
第30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】202030  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 西春近北(A)       59.83 美篶(A)     1,00.35 南箕輪(A)     1,00.39 宮田(A)     1,00.71 赤穂(A)     1,00.83 伊那     1,01.06 伊那北(A)     1,02.08 赤穂東     1,02.31

4×100mR 大前 歌音(5) 村田妃奈子(5) 小島 明莉(5) 菊地 さくら(5) 青田 梨世(5) 前林 このみ(5) 北岡 依生希(5) 光澤 早弥花(5)
星野 陽花里(5) 大脇 歌歩(5) 加藤 歩未(5) 稲村 雪乃(5) 熊谷 真歩(5) 田中 藍(5) 山口 彩虹(5) 中城 美佳(5)
荻原 浩太郎(5) 赤羽  響(5) 宝 一翔(5) 縣 俊平(5) 椎名 一郎ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ(5) 逸見 崚輔(5) 大森 才稀(5) 安藤 雅陽(5)
今井 駿世(5) 北原 真斗(5) 有賀 玄太(4) 田中 大達(5) 山田 海斗(5) 北原 翔大(5) 田口 木理(5) 飯島 悠斗(5)

05/18 小学ｵｰﾌﾟﾝ 中村 太七(6) 15.12 竹村優真(6) 16.27 酒井 憂菜(5) 16.41 金子 結香(5) 16.80 髙内 快都(4) 伊那東 16.86 唐澤 優大(4) 16.90 北原 佳奈(6) 16.94
100m 伊那 -1.0 赤穂東 -1 伊那東 -2.4 伊那 -2.4 武井 拓弥(4) 南箕輪 0.0 南箕輪 0.0 美篶 -2.4



予選 5月18日 10:50
決勝 5月18日 14:30

県小学新            55.50
大会新(GR)          57.60

[ 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   6 南箕輪(A)   258 小島 明莉(5)     59.52 q  1   4 飯島   291 小木曽 楽々(4)   1,03.50 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜA ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ ｲｲｼﾞﾏ ｵｷﾞｿ ﾗﾗ
  249 加藤 歩未(5)   306 柳生 夏弥(4)

ｶﾄｳ ｱﾐ ﾔｷﾞｭｳ ﾅﾂﾐ
  331 宝 一翔(5)   348 池田 智輝(4)

ﾀｶﾗ ｶｽﾞﾄ ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ
  334 有賀 玄太(4)   342 工藤 光陽(4)

ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ ｸﾄﾞｳ ｺｳﾖｳ
 2   8 宮田(A)    50 菊地 さくら(5)     59.93 q  2   3 伊那東(A)    19 掛野 ゆき(5)   1,04.55 

ﾐﾔﾀﾞA ｷｸﾁ ｻｸﾗ ｲﾅﾋｶﾞｼA ｶｹﾉ ﾕｷ
   49 稲村 雪乃(5)    31 南部 和(5)

ｲﾅﾑﾗ ﾕｷﾉ ﾅﾝﾌﾞ ﾅｺﾞﾐ
   76 縣 俊平(5)    34 中條 凌雅(5)

ｱｶﾞﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾅｶｼﾞｮｳ ﾘｮｳｶﾞ
   72 田中 大達(5)    37 北条 聖稀(5)

ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾁ ﾎｳｼﾞｮｳ ｻﾄｷ
 3   5 伊那北(B)    42 小池 美唯(4)   1,05.11  3   2 箕輪中部(B)   343 金澤 理子(5)   1,05.70 

ｲﾅｷﾀB ｺｲｹ ﾐﾕｲ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞB ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｺ
   37 三澤 菜々美(4)   346 柴 ひなた(5)

ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ ｼﾊﾞ ﾋﾅﾀ
   45 宮下 裕二朗(4)   407 松田 拓巳(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾏﾂﾀ ﾞﾀｸﾐ
   57 中山 翔晴(4)   409 中村 健人(5)

ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ
 4   4 辰野西(B)   182 井内 柚穂(4)   1,05.58  4   6 中川東   218 谷川 萌夏(4)   1,06.63 

ﾀﾂﾉﾆｼB ｲｳﾁ ﾕｽﾞﾎ ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼ ﾀﾆｶﾜ ﾓｴｶ
  187 小澤 佑奈(4)   221 富永 遥香(4)

ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾙｶ
  218 唐澤 峻(4)   248 濱﨑 友也(4)

ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝ ﾊﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾔ
  217 大槻 泰雅(4)   246 米山 匠(4)

ｵｵﾂｷ ﾀｲｶﾞ ﾖﾈﾔﾏ ﾀｸﾐ
 5   3 西箕輪AC   130 松崎 木葉(4)   1,06.40  5   1 赤穂南(A)   167 田中 凜(4)   1,07.34 

ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰ ﾏﾂｻﾞｷ ｺﾉﾊ ｱｶﾎﾐﾅﾐA ﾀﾅｶ ﾘﾝ
  129 秋城 桃香(4)   166 中嶋 珠久(4)

ｱｷｼﾛ ﾓﾓｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ
  146 小池 倫太(4)   196 青島 隼平(4)

ｺｲｹ ﾘﾝﾀ ｱｵｼﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ
  152 矢島 陸渡(4)   194 小田切 民朗(4)

ﾔｼﾞﾏ ﾘｸﾄ ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ
 6   2 西春近北(B)   121 杉本 綾音(4)   1,07.42  6   7 辰野南(B)   205 山崎 栞菜(4)   1,07.75 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀB ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾈ ﾀﾂﾉﾐﾅﾐB ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾅ
  118 宮澤 花菜(4)   209 塚間 友香(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ ﾂｶﾏ ﾕｶ
  137 酒井 悠聖(4)   237 大森 翔太(4)

ｻｶｲ ﾕｳｾｲ ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ
  139 赤羽 祐哉(4)   240 野澤 龍平(4)

ｱｶﾊﾈ ﾕｳﾔ ﾉｻﾞﾜ  ﾘｭｳﾍｲ
 7   1 伊那東(B)    25 小日向 未結(4)   1,07.56  7   8 東春近(D)   243 北原 小遥(4)   1,07.88 

ｲﾅﾋｶﾞｼB ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾕ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶD ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
   27 松澤 咲(4)   239 森 ほのか(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｻｷ ﾓﾘ ﾎﾉｶ
   30 向山 諒(4)   283 吉田 虹輝(4)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｮｳ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ
   29 原 裕貴(4)   300 南坂 真緒(6)

ﾊﾗ ﾕｳｷ ﾅﾝｻﾞｶ ﾏｵ
 8   7 高遠(A)    63 中山 こころ(5)   1,08.43  8   5 高遠北    69 佐藤  悠菜(4)   1,11.16 

ﾀｶﾄｵA ﾅｶﾔﾏ ｺｺﾛ ﾀｶﾄｳｷﾀ ｻﾄｳ  ﾕｳﾅ
   61 小松優香(5)    75 草場 野乃花(4)

ｺﾏﾂ ﾕｳｶ ｸｻﾊﾞ  ﾉﾉｶ
   77 伊澤 頼寿(4)    90 安西 大穂(4)

ｲｻﾜ ﾗｲｽﾞ ｱﾝｻﾞｲ  ﾀﾞｲﾎ
   79 小松 航(4)    94 登内 唯翔(4)

ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ ﾄﾉｳﾁ ﾕｲﾄ

混合

4×100mR

予選 通過基準  7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   3 赤穂東   154 光澤 早弥花(5)   1,01.82 q  1   3 伊那北(A)    45 北岡 依生希(5)   1,01.80 q

ｱｶﾎﾋｶﾞｼ ﾐﾂｻﾞﾜ ｻﾔｶ ｲﾅｷﾀA ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ
  156 中城 美佳(5)    39 山口 彩虹(5)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｺ
  175 安藤 雅陽(5)    56 大森 才稀(5)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ
  183 飯島 悠斗(5)    58 田口 木理(5)

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ ﾀｸﾞﾁ ﾓｸﾘ
 2   5 赤穂南(B)   159 朱 美陽夏(5)   1,03.61  2   5 美篶(B)   313 谷口 文菜(5)   1,03.34 

ｱｶﾎﾐﾅﾐB ｼｭ ﾐﾖｶ ﾐｽｽﾞB ﾀﾆｸﾞﾁｱﾔﾅ
  158 原 妃美稀(5)   308 宮阪 佳鈴(5)

ﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ ﾐﾔｻｶｶﾘﾝ
  195 小平 悠斗(5)   352 伊藤 駿作(5)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ ｲﾄｳｼｭﾝｻｸ
  192 春日 南星(5)   353 羽田 智哉(5)

ｶｽﾞｶﾞ ﾅﾅｾ ﾊﾀﾄﾓﾔ
 3   2 辰野西(A)   186 古内 莉々(5)   1,06.35  3   7 箕輪中部(A)   348 大内 柚乃(5)   1,04.52 

ﾀﾂﾉﾆｼA ﾌﾙｳﾁ ﾘﾘ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞA ｵｵｳﾁ ﾕｽﾞﾉ
  190 田畑 沙夏(5)   345 山本 花歩(4)

ﾀﾊﾞﾀ ｻﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ
  213 小澤 翼(5)   415 北原 香音(5)

ｵｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ
  205 河崎 充紘(5)   411 長野 竜治(5)

ｶﾜｻｷ ﾐﾋﾛ ﾅｶﾞﾉ ﾘｭｳｼﾞ
 4   7 南箕輪(E)   271 野村 ひかり(4)   1,07.44  4   4 辰野東(B)   200 有賀 愛夢(4)   1,05.14 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜE ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ ﾀﾂﾉﾋｶﾞｼB ｱﾙｶﾞ ｱｲﾑ
  257 小島 咲愛(4)   196 向山 響子(4)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ ﾑｶｲﾔﾏ ｷｮｳｺ
  309 井上 颯(4)   224 西澤 侑飛(4)

ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾃ ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  324 渡辺 怜二(4)   221 今井 頼人(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｼﾞ ｲﾏｲ ﾗｲﾄ
 5   8 東春近(B)   234 下平 瑠里(4)   1,07.61  5   8 高遠(B)    62 前澤 奏子(4)   1,06.51 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶB ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾙﾘ ﾀｶﾄｵB ﾏｴｻﾞﾜ ｶﾅｺ
  241 飯島 桃羽(4)    64 髙坂 幸歩(4)

ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾓﾊ ｺｳｻｶ ﾕｷﾎ
  280 稲村 碧(4)    83 西澤 歩夢(4)

ｲﾅﾑﾗ ｱｵｲ ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ
  284 宮嶋 翔瑛(4)    88 野々田 和真(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳｴｲ ﾉﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
 6   6 箕輪南   357 小沢 奏乃(4)   1,12.34  6   6 赤穂(D)   145 神山 栞(4)   1,06.79 

ﾐﾉﾜﾐﾅﾐ ｵｻﾞﾜ ｿﾉ ｱｶﾎD ｶﾐﾔﾏ  ｼｵﾘ
  359 森川 結花(5)   142 小松 真希(4)

ﾓﾘｶﾜ ﾕｲｶ ｺﾏﾂ  ﾏｷ
  423 遠山 颯音(4)   168 西野 瑛修(4)

ﾄｵﾔﾏ ﾊﾔﾄ ﾆｼﾉ  ｱｷｻﾈ
  433 柳原 孝成(4)   164 小倉 快心(4)

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｺｳｾｲ ｵｸﾞﾗ  ｶｲｼﾝ
  1 箕輪西(B)   335 三澤 聖華(4)  7   2 東春近(C)   238 小林 莉子(4)   1,12.96 

ﾐﾉﾜﾆｼB ﾐｻﾜ  ｾｲｶ 失格 ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶC ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｺ
  329 井口 空亜(4)   232 伊東 菜月(4)

ｲｸﾞﾁ  ｿｱ ｲﾄｳ ﾅﾂｷ
  399 大槻 柊(4)   290 鹿島 唯人(4)

ｵｵﾂｷ  ｼｭｳ ｶｼﾏ ﾕｲﾄ
  400 唐澤 謙斗(4)   299 塚越 健介(4)

ｶﾗｻﾜ  ｹﾝﾄ ﾂｶｺｼ ｹﾝｽｹ
  4 箕輪中部(C)   350 平松 愛純(4)

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞC ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 失格
  349 中村 柚音(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ
  410 長谷 敬太(4)

ﾅｶﾞﾀﾆ ｹｲﾀ
  403 原 翔吾(5)

ﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ

混合

4×100mR



[ 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   2 西春近北(A)   124 大前 歌音(5)     59.57 q  1   5 赤穂(A)   146 青田 梨世(5)   1,00.68 q

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀA ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ ｱｶﾎA ｱｵﾀ  ﾘｾ
  122 星野 陽花里(5)   138 熊谷 真歩(5)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ ｸﾏｶﾞｲ  ﾏﾎ
  134 荻原 浩太郎(5)   170 椎名 一郎ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ(5)

ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ
  136 今井 駿世(5)   162 山田 海斗(5)

ｲﾏｲ ﾊﾔｾ ﾔﾏﾀﾞ  ｶｲﾄ
 2   3 南箕輪(B)   254 高坂 千里(5)   1,04.33  2   6 辰野南(A)   207 大島 真結(5)   1,04.97 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜB ｺｳｻｶ ﾁﾘ ﾀﾂﾉﾐﾅﾐA ｵｵｼﾏ ﾏﾕ
  273 有賀 彩音(5)   206 酒井 涼乃(5)

ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾈ ｻｶｲ ｽｽﾞﾅ
  321 竹村 大輝(5)   232 佐藤 廉(5)

ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ｻﾄｳ ﾚﾝ
  314 三好 勇輝(5)   234 芝﨑 匠(5)

ﾐﾖｼ ﾕｳｷ ｼﾊﾞｻｷ ﾀｸﾐ
 3   4 宮田(B)    57 桒原 幸奈(5)   1,04.64  3   7 箕輪北(A)   366 小坂 菜月(4)   1,05.24 

ﾐﾔﾀﾞB ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｷﾅ ﾐﾉﾜｷﾀA ｺｻｶ ﾅﾂｷ
   54 青木 泉和(5)   378 髙木 蘭月(4)

ｱｵｷ ﾐｽﾞｶ ﾀｶｷﾞ ﾗﾝｶ
   69 松田 昂大(5)   443 宮坂 昴星(4)

ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ ﾐﾔｻｶ ｺｳｾｲ
   65 伊澤 拓人(5)   437 ソアレス 優斗(4)

ｲｻﾜ ﾀｸﾄ ｿｱﾚｽ ﾕｳﾄ
 4   5 東春近(A)   236 篠平 実波(5)   1,04.98  4   8 箕輪西(A)   333 宮澤 佳蓮(5)   1,06.34 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶA ｼﾉﾋﾗ ﾐﾅﾐ ﾐﾉﾜﾆｼA ﾐﾔｻﾞﾜ  ｶﾚﾝ
  242 飯島 理湖(5)   334 佐藤 梨花(5)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｺ ｻﾄｳ  ﾘｶ
  292 酒井 大和(5)   393 伊藤 遼平(4)

ｻｶｲ ﾔﾏﾄ ｲﾄｳ  ﾘｮｳﾍｲ
  296 大鐘 凌(5)   398 小林 勇輝(4)

ｵｵｶﾞﾈ ﾘｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｷ
 5   8 赤穂(C)   151 片桐 唯生乃(5)   1,07.36  5   2 南箕輪(D)   246 伊藤 舞(4)   1,06.81 

ｱｶﾎC ｶﾀｷﾞﾘ  ﾕｷﾅ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜD ｲﾄｳ ﾏｲ
  139 戸枝 彩(5)   269 北條 智子(4)

ﾄｴﾀﾞ  ｻﾔ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓｺ
  172 平澤 志穏(4)   335 髙橋 雅示(4)

ﾋﾗｻﾜ  ｼｵﾝ ﾀｶﾊｼ ﾓﾄｼﾞ
  169 竹内 陽哉(4)   330 米沢 春哉(4)

ﾀｹｳﾁ  ﾊﾙｷ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾔ
 6   6 箕輪北(B)   369 神谷 圭美(4)   1,10.61  6   4 辰野東(A)   201 有賀 貴子(4)   1,08.28 

ﾐﾉﾜｷﾀB ｶﾐﾔ ｷｷ ﾀﾂﾉﾋｶﾞｼA ｱﾙｶ ﾞﾀｶｺ
  362 井内 彩乃(4)   192 宮本 珠里(4)

ｲｳﾁ ｱﾔﾉ ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾘ
  446 小沢 正斗(4)   220 丸山 輝(4)

ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾄ ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ
  449 大槻 輝(4)   228 武田 悠生(4)

ｵｵﾂｷ ﾋｶﾙ ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ
  7 七久保(B)    82 大蔵 ひより(4)  7   3 手良   100 池上 桃花(4)   1,09.73 

ﾅﾅｸﾎﾞB ｵｵｸﾗ ﾋﾖﾘ 失格 ﾃﾗ ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ
   80 宮下 優月(4)   101 渡辺 心海(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾕﾂﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾐ
  104 上原 真之介(4)   118 那須野 威(4)

ｳｴﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ ﾅｽﾉ ﾀｹﾙ
  101 宮先 一佐(4)   115 城倉 皇大(4)

ﾐﾔｻｷ ｶｽﾞｻ ｼﾞｮｳｸﾗ ｺｳﾀﾞｲ

混合

4×100mR



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 美篶(A)   311 村田妃奈子(5)     59.62 q

ﾐｽｽﾞA ﾑﾗﾀﾋﾅｺ
  312 大脇 歌歩(5)

ｵｵﾜｷｶﾎ
  367 赤羽  響(5)

ｱｶﾊﾈﾋﾋﾞｷ
  374 北原 真斗(5)

ｷﾀﾊﾗﾏﾅﾄ
 2   4 伊那     7 前林 このみ(5)   1,00.67 q

ｲﾅ ﾏｴﾊﾞﾔｼ ｺﾉﾐ
   10 田中 藍(5)

ﾀﾅｶ ｱｲ
    2 逸見 崚輔(5)

ﾍﾝﾐ ﾘｭｳｽｹ
   22 北原 翔大(5)

ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ
 3   3 赤穂(B)   148 塚越 莉愛(5)   1,04.24 

ｱｶﾎB ﾂｶｺｼ  ﾘﾗ
  137 亀田 由子(5)

ｶﾒﾀﾞ  ﾕｳｺ
  159 京澤 健(5)

ｷｮｳｻﾜ  ﾀｹｼ
  161 坂元 相汰(5)

ｻｶﾓﾄ  ｼｮｳﾀ
 4   8 南箕輪(C)   262 池上 遼海(4)   1,05.57 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜC ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ
  250 加藤 莉子(4)

ｶﾄｳ ﾘｺ
  316 山上 浩佑(4)

ﾔﾏｶﾞﾐ ｺｳｽｹ
  319 征矢 誠賢(4)

ｿﾔ ｾｲｹﾝ
 5   5 辰野西(C)   185 玉腰 星愛(4)   1,09.73 

ﾀﾂﾉﾆｼC ﾀﾏｺｼ ﾃｨﾅ
  184 吉沢 春音(4)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾙﾈ
  207 荒井 駿伸(4)

ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ
  214 上島 永太(4)

ｶﾐｼﾞﾏ ｴｲﾀ
  6 七久保(A)    89 矢沢 実歩(4)

ﾅﾅｸﾎﾞA ﾔｻﾞﾜ ﾐﾎ 失格
   87 那須野 歩香(4)

ﾅｽﾉ ﾎﾉｶ
   99 宮下 竜輝(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳｷ
  106 吉澤 菜央(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵ
  7 富県   319 吉澤 七海(4)

ﾄﾐｶﾞﾀ ﾖｼｻﾞﾜ  ﾅﾅﾐ 失格
  321 中原　希空(5)

ﾅｶﾊﾗ
  390 北澤 爽汰(4)

ｷﾀｻﾞﾜ  ｿｳﾀ
  386 小牧 大晟(4)

ｺﾏｷ  ﾀｲｾｲ

混合

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 西春近北(A)   124 大前 歌音(5)     59.83 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀA ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
  122 星野 陽花里(5)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
  134 荻原 浩太郎(5)

ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ
  136 今井 駿世(5)

ｲﾏｲ ﾊﾔｾ
 2   3 美篶(A)   311 村田妃奈子(5)   1,00.35 

ﾐｽｽﾞA ﾑﾗﾀﾋﾅｺ
  312 大脇 歌歩(5)

ｵｵﾜｷｶﾎ
  367 赤羽  響(5)

ｱｶﾊﾈﾋﾋﾞｷ
  374 北原 真斗(5)

ｷﾀﾊﾗﾏﾅﾄ
 3   4 南箕輪(A)   258 小島 明莉(5)   1,00.39 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜA ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ
  249 加藤 歩未(5)

ｶﾄｳ ｱﾐ
  331 宝 一翔(5)

ﾀｶﾗ ｶｽﾞﾄ
  334 有賀 玄太(4)

ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ
 4   5 宮田(A)    50 菊地 さくら(5)   1,00.71 

ﾐﾔﾀﾞA ｷｸﾁ ｻｸﾗ
   49 稲村 雪乃(5)

ｲﾅﾑﾗ ﾕｷﾉ
   76 縣 俊平(5)

ｱｶﾞﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ
   72 田中 大達(5)

ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾁ
 5   8 赤穂(A)   146 青田 梨世(5)   1,00.83 

ｱｶﾎA ｱｵﾀ  ﾘｾ
  138 熊谷 真歩(5)

ｸﾏｶﾞｲ  ﾏﾎ
  170 椎名 一郎ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ(5)

ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ
  162 山田 海斗(5)

ﾔﾏﾀﾞ  ｶｲﾄ
 6   7 伊那     7 前林 このみ(5)   1,01.06 

ｲﾅ ﾏｴﾊﾞﾔｼ ｺﾉﾐ
   10 田中 藍(5)

ﾀﾅｶ ｱｲ
    2 逸見 崚輔(5)

ﾍﾝﾐ ﾘｭｳｽｹ
   22 北原 翔大(5)

ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ
 7   1 伊那北(A)    45 北岡 依生希(5)   1,02.08 

ｲﾅｷﾀA ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ
   39 山口 彩虹(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｺ
   56 大森 才稀(5)

ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ
   58 田口 木理(5)

ﾀｸﾞﾁ ﾓｸﾘ
 8   2 赤穂東   154 光澤 早弥花(5)   1,02.31 

ｱｶﾎﾋｶﾞｼ ﾐﾂｻﾞﾜ ｻﾔｶ
  156 中城 美佳(5)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ
  175 安藤 雅陽(5)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ
  183 飯島 悠斗(5)

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ

4×100mR
決勝

混合



決勝 5月18日 10:25

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -2.0

 1 髙内 快都(4)     16.86  1 米山 開都(4)     17.33 
ﾀｶｳﾁ ｶｲﾄ 伊那東 ﾖﾈﾔﾏ ｶｲﾄ 中川東

 2 武井 拓弥(4)     16.86  2 堀 龍斗(4)     17.50 
ﾀｹｲ ﾀｸﾐ 南箕輪 ﾎﾘ ﾘｭｳﾄ 南箕輪

 3 唐澤 優大(4)     16.90  3 原 優斗(4)     17.59 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 南箕輪 ﾊﾗ ﾕｳﾄ 南箕輪

 4 宮下 響介(4)     17.01  4 吉澤 翔(4)     17.71 
ﾐﾔｼﾀ ｷｮｳｽｹ 西春近北 ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 飯島

 5 伊藤 晴太(4)     18.15  5 唐澤 敬悟(4)     18.33 
ｲﾄｳ ｾｲﾀ 富県 ｶﾗｻﾜ ｹｲｺﾞ 南箕輪

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速  0.0

 1 中村 太七(6)     15.12  1 中山 優莉亜(4)     17.20 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾋﾁ 伊那 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘｱ 伊那東

 2 竹村優真(6)     16.27  2 原 さくら(4)     17.78 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｼﾝ 赤穂東 ﾊﾗ ｻｸﾗ 南箕輪

 3 橋場 涼太(5)     17.14  3 中島 偲(4)     17.83 
ﾊｼﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 伊那 ﾅｶｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 南箕輪

 4 佐野 修一郎(5)     17.28  4 伊藤 愛(4)     18.08 
ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 赤穂 ｲﾄｳ ﾏﾅ 南箕輪

 5 山崎 凌(4)     19.61  5 唐澤 ののか(4)     18.09 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳ 辰野西 ｶﾗｻﾜ ﾉﾉｶ 飯島

 6 横澤 仁美(4)     18.25 
ﾖｺｻﾜ ﾋﾄﾐ 中川東

 7 小松 風花(4)     20.44 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶ 高遠

[ 5組] 風速 -0.1 [ 6組] 風速 -2.4

 1 山下優季(4)     18.16  1 酒井 憂菜(5)     16.41 
ﾔﾏｼﾀ ﾕｷ 高遠 ｻｶｲ ﾕﾅ 伊那東

 2 田嶋 雪華(4)     18.18  2 金子 結香(5)     16.80 
ﾀｼﾞﾏ  ﾕｶ 箕輪西 ｶﾈｺ ﾕｳｶ 伊那

 3 古畑 瑞希(4)     18.33  3 北原 佳奈(6)     16.94 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 南箕輪 ｷﾀﾊﾗｶﾅ 美篶

 4 古畑 優希(4)     18.40  4 酒井 美玲(5)     17.31 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳｷ 南箕輪 ｻｶｲ ﾐﾚｲ 南箕輪南部小

 5 吉田 にこ(4)     19.84  5 河野 菜々穂(5)     18.36 
ﾖｼﾀﾞ  ﾆｺ 高遠北 ｺｳﾉ ﾅﾅﾎ 箕輪中部
小林 里奈(4)  6 一ノ瀬 音羽(5)     18.83 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘﾅ 赤穂 ｲﾁﾉｾ ｵﾄﾊ 辰野西失格

5   144 7   183

6    68 5   342

3   253 3   280

7   252 4   317

4   338 6     4

氏  名 所属名 記録／備考
2    58 2    22

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

3   215

7    59

6   210 5   297

2   160 6   244

3     7 2   264

5   182 4   251

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    15 1    29

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2   380 5   327

6   135 4   341

5   328 3   312

3   329 2   332

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    41 6   245

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 中村 太七(6) 伊那     15.12 (-1.0)   3   1
   2 竹村優真(6) 赤穂東     16.27 (-1.0)   3   2
   3 酒井 憂菜(5) 伊那東     16.41 (-2.4)   6   1
   4 金子 結香(5) 伊那     16.80 (-2.4)   6   2
   5 髙内 快都(4) 伊那東     16.86 (0.0)   1   1
   5 武井 拓弥(4) 南箕輪     16.86 (0.0)   1   2
   7 唐澤 優大(4) 南箕輪     16.90 (0.0)   1   3
   8 北原 佳奈(6) 美篶     16.94 (-2.4)   6   3
   9 宮下 響介(4) 西春近北     17.01 (0.0)   1   4
  10 橋場 涼太(5) 伊那     17.14 (-1.0)   3   3
  11 中山 優莉亜(4) 伊那東     17.20 (0.0)   4   1
  12 佐野 修一郎(5) 赤穂     17.28 (-1.0)   3   4
  13 酒井 美玲(5) 南箕輪南部小     17.31 (-2.4)   6   4
  14 米山 開都(4) 中川東     17.33 (-2.0)   2   1
  15 堀 龍斗(4) 南箕輪     17.50 (-2.0)   2   2
  16 原 優斗(4) 南箕輪     17.59 (-2.0)   2   3
  17 吉澤 翔(4) 飯島     17.71 (-2.0)   2   4
  18 原 さくら(4) 南箕輪     17.78 (0.0)   4   2
  19 中島 偲(4) 南箕輪     17.83 (0.0)   4   3
  20 伊藤 愛(4) 南箕輪     18.08 (0.0)   4   4
  21 唐澤 ののか(4) 飯島     18.09 (0.0)   4   5
  22 伊藤 晴太(4) 富県     18.15 (0.0)   1   5
  23 山下優季(4) 高遠     18.16 (-0.1)   5   1
  24 田嶋 雪華(4) 箕輪西     18.18 (-0.1)   5   2
  25 横澤 仁美(4) 中川東     18.25 (0.0)   4   6
  26 古畑 瑞希(4) 南箕輪     18.33 (-0.1)   5   3
  26 唐澤 敬悟(4) 南箕輪     18.33 (-2.0)   2   5
  28 河野 菜々穂(5) 箕輪中部     18.36 (-2.4)   6   5
  29 古畑 優希(4) 南箕輪     18.40 (-0.1)   5   4
  30 一ノ瀬 音羽(5) 辰野西     18.83 (-2.4)   6   6
  31 山崎 凌(4) 辰野西     19.61 (-1.0)   3   5
  32 吉田 にこ(4) 高遠北     19.84 (-0.1)   5   5
  33 小松 風花(4) 高遠     20.44 (0.0)   4   7   59
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   15
  182

小学ｵｰﾌﾟﾝ

100m
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名
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