ 鈴木 翠央(6) 宇治 美優(6) 久保口 聖空(6) 向山 竜牙(6) 折井 梨緒(6) 西村 胡春(6) 北澤 愛(6) 堀内 柚奈(5)
柏原 美緒(6) 中島 瑛大(6) 清水 應佑(6) 野口 妃乃里(6) 大坪 千紗(6) 髙井 優雅(6) 古澤 陸(6) 福井 遼太(5)
湯澤 幸大(6) 倉澤 梓沙(5) 林 ひかり(6) 三澤 英(6) 飯島 聖那(6) 目黒 暖人(6) 塩澤 莉音(6) 有賀 こころ(5)
池上 裕汰(6) 小澤 聡(6) 小松原 彩心(6) 村山 優人(6) 小澤 青空(6) 小川 晴旭(6) 片桐 惺哉(6) 安嶋 匠(5)

05/18 小学ｵｰﾌﾟﾝ  -2.0 鈴木 ひかり(6) 16.09 入谷 星穏(6) 16.16 赤羽 琴心(5) 16.32 髙森 姫優(6) 16.40 大森 歩夢(6) 16.57 荒木 愛美(6) 16.64 市川 冴姫(6) 17.34
１００ｍ 小学生･赤穂小 小学生･赤穂南小 小学生･両小野小 小学生･赤穂南小 小学生･赤穂南小 小学生･南箕輪南部小 小学生･西春近南小



予選 5月18日 12:25
決勝 5月18日 14:50

県小学新(ER )       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   5 赤穂小   223 鈴木 翠央(6)     56.76 q  1   5 南箕輪小   343 向山 竜牙(6)     59.65 q

ｱｶﾎｼｮｳ ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳ ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｭｳｶﾞ
  224 柏原 美緒(6)   317 野口 妃乃里(6)

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ ﾉｸﾞﾁ ﾋﾉﾘ
  230 湯澤 幸大(6)   318 三澤 英(6)

ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ ﾐｻﾜ ﾊﾅ
  229 池上 裕汰(6)   342 村山 優人(6)

ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾀ ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ
 2   3 両小野小   378 宇治 美優(6)     58.54 q  2   3 南箕輪南部小Ａ   329 西村 胡春(6)   1,00.83 q

ﾘｮｳｵﾉｼｮｳ ｳｼﾞ ﾐﾋﾛ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾅﾝﾌﾞｼｮｳ ﾆｼﾑﾗ ｺﾊﾙ
  439 中島 瑛大(6)   328 髙井 優雅(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ ﾀｶｲ ﾕｳｶﾞ
  376 倉澤 梓沙(5)   352 目黒 暖人(6)

ｸﾗｻﾜ ｱｽﾞｻ ﾒｸﾞﾛ ﾊﾙﾄ
  440 小澤 聡(6)   351 小川 晴旭(6)

ｵｻﾞﾜ ｻﾄｼ ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾋ
 3   8 箕輪北小   375 折井 梨緒(6)     59.71 q  3   2 飯島小Ｂ   344 吉村 葉奈(6)   1,07.50 

ﾐﾉﾜｷﾀｼｮｳ ｵﾘｲ ﾘｵ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ﾖｼﾑﾗ ﾊﾅ
  374 大坪 千紗(6)   370 笠原 大輔(6)

ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ
  427 飯島 聖那(6)   345 大月 悠風 セリン(6)

ｲｲｼﾞﾏ ｾﾅ ｵｵﾂｷ ﾕｳｶ ｾﾘﾝ
  426 小澤 青空(6)   371 伊東 海斗(6)

ｵｻﾞﾜ ｿﾗ ｲﾄｳ ｶｲﾄ
 4   4 飯島小Ａ   342 北澤 愛(6)   1,01.11 q  4   7 長谷小   297 後藤 優空(5)   1,08.05 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ｷﾀｻﾞﾜ ｱｲ ﾊｾｼｮｳ ｺﾞﾄｳ ﾕｱ
  369 古澤 陸(6)   281 田野 綾音(5)

ﾌﾙｻﾜ ﾘｸ ﾀﾉ ｱﾔﾈ
  343 塩澤 莉音(6)   280 北原 美空(5)

ｼｵｻﾞﾜ ﾘｵﾝ ｷﾀﾊﾗ ﾐｸ
  368 片桐 惺哉(6)   296 久保田 暁仁(5)

ｶﾀｷﾞﾘ ｻｸﾔ ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾋﾄ
 5   2 南箕輪南部小Ｂ   326 野原 悠奈(5)   1,07.81  5   4 飯島小Ｄ   338 中原 鈴葉(5)   1,08.78 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾅﾝﾌﾞｼｮｳ ﾉﾊﾗ ﾕﾅ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞﾊ
  327 武井 双葉(5)   364 森谷 優介(5)

ﾀｹｲ ﾌﾀﾊﾞ ﾓﾘﾀﾆ ﾕｳｽｹ
  350 石原 颯真(5)   339 加藤 桜和(5)

ｲｼﾊﾗ ｿｳﾏ ｶﾄｳ ｻﾅ
  349 大坪 碧翔(5)   365 本部 航汰(5)

ｵｵﾂﾎﾞ ｱｲﾄ ﾎﾝﾌﾞ ｺｳﾀ
  6 赤穂南小Ｃ   264 夏目 翔(6)   6 赤穂南小Ｂ

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳ ﾅﾂﾒ ｼｮｳ 失格 ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳ 欠場
  244 原口 結衣(6) R1(2-3)

ﾊﾗｸﾞﾁ ﾕｲ
  243 清水 咲希(6)

ｼﾐｽﾞ ｻｷ
  263 小澤 宗一郎(6)

ｵｻﾞﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ
  7 伊那東小   130 吉澤 慧(5)

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾖｼｻﾞﾜ ｹｲ 失格
  127 ｺｶﾞ ｴﾘｷ ｹﾝｼﾞ(5) R1(3-4)

ｺｶﾞ ｴﾘｷ ｹﾝｼﾞ
  126 西村 結翔(5)

ﾆｼﾑﾗ ﾕｲﾄ
  131 高田 詩絵奈(5)

ﾀｶﾀﾞ ｼｴﾅ

混合

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   3 赤穂南小Ａ   260 久保口 聖空(6)     59.20 q

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳ ｸﾎﾞｸﾞﾁ ｾｲｱ
  259 清水 應佑(6)

ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ
  240 林 ひかり(6)

ﾊﾔｼ ﾋｶﾘ
  239 小松原 彩心(6)

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔﾐ
 2   7 西箕輪小   209 堀内 柚奈(5)   1,03.69 q

ﾆｼﾐﾉﾜｼｮｳ ﾎﾘｳﾁ ﾕｽﾞﾅ
  213 福井 遼太(5)

ﾌｸｲ ﾘｮｳﾀ
  208 有賀 こころ(5)

ｱﾙｶ ﾞｺｺﾛ
  214 安嶋 匠(5)

ﾔｽｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 3   6 飯島小Ｅ   366 小林 健人(5)   1,04.03 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ
  340 松下 妃月(5)

ﾏﾂｼﾀ ｷﾗﾗ
  367 青木 飛和(5)

ｱｵｷ ﾄﾜ
  341 新井 芽衣(5)

ｱﾗｲ ﾒｲ
 4   2 飯島小Ｃ   336 毛賀澤 心晴(5)   1,04.24 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ｹｶﾞｻﾜ ｺﾊﾙ
  337 福島 凛心(5)

ﾌｸｼﾏ ﾘｺ
  362 大原 隼太(5)

ｵｵﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
  363 湯澤 天汰(5)

ﾕｻﾞﾜ ｱﾏﾀ
 5   5 伊那北小   142 川口 宗一郎(5)   1,04.32 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ｶﾜｸﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ
  148 吉沢 桜(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ｻｸﾗ
  147 有賀 芹(5)

ｱﾙｶﾞ ｾﾘ
  143 コガ チアゴ(5)

ｺｶﾞ ﾁ ﾁｱｺﾞ
 6   4 手良小   194 宮原 來瑞(5)   1,06.30 

ﾃﾗｼｮｳ ﾐﾊﾔﾗ ｸﾙﾐ
  193 有賀 暖(5)

ｱﾙｶﾞ ﾎﾉｶ
  189 有賀 唯人(5)

ｱﾙｶﾞ ﾕｲﾄ
  190 向山 陽貴(5)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾙｷ

混合

４×１００ｍＲ      



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 赤穂小   223 鈴木 翠央(6)     57.03 

ｱｶﾎｼｮｳ ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ
  224 柏原 美緒(6)

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ
  230 湯澤 幸大(6)

ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ
  229 池上 裕汰(6)

ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾀ
 2   3 両小野小   378 宇治 美優(6)     58.21 

ﾘｮｳｵﾉｼｮｳ ｳｼﾞ ﾐﾋﾛ
  439 中島 瑛大(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ
  376 倉澤 梓沙(5)

ｸﾗｻﾜ ｱｽﾞｻ
  440 小澤 聡(6)

ｵｻﾞﾜ ｻﾄｼ
 3   4 赤穂南小Ａ   260 久保口 聖空(6)     59.32 

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳ ｸﾎﾞｸﾞﾁ ｾｲｱ
  259 清水 應佑(6)

ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ
  240 林 ひかり(6)

ﾊﾔｼ ﾋｶﾘ
  239 小松原 彩心(6)

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔﾐ
 4   5 南箕輪小   343 向山 竜牙(6)     59.52 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳ ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｭｳｶﾞ
  317 野口 妃乃里(6)

ﾉｸﾞﾁ ﾋﾉﾘ
  318 三澤 英(6)

ﾐｻﾜ ﾊﾅ
  342 村山 優人(6)

ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ
 5   7 箕輪北小   375 折井 梨緒(6)     59.56 

ﾐﾉﾜｷﾀｼｮｳ ｵﾘｲ ﾘｵ
  374 大坪 千紗(6)

ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ
  427 飯島 聖那(6)

ｲｲｼﾞﾏ ｾﾅ
  426 小澤 青空(6)

ｵｻﾞﾜ ｿﾗ
 6   8 南箕輪南部小Ａ   329 西村 胡春(6)   1,00.60 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾅﾝﾌﾞｼｮｳ ﾆｼﾑﾗ ｺﾊﾙ
  328 髙井 優雅(6)

ﾀｶｲ ﾕｳｶﾞ
  352 目黒 暖人(6)

ﾒｸﾞﾛ ﾊﾙﾄ
  351 小川 晴旭(6)

ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾋ
 7   2 飯島小Ａ   342 北澤 愛(6)   1,01.33 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ｷﾀｻﾞﾜ ｱｲ
  369 古澤 陸(6)

ﾌﾙｻﾜ ﾘｸ
  343 塩澤 莉音(6)

ｼｵｻﾞﾜ ﾘｵﾝ
  368 片桐 惺哉(6)

ｶﾀｷﾞﾘ ｻｸﾔ
 8   1 西箕輪小   209 堀内 柚奈(5)   1,04.03 

ﾆｼﾐﾉﾜｼｮｳ ﾎﾘｳﾁ ﾕｽﾞﾅ
  213 福井 遼太(5)

ﾌｸｲ ﾘｮｳﾀ
  208 有賀 こころ(5)

ｱﾙｶ ﾞｺｺﾛ
  214 安嶋 匠(5)

ﾔｽｼﾞﾏ ﾀｸﾐ

４×１００ｍＲ      
決勝

混合



決勝 5月18日 12:20

風速 -2.0

 1 鈴木 ひかり(6) 小学生     16.09 
ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 赤穂小

 2 入谷 星穏(6) 小学生     16.16 
ｲﾘﾔ ｼｵﾝ 赤穂南小

 3 赤羽 琴心(5) 小学生     16.32 
ｱｶﾊﾈ ｺﾄﾐ 両小野小

 4 髙森 姫優(6) 小学生     16.40 
ﾀｶﾓﾘ ﾒﾕ 赤穂南小

 5 大森 歩夢(6) 小学生     16.57 
ｵｵﾓﾘ ｱﾕﾑ 赤穂南小

 6 荒木 愛美(6) 小学生     16.64 
ｱﾗｷ ﾏﾅﾐ 南箕輪南部小

 7 市川 冴姫(6) 小学生     17.34 
ｲﾁｶﾜ ｻｷ 西春近南小

2   387

4   262

3   330

5   377

8   242

7   225

6   261

小学ｵｰﾌﾟﾝ

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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