
第29回上伊那小学生陸上競技大会兼第45回上伊那春季記録会                          
　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】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
05/19 混合 伊那       57.60 赤穂南(C)       59.43 西春近北(A)     1,00.30 南箕輪(A)     1,00.35 宮田(A)     1,00.59 飯島(A)     1,00.71 美篶(A)     1,02.65 美篶(D)     1,03.13

4×100mR 林 千尋(5) 小池 美月(5) 大前 歌音(4) 北原 優愛(5) 原 珠里(5) 南坂 真緒(5) 澁谷 果歩(5) 大脇 歌歩(4)
百瀬 果奈(5) 唐澤 花実(5) 星野 陽花里(4) 出羽澤 茜(5) 野溝 ゆりあ(5) 財前 佳那(5) 宮下 息吹(5) 村田 妃奈子(4)
織井 勇輔(5) 吉田 力良(5) 荻原 浩太郎(4) 瀧澤 晃(5) 伊藤 渓登(5) 小林 響輝(5) 川口 晃大(5) 赤羽  響(4)
モヨ マルコム強志(5) 田中 圭吾(5) 今井 駿世(4) 三澤 遥太(5) 太田 岳(5) 南坂 潤哉(5) 北原 昇悟(5) 北原 真斗(4)

05/19 小学ｵｰﾌﾟﾝ 臼井 恭輔(5) 15.54 木村 佳寿帆(5) 15.60 本多 航平(6) 15.79 小池 魁人(6) 16.07 佐藤 未知翔(5) 16.78 池上 智哉(4) 16.91 縣 俊平(4) 16.99 中城 美佳(4) 17.12
100m 小学校･南箕輪 小学校･伊那 小学校･七久保 小学校･伊那北 小学校･伊那 小学校･高遠 小学校･宮田 小学校･赤穂東



予選 5月19日 10:45
決勝 5月19日 14:20

県小学新            55.70
大会新              58.55

[ 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   8 赤穂(C)   181 青田 梨世(4)   1,04.65  1   2 飯島(A)   317 南坂 真緒(5)   1,01.08 q

ｱｶﾎC ｱｵﾀ  ﾘｾ ｲｲｼﾞﾏA ﾅﾝｻﾞｶﾏｵ
  173 熊谷 真歩(4)   308 財前 佳那(5)

ｸﾏｶﾞｲ   ﾏﾎ ｻﾞｲｾﾞﾝｶﾅ
  219 坂元 相汰(4)   397 小林 響輝(5)

ｻｶﾓﾄ  ｼｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼﾋﾋﾞｷ
  225 椎名一郎ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ(4)   409 南坂 潤哉(5)

ｼｲﾅｲﾁﾛｳ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ ﾅﾝｻﾞｶｼﾞｭﾝﾔ
 2   5 飯島(B)   311 小原 美優(5)   1,04.91  2   6 美篶(D)   342 大脇 歌歩(4)   1,02.87 q

ｲｲｼﾞﾏB ｺﾊﾗﾐﾕ ﾐｽｽﾞD ｵｵﾜｷｶﾎ
  319 柄山 樹(5)   341 村田 妃奈子(4)

ｶﾗﾔﾏｲﾂｷ ﾑﾗﾀﾋﾅｺ
  407 田中 洸幸(5)   428 赤羽  響(4)

ﾀﾅｶﾋﾛﾕｷ ｱｶﾊﾈﾋﾋﾞｷ
  390 伊藤 敬吾(5)   432 北原 真斗(4)

ｲﾄｳｹｲｺﾞ ｷﾀﾊﾗﾏﾅﾄ
 3   7 伊那北(A)    78 北岡 依生希(4)   1,04.97  3   3 手良(A)   133 酒井 愛香(5)   1,03.85 

ｲﾅｷﾀA ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ ﾃﾗA ｻｶｲ ｱｲｶ
   83 友田 有紀(5)   132 柴田 美佳(5)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ ｼﾊﾞﾀ ﾐｶ
   85 田口 木理(4)   155 伊藤 優太(5)

ﾀｸﾞﾁ ﾓｸﾘ ｲﾄｳ ﾕｳﾀ
   91 野溝 太雅(4)   161 春日 大和(5)

ﾉﾐｿﾞ ﾀｲｶﾞ ｶｽｶﾞ  ﾔﾏﾄ
 4   4 中沢   248 竹村 彩也香(4)   1,08.16  4   7 中川東   238 下平 愛恵(4)   1,05.66 

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅｴ
  249 矢澤 藍子(4)   242 湯澤 未海(4)

ﾔｻﾞﾜ ｱｲｺ ﾕｻﾞﾜ ﾐｳ
  306 滝澤 純凪(4)   289 関 草太(4)

ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾅ ｾｷ ｿｳﾀ
  302 宮澤 尚希(4)   292 小原 秀友(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｺﾊﾗ ｼｭｳ
 5   6 箕輪西   352 佐藤 梨花(4)   1,08.23  5   4 赤穂南(B)   193 朱 美陽夏(4)   1,06.29 

ﾐﾉﾜﾆｼ ｻﾄｳ ﾘｶ ｱｶﾎﾐﾅﾐB ｼｭ ﾐﾖｶ
  353 柴 七海(4)   200 氣賀澤 杏香(4)

ｼﾊﾞ ﾅﾅﾐ ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
  441 向山 玲央(4)   246 小平 悠斗(4)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾚｵ ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ
  436 伊藤 巧海(4)   245 春日 南星(4)

ｲﾄｳ ﾀｸﾐ ｶｽｶﾞ ﾅﾅｾ
 6   3 赤穂南(A)   197 福澤 志歩(4)   1,10.01  6   5 両小野   390 矢彦沢 佑希(4)   1,09.21 

ｱｶﾎﾐﾅﾐA ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾎ ﾘｮｳｵﾉ ﾔﾋｺｻﾞﾜ ﾕｳｷ
  195 松村 美咲(4)   384 小野 静(4)

ﾏﾂﾑﾗ ﾐｻｷ ｵﾉ ｼｽﾞｶ
  252 氣賀澤 柊也(4)   503 清水 蒼(4)

ｹｶﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ ｼﾐｽﾞ ｿｳ
  242 宮下 凌音(4)   506 南原 祐希(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｵﾄ ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｷ
 7   2 南箕輪(E)   263 伊藤  花音(4)   1,10.35   8 ﾁｰﾑ富県    15 埋橋 優菜(4)

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜE ｲﾄｳ ﾊﾉﾝ ﾁｰﾑﾄﾐｶﾞﾀ ｳｽﾞﾊｼ ﾕｳﾅ 失格
  271 高坂  千里(4)    10 登内 桃香(4)

ｺｳｻｶ ﾁﾘ ﾄﾉｳﾁ ﾓﾓｶ
  364 三好 勇輝(4)     3 小牧 悠真(4)

ﾐﾖｼ ﾕｳｷ ｺﾏｷ ﾕｳﾏ
  376 飯村  拓里(4)     9 北澤 禎基(4)

ｲｲﾑﾗ ﾋﾗﾘ ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｼｷ
 8   1 箕輪北(C)   383 葉桐 リカ(4)   1,10.41 

ﾐﾉﾜｷﾀC ﾊｷﾞﾘ ﾘｶ
  377 上島 ひなた(4)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ
  484 岩波 響介(4)

ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ
  493 鶴見 一星(4)

ﾂﾙﾐ ｲｯｾｲ

混合

4×100mR

予選 通過基準  8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   7 西春近北(A)   157 大前 歌音(4)   1,00.35 q  1   4 箕輪東(A)   391 上田 美菜子(5)   1,05.70 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀA ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ ﾐﾉﾜﾋｶﾞｼA ｳｴﾀﾞ ﾐﾅｺ
  155 星野 陽花里(4)   392 髙山 梨帆(5)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ ﾀｶﾔﾏ ﾘﾎ
  185 荻原 浩太郎(4)   465 宮﨑 航希(5)

ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｷ
  189 今井 駿世(4)   469 小島 大輝(5)

ｲﾏｲ ﾊﾔｾ ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ
 2   2 宮田(A)    87 原 珠里(5)   1,00.38 q  2   3 七久保(A)   121 竹内 真美(5)   1,06.22 

ﾐﾔﾀﾞA ﾊﾗ ｼﾞｭﾘ ﾅﾅｸﾎﾞA ﾀｹｳﾁ ﾏﾐ
   98 野溝 ゆりあ(5)   125 矢澤 彩音(5)

ﾉﾐｿﾞ ﾕﾘｱ ﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ
   96 伊藤 渓登(5)   145 金山 望亜(5)

ｲﾄｳ ｹｲﾄ ｶﾅﾔﾏ ﾉｱ
  109 太田 岳(5)   148 上原 綾真(5)

ｵｵﾀ ｶﾞｸ ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳﾏ
 3   6 高遠   108 池上 慶(4)   1,04.53  3   8 伊那北(B)    73 西連寺 朱音(4)   1,06.79 

ﾀｶﾄｵ ｲｹｶﾞﾐ ｹｲ ｲﾅｷﾀB ｻｲﾚﾝｼﾞ ｱﾔﾈ
  107 清澤 美莉(4)    77 日野 寧々(4)

ｷﾖｻﾜ ﾐﾘ ﾋﾉ ﾈﾈ
  121 小松 匠(4)    82 大森 才稀

ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ
  130 林 大翔(4)    83 竹越 勇斗(4)

ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ
 4   3 手良(B)   127 蟹澤 萌(4)   1,05.46  4   6 辰野西(B)   222 堀内 ももか(4)   1,07.49 

ﾃﾗB ｶﾆｻﾜ ﾓｴ ﾀﾂﾉﾆｼB ﾎﾘｳﾁ ﾓﾓｶ
  135 神林 碧莉子(4)   219 長田 鼓美(4)

ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾐﾘｺ ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ
  165 白鳥 大翔(4)   261 河崎 充紘(4)

ｼﾛﾄﾘ ﾊﾙﾄ ｶﾜｻｷ ﾐﾋﾛ
  158 三澤 篤史(4)   271 村上 椋一(4)

ﾐｻﾜ ｱﾂｼ ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ
 5   8 赤穂東   190 大西 美里(4)   1,06.16  5   2 箕輪北(B)   376 小林 愛(4)   1,09.13 

ｱｶﾎﾋｶﾞｼ ｵｵﾆｼ ﾐｻﾄ ﾐﾉﾜｷﾀB ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ
  186 光澤 早弥花(4)   380 唐澤 美結花(4)

ﾐﾂｻﾞﾜ ｻﾔｶ ｶﾗｻﾜ ﾐﾕｶ
  232 徐 駿城(4)   487 手澤 匠(4)

ｼﾞｮ ｼｭﾝｷ ﾃｻﾞﾜ ﾀｸﾐ
  237 飯島 悠斗(4)   488 小口 海翔(4)

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ ｵｸﾞﾁ ｶｲﾄ
 6   4 高遠北(A)   115 菅原 由乃(4)   1,07.11  6   5 高遠北(B)   116 草場 日和(5)   1,11.94 

ﾀｶﾄｵｷﾀA ｽｶﾞﾊﾗ ﾖｼﾉ ﾀｶﾄｵｷﾀB ｸｻﾊﾞ ﾋﾖﾘ
  114 菅原 千織(4)   119 齊藤 桂(5)

ｽｶﾞﾊﾗ ﾁｵﾘ ｻｲﾄｳ ｶﾂﾗ
  139 福嶋 招太(4)   136 松崎 タオ(4)

ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｵ
  134 今枝 水穂(4)   135 佐藤 尊(4)

ｲﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ ｻﾄｳ ﾀｹﾙ
  5 美篶(B)   343 中澤 美月(5)   7 南箕輪(B)   272 山﨑 愛子(5)

ﾐｽｽﾞB ﾅｶｻﾞﾜﾐﾂﾞｷ 失格 ﾐﾅﾐﾐﾉﾜB ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｺ 失格
  346 北原さくら(5)   286 平島 麻衣(5)

ｷﾀﾊﾗｻｸﾗ ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ
  433 北原 大雅(5)   375 登内 俊貴(5)

ｷﾀﾊﾗﾀｲｶﾞ ﾄﾉｳﾁ ﾄｼｷ
  417 宮下 龍之介(5)   362 吉田 歩(5)

ﾐﾔｼﾀﾘｭｳﾉｽｹ ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ

4×100mR
混合



[ 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   5 箕輪中部(A)   367 林 知世(5)   1,04.10  1   7 伊那    36 林 千尋(5)     58.12 q

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞA ﾊﾔｼ ﾁｾ ｲﾅ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 大会新
  360 小山 礼華(5)    33 百瀬 果奈(5)

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ ﾓﾓｾ ｶﾅ
  462 鈴木 裕也(5)    26 織井 勇輔(5)

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ ｵﾘｲ ﾕｳｽｹ
  456 長谷 翔太(5)    13 モヨ マルコム強志(5)

ﾅｶﾞﾀﾆ ｼｮｳﾀ ﾓﾖ ﾏﾙｺﾑﾂﾖｼ
 2   7 飯島(E)   309 市村 明那(4)   1,06.68  2   6 赤穂南(C)   194 小池 美月(5)   1,00.32 q

ｲｲｼﾞﾏE ｲﾁﾑﾗﾊﾙﾅ ｱｶﾎﾐﾅﾐC ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ
  312 小松 ひより(4)   196 唐澤 花実(5)

ｺﾏﾂﾋﾖﾘ ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
  398 小林 巧弥(4)   241 吉田 力良(5)

ｺﾊﾞﾔｼﾀｸﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾁｶﾗ
  393 山際 康太郎(4)   250 田中 圭吾(5)

ﾔﾏｷﾞﾜｺｳﾀﾛｳ ﾀﾅｶ ｹｲｺﾞ
 3   3 美篶(C)   328 伊澤 玲奈(5)   1,07.04  3   3 箕輪中部(B)   365 木村 果蓮(5)   1,05.55 

ﾐｽｽﾞC ｲｻﾜﾚﾅ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞB ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ
  347 北野しい凪(5)   355 岡田 愛友奈(5)

ｷﾀﾉｼｲﾅ ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾅ
  423 小松 広武(5)   458 登内 リオン(5)

ｺﾏﾂﾋﾛﾑ ﾄﾉｳﾁ ﾘｵﾝ
  434 木下 侑巨(4)   452 小日向 温史(5)

ｷﾉｼﾀﾕｳｺﾞ ｵﾋﾞﾅﾀ ﾊﾙﾋﾄ
 4   4 辰野西(A)   217 上島 彩音(4)   1,07.44  4   2 南箕輪(C)   274 小島  明莉(4)   1,05.67 

ﾀﾂﾉﾆｼA ｶﾐｼﾞﾏ ｱﾔﾈ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜC ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ
  213 古内 里莉(4)   264 加藤  歩未(4)

ﾌﾙｳﾁ ﾘﾘ ｶﾄｳ ｱﾐ
  269 瀬戸 優孝(4)   360 伊藤  悠生(4)

ｾﾄ ﾕﾀｶ ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ
  265 三浦 久季(4)   372 城取  大成(4)

ﾐｳﾗ ﾋｻｷ ｼﾛﾄﾘ ﾀｲｾｲ
 5   2 七久保(B)   124 片桐 梨裟(4)   1,09.54  5   5 南箕輪南部   296 酒井 ひより(4)   1,08.14 

ﾅﾅｸﾎﾞB ｶﾀｷﾞﾘ ﾘｻ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾅﾝﾌﾞ ｻｶｲ  ﾋﾖﾘ
  122 藤田 茉椰(4)   295 佐々木 真優(4)

ﾌｼﾞﾀ ﾏﾔ ｻｻｷ  ﾏﾕ
  149 代田 貴之(4)   384 石川 遥大(4)

ｼﾛﾀ ﾀｶﾕｷ ｲｼｶﾜ  ﾊﾙﾄ
  144 宮下 龍真(4)   383 小池 伊吹(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳﾏ ｺｲｹ  ｲﾌﾞｷ
 6   6 伊那北(E)    74 増田 萌香(4)   1,13.41  6   4 宮田(E)    91 青木 泉和(4)   1,08.90 

ｲﾅｷﾀE ﾏｽﾀﾞ ﾓｴｶ ﾐﾔﾀﾞE ｱｵｷ ﾐｽﾞｶ
   79 牧田 彩花(4)   100 有賀 理湖(4)

ﾏｷﾀ ｱﾔｶ ｱﾙｶﾞ ﾘｺ
   67 宮下 陽向(4)   103 山本 恵人(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾋﾅﾀ ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ
   69 広瀬 友哉(4)    97 伊澤 拓人(4)

ﾋﾛｾ ﾕｳﾔ ｲｻﾜ ﾀｸﾄ
  8 宮田(D)    89 西村 晶穂(4)  7   8 伊那北(C)    69 山口 彩虹   1,12.41 

ﾐﾔﾀﾞD ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾎ 失格 ｲﾅｷﾀC ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｺ
   85 丸山 ゆきな(4)    80 木下 瑚々(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾅ ｷﾉｼﾀ ｺｺ
  108 太田 一希(4)    87 唐澤 大也(4)

ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ ｶﾗｻﾜ ﾋﾛﾅﾘ
   99 遠山 龍之介(4)    66 久保田 和真(4)

ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾏ

混合

4×100mR



[ 7組] [ 8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 美篶(A)   349 澁谷 果歩(5)   1,02.65 q  1   2 南箕輪(A)   265 夏野 香月(5)   1,00.31 q

ﾐｽｽﾞA ｼﾌﾞﾔｶﾎ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜA ﾅﾂﾉ ｶﾂﾞｷ
  331 宮下 息吹(5)   273 出羽澤 茜(5)

ﾐﾔｼﾀｲﾌﾞｷ ﾃﾞﾜｻﾞﾜ ｱｶﾈ
  429 川口 晃大(5)   374 瀧澤 晃(5)

ｶﾜｸﾞﾁｱｷﾋﾛ ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾗ
  431 北原 昇悟(5)   367 三澤 遥太(5)

ｷﾀﾊﾗｼｮｳｺﾞ ﾐｻﾜ ﾊﾙﾀ
 2   7 伊那東(A)    48 酒井 優菜(4)   1,03.63  2   6 飯島(C)   313 小池 冴羽乃(4)   1,03.67 

ｲﾅﾋｶﾞｼA ｻｶｲ ﾕﾅ ｲｲｼﾞﾏC ｺｲｹｻﾜﾉ
   50 小松 千瑚(4)   301 下平 久美(4)

ｺﾏﾂ ﾁｺ ｼﾓﾀﾞｲﾗｸﾐ
   60 唐澤 佳汰(4)   389 伊藤 輝哉(4)

ｶﾗｻﾜ ｹｲﾀ ｲﾄｳﾃﾙﾔ
   44 トレザン ガブリエル(   400 小林 文哉(4)

ﾄﾚｻﾞﾝ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ｺﾊﾞﾔｼﾌﾞﾝﾔ
 3   2 宮田(B)    86 菊地 さくら(4)   1,04.55  3   3 美篶(E)   333 宮坂 佳鈴(4)   1,06.36 

ﾐﾔﾀﾞB ｷｸﾁ ｻｸﾗ ﾐｽｽﾞE ﾐﾔｻｶｶﾘﾝ
   84 稲村 雪乃(4)   344 内木 晴香(4)

ｲﾅﾑﾗ ﾕｷﾉ ﾅｲｷﾊﾙｶ
  106 庄野 優人(4)   413 伊藤 大我(4)

ｼｮｳﾉ ﾕｳﾄ ｲﾄｳﾀｲｶﾞ
  110 田中 大達(4)   420 原  幸輝(4)

ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾁ ﾊﾗｺｳｷ
 4   4 飯島(D)   316 神山 葵(4)   1,06.67  4   7 東春近   257 篠平 実波(4)   1,06.53 

ｲｲｼﾞﾏD ｶﾐﾔﾏｱｵｲ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶ ｼﾉﾋﾗ ﾐﾅﾐ
  304 吉澤 愛佳(4)   258 重盛 史帆(4)

ﾖｼｻﾞﾜｱｲｶ ｼｹﾞﾓﾘ ｼﾎ
  410 平澤 勇希(4)   347 大鐘 凌(4)

ﾋﾗｻﾜﾕｳｷ ｵｵｶﾞﾈ ﾘｮｳ
  405 倉澤 諒祐(4)   340 酒井 大和(4)

ｸﾗｻﾜﾘｮｳｽｹ ｻｶｲ ﾔﾏﾄ
 5   3 南箕輪(D)   290 矢﨑  小春(4)   1,06.77  5   8 伊那東(B)    49 酒井 梨乃(4)   1,09.66 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜD ﾔｻﾞｷ ｺﾊﾙ ｲﾅﾋｶﾞｼB ｻｶｲ ﾘﾉ
  278 水  優月(4)    56 南部 和(4)

ﾐｽﾞ ﾕｳﾅ ﾅﾝﾌﾞ ﾅｺﾞﾐ
  379 寳  一翔(4)    50 溝口 総太(4)

ﾀｶﾗ ｶｽﾞﾄ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿｳﾀ
  368 手塚  千秋(4)    61 北條 聖稀(4)

ﾃﾂﾞｶ ｾﾝｼｭｳ ﾎｳｼﾞｮｳ ｻﾄｷ
 6   8 手良(C)   136 池上 実結(4)   1,08.83  6   4 伊那北(D)    60 伊藤 優里(4)   1,10.93 

ﾃﾗC ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾕ ｲﾅｷﾀD ｲﾄｳ ﾕｳﾘ
  139 入江 琉羽風(4)    67 高嶋 澪(4)

ｲﾘｴ ﾙｳｶ ﾀｶｼﾏ ﾐｵ
  159 酒井 輝(4)    74 山下 暉斗(4)

ｻｶｲ ｱｷﾗ ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾄ
  157 三澤 哲也(4)    92 鷲見 隼翔(4)

ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ ｽﾐ ﾊﾔﾄ
 7   5 箕輪南   370 毛利 愛花(5)   1,09.04  7   5 宮田(C)    90 西尾 響(4)   1,11.42 

ﾐﾉﾜﾐﾅﾐ ﾓｳﾘ ｱｲｶ ﾐﾔﾀﾞC ﾆｼｵ ﾋﾋﾞｷ
  368 山田 歩乃(5)    99 友野 琳彩(4)

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾉ ﾄﾓﾉ ﾘｱﾗ
  475 田中 亮(5)   107 松田 昂大(4)

ﾀﾅｶ ﾘｮｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ
  477 登内 和也(5)   105 小田切 偉燦(4)

ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ ｺﾀｷﾞﾘ ｲｯｻ

混合

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 伊那    36 林 千尋(5)     57.60 

ｲﾅ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 大会新
   33 百瀬 果奈(5)

ﾓﾓｾ ｶﾅ
   26 織井 勇輔(5)

ｵﾘｲ ﾕｳｽｹ
   13 モヨ マルコム強志(5)

ﾓﾖ ﾏﾙｺﾑﾂﾖｼ
 2   6 赤穂南(C)   194 小池 美月(5)     59.43 

ｱｶﾎﾐﾅﾐC ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ
  196 唐澤 花実(5)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
  241 吉田 力良(5)

ﾖｼﾀﾞ ﾁｶﾗ
  250 田中 圭吾(5)

ﾀﾅｶ ｹｲｺﾞ
 3   3 西春近北(A)   157 大前 歌音(4)   1,00.30 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀA ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
  155 星野 陽花里(4)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
  185 荻原 浩太郎(4)

ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ
  189 今井 駿世(4)

ｲﾏｲ ﾊﾔｾ
 4   4 南箕輪(A)   287 北原 優愛(5)   1,00.35 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜA ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｱ
  273 出羽澤 茜(5)

ﾃﾞﾜｻﾞﾜ ｱｶﾈ
  374 瀧澤 晃(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾗ
  367 三澤 遥太(5)

ﾐｻﾜ ﾊﾙﾀ
 5   8 宮田(A)    87 原 珠里(5)   1,00.59 

ﾐﾔﾀﾞA ﾊﾗ ｼﾞｭﾘ
   98 野溝 ゆりあ(5)

ﾉﾐｿﾞ ﾕﾘｱ
   96 伊藤 渓登(5)

ｲﾄｳ ｹｲﾄ
  109 太田 岳(5)

ｵｵﾀ ｶﾞｸ
 6   2 飯島(A)   317 南坂 真緒(5)   1,00.71 

ｲｲｼﾞﾏA ﾅﾝｻﾞｶﾏｵ
  308 財前 佳那(5)

ｻﾞｲｾﾞﾝｶﾅ
  397 小林 響輝(5)

ｺﾊﾞﾔｼﾋﾋﾞｷ
  409 南坂 潤哉(5)

ﾅﾝｻﾞｶｼﾞｭﾝﾔ
 7   1 美篶(A)   349 澁谷 果歩(5)   1,02.65 

ﾐｽｽﾞA ｼﾌﾞﾔｶﾎ
  331 宮下 息吹(5)

ﾐﾔｼﾀｲﾌﾞｷ
  429 川口 晃大(5)

ｶﾜｸﾞﾁｱｷﾋﾛ
  431 北原 昇悟(5)

ｷﾀﾊﾗｼｮｳｺﾞ
 8   7 美篶(D)   342 大脇 歌歩(4)   1,03.13 

ﾐｽｽﾞD ｵｵﾜｷｶﾎ
  341 村田 妃奈子(4)

ﾑﾗﾀﾋﾅｺ
  428 赤羽  響(4)

ｱｶﾊﾈﾋﾋﾞｷ
  432 北原 真斗(4)

ｷﾀﾊﾗﾏﾅﾄ

4×100mR
決勝

混合



決勝 5月19日 10:20

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -2.0

 1 原 優月(4) 小学校     17.18  1 佐藤 未知翔(5) 小学校     16.78 
ﾊﾗ  ﾕﾂﾞｷ 南箕輪南部 ｻﾄｳ ﾐﾁｶ 伊那

 2 中島 槻子(4) 小学校     18.19  2 中城 美佳(4) 小学校     17.12 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾂｷｺ 高遠 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ 赤穂東

 3 戸枝  彩(4) 小学校     18.74  3 堀  優莉(4) 小学校     18.58 
ﾄｴﾀﾞ  ｻﾔ 赤穂 ﾎﾘ ﾕｳﾘ 南箕輪

 4 小林 結夏(4) 小学校     19.02  4 竹松 美南(4) 小学校     19.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｶ 両小野 ﾀｹﾏﾂ ﾐﾅﾐ ﾁｰﾑ富県

 5 登内 真奈(4) 小学校     19.32  5 有賀 桃花(4) 小学校     20.67 
ﾄﾉｳﾁ  ﾏﾅ 手良 ｱﾙｶﾞ ﾓﾓｶ 箕輪北

 6 丸山 千里歌(4) 小学校     19.85  6 ﾙｶﾚﾘ ﾔｽﾐﾝ ﾅﾐｴ(4) 小学校     23.39 
ﾏﾙﾔﾏ ﾁﾘｶ 伊那北 ﾙｶﾚﾘ ﾔｽﾐﾝ ﾅﾐｴ 伊那東
帆苅 優香(4) 小学校
ﾎｶﾘ ﾕｳｶ 南箕輪

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 -1.1

 1 縣 俊平(4) 小学校     16.99  1 新谷 佳汰(4) 小学校     17.18 
ｱｶﾞﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 宮田 ｼﾝﾔ ｹｲﾀ 赤穂南

 2 唐澤 優汰(4) 小学校     17.43  2 古賀 ツヨシ(4) 小学校     17.18 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾀ 箕輪北 ｺｶﾞ ﾂﾖｼ 東春近

 3 伯耆原 陸(4) 小学校     17.67  3 栗林 健成(4) 小学校     17.29 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾘｸ 箕輪西 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｹﾝｾｲ 箕輪北

 4 伊藤 駿作(4) 小学校     17.68  4 羽田 智哉(4) 小学校     17.34 
ｲﾄｳｼｭﾝｻｸ 美篶 ﾊﾀﾄﾓﾔ 美篶

 5 畠 海翔(4) 小学校     17.90  5 林 雅斗(4) 小学校     18.28 
ﾊﾀ ｶｲﾄ 伊那北 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 中沢

 6 小澤 翼(4) 小学校     18.22  6 唐沢 颯哉(4) 小学校     18.37 
ｵｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 辰野西 ｶﾗｻﾜ ｿｳﾔ 宮田

 7 池上 尚宏(4) 小学校     18.30  7 三澤 賢人(4) 小学校     18.71 
ｲｹｶﾞﾐ ﾅｵﾋﾛ ﾁｰﾑ富県 ﾐｻﾜ ｹﾝﾄ 伊那北

 8 中島 萌(6) 小学校     18.30  8 三澤  優進(4) 小学校     18.99 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ 箕輪中部 ﾐｻﾜ ﾕｳｼﾝ 南箕輪

[ 5組] 風速 -1.9 [ 6組] 風速 -0.5

 1 池上 智哉(4) 小学校     16.91  1 臼井 恭輔(5) 小学校     15.54 
ｲｹｶﾞﾐ ﾄﾓﾔ 高遠 ｳｽｲ ｷｮｳｽｹ 南箕輪

 2 松﨑 友紀(4) 小学校     17.59  2 木村 佳寿帆(5) 小学校     15.60 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ 南箕輪 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾎ 伊那

 3 宇治 瑞貴(4) 小学校     18.72  3 本多 航平(6) 小学校     15.79 
ｳｼﾞ ﾐｽﾞｷ 両小野 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳﾍｲ 七久保
安藤 雅陽(4) 小学校  4 小池 魁人(6) 小学校     16.07 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 赤穂東 ｺｲｹ ｶｲﾄ 伊那北

 5 木下 功基(5) 小学校     17.22 
ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ 中沢

2   312

2   227 3    79
失格

4   497 4   154

1   371 6    38

3   125 5   361
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

5   363 3   366

4     6 7    72

2   268 8   111

8    89 2   314

7   412 4   414

1   449 1   485

3   494 6   337

記録／備考
6   115 5   247

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2   285
失格

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1    62 5    40

7   137 6   382

6   386 7     8

3   174 2   288

4   110 4   191

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   294 3    24

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 臼井 恭輔(5) 小学校 南箕輪     15.54 (-0.5)   6   1
   2 木村 佳寿帆(5) 小学校 伊那     15.60 (-0.5)   6   2
   3 本多 航平(6) 小学校 七久保     15.79 (-0.5)   6   3
   4 小池 魁人(6) 小学校 伊那北     16.07 (-0.5)   6   4
   5 佐藤 未知翔(5) 小学校 伊那     16.78 (-2.0)   2   1
   6 池上 智哉(4) 小学校 高遠     16.91 (-1.9)   5   1
   7 縣 俊平(4) 小学校 宮田     16.99 (-1.0)   3   1
   8 中城 美佳(4) 小学校 赤穂東     17.12 (-2.0)   2   2
   9 原 優月(4) 小学校 南箕輪南部     17.18 (-1.2)   1   1
   9 新谷 佳汰(4) 小学校 赤穂南     17.18 (-1.1)   4   1
   9 古賀 ツヨシ(4) 小学校 東春近     17.18 (-1.1)   4   2
  12 木下 功基(5) 小学校 中沢     17.22 (-0.5)   6   5
  13 栗林 健成(4) 小学校 箕輪北     17.29 (-1.1)   4   3
  14 羽田 智哉(4) 小学校 美篶     17.34 (-1.1)   4   4
  15 唐澤 優汰(4) 小学校 箕輪北     17.43 (-1.0)   3   2
  16 松﨑 友紀(4) 小学校 南箕輪     17.59 (-1.9)   5   2
  17 伯耆原 陸(4) 小学校 箕輪西     17.67 (-1.0)   3   3
  18 伊藤 駿作(4) 小学校 美篶     17.68 (-1.0)   3   4
  19 畠 海翔(4) 小学校 伊那北     17.90 (-1.0)   3   5
  20 中島 槻子(4) 小学校 高遠     18.19 (-1.2)   1   2
  21 小澤 翼(4) 小学校 辰野西     18.22 (-1.0)   3   6
  22 林 雅斗(4) 小学校 中沢     18.28 (-1.1)   4   5
  23 池上 尚宏(4) 小学校 ﾁｰﾑ富県     18.30 (-1.0)   3   7
  23 中島 萌(6) 小学校 箕輪中部     18.30 (-1.0)   3   8
  25 唐沢 颯哉(4) 小学校 宮田     18.37 (-1.1)   4   6
  26 堀  優莉(4) 小学校 南箕輪     18.58 (-2.0)   2   3
  27 三澤 賢人(4) 小学校 伊那北     18.71 (-1.1)   4   7
  28 宇治 瑞貴(4) 小学校 両小野     18.72 (-1.9)   5   3
  29 戸枝  彩(4) 小学校 赤穂     18.74 (-1.2)   1   3
  30 三澤  優進(4) 小学校 南箕輪     18.99 (-1.1)   4   8
  31 小林 結夏(4) 小学校 両小野     19.02 (-1.2)   1   4
  32 竹松 美南(4) 小学校 ﾁｰﾑ富県     19.22 (-2.0)   2   4
  33 登内 真奈(4) 小学校 手良     19.32 (-1.2)   1   5
  34 丸山 千里歌(4) 小学校 伊那北     19.85 (-1.2)   1   6
  35 有賀 桃花(4) 小学校 箕輪北     20.67 (-2.0)   2   5
  36 ﾙｶﾚﾘ ﾔｽﾐﾝ ﾅﾐｴ(4) 小学校 伊那東     23.39 (-2.0)   2   6
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