
大会コード：16200513 

 

第２１回 伊那市小中学生陸上競技記録会 

記録集 

 
 

期  日： 平成２８年 ６月１２日（日） 

主  催： 伊那市教育委員会、伊那市体育協会陸上競技部 

会  場： 伊那市陸上競技場（202030） 

審 判 長： 福澤 浅行 

記録主任： 桜井 健一 

 

 

■ この大会で樹立された記録 

種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

小学6年女子 走幅跳 決 4m30 宮澤 文音 女 伊那東小(6) 4m20 大会新

中学女子 走幅跳 決 4m90 北岡 依生希 女 伊那東部中(2) 4m73 大会新

中学女子 4×100mR 決 51秒33 三澤 菜々美(1) 女 伊那東部中(B) 53秒21 大会新

   友田 有紀(3) 女    

   澁谷 果歩(3) 女    

   北岡 依生希(2) 女    

 

 

■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(％ 

2016/6/12 9：00 曇り 西 0.2 24.5 24.0 

 10：00 曇り 南西 0.5 25.5 23.0 

 11：00 曇り 南 2.7 26.0 22.0 

 12：00 曇り 南 1.7 26.5 20.0 

 



第21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                          
　　開催日：平成28年6月12日(日)                                                 
　　審判長：福澤　浅行                                                          

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
06/12 小学４年女子  -3.3西村 陽菜(4) 16.37 掛川 風保(4) 16.57 福澤 さくら(4) 16.58 香高 莉沙(4) 16.75 畠山 あゆみ(4) 17.23 唐澤 陽菜(4) 17.28 酒井 佳乃(4) 17.56 伊藤 瑠璃(4) 17.71

１００ｍ 小学･高遠小 小学･美篶小 小学･美篶小 小学･伊那小 小学･東春近小 小学･東春近小 小学･伊那東小 小学･高遠小
06/12 鈴木 穂高(4) 3.16(+0.4) 岩嶋 菜伎(4) 2.76(+0.5)

走幅跳 小学･新山小 小学･伊那北小
06/12 浦野 菜々(4) 24.97 登内 夢香(4) 24.50 山﨑 愛菜(4) 23.31 小松 天花(4) 12.73 小林 望実(4) 11.70

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･東春近小 小学･高遠北小 小学･東春近小 小学･高遠小 小学･伊那東小
06/12 東春近小     1,05.09 伊那東小     1,08.12 高遠小     1,08.71

４×１００ｍＲ 唐澤 陽菜(4) 城村 きらり(4) 伊藤 瑠璃(4)
山﨑 愛菜(4) 三浦 碧花(4) 丸山 あずさ(4)
浦野 菜々(4) 伊東 奈央(4) 小松 天花(4)
畠山 あゆみ(4) 熊谷 清香(4) 西村 陽菜(4)

06/12 小学５年女子  -2.1逸見 加奈子(5) 15.22 六波羅 琉菜(5) 16.05 戸田 美優(5) 16.49 橋爪 里奈(5) 16.51 宮澤 莉菜(5) 16.79 石川 日菜(5) 17.05 原 和泉(5) 17.08 守屋 玲奈(5) 17.11
１００ｍ 小学･伊那小 小学･伊那北小 小学･西春近北小 小学･西春近北小 小学･西春近北小 小学･伊那小 小学･伊那北小 小学･高遠小

06/12 森本 なぎさ(5)3.53(-0.3) 那須野 希(5) 3.17(+0.4) 林 真奈美(5) 2.81(+0.4) 山内 梨紗(5) 2.17(+0.1)
走幅跳 小学･伊那小 小学･手良小 小学･高遠北小 小学･西春近南小

06/12 西本 理乃(5) 26.39 飯塚 咲絵(5) 24.32 林 穂奈美(5) 21.12 赤羽 ひなた(5) 18.31 酒井 玲(5) 16.78 酒井 陽菜(5) 15.60
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･伊那小 小学･西春近南小 小学･高遠北小 小学･伊那北小 小学･西春近南小 小学･西春近南小

06/12 伊那小     1,04.51 東春近小     1,04.71 西春近北小     1,04.86 美篶小     1,05.74 高遠小     1,07.38 伊那東小     1,07.53 高遠北小     1,11.70
４×１００ｍＲ 西本 理乃(5) 松澤 美玖(5) 宮下 はづみ(5) 春日 優梨菜(5) 守屋 玲奈(5) 北原 こころ(5) 秋山 侑生(5)

逸見 加奈子(5) 小林 明優(5) 戸田 美優(5) 赤羽 結愛(5) 藪 笑寧(5) 城倉 風花(5) 林 真奈美(5)
宮脇 依茉(5) 伊藤 涼音(5) 宮澤 莉菜(5) 橋爪 万智(5) 野澤 菜々香(5) 小島 桜(5) 林 穂奈美(5)
森本 なぎさ(5) 片桐 愛香(5) 橋爪 里奈(5) 宮下 楓(5) 牛山 沙也(5) 南部  歩(5) 吹越 晴(5)

06/12 小学６年女子  -1.1中村 映夢(6) 14.63 濵田 みなと(6) 14.89 平澤 春香(6) 15.49 廣田 愛乃(6) 15.71 宮下 奈津実(6) 15.82 藤原 愛鐘(6) 16.20 酒井 菜乃芭(6) 16.54 平澤 舞咲(6) 17.11
１００ｍ 小学･西春近南小 小学･西春近北小 小学･西春近南小 小学･高遠小 小学･伊那北小 小学･新山小 小学･伊那東小 小学･伊那小

06/12 宮澤 文音(6) 4.30(+1.6) 田中 あゆみ(6)3.78(+1.5) 下平 さら紗(6)3.64(+1.9) 田中 海羽(6) 3.57(+1.3) 友田 佳那(6) 3.40(+0.8) 春日 美礼(6) 3.19(+1.5) 橋場 なのは(6)3.12(+2.5) 上島 佳乃(6) 3.10(+1.3)
走幅跳 小学･伊那東小 GR 小学･伊那北小 小学･伊那北小 小学･東春近小 小学･伊那北小 小学･西春近南小 小学･伊那小 小学･伊那小

06/12 伊藤 小雪(6) 44.82 上田 操(6) 34.48 伊藤 良菜(6) 30.41 吉村 千都子(6) 25.20
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･西箕輪小 小学･西春近南小 小学･高遠北小 小学･伊那東小

06/12 西春近北小     1,00.47 伊那北小     1,00.91 美篶小     1,01.50 伊那東小     1,02.37 東春近小     1,02.42 高遠小     1,03.35 伊那小     1,03.77
４×１００ｍＲ 西澤 咲恵(6) 赤羽 莉愛(6) 村田 愛梨(6) 近藤 みく(6) 松澤 奈央(6) 廣田 愛乃(6) 加藤 ゆい(6)

有馬 花恋(6) 下平 さら紗(6) 北原 優美(6) 酒井 菜乃芭(6) 守屋 有彩(6) 小泉 愛音(6) 西村 朱里(6)
守屋 奈津(6) 宮下 奈津実(6) 竹内 あかり(6) 海老沢 珠利(6) 宮林 和花(6) 伊藤 瑠南(6) 小澤 萌乃(6)
濵田 みなと(6) 田中 あゆみ(6) 北原 栞(6) ﾑﾝﾄﾞ ﾐﾁｴ ﾊﾅ(6) 田中 海羽(6) 北原 明季(6) 小阪 咲月(6)

06/12 小学共通女子 坂本 なお(6) 3,24.19 青木 幸(6) 3,36.68 北原 明季(6) 3,50.58 松﨑 羽桜(4) 4,04.07 有賀 蒼(4) 4,34.69
１０００ｍ 小学･西春近南小 小学･高遠北小 小学･高遠小 小学･東春近小 小学･手良小

06/12 中学女子  -2.2友田 有紀(3) 13.16 清水 華乃(3) 14.03 三澤 菜々美(1) 14.24 澁谷 果歩(3) 14.45 渡邊 琴音(3) 15.02 関崎 茉莉(1) 15.48 岡田 優奈(1) 15.68 矢野 華奈(1) 15.83
１００ｍ 中学･伊那東部中 中学･西箕輪中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中

06/12 中原 彩絵(2) 2,35.34 森 ほのか(1) 2,35.43 南部 和(2) 2,47.78 六波羅 璃菜(2) 2,49.27 松澤 椿皐(3) 2,51.57 北澤 ひなた(1) 3,00.45 唐澤 諒子(2) 3,06.44
８００ｍ 中学･春富中 中学･春富中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中

06/12 北岡 依生希(2)4.90(+1.9) 那須野りさ子(3)4.49(+1.0 小松 葉月(3) 4.45(+1.2) 埋橋 優菜(2) 4.02(+0.4) 本田 尚子(1) 3.73(+1.1)
走幅跳 中学･伊那東部中 GR 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･春富中 中学･伊那中

06/12 山田 都子(3) 6.47
砲丸投 中学･伊那東部中

06/12 伊那東部中(B)      51.33 春富中       58.69 伊那東部中(A)    1,00.19 伊那中     1,00.95
４×１００ｍＲ 三澤菜々美(1) GR 埋橋 優菜(2) 矢野 華奈(1) 本田 尚子(1)

友田 有紀(3) 竹松 美南(2) 中山 優莉亜(1) 関崎 茉莉(1)
澁谷 果歩(3) 森 ほのか(1) 岡田 優奈(1) 野崎 葵(1)
北岡 依生希(2) 中原 彩絵(2) 富山 奈央(1) 高見澤 美香(2)



予選 6月12日  9:00
決勝 6月12日 10:50

県小学新(SR)        13.06
大会新(GR)          14.93

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.2

 1 西村 陽菜(4) 小学     16.06 q  1 福澤 さくら(4) 小学     16.17 q
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 高遠小 ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 美篶小

 2 酒井 佳乃(4) 小学     17.19 q  2 畠山 あゆみ(4) 小学     16.56 q
ｻｶｲ ﾖｼﾉ 伊那東小 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 東春近小

 3 寺山 幸実(4) 小学     17.21  3 伊藤 瑠璃(4) 小学     16.82 q
ﾃﾗﾔﾏ ﾕｷﾐ 東春近小 ｲﾄｳ ﾙﾘ 高遠小

 4 伊藤 希美(4) 小学     17.26  4 千島 葵(4) 小学     17.39 
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 美篶小 ﾁｼﾏ ｱｵｲ 西春近南小

 5 関島 鮎奈(4) 小学     17.87  5 城村 きらり(4) 小学     17.56 
ｾｷｼﾞﾏ ｱﾕﾅ 西春近北小 ｼﾛﾑﾗ ｷﾗﾘ 伊那東小

 6 塩原 明夢(4) 小学     17.89  6 横山 珠実(4) 小学     17.70 
ｼｵﾊﾗ ｱﾑ 西箕輪小 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾏﾐ 伊那小

 7 福澤 真帆(4) 小学     19.40 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾏﾎ 伊那小

[ 3組] 風速 -1.4

 1 掛川 風保(4) 小学     16.11 q
ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ 美篶小

 2 香高 莉沙(4) 小学     16.52 q
ｺｳﾀｶ ﾘｻ 伊那小

 3 唐澤 陽菜(4) 小学     16.97 q
ｶﾗｻﾜ ﾋﾅ 東春近小

 4 丸山 あずさ(4) 小学     17.36 
ﾏﾙﾔﾏ ｱｽﾞｻ 高遠小

 5 藤井 優里菜(4) 小学     17.64 
ﾌｼﾞｲ ﾕﾘﾅ 新山小

 6 北澤 由衣(4) 小学     18.98 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｲ 伊那東小

風速 -3.3

 1 西村 陽菜(4) 小学     16.37 
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 高遠小

 2 掛川 風保(4) 小学     16.57 
ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ 美篶小

 3 福澤 さくら(4) 小学     16.58 
ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 美篶小

 4 香高 莉沙(4) 小学     16.75 
ｺｳﾀｶ ﾘｻ 伊那小

 5 畠山 あゆみ(4) 小学     17.23 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 東春近小

 6 唐澤 陽菜(4) 小学     17.28 
ｶﾗｻﾜ ﾋﾅ 東春近小

 7 酒井 佳乃(4) 小学     17.56 
ｻｶｲ ﾖｼﾉ 伊那東小

 8 伊藤 瑠璃(4) 小学     17.71 
ｲﾄｳ ﾙﾘ 高遠小

小学４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 記録／備考
6   171

5    72

8   303

3   334

4   366

7     7

順 ﾚｰﾝ

2   289

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   348

7   312

3   193

2   258

6    65

4    30

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   363

2    24

5   314

6   190

4   248

3    54

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   171

3   363

6   348

5    24

7   312

1   314

2    72

8   193



予選 6月12日  9:10
決勝 6月12日 10:55

県小学新(SR)        13.06
大会新(GR)          14.70

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速  0.0

 1 逸見 加奈子(5) 小学     15.09 q  1 橋爪 里奈(5) 小学     16.47 q
ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ 伊那小 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘﾅ 西春近北小

 2 戸田 美優(5) 小学     16.32 q  2 原 和泉(5) 小学     16.77 q
ﾄﾀﾞ ﾐﾕ 西春近北小 ﾊﾗ ｲｽﾞﾐ 伊那北小

 3 酒井 琴瀬(5) 小学     17.15  3 守屋 玲奈(5) 小学     16.91 q
ｻｶｲ ｺﾄｾ 西春近南小 ﾓﾘﾔ ﾚﾅ 高遠小

 4 竹村 花(5) 小学     17.51  4 吹越 晴(5) 小学     16.96 
ﾀｹﾑﾗ ﾊﾅ 新山小 ﾌｯｺｼ ﾊﾙ 高遠北小

 5 藪 笑寧(5) 小学     17.56  5 宮脇 依茉(5) 小学     17.21 
ﾔﾌﾞ ｴﾐﾈ 高遠小 ﾐﾔﾜｷ ｴﾏ 伊那小

 6 秋山 侑生(5) 小学     17.72  6 城倉 涼花(5) 小学     17.23 
ｱｷﾔﾏ ﾕｲ 高遠北小 ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那東小

[ 3組] 風速 +0.6

 1 六波羅 琉菜(5) 小学     15.65 q
ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那北小

 2 宮澤 莉菜(5) 小学     16.43 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ 西春近北小

 3 石川 日菜(5) 小学     16.84 q
ｲｼｶﾜ ﾋﾅ 伊那小

 4 原田 茉実(5) 小学     17.05 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾐ 伊那東小

 5 野澤 菜々香(5) 小学     17.61 
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 高遠小

 6 小田切 怜那(5) 小学     17.62 
ｺﾀｷﾞﾘ ﾚﾅ 西春近南小

風速 -2.1

 1 逸見 加奈子(5) 小学     15.22 
ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ 伊那小

 2 六波羅 琉菜(5) 小学     16.05 
ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那北小

 3 戸田 美優(5) 小学     16.49 
ﾄﾀﾞ ﾐﾕ 西春近北小

 4 橋爪 里奈(5) 小学     16.51 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘﾅ 西春近北小

 5 宮澤 莉菜(5) 小学     16.79 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ 西春近北小

 6 石川 日菜(5) 小学     17.05 
ｲｼｶﾜ ﾋﾅ 伊那小

 7 原 和泉(5) 小学     17.08 
ﾊﾗ ｲｽﾞﾐ 伊那北小

 8 守屋 玲奈(5) 小学     17.11 
ﾓﾘﾔ ﾚﾅ 高遠小

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

  250

記録／備考
4    32

5   280

3   154

6   209

2   267

7

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   281

2   148

3   186

6   208

4    27

7    66

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   133

2   284

6    13

7    75

3   161

4   262

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    32

5   133

3   280

8   281

6   284

1    13

7   148

2   186



予選 6月12日  9:20
決勝 6月12日 11:00

県小学新(SR)        13.06
大会新(GR)          14.19

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.1

 1 濵田 みなと(6) 小学     14.71 q  1 平澤 舞咲(6) 小学     16.58 q
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 西春近北小 ﾋﾗｻﾜ ﾏｲｻ 伊那小

 2 平澤 春香(6) 小学     15.36 q  2 西澤 咲恵(6) 小学     16.62 
ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 西春近南小 ﾆｼｻﾞﾜ ｻｴ 西春近北小

 3 宮下 奈津実(6) 小学     15.82 q  3 松下 沙良(6) 小学     16.76 
ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ 伊那北小 ﾏﾂｼﾀ ｻﾗ 西春近南小

 4 酒井 菜乃芭(6) 小学     16.45 q  4 伊藤 瑠南(6) 小学     16.84 
ｻｶｲ ﾅﾉﾊ 伊那東小 ｲﾄｳ  ﾙﾅ 高遠小

 5 小泉 愛音(6) 小学     16.62  5 橋爪 玲奈(6) 小学     17.26 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲﾈ 高遠小 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾅ 新山小

 6 日下部 果穂(6) 小学     16.80  6 小林 稚奈(6) 小学     17.83 
ｸｻｶﾍﾞ  ｶﾎ 伊那西小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 伊那東小

 7 木下 遥香(6) 小学     17.67 
ｷﾉｼﾀ ﾊﾙｶ 伊那小

[ 3組] 風速 -0.7

 1 中村 映夢(6) 小学     14.63 q
ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 西春近南小

 2 廣田 愛乃(6) 小学     15.80 q
ﾋﾛﾀ ﾋﾒﾉ 高遠小

 3 藤原 愛鐘(6) 小学     16.20 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾈ 新山小

 4 赤羽 莉愛(6) 小学     17.25 
ｱｶﾊﾈ ﾘﾏ 伊那北小

 5 唐澤  舞(6) 小学     18.39 
ｶﾗｻﾜ ﾏｲ 伊那東小
宮下 ひかり(6) 小学
ﾐﾔｼﾀ ﾋｶﾘ 伊那小

風速 -1.1

 1 中村 映夢(6) 小学     14.63 
ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 西春近南小

 2 濵田 みなと(6) 小学     14.89 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 西春近北小

 3 平澤 春香(6) 小学     15.49 
ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 西春近南小

 4 廣田 愛乃(6) 小学     15.71 
ﾋﾛﾀ ﾋﾒﾉ 高遠小

 5 宮下 奈津実(6) 小学     15.82 
ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ 伊那北小

 6 藤原 愛鐘(6) 小学     16.20 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾈ 新山小

 7 酒井 菜乃芭(6) 小学     16.54 
ｻｶｲ ﾅﾉﾊ 伊那東小

 8 平澤 舞咲(6) 小学     17.11 
ﾋﾗｻﾜ ﾏｲｻ 伊那小

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 記録／備考
3   274

4   254

2    35

8   149

7    71

6     4

順 ﾚｰﾝ

5   176

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6     5

7   278

5   261

2   194

4   253

3    69

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   256

2   156

6   247

7   141

3    59

4    28
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   256

6   274

3   254

4   156

7   149

8   247

1    71

2     5



予選 6月12日  9:55
決勝 6月12日 11:20

県中学新(SR )       12.05
大会新  (GR )       12.96

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速  0.0

 1 渡邊 琴音(3) 中学     14.95 q  1 友田 有紀(3) 中学     13.08 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ 伊那東部中 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部中

 2 関崎 茉莉(1) 中学     15.24 q  2 澁谷 果歩(3) 中学     14.29 q
ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ 伊那中 ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那東部中

 3 中山 優莉亜(1) 中学     15.64  3 矢野 華奈(1) 中学     15.50 q
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘｱ 伊那東部中 ﾔﾉ ｶﾅ 伊那東部中

 4 高見澤 美香(2) 中学     15.67 村松 由菜(1) 中学
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾐｶ 伊那中 ﾑﾗﾏﾂ ﾕﾅ 伊那東部中

 5 北原 菜瑞奈(1) 中学     17.94 中曽根 叶(1) 中学
ｷﾀﾊﾗ ﾅｽﾞﾅ 伊那中 ﾅｶｿﾈ ｶﾅ 伊那中
原 緋奈乃(2) 中学 竹松 美南(2) 中学
ﾊﾗ ﾋﾅﾉ 伊那東部中 ﾀｹﾏﾂ ﾐﾅﾐ 春富中

北原 さくら(3) 中学
ｷﾀﾊﾗ ｻｸﾗ 伊那東部中

[ 3組] 風速 -0.6

 1 清水 華乃(3) 中学     14.14 q
ｼﾐｽﾞ ｶﾉ 西箕輪中

 2 三澤 菜々美(1) 中学     14.22 q
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那東部中

 3 岡田 優奈(1) 中学     15.55 q
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾅ 伊那東部中

 4 宮下 羽蘭(1) 中学     15.86 
ﾐﾔｼﾀ ｳﾗﾝ 春富中

 5 野崎 葵(1) 中学     16.05 
ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ 伊那中

 6 富山 奈央(1) 中学     16.19 
ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵ 伊那東部中

 7 瀧本 杏(1) 中学     16.87 
ﾀｷﾓﾄ ｱﾝｽﾞ 伊那東部中

風速 -2.2

 1 友田 有紀(3) 中学     13.16 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部中

 2 清水 華乃(3) 中学     14.03 
ｼﾐｽﾞ ｶﾉ 西箕輪中

 3 三澤 菜々美(1) 中学     14.24 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那東部中

 4 澁谷 果歩(3) 中学     14.45 
ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那東部中

 5 渡邊 琴音(3) 中学     15.02 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ 伊那東部中

 6 関崎 茉莉(1) 中学     15.48 
ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ 伊那中

 7 岡田 優奈(1) 中学     15.68 
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾅ 伊那東部中

 8 矢野 華奈(1) 中学     15.83 
ﾔﾉ ｶﾅ 伊那東部中

中学女子

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

   48

記録／備考
7   100

6    50

2    40

3   125

5   105

4

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    86

8    83

5    87

3   109
欠場

4    42
欠場

6   232
欠場

7    92
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   368

7   121

2   129

3   239

5    37

4    95

6   107

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    86

3   368

4   121

5    83

7   100

8    50

1   129

2    87



決勝 6月12日 10:15

県小学新(SR)      3,03.46
大会新(GR)        3,22.69

 1 坂本 なお(6) 小学   3,24.19 
ｻｶﾓﾄ ﾅｵ 西春近南小

 2 青木 幸(6) 小学   3,36.68 
ｱｵｷ ｻﾁ 高遠北小

 3 北原 明季(6) 小学   3,50.58 
ｷﾀﾊﾗ ｱｷ 高遠小

 4 松﨑 羽桜(4) 小学   4,04.07 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾊｵ 東春近小

 5 有賀 蒼(4) 小学   4,34.69 
ｱﾙｶﾞ ｱｵｲ 手良小

3   216

2   163

1   322

4   270

5   205

小学共通女子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月12日 10:35

県中学新(SR )     2,13.56
大会新  (GR )     2,24.52

 1 中原 彩絵(2) 中学   2,35.34 
ﾅｶﾊﾗ ｻｴ 春富中

 2 森 ほのか(1) 中学   2,35.43 
ﾓﾘ ﾎﾉｶ 春富中

 3 南部 和(2) 中学   2,47.78 
ﾅﾝﾌﾞ ﾅｺﾞﾐ 伊那東部中

 4 六波羅 璃菜(2) 中学   2,49.27 
ﾛｸﾊﾗ ﾘﾅ 伊那東部中

 5 松澤 椿皐(3) 中学   2,51.57 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 伊那東部中

 6 北澤 ひなた(1) 中学   3,00.45 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 伊那東部中

 7 唐澤 諒子(2) 中学   3,06.44 
ｶﾗｻﾜ ﾘｺ 伊那東部中

3    98

1   113

7    89

5    96

2    85

6   230

4   233

中学女子

８００ｍ            

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月12日  9:00

県小学新(SR )        4.75
大会新  (GR )        3.28

鈴木 穂高(4) 小学   3.16   2.50   3.03    3.16 
ｽｽﾞｷ ﾎﾀｶ 新山小   +0.4   -1.3   +0.6    +0.4
岩嶋 菜伎(4) 小学    X   2.28   2.76    2.76 
ｲﾜｼﾏ ﾅｷﾞ 伊那北小   -0.4   +0.5    +0.5
平澤 月渚(4) 小学    X    X    X 記録なし
ﾋﾗｻﾜ ﾙﾅ 新山小

2 2   150

1   246

-2- -3- 備考
1 3   245

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- 記録



決勝 6月12日  9:40

県小学新(SR )        4.75
大会新  (GR )        3.66

森本 なぎさ(5) 小学   3.53   3.32   3.43    3.53 
ﾓﾘﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 伊那小   -0.3   +0.5   +0.9    -0.3
那須野 希(5) 小学   3.17   3.05   3.02    3.17 
ﾅｽﾉ ﾉｿﾞﾐ 手良小   +0.4   -0.8   +1.4    +0.4
林 真奈美(5) 小学   2.81   2.54    X    2.81 
ﾊﾔｼ ﾏﾅﾐ 高遠北小   +0.4   +0.8    +0.4
山内 梨紗(5) 小学   2.17    X    X    2.17 
ﾔﾏｳﾁ ﾘｻ 西春近南小   +0.1    +0.1

氏  名 所属名 -1- 記録-2- -3- 備考

小学５年女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1 3    17

2 4   218

3 1   199

4 2   269



決勝 6月12日 10:30

県小学新(SR )        4.75
大会新  (GR )        4.20

宮澤 文音(6) 小学   4.30   4.06   4.03    4.30 大会新
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 伊那東小   +1.6   +2.7   +0.6    +1.6
田中 あゆみ(6) 小学   3.76   3.65   3.78    3.78 
ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 伊那北小   +1.7   +0.9   +1.5    +1.5
下平 さら紗(6) 小学   3.64   3.45   3.59    3.64 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｻﾗｻ 伊那北小   +1.9   +2.2   +3.2    +1.9
田中 海羽(6) 小学   3.57   2.58   2.95    3.57 
ﾀﾅｶ ﾐｳ 東春近小   +1.3   +1.4   +0.6    +1.3
友田 佳那(6) 小学    X   3.40    X    3.40 
ﾄﾓﾀﾞ ｶﾅ 伊那北小   +0.8    +0.8
春日 美礼(6) 小学   2.94   3.07   3.19    3.19 
ｶｽｶﾞ ﾐﾗｲ 西春近南小   +1.1   +1.8   +1.5    +1.5
橋場 なのは(6) 小学   3.12   2.99   3.06    3.12 
ﾊｼﾊﾞ ﾅﾉﾊ 伊那小   +2.5   +1.6   +2.3    +2.5
上島 佳乃(6) 小学   3.10   3.05   3.10    3.10 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾖｼﾉ 伊那小   +1.3   +0.3   +1.3    +1.3
牧野 亜子(6) 小学   3.07   3.07   3.07    3.07 
ﾏｷﾉ ｱｺ 伊那東小   +0.5   +1.6   +2.2    +0.5
鈴木 野愛(6) 小学   2.87   2.42   3.04    3.04 
ｽｽﾞｷ ﾉｱ 新山小   +2.4   +1.4   +1.2    +1.2
近藤 晴日(6) 小学   2.86   2.58   2.62    2.86 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 伊那小   +2.1   +2.2   +0.7    +2.1
熊澤 モモ(6) 小学   2.62   2.64   2.74    2.74 
ｸﾏｻﾞﾜ ﾓﾓ 西箕輪小   +1.5   +0.3   +2.2    +2.2
中西 万結(6) 小学   2.28   2.29   2.20    2.29 
ﾅｶﾆｼ ﾏﾕ 新山小   +2.4   +1.9   +1.5    +1.9

小学６年女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 記録-2- -3- 備考
1 5    78

2 13   138

3 9   152

4 10   317

5 11   134

6 12   263

7 3    26

8 6    18

9 7    52

10 4   244

11 8    25

12 1   300

13 2   249



決勝 6月12日 11:20

県中学新(SR )        5.74
大会新  (GR )        4.73

北岡 依生希(2) 中学    X   4.90    X    4.90 大会新
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中   +1.9    +1.9
那須野 りさ子(3) 中学    X   4.49   4.39    4.49 
ﾅｽﾉ ﾘｻｺ 伊那東部中   +1.0   +1.0    +1.0
小松 葉月(3) 中学   4.40   4.45   4.23    4.45 
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 春富中   +1.6   +1.2   +2.1    +1.2
埋橋 優菜(2) 中学   3.98    X   4.02    4.02 
ｳｽﾞﾊｼ ﾕｳﾅ 春富中   +0.7   +0.4    +0.4
本田 尚子(1) 中学   3.64   3.57   3.73    3.73 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 伊那中   +1.2   +1.2   +1.1    +1.1
吉野 直歩(3) 中学 欠場
ﾖｼﾉ ﾅｵ 春富中
田中 ラリッサ(1) 中学 欠場
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 伊那東部中

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 7    93

-5-

2 5    97

3 6   236

4 4   227

3   103

5 1    38

2   240



決勝 6月12日  9:00

県小学新(SR)        44.98

浦野 菜々(4) 小学
ｳﾗﾉ ﾅﾅ 東春近小
登内 夢香(4) 小学
ﾄﾉｲﾁ ﾕﾒｶ 高遠北小
山﨑 愛菜(4) 小学
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ 東春近小
小松 天花(4) 小学
ｺﾏﾂ ﾃﾝｶ 高遠小
小林 望実(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｿﾞﾐ 伊那東小

小学４年女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  O   O 24.97

-3- 記録 備考

 24.97 

2 1   203
  O   X 24.50

1 5   340

 24.50 

3 3   335
  O 23.31   O  23.31 

4 4   179
  O 12.73   X

 11.70 

 12.73 

5 2    68
  O   O 11.70



決勝 6月12日  9:50

県小学新(SR)        44.98

西本 理乃(5) 小学
ﾆｼﾓﾄ ﾘﾉ 伊那小
飯塚 咲絵(5) 小学
ｲｲﾂﾞｶ ｻｴ 西春近南小
林 穂奈美(5) 小学
ﾊﾔｼ ﾎﾅﾐ 高遠北小
赤羽 ひなた(5) 小学
ｱｶﾊﾈ ﾋﾅﾀ 伊那北小
酒井 玲(5) 小学
ｻｶｲ ｱｷﾗ 西春近南小
酒井 陽菜(5) 小学
ｻｶｲ ﾊﾙﾅ 西春近南小

小学５年女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  O 26.39   O

-3- 記録 備考

 26.39 

2 2   255
  O 24.32   X

1 4    14

 24.32 

3 5   198
21.12   O   O  21.12 

4 6   142
18.31   O   O  18.31 

5 1   264
  X   O 16.78

 15.60 

 16.78 

6 3   265
  O   O 15.60



決勝 6月12日 10:40

県小学新(SR)        44.98

伊藤 小雪(6) 小学
ｲﾄｳ ｺﾕｷ 西箕輪小
上田 操(6) 小学
ｳｴﾀﾞ ﾐｻｵ 西春近南小
伊藤 良菜(6) 小学
ｲﾄｳ ﾗﾅ 高遠北小
吉村 千都子(6) 小学
ﾖｼﾑﾗ ﾁﾂﾞｺ 伊那東小

小学６年女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 備考
1 4   304

  O   O 44.82  44.82 

  260
  O   O 34.48

-3- 記録

 34.48 

3 3   212
  O 30.41   O  30.41 

2 1

 25.20 
4 2    79

  O   O 25.20



決勝 6月12日 11:20

県中学新(SR)        13.49
大会新(GR)          10.39

山田 都子(3) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾔｺ 伊那東部中

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- 記録 備考
1 1   119

 6.28  6.32  6.47   6.47 



決勝 6月12日 11:30

県小学新(SR)        53.27
大会新(GR)        1,02.13

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 東春近小   314 唐澤 陽菜(4)   1,05.09 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳ ｶﾗｻﾜ ﾋﾅ
  335 山﨑 愛菜(4)

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ
  340 浦野 菜々(4)

ｳﾗﾉ ﾅﾅ
  312 畠山 あゆみ(4)

ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ
 2   4 伊那東小    65 城村 きらり(4)   1,08.12 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ｼﾛﾑﾗ ｷﾗﾘ
   73 三浦 碧花(4)

ﾐｳﾗ ｱｵｲ
   81 伊東 奈央(4)

ｲﾄｳ ﾅｵ
   76 熊谷 清香(4)

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾔｶ
 3   3 高遠小   193 伊藤 瑠璃(4)   1,08.71 

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ｲﾄｳ ﾙﾘ
  190 丸山 あずさ(4)

ﾏﾙﾔﾏ ｱｽﾞｻ
  179 小松 天花(4)

ｺﾏﾂ ﾃﾝｶ
  171 西村 陽菜(4)

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ

小学４年女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月12日 11:50

県小学新(SR)        53.27
大会新(GR)        1,00.00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 伊那小    14 西本 理乃(5)   1,04.51 

ｲﾅｼｮｳ ﾆｼﾓﾄ ﾘﾉ
   32 逸見 加奈子(5)

ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ
   27 宮脇 依茉(5)

ﾐﾔﾜｷ ｴﾏ
   17 森本 なぎさ(5)

ﾓﾘﾓﾄ ﾅｷﾞｻ
 2   6 東春近小   323 松澤 美玖(5)   1,04.71 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｸ
  325 小林 明優(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕ
  341 伊藤 涼音(5)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
  307 片桐 愛香(5)

ｶﾀｷﾞﾘ ｱｲｶ
 3   3 西春近北小   285 宮下 はづみ(5)   1,04.86 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾊﾂﾞﾐ
  280 戸田 美優(5)

ﾄﾀﾞ ﾐﾕ
  284 宮澤 莉菜(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ
  281 橋爪 里奈(5)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘﾅ
 4   8 美篶小   356 春日 優梨菜(5)   1,05.74 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ｶｽｶﾞ ﾕﾘﾅ
  353 赤羽 結愛(5)

ｱｶﾊﾈ ﾕｱ
  358 橋爪 万智(5)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ
  361 宮下 楓(5)

ﾐﾔｼﾀ ｶｴﾃﾞ
 5   7 高遠小   186 守屋 玲奈(5)   1,07.38 

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ﾓﾘﾔ ﾚﾅ
  154 藪 笑寧(5)

ﾔﾌﾞ ｴﾐﾈ
  161 野澤 菜々香(5)

ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅｶ
  188 牛山 沙也(5)

ｳｼﾔﾏ ｻﾔ
 6   5 伊那東小    56 北原 こころ(5)   1,07.53 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ ｺｺﾛ
   67 城倉 風花(5)

ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ
   70 小島 桜(5)

ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ
   57 南部  歩(5)

ﾅﾝﾌﾞ ｱﾕﾐ
 7   2 高遠北小   209 秋山 侑生(5)   1,11.70 

ﾀｶﾄｵｷﾀｼｮｳ ｱｷﾔﾏ ﾕｲ
  199 林 真奈美(5)

ﾊﾔｼ ﾏﾅﾐ
  198 林 穂奈美(5)

ﾊﾔｼ ﾎﾅﾐ
  208 吹越 晴(5)

ﾌｯｺｼ ﾊﾙ

小学５年女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月12日 12:10

県小学新(SR)        53.27
大会新(GR)          57.54

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 西春近北小   278 西澤 咲恵(6)   1,00.47 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ﾆｼｻﾞﾜ ｻｴ
  275 有馬 花恋(6)

ｱﾘﾏ ｶﾚﾝ
  279 守屋 奈津(6)

ﾓﾘﾔ ﾅﾂ
  274 濵田 みなと(6)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
 2   3 伊那北小   141 赤羽 莉愛(6)   1,00.91 

ｲﾅｷﾀｼｮｳ ｱｶﾊﾈ ﾘﾏ
  152 下平 さら紗(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｻﾗｻ
  149 宮下 奈津実(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ
  138 田中 あゆみ(6)

ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ
 3   7 美篶小   351 村田 愛梨(6)   1,01.50 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾑﾗﾀ ｱｲﾘ
  347 北原 優美(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾐ
  350 竹内 あかり(6)

ﾀｹｳﾁ ｱｶﾘ
  346 北原 栞(6)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
 4   2 伊那東小    77 近藤 みく(6)   1,02.37 

ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｸ
   71 酒井 菜乃芭(6)

ｻｶｲ ﾅﾉﾊ
   80 海老沢 珠利(6)

ｴﾋﾞｻﾜ ｼﾞｭﾘ
   82 ﾑﾝﾄﾞ ﾐﾁｴ ﾊﾅ(6)

ﾑﾝﾄﾞ ﾐﾁｴ ﾊﾅ
 5   8 東春近小   324 松澤 奈央(6)   1,02.42 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵ
  333 守屋 有彩(6)

ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ
  337 宮林 和花(6)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾜｶ
  317 田中 海羽(6)

ﾀﾅｶ ﾐｳ
 6   5 高遠小   156 廣田 愛乃(6)   1,03.35 

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ﾋﾛﾀ ﾋﾒﾉ
  176 小泉 愛音(6)

ｺｲｽﾞﾐ ｱｲﾈ
  194 伊藤 瑠南(6)

ｲﾄｳ  ﾙﾅ
  163 北原 明季(6)

ｷﾀﾊﾗ ｱｷ
 7   6 伊那小    29 加藤 ゆい(6)   1,03.77 

ｲﾅｼｮｳ ｶﾄｳ ﾕｲ
   15 西村 朱里(6)

ﾆｼﾑﾗ ｱｶﾘ
   19 小澤 萌乃(6)

ｵｻﾞﾜ ﾓｴﾉ
   20 小阪 咲月(6)

ｺｻｶ ｻﾂｷ

小学６年女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 6月12日 12:30

県中学新(SR )       48.17
大会新  (GR )       53.21

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 伊那東部中(B)   121 三澤 菜々美(1)     51.33 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 大会新
   86 友田 有紀(3)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
   83 澁谷 果歩(3)

ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ
   93 北岡 依生希(2)

ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ
 2   5 春富中   227 埋橋 優菜(2)     58.69 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｳｽﾞﾊｼ ﾕｳﾅ
  232 竹松 美南(2)

ﾀｹﾏﾂ ﾐﾅﾐ
  233 森 ほのか(1)

ﾓﾘ ﾎﾉｶ
  230 中原 彩絵(2)

ﾅｶﾊﾗ ｻｴ
 3   2 伊那東部中(A)    87 矢野 華奈(1)   1,00.19 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾔﾉ ｶﾅ
  105 中山 優莉亜(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘｱ
  129 岡田 優奈(1)

ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾅ
   95 富山 奈央(1)

ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵ
 4   3 伊那中    38 本田 尚子(1)   1,00.95 

ｲﾅﾁｭｳ ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ
   50 関崎 茉莉(1)

ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ
   37 野崎 葵(1)

ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ
   48 高見澤 美香(2)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾐｶ

中学女子

４×１００ｍＲ      

決勝
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