
第17回伊那市小中学生陸上競技記録会                                              
　　主催：伊那市教育委員会・伊那市体育協会陸上競技部                            
　　期日：平成24年6月10日(日)                                                   

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202030  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
06/10 小学４年女子   0.0 星野 陽花里(4) 15.09 大前 歌音(4) 15.12 小松 千瑚(4) 16.15 蟹澤 萌(4) 16.66 若狭 加奈(4) 16.69 登内 桃香(4) 16.88 菅原 千織(4) 17.14 中山 こころ(4) 17.74

１００ｍ 西春近北小 西春近北小 伊那東小 手良小 西春近南小 富県小 高遠北小 高遠小
06/10 村田妃奈子(4) 3.26(+1.8) 埋橋 優菜(4) 3.11(+0.8) 内木 晴香(4) 3.11(+0.8) 城倉 葉月(4) 2.91(+1.2) 菅原 由乃(4) 2.79(+0.9) 竹松 美南(4) 2.79(+1.6) 酒井 梨乃(4) 2.69(+0.4) 登内 真奈(4) 2.55(+0.5)

走幅跳 美篶小 富県小 美篶小 伊那小 高遠北小 富県小 伊那東小 手良小
酒井 せり(4)
西春近南小

06/10 池上 実結(4) 32.74 重盛 史帆(4) 19.03 谷口 文菜(4) 17.65 大脇 歌歩(4) 16.85 向山 琴理(4) 15.28 牧田 彩花(4) 14.53 又賀 七海(4) 13.09 北原 英梨(4) 10.84
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 手良小 東春近小 美篶小 美篶小 伊那北小 伊那北小 西春近南小 高遠北小

06/10 西春近北小     1,02.13 美篶小     1,05.39 伊那東小     1,06.07 高遠小     1,06.19 手良小     1,06.59 伊那小     1,06.99 伊那北小     1,07.64 西春近南小     1,09.03
４×１００ｍＲ 酒井 花音(4) 大会新 大脇 歌歩(4) 酒井 優菜(4) 中山 こころ(4) 池上 実結(4) 横打 華乃(4) 伊藤 優里(4) 唐澤 美結(4)

新倉 ゆずは(4) 村田妃奈子(4) 酒井 梨乃(4) 清澤 美莉(4) 入江 琉羽風(4) 田中 藍(4) 高嶋 澪(4) 酒井 せり(4)
大前 歌音(4) 宮坂 佳鈴(4) 南部 和(4) 中島 槻子(4) 蟹澤 萌(4) 金子 結香(4) 日野 寧々(4) 又賀 七海(4)
星野 陽花里(4) 谷口 文菜(4) 小松 千瑚(4) 池上 慶(4) 神林 碧莉子(4) 前林 このみ(4) 西連寺 朱音(4) 若狭 加奈(4)

06/10 小学５年女子  +2.7 小松 萌笑(5) 14.74 百瀬 果奈(5) 14.78 前田 理花(5) 15.34 清水 華乃(5) 15.39 佐藤 未知翔(5) 15.56 酒井 愛香(5) 15.86 北村 彩羅(5) 15.86 田畑 美紅(5) 16.22
１００ｍ 手良小 伊那小 伊那東小 西箕輪小 伊那小 手良小 西箕輪小 富県小

06/10 林 千尋(5) 3.61(+0.1) 那須野 りさ子(5)3.56(+0.8) 宮下 息吹(5) 3.44(-0.9) 藤原 葵(5) 3.31(-1.1) 赤羽 留佳(5) 3.23(+0.8) 伊藤 優直(5) 3.21(-0.1) 明尾 果歩(5) 3.15(-1.1) 伊藤 美有(5) 3.09(+1.6)
走幅跳 伊那小 手良小 美篶小 伊那東小 西春近北小 西箕輪小 伊那東小 伊那北小

06/10 小松 葉月(5) 35.76 伊藤 乃夏(5) 30.05 三澤 舞衣(5) 27.40 山田 都子(5) 26.47 久保村 茉生(5) 23.76 鈴木 ひなた(5) 23.25 中澤 美月(5) 22.25 北原さくら(5) 20.62
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 西春近南小 高遠北小 手良小 伊那東小 伊那北小 高遠北小 美篶小 美篶小

06/10 手良小     1,02.43 美篶小     1,03.92 西春近北小     1,05.21 伊那北小     1,05.98 富県小     1,07.16 伊那東小     1,07.32 高遠北小     1,12.20
４×１００ｍＲ 酒井 愛香(5) 中澤 美月(5) 酒井 美紅(5) 伊藤 美有(5) 柄澤 はづき(5) 明尾 果歩(5) 齊藤 桂(5)

柴田 美佳(5) 宮下 息吹(5) 赤羽 真優(5) 山岸 くるみ(5) 埋橋 朱花(5) 小幡 莉乃(5) 伊藤 ひなの(5)
那須野 りさ子(5) 北原さくら(5) 竹村 未亜(5) 原 萌夏(5) 谷口 愛菜(5) 塩谷 朋香(5) 石井 まある(5)
小松 萌笑(5) 澁谷 果歩(5) 赤羽 留佳(5) 西田 りえ(5) 田畑 美紅(5) 藤原 葵(5) 草場 日和(5)

06/10 小学６年女子  +2.0 越崎 貴咲(6) 14.70 下平 里紗(6) 14.80 井口 侑香(6) 15.06 井地 慶乃(6) 15.07 高島 沙希(6) 15.28 竹内 明日香(6) 15.34 原 涼菜(6) 15.38 三澤 史佳(6) 15.53
１００ｍ 伊那東小 東春近小 伊那小 西箕輪小 高遠小 伊那小 西箕輪小 手良小

06/10 山口 舞華(6) 3.84(+0.2) 木下 葉月(6) 3.76(+1.7) 繁野 悠風(6) 3.67(+1.7) 埋橋 優衣(6) 3.58(+0.3) 林 史華(6) 3.52(+0.5) 市川 優佳(6) 3.48(+0.5) 橋爪 和佳奈(6)3.45(+1.7) 伊藤 日菜(6) 3.38(+1.1)
走幅跳 富県小 東春近小 高遠北小 伊那小 高遠小 西春近南小 西箕輪小 伊那東小

06/10 名取 素子(6) 43.14 中村 さゆき(6) 39.60 篠平 華菜(6) 37.89 田中 奈那(6) 33.60 大井 萌花(6) 31.86 三澤 早紀(6) 27.52 小河 美桜(6) 26.92 下島 あみ(6) 25.79
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号 西箕輪小 東春近小 東春近小 伊那北小 西箕輪小 手良小 伊那北小 富県小

06/10 西箕輪小     1,00.24 伊那東小     1,00.49 東春近小     1,02.16 美篶小     1,02.18 伊那北小     1,02.90 高遠北小     1,03.55 伊那小     1,03.90 富県小     1,04.98
４×１００ｍＲ 橋爪 和佳奈(6) 向山 弥那(6) 篠平 華菜(6) 宮坂 佳穂(6) 宮原 萌里(6) 矢澤 紬(6) 西村 恵実(6) 下島 あみ(6)

井地 慶乃(6) 北條 陽香(6) 下平 里紗(6) 春日 美樹(6) 小河 美桜(6) 伊澤 珠里(6) 鎌倉 歩未(6) 山口 舞華(6)
河合 夏海(6) 松澤 風花(6) 田中 典子(6) 向山 望愛(6) 矢野 妙(6) 繁野 悠風(6) 金子 愛果(6) 北澤 朱李(6)
原 涼菜(6) 丸山 杏奈(6) 織井 由夏(6) 西澤 杏子(6) 野溝 麻莉菜(6) 名和 柾代(6) 河内 愛(6) 北澤 野々花(6)

06/10 小学共通女子 林 風香(6) 3,38.17 池上 葵(6) 3,40.23 久保村 法子(5) 3,40.34 宮原 萌里(6) 3,44.62 赤羽 朋美(6) 3,51.02 名和 柾代(6) 4,01.69 横山 由佳(6) 4,04.35 春日 美樹(6) 4,10.19
１０００ｍ 伊那小 伊那東小 伊那小 伊那北小 美篶小 高遠北小 伊那東小 美篶小

06/10 中学女子  +1.6 吉田 那緒(2) 13.11 前田 花奈(2) 14.08 長谷川 未来(2) 14.19 鈴木 みのり(2) 14.20 小田部 円(2) 14.20 竹内 杏希望(3) 14.26 小池 涼音(1) 14.44 山田 かなで(3) 14.44
１００ｍ 長谷中 伊那東部中 春富中 伊那東部中 春富中 春富中 西箕輪中 春富中

06/10 浦野 友里(1) 2,36.61 伊藤 優香(2) 2,40.83
８００ｍ 春富中 春富中

06/10 寺本 聡美(3) 4.37(+2.0) 唐澤 遥南(3) 4.01(+0.6)
走幅跳 春富中 春富中

06/10 生駒 名菜(3) 9.31 細井 友香(2) 9.10 村松 佐恵(2) 8.70 北原 瑛里香(2) 5.66
砲丸投(2.721kg) 伊那東部中 大会新 春富中 大会新 春富中 西箕輪中

06/10 伊那東部中(A)      57.33 伊那東部中(B)    1,00.59
４×１００ｍＲ 中山 桜来(1) 春日 彩花(1)

鈴木 みのり(2) 原 悠夏(1)
池上 真琴(2) 北原 ゆめみ(1)
前田 花奈(2) 春日 笑里(1)



決勝 6月10日 11:50

県中学新            53.27
大会新              53.21

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 伊那東部中(A)   409 中山 桜来(1)     57.33 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾅｶﾔﾏ ｻｻﾗ
  392 鈴木 みのり(2)

ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ
  412 池上 真琴(2)

ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ
  414 前田 花奈(2)

ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ
 2   4 伊那東部中(B)   422 春日 彩花(1)   1,00.59 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｶｽｶﾞ ｻﾔｶ
  433 原 悠夏(1)

ﾊﾗ ﾕｳｶ
  396 北原 ゆめみ(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ
  421 春日 笑里(1)

ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ

中学女子

４×１００ｍＲ

決勝



予選 6月10日  9:00
決勝 6月10日 10:35

県小学新            13.06
大会新              14.93

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.2

 1 星野 陽花里(4)     15.25  1 若狭 加奈(4)     16.41 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 西春近北小 ﾜｶｻ ｶﾅ 西春近南小

 2 小松 千瑚(4)     16.28  2 菅原 千織(4)     16.92 
ｺﾏﾂ ﾁｺ 伊那東小 ｽｶﾞﾊﾗ ﾁｵﾘ 高遠北小

 3 中山 こころ(4)     17.16  3 篠平 実波(4)     17.95 
ﾅｶﾔﾏ ｺｺﾛ 高遠小 ｼﾉﾋﾗ ﾐﾅﾐ 東春近小

 4 入江 琉羽風(4)     17.38  4 中村 美子(4)     18.31 
ｲﾘｴ ﾙｳｶ 手良小 ﾅｶﾑﾗ ﾐｺ 伊那小

 5 木下 瑚々(4)     18.20  5 ﾙｶﾚﾘﾔｽﾐﾝﾅﾐｴ(4)     23.28 
ｷﾉｼﾀ ｺｺ 伊那北小 ﾙｶﾚﾘﾔｽﾐﾝﾅﾐｴ 伊那東小

 6 石井 野乃花(4)     19.22 池上 慶(4)
ｲｼｲ ﾉﾉｶ 伊那小 ｲｹｶﾞﾐ ｹｲ 高遠小

 7 唐澤 桃花(4)     19.59 
ｶﾗｻﾜ ﾓﾓｶ 西春近南小

[ 3組] 風速 +3.1

 1 大前 歌音(4)     14.87 
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 西春近北小

 2 宮坂 佳鈴(4)     16.42 
ﾐﾔｻｶｶﾘﾝ 美篶小

 3 蟹澤 萌(4)     16.71 
ｶﾆｻﾜ ﾓｴ 手良小

 4 登内 桃香(4)     16.84 
ﾄﾉｳﾁ ﾓﾓｶ 富県小

 5 山口 彩虹(4)     17.66 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｺ 伊那北小

 6 羽生田 希規(4)     18.18 
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｷｷ 高遠北小

風速  0.0

 1 星野 陽花里(4)     15.09 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 西春近北小

 2 大前 歌音(4)     15.12 
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 西春近北小

 3 小松 千瑚(4)     16.15 
ｺﾏﾂ ﾁｺ 伊那東小

 4 蟹澤 萌(4)     16.66 
ｶﾆｻﾜ ﾓｴ 手良小

 5 若狭 加奈(4)     16.69 
ﾜｶｻ ｶﾅ 西春近南小

 6 登内 桃香(4)     16.88 
ﾄﾉｳﾁ ﾓﾓｶ 富県小

 7 菅原 千織(4)     17.14 
ｽｶﾞﾊﾗ ﾁｵﾘ 高遠北小

 8 中山 こころ(4)     17.74 
ﾅｶﾔﾏ ｺｺﾛ 高遠小

小学４年女子

１００ｍ１００ｍ

予選予選予選 通過基準  3組  0着 + 8通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   251  251

55    53   53

66   126  126

33   181  181

22    80   80

88    19   19

77   218  218

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   233  233

66   166  166

33   316  316

88    16   16

55    74   74

77   130  130
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   248  248

55   358  358

33   207  207

66   380  380

77   103  103

88   174  174

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   251  251

66   248  248

33    53   53

77   207  207

55   233  233

88   380  380

11   166  166

22   126  126



予選 6月10日  9:10
決勝 6月10日 10:40

県小学新            13.06
大会新              14.70

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +1.4

 1 百瀬 果奈(5)     15.18  1 清水 華乃(5)     15.51 
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那小 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 西箕輪小

 2 北村 彩羅(5)     15.79  2 前田 理花(5)     15.59 
ｷﾀﾑﾗ ｻﾗ 西箕輪小 ﾏｴﾀﾞ ﾘｶ 伊那東小

 3 柄澤 はづき(5)     16.32  3 酒井 愛香(5)     16.02 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 富県小 ｻｶｲ ｱｲｶ 手良小

 4 山岸 くるみ(5)     16.91  4 佐藤 未知翔(5)     16.25 
ﾔﾏｷﾞｼ ｸﾙﾐ 伊那北小 ｻﾄｳ ﾐﾁｶ 伊那小

 5 酒井 美紅(5)     17.32  5 吉澤 菜央(5)     17.22 
ｻｶｲ ﾐｸ 西春近北小 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵ 西春近南小

 6 山田 安珠(5)     18.24  6 草場 日和(5)     17.69 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝｼﾞｭ 伊那東小 ｸｻﾊﾞ ﾋﾖﾘ 高遠北小

 7 伊澤 玲奈(5)     18.60 
ｲｻﾜﾚﾅ 美篶小

[ 3組] 風速 +1.9

 1 小松 萌笑(5)     14.82 
ｺﾏﾂ ﾓｴ 手良小

 2 北野 しい凪(5)     16.44 
ｷﾀﾉｼｲﾅ 美篶小

 3 谷口 愛菜(5)     16.44 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｲﾅ 富県小

 4 原 萌夏(5)     16.47 
ﾊﾗ ﾓｴｶ 伊那北小

 5 伊藤 ひなの(5)     16.78 
ｲﾄｳ ﾋﾅﾉ 高遠北小

 6 竹村 未亜(5)     17.41 
ﾀｹﾑﾗ ﾐｱ 西春近北小

風速 +2.7

 1 小松 萌笑(5)     14.74 
ｺﾏﾂ ﾓｴ 手良小

 2 百瀬 果奈(5)     14.78 
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那小

 3 前田 理花(5)     15.34 
ﾏｴﾀﾞ ﾘｶ 伊那東小

 4 清水 華乃(5)     15.39 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 西箕輪小

 5 佐藤 未知翔(5)     15.56 
ｻﾄｳ ﾐﾁｶ 伊那小

 6 酒井 愛香(5)     15.86 
ｻｶｲ ｱｲｶ 手良小

 7 北村 彩羅(5)     15.86 
ｷﾀﾑﾗ ｻﾗ 西箕輪小

 8 田畑 美紅(5)     16.22 
ﾀﾊﾞﾀ ﾐｸ 富県小

8   267

2   382

1    24

7   196

4    49

3   274

記録／備考
5   191

6    10

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5   177

6   247

3   385

8   110

7   191

4   327

5   163

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    24

6   240

7    49

8   196

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   274

3   365

順 ﾚｰﾝ

4   253

8    60

5   378

6   104

記録／備考
7    10

2   267

小学５年女子

１００ｍ

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 6月10日  9:15
決勝 6月10日 10:45

県小学新            13.06
大会新              14.21

[ 1組] 風速 +2.3 [ 2組] 風速 +0.9

 1 下平 里紗(6)     14.80  1 越崎 貴咲(6)     14.92 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｻ 東春近小 ｺｼｻﾞｷ ﾀｶﾐ 伊那東小

 2 井口 侑香(6)     14.94  2 三澤 史佳(6)     15.61 
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 伊那小 ﾐｻﾜ ﾌﾐｶ 手良小

 3 原 涼菜(6)     15.25  3 伊澤 珠里(6)     15.62 
ﾊﾗ ﾘｮｳﾅ 西箕輪小 ｲｻﾗ ｼﾞｭﾘ 高遠北小

 4 高島 沙希(6)     15.57  4 伊藤 唯花(6)     15.72 
ﾀｶｼﾏ ｻｷ 高遠小 ｲﾄｳﾕｲｶ 美篶小

 5 野溝 麻莉菜(6)     15.85  5 下島 千歩(6)     15.82 
ﾉﾐｿﾞ ﾏﾘﾅ 伊那北小 ｼﾓｼﾞﾏ ﾁﾎ 高遠小

 6 蟹澤 美友(6)     16.09  6 末上 智瑛菜(6)     20.47 
ｶﾆｻﾜ ﾐﾕ 手良小 ｽｴｶﾞﾐ ﾁｴﾅ 西春近北小

 7 宮坂 佳穂(6)     16.20 田畑 佳純(6)
ﾐﾔｻｶｶﾎ 美篶小 ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾐ 富県小

[ 3組] 風速 +1.5

 1 井地 慶乃(6)     14.97 
ｲﾁﾞ ﾖｼﾉ 西箕輪小

 2 竹内 明日香(6)     15.39 
ﾀｹｳﾁ ｱｽｶ 伊那小

 3 田中 典子(6)     15.89 
ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ 東春近小

 4 矢野 妙(6)     16.26 
ﾔﾉ ﾀｴ 伊那北小

 5 小林 明日香(6)     16.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 西春近北小

 6 北澤 野々花(6)     17.08 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 富県小
小林 結里(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 伊那東小

風速 +2.0

 1 越崎 貴咲(6)     14.70 
ｺｼｻﾞｷ ﾀｶﾐ 伊那東小

 2 下平 里紗(6)     14.80 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｻ 東春近小

 3 井口 侑香(6)     15.06 
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 伊那小

 4 井地 慶乃(6)     15.07 
ｲﾁﾞ ﾖｼﾉ 西箕輪小

 5 高島 沙希(6)     15.28 
ﾀｶｼﾏ ｻｷ 高遠小

 6 竹内 明日香(6)     15.34 
ﾀｹｳﾁ ｱｽｶ 伊那小

 7 原 涼菜(6)     15.38 
ﾊﾗ ﾘｮｳﾅ 西箕輪小

 8 三澤 史佳(6)     15.53 
ﾐｻﾜ ﾌﾐｶ 手良小

8   280

2   204

1   138

7    17

5    36

6   289

4    69

3   322

5    51
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   473

4   374

8   302

6    77

3   289

7    17

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   472

5   383

3   367

7   141

4   204

6   175

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    69

6   359

順 ﾚｰﾝ

7    78

3   208

4   280

5   138

記録／備考
8   322

2    36

小学６年女子

１００ｍ

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 6月10日 10:10

県小学新          3,03.46
大会新            3,22.69

 1 林 風香(6)   3,38.17 
ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 伊那小

 2 池上 葵(6)   3,40.23 
ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那東小

 3 久保村 法子(5)   3,40.34 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾉﾘｺ 伊那小

 4 宮原 萌里(6)   3,44.62 
ﾐﾔﾊﾗ ﾓｴﾘ 伊那北小

 5 赤羽 朋美(6)   3,51.02 
ｱｶﾊﾈﾄﾓﾐ 美篶小

 6 名和 柾代(6)   4,01.69 
ﾅﾜ ﾏｻﾖ 高遠北小

 7 横山 由佳(6)   4,04.35 
ﾖｺﾔﾏ ﾕｶ 伊那東小

 8 春日 美樹(6)   4,10.19 
ｶｽｶﾞﾕｳﾅ 美篶小

 9 山口 美晴(6)   4,10.71 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾊﾙ 手良小

10 寺澤 優美香(5)   4,12.86 
ﾃﾗｻﾜ ﾕﾐｶ 手良小

11 浦野 日菜(4)   4,28.80 
ｳﾗﾉ ﾋﾅ 西春近南小
有賀 結叶(6)
ｱﾙｶﾞ ﾕｲｶ 西箕輪小

10   242

2   264
欠場

4   199

8   198

3    66

5   346

7   341

9   150

12    29

1   111

6     2

11    47

小学共通女子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月10日 11:15

県小学新            53.27
大会新            1,04.80

[ 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 西春近北小   254 酒井 花音(4)   1,02.13  1   3 美篶小   337 大脇 歌歩(4)   1,05.39 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ｻｶｲ ｶﾉﾝ 大会新 ﾐｽｽﾞｼｮｳ ｵｵﾜｷｶﾎ
  252 新倉 ゆずは(4)   338 村田妃奈子(4)

ｱﾗｸﾗ ﾕｽﾞﾊ ﾑﾗﾀﾋﾅｺ
  248 大前 歌音(4)   358 宮坂 佳鈴(4)

ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ ﾐﾔｻｶｶﾘﾝ
  251 星野 陽花里(4)   336 谷口 文菜(4)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ ﾀﾆｸﾞﾁｱﾔﾅ
 2   6 高遠小   126 中山 こころ(4)   1,06.19  2   6 伊那東小    58 酒井 優菜(4)   1,06.07 

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ﾅｶﾔﾏ ｺｺﾛ ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ｻｶｲ ﾕﾅ
  134 清澤 美莉(4)    57 酒井 梨乃(4)

ｷﾖｻﾜ ﾐﾘ ｻｶｲ ﾘﾉ
  125 中島 槻子(4)    43 南部 和(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾂｷｺ ﾅﾝﾌﾞ ﾅｺﾞﾐ
  130 池上 慶(4)    53 小松 千瑚(4)

ｲｹｶﾞﾐ ｹｲ ｺﾏﾂ ﾁｺ
 3   7 伊那小    33 横打 華乃(4)   1,06.99  3   5 手良小   187 池上 実結(4)   1,06.59 

ｲﾅｼｮｳ ﾖｺｳﾁ ﾊﾅﾉ ﾃﾗｼｮｳ ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾕ
   13 田中 藍(4)   181 入江 琉羽風(4)

ﾀﾅｶ ｱｲ ｲﾘｴ ﾙｳｶ
   25 金子 結香(4)   207 蟹澤 萌(4)

ｶﾈｺ ﾕｳｶ ｶﾆｻﾜ ﾓｴ
   18 前林 このみ(4)   188 神林 碧莉子(4)

ﾏｴﾊﾞﾔｼ ｺﾉﾐ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾐﾘｺ
 4   4 西春近南小   217 唐澤 美結(4)   1,09.03  4   4 伊那北小   118 伊藤 優里(4)   1,07.64 

ﾆｼﾊﾙﾁｶﾐﾅﾐｼｮｳ ｶﾗｻﾜ ﾐﾕ ｲﾅｷﾀｼｮｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾘ
  232 酒井 せり(4)   106 高嶋 澪(4)

ｻｶｲ ｾﾘ ﾀｶｼﾏ ﾐｵ
  215 又賀 七海(4)    84 日野 寧々(4)

ﾏﾀｶﾞ ﾅﾅﾐ ﾋﾉ ﾈﾈ
  233 若狭 加奈(4)    94 西連寺 朱音(4)

ﾜｶｻ ｶﾅ ｻｲﾚﾝｼﾞ ｱﾔﾈ
 5   3 高遠北小   166 菅原 千織(4)   1,12.11 

ﾀｶﾄｵｷﾀｼｮｳ ｽｶﾞﾊﾗ ﾁｵﾘ
  147 林 弥生(4)

ﾊﾔｼ ﾔﾖｲ
  161 池上 優妃(4)

ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳｷ
  165 菅原 由乃(4)

ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼﾉ

小学４年女子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 西春近北小   1,02.13 大会新 酒井 花音(4) 新倉 ゆずは(4) 大前 歌音(4) 星野 陽花里(4)   1   1
   2 美篶小   1,05.39 大脇 歌歩(4) 村田妃奈子(4) 宮坂 佳鈴(4) 谷口 文菜(4)   2   1
   3 伊那東小   1,06.07 酒井 優菜(4) 酒井 梨乃(4) 南部 和(4) 小松 千瑚(4)   2   2
   4 高遠小   1,06.19 中山 こころ(4) 清澤 美莉(4) 中島 槻子(4) 池上 慶(4)   1   2
   5 手良小   1,06.59 池上 実結(4) 入江 琉羽風(4) 蟹澤 萌(4) 神林 碧莉子(4)   2   3
   6 伊那小   1,06.99 横打 華乃(4) 田中 藍(4) 金子 結香(4) 前林 このみ(4)   1   3
   7 伊那北小   1,07.64 伊藤 優里(4) 高嶋 澪(4) 日野 寧々(4) 西連寺 朱音(4)   2   4
   8 西春近南小   1,09.03 唐澤 美結(4) 酒井 せり(4) 又賀 七海(4) 若狭 加奈(4)   1   4
   9 高遠北小   1,12.11 菅原 千織(4) 林 弥生(4) 池上 優妃(4) 菅原 由乃(4)   1   5

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

小学４年女子

４×１００ｍＲ
タイムレース



決勝 6月10日 11:30

県小学新            53.27
大会新            1,01.73

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 手良小   196 酒井 愛香(5)   1,02.43 

ﾃﾗｼｮｳ ｻｶｲ ｱｲｶ
  197 柴田 美佳(5)

ｼﾊﾞﾀ ﾐｶ
  182 那須野 りさ子(5)

ﾅｽﾉ ﾘｻｺ
  191 小松 萌笑(5)

ｺﾏﾂ ﾓｴ
 2   8 美篶小   334 中澤 美月(5)   1,03.92 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾅｶｻﾞﾜﾐﾂﾞｷ
  361 宮下 息吹(5)

ﾐﾔｼﾀｲﾌﾞｷ
  332 北原さくら(5)

ｷﾀﾊﾗｻｸﾗ
  325 澁谷 果歩(5)

ｼﾌﾞﾔｶﾎ
 3   7 西春近北小   253 酒井 美紅(5)   1,05.21 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ｻｶｲ ﾐｸ
  250 赤羽 真優(5)

ｱｶﾊﾈ ﾏﾕ
  247 竹村 未亜(5)

ﾀｹﾑﾗ ﾐｱ
  249 赤羽 留佳(5)

ｱｶﾊﾈ ﾙｶ
 4   1 伊那北小   119 伊藤 美有(5)   1,05.98 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ｲﾄｳ ﾐﾕ
  104 山岸 くるみ(5)

ﾔﾏｷﾞｼ ｸﾙﾐ
  110 原 萌夏(5)

ﾊﾗ ﾓｴｶ
   95 西田 りえ(5)

ﾆｼﾀﾞ ﾘｴ
 5   6 富県小   378 柄澤 はづき(5)   1,07.16 

ﾄﾐｶﾞﾀｼｮｳ ｶﾗｻﾜ ﾊﾂﾞｷ
  373 埋橋 朱花(5)

ｳｽﾞﾊｼ ｼｭｶ
  385 谷口 愛菜(5)

ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｲﾅ
  382 田畑 美紅(5)

ﾀﾊﾞﾀ ﾐｸ
 6   4 伊那東小    39 明尾 果歩(5)   1,07.32 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ｱｹｵ ｶﾎ
   52 小幡 莉乃(5)

ｵﾊﾞﾀ ﾘﾉ
   67 塩谷 朋香(5)

ｼｵﾔ ﾓｴｶ
   44 藤原 葵(5)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ
 7   3 高遠北小   145 齊藤 桂(5)   1,12.20 

ﾀｶﾄｵｷﾀｼｮｳ ｻｲﾄｳ ｶﾂﾗ
  177 伊藤 ひなの(5)

ｲﾄｳ ﾋﾅﾉ
  164 石井 まある(5)

ｲｼｲ ﾏｱﾙ
  163 草場 日和(5)

ｸｻﾊﾞ ﾋﾖﾘ
  5 西箕輪小   278 薩摩林 真和(5)

ﾆｼﾐﾉﾜｼｮｳ ｻﾂﾏﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 失格
  274 清水 華乃(5)

ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ
  291 伊藤 優直(5)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
  267 北村 彩羅(5)

ｷﾀﾑﾗ ｻﾗ

小学５年女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月10日 11:40

県小学新            53.27
大会新              58.59

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 西箕輪小   283 橋爪 和佳奈(6)   1,00.24 

ﾆｼﾐﾉﾜｼｮｳ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾜｶﾅ
  289 井地 慶乃(6)

ｲﾁﾞ ﾖｼﾉ
  288 河合 夏海(6)

ｶﾜｲ ﾅﾂﾐ
  280 原 涼菜(6)

ﾊﾗ ﾘｮｳﾅ
 2   7 伊那東小    64 向山 弥那(6)   1,00.49 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅ
   41 北條 陽香(6)

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ
   50 松澤 風花(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾌｳｶ
   65 丸山 杏奈(6)

ﾏﾙﾔﾏ ｱﾝﾅ
 3   6 東春近小   317 篠平 華菜(6)   1,02.16 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳ ｼﾉﾋﾗ ｶﾅ
  322 下平 里紗(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｻ
  302 田中 典子(6)

ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ
  310 織井 由夏(6)

ｵﾘｲ ﾕｶ
 4   8 美篶小   359 宮坂 佳穂(6)   1,02.18 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾐﾔｻｶｶﾎ
  346 春日 美樹(6)

ｶｽｶﾞﾕｳﾅ
  352 向山 望愛(6)

ﾑｶｲﾔﾏﾉｱ
  342 西澤 杏子(6)

ﾆｼｻﾞﾜｷｮｳｺ
 5   2 伊那北小   111 宮原 萌里(6)   1,02.90 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ﾐﾔﾊﾗ ﾓｴﾘ
   99 小河 美桜(6)

ｵｶﾞﾜ ﾐｵ
   77 矢野 妙(6)

ﾔﾉ ﾀｴ
   78 野溝 麻莉菜(6)

ﾉﾐｿﾞ ﾏﾘﾅ
 6   4 高遠北小   149 矢澤 紬(6)   1,03.55 

ﾀｶﾄｵｷﾀｼｮｳ ﾔｻﾞﾜ ﾂﾑｷﾞ
  175 伊澤 珠里(6)

ｲｻﾗ ｼﾞｭﾘ
  156 繁野 悠風(6)

ｼｹﾞﾉ ﾊﾙｶ
  150 名和 柾代(6)

ﾅﾜ ﾏｻﾖ
 7   1 伊那小    20 西村 恵実(6)   1,03.90 

ｲﾅｼｮｳ ﾆｼﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ
   30 鎌倉 歩未(6)

ｶﾏｸﾗ ｱﾕﾐ
   26 金子 愛果(6)

ｶﾈｺ ｱｲｶ
   32 河内 愛(6)

ｶﾜｳﾁ ｱｲ
 8   3 富県小   391 下島 あみ(6)   1,04.98 

ﾄﾐｶﾞﾀｼｮｳ ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾐ
  390 山口 舞華(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲｶ
  377 北澤 朱李(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾘ
  374 北澤 野々花(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾉﾉｶ

小学６年女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月10日  9:00

県小学新             4.50
大会新               3.28

村田妃奈子(4)   3.13   3.26   2.88    3.26 
ﾑﾗﾀﾋﾅｺ 美篶小   +1.5   +1.8   +1.9    +1.8
埋橋 優菜(4)   3.11    X   2.98    3.11 
ｳｽﾞﾊｼ ﾕｳﾅ 富県小   +0.8   +2.1    +0.8
内木 晴香(4)   3.11   2.66   2.37    3.11 
ﾅｲｷﾊﾙｶ 美篶小   +0.8   +0.5   +0.1    +0.8
城倉 葉月(4)   2.79   2.91    X    2.91 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾊﾂﾞｷ 伊那小   +1.5   +1.2    +1.2
菅原 由乃(4)    X   2.79   2.79    2.79 
ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼﾉ 高遠北小   +0.9   +0.1    +0.9
竹松 美南(4)   2.67   2.62   2.79    2.79 
ﾀｹﾏﾂ ﾐﾅﾐ 富県小   +1.0   +1.2   +1.6    +1.6
酒井 梨乃(4)   2.69    X   2.47    2.69 
ｻｶｲ ﾘﾉ 伊那東小   +0.4   +0.1    +0.4
登内 真奈(4)    X    X   2.55    2.55 
ﾄﾉｳﾁ ﾏﾅ 手良小   +0.5    +0.5
酒井 せり(4)    X   2.55    X    2.55 
ｻｶｲ ｾﾘ 西春近南小   +0.9    +0.9
増田 有希乃(4)   2.47   2.50   2.04    2.50 
ﾏｽﾀﾞ ﾕｷﾉ 西箕輪小   +1.2   +1.5   +0.9    +1.5
澤村 真由美(4)   2.49    X    X    2.49 
ｻﾜﾑﾗ ﾏﾕﾐ 西春近南小   +1.1    +1.1
南部 和(4)    X   2.44    /    2.44 
ﾅﾝﾌﾞ ﾅｺﾞﾐ 伊那東小   +0.9    +0.9
増田 萌香(4)   2.41    X   2.32    2.41 
ﾏｽﾀﾞ ﾓｴｶ 伊那北小   +1.9   +1.2    +1.9
林 弥生(4)    X   2.33   2.09    2.33 
ﾊﾔｼ ﾔﾖｲ 高遠北小   +1.1   +2.1    +1.1
丸山 千里歌(4)    X   2.15   2.09    2.15 
ﾏﾙﾔﾏ ﾁﾘｶ 伊那北小   +1.3   +0.9    +1.3
宮下 結衣(4)    X    X    X
ﾐﾔｼﾀ  ﾕｲ 西箕輪小
湯田 真咲(4) 欠場
ﾕﾀﾞ ﾏｻｷ 伊那小

11    11

15 8   116

14   285

13 6    93

14 10   147

11 1   213

12 7    43

8 15   232

10 12   272

7 3    57

8 13   184

5 17   165

6 2   384

3 4   333

4 16    21

1 9   338
-5-

2 5   372

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学４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 6月10日  9:50

県小学新             4.50
大会新               3.66

林 千尋(5)   3.38   3.61   3.29    3.61 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 伊那小   +1.8   +0.1   +0.8    +0.1
那須野 りさ子(5)   3.45   3.53   3.56    3.56 
ﾅｽﾉ ﾘｻｺ 手良小   +0.4   +0.7   +0.8    +0.8
宮下 息吹(5)   3.17   3.44   3.20    3.44 
ﾐﾔｼﾀｲﾌﾞｷ 美篶小   +0.2   -0.9   +1.2    -0.9
藤原 葵(5)   2.85   3.31   2.98    3.31 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ 伊那東小   +0.1   -1.1   -0.1    -1.1
赤羽 留佳(5)   3.18   3.09   3.23    3.23 
ｱｶﾊﾈ ﾙｶ 西春近北小   +0.9   +1.0   +0.8    +0.8
伊藤 優直(5)   2.59    X   3.21    3.21 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 西箕輪小   +0.1   -0.1    -0.1
明尾 果歩(5)    X   2.99   3.15    3.15 
ｱｹｵ ｶﾎ 伊那東小   +0.4   -1.1    -1.1
伊藤 美有(5)    X   2.96   3.09    3.09 
ｲﾄｳ ﾐﾕ 伊那北小   +0.9   +1.6    +1.6
埋橋 朱花(5)   3.08   2.78   2.73    3.08 
ｳｽﾞﾊｼ ｼｭｶ 富県小   +0.5   -0.9   +0.6    +0.5
伊藤 愛可(5)   3.07    X   2.76    3.07 
ｲﾄｳ ﾏﾅｶ 手良小   +0.1   +0.1    +0.1
半澤 響(5)   2.93   2.97   3.00    3.00 
ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 高遠北小   +0.7   -1.4   +1.1    +1.1
柴 美透(5)   2.94   2.76   2.89    2.94 
ｼﾊﾞﾐﾕｷ 美篶小   +0.9   -1.1   +0.1    +0.9
上條 琴葉(5)   2.92    X   2.85    2.92 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺﾄﾊ 伊那北小   +1.2   +0.8    +1.2
薩摩林 真和(5)    X    X   2.80    2.80 
ｻﾂﾏﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 西箕輪小    0.0     0.0
赤羽 真優(5)   2.78   2.71    X    2.78 
ｱｶﾊﾈ ﾏﾕ 西春近北小   +1.2   -0.1    +1.2
中島 萌乃(5)   2.58   2.35   2.74    2.74 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴﾉ 西春近南小    0.0   +0.6   +1.1    +1.1
柄澤 はづき(5)   2.72    X   2.56    2.72 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾂﾞｷ 富県小   +1.2   +0.9    +1.2
後藤 あゆ美(5)   2.43   2.32   2.30    2.43 
ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ 西春近南小   +0.4   +2.0   +0.9    +0.4

17 3   378

18 2   238

15 15   250

16 1   219

13 4    97

14 14   278

11 5   157

12 13   347

9 8   373

10 9   212

7 10    39

8 6   119

5 18   249

6 11   291

3 7   361

4 12    44

1 17     3
-5-

2 16   182

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学５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 6月10日 10:40

県小学新             4.50
大会新               3.95

山口 舞華(6)   3.71   3.84   3.81    3.84 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲｶ 富県小   +0.8   +0.2   +0.8    +0.2
木下 葉月(6)   3.69   3.65   3.76    3.76 
ｷﾉｼﾀ ﾊﾂﾞｷ 東春近小   -0.2   +1.1   +1.7    +1.7
繁野 悠風(6)   3.24   3.67   3.58    3.67 
ｼｹﾞﾉ ﾊﾙｶ 高遠北小   +1.3   +1.7   +0.4    +1.7
埋橋 優衣(6)   3.58   3.55   3.20    3.58 
ｳｽﾞﾊｼ ﾕｲ 伊那小   +0.3   +0.2   +0.4    +0.3
林 史華(6)   3.22   3.36   3.52    3.52 
ﾊﾔｼ ﾌﾐｶ 高遠小   +0.6   -0.1   +0.5    +0.5
市川 優佳(6)   3.48   3.34   3.36    3.48 
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｶ 西春近南小   +0.5   +1.1   +2.7    +0.5
橋爪 和佳奈(6)    X   3.45   3.41    3.45 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾜｶﾅ 西箕輪小   +1.7   +0.4    +1.7
伊藤 日菜(6)   2.94   3.38   2.96    3.38 
ｲﾄｳ ﾋﾅ 伊那東小   +3.0   +1.1   +0.7    +1.1
上田 円(6)    X   3.03   3.17    3.17 
ｳｴﾀﾞ ﾂﾌﾞﾗ 西春近南小   +0.2   +0.5    +0.5
山﨑 望絢(6)   3.12   2.93   2.79    3.12 
ﾔﾏｻｷﾉｱ 美篶小   +0.3   +1.2   +0.7    +0.3
吉沢 裕菜(6)   2.97   2.80   2.87    2.97 
ﾖｼｻﾞﾜﾕｳﾅ 美篶小   +1.3   +0.6   +0.5    +1.3
織井 由夏(6)   2.76   2.85   2.96    2.96 
ｵﾘｲ ﾕｶ 東春近小   +0.6   +1.0   +0.7    +0.7
河合 夏海(6)   2.66   2.53   2.43    2.66 
ｶﾜｲ ﾅﾂﾐ 西箕輪小   +0.3   +0.4   +0.4    +0.3
林 早紀(6)   2.45   2.43    X    2.45 
ﾊﾔｼ ｻｷ 高遠北小   +0.8   +0.7    +0.8
北澤 朱李(6) 欠場
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾘ 富県小

5   377

13 12   288

14 11   148

11 7   362

12 3   310

9 9   222

10 4   349

7 15   283

8 2    72

5 8   122

6 6   234

3 14   156

4 13     8

1 10   390
-5-

2 1   296
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 6月10日  9:00

県小学新            59.63
大会新              34.69

池上 実結(4)
ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾕ 手良小
重盛 史帆(4)
ｼｹﾞﾓﾘ ｼﾎ 東春近小
谷口 文菜(4)
ﾀﾆｸﾞﾁｱﾔﾅ 美篶小
大脇 歌歩(4)
ｵｵﾜｷｶﾎ 美篶小
向山 琴理(4)
ﾑｶｲﾔﾏ ｺﾄﾘ 伊那北小
牧田 彩花(4)
ﾏｷﾀ ｱﾔｶ 伊那北小
又賀 七海(4)
ﾏﾀｶﾞ ﾅﾅﾐ 西春近南小
北原 英梨(4)
ｷﾀﾊﾗ ｴﾘ 高遠北小
久保田 恵莉(4)
ｸﾎﾞﾀ ｴﾘ 高遠北小
小田切 乃七(4) 欠場
ｺﾀｷﾞﾘ ﾉﾅ 西春近南小

  9.98 

1   224

 10.84 

9 7   171
 9.98   O   O

 13.09 

8 9   154
  O 10.84   O

 14.53 

7 6   215
  O   O 13.09

 15.28 

6 5    81
14.53   X   O

 16.85 

5 3   109
15.28   O   O

 17.65 

4 4   337
  O   X 16.85

 19.03 

3 2   336
  O   O 17.65

 32.74 

2 8   314
  X 19.03   O

1 10   187
  O   O 32.74

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学４年女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(１号球)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月10日 10:00

県小学新            59.63
大会新              38.15

小松 葉月(5)
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 西春近南小
伊藤 乃夏(5)
ｲﾄｳ ﾉﾅﾂ 高遠北小
三澤 舞衣(5)
ﾐｻﾜ ﾏｲ 手良小
山田 都子(5)
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾔｺ 伊那東小
久保村 茉生(5)
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾏｷ 伊那北小
鈴木 ひなた(5)
ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ 高遠北小
中澤 美月(5)
ﾅｶｻﾞﾜﾐﾂﾞｷ 美篶小
北原さくら(5)
ｷﾀﾊﾗｻｸﾗ 美篶小
伊藤 杏美(5) 欠場
ｲﾄｳ ｱﾐ 高遠小
丸山 愛友(5) 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾕ 高遠小

7   140

 20.62 

5   143

 22.25 

8 4   332
20.62   O   O

 23.25 

7 6   334
  O   O 22.25

 23.76 

6 3   146
23.25   O   X

 26.47 

5 9   115
  O 23.76   O

 27.40 

4 2    59
  O 26.47   O

 30.05 

3 8   200
27.40   X   O

 35.76 

2 1   176
  O   O 30.05

1 10   227
  O 35.76   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学５年女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(１号球)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月10日 11:00

県小学新            59.63
大会新              44.68

名取 素子(6)
ﾅﾄﾘ ﾓﾄｺ 西箕輪小
中村 さゆき(6)
ﾅｶﾑﾗ ｻﾕｷ 東春近小
篠平 華菜(6)
ｼﾉﾋﾗ ｶﾅ 東春近小
田中 奈那(6)
ﾀﾅｶ ﾅﾅ 伊那北小
大井 萌花(6)
ｵｵｲ ﾓｴｶ 西箕輪小
三澤 早紀(6)
ﾐｻﾜ ｻｷ 手良小
小河 美桜(6)
ｵｶﾞﾜ ﾐｵ 伊那北小
下島 あみ(6)
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾐ 富県小
小牧 未弥(6)
ｺﾏｷ ﾐﾔ 富県小
伊藤 瑠南(6)
ｲﾄｳ ﾙﾅ 手良小
西澤 杏子(6)
ﾆｼｻﾞﾜｷｮｳｺ 美篶小
池上 佳那(6)
ｲｹｶﾞﾐ ｶﾅ 高遠北小
半澤 ひかり(6)
ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋｶﾘ 高遠北小

 18.95 

 19.98 

13 2   158
  O 18.95   X

 21.59 

12 6   162
  O   O 19.98

 22.94 

11 4   342
  O 21.59   O

 24.55 

10 8   209
  O 22.94   O

 25.79 

9 3   388
  O 24.55   O

 26.92 

8 1   391
  O 25.79   O

 27.52 

7 5    99
  O 26.92   O

 31.86 

6 11   203
  X   O 27.52

 33.60 

5 9   271
  O   O 31.86

 37.89 

4 7    88
  O 33.60   O

 39.60 

3 10   317
37.89   O   O

 43.14 

2 12   305
  O   O 39.60

1 13   266
43.14   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学６年女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(１号球)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



予選 6月10日  9:45
決勝 6月10日 11:05

県中学新            12.29
大会新              12.69

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +1.1

 1 鈴木 みのり(2)     14.35  1 長谷川 未来(2)     14.42 
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那東部中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 春富中

 2 山田 かなで(3)     14.47  2 小田部 円(2)     14.56 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 春富中 ｵﾀﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ 春富中

 3 大前 彩花(1)     14.81  3 原 悠夏(1)     15.01 
ｵｵﾏｴ ｱﾔｶ 春富中 ﾊﾗ ﾕｳｶ 伊那東部中

 4 北原 ゆめみ(1)     15.00  4 生駒 あんな(1)     15.15 
ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ 伊那東部中 ｲｺﾏ ｱﾝﾅ 伊那東部中

 5 寺澤 純香(1)     15.47  5 春日 笑里(1)     15.45 
ﾃﾗｻﾜ ｽﾐｶ 伊那東部中 ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ 伊那東部中

 6 山岸 さくら(1)     15.73  6 山口 なつき(1)     16.17 
ﾔﾏｷﾞｼ ｻｸﾗ 伊那東部中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 伊那東部中
三澤 野乃花(2) 宮原 美紗(1)
ﾐｻﾜ ﾉﾉｶ 伊那東部中 ﾐﾔﾊﾗ ﾐｻ 伊那東部中

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 -0.2

 1 池上 真琴(2)     14.64  1 前田 花奈(2)     14.54 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 伊那東部中 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部中

 2 中山 桜来(1)     14.69  2 春日 彩花(1)     15.25 
ﾅｶﾔﾏ ｻｻﾗ 伊那東部中 ｶｽｶﾞ ｻﾔｶ 伊那東部中

 3 酒井 茜(2)     15.19  3 清水 苑美(2)     15.33 
ｻｶｲ ｱｶﾈ 春富中 ｼﾐｽﾞ ｿﾉﾐ 伊那東部中

 4 酒井 理帆(1)     16.37  4 福澤 彩芽(2)     15.62 
ｻｶｲ ﾘﾎ 伊那東部中 ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾔﾒ 春富中

 5 仁科 柊花(1)     16.99  5 三澤 茉南(1)     16.75 
ﾆｼﾅ ｼｭｳｶ 伊那東部中 ﾐｻﾜ ﾏﾅ 伊那東部中
中澤 菜月(1) 酒井 愛花(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 伊那東部中 ｻｶｲ ﾏﾅｶ 春富中
中島 遥(3) 田中 真彩(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 春富中 ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那東部中

[ 5組] 風速 +0.6

 1 吉田 那緒(2)     13.19 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 長谷中

 2 竹内 杏希望(3)     14.45 
ﾀｹｳﾁ ｱｷﾐ 春富中

 3 小池 涼音(1)     14.51 
ｺｲｹ  ｽｽﾞﾈ 西箕輪中

 4 北原 野乃(1)     15.32 
ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉ 伊那東部中

 5 赤羽 菜央(1)     15.50 
ｱｶﾊﾈ ﾅｵ 伊那東部中

 6 原 嶺夏(1)     16.36 
ﾊﾗ ﾘｮｳｶ 伊那東部中

風速 +1.6

 1 吉田 那緒(2)     13.11 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 長谷中

 2 前田 花奈(2)     14.08 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部中

 3 長谷川 未来(2)     14.19 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 春富中

 4 鈴木 みのり(2)     14.20 
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那東部中

 5 小田部 円(2)     14.20 
ｵﾀﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ 春富中

 6 竹内 杏希望(3)     14.26 
ﾀｹｳﾁ ｱｷﾐ 春富中

 7 小池 涼音(1)     14.44 
ｺｲｹ  ｽｽﾞﾈ 西箕輪中

 8 山田 かなで(3)     14.44 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 春富中
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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順 ﾚｰﾝ No.
6   414

8   419

4   407
欠場

7   460

6   424

3   412

2   409

欠場

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

2   426

4   436

3   417

8   421
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順 ﾚｰﾝ

3   425

6   427

5   453

4   396

記録／備考
8   392

7   463

中学女子

１００ｍ

予選 通過基準  5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



決勝 6月10日 10:20

県中学新          2,16.18
大会新            2,24.52

 1 浦野 友里(1)   2,36.61 
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 春富中

 2 伊藤 優香(2)   2,40.83 
ｲﾄｳ ﾕｳｶ 春富中

中学女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   466

4   467



決勝 6月10日 11:30

県中学新             5.59
大会新               4.73

寺本 聡美(3)   4.37   4.29    X    4.37 
ﾃﾗﾓﾄ ｻﾄﾐ 春富中   +2.0   -0.1    +2.0
唐澤 遥南(3)   2.99   3.59   4.01    4.01 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 春富中   +2.3   +0.5   +0.6    +0.6

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 2   462

-5-

2 1   445



決勝 6月10日 11:30

県中学新            13.49
大会新               9.00

生駒 名菜(3) 大会新
ｲｺﾏ ﾅﾅ 伊那東部中
細井 友香(2) 大会新
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 春富中
村松 佐恵(2)
ﾑﾗﾏﾂ ｻｴ 春富中
北原 瑛里香(2)
ｷﾀﾊﾗ  ｴﾘｶ 西箕輪中

中学女子

砲丸投(2.721kg)     

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 2   416

 8.96  9.31  9.21   9.31 

2 1   464
 8.08  8.89  9.10   9.10 

3 3   454
 8.52  8.37  8.70

4 4   469
 5.21  5.66  5.52   5.66 

  8.70 
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