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■ この大会で樹立された記録

■ グラウンドコンディション

第３８回上伊那小学生陸上競技大会

記 録 集

期 日 ２０２１年(令和３年) ５月２３日（日）

会 場 伊那市陸上競技場（競技場コード：172030）

主 催 上伊那陸上競技協会、伊那市スポーツ協会陸上部

共 催 信濃毎日新聞社

後 援 伊那市、伊那市教育委員会

総 務 桐山 勝次

審 判 長 有賀 保義（トラック）　　中澤 博和（混成競技）

記録情報主任 桜井 健一

備考

女子 コンバインドＡ 1451点 鈴木 芽依(5) 西箕輪 1432点 大会新

男女 種目 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録

男子 コンバインドＢ 1925点 福澤 遙斗(6) 東伊那 大会新

日 付 時 刻 天 候 気 温 ( ℃ ) 湿 度 ( ％ ) 風 向 風 速 (m/s)

1894点

5月23日

9:00 晴れ 22.2 47.0

11:00 晴れ 25.3 36.0

0.8

10:00 晴れ 23.6 42.0 南東 1.2

南

南東 1.7

12:00 晴れ 26.1 32.0 南東 0.8



第38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
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】172030  伊那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
05/23 男子 新井 結士(6) 3,17.03 井沼 佑樹(6) 3,24.59 藤満 智大(5) 3,25.34 片桐 和真(6) 3,25.55 木下 真太朗(6) 3,29.48 高橋 尚暖(5) 3,31.49 鳴海 澄晴(6) 3,36.59 下平 然生(6) 3,36.73

１０００ｍ 小学生･赤穂東 小学生･赤穂東 小学生･赤穂 小学生･東伊那 小学生･富県 小学生･ALF RC 小学生･赤穂東 小学生･赤穂東
05/23 中村 有之介(6) 1292 鈴木 翔(6) 1280 朝倉 漣(6) 1035 丸山 司(5) 883 中原 朋愛(5) 847 宮地 花央(5) 810 小澤 駿貴(5) 801 菅沼 英太(6) 688

コンバインドＡ 小学生･辰野西 小学生･七久保 小学生･伊那北 小学生･高遠 小学生･富県 小学生･富県 小学生･両小野 小学生･西春近南
05/23 福澤 遥斗(6) 1925 市川 優一(6) 1820 岡田 康佑(6) 1755 早稲田 一桜(6) 1727 大嶋 惟吹(6) 1633 青木 優弥(5) 1601 中筋 雄飛(6) 1592 片桐 竜太朗(6) 1572

コンバインドＢ 小学生･東伊那 GR 小学生･東伊那 小学生･東伊那 小学生･七久保 小学生･七久保 小学生･両小野 小学生･七久保 小学生･七久保
05/23 ４年男子 鈴木 晋(4) 15.21 上野 颯佑(4) 15.37 後藤 大地(4) 15.70 竹澤 翼(4) 15.82 宮脇 創生(4) 15.95 酒井 陽稀(4) 16.02 伊藤 大翔(4) 16.03 中島 泰助(4) 16.07

１００ｍ 小学生･西箕輪 小学生･赤穂 小学生･辰野西 小学生･中沢 小学生･南箕輪 小学生･飯島 小学生･南箕輪 小学生･宮田
05/23 ５年男子 小野 颯馬(5) 15.04 ﾌｪﾍｲﾗ ﾈﾘ ｷﾞﾘｪﾙﾒ(5) 15.38 柏原 佑哉(5) 15.39 川上 幸輝(5) 15.49 大沼 景至(5) 15.53 井上 聖斗(5) 15.59 中村 柚葵(5) 15.66 飯島 瑛虎(5) 15.68

１００ｍ 小学生･両小野 小学生･伊那北 小学生･辰野西 小学生･箕輪南 小学生･東伊那 小学生･美篶 小学生･伊那AC 小学生･中川西
05/23 ６年男子 宮澤 悠悟(6) 13.78 岩嶋 直央(6) 14.66 林 秀翔(6) 14.97 岩本 颯介(6) 15.10 麦島 凌太(6) 15.17 竹村 圭史(6) 15.28 松﨑 圭佑(6) 15.29 田中 希龍(6) 15.52

１００ｍ 小学生･赤穂東 小学生･伊那北 小学生･南箕輪 小学生･赤穂東 小学生･飯島 小学生･中沢 小学生･赤穂東 小学生･中川東

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 女  子 【競技場】172030  伊那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
05/23 女子 原 梨珠(5) 3,23.48 小川 紗凪(5) 3,24.14 宮下 慶(6) 3,32.19 北原 風花(6) 3,32.71 山岡 煌(6) 3,32.96 清水 麻那(5) 3,38.60 宮澤 里衣(6) 3,39.93 黒河内 そら(6) 3,40.85

１０００ｍ 小学生･赤穂南 小学生･赤穂東 小学生･七久保 小学生･箕輪中部 小学生･箕輪中部 小学生･伊那西 小学生･辰野西 小学生･西箕輪
05/23 鈴木 芽依(5) 1451 髙坂 絢乃(6) 1234 梶谷 きこ(6) 1190 中村 結穂(6) 1153 纐纈 恵理(6) 979 赤羽 梛瑠(6) 853 小林 藍紗(5) 718 高嶋 優愛(5) 683

コンバインドＡ 小学生･西箕輪 GR 小学生･宮田 小学生･宮田 小学生･辰野西 小学生･高遠北 小学生･辰野西 小学生･美篶 小学生･伊那西
05/23 樋口 結泉(6) 1415 卜部 樹(6) 1365 宇治 愛心(5) 1293 村澤 佑衣(6) 1286 原田 愛己(6) 1250 澤井 玲佳(6) 1142 矢澤 姫愛璃(5) 1094 北島 奈菜(5) 1008

コンバインドＢ 小学生･伊那北 小学生･飯島 小学生･両小野 小学生･南箕輪 小学生･南箕輪 小学生･辰野西 小学生･美篶 小学生･中川東
05/23 ４年女子 伊東 砂良(4) 16.01 伊東 綸(4) 16.24 倉田 文華(4) 16.28 宮澤 紅愛(4) 16.37 北原 ゆあ(4) 16.45 太田 心陽(4) 小学生･伊那AC 16.57 中山 聖菜(4) 16.62

１００ｍ 小学生･箕輪中部 小学生･箕輪中部 小学生･赤穂 小学生･南箕輪 小学生･西春近南 福澤 唯色(4) 小学生･南箕輪 小学生･中川西
05/23 ５年女子 高木 穂菜実(5) 14.77 新山 美空(5) 15.32 宮入 にこ(5) 15.59 髙倉 瑞希(5) 15.82 塩澤 茉莉(5) 15.87 有賀 美空(5) 16.05 遠藤 愛花(5) 16.09 諸田 くるみ(5) 16.16

１００ｍ 小学生･伊那AC 小学生･西春近北 小学生･箕輪中部 小学生･辰野西 小学生･赤穂 小学生･南箕輪南部 小学生･赤穂 小学生･中川西
05/23 ６年女子 長岩 里桜(6) 14.30 小林 穂香(6) 14.77 那須 結月(6) 14.84 原 瑚都子(6) 15.14 三澤 汐音(6) 15.23 福澤 琉色(6) 15.25 下島 香里奈(6) 15.52 小城 実優(6) 15.71

１００ｍ 小学生･赤穂南 小学生･辰野西 小学生･富県 小学生･美篶 小学生･伊那AC 小学生･南箕輪 小学生･飯島 小学生･箕輪中部

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】172030  伊那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
05/23 男女混合    赤穂       58.41 伊那北     1,00.13 南箕輪     1,00.67

４×１００ｍＲ 清水 啓介(6) 伊東 叶葉(6) 酒井 勇輔(6)
鈴木 琳汰(5) 畠 心愛(6) 春田 心音(5)
樋郡 結華(6) 三澤 広空(6) 石澤 愛梨(6)
権田 なほ(6) 向山 湊音(6) 伊藤 光稀(6)

05/23 小学ｵｰﾌﾟﾝ 池田 和暖(6) 16.06 小松 徠羽(6) 16.58 池井 遥陽(6) 16.89
１００ｍ 小学生･赤穂 小学生･南箕輪 小学生･伊那北



決勝 5月23日 10:40

県小学新(ER )       12.27
大会新  (GR )       14.57

[ 1組] 風速 -2.2 [ 2組] 風速 -1.3

 1 小松原 暖(4) 小学生     16.43  1 飯室 蓮(4) 小学生     16.85 
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙ 赤穂南 ｲｲﾑﾛ ﾚﾝ 両小野

 2 有賀 太一(4) 小学生     16.58  2 宮脇 拓実(4) 小学生     17.36 
ｱﾙｶﾞ ﾀｲﾁ 高遠 ﾐﾔﾜｷ ﾀｸﾐ 中沢

 3 若林 漣(4) 小学生     17.40  3 小林 凰我(4) 小学生     20.20 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 伊那 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｳｶﾞ 辰野西

 4 宮澤 智穏(4) 小学生     17.57 向山 結翔(4) 小学生
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁｵﾝ 辰野東 ﾑｶｲﾔﾏ ﾕｲﾄ 西箕輪

 5 杉木 翔(4) 小学生     19.02 丸山 要(4) 小学生
ｽｷﾞｷ ｶｹﾙ 辰野西 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅﾒ 伊那
佐々木 剣心(4) 小学生 安江 柊輔(4) 小学生
ｻｻｷ ｹﾝｼﾝ 西箕輪 ﾔｽｴ ｼｭｳｽｹ 飯島
田中 陸(4) 小学生 向山 遼都(4) 小学生
ﾀﾅｶ ﾘｸ 赤穂 ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾙﾄ 手良
登内 青(4) 小学生 堀川 楓眞(4) 小学生
ﾄﾉｳﾁ ﾊﾙ 手良 ﾎﾘｶﾜ ﾌｳﾏ 箕輪中部

[ 3組] 風速 -1.2 [ 4組] 風速 -1.4

 1 中島 泰助(4) 小学生     16.07  1 宮脇 創生(4) 小学生     15.95 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｽｹ 宮田 ﾐﾔﾜｷ ｿｳ 南箕輪

 2 西村 太一(4) 小学生     16.86  2 白川 滉己(4) 小学生     16.93 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｲﾁ 辰野西 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛｷ 高遠

 3 森野 陽太(4) 小学生     17.11  3 矢島 紘平(4) 小学生     17.44 
ﾓﾘﾉ ﾖｳﾀ 高遠 ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 辰野南

 4 竹松 玲皇(4) 小学生     17.31  4 池上 和寿(4) 小学生     17.46 
ﾀｹﾏﾂ ﾚｵ 富県 ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞﾄｼ 辰野西

 5 三澤 宥也(4) 小学生     17.64  5 大槻 未七斗(4) 小学生     17.50 
ﾐｻﾜ ﾋﾛﾔ 西箕輪 ｵｵﾂｷ ﾐﾅﾄ 箕輪中部

 6 春日 悠斗(4) 小学生     18.95  6 坂井 敦哉(4) 小学生     18.24 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾄ 西春近南 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝﾔ 東伊那

 7 城倉 直希(4) 小学生     19.20 野村 咲人(4) 小学生
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾅｵｷ 伊那北 ﾉﾑﾗ ｻｸﾄ 宮田
柘植 正哉(4) 小学生 滝沢 実琉(4) 小学生
ﾂｹﾞ ﾏｻﾔ 伊那 ﾀｷｻﾞﾜﾐﾉﾙ 中川西

[ 5組] 風速 -1.1 [ 6組] 風速 -0.4

 1 酒井 陽稀(4) 小学生     16.02 後藤 大地(4) 小学生
ｻｶｲ ﾊﾙｷ 飯島 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 辰野西

 2 杉田 翔仁(4) 小学生     16.19 白澤 啓太(4) 小学生
ｽｷﾞﾀ ｶｲﾄ 伊那北 ｼﾗｻﾜ ｹｲﾀ 伊那北

 3 赤羽 陽晴(4) 小学生     16.25 林 颯心(4) 小学生
ｱｶﾊﾈ ﾊﾙｾｲ 辰野西 ﾊﾔｼ ｿｳｷ ﾘｭｼｵA.C

 4 野澤 煌真(4) 小学生     17.75 北澤 航成(4) 小学生
ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾏ 辰野南 ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 赤穂

 5 川島 龍我(4) 小学生     17.80 秋山 優紀(4) 小学生
ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳｶﾞ 中川東 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 高遠北

 6 春日 佑斗(4) 小学生     20.28 荻原 翔大(4) 小学生
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾄ 高遠 ｵｷﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 箕輪中部
金丸 煌侍(4) 小学生 原 睦久(4) 小学生
ｶﾅﾏﾙ ｺｳｼﾞ 箕輪中部 ﾊﾗ ﾑﾂﾋｻ 西箕輪
水谷 和誠(4) 小学生 北原 一稀(4) 小学生
ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ 伊那 ｷﾀﾊﾗ ｲﾂｷ 高遠

[ 7組] 風速 -1.7 [ 8組] 風速 +1.0

 1 竹澤 翼(4) 小学生     15.82  1 宮原 惺成(4) 小学生     16.68 
ﾀｹｻﾞﾜ ﾀｽｸ 中沢 ﾐﾔﾊﾗ ｾﾅ 箕輪中部

 2 伊藤 大翔(4) 小学生     16.03  2 髙橋 蒼大(4) 小学生     16.95 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾄ 南箕輪 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 伊那

 3 川島 龍希(4) 小学生     16.71  3 井上 昴星(4) 小学生     17.37 
ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳｷ 中川東 ｲﾉｳｴｺｳｾｲ 西春近北

 4 小島 陽向(4) 小学生     17.03  4 佐藤 陽向(4) 小学生     17.76 
ｺｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ 赤穂東 ｻﾄｳ ﾋﾅﾀ 東伊那

 5 山辺 富太(4) 小学生     18.90  5 小野田 幸祐(4) 小学生     18.11 
ﾔﾏﾍ ﾌｸﾀ 両小野 ｵﾉﾀﾞ ｺｳｽｹ ALF RC
横山 翔彩(4) 小学生  6 矢野 煌(4) 小学生     18.54 
ﾖｺﾔﾏ ﾋｲﾛ 飯島 ﾔﾉ ｺｳ 美篶
北原 拓郎(4) 小学生 大久保 岳(4) 小学生
ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾛｳ 東春近 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ 伊那東
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4   420

所属名 記録／備考
8   340

3   553

5   125

ﾚｰﾝ No. 氏  名

6   312

4   122

2   191
欠場

1   575

8   566

7   221
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 9組] 風速 +0.7 [ 10組] 風速 +0.6

 1 北澤 駿之介(4) 小学生     16.21  1 竹沢 結都(4) 小学生     16.46 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 赤穂 ﾀｹｻﾞﾜ ﾕｲﾄ 飯島

 2 逢坂 遥輝(4) 小学生     16.47  2 鈴木 陽来(4) 小学生     16.85 
ｵｵｻｶ ﾊﾙｷ ALF RC ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 高遠

 3 酒井 大志(4) 小学生     16.72  3 矢澤 駿吾(4) 小学生     16.88 
ｻｶｲ ﾀｲｼ 西春近南 ﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝｺﾞ 中川東

 4 伊藤 正宗(4) 小学生     16.91  4 竹村 亮佑(4) 小学生     17.02 
ｲﾄｳ ﾏｻﾑﾈ 箕輪中部 ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 中沢
羽柴 隼人(4) 小学生  5 下平 純登(4) 小学生     18.84 
ﾊｼﾊﾞ ﾊﾔﾄ 中沢 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾄ 東春近
伊藤 健斗(4) 小学生 藤澤 颯太(4) 小学生
ｲﾄｳ ｹﾝﾄ 西箕輪 ﾌｼﾞｻﾜ ｿｳﾀ 伊那北
征矢 大和(4) 小学生 金丸 蒼侍(4) 小学生
ｿﾔ ﾔﾏﾄ 箕輪南 ｶﾅﾏﾙ ｿｳｼﾞ 箕輪中部

[ 11組] 風速  0.0

 1 鈴木 晋(4) 小学生     15.21 
ｽｽﾞｷ ｼﾝ 西箕輪

 2 上野 颯佑(4) 小学生     15.37 
ｳｴﾉ ｿｳｽｹ 赤穂

 3 竹村 俊希(4) 小学生     16.09 
ﾀｹﾑﾗ ｼｭﾝｷ 中沢

 4 長尾 翔太郎(4) 小学生     18.04 
ﾅｶﾞｵ ｼｮｳﾀﾛｳ ALF RC

 5 五味 奏人(4) 小学生     19.08 
ｺﾞﾐ ｶﾅﾄ ﾘｭｼｵA.C
飯島 大翔(4) 小学生
ｲｲｼﾞ ﾏﾋﾛﾄ 伊那
桑原 玄(4) 小学生
ｸﾜﾊﾗ ﾊﾙ 飯島

7   417
欠場

8   268

5   511

6   224
欠場

2   193

3   176

4   550

3   301
欠場

7   459
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

欠場
5   349

欠場
4   188

2   150

6   551

4   384

8   564

2   552

氏  名
5   419

6   475

3   453

7   177

8   267

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.
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   1 鈴木 晋(4) 小学生 西箕輪     15.21 (0.0)  11   1
   2 上野 颯佑(4) 小学生 赤穂     15.37 (0.0)  11   2
   3 後藤 大地(4) 小学生 辰野西     15.70 (-0.4)   6
   4 竹澤 翼(4) 小学生 中沢     15.82 (-1.7)   7   1
   5 宮脇 創生(4) 小学生 南箕輪     15.95 (-1.4)   4   1
   6 酒井 陽稀(4) 小学生 飯島     16.02 (-1.1)   5   1
   7 伊藤 大翔(4) 小学生 南箕輪     16.03 (-1.7)   7   2
   8 中島 泰助(4) 小学生 宮田     16.07 (-1.2)   3   1
   9 竹村 俊希(4) 小学生 中沢     16.09 (0.0)  11   3
  10 杉田 翔仁(4) 小学生 伊那北     16.19 (-1.1)   5   2
  11 北澤 駿之介(4) 小学生 赤穂     16.21 (+0.7)   9   1
  12 赤羽 陽晴(4) 小学生 辰野西     16.25 (-1.1)   5   3
  13 小松原 暖(4) 小学生 赤穂南     16.43 (-2.2)   1   1
  14 竹沢 結都(4) 小学生 飯島     16.46 (+0.6)  10   1
  15 逢坂 遥輝(4) 小学生 ALF RC     16.47 (+0.7)   9   2
  16 白澤 啓太(4) 小学生 伊那北     16.58 (-0.4)   6
  16 有賀 太一(4) 小学生 高遠     16.58 (-2.2)   1   2
  18 宮原 惺成(4) 小学生 箕輪中部     16.68 (+1.0)   8   1
  19 川島 龍希(4) 小学生 中川東     16.71 (-1.7)   7   3
  20 酒井 大志(4) 小学生 西春近南     16.72 (+0.7)   9   3
  21 飯室 蓮(4) 小学生 両小野     16.85 (-1.3)   2   1
  21 鈴木 陽来(4) 小学生 高遠     16.85 (+0.6)  10   2
  23 西村 太一(4) 小学生 辰野西     16.86 (-1.2)   3   2
  24 矢澤 駿吾(4) 小学生 中川東     16.88 (+0.6)  10   3
  25 伊藤 正宗(4) 小学生 箕輪中部     16.91 (+0.7)   9   4
  26 白川 滉己(4) 小学生 高遠     16.93 (-1.4)   4   2
  27 髙橋 蒼大(4) 小学生 伊那     16.95 (+1.0)   8   2
  28 林 颯心(4) 小学生 ﾘｭｼｵA.C     17.02 (-0.4)   6
  28 竹村 亮佑(4) 小学生 中沢     17.02 (+0.6)  10   4
  30 小島 陽向(4) 小学生 赤穂東     17.03 (-1.7)   7   4
  31 森野 陽太(4) 小学生 高遠     17.11 (-1.2)   3   3
  32 竹松 玲皇(4) 小学生 富県     17.31 (-1.2)   3   4
  33 宮脇 拓実(4) 小学生 中沢     17.36 (-1.3)   2   2
  34 井上 昴星(4) 小学生 西春近北     17.37 (+1.0)   8   3
  35 若林 漣(4) 小学生 伊那     17.40 (-2.2)   1   3
  36 矢島 紘平(4) 小学生 辰野南     17.44 (-1.4)   4   3
  37 池上 和寿(4) 小学生 辰野西     17.46 (-1.4)   4   4
  38 大槻 未七斗(4) 小学生 箕輪中部     17.50 (-1.4)   4   5
  39 宮澤 智穏(4) 小学生 辰野東     17.57 (-2.2)   1   4
  40 三澤 宥也(4) 小学生 西箕輪     17.64 (-1.2)   3   5
  41 野澤 煌真(4) 小学生 辰野南     17.75 (-1.1)   5   4
  42 佐藤 陽向(4) 小学生 東伊那     17.76 (+1.0)   8   4
  43 北澤 航成(4) 小学生 赤穂     17.78 (-0.4)   6
  44 川島 龍我(4) 小学生 中川東     17.80 (-1.1)   5   5
  45 長尾 翔太郎(4) 小学生 ALF RC     18.04 (0.0)  11   4
  46 小野田 幸祐(4) 小学生 ALF RC     18.11 (+1.0)   8   5
  47 秋山 優紀(4) 小学生 高遠北     18.13 (-0.4)   6
  48 坂井 敦哉(4) 小学生 東伊那     18.24 (-1.4)   4   6
  49 矢野 煌(4) 小学生 美篶     18.54 (+1.0)   8   6
  50 荻原 翔大(4) 小学生 箕輪中部     18.58 (-0.4)   6
  51 下平 純登(4) 小学生 東春近     18.84 (+0.6)  10   5
  52 山辺 富太(4) 小学生 両小野     18.90 (-1.7)   7   5
  53 春日 悠斗(4) 小学生 西春近南     18.95 (-1.2)   3   6
  54 杉木 翔(4) 小学生 辰野西     19.02 (-2.2)   1   5
  55 五味 奏人(4) 小学生 ﾘｭｼｵA.C     19.08 (0.0)  11   5
  56 城倉 直希(4) 小学生 伊那北     19.20 (-1.2)   3   7
  57 小林 凰我(4) 小学生 辰野西     20.20 (-1.3)   2   3
  58 春日 佑斗(4) 小学生 高遠     20.28 (-1.1)   5   6
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  193
  176
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  549
  397
  418
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 5月23日 11:25

県小学新(ER)        12.27
大会新(GR)          13.95

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -2.9

 1 柏原 佑哉(5) 小学生     15.39  1 小野 颯馬(5) 小学生     15.04 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾕｳﾔ 辰野西 ｵﾉ ｿｳﾏ 両小野

 2 川上 幸輝(5) 小学生     15.49  2 杉田 瑛仁(5) 小学生     16.14 
ｶﾜｶﾐ ｺｳｷ 箕輪南 ｽｷﾞﾀ ｴｲﾄ 伊那北

 3 飯島 瑛虎(5) 小学生     15.68  3 森田 煌毅(5) 小学生     16.53 
ｲｲｼﾞﾏｴｲﾄ 中川西 ﾓﾘﾀ ｺｳｷ 南箕輪南部

 4 窪田 拓斗(5) 小学生     16.08  4 伊藤 煌(5) 小学生     16.56 
ｸﾎﾞﾀ ﾀｸﾄ 箕輪中部 ｲﾄｳ ｷﾗ 赤穂東

 5 呉本 天虎(5) 小学生     16.16 安坂 友稀(5) 小学生
ｸﾚﾓﾄ ﾀｶﾄﾗ 伊那北 ﾔｽｻｶ ﾕｳｷ 富県

 6 小松 瑠海(5) 小学生     17.29 熊谷 斗吾(5) 小学生
ｺﾏﾂ ﾙｶ 高遠 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾜ 伊那東
伊藤 大和(5) 小学生 川島 晴馬(5) 小学生
ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ 七久保 ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾏ 伊那
小森 朝登(5) 小学生 藤田 煌生(5) 小学生
ｺﾓﾘ ｱｻﾄ 富県 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｾｲ 手良

[ 3組] 風速 -2.2 [ 4組] 風速 -0.7

 1 大沼 景至(5) 小学生     15.53  1 加古 竜誠(5) 小学生     15.69 
ｵｵﾇﾏ ｹｲｼ 東伊那 ｶｺ ﾘｭｳｾｲ 箕輪中部

 2 井上 聖斗(5) 小学生     15.59  2 古畑 輝羽(5) 小学生     15.98 
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾄ 美篶 ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ 両小野

 3 中村 柚葵(5) 小学生     15.66  3 春日 温仁(5) 小学生     16.01 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 伊那AC ｶｽｶﾞ ﾊﾙﾋﾄ 辰野西

 4 小澤 泉稀(5) 小学生     16.46  4 横田 一樹(5) 小学生     16.13 
ｵｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 辰野西 ﾖｺﾀ ｶｽﾞｷ 辰野南

 5 浦野 直斗(5) 小学生     16.65  5 塩澤 陽向(5) 小学生     16.26 
ｳﾗﾉ ﾅｵﾄ 箕輪北 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 赤穂東

 6 東野 天雅(5) 小学生     17.29  6 竹村 維人(5) 小学生     16.86 
ﾋｶﾞｼﾉ ﾃﾝｶﾞ 宮田 ﾀｹﾑﾗ ﾕｲﾄ 富県

 7 宮沢 虎太郎(5) 小学生     17.50  7 松島 瑛大(5) 小学生     17.33 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 南箕輪 ﾏﾂｼﾏ ｴｲﾀ 伊那北
久保田 暖真(5) 小学生 田畑 諒也(5) 小学生
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾏ 赤穂東 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾔ 伊那

[ 5組] 風速 -3.4 [ 6組] 風速 -2.5

 1 塩原 快凰(5) 小学生     16.29  1 ﾌｪﾍｲﾗ ﾈﾘ ｷﾞﾘｪﾙﾒ(5)小学生     15.38 
ｼｵﾊﾗ ｶｲｵ 美篶 ﾌｪﾍｲﾗ ﾈﾘ ｷﾞﾘｪﾙﾒ 伊那北

 2 中村 一実(5) 小学生     16.60  2 唐木 隆旭(5) 小学生     16.03 
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 高遠 ｶﾗｷ ﾀｶｱｷ 伊那北

 3 杉山 隼太郎(5) 小学生     17.39  3 中原 瑛斗(5) 小学生     16.35 
ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 南箕輪南部 ﾅｶﾊﾗ ｴｲﾄ 赤穂東

 4 酒井 大治郎(5) 小学生     17.89  4 下川 空耶(5) 小学生     16.44 
ｻｶｲ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 伊那北 ｼﾓｶﾜ ｸｳﾔ 高遠
中野 想(5) 小学生  5 田畑 文哉(5) 小学生     16.47 
ﾅｶﾉ ｿｳ 西箕輪 ﾀﾊﾞﾀ ﾌﾐﾔ 伊那西
毛利 颯太(5) 小学生  6 中村 都馬(5) 小学生     16.66 
ﾓｳﾘ ｿｳﾀ 箕輪南 ﾅｶﾑﾗ ﾄｳﾏ 美篶
山田 大貴(5) 小学生  7 飯島 彪(5) 小学生     17.01 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 赤穂東 ｲｲｼﾞﾏﾄﾗ 中川西

原 瞭佑(5) 小学生
ﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 西箕輪

５年男子
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

6   115

8   460

5   130

2   351

1   242
欠場

3   256
欠場

7   292

4   562

7   296

2   322

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   345

欠場
5   329

欠場
6   228

3   495

1   261

欠場
8   517

欠場

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

8   571

5   432

3   537

6   471

4   129

2   373

5   131

1   581

4   452

7   348

  294

3   226
欠場

2   500

8   258

  563

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6

7   496
欠場

1   404

8   494
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

5   293

3   201
欠場

6   350
欠場

7   321

4   297

2   531

5

7   498

1   558

氏  名 所属名 記録／備考
8   291

4   116

2   202

3   379

6   532

欠場



   1 小野 颯馬(5) 小学生 両小野     15.04 (-2.9)   2   1
   2 ﾌｪﾍｲﾗ ﾈﾘ ｷﾞﾘｪﾙﾒ(5) 小学生 伊那北     15.38 (-2.5)   6   1
   3 柏原 佑哉(5) 小学生 辰野西     15.39 (-0.9)   1   1
   4 川上 幸輝(5) 小学生 箕輪南     15.49 (-0.9)   1   2
   5 大沼 景至(5) 小学生 東伊那     15.53 (-2.2)   3   1
   6 井上 聖斗(5) 小学生 美篶     15.59 (-2.2)   3   2
   7 中村 柚葵(5) 小学生 伊那AC     15.66 (-2.2)   3   3
   8 飯島 瑛虎(5) 小学生 中川西     15.68 (-0.9)   1   3
   9 加古 竜誠(5) 小学生 箕輪中部     15.69 (-0.7)   4   1
  10 古畑 輝羽(5) 小学生 両小野     15.98 (-0.7)   4   2
  11 春日 温仁(5) 小学生 辰野西     16.01 (-0.7)   4   3
  12 唐木 隆旭(5) 小学生 伊那北     16.03 (-2.5)   6   2
  13 窪田 拓斗(5) 小学生 箕輪中部     16.08 (-0.9)   1   4
  14 横田 一樹(5) 小学生 辰野南     16.13 (-0.7)   4   4
  15 杉田 瑛仁(5) 小学生 伊那北     16.14 (-2.9)   2   2
  16 呉本 天虎(5) 小学生 伊那北     16.16 (-0.9)   1   5
  17 塩澤 陽向(5) 小学生 赤穂東     16.26 (-0.7)   4   5
  18 塩原 快凰(5) 小学生 美篶     16.29 (-3.4)   5   1
  19 中原 瑛斗(5) 小学生 赤穂東     16.35 (-2.5)   6   3
  20 下川 空耶(5) 小学生 高遠     16.44 (-2.5)   6   4
  21 小澤 泉稀(5) 小学生 辰野西     16.46 (-2.2)   3   4
  22 田畑 文哉(5) 小学生 伊那西     16.47 (-2.5)   6   5
  23 森田 煌毅(5) 小学生 南箕輪南部     16.53 (-2.9)   2   3
  24 伊藤 煌(5) 小学生 赤穂東     16.56 (-2.9)   2   4
  25 中村 一実(5) 小学生 高遠     16.60 (-3.4)   5   2
  26 浦野 直斗(5) 小学生 箕輪北     16.65 (-2.2)   3   5
  27 中村 都馬(5) 小学生 美篶     16.66 (-2.5)   6   6
  28 竹村 維人(5) 小学生 富県     16.86 (-0.7)   4   6
  29 飯島 彪(5) 小学生 中川西     17.01 (-2.5)   6   7
  30 小松 瑠海(5) 小学生 高遠     17.29 (-0.9)   1   6
  30 東野 天雅(5) 小学生 宮田     17.29 (-2.2)   3   6
  32 松島 瑛大(5) 小学生 伊那北     17.33 (-0.7)   4   7
  33 杉山 隼太郎(5) 小学生 南箕輪南部     17.39 (-3.4)   5   3
  34 宮沢 虎太郎(5) 小学生 南箕輪     17.50 (-2.2)   3   7
  35 酒井 大治郎(5) 小学生 伊那北     17.89 (-3.4)   5   4

５年男子

１００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）
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  373
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  471
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  452

備考 組 順位
  345
  291
  130

  292
  500
  531
  498
  558
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  348
  131
  293
  460
  581
  296

  258
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  297

  432
  294
  321

  379
  322
  495
  563
  571
  532



決勝 5月23日 11:45

県小学新(ER)        12.27
大会新(GR)          12.74

[ 1組] 風速 -2.7 [ 2組] 風速 -2.8

 1 麦島 凌太(6) 小学生     15.17  1 宮澤 悠悟(6) 小学生     13.78 
ﾑｷﾞｼﾏ ﾘｮｳﾀ 飯島 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 赤穂東

 2 松﨑 圭佑(6) 小学生     15.29  2 林 秀翔(6) 小学生     14.97 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｽｹ 赤穂東 ﾊﾔｼ ｼｭｳﾄ 南箕輪

 3 田中 希龍(6) 小学生     15.52  3 竹村 圭史(6) 小学生     15.28 
ﾀﾅｶ ｷﾘｭｳ 中川東 ﾀｹﾑﾗ ｹｲｼﾞ 中沢

 4 佐藤 伶(6) 小学生     16.42  4 林 優心(6) 小学生     15.78 
ｻﾄｳ ﾚｲ 箕輪中部 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾄ ﾘｭｼｵA.C

 5 松川 龍太朗(6) 小学生     16.43 城倉 大和(6) 小学生
ﾏﾂｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 伊那AC ｼﾞｮｳｸﾗ ﾋﾛﾄ 東春近
清水 久蘭(6) 小学生 浦野 暖太郎(6) 小学生
ｼﾐｽﾞ ｸﾗﾝ 伊那 ｳﾗﾉ ﾊﾙﾀﾛｳ 伊那
田野井 奏仁(6) 小学生 有賀 志燕(6) 小学生
ﾀﾉｲ ｶﾅﾄ 西春近北 ｱﾙｶﾞ ｼｴﾝ 手良
小林 龍我(6) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｶﾞ 辰野西

[ 3組] 風速 -2.2

 1 岩嶋 直央(6) 小学生     14.66 
ｲﾜｼﾏ ﾅｵ 伊那北

 2 岩本 颯介(6) 小学生     15.10 
ｲﾜﾓﾄ ｿｳｽｹ 赤穂東

 3 本道 晴貴(6) 小学生     17.21 
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 伊那AC

 4 杉木 陽(6) 小学生     18.62 
ｽｷﾞｷ ﾊﾙ 辰野西

 5 伊藤 圭汰(6) 小学生     18.84 
ｲﾄｳ ｹｲﾀ ﾘｭｼｵA.C
井口 蒼汰(6) 小学生
ｲｸﾞﾁ ｿｳﾀ 伊那
久保田 龍真(6) 小学生
ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳﾏ 東春近
久保田 光誠(6) 小学生
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｾｲ 中沢

   1 宮澤 悠悟(6) 小学生 赤穂東     13.78 (-2.8)   2   1
   2 岩嶋 直央(6) 小学生 伊那北     14.66 (-2.2)   3   1
   3 林 秀翔(6) 小学生 南箕輪     14.97 (-2.8)   2   2
   4 岩本 颯介(6) 小学生 赤穂東     15.10 (-2.2)   3   2
   5 麦島 凌太(6) 小学生 飯島     15.17 (-2.7)   1   1
   6 竹村 圭史(6) 小学生 中沢     15.28 (-2.8)   2   3
   7 松﨑 圭佑(6) 小学生 赤穂東     15.29 (-2.7)   1   2
   8 田中 希龍(6) 小学生 中川東     15.52 (-2.7)   1   3
   9 林 優心(6) 小学生 ﾘｭｼｵA.C     15.78 (-2.8)   2   4
  10 佐藤 伶(6) 小学生 箕輪中部     16.42 (-2.7)   1   4
  11 松川 龍太朗(6) 小学生 伊那AC     16.43 (-2.7)   1   5
  12 本道 晴貴(6) 小学生 伊那AC     17.21 (-2.2)   3   3
  13 杉木 陽(6) 小学生 辰野西     18.62 (-2.2)   3   4
  14 伊藤 圭汰(6) 小学生 ﾘｭｼｵA.C     18.84 (-2.2)   3   5

1   489

６年男子

１００ｍ

決勝
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  472

  406
  480
  423
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決勝 5月23日 12:25

県小学新(ER)      2,49.83
大会新(GR)        3,03.53

[ 1組] [ 2組]

 1 新井 結士(6) 小学生   3,17.03  1 井沼 佑樹(6) 小学生   3,24.59 
ｱﾗｲ ﾕｳｼ 赤穂東 ｲﾇﾏ ﾕｳｷ 赤穂東

 2 高橋 尚暖(5) 小学生   3,31.49  2 藤満 智大(5) 小学生   3,25.34 
ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾊﾙ ALF RC ﾌｼﾞﾐﾂ ﾄﾓﾋﾛ 赤穂

 3 下平 然生(6) 小学生   3,36.73  3 片桐 和真(6) 小学生   3,25.55 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｾﾞﾝ 赤穂東 ｶﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞﾏ 東伊那

 4 善積 有太郎(5) 小学生   3,37.65  4 木下 真太朗(6) 小学生   3,29.48 
ﾖｼﾂﾞﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 東伊那 ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 富県

 5 有賀 圭介(6) 小学生   3,38.39  5 鳴海 澄晴(6) 小学生   3,36.59 
ｱﾙｶﾞ ｹｲｽｹ 東春近 ﾅﾙﾐ ｽﾊﾞﾙ 赤穂東

 6 新井 眞吏(5) 小学生   3,39.03  6 小倉 大哉(6) 小学生   3,38.80 
ｱﾗｲ ｼﾝﾘ 宮田 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛﾔ 伊那北

 7 佐藤 優真(6) 小学生   3,39.94  7 大澤 智也(6) 小学生   3,40.76 
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 宮田 ｵｵｻﾜ ﾄﾓﾔ 赤穂東

 8 澤田 陸(5) 小学生   3,40.79  8 肥野 凛星(6) 小学生   3,49.53 
ｻﾜﾀﾞ ﾘｸ 中川東 ﾋﾉ ﾘｵﾝ 宮田

 9 原 琥太郎(5) 小学生   3,42.02  9 瀧澤 瑞稀(6) 小学生   3,53.20 
ﾊﾗ ｺﾀﾛｳ 箕輪北 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 赤穂南

10 鈴木 悠生(6) 小学生   3,42.54 10 松田 謙吾(6) 小学生   3,54.47 
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 中川東 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 赤穂

11 武村 翔月(6) 小学生   3,42.78 11 村田 悠(6) 小学生   3,56.51 
ﾀｹﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 箕輪東 ﾑﾗﾀ ﾕｳ 東伊那

12 川島 龍斗(6) 小学生   3,55.43 12 田中 大尋(5) 小学生   3,57.92 
ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳﾄ 中川東 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｼﾝ 宮田
伊藤 敬人(5) 小学生 13 新田 凜(5) 小学生   3,59.80 
ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 西箕輪 ﾆｯﾀ ﾘﾝ 辰野西
細田 直希(5) 小学生 14 新田 琉輝(6) 小学生   4,31.34 
ﾎｿﾀﾞ ﾅｵｷ 東春近 ﾆｯﾀ ﾘｭｳｷ 東伊那
三澤 祐仁(6) 小学生 15 小林 春樹(5) 小学生   4,39.46 
ﾐｻﾜ ﾕｳﾄ 西箕輪 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 伊那北
伊藤 岳都(5) 小学生 中林 洸希(5) 小学生
ｲﾄｳ ｶﾞｸﾄ 西箕輪 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 高遠

征矢 大翔(6) 小学生
ｿﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪南

[ 3組]

 1 春日 大和(6) 小学生   3,40.50 
ｶｽｶﾞ ﾔﾏﾄ 中沢

 2 小森 朝登(5) 小学生   3,41.80 
ｺﾓﾘ ｱｻﾄ 富県

 3 宇留賀 千駿(5) 小学生   3,42.17 
ｳﾙｶﾞ ﾁﾊﾔ 南箕輪

 4 小幡 哲平(5) 小学生   3,56.93 
ｵﾊﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 富県

 5 唐澤 巧(5) 小学生   3,57.12 
ｶﾗｻﾜ ｺｳ 箕輪西

 6 山本 唯斗(6) 小学生   4,21.91 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｲﾄ 赤穂東

 7 白鳥 翔太(5) 小学生   4,28.48 
ｼﾛﾄﾘ ｼｮｳﾀ 宮田

 8 平澤 夏向(5) 小学生   4,28.61 
ﾋﾗｻﾜ ｶﾅﾀ 宮田
櫻井 樹(5) 小学生
ｻｸﾗｲ ｲﾂｷ 富県
大澤 平祁(5) 小学生
ｵｵｻﾜ ﾀｲｷ 伊那東
向山 正信(5) 小学生
ﾑｶｲﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 箕輪西
市村 倖助(5) 小学生
ｲﾁﾑﾗ ｺｳｽｹ 箕輪南
熊谷 篤輝(6) 小学生
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾂｷ 伊那
登内 光喜(6) 小学生
ﾄﾉｳﾁ ﾐﾂｷ 手良
小森 凌汰(5) 小学生
ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 箕輪南
平 知茂(6) 小学生
ﾀｲﾗ ﾄﾓｼｹﾞ 伊那
小口 遼人(5) 小学生
ｵｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 箕輪南
藤盛 晴充(6) 小学生
ﾌｼﾞﾓﾘﾊﾙﾐﾁ 西春近北 欠場
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所属名 記録／備考
2   487

4   178

  287

15   367

11   262

14   488

16

2   217
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男子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名



   1 新井 結士(6) 小学生 赤穂東     3,17.03   1   1
   2 井沼 佑樹(6) 小学生 赤穂東     3,24.59   2   1
   3 藤満 智大(5) 小学生 赤穂     3,25.34   2   2
   4 片桐 和真(6) 小学生 東伊那     3,25.55   2   3
   5 木下 真太朗(6) 小学生 富県     3,29.48   2   4
   6 高橋 尚暖(5) 小学生 ALF RC     3,31.49   1   2
   7 鳴海 澄晴(6) 小学生 赤穂東     3,36.59   2   5
   8 下平 然生(6) 小学生 赤穂東     3,36.73   1   3
   9 善積 有太郎(5) 小学生 東伊那     3,37.65   1   4
  10 有賀 圭介(6) 小学生 東春近     3,38.39   1   5
  11 小倉 大哉(6) 小学生 伊那北     3,38.80   2   6
  12 新井 眞吏(5) 小学生 宮田     3,39.03   1   6
  13 佐藤 優真(6) 小学生 宮田     3,39.94   1   7
  14 春日 大和(6) 小学生 中沢     3,40.50   3   1
  15 大澤 智也(6) 小学生 赤穂東     3,40.76   2   7
  16 澤田 陸(5) 小学生 中川東     3,40.79   1   8
  17 小森 朝登(5) 小学生 富県     3,41.80   3   2
  18 原 琥太郎(5) 小学生 箕輪北     3,42.02   1   9
  19 宇留賀 千駿(5) 小学生 南箕輪     3,42.17   3   3
  20 鈴木 悠生(6) 小学生 中川東     3,42.54   1  10
  21 武村 翔月(6) 小学生 箕輪東     3,42.78   1  11
  22 肥野 凛星(6) 小学生 宮田     3,49.53   2   8
  23 瀧澤 瑞稀(6) 小学生 赤穂南     3,53.20   2   9
  24 松田 謙吾(6) 小学生 赤穂     3,54.47   2  10
  25 川島 龍斗(6) 小学生 中川東     3,55.43   1  12
  26 村田 悠(6) 小学生 東伊那     3,56.51   2  11
  27 小幡 哲平(5) 小学生 富県     3,56.93   3   4
  28 唐澤 巧(5) 小学生 箕輪西     3,57.12   3   5
  29 田中 大尋(5) 小学生 宮田     3,57.92   2  12
  30 新田 凜(5) 小学生 辰野西     3,59.80   2  13
  31 山本 唯斗(6) 小学生 赤穂東     4,21.91   3   6
  32 白鳥 翔太(5) 小学生 宮田     4,28.48   3   7
  33 平澤 夏向(5) 小学生 宮田     4,28.61   3   8
  34 新田 琉輝(6) 小学生 東伊那     4,31.34   2  14
  35 小林 春樹(5) 小学生 伊那北     4,39.46   2  15
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男子

１０００ｍ
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考



決勝 5月23日  9:10

県小学新(ER )        2136
大会新  (GR )        1880

中村 有之介(6) 小学生
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 辰野西
鈴木 翔(6) 小学生
ｽｽﾞｷ ｼｮｳ 七久保
朝倉 漣(6) 小学生
ｱｻｸﾗ ﾚﾝ 伊那北
丸山 司(5) 小学生
ﾏﾙﾔﾏ ﾂｶｻ 高遠
中原 朋愛(5) 小学生
ﾅｶﾊﾗ ﾄﾓﾁｶ 富県
宮地 花央(5) 小学生
ﾐﾔﾁ ﾊﾅｵ 富県
小澤 駿貴(5) 小学生
ｵｻﾞﾜ ｼｭﾝｷ 両小野
菅沼 英太(6) 小学生
ｽｶﾞﾇﾏ ｴｲﾀ 西春近南
福澤 瑛太(5) 小学生 欠場
ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲﾀ 東伊那
北原 奏人(5) 小学生 欠場
ｷﾀﾊﾗ ｶﾅﾄ 高遠

決勝 5月23日  9:10

県小学新(ER)        11.72

[ 1組] 風速 -3.7 [ 2組] 風速 -3.1

 1 鈴木 翔(6) 小学生 16.76(477)  1 中村 有之介(6) 小学生 17.03(431)
ｽｽﾞｷ ｼｮｳ 七久保 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 辰野西

 2 朝倉 漣(6) 小学生 17.86(289)  2 中原 朋愛(5) 小学生 18.96(101)
ｱｻｸﾗ ﾚﾝ 伊那北 ﾅｶﾊﾗ ﾄﾓﾁｶ 富県

 3 小澤 駿貴(5) 小学生 18.55(171)  3 菅沼 英太(6) 小学生 19.21( 58)
ｵｻﾞﾜ ｼｭﾝｷ 両小野 ｽｶﾞﾇﾏ ｴｲﾀ 西春近南

 4 丸山 司(5) 小学生 18.75(137) 福澤 瑛太(5) 小学生
ﾏﾙﾔﾏ ﾂｶｻ 高遠 ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲﾀ 東伊那

 5 宮地 花央(5) 小学生 18.84(122) 北原 奏人(5) 小学生
ﾐﾔﾁ ﾊﾅｵ 富県 ｷﾀﾊﾗ ｶﾅﾄ 高遠

決勝 5月23日 10:40

県小学新(ER)         1.46

中村 有之介(6) 小学生
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 辰野西 (861)
鈴木 翔(6) 小学生
ｽｽﾞｷ ｼｮｳ 七久保 (803)
中原 朋愛(5) 小学生
ﾅｶﾊﾗ ﾄﾓﾁｶ 富県 (746)
丸山 司(5) 小学生
ﾏﾙﾔﾏ ﾂｶｻ 高遠 (746)
朝倉 漣(6) 小学生
ｱｻｸﾗ ﾚﾝ 伊那北 (746)
宮地 花央(5) 小学生
ﾐﾔﾁ ﾊﾅｵ 富県 (688)
菅沼 英太(6) 小学生
ｽｶﾞﾇﾏ ｴｲﾀ 西春近南 (630)
小澤 駿貴(5) 小学生
ｵｻﾞﾜ ｼｭﾝｷ 両小野 (630)
福澤 瑛太(5) 小学生 欠場
ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲﾀ 東伊那
北原 奏人(5) 小学生 欠場
ｷﾀﾊﾗ ｶﾅﾄ 高遠

1   138
  1292

2   244
  1280

男子

コンバインドＡ      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考

5   259
   847

6   260
   810

3   290
  1035

4   555
   883

7   346
   801

8   479
   688

6   561

 0.95

3   370

7 2   346
O O XX

 0.95

6 10   260
O O

7 1   479
O XO XX

XO XX

 1.05

 1.05

 1.00

3 9   290
O O O O XX

3 8   555
O O O XO XX

 1.10

3 5   259
O O O XO XX  1.05

2 7   244
O O O O O XX

1m15 1m20 記録 備考
1 4   138

O O O O O XO XX  1.15

男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 m90 m95 1m00 1m05 1m10

男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

８０ｍＨ(0.700m)

氏  名 所属名 記録／備考
4   138

  370

  561

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順 ﾚｰﾝ No.

2   259

4   346

2   555

5   244

6

所属名 記録／備考

  290

3   479

5   370

3   260
欠場

6   561
欠場



決勝 5月23日  9:10

県小学新(ER )        2148
大会新  (GR )        1894

福澤 遥斗(6) 小学生 大会新
ﾌｸｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 東伊那
市川 優一(6) 小学生
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｲﾁ 東伊那
岡田 康佑(6) 小学生
ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 東伊那
早稲田 一桜(6) 小学生
ﾜｾﾀﾞ ｲｯｻ 七久保
大嶋 惟吹(6) 小学生
ｵｵｼﾏ ｲﾌﾞｷ 七久保
青木 優弥(5) 小学生
ｱｵｷ ｳﾐ 両小野
中筋 雄飛(6) 小学生
ﾅｶｽｼﾞ ﾕｳﾋ 七久保
片桐 竜太朗(6) 小学生
ｶﾀｷﾞﾘ ﾘｭｳﾀﾛｳ 七久保
埋橋 卓杜(5) 小学生
ｳｽﾞﾊｼ ﾀｸﾄ 富県
藤澤 大我(5) 小学生
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｲｶﾞ 伊那西
飯島 絆(6) 小学生
ｲｲｼﾞﾏ ｷｽﾞﾅ 高遠
小牧 利駆(5) 小学生
ｺﾏｷ ﾘｸ 富県
米山 太佑(5) 小学生
ﾖﾈﾔﾏ ﾀｲｽｹ 中川東
堀部 誠人(5) 小学生
ﾎﾘﾍﾞ ﾏｻﾄ 西箕輪
竹村 泰佑(6) 小学生 欠場
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｽｹ 東伊那
岩橋 莉玖(6) 小学生 欠場
ｲﾜﾊｼ ﾘｸ 西春近南
北澤 夢雅(6) 小学生 欠場
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 七久保
三澤 晴人(5) 小学生 欠場
ﾐｻﾜ ﾊﾙﾄ 西箕輪
峰村 把琉(5) 小学生 欠場
ﾐﾈﾑﾗ ﾊﾙ 高遠
吉澤 儀治(6) 小学生 欠場
ﾖｼｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 飯島
大沼 学(5) 小学生 欠場
ｵｵﾇﾏ ｶﾞｸ 東伊那
鎌倉 颯大(5) 小学生 欠場
ｶﾏｸﾗ ｿｳﾀ 西箕輪
中城 大登(5) 小学生 欠場
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 西箕輪
岸 蒼介(6) 小学生 欠場
ｷｼ ｿｳｽｹ 伊那
下平 敬生(6) 小学生 欠場
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾂｷ 箕輪西
有賀 煌輝(5) 小学生 欠場
ｱﾙｶﾞ ｺｳｷ 西箕輪
石川 湊大(5) 小学生 欠場
ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ 西箕輪
白鳥 翔也(6) 小学生 欠場
ｼﾛﾄﾘ ｼｮｳﾔ 箕輪西
ラピングトン 新月(6小学生 欠場
ﾗﾋﾟﾝｸﾞﾄﾝ  ｼﾝｹﾞﾂ 東伊那

1   369
  1925

2   361
  1820

男子

コンバインドＢ      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考

5   249
  1633

6   347
  1601

3   362
  1755

4   248
  1727

9   253
  1460

10   380
  1291

7   246
  1592

8   245
  1572

13   156
  1100

14   215
   782

11   554
  1243

12   255
  1200

  247

  213

  365

  478

  371

  214

  560

  426

  101

  210

  212

  230

  363

  211

  102



決勝 5月23日 11:20

県小学新(ER )        5.47

早稲田 一桜(6) 小学生   3.98   3.70    3.98 
ﾜｾﾀﾞ ｲｯｻ 七久保   +0.6   -0.4    +0.6 (888)
市川 優一(6) 小学生   3.58   3.70    3.70 
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｲﾁ 東伊那   +1.5   +3.5    +3.5 (809)
福澤 遥斗(6) 小学生   3.66   3.70    3.70 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 東伊那   +0.4   -0.5    -0.5 (809)
片桐 竜太朗(6) 小学生   3.53   3.69    3.69 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾘｭｳﾀﾛｳ 七久保   -1.6    0.0     0.0 (806)
岡田 康佑(6) 小学生   3.55   3.65    3.65 
ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 東伊那   +2.1   +1.9    +1.9 (795)
大嶋 惟吹(6) 小学生   3.27   3.42    3.42 
ｵｵｼﾏ ｲﾌﾞｷ 七久保   +0.2   +1.8    +1.8 (731)
中筋 雄飛(6) 小学生   2.96   3.41    3.41 
ﾅｶｽｼﾞ ﾕｳﾋ 七久保   -0.8   +1.0    +1.0 (728)
青木 優弥(5) 小学生   3.29   3.19    3.29 
ｱｵｷ ｳﾐ 両小野   +0.3   +1.3    +0.3 (694)
埋橋 卓杜(5) 小学生   2.46   2.92    2.92 
ｳｽﾞﾊｼ ﾀｸﾄ 富県   +1.2   +2.8    +2.8 (591)
小牧 利駆(5) 小学生   2.85   2.72    2.85 
ｺﾏｷ ﾘｸ 富県   +2.2   +2.2    +2.2 (571)
藤澤 大我(5) 小学生   2.66   2.54    2.66 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｲｶﾞ 伊那西   +1.1   +1.6    +1.1 (518)
米山 太佑(5) 小学生   2.48   2.39    2.48 
ﾖﾈﾔﾏ ﾀｲｽｹ 中川東   +3.4   +2.9    +3.4 (468)
堀部 誠人(5) 小学生   2.24    X    2.24 
ﾎﾘﾍﾞ ﾏｻﾄ 西箕輪   +0.7    +0.7 (400)
飯島 絆(6) 小学生   2.23    X    2.23 
ｲｲｼﾞﾏ ｷｽﾞﾅ 高遠   +2.5    +2.5 (398)
竹村 泰佑(6) 小学生 欠場
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｽｹ 東伊那
岩橋 莉玖(6) 小学生 欠場
ｲﾜﾊｼ ﾘｸ 西春近南
北澤 夢雅(6) 小学生 欠場
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 七久保
三澤 晴人(5) 小学生 欠場
ﾐｻﾜ ﾊﾙﾄ 西箕輪
峰村 把琉(5) 小学生 欠場
ﾐﾈﾑﾗ ﾊﾙ 高遠
吉澤 儀治(6) 小学生 欠場
ﾖｼｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 飯島
大沼 学(5) 小学生 欠場
ｵｵﾇﾏ ｶﾞｸ 東伊那
鎌倉 颯大(5) 小学生 欠場
ｶﾏｸﾗ ｿｳﾀ 西箕輪
中城 大登(5) 小学生 欠場
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 西箕輪
岸 蒼介(6) 小学生 欠場
ｷｼ ｿｳｽｹ 伊那
下平 敬生(6) 小学生 欠場
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾂｷ 箕輪西
有賀 煌輝(5) 小学生 欠場
ｱﾙｶﾞ ｺｳｷ 西箕輪
石川 湊大(5) 小学生 欠場
ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ 西箕輪
白鳥 翔也(6) 小学生 欠場
ｼﾛﾄﾘ ｼｮｳﾔ 箕輪西
ﾗﾋﾟﾝｸﾞﾄﾝ 新月(6) 小学生 欠場
ﾗﾋﾟﾝｸﾞﾄﾝ  ｼﾝｹﾞﾂ 東伊那

男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

走幅跳              

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 記録-2-

2 19   369

4 18   245

-3- 備考
1 21   248

2 8   361

7 14   246

8 9   347

5 24   362

6 5   249

11 4   380

12 26   156

9 25   253

10 28   255

1   365

2   478

13 11   215

14 29   554

7   560

10   426

3   247

6   213

15   212

16   230

12   371

13   214

22   211

23   102

17   101

20   210

27   363



決勝 5月23日  9:10

県小学新(ER )       60.18

福澤 遥斗(6) 小学生
ﾌｸｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 東伊那 (1116)
市川 優一(6) 小学生
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｲﾁ 東伊那 (1011)
岡田 康佑(6) 小学生
ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ 東伊那 (960)
青木 優弥(5) 小学生
ｱｵｷ ｳﾐ 両小野 (907)
大嶋 惟吹(6) 小学生
ｵｵｼﾏ ｲﾌﾞｷ 七久保 (902)
埋橋 卓杜(5) 小学生
ｳｽﾞﾊｼ ﾀｸﾄ 富県 (869)
中筋 雄飛(6) 小学生
ﾅｶｽｼﾞ ﾕｳﾋ 七久保 (864)
飯島 絆(6) 小学生
ｲｲｼﾞﾏ ｷｽﾞﾅ 高遠 (845)
早稲田 一桜(6) 小学生
ﾜｾﾀﾞ ｲｯｻ 七久保 (839)
藤澤 大我(5) 小学生
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｲｶﾞ 伊那西 (773)
片桐 竜太朗(6) 小学生
ｶﾀｷﾞﾘ ﾘｭｳﾀﾛｳ 七久保 (766)
米山 太佑(5) 小学生
ﾖﾈﾔﾏ ﾀｲｽｹ 中川東 (632)
小牧 利駆(5) 小学生
ｺﾏｷ ﾘｸ 富県 (629)
堀部 誠人(5) 小学生
ﾎﾘﾍﾞ ﾏｻﾄ 西箕輪 (382)
竹村 泰佑(6) 小学生 欠場
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｽｹ 東伊那
三澤 晴人(5) 小学生 欠場
ﾐｻﾜ ﾊﾙﾄ 西箕輪
北澤 夢雅(6) 小学生 欠場
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 七久保
岩橋 莉玖(6) 小学生 欠場
ｲﾜﾊｼ ﾘｸ 西春近南
下平 敬生(6) 小学生 欠場
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾂｷ 箕輪西
吉澤 儀治(6) 小学生 欠場
ﾖｼｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 飯島
石川 湊大(5) 小学生 欠場
ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ 西箕輪
中城 大登(5) 小学生 欠場
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 西箕輪
岸 蒼介(6) 小学生 欠場
ｷｼ ｿｳｽｹ 伊那
峰村 把琉(5) 小学生 欠場
ﾐﾈﾑﾗ ﾊﾙ 高遠
大沼 学(5) 小学生 欠場
ｵｵﾇﾏ ｶﾞｸ 東伊那
ラピングトン 新月(6小学生 欠場
ﾗﾋﾟﾝｸﾞﾄﾝ  ｼﾝｹﾞﾂ 東伊那
白鳥 翔也(6) 小学生 欠場
ｼﾛﾄﾘ ｼｮｳﾔ 箕輪西
有賀 煌輝(5) 小学生 欠場
ｱﾙｶﾞ ｺｳｷ 西箕輪
鎌倉 颯大(5) 小学生 欠場
ｶﾏｸﾗ ｿｳﾀ 西箕輪

男子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録 備考
1 9   369

51.95   X

 46.79 

3 16   362
44.30 37.39

 51.95 

 44.30 

2 3   361
46.79 46.23

 41.67 

5 21   249
  X 41.45  41.45 

4 12   347
  X 41.67

 39.81 

7 24   246
39.58 39.55  39.58 

6 4   253
36.76 39.81

 38.63 

9 1   248
37.65 38.33  38.33 

8 2   554
34.26 38.63

 35.10 

11 5   245
34.75 29.78  34.75 

10 20   380
31.93 35.10

 28.15 

13 17   255
  X 28.03  28.03 

12 28   156
19.79 28.15

 15.84 

6   365

14 13   215
15.84 13.59

8   247

7   213

11   101

10   478

15   211

14   426

19   230

18   212

23   371

22   560

26   102

25   363

29   214

27   210



決勝 5月23日  9:25

県小学新(ER )       12.81
大会新  (GR )       15.56

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -0.7

 1 奥原 はな(4) 小学生     17.04  1 伊東 綸(4) 小学生     16.24 
ｵｸﾊﾗ ﾊﾅ 西箕輪 ｲﾄｳ ﾘﾝ 箕輪中部

 2 髙橋 桜(4) 小学生     17.42  2 倉田 文華(4) 小学生     16.28 
ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ 赤穂東 ｸﾗﾀ ﾌﾐｶ 赤穂

 3 平林 亜優(4) 小学生     17.48  3 北原 永華(4) 小学生     17.98 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾕ 辰野東 ｷﾀﾊﾗ ｴｲｶ 伊那北

 4 坂間 虹心(4) 小学生     18.02  4 北原 茉実(4) 小学生     18.23 
ｻｶﾏ ﾆｺ 赤穂南 ｷﾀﾊﾗ ﾏﾐ 美篶

 5 米山 千菜(4) 小学生     18.11  5 伊藤 安優(4) 小学生     18.75 
ﾖﾈﾔﾏ ﾁﾅ 中川東 ｲﾄｳ ｱﾕ 中川東

 6 岩波 愛奈(4) 小学生     18.50  6 小林 葵衣(4) 小学生     18.90 
ｲﾜﾅﾐ ｱｲﾅ 西春近南 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 中沢

 7 土屋 映真(4) 小学生     18.60 小椋 実紀(4) 小学生
ﾂﾁﾔ ｴﾏ 南箕輪南部 ｵｸﾞﾗﾐﾉﾘ 西春近北

 8 松田 想來(4) 小学生     18.76 原 由季奈(4) 小学生
ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ 箕輪中部 ﾊﾗ ﾕｷﾅ 南箕輪

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -1.4

 1 太田 心陽(4) 小学生     16.57  1 伊東 砂良(4) 小学生     16.01 
ｵｵﾀ ﾐﾊﾙ 伊那AC ｲﾄｳ ｻﾗ 箕輪中部

 2 伊藤 凛乃(4) 小学生     17.26  2 高谷 花音(4) 小学生     17.45 
ｲﾄｳ ﾘﾉ 七久保 ﾀｶﾔ ｶﾉﾝ 七久保

 3 岸田 乃香(4) 小学生     17.84  3 柳澤 ひより(4) 小学生     17.70 
ｷｼﾀ ﾞﾉｶ 両小野 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾖﾘ 両小野

 4 下島 香那絵(4) 小学生     17.89  4 酒井 結菜(4) 小学生     18.31 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾅｴ 中沢 ｻｶｲ ﾕｲﾅ 南箕輪

 5 中谷 泉(4) 小学生     19.12  5 山崎 巴葉(4) 小学生     18.46 
ﾅｶﾔ ｲｽﾞﾐ 辰野東 ﾔﾏｻﾞｷﾄﾓﾖ 西春近北

 6 伊藤 陽菜(4) 小学生     19.16  6 西村 倫乃花(4) 小学生     18.61 
ｲﾄｳ ﾋﾅ 東伊那 ﾆｼﾑﾗ ﾘﾉｶ 伊那AC
野口 かぐら(4) 小学生  7 浅見 円香(4) 小学生     20.05 
ﾉｸﾞﾁ ｶｸﾞﾗ 赤穂 ｱｻﾐ ﾏﾄﾞｶ 伊那北
小澤 結希乃(4) 小学生 塚越 百々果(5) 小学生
ｵｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 南箕輪 ﾂｶｺｼ ﾓﾓｶ 伊那

[ 5組] 風速 -2.6 [ 6組] 風速 -3.7

 1 渋谷 優心(4) 小学生     16.98  1 福澤 唯色(4) 小学生     16.57 
ｼﾌﾞﾔ ﾕﾅ 伊那AC ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｲ 南箕輪

 2 松田 静奈(4) 小学生     18.07  2 下平 樹生(4) 小学生     17.59 
ﾏﾂﾀﾞ ｼｽﾞﾅ ﾘｭｼｵA.C ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｷｷ 赤穂東

 3 寺澤 舞優(4) 小学生     18.13  3 西澤 未来(4) 小学生     18.13 
ﾃﾗｻﾜ ﾏﾕ 中川東 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｸ 美篶

 4 斎藤 小暖(4) 小学生     18.44  4 鷲見 和月(4) 小学生     18.72 
ｻｲﾄｳ ｺﾊﾙ 辰野南 ｽﾐ ﾅﾂｷ 伊那北

 5 篠崎 結曖(4) 小学生     19.12  5 垣内 優那(4) 小学生     18.81 
ｼﾉｻﾞｷ ﾕｱ 伊那北 ｶｷｳﾁ ﾕｳﾅ 辰野西

 6 田中 柚羽(4) 小学生     19.35  6 喜納 静音(4) 小学生     19.58 
ﾀﾅｶ ﾕｽﾞﾊ 両小野 ｷﾅ ｼｽﾞﾈ 両小野
堀内 采実(4) 小学生 下島 銀(4) 小学生
ﾎﾘｳﾁｺﾄﾐ 西春近北 ｼﾓｼﾞﾏｷﾞﾝ 西春近北
川井 柚乃(4) 小学生
ｶﾜｲ ﾕﾉ 七久保

[ 7組] 風速 -1.3 [ 8組] 風速 -3.2

 1 宮澤 紅愛(4) 小学生     16.37  1 北原 ゆあ(4) 小学生     16.45 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚｱ 南箕輪 ｷﾀﾊﾗ ﾕｱ 西春近南

 2 井上 沙綺(4) 小学生     16.66  2 三澤 めい(4) 小学生     17.10 
ｲﾉｳｻｱﾔ 西春近北 ﾐｻﾜ ﾒｲ 辰野東

 3 伊藤 真子(4) 小学生     16.75  3 宇都宮 香澄(4) 小学生     17.22 
ｲﾄｳ ﾏｺ 辰野東 ｳﾂﾉﾐﾔ ｶｽﾐ 宮田

 4 肥野 星愛(4) 小学生     17.69  4 熊谷 瑠心(4) 小学生     18.87 
ﾋﾉ ｷﾗﾗ 宮田 ｸﾏｶﾞｲ ﾙｲｻ 伊那北

 5 池上 紫優(4) 小学生     18.24  5 山本 聖夏(4) 小学生     18.94 
ｲｹｶﾞﾐ ｼﾕ 高遠北 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｶ 赤穂東

 6 埋橋 初妃(4) 小学生     18.88  6 唐木 涼那(4) 小学生     19.36 
ｳｽﾞﾊｼ ﾊﾂﾞｷ 富県 ｶﾗｷ ｽｽﾞﾅ 両小野

 7 山下 梨花(4) 小学生     19.22 竹村 彩実(4) 小学生
ﾔﾏｼﾀ ﾘｶ 中川東 ﾀｹﾑﾗ ｱﾔﾐ 東伊那
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[ 9組] 風速 -0.6 [ 10組] 風速 -2.5

 1 米山 芽生(4) 小学生     17.46  1 中山 聖菜(4) 小学生     16.62 
ﾖﾈﾔﾏ ﾒｲ 宮田 ﾅｶﾔﾏｿﾅ 中川西

 2 道端 絆菜(4) 小学生     17.55  2 市川 来愛(4) 小学生     17.06 
ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾊﾝﾅ 箕輪中部 ｲﾁｶﾜ ﾗｲﾅ 辰野東

 3 林 杏理(4) 小学生     17.59  3 畑 冴來(4) 小学生     17.79 
ﾊﾔｼ ｱﾝﾘ 南箕輪 ﾊﾀ ｻｴﾗ 美篶

 4 木下 優(4) 小学生     18.52  4 小林 遥香(4) 小学生     18.12 
ｷﾉｼﾀ ﾕｳ 富県 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 辰野西
平田 桜奈(4) 小学生  5 羽生 紡(4) 小学生     18.35 
ﾋﾗﾀ ｻﾅ 飯島 ﾊﾆｭｳ ﾂﾑｷﾞ 東伊那
下島 穂(4) 小学生  6 赤井 穂乃香(4) 小学生     19.15 
ｼﾓｼﾞﾏ ｽｲ 西春近北 ｱｶｲ ﾎﾉｶ 両小野
遠藤 千織(4) 小学生 平澤 希羽(4) 小学生
ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｵﾘ 赤穂 ﾋﾗｻﾜ ﾉﾉﾊ 赤穂東

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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   1 伊東 砂良(4) 小学生 箕輪中部     16.01 (-1.4)   4   1
   2 伊東 綸(4) 小学生 箕輪中部     16.24 (-0.7)   2   1
   3 倉田 文華(4) 小学生 赤穂     16.28 (-0.7)   2   2
   4 宮澤 紅愛(4) 小学生 南箕輪     16.37 (-1.3)   7   1
   5 北原 ゆあ(4) 小学生 西春近南     16.45 (-3.2)   8   1
   6 太田 心陽(4) 小学生 伊那AC     16.57 (-0.7)   3   1
   6 福澤 唯色(4) 小学生 南箕輪     16.57 (-3.7)   6   1
   8 中山 聖菜(4) 小学生 中川西     16.62 (-2.5)  10   1
   9 井上 沙綺(4) 小学生 西春近北     16.66 (-1.3)   7   2
  10 伊藤 真子(4) 小学生 辰野東     16.75 (-1.3)   7   3
  11 渋谷 優心(4) 小学生 伊那AC     16.98 (-2.6)   5   1
  12 奥原 はな(4) 小学生 西箕輪     17.04 (-1.6)   1   1
  13 市川 来愛(4) 小学生 辰野東     17.06 (-2.5)  10   2
  14 三澤 めい(4) 小学生 辰野東     17.10 (-3.2)   8   2
  15 宇都宮 香澄(4) 小学生 宮田     17.22 (-3.2)   8   3
  16 伊藤 凛乃(4) 小学生 七久保     17.26 (-0.7)   3   2
  17 髙橋 桜(4) 小学生 赤穂東     17.42 (-1.6)   1   2
  18 高谷 花音(4) 小学生 七久保     17.45 (-1.4)   4   2
  19 米山 芽生(4) 小学生 宮田     17.46 (-0.6)   9   1
  20 平林 亜優(4) 小学生 辰野東     17.48 (-1.6)   1   3
  21 道端 絆菜(4) 小学生 箕輪中部     17.55 (-0.6)   9   2
  22 下平 樹生(4) 小学生 赤穂東     17.59 (-3.7)   6   2
  22 林 杏理(4) 小学生 南箕輪     17.59 (-0.6)   9   3
  24 肥野 星愛(4) 小学生 宮田     17.69 (-1.3)   7   4
  25 柳澤 ひより(4) 小学生 両小野     17.70 (-1.4)   4   3
  26 畑 冴來(4) 小学生 美篶     17.79 (-2.5)  10   3
  27 岸田 乃香(4) 小学生 両小野     17.84 (-0.7)   3   3
  28 下島 香那絵(4) 小学生 中沢     17.89 (-0.7)   3   4
  29 北原 永華(4) 小学生 伊那北     17.98 (-0.7)   2   3
  30 坂間　虹心(4) 小学生 赤穂南     18.02 (-1.6)   1   4
  31 松田 静奈(4) 小学生 ﾘｭｼｵA.C     18.07 (-2.6)   5   2
  32 米山 千菜(4) 小学生 中川東     18.11 (-1.6)   1   5
  33 小林 遥香(4) 小学生 辰野西     18.12 (-2.5)  10   4
  34 寺澤 舞優(4) 小学生 中川東     18.13 (-2.6)   5   3
  34 西澤 未来(4) 小学生 美篶     18.13 (-3.7)   6   3
  36 北原 茉実(4) 小学生 美篶     18.23 (-0.7)   2   4
  37 池上 紫優(4) 小学生 高遠北     18.24 (-1.3)   7   5
  38 酒井 結菜(4) 小学生 南箕輪     18.31 (-1.4)   4   4
  39 羽生 紡(4) 小学生 東伊那     18.35 (-2.5)  10   5
  40 斎藤 小暖(4) 小学生 辰野南     18.44 (-2.6)   5   4
  41 山崎 巴葉(4) 小学生 西春近北     18.46 (-1.4)   4   5
  42 岩波 愛奈(4) 小学生 西春近南     18.50 (-1.6)   1   6
  43 木下 優(4) 小学生 富県     18.52 (-0.6)   9   4
  44 土屋 映真(4) 小学生 南箕輪南部     18.60 (-1.6)   1   7
  45 西村 倫乃花(4) 小学生 伊那AC     18.61 (-1.4)   4   6
  46 鷲見 和月(4) 小学生 伊那北     18.72 (-3.7)   6   4
  47 伊藤 安優(4) 小学生 中川東     18.75 (-0.7)   2   5
  48 松田 想來(4) 小学生 箕輪中部     18.76 (-1.6)   1   8
  49 垣内 優那(4) 小学生 辰野西     18.81 (-3.7)   6   5
  50 熊谷 瑠心(4) 小学生 伊那北     18.87 (-3.2)   8   4
  51 埋橋 初妃(4) 小学生 富県     18.88 (-1.3)   7   6
  52 小林 葵衣(4) 小学生 中沢     18.90 (-0.7)   2   6
  53 山本 聖夏(4) 小学生 赤穂東     18.94 (-3.2)   8   5
  54 中谷 泉(4) 小学生 辰野東     19.12 (-0.7)   3   5
  54 篠崎 結曖(4) 小学生 伊那北     19.12 (-2.6)   5   5
  56 赤井 穂乃香(4) 小学生 両小野     19.15 (-2.5)  10   6
  57 伊藤 陽菜(4) 小学生 東伊那     19.16 (-0.7)   3   6
  58 山下 梨花(4) 小学生 中川東     19.22 (-1.3)   7   7
  59 田中 柚羽(4) 小学生 両小野     19.35 (-2.6)   5   6
  60 唐木 涼那(4) 小学生 両小野     19.36 (-3.2)   8   6
  61 喜納 静音(4) 小学生 両小野     19.58 (-3.7)   6   6
  62 浅見 円香(4) 小学生 伊那北     20.05 (-1.4)   4   7
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決勝 5月23日 10:05

県小学新(ER )       12.81
大会新  (GR )       14.49

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 -2.7

 1 髙倉 瑞希(5) 小学生     15.82  1 森田 寧音(5) 小学生     16.81 
ﾀｶｸﾗ ﾐｽﾞｷ 辰野西 ﾓﾘﾀ ﾈｵ 中川東

 2 有賀 美空(5) 小学生     16.05  2 坂間 星(5) 小学生     17.13 
ｱﾙｶﾞ ﾐｸ 南箕輪南部 ｻｶﾏ ｱｶﾘ 赤穂東

 3 諸田 くるみ(5) 小学生     16.16  3 有賀 碧衣(5) 小学生     17.33 
ﾓﾛﾀｸﾙﾐ 中川西 ｱﾙｶﾞ ｱｵｲ 辰野西

 4 富永 愛叶(5) 小学生     16.18  4 雨宮 実花(5) 小学生     17.38 
ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｲｶ 中川東 ｱﾒﾐﾔ ﾐｶ 西箕輪

 5 下平 愛佳(5) 小学生     16.29  5 佐藤 愛里(5) 小学生     17.57 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｲｶ 赤穂 ｻﾄｳ ｱｲﾘ 高遠北

 6 竹澤 碧依(5) 小学生     16.56  6 川上 紋奈(5) 小学生     18.50 
ﾀｹｻﾞﾜ ｱｵｲ 両小野 ｶﾜｶﾐ ｱﾔﾅ 辰野南
上山 紗季(5) 小学生 宮坂 莉奈(5) 小学生
ｶﾐﾔﾏ ｻｷ 西箕輪 ﾐﾔｻｶ ﾘﾅ 赤穂
小池 叶純(5) 小学生 清水 奏(5) 小学生
ｺｲｹ ｶｽﾐ 中沢 ｼﾐｽﾞ ｶﾅ 箕輪南

[ 3組] 風速 -3.0 [ 4組] 風速 -1.3

 1 村田 茉里香(5) 小学生     16.51  1 新山 美空(5) 小学生     15.32 
ﾑﾗﾀ ﾏﾘｶ 赤穂 ｱﾗﾔﾏﾐｸ 西春近北

 2 梅田 志織(5) 小学生     16.82  2 遠藤 愛花(5) 小学生     16.09 
ｳﾒﾀﾞ ｼｵﾘ 南箕輪南部 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲｶ 赤穂
北原 翠乃(5) 小学生  3 渡辺 希未(5) 小学生     16.59 
ｷﾀﾊﾗ ｱｷﾉ 伊那 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 辰野南
三澤 姫奈(5) 小学生  4 貫井 珠喜(5) 小学生     16.93 
ﾐｻﾜ ﾋﾅ 伊那東 ﾇｸｲ ﾀﾏｷ 辰野東
富田 夢叶(5) 小学生  5 三木 心音(5) 小学生     17.89 
ﾄﾐﾀ ﾕﾒｶ 辰野西 ﾐｷ ｺｺﾈ 箕輪北
酒井 結乃(5) 小学生 與澤 百亜(5) 小学生
ｻｶｲ ﾕﾉ 手良 ﾖｻﾞﾜ ﾓｱ 西箕輪
菅家 千恵美(5) 小学生 小平 彩姫(5) 小学生
ｶﾝｹ ﾁｴﾐ 伊那AC ｺﾀﾞｲﾗ ｻｷ 箕輪西
堀内 杏奈(5) 小学生 木下 琴乃(5) 小学生
ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ 西箕輪 ｷﾉｼﾀ ｺﾄﾉ 赤穂東

[ 5組] 風速 -3.8 [ 6組] 風速 -2.8

 1 松原 雅(5) 小学生     16.24  1 高木 穂菜実(5) 小学生     14.77 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾔﾋﾞ 箕輪北 ﾀｶｷﾞ ﾎﾅﾐ 伊那AC

 2 伊藤 莉子(5) 小学生     16.97  2 宮入 にこ(5) 小学生     15.59 
ｲﾄｳ ﾘｺ 赤穂 ﾐﾔｲﾘ ﾆｺ 箕輪中部

 3 林 みさと(5) 小学生     17.07  3 塩澤 茉莉(5) 小学生     15.87 
ﾊﾔｼ ﾐｻﾄ 南箕輪南部 ｼｵｻﾞﾜ ﾏﾘ 赤穂

 4 小平 麻里愛(5) 小学生     17.29  4 宮澤 乃亜(5) 小学生     16.42 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾘｱ 辰野西 ﾐﾔｻﾞﾜﾉｱ 中川西

 5 本道 心晴(5) 小学生     18.17  5 城崎 史佳(5) 小学生     17.69 
ﾎﾝﾄﾞｳ ｺﾊﾙ 伊那AC ｼﾛｻﾞｷ ﾌﾐｶ 西箕輪
中村 奈央(5) 小学生 西尾 奈々(5) 小学生
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 赤穂東 ﾆｼｵ ﾅﾅ 赤穂東
梅本 真帆(5) 小学生 大住 結香(5) 小学生
ｳﾒﾓﾄ ﾏﾎ 西箕輪 ｵｵｽﾐ ﾕｲｶ 伊那東

5   493
欠場

7   330
欠場

6   195
欠場

8   171

2   117

4   199

4   490
欠場

5   325

3   134

2   466

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

6

8   572 3

欠場
4   104

欠場
5   492

欠場

7   166

No.

  454

氏  名 所属名 記録／備考
  465

1   318

7   573

2   198

6   467
欠場

7   197
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
6   277

2   328
欠場

3   136
欠場

4   516
欠場

8   167

5   324

1   227
欠場

1   169
欠場

6   352
欠場

6   196
欠場

7   545
欠場

3   168

8   285

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

2   200

8   109

4   284

所属名 記録／備考
5   158

7   502

3   132

ﾚｰﾝ No. 氏  名

8   157

1   170

5   342

3   133

2   323

4   118

５年女子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 高木 穂菜実(5) 小学生 伊那AC     14.77 (-2.8)   6   1
   2 新山 美空(5) 小学生 西春近北     15.32 (-1.3)   4   1
   3 宮入 にこ(5) 小学生 箕輪中部     15.59 (-2.8)   6   2
   4 髙倉 瑞希(5) 小学生 辰野西     15.82 (+0.9)   1   1
   5 塩澤 茉莉(5) 小学生 赤穂     15.87 (-2.8)   6   3
   6 有賀 美空(5) 小学生 南箕輪南部     16.05 (+0.9)   1   2
   7 遠藤 愛花(5) 小学生 赤穂     16.09 (-1.3)   4   2
   8 諸田 くるみ(5) 小学生 中川西     16.16 (+0.9)   1   3
   9 富永 愛叶(5) 小学生 中川東     16.18 (+0.9)   1   4
  10 松原 雅(5) 小学生 箕輪北     16.24 (-3.8)   5   1
  11 下平 愛佳(5) 小学生 赤穂     16.29 (+0.9)   1   5
  12 宮澤 乃亜(5) 小学生 中川西     16.42 (-2.8)   6   4
  13 村田 茉里香(5) 小学生 赤穂     16.51 (-3.0)   3   1
  14 竹澤 碧依(5) 小学生 両小野     16.56 (+0.9)   1   6
  15 渡辺 希未(5) 小学生 辰野南     16.59 (-1.3)   4   3
  16 森田 寧音(5) 小学生 中川東     16.81 (-2.7)   2   1
  17 梅田 志織(5) 小学生 南箕輪南部     16.82 (-3.0)   3   2
  18 貫井 珠喜(5) 小学生 辰野東     16.93 (-1.3)   4   4
  19 伊藤 莉子(5) 小学生 赤穂     16.97 (-3.8)   5   2
  20 林 みさと(5) 小学生 南箕輪南部     17.07 (-3.8)   5   3
  21 坂間 星(5) 小学生 赤穂東     17.13 (-2.7)   2   2
  22 小平 麻里愛(5) 小学生 辰野西     17.29 (-3.8)   5   4
  23 有賀 碧衣(5) 小学生 辰野西     17.33 (-2.7)   2   3
  24 雨宮 実花(5) 小学生 西箕輪     17.38 (-2.7)   2   4
  25 佐藤 愛里(5) 小学生 高遠北     17.57 (-2.7)   2   5
  26 城崎 史佳(5) 小学生 西箕輪     17.69 (-2.8)   6   5
  27 三木 心音(5) 小学生 箕輪北     17.89 (-1.3)   4   5
  28 本道 心晴(5) 小学生 伊那AC     18.17 (-3.8)   5   5
  29 川上 紋奈(5) 小学生 辰野南     18.50 (-2.7)   2   6

  318
  166
  325
  502
  134
  132
  200

  466
  284

  109
  199
  573

  157
  572
  170
  117
  167
  342
  285
  158
  324

順位
  465
  277
  454
  133
  171
  323
  168
  118

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組

５年女子

１００ｍ            



決勝 5月23日 10:20

県小学新(ER )       12.81
大会新  (GR )       13.92

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -2.0

 1 原 瑚都子(6) 小学生     15.14  1 長岩 里桜(6) 小学生     14.30 
ﾊﾗ ｺﾄｺ 美篶 ﾅｶﾞｲﾜ ﾘｵ 赤穂南

 2 三澤 汐音(6) 小学生     15.23  2 柘植 ちひろ(6) 小学生     16.10 
ﾐｻﾜ ｼｵﾝ 伊那AC ﾂｹﾞ ﾁﾋﾛ 飯島

 3 竹松 凜音(6) 小学生     15.84  3 宇都宮 美紗(6) 小学生     16.60 
ﾀｹﾏﾂ ﾘｵﾝ 富県 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾐｻ 宮田

 4 佐々木 美桜(6) 小学生     16.92  4 中山 ねいろ(6) 小学生     17.05 
ｻｻｷ ﾐｵｳ 西箕輪 ﾅｶﾔﾏ ﾈｲﾛ 高遠

 5 繁田 梨(6) 小学生     18.53 竹村 心玖(6) 小学生
ｼｹﾞﾀ ﾘﾝ 辰野西 ﾀｹﾑﾗ ﾐｸ 中沢
水上 虹実(6) 小学生 小沢 瑠奈(6) 小学生
ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾐ 赤穂東 ｵｻﾞﾜ ﾙﾅ 箕輪南
丸山 愛琉(6) 小学生 柘植 香奈実(6) 小学生
ﾏﾙﾔﾏ ｱｲﾙ 中沢 ﾂｹﾞ ｶﾅﾐ 伊那

[ 3組] 風速 -1.7 [ 4組] 風速 -1.7

 1 那須 結月(6) 小学生     14.84  1 下島 香里奈(6) 小学生     15.52 
ﾅｽ ﾕﾂﾞｷ 富県 ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾘﾅ 飯島

 2 小城 実優(6) 小学生     15.71  2 小林 虹光(6) 小学生     15.87 
ｺｼﾛ ﾐﾕ 箕輪中部 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺ 手良

 3 有賀 日陽(6) 小学生     16.20  3 宮下 絆(6) 小学生     18.34 
ｱﾙｶﾞ ﾋﾖﾘ 西箕輪 ﾐﾔｼﾀ ｷｽﾞﾅ 伊那東

 4 大沼 美月(6) 小学生     17.08 石川 千里香(6) 小学生
ｵｵﾇﾏ ﾐﾂﾞｷ 東伊那 ｲｼｶﾜ ﾁﾘｶ 高遠

 5 白鳥 利佳(6) 小学生     18.32 茂木 彩花(6) 小学生
ｼﾛﾄﾘ ﾘｶ 箕輪南 ﾓﾃｷ ｱﾔｶ 伊那
木下 唯(6) 小学生 木村 日香里(6) 小学生
ｷﾉｼﾀ ﾕｲ 中沢 ｷﾑﾗ ﾋｶﾘ 辰野西
林 百恵(6) 小学生 飯沼 眞由(6) 小学生
ﾊﾔｼ ﾓｴ 伊那 ｲｲﾇﾏ ﾏﾕ 西箕輪

[ 5組] 風速 -2.4

 1 小林 穂香(6) 小学生     14.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 辰野西

 2 福澤 琉色(6) 小学生     15.25 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾙｲ 南箕輪

 3 伊藤 萌々花(6) 小学生     16.80 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 箕輪中部
林 莉穂奈(6) 小学生
ﾊﾔｼ ﾘｵﾅ 中沢
有賀 空(6) 小学生
ｱﾙｶﾞ ｿﾗ 伊那北
伊東 美咲(6) 小学生
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 東春近
毛利 優衣菜(6) 小学生
ﾓｳﾘ ﾕｲﾅ 箕輪南

６年女子

１００ｍ            

決勝

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
4   526 6   580

7   263 2   433

6   464 7   425

3   143 4   540

2   205 3   557

欠場
8   544 8   235

欠場
5   485 5   358

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   264 5   424

欠場 欠場

2   204 3   332

3   463 6   514

欠場
7   356 4   237

4   364 2   556

欠場 欠場
8   236 8   203

欠場
6   539 7   142

3   144

7   407

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   288
欠場

6   388
欠場

4   461

2   542
欠場

8   357
欠場



   1 長岩 里桜(6) 小学生 赤穂南     14.30 (-2.0)   2   1
   2 小林 穂香(6) 小学生 辰野西     14.77 (-2.4)   5   1
   3 那須 結月(6) 小学生 富県     14.84 (-1.7)   3   1
   4 原 瑚都子(6) 小学生 美篶     15.14 (-1.0)   1   1
   5 三澤 汐音(6) 小学生 伊那AC     15.23 (-1.0)   1   2
   6 福澤 琉色(6) 小学生 南箕輪     15.25 (-2.4)   5   2
   7 下島 香里奈(6) 小学生 飯島     15.52 (-1.7)   4   1
   8 小城 実優(6) 小学生 箕輪中部     15.71 (-1.7)   3   2
   9 竹松 凜音(6) 小学生 富県     15.84 (-1.0)   1   3
  10 小林 虹光(6) 小学生 手良     15.87 (-1.7)   4   2
  11 柘植 ちひろ(6) 小学生 飯島     16.10 (-2.0)   2   2
  12 有賀 日陽(6) 小学生 西箕輪     16.20 (-1.7)   3   3
  13 宇都宮 美紗(6) 小学生 宮田     16.60 (-2.0)   2   3
  14 伊藤 萌々花(6) 小学生 箕輪中部     16.80 (-2.4)   5   3
  15 佐々木 美桜(6) 小学生 西箕輪     16.92 (-1.0)   1   4
  16 中山 ねいろ(6) 小学生 高遠     17.05 (-2.0)   2   4
  17 大沼 美月(6) 小学生 東伊那     17.08 (-1.7)   3   4
  18 白鳥 利佳(6) 小学生 箕輪南     18.32 (-1.7)   3   5
  19 宮下 絆(6) 小学生 伊那東     18.34 (-1.7)   4   3
  20 繁田 梨(6) 小学生 辰野西     18.53 (-1.0)   1   5

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

６年女子
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タイムレース

  526
  464
  407
  424
  463
  263

備考 組 順位
  580
  144
  264

  557
  364
  356
  332
  143

  514
  425
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  433
  461
  205



決勝 5月23日 12:05

県小学新(ER)      3,03.46
大会新(GR)        3,10.00

[ 1組] [ 2組]

 1 原 梨珠(5) 小学生   3,23.48  1 清水 麻那(5) 小学生   3,38.60 
ﾊﾗ ﾘｽﾞ 赤穂南 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅ 伊那西

 2 小川 紗凪(5) 小学生   3,24.14  2 下島 瑚雪(5) 小学生   3,46.23 
ｵｶﾞﾜ ｻﾅ 赤穂東 ｼﾓｼﾞﾏ ｺﾕｷ 中沢

 3 宮下 慶(6) 小学生   3,32.19  3 永見 優佳(5) 小学生   3,47.40 
ﾐﾔｼﾀ ｹｲ 七久保 ﾅｶﾞﾐ ﾕｳｶ 赤穂

 4 北原 風花(6) 小学生   3,32.71  4 下平 結(5) 小学生   3,55.84 
ｷﾀﾊﾗ ﾌｳｶ 箕輪中部 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｲ 赤穂南

 5 山岡 煌(6) 小学生   3,32.96  5 竹内 沙良(5) 小学生   3,59.03 
ﾔﾏｵｶ ｷﾗ 箕輪中部 ﾀｹｳﾁ ｻﾗ 赤穂

 6 宮澤 里衣(6) 小学生   3,39.93  6 飯室 篤(5) 小学生   4,08.24 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｲ 辰野西 ｲｲﾑﾛ ｱﾂ 両小野

 7 黒河内 そら(6) 小学生   3,40.85  7 山﨑 香朋(6) 小学生   4,12.41 
ｸﾛｺﾞｳﾁ ｿﾗ 西箕輪 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ 美篶

 8 松田 奏音(6) 小学生   3,51.35  8 伊藤 琉楠(6) 小学生   4,12.51 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾉﾝ 辰野西 ｲﾄｳ ﾙﾅ 美篶

 9 吉澤 珠里(5) 小学生   3,55.71  9 星野 瑳那(6) 小学生   4,41.47 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼｭﾘ 辰野東 ﾎｼﾉ ｻﾅ 宮田

10 加藤 愛依(5) 小学生   4,03.13 瀧本 七稀(5) 小学生
ｶﾄｳ ﾒｲ ALF RC ﾀｷﾓﾄ ﾅﾅｷ 赤穂東
伊藤 惺(5) 小学生 那須 千咲(6) 小学生
ｲﾄｳ ｾﾗ 赤穂東 ﾅｽ ﾁｻｷ 箕輪南
小池 歩栞(5) 小学生 玉木 彩葉(5) 小学生
ｺｲｹ ｱﾕｶ 東春近 ﾀﾏｷ ｲﾛﾊ 赤穂東
斉藤 咲弥(5) 小学生 藤島 瑠那(6) 小学生
ｻｲﾄｳ ｻｸﾔ 伊那東 ﾌｼﾞｼﾏ ﾙﾅ 西春近北

   1 原 梨珠(5) 小学生 赤穂南     3,23.48   1   1
   2 小川 紗凪(5) 小学生 赤穂東     3,24.14   1   2
   3 宮下 慶(6) 小学生 七久保     3,32.19   1   3
   4 北原 風花(6) 小学生 箕輪中部     3,32.71   1   4
   5 山岡 煌(6) 小学生 箕輪中部     3,32.96   1   5
   6 清水 麻那(5) 小学生 伊那西     3,38.60   2   1
   7 宮澤 里衣(6) 小学生 辰野西     3,39.93   1   6
   8 黒河内 そら(6) 小学生 西箕輪     3,40.85   1   7
   9 下島 瑚雪(5) 小学生 中沢     3,46.23   2   2
  10 永見 優佳(5) 小学生 赤穂     3,47.40   2   3
  11 松田 奏音(6) 小学生 辰野西     3,51.35   1   8
  12 吉澤 珠里(5) 小学生 辰野東     3,55.71   1   9
  13 下平 結(5) 小学生 赤穂南     3,55.84   2   4
  14 竹内 沙良(5) 小学生 赤穂     3,59.03   2   5
  15 加藤 愛依(5) 小学生 ALF RC     4,03.13   1  10
  16 飯室 篤(5) 小学生 両小野     4,08.24   2   6
  17 山﨑 香朋(6) 小学生 美篶     4,12.41   2   7
  18 伊藤 琉楠(6) 小学生 美篶     4,12.51   2   8
  19 星野 瑳那(6) 小学生 宮田     4,41.47   2   9
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
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決勝 5月23日  9:00

県小学新(ER )        2214
大会新  (GR )        1432

鈴木 芽依(5) 小学生 大会新
ｽｽﾞｷ ﾒｲ 西箕輪
髙坂 絢乃(6) 小学生
ｺｳｻｶ ｱﾔﾉ 宮田
梶谷 きこ(6) 小学生
ｶｼﾞﾀﾆ ｷｺ 宮田
中村 結穂(6) 小学生
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾎ 辰野西
纐纈 恵理(6) 小学生
ｺｳｹﾂ ｴﾘ 高遠北
赤羽 梛瑠(6) 小学生
ｱｶﾊﾈ ﾅﾙ 辰野西
小林 藍紗(5) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｼｬ 美篶
高嶋 優愛(5) 小学生
ﾀｶｼﾏ ﾕｱ 伊那西
伊藤 詩音(5) 小学生
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 伊那西
廣瀬 花(5) 小学生
ﾋﾛｾ ﾊﾅ 宮田
富永 珠衣(5) 小学生
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾏｴ 中川東
下平 朱音(5) 小学生
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｶﾈ 中川東
原 珊瑚(6) 小学生 欠場
ﾊﾗ ｻﾝｺﾞ 西箕輪
小島 早智(5) 小学生 欠場
ｺｼﾞﾏ ｻﾁ 美篶

11   160
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11   159
   100

  207

  529

8   383
   683

9   381
   680

10   440
   623

5   110
   979

6   147
   853

7   530
   718

2   442
  1234

3   441
  1190

4   146
  1153

女子

コンバインドＡ      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1   206

  1451



決勝 5月23日  9:00

県小学新(ER )       12.57

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -2.7

 1 鈴木 芽依(5) 小学生 15.76(648)  1 梶谷 きこ(6) 小学生 17.29(387)
ｽｽﾞｷ ﾒｲ 西箕輪 ｶｼﾞﾀﾆ ｷｺ 宮田

 2 髙坂 絢乃(6) 小学生 16.70(488)  2 纐纈 恵理(6) 小学生 18.52(176)
ｺｳｻｶ ｱﾔﾉ 宮田 ｺｳｹﾂ ｴﾘ 高遠北

 3 中村 結穂(6) 小学生 17.17(407)  3 小林 藍紗(5) 小学生 19.04( 88)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾎ 辰野西 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｼｬ 美篶

 4 高嶋 優愛(5) 小学生 19.24( 53)  4 赤羽 梛瑠(6) 小学生 20.63( 50)
ﾀｶｼﾏ ﾕｱ 伊那西 ｱｶﾊﾈ ﾅﾙ 辰野西

 5 廣瀬 花(5) 小学生 19.87( 50)  5 伊藤 詩音(5) 小学生 24.86( 50)
ﾋﾛｾ ﾊﾅ 宮田 ｲﾄｳ ｼｵﾝ 伊那西

 6 下平 朱音(5) 小学生 20.93( 50)  6 富永 珠衣(5) 小学生 26.94( 50)
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｶﾈ 中川東 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾏｴ 中川東
小島 早智(5) 小学生 原 珊瑚(6) 小学生
ｺｼﾞﾏ ｻﾁ 美篶 ﾊﾗ ｻﾝｺﾞ 西箕輪

決勝 5月23日 10:40

県小学新(ER)         1.38

纐纈 恵理(6) 小学生
ｺｳｹﾂ ｴﾘ 高遠北 (803)
梶谷 きこ(6) 小学生
ｶｼﾞﾀﾆ ｷｺ 宮田 (803)
赤羽 梛瑠(6) 小学生
ｱｶﾊﾈ ﾅﾙ 辰野西 (803)
鈴木 芽依(5) 小学生
ｽｽﾞｷ ﾒｲ 西箕輪 (803)
中村 結穂(6) 小学生
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾎ 辰野西 (746)
髙坂 絢乃(6) 小学生
ｺｳｻｶ ｱﾔﾉ 宮田 (746)
伊藤 詩音(5) 小学生
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 伊那西 (630)
小林 藍紗(5) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｼｬ 美篶 (630)
高嶋 優愛(5) 小学生
ﾀｶｼﾏ ﾕｱ 伊那西 (630)
廣瀬 花(5) 小学生
ﾋﾛｾ ﾊﾅ 宮田 (573)
富永 珠衣(5) 小学生 記録なし
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾏｴ 中川東 ( 50)
下平 朱音(5) 小学生 記録なし
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｶﾈ 中川東 ( 50)
原 珊瑚(6) 小学生 欠場
ﾊﾗ ｻﾝｺﾞ 西箕輪
小島 早智(5) 小学生 欠場
ｺｼﾞﾏ ｻﾁ 美篶

6   147

2   207
欠場

4   381

3   160

氏  名 所属名 記録／備考
7   441

8   530

5   529
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

5   110

6   440

7   159

2   146

8   383

氏  名 所属名 記録／備考
3   206

4   442

5   529

4   207

8   159
XX

3   160
XX

 0.95

10 12   440
XO XX  0.90

7 11   383
O O XX

 0.95

7 7   530
O XO XX  0.95

7 2   381
O O XX

 1.05

5 6   442
O O XO XO XX  1.05

5 1   146
O O XO XO XXX

 1.10

1 14   206
O O O XO O XX  1.10

1 13   147
O O XO O O XX

 1.10

1 10   441
O O O O XO XX  1.10

1 9   110
O O XO O O XX

記録1m00 1m05 備考m90 m95 1m10 1m15

女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA

８０ｍＨ(0.700m)    

順 ﾚｰﾝ No.



決勝 5月23日  9:10

県小学新(ER )        1988
大会新  (GR )        1575

樋口 結泉(6) 小学生
ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ 伊那北
卜部 樹(6) 小学生
ｳﾗﾍﾞ ｲﾂｷ 飯島
宇治 愛心(5) 小学生
ｳｼﾞ ｱﾐ 両小野
村澤 佑衣(6) 小学生
ﾑﾗｻﾜ ﾕｲ 南箕輪
原田 愛己(6) 小学生
ﾊﾗﾀﾞ ｱｺ 南箕輪
澤井 玲佳(6) 小学生
ｻﾜｲ ﾚｲｶ 辰野西
矢澤 姫愛璃(5) 小学生
ﾔｻﾞﾜ ﾋﾏﾜﾘ 美篶
北島 奈菜(5) 小学生
ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾅ 中川東
小澤 美遙(6) 小学生
ｵｻﾞﾜ ﾐﾊﾙ 南箕輪
野笹 芽生(6) 小学生
ﾉｻﾞｻ ﾒｲ 南箕輪
河西 咲世子(5) 小学生
ｶｻｲ ｻﾖｺ 両小野
近江澤 莉那(5) 小学生
ｵｵﾐｻﾜ ﾘﾅ 中川東
向山 仁心(5) 小学生 欠場
ﾑｶｲﾔﾏ ﾆｺ 西箕輪
向山 和果(5) 小学生 欠場
ﾑｶｲﾔﾏ ﾜｶ 手良
川口 美和(5) 小学生 欠場
ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾜ 西箕輪
小平 望結(5) 小学生 欠場
ｺﾀﾞｲﾗ ﾉｲ 箕輪西

  518

  208

  106

11   344
   904

12   161
   692

  209

8   162
  1008

9   408
   956

10   409
   931

5   410
  1250

6   145
  1142

7   528
  1094

2   427
  1365

3   343
  1293

4   411
  1286

女子

コンバインドＢ      

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1   289

  1415



決勝 5月23日  9:10

県小学新(ER)         4.75

樋口 結泉(6) 小学生   3.56   3.41    3.56 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ 伊那北   +2.6   +0.2    +2.6 (770)
宇治 愛心(5) 小学生   3.43   2.76    3.43 
ｳｼﾞ ｱﾐ 両小野   +0.6   +2.8    +0.6 (734)
原田 愛己(6) 小学生    X   3.31    3.31 
ﾊﾗﾀﾞ ｱｺ 南箕輪   +2.7    +2.7 (700)
澤井 玲佳(6) 小学生   3.24   3.13    3.24 
ｻﾜｲ ﾚｲｶ 辰野西   +3.4   +3.5    +3.4 (680)
卜部 樹(6) 小学生   3.04   2.80    3.04 
ｳﾗﾍﾞ ｲﾂｷ 飯島   +2.6   +1.7    +2.6 (624)
矢澤 姫愛璃(5) 小学生   3.03   2.95    3.03 
ﾔｻﾞﾜ ﾋﾏﾜﾘ 美篶   +2.6   +2.3    +2.6 (622)
村澤 佑衣(6) 小学生   3.01   2.87    3.01 
ﾑﾗｻﾜ ﾕｲ 南箕輪   +2.4   +3.2    +2.4 (616)
河西 咲世子(5) 小学生   2.67   2.87    2.87 
ｶｻｲ ｻﾖｺ 両小野   +2.5   +2.1    +2.1 (577)
北島 奈菜(5) 小学生   2.83   2.84    2.84 
ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾅ 中川東   +0.4   +2.0    +2.0 (568)
小澤 美遙(6) 小学生   2.56   2.62    2.62 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾊﾙ 南箕輪   +1.4   +2.1    +2.1 (507)
野笹 芽生(6) 小学生   2.37   2.44    2.44 
ﾉｻﾞｻ ﾒｲ 南箕輪   +2.7   +1.1    +1.1 (456)
近江澤 莉那(5) 小学生   2.26   2.12    2.26 
ｵｵﾐｻﾜ ﾘﾅ 中川東   +1.4   +2.6    +1.4 (406)
向山 仁心(5) 小学生 欠場
ﾑｶｲﾔﾏ ﾆｺ 西箕輪
向山 和果(5) 小学生 欠場
ﾑｶｲﾔﾏ ﾜｶ 手良
川口 美和(5) 小学生 欠場
ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾜ 西箕輪
小平 望結(5) 小学生 欠場
ｺﾀﾞｲﾗ ﾉｲ 箕輪西

決勝 5月23日 11:20

県小学新(ER )       46.82

卜部 樹(6) 小学生
ｳﾗﾍﾞ ｲﾂｷ 飯島 (741)
村澤 佑衣(6) 小学生
ﾑﾗｻﾜ ﾕｲ 南箕輪 (670)
樋口 結泉(6) 小学生
ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ 伊那北 (645)
宇治 愛心(5) 小学生
ｳｼﾞ ｱﾐ 両小野 (559)
原田 愛己(6) 小学生
ﾊﾗﾀﾞ ｱｺ 南箕輪 (550)
野笹 芽生(6) 小学生
ﾉｻﾞｻ ﾒｲ 南箕輪 (475)
矢澤 姫愛璃(5) 小学生
ﾔｻﾞﾜ ﾋﾏﾜﾘ 美篶 (472)
澤井 玲佳(6) 小学生
ｻﾜｲ ﾚｲｶ 辰野西 (462)
小澤 美遙(6) 小学生
ｵｻﾞﾜ ﾐﾊﾙ 南箕輪 (449)
北島 奈菜(5) 小学生
ｷﾀｼﾞﾏ ﾅﾅ 中川東 (440)
河西 咲世子(5) 小学生
ｶｻｲ ｻﾖｺ 両小野 (327)
近江澤 莉那(5) 小学生
ｵｵﾐｻﾜ ﾘﾅ 中川東 (286)
小平 望結(5) 小学生 欠場
ｺﾀﾞｲﾗ ﾉｲ 箕輪西
向山 和果(5) 小学生 欠場
ﾑｶｲﾔﾏ ﾜｶ 手良
川口 美和(5) 小学生 欠場
ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾜ 西箕輪
向山 仁心(5) 小学生 欠場
ﾑｶｲﾔﾏ ﾆｺ 西箕輪

16   106

5

9 8   162

10 9   408

  518

11 14   409

12 3   161

15   208

4   209

6 1   528

7 12   411

8 2   344

備考
1 13   289

2 6   343

3 7   410

15   209

女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 記録-2- -3-

4 10   145

5 11   427

12   208

10

12 2   161
 8.78 11.12

  518

 11.12 

6   106

11 5   344
11.95 13.15  13.15 

10 4

 19.15 

8 16   145
19.79 19.05

  162
18.69 16.64

 19.79 

9 13   408
19.15 17.31

 18.69 

7 9   528
20.24 20.29  20.29 

6 1

 24.14 

4 7   343
24.56 23.33

  409
20.44   X

 24.56 

5 8   410
24.14 21.21

 20.44 

3 11   289
27.83 28.79  28.79 

2 3

備考
1 14   427

33.51 32.09  33.51 

  411
24.63 30.05

-3- 記録

 30.05 

女子ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞB

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月23日 12:50

県小学新(ER )       52.75
大会新  (GR )       57.03

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 赤穂   187 清水 啓介(6)     58.41 

ｱｶﾎ ｼﾐｽﾞ ｹｲｽｹ
  186 鈴木 琳汰(5)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾀ
  183 樋郡 結華(6)

ﾋｺﾞｵﾘ ﾕｲｶ
  184 権田 なほ(6)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ
 2   4 伊那北   309 伊東 叶葉(6)   1,00.13 

ｲﾅｷﾀ ｲﾄｳ ｶﾉﾊ
  307 畠 心愛(6)

ﾊﾀ ｺｺﾅ
  311 三澤 広空(6)

ﾐｻﾜ ｿﾗ
  310 向山 湊音(6)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾄ
 3   6 南箕輪   416 酒井 勇輔(6)   1,00.67 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｻｶｲ ﾕｳｽｹ
  412 春田 心音(5)

ﾊﾙﾀ ｺｺﾈ
  413 石澤 愛梨(6)

ｲｼｻﾞﾜ ｱｲﾘ
  414 伊藤 光稀(6)

ｲﾄｳ ﾐﾂｷ
  2 高遠北   112 青木 祥二郎(5)

ﾀｶﾄｳｷﾀ ｱｵｷ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 失格
  113 伊藤 涼香(5) R1(2-3)

ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ
  111 伊藤 礼香(6)

ｲﾄｳ ｱﾔｶ
  114 林 耕介(5)

ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ
  5 東春近

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶ 欠場

  7 手良
ﾃﾗ 欠場

男女混合      

４×１００ｍＲ      

決勝



決勝 5月23日 11:55

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +2.6

 1 池田 和暖(6) 小学生     16.06  1 小松 徠羽(6) 小学生     16.58 
ｲｹﾀﾞ ｶﾉﾝ 赤穂 ｺﾏﾂ ｸﾚﾊ 南箕輪

 2 池井 遥陽(6) 小学生     16.89 
ｲｹｲ ﾊﾙﾋ 伊那北

   1 池田 和暖(6) 小学生 赤穂     16.06 (+1.1)   1   1
   2 小松 徠羽(6) 小学生 南箕輪     16.58 (+2.6)   2   1
   3 池井 遥陽(6) 小学生 伊那北     16.89 (+1.1)   1   2

小学ｵｰﾌﾟﾝ

１００ｍ

決勝

  185
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4   415

4   308

5

順位都道府県 所属名 記録（風）

タイムレース

順位 No. 氏  名
  185
  415
  308

備考 組
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