
大会コード 21170511

： ２０２１年５月２３日(日) 
： 飯田市総合運動場陸上競技場（競技場コード 172050）
： 飯田市陸上競技協会・下伊那郡陸上競技協会
： （公財)飯田市スポーツ協会　下伊那郡体育協会
： 飯伊陸上競技協会
： 飯田市教育委員会・飯伊市町村教育委員会連絡協議会

下伊那校長会・(株)南信州新聞社
： 大坪 章男
： 原 宏旭(トラック)・北原 誠治(フィールド)
： 清水 美彦

■グラウンドコンディション

■この大会で樹立された記録

松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)

藤本 心美(6)

56.10鈴木 梨夏(6)
松村 大輝(6)
岩下 隼絆(6)

56.10林 かれん(6)
柳 美結(6)
榎本 昊(6)

5月23日 大会新 小学混合 4x100mR 決勝 55.68

高森南小 1314

5月23日 大会新 小学混合 4x100mR 決勝 54.68 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)

宮澤 佑茉(5)

奥村 真衣 (6) 川路小 1359
5月23日 大会新 小学女子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB 決勝 1324 宮下 心花 (6)
5月23日 大会新 小学女子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 決勝 1372

記録 氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

晴れ 西北西 3.0 26.4 40.1

日付 記録の種類 クラス 種目 ラウンド

3.0 26.2 36.5
12:00 晴れ 南南西 1 27.4 32.4 16:00

34.8
11:00 晴れ 西北西 1.5 24.7 36.4 15:00 晴れ 西北西

43.3 14:00 晴れ 西 2.0 27.1
晴れ 南西 3.0 26.8 34.9

10:00 晴れ 南 1.6 23.1

(m/s) (℃) (%)
09:00 晴れ 0 21.0 55.3 13:00

湿度
(m/s) (℃) (%)

湿度 時刻 天候 風向 風速 気温

記録・情報主任

時刻 天候 風向 風速 気温
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記録主任 清水　美彦

ﾄﾗｯｸ審判長 原　宏旭
跳躍審判長 北原　誠治

【開催日】 2021年5月23日(日) 投てき審判長 北原　誠治

【主催団体】 飯田市陸上競技協会/下伊那郡陸上競技協会 決勝記録一覧表 ｽﾀｰﾄ審判長 林　努

(GR:大会新) 男  子 / 女  子 【競技場】飯田市総合運動場陸上競技場招集所審判長 関　博文
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

 5/23 小学混合 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      54.68 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)      55.68 下條小(A)       59.96 高森南小(B)     1:00.99 竜丘小     1:05.04 高森南小(A)     1:05.74 高森南小(C)     1:06.65 大下条小     1:11.48
4×100m 宮澤 佑茉(5) GR 藤本 心美(6) GR 清水 陽色(6) 阿久澤 来夢(6) 三石 源二(5) 原 清広(6) 河合 公太(6) 石井 暖乃(5)

林 かれん(6) 鈴木 梨夏(6) 外山  稜真(6) 林 亜樹(6) 福岡 有咲(5) 宮嶋 咲穂(6) 吉沢 心杜乃(6) 宮脇 幸汰(5)
柳 美結(6) 松村 大輝(6) 山本  琴音(6) 菅沼 大和(6) 塚原 夢天(5) 仲平 桜妃(6) 沢田 拓真(6) 栗塚 千愛(5)
榎本  昊(6) 岩下 隼絆(6) 遠山  千尋(6) 酒井 尊琉(6) 平澤 愛々(5) 廣橋 裕也(6) 岡島 璃紗(6) 村松 琉維(5)



決勝 5月23日 15:50

大会記録(GR)                    56.10                              座光寺小           2019        
長野県小学生記録(ER)            52.75                              茅野アスレチック 2020/11/21  

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A  185 宮澤 佑茉(5)     54.68 

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 大会新
  208 林 かれん(6)

ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ
  207 柳 美結(6)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ
  174 榎本  昊(6)

ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ
 2   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B  202 藤本 心美(6)     55.68 

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ 大会新
  210 鈴木 梨夏(6)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ
  194 松村 大輝(6)

ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
  180 岩下 隼絆(6)

ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ
 3   8 下條小(A)    84 清水 陽色(6)     59.96 

ｼﾐｽﾞ   ﾋｲﾛ
   68 外山  稜真(6)

ﾄﾔﾏ   ﾘｮｳﾏ
   82 山本  琴音(6)

ﾔﾏﾓﾄ  ｺﾄﾈ
   65 遠山  千尋(6)

ﾄｵﾔﾏ   ﾁﾋﾛ
 4   1 高森南小(B)   120 阿久澤 来夢(6)   1:00.99 

ｱｸｻﾞﾜ ﾗｲﾑ
  157 林 亜樹(6)

ﾊﾔｼ ｱｷ
  147 菅沼 大和(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾔﾏﾄ
  142 酒井 尊琉(6)

ｻｶｲ ﾀｹﾙ
 5   5 竜丘小   334 三石 源二(5)   1:05.04 

ﾐﾂｲｼ  ｹﾞﾝｼﾞ
  344 福岡 有咲(5)

ﾌｸｵｶ   ｱﾘｻ
  342 塚原 夢天(5)

ﾂｶﾊﾗ   ﾕｱﾝ
  345 平澤 愛々(5)

ﾋﾗｻﾜ   ﾗﾗ
 6   3 高森南小(A)   135 原 清広(6)   1:05.74 

ﾊﾗ ｷﾖﾋﾛ
  130 宮嶋 咲穂(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾎ
  152 仲平 桜妃(6)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｻｷ
  159 廣橋 裕也(6)

ﾋﾛﾊｼ ﾕｳﾔ
 7   7 高森南小(C)   125 河合 公太(6)   1:06.65 

ｶﾜｲ ｺｳﾀ
  128 吉沢 心杜乃(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾄﾉ
  150 沢田 拓真(6)

ｻﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ
  123 岡島 璃紗(6)

ｵｶｼﾞﾏ ﾘｻ
 8   2 大下条小   272 石井 暖乃(5)   1:11.48 

ｲｼｲ ﾉﾉ
  264 宮脇 幸汰(5)

ﾐﾔﾜｷ ｺｳﾀ
  267 栗塚 千愛(5)

ｸﾘﾂﾞｶ ﾁﾅ
  274 村松 琉維(5)

ﾑﾗﾏﾂ ﾙｲ

小学混合

4×100m

決勝
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