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第３２回 上伊那小学生陸上競技大会 
第４８回 上伊那春季陸上競技記録会 

記録集 
 

 
 
期 日： 平成２７年 ５月２４日（日） 
主 催： 上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部 
共 催： 信濃毎日新聞社 
後 援： 伊那市・伊那市教育委員会 
会 場： 伊那市陸上競技場（202030） 
審判長： 有賀 保義(ﾄﾗｯｸ)  遠山 正洋(ﾌｨｰﾙﾄﾞ)  
記録主任：竹内 秀樹 

 
■ この大会で樹立された記録 

月日 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

5/24 女子 走幅跳 決勝 4m23(+0.8) 北原 小遥 女 東春近小(6) 4m21 大会新 

5/24 
男子 ８０ｍH
（0.700m） 

決勝 14 秒 04(+1.7) 下平 皓太 男 中川東小(6) 14 秒 09 大会新 

         

 
■グラウンドコンディション 
 

月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 計測場所 

２０15／５／24 ９：００ 曇り 北東 0.8 24.5 23.0   

  １０：００ 曇り 東北東 2.3 25.0 22.0  

  １１：００ 曇り 北北東 2.1 26.5 20.0  

  １２：００ 曇り 北 2.1 27.0 19.0  

  １３：００ 曇り 北東 2.4 27.0 19.0  

  １４：００ 曇り 北北東 2.1 26.5 19.0  

  １５：００ 曇り 北東 1.3 26.5 19.0  

  １６：００ 晴れ 北 1.2 26.0 19.0  

 



第32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) 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
05/24 女子 森 ほのか(6) 3,28.18 坂元 夏希(5) 3,28.81 中村 柚音(6) 3,42.68 森脇 光砂(5) 3,43.51 滝沢 初寧(5) 3,44.95 寺門 凜(6) 3,47.57 小澤 来空(5) 3,57.29 小林 悠奈(6) 3,57.44

1000m 小学校･東春近小 小学校･辰野南小 小学校･箕輪中部小 小学校･赤穂南小 小学校･東伊那小 小学校･宮田小 小学校･川島小 小学校･箕輪中部小
05/24  +3.7小木曽 楽々(6) 14.90 杉本 綾音(6) 16.39 横澤 羽楽(6) 16.54 横澤 仁美(6) 16.91 中村 映夢(5) 17.01 藤木 愛美(6) 17.19 小田切 祐理(6) 18.44 小林 柚花(6) 19.12

80mH(0.700m) 小学校･飯島小 小学校･西春近北小 小学校･伊那小 小学校･中川東小 小学校･西春近南小 小学校･中川東小 小学校･東伊那小 小学校･東伊那小
05/24 上村 薫子(6) 1.10

走高跳 小学校･伊那小
05/24 北原 小遥(6) 4.23(+0.8) 本田 尚子(6) 3.67(+0.8) 松澤   咲(6) 3.59(+0.8) 竹内 琉奈(6) 3.39(0.0) 田中ラリッサ(6)3.36(+1.3) 中谷 琴葉(6) 3.36(+1.6) 酒井 陽向(6) 3.29(+1.1) 下平さら紗(5)3.24(+0.1)

走幅跳 小学校･東春近小 GR 小学校･伊那小 小学校･伊那東 小学校･伊那東 小学校･伊那北小 小学校･辰野東小 小学校･西春近南小 小学校･伊那北小
05/24 池上 桃花(6) 48.85 岩永 響(6) 44.00 富永 遥香(6) 42.32 中山 夏空(6) 35.78 伊藤 恵里奈(6) 34.27 原 里彩子(6) 33.20 三澤 聖華(6) 33.06 神谷 圭美(6) 30.59

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号) 小学校･手良小 小学校･宮田小 小学校･中川東小 小学校･中川東小 小学校･長谷小 小学校･伊那小 小学校･箕輪西小 小学校･箕輪北小
05/24 赤穂南小(A)       59.32 南箕輪小学校(A)    1,00.47 高遠北小     1,02.01 美篶小     1,02.07 伊那東(A)     1,02.24 赤穂東小     1,02.83 宮田小     1,03.19

4×100mR 氣賀澤 円香(6) 芦田 凜々子(5) 北原 恵(6) 橋爪結衣(6) 矢野 華奈(6) 佐々木 香苗(6) 笹古 菜和葉(6)
田中 凜(6) 野村 優香(5) 伊藤 瑠香(6) 橋原芽伊(6) 林   優衣(6) 大脇 心寧(6) 小林 麻央(6)
小野 茉佑子(6) 髙木 萌子(5) 伊藤 彩乃(6) 伊藤桃羽(6) 中山 優莉亜(6) 関 広菜(6) 西澤 あかり(6)
中嶋 珠久(6) 小島 咲愛(6) 草場 野乃花(6) 澁谷有紀(6) 小日向 未結(6) 飯島 莉紗(6) 下平 佳穂(6)

05/24 5年女子  +3.3横沢 実樹(5) 15.11 渡辺 梓沙(5) 15.44 濵田 みなと(5) 15.47 埋橋 凜(5) 15.52 成田 未来(5) 15.70 藤森 沙耶(5) 15.85 池上 舞花(5) 15.97 北島 夢唯(5) 16.11
100m 小学校･両小野小 小学校･辰野南小 小学校･西春近北小 小学校･富県小 小学校･東伊那小 小学校･辰野南小 小学校･中川東小 小学校･長谷小

05/24 6年女子  +1.5塚間 友香(6) 14.76 三澤 菜々美(6) 14.79 吉澤 芽衣(6) 14.90 中原 希空(6) 15.20 井口 空亜(6) 15.24 有賀 愛夢(6) 15.26 向山 綾織(6) 15.36 大槻 美波(6) 15.53
100m 小学校･辰野南小 小学校･伊那北小 小学校･西春近南小 小学校･富県小 小学校･箕輪南小 小学校･辰野東小 小学校･伊那北小 小学校･箕輪北小



予選 5月24日  9:10
決勝 5月24日 13:50

県小学新            13.06
大会新(GR)          14.49

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +2.5

 1 埋橋 凜(5) 小学校     15.67 q  1 横沢 実樹(5) 小学校     15.01 q
ｳｽﾞﾊｼ  ﾘﾝ 富県小 ﾖｺｻﾞﾜ ﾐｷ 両小野小

 2 舟橋 里紗(5) 小学校     16.05  2 北島 夢唯(5) 小学校     15.92 q
ﾌﾅﾊﾞｼ ﾘｻ 辰野南小 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲ 長谷小

 3 平澤 春香(5) 小学校     16.13  3 松崎 こころ(5) 小学校     16.05 
ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 西春近南小 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｺﾛ 赤穂SRC

 4 中村 瑠花(5) 小学校     16.96  4 田中 海羽(5) 小学校     16.10 
ﾅｶﾑﾗ ﾙｶ 南箕輪小学校 ﾀﾅｶ  ﾐｳ 東春近小

 5 竹内あかり(5) 小学校     17.15  5 宮崎 汐音(5) 小学校     16.28 
ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ 美篶小 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｵﾝ 中川西小

 6 吉村 千都子(5) 小学校     17.56  6 前野 遥(5) 小学校     17.26 
ﾖｼﾑﾗ ﾁﾂﾞｺ 伊那東 ﾏｴﾉ ﾊﾙｶ 南箕輪小学校

 7 北島     葉(5) 小学校     18.72  7 井口 まゆ(6) 小学校     17.46 
ｷﾀｼﾞﾏ  ﾖｳ 中川東小 ｲｸﾞﾁ ﾏﾕ 伊那北小

[ 3組] 風速 +2.9 [ 4組] 風速 +0.3

 1 池上 舞花(5) 小学校     15.75 q  1 内山 なの葉(5) 小学校     16.15 
ｲｹｶﾞﾐ  ﾏｲｶ 中川東小 ｳﾁﾔﾏ ﾅﾉﾊ 南部小

 2 成田 未来(5) 小学校     15.79 q  2 谷口 里菜(5) 小学校     16.45 
ﾅﾘﾀ ﾐｸ 東伊那小 ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾘﾅ 富県小

 3 藤森 沙耶(5) 小学校     16.01 q  3 宮下 夢菜(5) 小学校     16.48 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ 辰野南小 ﾐﾔｼﾀ ﾕﾒﾅ 中沢小

 4 日原 穂香(5) 小学校     16.09  4 中嶋 由希(5) 小学校     16.52 
ﾋﾊﾗ ﾎﾉｶ 箕輪北小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 赤穂SRC

 5 北原 優美(5) 小学校     16.36  5 丸茂 愛莉(5) 小学校     18.07 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾐ 美篶小 ﾏﾙﾓ ｱｲﾘ 宮田小

 6 西澤 咲恵(5) 小学校     16.66  6 宮下 サユリ(5) 小学校     18.34 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻｴ 西春近北小 ﾐﾔｼﾀ ｻﾕﾘ 箕輪南小

 7 矢澤 華(5) 小学校     16.90 
ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ 中沢小

[ 5組] 風速 +0.1

 1 渡辺 梓沙(5) 小学校     15.56 q
ﾜﾀﾅﾍ ﾞｱｽﾞｻ 辰野南小

 2 濵田 みなと(5) 小学校     15.66 q
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 西春近北小

 3 滝沢 夕音(5) 小学校     16.02 
ﾀｸｻﾞﾜ ﾕｳﾈ 南部小

 4 春日 美礼(5) 小学校     17.49 
ｶｽｶﾞ ﾐﾗｲ 西春近南小

 5 小牧 未侑(5) 小学校     17.66 
ｺﾏｷ  ﾐﾕｳ 富県小

 6 増澤 美優(5) 小学校     17.75 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 両小野小

 7 中山 星空(5) 小学校     18.74 
ﾅｶﾔﾏ  ｷﾗﾗ 中川東小

風速 +3.3

 1 横沢 実樹(5) 小学校     15.11 
ﾖｺｻﾞﾜ ﾐｷ 両小野小

 2 渡辺 梓沙(5) 小学校     15.44 
ﾜﾀﾅﾍ ﾞｱｽﾞｻ 辰野南小

 3 濵田 みなと(5) 小学校     15.47 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 西春近北小

 4 埋橋 凜(5) 小学校     15.52 
ｳｽﾞﾊｼ  ﾘﾝ 富県小

 5 成田 未来(5) 小学校     15.70 
ﾅﾘﾀ ﾐｸ 東伊那小

 6 藤森 沙耶(5) 小学校     15.85 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ 辰野南小

 7 池上 舞花(5) 小学校     15.97 
ｲｹｶﾞﾐ  ﾏｲｶ 中川東小

 8 北島 夢唯(5) 小学校     16.11 
ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｲ 長谷小

5年女子

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 記録／備考
8   271

4   157

3    15

5    96

7   232

6   175

順 ﾚｰﾝ

2   261

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   295

3   187

6   107

8   202

7   164

5   228

4    35

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
2   169

4   193

7   100

8   162

6   294

5   177

順 ﾚｰﾝ No.
7   209

3   263

4   268

2   176

5   108

6    51

3   281

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   161

7   103

8   208

5    93

3   267

6   298

4   171

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   295

5   161

3   103

6   271

7   193

2   162

8   169

1   187



予選 5月24日  9:25
決勝 5月24日 13:55

県小学新            13.06
大会新(GR)          13.92

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速  0.0

 1 吉澤 芽衣(6) 小学校     14.83 q  1 大槻 美波(6) 小学校     15.38 q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 西春近南小 ｵｵﾂｷ ﾐﾅﾐ 箕輪北小

 2 中原 希空(6) 小学校     15.04 q  2 宮下 咲希(6) 小学校     15.44 
ﾅｶﾊﾗ  ﾉｱ 富県小 ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 両小野小

 3 井口 空亜(6) 小学校     15.15 q  3 松下 茉鈴(6) 小学校     16.23 
ｲｸﾞﾁ ｿｱ 箕輪南小 ﾏﾂｼﾀ ﾏﾘﾝ 辰野東小

 4 向山 綾織(6) 小学校     15.37 q  4 北條 智子(6) 小学校     16.26 
ﾑｶﾔﾏ ｱﾔﾘ 伊那北小 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓｺ 南箕輪小学校

 5 小松 茉央(6) 小学校     16.50  5 山崎 栞菜(6) 小学校     16.51 
ｺﾏﾂ ﾏｵ 辰野東小 ﾔﾏｻﾞｷｶﾝﾅ 辰野南小

 6 那須野 歩香(6) 小学校     17.21  6 下平 蒼(6) 小学校     17.22 
ﾅｽﾉ ﾎﾉｶ 七久保小 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｵｲ 七久保小

 7 松井 胡雪(6) 小学校     17.42  7 上原 幸恵(6) 小学校     17.26 
ﾏﾂｲｺﾕｷ 辰野南小 ｶﾐﾊﾗ ﾕｷｴ 伊那北小

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 -0.3

 1 塚間 友香(6) 小学校     14.63 q  1 三澤 菜々美(6) 小学校     15.02 q
ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野南小 ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北小

 2 有賀 愛夢(6) 小学校     15.34 q  2 小沢 奏乃(6) 小学校     15.76 
ｱﾙｶﾞ ｱｲﾑ 辰野東小 ｵｻﾞﾜ ｿﾉ 箕輪南小

 3 宮下 羽蘭(6) 小学校     15.75  3 竹澤 彩乃(6) 小学校     16.05 
ﾐﾔｼﾀ ｳﾗﾝ 西春近南小 ﾀｹｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 七久保小

 4 小島 菜々美(6) 小学校     16.32  4 向山 響子(6) 小学校     16.72 
ｺｼﾞﾏ ﾅﾅﾐ 伊那北小 ﾑｶｲﾔﾏ ｷｮｳｺ 辰野東小

 5 片桐 菜摘(6) 小学校     17.81  5 中曽根 叶(6) 小学校     16.76 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾅﾂﾐ 七久保小 ﾅｶｿﾈ ｶﾅ 伊那小
山﨑 真未(6) 小学校 山本 花歩(6) 小学校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾐ 箕輪南小 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ 箕輪中部小

風速 +1.5

 1 塚間 友香(6) 小学校     14.76 
ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野南小

 2 三澤 菜々美(6) 小学校     14.79 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北小

 3 吉澤 芽衣(6) 小学校     14.90 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 西春近南小

 4 中原 希空(6) 小学校     15.20 
ﾅｶﾊﾗ  ﾉｱ 富県小

 5 井口 空亜(6) 小学校     15.24 
ｲｸﾞﾁ ｿｱ 箕輪南小

 6 有賀 愛夢(6) 小学校     15.26 
ｱﾙｶﾞ ｱｲﾑ 辰野東小

 7 向山 綾織(6) 小学校     15.36 
ﾑｶﾔﾏ ｱﾔﾘ 伊那北小

 8 大槻 美波(6) 小学校     15.53 
ｵｵﾂｷ ﾐﾅﾐ 箕輪北小

2    39

1   293

7   280

8   152

5    89

4   269

6   160

3    40

6   276
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   147

7    13

4   284

3    79

氏  名 所属名 記録／備考
5    40

2    81

5   282

7    90

6    42

4   160

3   152

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

5    67

7    43

3   234

6   155

2   296

8   149

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   293

2   158

順 ﾚｰﾝ

7   148

4    80

8   280

3    39

記録／備考
5    89

6   269

6年女子

100m

予選 通過基準  4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 5月24日  8:45
決勝 5月24日 12:45

県小学新            12.70
大会新(GR)          13.98

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +2.1

 1 横澤 羽楽(6) 小学校     18.16 q  1 小木曽 楽々(6) 小学校     15.28 q
ﾖｺｻﾞﾜ ｳﾀ 伊那小 ｵｷﾞｿ ﾗﾗ 飯島小

 2 藤木 愛美(6) 小学校     18.38 q  2 中村 映夢(5) 小学校     17.18 q
ﾌｼﾞｷ  ｱﾐ 中川東小 ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 西春近南小

 3 小林 柚花(6) 小学校     18.53 q  3 横澤 仁美(6) 小学校     17.52 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 東伊那小 ﾖｺｻﾜ  ﾋﾄﾐ 中川東小

 4 根橋 佳歩(5) 小学校     19.07  4 杉本 綾音(6) 小学校     17.54 q
ﾈﾊﾞｼ ｶﾎ 辰野西小 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾈ 西春近北小

 5 福澤 采音(6) 小学校     19.79  5 小田切 祐理(6) 小学校     18.70 q
ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 東伊那小 ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾘ 東伊那小

風速 +3.7

 1 小木曽 楽々(6) 小学校     14.90 
ｵｷﾞｿ ﾗﾗ 飯島小

 2 杉本 綾音(6) 小学校     16.39 
ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾈ 西春近北小

 3 横澤 羽楽(6) 小学校     16.54 
ﾖｺｻﾞﾜ ｳﾀ 伊那小

 4 横澤 仁美(6) 小学校     16.91 
ﾖｺｻﾜ  ﾋﾄﾐ 中川東小

 5 中村 映夢(5) 小学校     17.01 
ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 西春近南小

 6 藤木 愛美(6) 小学校     17.19 
ﾌｼﾞｷ  ｱﾐ 中川東小

 7 小田切 祐理(6) 小学校     18.44 
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾘ 東伊那小

 8 小林 柚花(6) 小学校     19.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 東伊那小

女子

80mH(0.700m)

予選 通過基準  2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

5   137

記録／備考
2     4

3   173

6   196

順 ﾚｰﾝ

4   192

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   246

3    95

5   167

6    99

2   190

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   246

5    99

7     4

3   167

4    95

8   173

1   190

2   192



決勝 5月24日 12:10

県小学新          3,03.46
大会新(GR)        3,16.91

 1 森 ほのか(6) 小学校   3,28.18 
ﾓﾘ  ﾎﾉｶ 東春近小

 2 坂元 夏希(5) 小学校   3,28.81 
ｻｶﾓﾄﾅﾂｷ 辰野南小

 3 中村 柚音(6) 小学校   3,42.68 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 箕輪中部小

 4 森脇 光砂(5) 小学校   3,43.51 
ﾓﾘﾜｷ  ｱﾘｻ 赤穂南小

 5 滝沢 初寧(5) 小学校   3,44.95 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 東伊那小

 6 寺門 凜(6) 小学校   3,47.57 
ﾃﾗｶﾄﾞ ﾘﾝ 宮田小

 7 小澤 来空(5) 小学校   3,57.29 
ｵｻﾞﾜ ﾗｲｱ 川島小

 8 小林 悠奈(6) 小学校   3,57.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ 箕輪中部小

 9 宮本 珠里(6) 小学校   3,57.47 
ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 辰野東小

10 桜井 晃歩(5) 小学校   4,01.61 
ｻｸﾗｲ ｱｷﾎ 南部小

11 平松 愛純(6) 小学校   4,02.99 
ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 箕輪中部小

12 小栗 彩華(6) 小学校   4,06.89 
ｵｸﾞﾘ ｱﾔｶ 七久保小

13 太田 優子(5) 小学校   4,12.64 
ｵｵﾀ ﾕｳｺ 箕輪南小

14 岡 瑞希(6) 小学校   4,17.75 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 箕輪中部小

15 上島 輝奈(5) 小学校   4,17.86 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾃﾙﾅ 辰野西小

16 小尾 優咲(5) 小学校   4,25.29 
ｵﾋﾞ ﾕｳｻ 箕輪南小

17 小池 美唯(6) 小学校   4,27.06 
ｺｲｹ ﾐﾕｲ 伊那北小

18 堀 瑞希(6) 小学校   4,27.93 
ﾎﾘ ﾐｽﾞｷ 川島小
安達 菜摘(6) 小学校
ｱﾀﾞﾁ  ﾅﾂﾐ 赤穂南小

女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
18   200

2   154

5   278

12   125

15   194

11    55

9   132

1   277

7   146

4   207

13   279

17    76

10   288

19   275

16   143

8   285

6   119
欠場

14    41

3   133



予選 5月24日 11:05
決勝 5月24日 14:15

県小学新            53.27
大会新(GR)          56.50

[ 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   4 南箕輪小学校(A)  211 芦田 凜々子(5)   1,00.86 q  1   5 辰野西小   134 遠藤 彩莉(6)   1,02.25 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳA ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ
  236 野村 優香(5)   139 小澤 佑奈(6)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ ｵｻﾞﾜ  ﾕｳﾅ
  242 髙木 萌子(5)   135 吉沢 春音(6)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾙﾈ
  221 小島 咲愛(6)   138 三枝 千夏(6)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ
 2   3 高遠北小    66 北原 恵(6)   1,02.00 q  2   2 伊那東(A)    33 矢野 華奈(6)   1,02.30 q

ﾀｶﾄｵｷﾀｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ  ﾒｸﾞﾐ ｲﾅﾋｶﾞｼA ﾔﾉ ｶﾅ
   62 伊藤 瑠香(6)    34 林   優衣(6)

ｲﾄｳ  ﾙｶ ﾊﾔｼ ﾕｲ
   61 伊藤 彩乃(6)    26 中山 優莉亜(6)

ｲﾄｳ  ｱﾔﾉ ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘｱ
   65 草場 野乃花(6)    20 小日向 未結(6)

ｸｻﾊﾞ  ﾉﾉｶ ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾕｳ
 3   6 赤穂東小   112 佐々木 香苗(6)   1,03.17 q  3   7 南箕輪小学校(B)  216 井田 光咲(6)   1,03.90 

ｱｶﾎﾋｶﾞｼｼｮｳ ｻｻｷ ｶﾅｴ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳB ｲﾀﾞ ｱﾘｻ
  114 大脇 心寧(6)   217 加藤 莉子(6)

ｵｵﾜｷ ｺｺﾈ ｶﾄｳ ﾘｺ
  111 関 広菜(6)   235 野村 ひかり(6)

ｾｷ ﾋﾛﾅ ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ
  117 飯島 莉紗(6)   224 上田 朋花(6)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ
 4   7 辰野西小   142 上島 華(5)   1,04.71  4   3 七久保小    70 宮下 優月(6)   1,04.62 

ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳ ｶﾐｼﾞﾏ ﾊﾅ ﾅﾅｸﾎﾞｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾕﾂﾞｷ
  145 大槻 遥花(5)    77 小林 楓葉(6)

ｵｵﾂｷ  ﾊﾙｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ
  141 上島 はな香(5)    72 三好 玲奈(6)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾊﾅｶ ﾐﾖｼ ﾚｲﾅ
  144 上島 澪里(5)    83 矢沢 実歩(6)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ ﾔｻﾞﾜ ﾐﾎ
 5   5 西春近北小   101 西澤 未桜(6)   1,05.33  5   6 赤穂南小(B)   123 小松 悠月(6)   1,05.22 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｵ ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳB ｺﾏﾂ  ﾕﾂﾞｷ
   97 宮澤 花菜(6)   120 吉瀬 葵(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ ｷｾ  ｱｵｲ
   98 坂越 亜美(6)   121 黒澤 叶愛(6)

ｻｶｺｼ ｱﾐ ｸﾛｻﾜ  ﾄｱ
  102 白鳥 結愛(6)   130 林 実怜(6)

ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾅ ﾊﾔｼ  ﾐﾚｲ
 6   2 南箕輪小学校(D)  219 宮下 美海(6)   1,10.90  6   4 伊那小     8 近藤 晴日(5)   1,09.43 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳD ﾐﾔｼﾀ ﾐﾐ ｲﾅｼｮｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ
  220 原 美遥(5)     5 加藤 ゆい(5)

ﾊﾗ ﾐﾕ ｶﾄｳ ﾕｲ
  233 福田 香葉(5)     7 橋場 なのは(5)

ﾌｸﾀﾞ ｺﾉﾊ ﾊｼﾊﾞ ﾅﾉﾊ
  238 有賀 美紅(5)    11 上島 佳乃(5)

ｱﾙｶﾞ ﾐｸ ｶﾐｼﾞﾏ ﾖｼﾉ

女子

4×100mR

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 赤穂南小(A)   131 氣賀澤 円香(6)     58.88 q

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ｹｶﾞｻﾜ  ﾏﾄﾞｶ
  128 田中 凜(6)

ﾀﾅｶ  ﾘﾝ
  124 小野 茉佑子(6)

ｵﾉ  ﾏﾕｺ
  127 中嶋 珠久(6)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐｸ
 2   7 美篶小   256 橋爪結衣(6)   1,01.67 q

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｲ
  255 橋原芽伊(6)

ﾊｼﾊﾗ ﾒｲ
  252 伊藤桃羽(6)

ｲﾄｳ ﾓﾓﾊ
  266 澁谷有紀(6)

ｼﾌﾞﾔ ﾕｷ
 3   4 宮田小    54 笹古 菜和葉(6)   1,03.22 q

ﾐﾔﾀﾞｼｮｳ ｻｻｺ ﾅｵﾊ
   56 小林 麻央(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ
   57 西澤 あかり(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ｱｶﾘ
   50 下平 佳穂(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎ
 4   2 長谷小   188 和栗 智花(6)   1,03.87 

ﾊｾｼｮｳｼｮｳ ﾜｸﾞﾘ ﾁｶ
  181 小松 音葉(6)

ｺﾏﾂ ｵﾄﾊ
  183 川手 華瑠(6)

ｶﾜﾃ ﾊﾙ
  180 春日 あかり(6)

ｶｽｶﾞ ｱｶﾘ
 5   5 伊那東(B)    19 酒井 菜乃芭(5)   1,07.59 

ｲﾅﾋｶﾞｼB ｻｶｲ ﾅﾉﾊ
   27 藤原 佑奈(5)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕﾅ
   32 木下 愛望(5)

ｷﾉｼﾀ ｱﾐ
   16 近藤  みく(5)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｸ
 6   6 南箕輪小学校(C)  214 伊藤 愛(6)   1,07.99 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳC ｲﾄｳ ﾏﾅ
  237 有賀 彩乃(5)

ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾉ
  239 有賀 夢来(5)

ｱﾙｶﾞ ﾕﾗ
  213 伊東 瑠奈(6)

ｲﾄｳ ﾙﾅ

女子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 赤穂南小(A)   131 氣賀澤 円香(6)     59.32 

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ｹｶﾞｻﾜ  ﾏﾄﾞｶ
  128 田中 凜(6)

ﾀﾅｶ  ﾘﾝ
  124 小野 茉佑子(6)

ｵﾉ  ﾏﾕｺ
  127 中嶋 珠久(6)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐｸ
 2   4 南箕輪小学校(A)  211 芦田 凜々子(5)   1,00.47 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳA ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ
  236 野村 優香(5)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
  242 髙木 萌子(5)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
  221 小島 咲愛(6)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
 3   5 高遠北小    66 北原 恵(6)   1,02.01 

ﾀｶﾄｵｷﾀｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ  ﾒｸﾞﾐ
   62 伊藤 瑠香(6)

ｲﾄｳ  ﾙｶ
   61 伊藤 彩乃(6)

ｲﾄｳ  ｱﾔﾉ
   65 草場 野乃花(6)

ｸｻﾊﾞ  ﾉﾉｶ
 4   3 美篶小   256 橋爪結衣(6)   1,02.07 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｲ
  255 橋原芽伊(6)

ﾊｼﾊﾗ ﾒｲ
  252 伊藤桃羽(6)

ｲﾄｳ ﾓﾓﾊ
  266 澁谷有紀(6)

ｼﾌﾞﾔ ﾕｷ
 5   8 伊那東(A)    33 矢野 華奈(6)   1,02.24 

ｲﾅﾋｶﾞｼA ﾔﾉ ｶﾅ
   34 林   優衣(6)

ﾊﾔｼ ﾕｲ
   26 中山 優莉亜(6)

ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘｱ
   20 小日向 未結(6)

ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾕｳ
 6   2 赤穂東小   112 佐々木 香苗(6)   1,02.83 

ｱｶﾎﾋｶﾞｼｼｮｳ ｻｻｷ ｶﾅｴ
  114 大脇 心寧(6)

ｵｵﾜｷ ｺｺﾈ
  111 関 広菜(6)

ｾｷ ﾋﾛﾅ
  117 飯島 莉紗(6)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ
 7   1 宮田小    54 笹古 菜和葉(6)   1,03.19 

ﾐﾔﾀﾞｼｮｳ ｻｻｺ ﾅｵﾊ
   56 小林 麻央(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ
   57 西澤 あかり(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ｱｶﾘ
   50 下平 佳穂(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎ
  7 辰野西小   134 遠藤 彩莉(6)

ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ 失格
  139 小澤 佑奈(6)

ｵｻﾞﾜ  ﾕｳﾅ
  135 吉沢 春音(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾙﾈ
  138 三枝 千夏(6)

ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ

4×100mR
決勝

女子



決勝 5月24日  9:00

県小学新             1.35
大会新(GR)           1.30

上村 薫子(6) 小学校
ｳｴﾑﾗ ｶｵﾙｺ 伊那小
髙木 友萌(5) 小学校 欠場
ﾀｶｷﾞ  ﾕﾒ 南部小

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m00 1m05 備考m90 m95 1m10 1m13
1 2    10

O O O O XXO XXX  1.10

1   210



決勝 5月24日  9:00

県小学新             4.50
大会新(GR)           4.21

北原 小遥(6) 小学校   4.23    X   4.08    4.23 大会新
ｷﾀﾊﾗ  ｺﾊﾙ 東春近小   +0.8   +1.1    +0.8
本田 尚子(6) 小学校   3.67   3.60   3.41    3.67 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 伊那小   +0.8   +0.4   +0.6    +0.8
松澤   咲(6) 小学校   3.59   3.13   3.54    3.59 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｻｷ 伊那東   +0.8   +0.2   +0.1    +0.8
竹内 琉奈(6) 小学校   3.19   3.39   3.38    3.39 
ﾀｹｳﾁ ﾙﾅ 伊那東   +1.3    0.0   +1.4     0.0
田中 ラリッサ(6) 小学校   3.36   2.94   3.35    3.36 
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 伊那北小   +1.3   +0.8   +0.7    +1.3
中谷 琴葉(6) 小学校   3.36   2.78   3.25    3.36 
ﾅｶﾔ ｺﾄﾊ 辰野東小   +1.6   +0.1   +0.6    +1.6
酒井 陽向(6) 小学校   2.92   3.07   3.29    3.29 
ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 西春近南小   +0.8   +0.6   +1.1    +1.1
下平 さら紗(5) 小学校   3.24   2.79   3.03    3.24 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｻﾗｻ 伊那北小   +0.1   +0.3   +0.6    +0.1
塩谷 莉子(6) 小学校   3.17   3.22   3.08    3.22 
ｼｵﾀﾆ ﾘｺ 伊那小   +1.0   +0.1   +0.6    +0.1
神戸 春音(6) 小学校   3.12   2.84   3.22    3.22 
ｺﾞｳﾄﾞ ﾊﾙﾈ 両小野小   +0.6   +0.8    0.0     0.0
友田 佳那(5) 小学校   2.92   2.83   3.20    3.20 
ﾄﾓﾀﾞ ｶﾅ 伊那北小   +0.6   +0.8   +1.1    +1.1
佐藤 悠菜(6) 小学校   2.58   3.10   2.95    3.10 
ｻﾄｳ  ﾕｳﾅ 高遠北小   +1.3   +0.1   +0.8    +0.1
荒井祐奈(6) 小学校    X   2.71   3.05    3.05 
ｱﾗｲ ﾕｳﾅ 東伊那小    0.0   +0.6    +0.6
坂本 なお(5) 小学校   3.02   2.82   2.85    3.02 
ｻｶﾓﾄ ﾅｵ 西春近南小   +1.7    0.0   +0.4    +1.7
津金 優那(6) 小学校   2.87   2.75   2.69    2.87 
ﾂｶﾞﾈ  ﾕｳﾅ 中川東小   +0.1   +0.3    0.0    +0.1
登内 琴音(5) 小学校   2.84   2.85    X    2.85 
ﾄﾉｳﾁ  ｺﾄﾈ 富県小   +1.3    0.0     0.0
松下 紗良(5) 小学校   2.85    X    X    2.85 
ﾏﾂｼﾀ ｻﾗ 西春近南小   +1.6    +1.6
谷川 萌夏(6) 小学校   2.62   2.77   2.80    2.80 
ﾀﾆｶﾜ  ﾓｴｶ 中川東小   +1.3    0.0   +0.6    +0.6
御子柴 那菜(6) 小学校   2.59   2.46   2.39    2.59 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅﾅ 伊那東   +1.7    0.0   +0.6    +1.7
岩村 奈緒(6) 小学校    X    X   2.02    2.02 
ｲﾜﾑﾗ ﾅｵ 西春近南小   +0.7    +0.7
正木 春佳(5) 小学校 欠場
ﾏｻｷ ﾊﾙｶ 辰野東小
木下瑠菜(5) 小学校 欠場
ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ 美篶小

女子

走幅跳

決勝
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決勝 5月24日  9:00

県小学新            59.63
大会新(GR)          55.19

池上 桃花(6) 小学校
ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ 手良小
岩永 響(6) 小学校
ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾋﾞｷ 宮田小
富永 遥香(6) 小学校
ﾄﾐﾅｶﾞ  ﾊﾙｶ 中川東小
中山 夏空(6) 小学校
ﾅｶﾔﾏ  ｿﾗ 中川東小
伊藤 恵里奈(6) 小学校
ｲﾄｳ ｴﾘﾅ 長谷小
原 里彩子(6) 小学校
ﾊﾗ ﾘｻｺ 伊那小
三澤 聖華(6) 小学校
ﾐｻﾜ    ｾｲｶ 箕輪西小
神谷 圭美(6) 小学校
ｶﾐﾔ ｷｷ 箕輪北小
藤原 佳子(6) 小学校
ﾌｼﾞﾜﾗ  ｶｺ 東春近小
茂野 七海(6) 小学校
ｼｹﾞﾉ ﾅﾅﾐ 七久保小
井内 彩乃(6) 小学校
ｲｳﾁ ｱﾔﾉ 箕輪北小
宮下 千裕(6) 小学校
ﾐﾔｼﾀ ﾁﾋﾛ 長谷小
竹元 草路(6) 小学校
ﾀｹﾓﾄ ﾌｷ 長谷小
吉田 にこ(6) 小学校
ﾖｼﾀﾞ  ﾆｺ 高遠北小
赤羽 春陽(5) 小学校
ｱｶﾊﾈ ｼｭﾝﾖｳ 伊那北小
飯島 桃羽(6) 小学校
ｲｲｼﾞﾏ  ﾓﾓﾊ 東春近小
西村 桜呼(6) 小学校
ﾆｼﾑﾗ ｻｸﾗｺ 長谷小
小松 礼佳(5) 小学校
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 箕輪北小
下平 瑠里(6) 小学校 欠場
ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ﾙﾘ 東春近小
向山 琴葉(5) 小学校 欠場
ﾑｶｲﾔﾏ ｺﾄﾊ 手良小
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