
 

第 51 回上伊那陸上競技記録会（秋季） 

第 21 回上伊那スポーツフェスティバル‘16 

（大会コード：15200525） 

記 録 集 
 

主 催  上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部・上伊那スポーツ振興協議会 
後 援  南信教育事務所・上伊那市町村教育委員会連絡協議会 

      上伊那地区社会教育委員会連絡協議会・上伊那教育会 

      上伊那公民館連絡協議会・上伊那校長会 

      上伊那体育指導委員連絡協議会・上伊那 PTA 連合会 
 

期 日 ： 平成 28 年 9 月 3 日（土） 

会 場 ： 伊那市陸上競技場（競技場コード 202030） 

 

■この大会で樹立した記録 

 

種  目 予・決 男女 氏 名 所 属 記 録 従来の記録 備考 

        

 

 

■ グラウンドコンディション 

 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(m/ｓ) 

9：00 晴れ 30.0 48 北北東 2.8 

10：00 〃 33.0 50 西北西 2.7 

11：00 〃 33.5 50 東北東 2.0 

12：00 〃 33.0 50 北西 1.7 

13：00 〃 34.0 51 北 0.1 

14：00 〃 34.0 51 北 1.1 

    



第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ                           
　　主催：上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部                              
　　　　　・上伊那ｽﾎﾟｰﾂ振興協議会                                               

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

09/03 女子 德武 瑠夏(3) 13.03 北原 寧々(2) 13.38 吉田 みさき(2) 13.82 金子 結香(2) 14.07 髙橋 光(2) 14.10 小林 紗耶加(1) 14.25 福田 莉子(2) 14.38 佐野 紗葵(1) 14.53
１００ｍ 中学･堀金中 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･伊那中 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高 中学･堀金中 中学･堀金中

09/03 德武 瑠夏(3) 1,02.47 柏原 千夏(3) 1,05.58 両角 あずさ(2) 1,09.42 丸山 結愛(1) 1,17.52
４００ｍ 中学･堀金中 高校･上伊那農高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･堀金中

09/03 中林 樹里(1) 2,37.25 中村 柚音(1) 2,37.68 岡 瑞希(1) 2,41.67 黒田 琴音(2) 2,42.65 飯森 瑠花(2) 2,42.98 中村 ななみ(2) 2,49.72 柘植 菜々子(1) 3,01.32
８００ｍ 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 高校･伊那西高 中学･堀金中 高校･伊那西高 高校･伊那西高

09/03 飯森 瑠花(2) 11,29.64 平松 愛純(1) 11,47.74 畑野 実優(3) 12,27.19 佐藤 京都(2) 13,23.51 杉本 梨緒(2) 13,56.82
３０００ｍ 中学･堀金中 中学･箕輪中 中学･女鳥羽中 中学･箕輪中 中学･箕輪中

09/03 青柳 真里奈(2) 1.45 佐野 紗葵(1) 1.20
走高跳 中学･堀金中 中学･堀金中

09/03 林 思来(1) 4.03(-1.9) 本田 尚子(1) 4.00(-3.1)
走幅跳 中学･王滝中 中学･伊那中

09/03 溝口 佳歩(3) 9.06
砲丸投(4.000kg) 中学･王滝中

09/03 溝口 佳歩(3) 28.52 宮澤 あかね(2) 23.54 清水 詩乃(2) 22.74 田近 嵯季(2) 22.33
円盤投(1.000kg) 中学･王滝中 高校･伊那西高 高校･伊那西高 中学･王滝中

09/03 北原 遥香(3) 37.51
ﾊﾝﾏｰ投(4.000㎏) 高校･上伊那農高

09/03 伊那弥生ヶ丘      53.51 堀金中       57.17
４×１００ｍＲ 吉田 みさき(2) 福田 莉子(2)

北原 寧々(2) 佐野 紗葵(1)
髙橋 光(2) 丸山 結愛(1)
両角 あずさ(2) 青柳 真里奈(2)

09/03 中学女子 田近 嵯季(2) 10.51 林 思来(1) 7.63 野崎 葵(1) 6.76
砲丸投(2.721kg) 中学･王滝中 中学･王滝中 中学･伊那中

09/03 青柳 真里奈(2) 35.78
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･堀金中

09/03 小学4年女子  -1.4 西村 陽菜(4) 15.98 今井 遥香(4) 16.17 井原 由奈(4) 16.23 池田 りん(4) 16.31 渕井 胡杜(4) 16.31 武村 美尋(4) 16.88 大和田 明日風(4 17.01 北原 瑠菜(4) 17.09
１００ｍ 小学･高遠小 小学･箕輪中部小 小学･南箕輪小 小学･伊那AC 小学･箕輪東小 小学･箕輪東小 小学･伊那AC 小学･飯島小

09/03 小学5年女子   0.0 髙橋 つきみ(5) 15.06 佐野 涼楓(5) 15.17 海沼 結(5) 15.47 山﨑 彩矢(5) 15.93 伊藤 朱里(5) 16.10 小松 ちひろ(5) 16.46 瀬戸 由來(5) 17.22 青木 日和(5) 17.32
１００ｍ 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･南箕輪小 小学･伊那AC 小学･箕輪中部小 小学･飯島小 小学･南箕輪小 小学･箕輪中部小

09/03 小学6年女子  +2.7 中村 映夢(6) 14.23 野村 優香(6) 14.27 青沼 のどか(6) 14.28 神山 佳凜(6) 14.77 川井田 望(6) 15.01 山田 優芽(6) 15.10 鎮西 花(6) 15.10 廣田 愛乃(6) 15.39
１００ｍ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･飯島小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･高遠小

09/03 小学共通女子 前野 遥(6) 3,25.29 坂元 夏希(6) 3,28.05 坂本 なお(6) 3,28.50 坂元 唯花(3) 3,43.55 北原 明季(6) 3,46.47 伊藤 千紘(5) 3,48.69 逢坂 百花(4) 3,51.75 桃澤 まなか(5) 3,54.42
１０００ｍ 小学･南箕輪小 小学･辰野南小 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･辰野南小 小学･高遠小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･飯島小

09/03  +2.0 池上 舞花(6) 15.08 中村 早希(6) 17.32 唐澤 杏奈(6) 18.08 工藤 ひなた(4) 22.47
80mH(0.700m) 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･飯島小 小学･飯島小 小学･飯島小

09/03 小日向 慧(5) 3.40(-1.4) 田口 蒼波(4) 3.05(-3.2) 平澤 春香(6) 2.98(-1.9) 野原 花楓(6) 2.88(-1.6)
走幅跳 小学･箕輪中部小 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･飯島小

09/03 倉田 紗優加(6) 52.71 下島 琉那(6) 32.41 伊藤 るな(6) 29.87 唐澤 すみれ(5) 29.08 横山 あむ(5) 26.96 武井 みずき(4) 23.62 馬塲 美遥(4) 15.52 遠藤 奏心(5) 14.53
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･南箕輪小 小学･飯島小 小学･飯島小 小学･飯島小 小学･飯島小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･飯島小

09/03       57.74 南箕輪小(A)       58.11     1,01.86 南箕輪小(B)     1,03.87 飯島小(B)     1,03.94 高遠小     1,04.36 飯島小(A)     1,04.91 飯島小(C)     1,06.99
４×１００ｍＲ 山田 優芽(6) 青沼 のどか(6) 平澤 春香(6) 海沼 結(5) 竹俣 歩(6) 廣田 愛乃(6) 下島 琉那(6) 後藤 彩寿(5)

鎮西 花(6) 芦田 凜々子(6) 森脇 光砂(6) 小田桐 真央(5) 唐澤 杏奈(6) 小泉 愛音(6) 野原 花楓(6) 小松 ちひろ(5)
川井田 望(6) 髙木 萌子(6) 中嶋 由希(6) 小澤 優寿香(5) 中村 早希(6) 伊藤 瑠南(6) ラファランアウェナ心 横山 あむ(5)
中村 映夢(6) 野村 優香(6) 佐野 涼楓(5) 瀬戸 由來(5) 伊藤 るな(6) 北原 明季(6) 神山 佳凜(6) 唐澤 すみれ(5)

09/03 オープン小学 中山 結(6) 3,43.11 小山 夏葵(6) 3,46.54 御子柴 清美(3) 3,50.23
１０００ｍ 小学･諏訪FA 小学･王滝小 小学･諏訪FA

09/03  +2.0 藤森 七海(6) 14.60 濱 弥月(6) 15.70 安田 莉穂(6) 17.22
80mH(0.700m) 小学･諏訪FA 小学･諏訪FA 小学･諏訪FA

09/03 小山紗於里(4)3.38(-0.7) 河口 桜奈(6) 3.28(-0.9)
走幅跳 小学･王滝小 小学･王滝小

09/03 オープン小４  +1.7 石平 愛菜(4) 15.51 小山 紗於里(4) 16.18
１００ｍ 小学･諏訪FA 小学･王滝小

09/03 オープン小６  +2.3 小山 夏葵(6) 16.77
１００ｍ 小学･王滝小

駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A) 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B)



決勝 9月3日 11:20

県新(NR)            11.56
県高校新(HR)        12.09
県中学新(JR)        12.05

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +1.5

 1 福田 莉子(2) 中学     14.38  1 德武 瑠夏(3) 中学     13.03 
ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ 堀金中 ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ 堀金中

 2 佐野 紗葵(1) 中学     14.53  2 北原 寧々(2) 高校     13.38 
ｻﾉ ｻｷ 堀金中 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高

 3 関崎 茉莉(1) 中学     14.58  3 吉田 みさき(2) 高校     13.82 
ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ 伊那中 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高

 4 本田 尚子(1) 中学     14.65  4 金子 結香(2) 中学     14.07 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 伊那中 ｶﾈｺ ﾕｳｶ 伊那中

 5 丸山 結愛(1) 中学     14.93  5 髙橋 光(2) 高校     14.10 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 堀金中 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那弥生ヶ丘高

 6 北原 菜瑞奈(1) 中学     15.41  6 小林 紗耶加(1) 高校     14.25 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｽﾞﾅ 伊那中 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上伊那農高

 7 中曽根 叶(1) 中学     15.48  7 小池 冴羽乃 一般     14.80 
ﾅｶｿﾈ ｶﾅ 伊那中 ｺｲｹ ｻﾜﾉ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
鎌倉 夏美(1) 高校
ｶﾏｸﾗ ﾅﾂﾐ 伊那西高

   1 德武 瑠夏(3) 中学 堀金中     13.03 (+1.5)   2   1
   2 北原 寧々(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     13.38 (+1.5)   2   2
   3 吉田 みさき(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     13.82 (+1.5)   2   3
   4 金子 結香(2) 中学 伊那中     14.07 (+1.5)   2   4
   5 髙橋 光(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     14.10 (+1.5)   2   5
   6 小林 紗耶加(1) 高校 上伊那農高     14.25 (+1.5)   2   6
   7 福田 莉子(2) 中学 堀金中     14.38 (+1.0)   1   1
   8 佐野 紗葵(1) 中学 堀金中     14.53 (+1.0)   1   2
   9 関崎 茉莉(1) 中学 伊那中     14.58 (+1.0)   1   3
  10 本田 尚子(1) 中学 伊那中     14.65 (+1.0)   1   4
  11 小池 冴羽乃 一般 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     14.80 (+1.5)   2   7
  12 丸山 結愛(1) 中学 堀金中     14.93 (+1.0)   1   5
  13 北原 菜瑞奈(1) 中学 伊那中     15.41 (+1.0)   1   6
  14 中曽根 叶(1) 中学 伊那中     15.48 (+1.0)   1   7

 8088
 8086

 8087
   14
 6691

 8083
  297
  243
 6688
 6690
 8085

備考 組 順位
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タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

7   243

6    14

4  8083

1   297

5   298

3   300

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  6681

5  8086

4   331
欠場

2  6691

1  8088

3  8085

7  8087

8  6688

6  6690

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 9月3日 11:45

県新(NR)            54.56
県高校新(HR)        55.42
県中学新(JR)        58.70

 1 德武 瑠夏(3) 中学   1,02.47 
ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ 堀金中

 2 柏原 千夏(3) 高校   1,05.58 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 上伊那農高

 3 両角 あずさ(2) 高校   1,09.42 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘高

 4 丸山 結愛(1) 中学   1,17.52 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 堀金中

4   299

3  6691

5  6681

2   242

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 10:00

県新(NR)          2,05.78
県高校新(HR)      2,05.78
県中学新(JR)      2,14.96

 1 中林 樹里(1) 中学   2,37.25 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 箕輪中

 2 中村 柚音(1) 中学   2,37.68 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 箕輪中

 3 岡 瑞希(1) 中学   2,41.67 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 箕輪中

 4 黒田 琴音(2) 高校   2,42.65 
ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 伊那西高

 5 飯森 瑠花(2) 中学   2,42.98 
ｲｲﾓﾘ ﾙｶ 堀金中

 6 中村 ななみ(2) 高校   2,49.72 
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾐ 伊那西高

 7 柘植 菜々子(1) 高校   3,01.32 
ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ 伊那西高
市川 優佳(1) 高校
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｶ 伊那西高

2   333

4   330
欠場

1  6687

6   327

3  8001

8   325

7  8003

5  8000
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８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 13:25

県新(NR)          9,11.58
県高校新(HR)      9,11.58
県中学新(JR)      9,25.24

 1 飯森 瑠花(2) 中学  11,29.64 
ｲｲﾓﾘ ﾙｶ 堀金中

 2 平松 愛純(1) 中学  11,47.74 
ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 箕輪中

 3 畑野 実優(3) 中学  12,27.19 
ﾊﾀﾉ ﾐｳ 女鳥羽中

 4 佐藤 京都(2) 中学  13,23.51 
ｻﾄｳ ｹｲﾄ 箕輪中

 5 杉本 梨緒(2) 中学  13,56.82 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｵ 箕輪中
久保田 絢乃(3) 中学
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 丸子北中

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  6687

1  8005

2  7286

5  7993

3  7995

4  4496
欠場



決勝 9月3日 14:15

県新(NR)            47.82
県高校新(HR)        47.82
県中学新(JR)        48.17

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 伊那弥生ヶ丘   300 吉田 みさき(2)     53.51 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ
  298 北原 寧々(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
  297 髙橋 光(2)

ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
  299 両角 あずさ(2)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ
 2   4 堀金中  6688 福田 莉子(2)     57.17 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ
 6690 佐野 紗葵(1)

ｻﾉ ｻｷ
 6691 丸山 結愛(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ
 6686 青柳 真里奈(2)

ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ
  3 伊那中(A)  8087 本田 尚子(1)

ｲﾅﾁｭｳA ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 失格
 8083 金子 結香(2)

ｶﾈｺ ﾕｳｶ (R1 2-3)
 8089 野崎 葵(1)

ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ
 8085 関崎 茉莉(1)

ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 9月3日 10:00

県新(NR)             1.81
県高校新(HR)         1.77
県中学新(JR)         1.75

青柳 真里奈(2) 中学
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ 堀金中
佐野 紗葵(1) 中学
ｻﾉ ｻｷ 堀金中

 1.20
2 1  6690

O O XXX

O O XXX  1.45
1 2  6686

- - O XO O

記録1m25 1m30 備考1m15 1m20 1m35 1m40 1m45 1m48

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月3日 10:30

県新(NR)             6.41
県高校新(HR)         6.06
県中学新(JR)         5.74

林 思来(1) 中学   3.98   4.00   4.03    4.03 
ﾊﾔｼ ｺﾄﾅ 王滝中   -2.3   -2.9   -1.9    -1.9
本田 尚子(1) 中学    X   4.00   3.82    4.00 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 伊那中   -3.1   -2.9    -3.1
守屋 泉里(1) 高校 欠場
ﾓﾘﾔ ｾﾝﾘ 伊那西高
小田切 美咲(1) 高校 欠場
ｺﾀｷﾞﾘ ﾐｻｷ 伊那西高

1   339

2   332

1 4  6330
-5-

2 3  8087

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月3日  9:00

県新(NR)            13.70
県高校新(HR)        13.65

溝口 佳歩(3) 中学
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 王滝中

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

砲丸投(4.000kg)

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 1  6335

 8.64

-5- -6- 記録-2- -3-

  9.06  8.35  9.06



決勝 9月3日  9:00

県中学新(JR)        13.55

田近 嵯季(2) 中学
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 王滝中
林 思来(1) 中学
ﾊﾔｼ ｺﾄﾅ 王滝中
野崎 葵(1) 中学
ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ 伊那中

  6.76 

  7.63 

3 1  8089
 5.74  6.47  6.76

 10.51 

2 2  6330
 7.43  7.59  7.63

1 3  6336
10.51   X 10.35

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月3日 12:30

県新(NR)            45.73
県高校新(HR)        44.69

溝口 佳歩(3) 中学
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 王滝中
宮澤 あかね(2) 高校
ﾐﾔｻﾞ ﾜｱｶﾈ 伊那西高
清水 詩乃(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｼﾉ 伊那西高
田近 嵯季(2) 中学
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 王滝中

 22.33 

 22.74 

4 3  6336
  X   O 22.33

 23.54 

3 1   328
22.74   X   X

 28.52 

2 2   329
  X 23.54   O

1 4  6335
  O 28.52   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月3日 13:30

県新    (NR )       60.40
県高校新(HR )       44.45

北原 遥香(3) 高校
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農高

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

ハンマー投(4.000㎏) 

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

 37.51 
1 1   240

  O   O 37.51



決勝 9月3日 11:30

県中学新(JR)        45.45

青柳 真里奈(2) 中学
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ 堀金中

第51回上伊那秋季記録会　兼　第21回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨ                            

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

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

 35.78 
1 1  6686

  O   O 35.78



予選 9月3日 10:20
決勝 9月3日 12:30

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 +3.4 [ 2組] 風速 +2.4

 1 武村 美尋(4) 小学     16.10 q  1 池田 りん(4) 小学     15.77 q
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪東小 ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ 伊那AC

 2 大和田 明日風(4)小学     16.27 q  2 渕井 胡杜(4) 小学     15.79 q
ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那AC ﾌﾁｲ ｺﾄ 箕輪東小

 3 北原 瑠菜(4) 小学     16.39 q  3 伊野 日菜子(4) 小学     17.03 
ｷﾀﾊﾗ ﾙﾅ 飯島小 ｲﾉ ﾋﾅｺ 南箕輪小

 4 原 鈴花(4) 小学     16.66  4 白鳥 百夏(4) 小学     17.04 
ﾊﾗ ｽｽﾞｶ 南箕輪小 ｼﾛﾄﾘ ﾓﾓｶ 南箕輪小

 5 森本 真衣(4) 小学     16.96  5 神田 珠里(4) 小学     17.08 
ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ 箕輪中部小 ｶﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 箕輪中部小

 6 小口 怜音(4) 小学     18.61  6 小林 繭里(4) 小学     17.30 
ｵｸﾞﾁ ﾚﾈ 南箕輪小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾘ 飯島小

 7 林 愛実(4) 小学     19.51  7 唐澤 咲楽(4) 小学     17.45 
ﾊﾔｼ ｱｲﾐ 箕輪中部小 ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 飯島小

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +1.6

 1 畠山 あゆみ(4) 小学     16.56  1 今井 遥香(4) 小学     16.07 q
ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 伊那AC ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪中部小

 2 加藤 美奈(4) 小学     17.36  2 伊藤 璃璃(4) 小学     16.74 
ｶﾄｳ ﾐﾅ 南箕輪小 ｲﾄｳ ﾙﾘ 高遠小

 3 桑山 美貴(4) 小学     17.71  3 松川 加歩(4) 小学     17.49 
ｸﾜﾔﾏ ﾐｷ 箕輪中部小 ﾏﾂｶﾜ ｶﾎ 南箕輪小

 4 髙木 杏(4) 小学     19.86  4 有賀 日向子(4) 小学     17.60 
ﾀｶｷﾞ ｱﾝ 南箕輪小 ｱﾙｶﾞ ﾋﾅｺ 南箕輪小
織田大原 あすか(小学  5 原 亜希(4) 小学     18.08 
ｵﾀﾞｵｵﾊﾗ ｱｽｶ 飯島小 ﾊﾗ ｱｷ 飯島小
伊藤 暖乃(4) 小学  6 北原 果弥(4) 小学     19.00 
ｲﾄｳ ﾉﾉ 飯島小 ｷﾀﾊﾗ ｶﾔ 伊那AC

 7 堀 七瑛(4) 小学     19.03 
ﾎﾘ ﾅﾅｴ 南箕輪小

[ 5組] 風速 +2.6 [ 6組] 風速 +1.7

 1 井原 由奈(4) 小学     15.70 q  1 西村 陽菜(4) 小学     15.48 q
ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪小 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 高遠小

 2 村澤 彩優(4) 小学     17.27  2 丸山 杏珠(4) 小学     16.78 
ﾑﾗｻﾜ ｱﾕ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾏﾙﾔﾏ ｱﾝｼﾞｭ 南箕輪小

 3 登内 空未(4) 小学     17.63  3 小林 芽生(4) 小学     18.14 
ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ 箕輪中部小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 南箕輪小

 4 下村 美優(4) 小学     18.52  4 原 あおば(4) 小学     18.32 
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 南箕輪小 ﾊﾗ ｱｵﾊﾞ 南箕輪小

 5 田中 晴(4) 小学     19.07  5 田中 琉奈(4) 小学     18.43 
ﾀﾅｶ ﾊﾙ 南箕輪小 ﾀﾅｶ ﾙﾅ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ
牛越 あい(4) 小学
ｳｼｺｼ ｱｲ 飯島小

風速 -1.4

 1 西村 陽菜(4) 小学     15.98 
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 高遠小

 2 今井 遥香(4) 小学     16.17 
ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪中部小

 3 井原 由奈(4) 小学     16.23 
ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪小

 4 池田 りん(4) 小学     16.31 
ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ 伊那AC

 5 渕井 胡杜(4) 小学     16.31 
ﾌﾁｲ ｺﾄ 箕輪東小

 6 武村 美尋(4) 小学     16.88 
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪東小

 7 大和田 明日風(4)小学     17.01 
ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那AC

 8 北原 瑠菜(4) 小学     17.09 
ｷﾀﾊﾗ ﾙﾅ 飯島小

決勝 9月3日 10:20オープン小学4年女子

１００ｍ            

1     3

2   103

6   115

7   114

3    49

5     4

4    29

8   107

3    43

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    60

6    54

4    29

2    53

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    71

5    88
欠場

7   112

2    50

4    49

3    40

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5     8

2    75

8    77

3    89

6    25

4    62

氏  名 所属名 記録／備考
7   107

4    94
欠場

6    84
欠場

2   106

3    80

7     6

5    51

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

6    93

8   101

7    73

4   110

2   115

5    48

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3     4

2   113

順 ﾚｰﾝ

8   109

5    58

3   103

7    57

記録／備考
6   114

4     3

小学4年女子

１００ｍ

予選 通過基準  6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



県小学新(ER)       13.06

風速 +1.7

 1 石平 愛菜(4) 小学     15.51 
ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ 諏訪FA

 2 小山 紗於里(4) 小学     16.18 
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 王滝小

8    34

7    11

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月3日 10:50
決勝 9月3日 12:40

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 +2.5 [ 2組] 風速 +2.7

 1 髙橋 つきみ(5) 小学     14.87 q  1 佐野 涼楓(5) 小学     14.86 q
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 南箕輪小 ｻﾉ ｽｽﾞｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 伊藤 朱里(5) 小学     15.73 q  2 海沼 結(5) 小学     15.33 q
ｲﾄｳ ｱｶﾘ 箕輪中部小 ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪小

 3 小松 ちひろ(5) 小学     16.20 q  3 山﨑 彩矢(5) 小学     15.51 q
ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ 飯島小 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 伊那AC

 4 瀬戸 由來(5) 小学     17.17 q  4 青木 日和(5) 小学     16.91 q
ｾﾄ ﾕｲｷ 南箕輪小 ｱｵｷ  ﾋﾖﾘ 箕輪中部小

 5 後藤 彩寿(5) 小学     17.74  5 髙橋 涼(5) 小学     17.56 
ｺﾞﾄｳ ｻﾄ 飯島小 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 南箕輪小

 6 大谷 乃愛(5) 小学     18.73  6 中原 小葉(5) 小学     18.08 
ｵｵﾀﾆ ﾉｱ 南箕輪小 ﾅｶﾊﾗ ｺﾉﾊ 飯島小

風速  0.0

 1 髙橋 つきみ(5) 小学     15.06 
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 南箕輪小

 2 佐野 涼楓(5) 小学     15.17 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 海沼 結(5) 小学     15.47 
ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪小

 4 山﨑 彩矢(5) 小学     15.93 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 伊那AC

 5 伊藤 朱里(5) 小学     16.10 
ｲﾄｳ ｱｶﾘ 箕輪中部小

 6 小松 ちひろ(5) 小学     16.46 
ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ 飯島小

 7 瀬戸 由來(5) 小学     17.22 
ｾﾄ ﾕｲｷ 南箕輪小

 8 青木 日和(5) 小学     17.32 
ｱｵｷ  ﾋﾖﾘ 箕輪中部小

2    63

1   111

8   105

7    92

6    52

4     2

5    78

3    12

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    79

6    97

2     2

7   111

記録／備考
4    12

3    52

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6    90

3    68

2    92

7    63

記録／備考
5    78

4   105

小学5年女子

１００ｍ

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



予選 9月3日 11:00
決勝 9月3日 12:50

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 +3.6 [ 2組] 風速 +2.1

 1 青沼 のどか(6) 小学     14.42 q  1 山田 優芽(6) 小学     15.11 q
ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ 南箕輪小 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 神山 佳凜(6) 小学     14.59 q  2 廣田 愛乃(6) 小学     15.38 q
ｶﾐﾔﾏ ｶﾘﾝ 飯島小 ﾋﾛﾀ ﾋﾒﾉ 高遠小

 3 川井田 望(6) 小学     14.70 q  3 森脇 光砂(6) 小学     15.96 
ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 丸山 千尋(6) 小学     15.55  4 竹俣 歩(6) 小学     16.74 
ﾏﾙﾔﾏ ﾁﾋﾛ 伊那AC ﾀｹﾏﾀ ｱﾕﾐ 飯島小

 5 中嶋 由希(6) 小学     16.04  5 藤原 佑奈(6) 小学     17.11 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ 伊那AC

 6 田中 沙奈(6) 小学     16.36 芦田 凜々子(6) 小学
ﾀﾅｶ ｻﾅ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ 南箕輪小

[ 3組] 風速 +2.3

 1 中村 映夢(6) 小学     14.21 q
ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 野村 優香(6) 小学     14.29 q
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪小

 3 鎮西 花(6) 小学     15.09 q
ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 ﾗﾌｧﾗﾝｱｳｪﾅ 心美 小学     17.58 
ﾗﾌｧﾗﾝｱｳｪﾅ ｺｺﾐ 飯島小

風速 +2.7

 1 中村 映夢(6) 小学     14.23 
ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 野村 優香(6) 小学     14.27 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪小

 3 青沼 のどか(6) 小学     14.28 
ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ 南箕輪小

 4 神山 佳凜(6) 小学     14.77 
ｶﾐﾔﾏ ｶﾘﾝ 飯島小

 5 川井田 望(6) 小学     15.01 
ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 山田 優芽(6) 小学     15.10 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 7 鎮西 花(6) 小学     15.10 
ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 8 廣田 愛乃(6) 小学     15.39 
ﾋﾛﾀ ﾋﾒﾉ 高遠小

決勝 9月3日 11:00

県小学新(ER)       13.06

風速 +2.3

 1 小山 夏葵(6) 小学     16.77 
ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ 王滝小

6    10

オープン小学6年女子
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 9月3日 13:10

県小学新(ER)      3,03.46

 1 前野 遥(6) 小学   3,25.29 
ﾏｴﾉ ﾊﾙｶ 南箕輪小

 2 坂元 夏希(6) 小学   3,28.05 
ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 辰野南小

 3 坂本 なお(6) 小学   3,28.50 
ｻｶﾓﾄ ﾅｵ 駒ヶ根中沢RC

 4 坂元 唯花(3) 小学   3,43.55 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野南小

 5 北原 明季(6) 小学   3,46.47 
ｷﾀﾊﾗ  ｱｷ 高遠小

 6 伊藤 千紘(5) 小学   3,48.69 
ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 南箕輪小

 7 逢坂 百花(4) 小学   3,51.75 
ｵｵｻｶ ﾓﾓｶ 南箕輪小

 8 桃澤 まなか(5) 小学   3,54.42 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 飯島小

 9 中本 瑠花(6) 小学   3,55.66 
ﾅｶﾓﾄ ﾙｶ 南箕輪小

10 小田桐 真央(5) 小学   4,02.27 
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｵ 南箕輪小

11 小澤 優寿香(5) 小学   4,08.43 
ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ 南箕輪小

12 原田 妃菜(5) 小学   4,16.13 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 南箕輪小

13 清水 芹蓮(5) 小学   4,19.44 
ｼﾐｽﾞ ｾﾚﾝ 南箕輪小

14 川上 智奈(4) 小学   4,27.42 
ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾅ 駒ヶ根中沢RC

15 原 久瑠未(5) 小学   4,29.09 
ﾊﾗ ｸﾙﾐ 南箕輪小

16 伊東 花恋(4) 小学   4,40.19 
ｲﾄｳ ｶﾚﾝ 南箕輪小
髙木 萌子(6) 小学
ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 南箕輪小
滝沢 初寧(6) 小学
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 駒ヶ根中沢RC
小松 凛(5) 小学
ｺﾏﾂ ﾘﾝ 駒ヶ根中沢RC

決勝 9月3日 13:10

県小学新(ER)      3,03.46

 1 中山 結(6) 小学   3,43.11 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 諏訪FA

 2 小山 夏葵(6) 小学   3,46.54 
ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ 王滝小

 3 御子柴 清美(3) 小学   3,50.23 
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪FA
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決勝 9月3日  9:05

県小学新(ER)        12.70

風速 +2.0

 1 池上 舞花(6) 小学     15.08 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 中村 早希(6) 小学     17.32 
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 飯島小

 3 唐澤 杏奈(6) 小学     18.08 
ｶﾗｻﾜ ｱﾝﾅ 飯島小

 4 工藤 ひなた(4) 小学     22.47 
ｸﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ 飯島小
福澤 さくら(4) 小学
ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那AC

決勝 9月3日  9:05

県小学新(ER)        12.70

風速 +2.0

 1 藤森 七海(6) 小学     14.60 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪FA

 2 濱 弥月(6) 小学     15.70 
ﾊﾏ ﾐﾂﾞｷ 諏訪FA

 3 安田 莉穂(6) 小学     17.22 
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪FA

3     7
失格(T8)
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予選 9月3日  9:45
決勝 9月3日 13:55

県小学新(ER)        53.07

[ 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   3 南箕輪小(A)    65 青沼 のどか(6)     57.98 q  1   1 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A   13 山田 優芽(6)     57.43 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
   45 芦田 凜々子(6)    19 鎮西 花(6)

ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
   81 髙木 萌子(6)    16 川井田 望(6)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ
   76 野村 優香(6)    17 中村 映夢(6)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ
 2   6 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    20 平澤 春香(6)   1,01.78 q  2   5 南箕輪小(B)    52 海沼 結(5)   1,02.89 q

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
   15 森脇 光砂(6)    59 小田桐 真央(5)

ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｵ
   18 中嶋 由希(6)    61 小澤 優寿香(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ
   12 佐野 涼楓(5)    63 瀬戸 由來(5)

ｻﾉ ｽｽﾞｶ ｾﾄ ﾕｲｷ
 3   2 高遠小    31 廣田 愛乃(6)   1,03.43 q  3   6 飯島小(B)    96 竹俣 歩(6)   1,04.16 q

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ﾋﾛﾀ ﾋﾒﾉ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ﾀｹﾏﾀ ｱﾕﾐ
   28 小泉 愛音(6)   100 唐澤 杏奈(6)

ｺｲｽﾞﾐ ｱｲﾈ ｶﾗｻﾜ ｱﾝﾅ
   26 伊藤 瑠南(6)    98 中村 早希(6)

ｲﾄｳ ﾙﾅ ﾅｶﾑﾗ ｻｷ
   30 北原 明季(6)    83 伊藤 るな(6)

ｷﾀﾊﾗ  ｱｷ ｲﾄｳ ﾙﾅ
 4   4 飯島小(A)    87 下島 琉那(6)   1,04.18 q  4   8 飯島小(C)    90 後藤 彩寿(5)   1,05.84 q

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｼﾞﾏｼﾞﾏ ﾙﾅ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳC ｺﾞﾄｳ ｻﾄ
  104 野原 花楓(6)    92 小松 ちひろ(5)

ﾉﾊﾗ ｶｴﾃﾞ ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ
   82 ラファランアウェナ心    86 横山 あむ(5)

ﾗﾌｧﾗﾝｱｳｪﾅ ｺｺﾐ ﾖｺﾔﾏ ｱﾑ
   95 神山 佳凜(6)    99 唐澤 すみれ(5)

ｶﾐﾔﾏ ｶﾘﾝ ｶﾗｻﾜ ｽﾐﾚ
 5   7 伊那AC(B)     2 山﨑 彩矢(5)   1,06.55  5   3 箕輪中部小   112 登内 空未(4)   1,06.83 

ｲﾅｴｰｼｰB ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌｼｮｳ ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ
    1 丸山 千尋(6)   107 今井 遥香(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾁﾋﾛ ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
    5 藤原 佑奈(6)   110 神田 珠里(4)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ ｶﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾘ
    8 北原 果弥(4)   109 森本 真衣(4)

ｷﾀﾊﾗ ｶﾔ ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ
 6   5 南箕輪小(D)    70 田口 蒼波(4)   1,08.30  6   2 飯島小(D)    85 遠藤 奏心(5)   1,09.15 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳD ﾀｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳD ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾐ
   48 伊野 日菜子(4)   103 北原 瑠菜(4)

ｲﾉ ﾋﾅｺ ｷﾀﾊﾗ ﾙﾅ
   57 原 鈴花(4)   102 桃澤 まなか(5)

ﾊﾗ ｽｽﾞｶ ﾓﾓｻﾞﾜ ﾏﾅｶ
   77 有賀 日向子(4)    97 中原 小葉(5)

ｱﾙｶﾞ ﾋﾅｺ ﾅｶﾊﾗ ｺﾉﾊ
 7   8 飯島小(E)    93 小林 繭里(4)   1,09.47  7   7 南箕輪小(C)    55 原 久瑠未(5)   1,09.79 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳE ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾘ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ﾊﾗ ｸﾙﾐ
  101 唐澤 咲楽(4)    73 白鳥 百夏(4)

ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ ｼﾛﾄﾘ ﾓﾓｶ
   89 原 亜希(4)    68 大谷 乃愛(5)

ﾊﾗ ｱｷ ｵｵﾀﾆ ﾉｱ
   91 工藤 ひなた(4)    79 髙橋 涼(5)

ｸﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ
 8   1 南箕輪小(E)    58 小口 怜音(4)   1,11.62   4 伊那AC(A)     6 畠山 あゆみ(4)

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳE ｵｸﾞﾁ ﾚﾈ ｲﾅｴｰｼｰA ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 失格
   51 加藤 美奈(4)     4 池田 りん(4)

ｶﾄｳ ﾐﾅ ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ R1(2-3)
   50 下村 美優(4)     3 大和田 明日風(4)

ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ
   54 原 あおば(4)     7 福澤 さくら(4)

ﾊﾗ ｱｵﾊﾞ ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ

小学共通女子

４×１００ｍＲ

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A   13 山田 優芽(6)     57.74 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
   19 鎮西 花(6)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
   16 川井田 望(6)

ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ
   17 中村 映夢(6)

ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ
 2   6 南箕輪小(A)    65 青沼 のどか(6)     58.11 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ
   45 芦田 凜々子(6)

ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ
   81 髙木 萌子(6)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
   76 野村 優香(6)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 3   3 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    20 平澤 春香(6)   1,01.86 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｶ
   15 森脇 光砂(6)

ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ
   18 中嶋 由希(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ
   12 佐野 涼楓(5)

ｻﾉ ｽｽﾞｶ
 4   4 南箕輪小(B)    52 海沼 結(5)   1,03.87 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
   59 小田桐 真央(5)

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｵ
   61 小澤 優寿香(5)

ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ
   63 瀬戸 由來(5)

ｾﾄ ﾕｲｷ
 5   8 飯島小(B)    96 竹俣 歩(6)   1,03.94 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ﾀｹﾏﾀ ｱﾕﾐ
  100 唐澤 杏奈(6)

ｶﾗｻﾜ ｱﾝﾅ
   98 中村 早希(6)

ﾅｶﾑﾗ ｻｷ
   83 伊藤 るな(6)

ｲﾄｳ ﾙﾅ
 6   7 高遠小    31 廣田 愛乃(6)   1,04.36 

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ﾋﾛﾀ ﾋﾒﾉ
   28 小泉 愛音(6)

ｺｲｽﾞﾐ ｱｲﾈ
   26 伊藤 瑠南(6)

ｲﾄｳ ﾙﾅ
   30 北原 明季(6)

ｷﾀﾊﾗ  ｱｷ
 7   1 飯島小(A)    87 下島 琉那(6)   1,04.91 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｼﾞﾏｼﾞﾏ ﾙﾅ
  104 野原 花楓(6)

ﾉﾊﾗ ｶｴﾃﾞ
   82 ラファランアウェナ心

ﾗﾌｧﾗﾝｱｳｪﾅ ｺｺﾐ
   95 神山 佳凜(6)

ｶﾐﾔﾏ ｶﾘﾝ
 8   2 飯島小(C)    90 後藤 彩寿(5)   1,06.99 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳC ｺﾞﾄｳ ｻﾄ
   92 小松 ちひろ(5)

ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ
   86 横山 あむ(5)

ﾖｺﾔﾏ ｱﾑ
   99 唐澤 すみれ(5)

ｶﾗｻﾜ ｽﾐﾚ

４×１００ｍＲ
決勝

小学共通女子



決勝 9月3日  9:00

県小学新(ER)         4.50

小日向 慧(5) 小学   3.40   2.97   3.36    3.40 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中部小   -1.4   -2.2   -2.4    -1.4
田口 蒼波(4) 小学   2.81   2.93   3.05    3.05 
ﾀｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 南箕輪小   -1.1   -1.0   -3.2    -3.2
平澤 春香(6) 小学   2.94   2.91   2.98    2.98 
ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少   -1.2   -1.5   -1.9    -1.9
野原 花楓(6) 小学   2.88   2.71   2.75    2.88 
ﾉﾊﾗ ｶｴﾃﾞ 飯島小   -1.6   -0.5   -2.0    -1.6

決勝 9月3日  9:00

県小学新(ER)         4.50

小山 紗於里(4) 小学   3.17   3.38   3.15    3.38 
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 王滝小   -2.4   -0.7   -0.5    -0.7
河口 桜奈(6) 小学   3.00   3.28   3.13    3.28 
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ 王滝小   +0.3   -0.9   -2.4    -0.9

1 5    11
-5-

2 6     9

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

オープン小学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

3 1    20

4 4   104

1 3   108
-5-

2 2    70

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学共通女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月3日 10:30

県小学新(ER )       54.86

倉田 紗優加(6) 小学
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪小
下島 琉那(6) 小学
ｼﾞﾏｼﾞﾏ ﾙﾅ 飯島小
伊藤 るな(6) 小学
ｲﾄｳ ﾙﾅ 飯島小
唐澤 すみれ(5) 小学
ｶﾗｻﾜ ｽﾐﾚ 飯島小
横山 あむ(5) 小学
ﾖｺﾔﾏ ｱﾑ 飯島小
武井 みずき(4) 小学
ﾀｹｲ ﾐｽﾞｷ 南箕輪小
馬塲 美遥(4) 小学
ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾊﾙ 南箕輪小
遠藤 奏心(5) 小学
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾐ 飯島小
小松 天花(4) 小学
ｺﾏﾂ ﾃﾝｶ 高遠小
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6 6    74
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1 9    67
  X   X 52.71

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学共通女子

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-
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