
 
第 ３ ３ 回 上 伊 那 小 学 生 陸 上 競 技 大 会 

（大会コード：16200543） 

第 ４ ９ 回 上 伊 那 春 季 陸 上 競 技 記 録 会 
（大会コード：16200507） 

記 録 集 
 

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 
 

期 日 ： 平成２８年５月２１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 

女子 決 女子 伊藤 小雪 西箕輪 AC(6) 44m98 36m69 県小学新 

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投   倉田 紗優加 南箕輪小(6) 44m78  県小学新 

   増澤 美優 両小野小(6) 37m83  県小学新 

5 年女子 100m 決 女子 黒岩 春菜 伊那東小(5) 14.45 14.49 大会新 

 

 

■ 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) 

8：45 晴れ 23.5 21.0 北東 0.3 

9：00 〃 24.0 21.0 東 0.5 

10：00 〃 25.0 20.0 北東 2.7 

11：00 〃 26.0 20.0 北東 2.6 

12：00 〃 27.0 19.0 北 3.7 

13：00 〃 27.0 17.0 北東 2.1 

14：00 〃 27.0 17.0 北東 4.1 

15：00 〃 27.0 19.0 北 1.7 

16：00 〃 26.0 19.0 北 2.4 

 



第33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 【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
05/21 男子 矢澤 蓮太郎(6) 3,15.48 森村 徳一(6) 3,22.80 中山 侑哉(6) 3,24.62 瀬戸 雅史(6) 3,26.28 小林 隼人(6) 3,31.41 長谷部 直大(6) 3,32.27 平澤 玲歩(6) 3,35.57 村上 陸(6) 3,38.40

1000m 小学校･赤穂南小 小学校･赤穂東小 小学校･長谷小 小学校･辰野東小 小学校･箕輪中部小 小学校･赤穂小 小学校･伊那北小 小学校･赤穂小
05/21  +2.7大森 光稀(6) 14.12 三池 鹿友(6) 15.07 林 唯心(6) 15.09 豊田 勇斗(6) 15.38 菅沼 瑛太(6) 15.43 田中 惠介(6) 15.55 小池 天(5) 15.70 森 涼介(5) 16.32

80mH(0.700m) 小学校･伊那北小 小学校･七久保小 小学校･飯島小 小学校･伊那北小 小学校･中沢小 小学校･箕輪南小 小学校･富県小 小学校･東春近小
05/21 工藤 航介(6) 1.25 宇治 凛平(6) 1.20 堀越 隆徳(6) 小学校･飯島小 1.20 鷲見 紘翔(6) 1.20 城取 陸(6) 小学校･西箕輪AC 1.15 千島 卓巳(6) 1.15

走高跳 小学校･伊那北小 小学校･両小野小 小牧 優我(5) 小学校･富県小 小学校･伊那北小 尾崎 裕人(6) 小学校･手良小 小学校･西春近南小
05/21 上島 瑞生(6) 4.30(+2.2) 北澤凛太朗(6)4.28(+2.7) 堀米 岳斗(6) 4.21(+2.1) 桃澤 翼(6) 4.19(+4.9) ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ城(6) 4.12(+3.2) 矢島 拓光(6) 4.04(+2.3) 池田 琢磨(6) 3.96(+0.9) 米山 樹(6) 3.83(+1.9)

走幅跳 小学校･伊那北小 小学校･伊那東小 小学校･伊那小 小学校･中川東小 小学校･飯島小 小学校･箕輪北小 小学校･伊那AC 小学校･伊那北小
05/21 野々田 斗和(5) 42.33 藪 大翔(6) 42.27 北澤 咲人(6) 41.52 長谷部ｴﾌﾗｲﾝﾀｹﾖｼ(6) 40.60 伊藤 航介(5) 40.02 小沢 大吉(6) 39.91 清水 智樹(6) 39.45 松浦 嶺(5) 39.00

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学校･高遠小 小学校･高遠小 小学校･箕輪北小 小学校･伊那北小 小学校･箕輪西小 小学校･箕輪南小 小学校･南箕輪小 小学校･宮田小
05/21 西春近北小       58.01 箕輪中部小       58.29 高遠小       58.40 赤穂小(A)       58.65 宮田小     1,00.06 赤穂南小(A)     1,01.26 美篶小     1,02.38 辰野西小     1,10.36

4×100mR 荻原 諒太(6) 河野 翔平(6) 石川 志音(6) 小倉 心和(6) 北原 陸玖(6) 久保口 優空(6) 伊藤 世成(6) 小澤 翔(6)
橋爪 悠真(6) 山岡 楓生(6) 伊藤 凛翔(6) 田中 諒(6) 丸田 陽貴(6) 白川 要(6) 春日 勇人(6) 大久保 敦貴(6)
久保村 泰尊(6) 唐澤 悠斗(6) 矢嶋 悠也(6) 塩川 大樹(6) 佐々木 陸(6) 上田 達也(5) 高橋 彪河(6) 井出 恭裕(6)
河村 大和(6) 古賀 涼輔(6) 西村 樹(6) 熊谷 知樹(6) 下平 翔也(6) 和田 陸(6) 北原 滉大(6) 赤坂 紳之介(6)

05/21 5年男子  +2.0小澤 侑吾(5) 14.22 加納 彗斗(5) 14.73 松田 夢羽(5) 14.87 白鳥 佳亮(5) 14.88 池田 隆峨(5) 15.06 飯島 颯斗(5) 15.08 小林 海惺(5) 15.18 酒井 瑠偉(5) 15.39
100m 小学校･辰野西小 小学校･西春近南小 小学校･箕輪北小 小学校･箕輪西小 小学校･辰野東小 小学校･赤穂東小 小学校･西箕輪AC 小学校･東春近小

05/21 6年男子  +4.7久保田 凱士(6) 13.07 宮嶋 紅亜(6) 13.53 中村 允信(6) 13.53 林 優真(6) 13.60 山﨑 奏太(6) 13.87 下平 真吾(6) 14.41 小澤 悠希(6) 14.52 田中 想来(6) 14.59
100m 小学校･飯島小 小学校･西箕輪AC 小学校･伊那小 小学校･西箕輪AC 小学校･箕輪北小 小学校･東春近小 小学校･辰野西小 小学校･宮田小



決勝 5月21日 12:10

県小学新          2,49.83
大会新(GR)        3,03.53

[ 1組] [ 2組]

 1 長谷部 直大(6) 小学校   3,32.27  1 矢澤 蓮太郎(6) 小学校   3,15.48 
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 赤穂小 ﾔｻﾞﾜ  ﾚﾝﾀﾛｳ 赤穂南小

 2 村上 陸(6) 小学校   3,38.40  2 森村 徳一(6) 小学校   3,22.80 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｸ 赤穂小 ﾓﾘﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 赤穂東小

 3 大場 崇義(5) 小学校   3,39.23  3 中山 侑哉(6) 小学校   3,24.62 
ｵｵﾊﾞ  ﾀｶﾖｼ 箕輪北小 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾔ 長谷小

 4 小澤 優翔(5) 小学校   3,39.33  4 瀬戸 雅史(6) 小学校   3,26.28 
ｵｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ 辰野東小 ｾﾄ ﾏｻｼ 辰野東小

 5 中野 聡太(5) 小学校   3,41.93  5 小林 隼人(6) 小学校   3,31.41 
ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 赤穂東小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 箕輪中部小

 6 小松 聖也(6) 小学校   3,46.26  6 平澤 玲歩(6) 小学校   3,35.57 
ｺﾏﾂ ｾｲﾔ 両小野小 ﾋﾗｻﾜ ﾚｲ 伊那北小

 7 小木曽 翔太(5) 小学校   3,46.34  7 青木 謙太郎(5) 小学校   3,43.20 
ｵｷﾞｿ ｼｮｳﾀ 東伊那小 ｱｵｷ ｹﾝﾀﾛｳ 高遠北小

 8 清水 力良(5) 小学校   3,50.91  8 北原 碧斗(6) 小学校   3,43.88 
ｼﾐｽﾞ ﾁｶﾗ 伊那東小 ｷﾀﾊﾗ ｱｵﾄ 美篶小

 9 森川 翔太(5) 小学校   3,50.96  9 鈴木 陽斗(6) 小学校   3,46.00 
ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ 伊那東小 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 西箕輪AC

10 加藤 功基(5) 小学校   3,51.35 10 鈴木 陽輝(6) 小学校   3,47.06 
ｶﾄｳ ｺｳｷ 南部小 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ 宮田小

11 宮澤 太地(5) 小学校   3,52.47 11 福澤 栄暉(5) 小学校   3,47.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 赤穂東小 ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲｷ 東伊那小

12 大槻 誉(5) 小学校   3,52.73 12 大藏 悟生(5) 小学校   3,47.71 
ｵｵﾂｷ  ﾎﾏﾚ 箕輪北小 ｵｵｸﾗ  ｺﾞｳ 赤穂南小

13 水野 隼介(6) 小学校   3,53.27 13 小松 真優(5) 小学校   3,47.97 
ﾐｽﾞﾉ  ｼｭﾝｽｹ 箕輪北小 ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 高遠小

14 鈴木 亮翔(5) 小学校   3,59.22 14 菅原 昇輝(6) 小学校   3,53.93 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ 南箕輪小 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳｷ 七久保小

15 松下 晃康(6) 小学校   4,01.54 15 土佐屋 太一(6) 小学校   3,58.00 
ﾏﾂｼﾀ  ｱｷﾔｽ 箕輪北小 ﾄｻﾔ ﾀｲﾁ 辰野南小

16 中原 悠理(5) 小学校   4,01.89 16 春日 翔太(6) 小学校   3,59.02 
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾘ 富県小 ｶｽｶﾞ ｼｮｳﾀ 高遠小

17 酒井 臣斗(5) 小学校   4,02.98 17 牧島 涼也(5) 小学校   4,07.15 
ｻｶｲ ｵﾐﾄ 東春近小 ﾏｷｼﾏ ﾘｮｳﾔ 伊那北小

18 油井 颯大(5) 小学校   4,04.10 18 西澤 知(6) 小学校   4,08.97 
ﾕｲ  ｿｳﾀﾞｲ 高遠北小 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 箕輪中部小

19 南郷 友輝(6) 小学校   4,05.64 19 荻原 倫世(6) 小学校   4,11.01 
ﾅﾝｺﾞｳ  ﾕｳｷ 箕輪北小 ｵｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｾ 箕輪中部小

20 渋谷 大和(5) 小学校   4,11.05 20 清水 晃駿(5) 小学校   4,13.70 
ｼﾌﾞﾔ  ﾔﾏﾄ 赤穂南小 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼｭﾝ 伊那小

21 山本 航河(5) 小学校   4,11.45 21 浅見 弦徳(5) 小学校   4,17.08 
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｶﾞ 川島小 ｱｻﾐ ｹﾞﾝﾄｸ 伊那北小

22 北原 奏汰(5) 小学校   4,11.71 22 赤羽 悠太(5) 小学校   4,36.54 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾅﾀ 西春近北小 ｱｶﾊﾈ ﾕｳﾀ 美篶小

23 松尾 虎汰郎(5) 小学校   4,14.62 23 春日 佑仁(5) 小学校   4,42.47 
ﾏﾂｵ  ｺﾀﾛｳ 赤穂南小 ｶｽｶﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 伊那北小

24 赤沼 裕貴(6) 小学校   4,21.58 24 酒井 亮輔(5) 小学校   4,45.02 
ｱｶﾇﾏ ﾕｳｷ 箕輪西小 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 七久保小

25 北平 海音(5) 小学校   4,29.90 日達 匠海(6) 小学校
ｷﾀﾋﾗ ｶｲﾄ 伊那東小 ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 南部小

26 市川 颯人(5) 小学校   4,33.17 尾崎 貴啓(6) 小学校
ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ 南箕輪小 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 辰野西小
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 矢澤 蓮太郎(6) 小学校 赤穂南小     3,15.48   2   1
   2 森村 徳一(6) 小学校 赤穂東小     3,22.80   2   2
   3 中山 侑哉(6) 小学校 長谷小     3,24.62   2   3
   4 瀬戸 雅史(6) 小学校 辰野東小     3,26.28   2   4
   5 小林 隼人(6) 小学校 箕輪中部小     3,31.41   2   5
   6 長谷部 直大(6) 小学校 赤穂小     3,32.27   1   1
   7 平澤 玲歩(6) 小学校 伊那北小     3,35.57   2   6
   8 村上 陸(6) 小学校 赤穂小     3,38.40   1   2
   9 大場 崇義(5) 小学校 箕輪北小     3,39.23   1   3
  10 小澤 優翔(5) 小学校 辰野東小     3,39.33   1   4
  11 中野 聡太(5) 小学校 赤穂東小     3,41.93   1   5
  12 青木 謙太郎(5) 小学校 高遠北小     3,43.20   2   7
  13 北原 碧斗(6) 小学校 美篶小     3,43.88   2   8
  14 鈴木 陽斗(6) 小学校 西箕輪AC     3,46.00   2   9
  15 小松 聖也(6) 小学校 両小野小     3,46.26   1   6
  16 小木曽 翔太(5) 小学校 東伊那小     3,46.34   1   7
  17 鈴木 陽輝(6) 小学校 宮田小     3,47.06   2  10
  18 福澤 栄暉(5) 小学校 東伊那小     3,47.15   2  11
  19 大藏 悟生(5) 小学校 赤穂南小     3,47.71   2  12
  20 小松 真優(5) 小学校 高遠小     3,47.97   2  13
  21 清水 力良(5) 小学校 伊那東小     3,50.91   1   8
  22 森川 翔太(5) 小学校 伊那東小     3,50.96   1   9
  23 加藤 功基(5) 小学校 南部小     3,51.35   1  10
  24 宮澤 太地(5) 小学校 赤穂東小     3,52.47   1  11
  25 大槻 誉(5) 小学校 箕輪北小     3,52.73   1  12
  26 水野 隼介(6) 小学校 箕輪北小     3,53.27   1  13
  27 菅原 昇輝(6) 小学校 七久保小     3,53.93   2  14
  28 土佐屋 太一(6) 小学校 辰野南小     3,58.00   2  15
  29 春日 翔太(6) 小学校 高遠小     3,59.02   2  16
  30 鈴木 亮翔(5) 小学校 南箕輪小     3,59.22   1  14
  31 松下 晃康(6) 小学校 箕輪北小     4,01.54   1  15
  32 中原 悠理(5) 小学校 富県小     4,01.89   1  16
  33 酒井 臣斗(5) 小学校 東春近小     4,02.98   1  17
  34 油井 颯大(5) 小学校 高遠北小     4,04.10   1  18
  35 南郷 友輝(6) 小学校 箕輪北小     4,05.64   1  19
  36 牧島 涼也(5) 小学校 伊那北小     4,07.15   2  17
  37 西澤 知(6) 小学校 箕輪中部小     4,08.97   2  18
  38 荻原 倫世(6) 小学校 箕輪中部小     4,11.01   2  19
  39 渋谷 大和(5) 小学校 赤穂南小     4,11.05   1  20
  40 山本 航河(5) 小学校 川島小     4,11.45   1  21
  41 北原 奏汰(5) 小学校 西春近北小     4,11.71   1  22
  42 清水 晃駿(5) 小学校 伊那小     4,13.70   2  20
  43 松尾 虎汰郎(5) 小学校 赤穂南小     4,14.62   1  23
  44 浅見 弦徳(5) 小学校 伊那北小     4,17.08   2  21
  45 赤沼 裕貴(6) 小学校 箕輪西小     4,21.58   1  24
  46 北平 海音(5) 小学校 伊那東小     4,29.90   1  25
  47 市川 颯人(5) 小学校 南箕輪小     4,33.17   1  26
  48 赤羽 悠太(5) 小学校 美篶小     4,36.54   2  22
  49 春日 佑仁(5) 小学校 伊那北小     4,42.47   2  23
  50 酒井 亮輔(5) 小学校 七久保小     4,45.02   2  24
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   40
  111

   33
  271
  308

  177
  185
  139
   11
  178
   46

  249
  104
  365
   55
  339
  336

  114
  220
   81
  279
  357
  317

   29
   28
  259
  165
  362
  360

  373
  242
   75
  245
  180
   83

  361
  208
  171
  101
  309
  150

  240
  210
  338
  160
   52
  158

記録 備考 組 順位
  182
  170

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名



予選 5月21日  8:55
決勝 5月21日 13:05

県小学新            11.72
大会新(GR)          14.04

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -0.1

 1 三池 鹿友(6) 小学校     15.53 q  1 大森 光稀(6) 小学校     14.39 q
ﾐｲｹ ｶﾕｳ 七久保小 ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ 伊那北小

 2 小池 天(5) 小学校     15.63 q  2 田中 惠介(6) 小学校     16.40 q
ｺｲｹ ｿﾗ 富県小 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 箕輪南小

 3 菅沼 瑛太(6) 小学校     15.96 q  3 森 涼介(5) 小学校     16.60 q
ｽｶﾞﾇﾏ ｴｲﾀ 中沢小 ﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 東春近小

 4 林 唯心(6) 小学校     16.11 q  4 小田切 幹太(6) 小学校     18.27 
ﾊﾔｼ ﾕｲｼﾝ 飯島小 ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ 宮田小

 5 豊田 勇斗(6) 小学校     16.55 q  5 石神 慧祐(6) 小学校     18.71 
ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳﾄ 伊那北小 ｲｼｶﾞﾐ ｹｲｽｹ 七久保小

 6 宮下 渉太(6) 小学校     18.35 鈴木 翔太(5) 小学校
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾀ 七久保小 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 富県小

風速 +2.7

 1 大森 光稀(6) 小学校     14.12 
ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ 伊那北小

 2 三池 鹿友(6) 小学校     15.07 
ﾐｲｹ ｶﾕｳ 七久保小

 3 林 唯心(6) 小学校     15.09 
ﾊﾔｼ ﾕｲｼﾝ 飯島小

 4 豊田 勇斗(6) 小学校     15.38 
ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳﾄ 伊那北小

 5 菅沼 瑛太(6) 小学校     15.43 
ｽｶﾞﾇﾏ ｴｲﾀ 中沢小

 6 田中 惠介(6) 小学校     15.55 
ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 箕輪南小

 7 小池 天(5) 小学校     15.70 
ｺｲｹ ｿﾗ 富県小

 8 森 涼介(5) 小学校     16.32 
ﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 東春近小

3   314

2   253

6   234

8   349

7   299

1    54

5    47

4   110

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   115

4   319

2   253

6    67

記録／備考
7    47

5   349

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2    54

3   108

6   234

5   299

記録／備考
7   110

4   314

男子

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



予選 5月21日 11:00
決勝 5月21日 15:00

県小学新            51.04
大会新(GR)          54.55

[ 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   2 高遠小    89 石川 志音(6)     58.57 q  1   3 西春近北小   132 荻原 諒太(6)     57.99 q

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ｲｼｶﾜ ｼｵﾝ ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
   76 伊藤 凛翔(6)   137 橋爪 悠真(6)

ｲﾄｳ ﾘﾝﾄ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾏ
   96 矢嶋 悠也(6)   135 久保村 泰尊(6)

ﾔｼﾞﾏ  ﾕｳﾔ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾀｲｿﾝ
   86 西村 樹(6)   133 河村 大和(6)

ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ ｶﾜﾑﾗ ﾔﾏﾄ
 2   4 赤穂南小(A)   175 久保口 優空(6)   1,01.27 q  2   2 箕輪中部小   331 河野 翔平(6)     58.66 q

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ｸﾎﾞｸﾞﾁ  ﾕｳｱ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ
  181 白川 要(6)   335 山岡 楓生(6)

ｼﾗｶﾜ  ｶﾅﾒ ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ
  179 上田 達也(5)   330 唐澤 悠斗(6)

ｳｴﾀﾞ  ﾀﾂﾔ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
  183 和田 陸(6)   332 古賀 涼輔(6)

ﾜﾀﾞ  ﾘｸ ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
 3   3 辰野西小   195 小澤 翔(6)   1,01.87 q  3   7 赤穂小(A)   157 小倉 心和(6)     58.72 q

ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳ ｵｻﾞﾜ ｼｮｳ ｱｶﾎｼｮｳA ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ
  200 大久保 敦貴(6)   161 田中 諒(6)

ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｷ ﾀﾅｶ ﾘｮｳ
  189 井出 恭裕(6)   151 塩川 大樹(6)

ｲﾃﾞ ｷｮｳｽｹ ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
  198 赤坂 紳之介(6)   153 熊谷 知樹(6)

ｱｶｻｶ ｼﾝﾉｽｹ ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ
 4   5 西箕輪AC   143 小林 暖(5)   1,02.68  4   4 宮田小    74 北原 陸玖(6)     59.93 q

ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞﾝ ﾐﾔﾀﾞｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ ﾘｸ
  146 辻本 怜功斗(5)    63 丸田 陽貴(6)

ﾂｼﾞﾓﾄ ﾚｸﾄ ﾏﾙﾀ ﾊﾙｷ
  147 有賀 謙(5)    64 佐々木 陸(6)

ｱﾙｶﾞ ｹﾝ ｻｻｷ ﾘｸ
  145 清水 駿介(5)    61 下平 翔也(6)

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ
 5   6 伊那小     3 丸山 幸汰(6)   1,04.94  5   6 美篶小   302 伊藤 世成(6)   1,01.74 q

ｲﾅｼｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ ﾐｽｽﾞｼｮｳ ｲﾄｳ ｾﾅ
   13 前島 直哉(6)   306 春日 勇人(6)

ﾏｴｼﾏ ﾅｵﾔ ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ
   14 丹羽 一稀(6)   310 北原 滉大(6)

ﾆﾜ ｲﾂｷ ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀ
   17 渡辺 遥大(6)   305 高橋 彪河(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｱﾄ ﾀｶﾊｼ ﾋｭｳｶﾞ
 6   7 七久保小   107 宮下 幹大(5)   1,05.70   5 飯島小   292 杉江 夏知(5)

ﾅﾅｸﾎﾞｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾐｷﾄ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ｽｷﾞｴ ﾅﾁ 失格
  119 茂野 拓海(5)   282 芦部 琥伯(5) (R1 3-4)

ｼｹﾞﾉ ﾀｸﾐ ｱｼﾍﾞ ｺﾊｸ
  116 川井 瑛心(5)   288 桂本 理功(5)

ｶﾜｲ ｴｲｼﾝ ｶﾂﾗﾓﾄ ﾘｸ
  118 竹内 快斗(5)   297 林 愛之助(5)

ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ ﾊﾔｼ ｱｲﾉｽｹ

男子

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   3 西春近北小   132 荻原 諒太(6)     58.01 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
  137 橋爪 悠真(6)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾏ
  135 久保村 泰尊(6)

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾀｲｿﾝ
  133 河村 大和(6)

ｶﾜﾑﾗ ﾔﾏﾄ
 2   6 箕輪中部小   331 河野 翔平(6)     58.29 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ
  335 山岡 楓生(6)

ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ
  330 唐澤 悠斗(6)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
  332 古賀 涼輔(6)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
 3   4 高遠小    89 石川 志音(6)     58.40 

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ｲｼｶﾜ ｼｵﾝ
   76 伊藤 凛翔(6)

ｲﾄｳ ﾘﾝﾄ
   96 矢嶋 悠也(6)

ﾔｼﾞﾏ  ﾕｳﾔ
   86 西村 樹(6)

ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ
 4   5 赤穂小(A)   157 小倉 心和(6)     58.65 

ｱｶﾎｼｮｳA ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ
  161 田中 諒(6)

ﾀﾅｶ ﾘｮｳ
  151 塩川 大樹(6)

ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
  153 熊谷 知樹(6)

ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ
 5   8 宮田小    74 北原 陸玖(6)   1,00.06 

ﾐﾔﾀﾞｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ ﾘｸ
   63 丸田 陽貴(6)

ﾏﾙﾀ ﾊﾙｷ
   64 佐々木 陸(6)

ｻｻｷ ﾘｸ
   61 下平 翔也(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ
 6   7 赤穂南小(A)   175 久保口 優空(6)   1,01.26 

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ｸﾎﾞｸﾞﾁ  ﾕｳｱ
  181 白川 要(6)

ｼﾗｶﾜ  ｶﾅﾒ
  179 上田 達也(5)

ｳｴﾀﾞ  ﾀﾂﾔ
  183 和田 陸(6)

ﾜﾀﾞ  ﾘｸ
 7   2 美篶小   302 伊藤 世成(6)   1,02.38 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ｲﾄｳ ｾﾅ
  306 春日 勇人(6)

ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ
  305 高橋 彪河(6)

ﾀｶﾊｼ ﾋｭｳｶﾞ
  310 北原 滉大(6)

ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀ
 8   1 辰野西小   195 小澤 翔(6)   1,10.36 

ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳ ｵｻﾞﾜ ｼｮｳ
  200 大久保 敦貴(6)

ｵｵｸﾎﾞ ｱﾂｷ
  189 井出 恭裕(6)

ｲﾃﾞ ｷｮｳｽｹ
  198 赤坂 紳之介(6)

ｱｶｻｶ ｼﾝﾉｽｹ

4×100mR
決勝

男子



決勝 5月21日  9:00

県小学新             1.46
大会新(GR)           1.32

工藤 航介(6) 小学校
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那北小
宇治 凛平(6) 小学校
ｳｼﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 両小野小
堀越 隆徳(6) 小学校
ﾎﾘｺｼ ﾀｶﾉﾘ 飯島小
小牧 優我(5) 小学校
ｺﾏｷ ﾕｳｶﾞ 富県小
鷲見 紘翔(6) 小学校
ｽﾐ ﾋﾛﾄ 伊那北小
城取 陸(6) 小学校
ｼﾛﾄﾘ ﾘｸ 西箕輪AC
尾崎 裕人(6) 小学校
ｵｻﾞｷ ﾕｳﾄ 手良小
千島 卓巳(6) 小学校
ﾁｼﾏ ﾀｸﾐ 西春近南小
横沢 蓮馬(6) 小学校
ﾖｺｻﾞﾜ ﾚﾝﾏ 両小野小
吉澤 一樹(5) 小学校
ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 伊那小
高橋 陽一(5) 小学校
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋﾄ 伊那小
木下 一稀(6) 小学校
ｷﾉｼﾀ ｲﾂｷ 伊那北小
林 孝大(6) 小学校
ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 伊那小
竹野 悟央(6) 小学校 欠場
ﾀｹﾉ ｺﾞｵ 箕輪西小

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

男子

走高跳

決勝
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決勝 5月21日 11:30

県小学新             5.47
大会新(GR)           4.74

上島 瑞生(6) 小学校   4.21   4.30   4.28    4.30 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 伊那北小   +2.3   +2.2   +1.6    +2.2
北澤 凛太朗(6) 小学校   4.28   4.12   4.07    4.28 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 伊那東小   +2.7   +2.0   +2.7    +2.7
堀米 岳斗(6) 小学校   4.15   4.13   4.21    4.21 
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀｹﾄ 伊那小   +3.1   +2.5   +2.1    +2.1
桃澤 翼(6) 小学校   4.19   4.00   3.92    4.19 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 中川東小   +4.9   +2.4   +2.9    +4.9
ドリチュラー城(6) 小学校   4.12    X   3.98    4.12 
ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ ｼﾞｮｳ 飯島小   +3.2   +4.0    +3.2
矢島 拓光(6) 小学校   3.82   4.04   3.97    4.04 
ﾔｼﾞﾏ  ﾀｸﾐ 箕輪北小   +2.5   +2.3   +1.1    +2.3
池田 琢磨(6) 小学校    X   3.96   3.77    3.96 
ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾏ 伊那AC   +0.9   +2.0    +0.9
米山 樹(6) 小学校   3.58   3.83    X    3.83 
ﾖﾈﾔﾏ ｲﾂｷ 伊那北小   +2.8   +1.9    +1.9
木ノ嶋 圭(6) 小学校   3.53   3.66   3.79    3.79 
ｷﾉｼﾏ ｹｲ 美篶小   +2.1   +2.9   +1.1    +1.1
安田 陸(6) 小学校    X    X   3.71    3.71 
ﾔｽﾀﾞ ﾘｸ 飯島小   +3.3    +3.3
青木 彪太朗(6) 小学校   3.63   3.69   3.47    3.69 
ｱｵｷ ｺﾀﾛｳ 伊那小   +1.2   +3.6   +1.3    +3.6
松崎 大成(6) 小学校   3.52   3.56   3.43    3.56 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｲｾｲ 伊那北小   +2.3   +1.3   +3.8    +1.3
木下 奈夏(5) 小学校   3.55    X   3.39    3.55 
ｷﾉｼﾀ ﾅﾂ 伊那北小   +2.7   +0.7    +2.7
盛 生歩(6) 小学校   3.55   3.30   3.33    3.55 
ﾓﾘ ｲｯﾎﾟ 高遠北小   +2.8   +3.2   +1.7    +2.8
酒井 奏楽(5) 小学校   3.31   3.47   3.38    3.47 
ｻｶｲ ｿﾗ 西春近南小   +1.2   +3.0   +3.0    +3.0
新村 修也(6) 小学校   3.47    X   3.16    3.47 
ﾆｲﾑﾗ ｼｭｳﾔ 辰野東小   +2.7   +1.3    +2.7
中林 諒介(5) 小学校    X   3.19   3.44    3.44 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中部小   +2.9   +4.0    +4.0
熊井 翔空(6) 小学校   2.98    X   3.44    3.44 
ｸﾏｲ  ﾄｱ 七久保小   +2.2   +0.7    +0.7
有賀 束佐(5) 小学校   3.33   2.51    X    3.33 
ｱﾙｶﾞ ﾂｶｻ 西箕輪AC   +3.0   +1.9    +3.0
深谷 礎(6) 小学校   3.29   3.19   3.20    3.29 
ﾌｶﾔ ﾓﾄ 東伊那小   +1.4   +3.1   +3.1    +1.4
熊谷 集(5) 小学校   3.29    X   3.14    3.29 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳ 南部小   +4.0   +1.7    +4.0
羽田 光希(6) 小学校   2.98   3.05   3.25    3.25 
ﾊﾀ ｺｳｷ 美篶小   +1.4   +3.1   +0.3    +0.3
石川 穏也(5) 小学校    X   3.25   2.82    3.25 
ｲｼｶﾜ ﾄｼﾔ 高遠小   +1.7   +1.9    +1.7
蟹沢 翔太(6) 小学校   3.15   3.20   3.24    3.24 
ｶﾆｻﾜ ｼｮｳﾀ 手良小   +2.4   +2.3   +2.3    +2.3
高橋 大輔(6) 小学校   3.21   3.12   2.75    3.21 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 手良小   +1.9   +2.8   +3.2    +1.9
古川 琢磨(6) 小学校   3.19   3.19   3.14    3.19 
ﾌﾙｶﾜ ﾀｸﾏ 伊那東小   +4.5   +1.2   +4.0    +4.5
宮原 侑生(6) 小学校   3.16   2.85   3.11    3.16 
ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳ 手良小   +2.7   +2.5   +2.4    +2.7
岡部 豊和(5) 小学校   3.11   2.94   2.97    3.11 
ｵｶﾍﾞ ﾄﾖｶｽﾞ 高遠小   +3.0   +3.3   +2.8    +3.0
飯島 直翔(5) 小学校   2.51   3.10   2.98    3.10 
ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵﾄ 東春近小   +1.8   +3.6   +2.1    +3.6
守屋 勁吾(6) 小学校   3.01   3.09   3.07    3.09 
ﾓﾘﾔ ｷｮｳｺﾞ 伊那小   +2.5   +2.4   +0.6    +2.4
半澤 祈抱(6) 小学校    X   3.09   2.81    3.09 
ﾊﾝｻﾞﾜ ｲﾀﾞｷ 高遠北小   +2.5   +2.6    +2.5
北原 叶夢(5) 小学校   3.03   2.89   3.08    3.08 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾅﾑ 高遠北小   +2.3   +2.3   +2.6    +2.6
黒田 悠人(6) 小学校    X   3.03   3.08    3.08 
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳﾄ 箕輪西小   +2.0   +2.3    +2.3
久保田 大揮(5) 小学校   3.01   2.89   3.08    3.08 
ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｷ 伊那小   +1.9   +2.0   +3.7    +3.7
阪下 颯(5) 小学校   2.98   2.88   3.04    3.04 
ｻｶｼﾀ ﾊﾔﾃ 高遠小   +4.2   +1.5   +2.2    +2.2
西村   和(5) 小学校   3.04   2.93    X    3.04 
ﾆｼﾑﾗ ﾉﾄﾞｶ 伊那東小   +1.6   +4.8    +1.6

男子

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 42    44

-5-

2 7    34

3 19    24

4 13   231

5 6   280

6 26   368

7 31     1

8 25    53

9 21   311

10 12   283

11 22    12

12 27    42

13 20    57

14 17   100

15 44   378

16 28   209

17 8   340

18 24   109

19 23   148

20 10   243

21 36   262

22 18   303

23 37    88

24 32   122

25 30   125

26 3    27

27 34   124

28 33    77

29 29   256

30 16    10

31 14   102

32 5   103

33 15   321

34 4     5

35 41    79

36 1    30



林 敦之(6) 小学校    X   2.96    X    2.96 
ﾊﾔｼ ｱﾂﾕｷ 辰野西小   +2.6    +2.6
竹内 悠人(5) 小学校   2.75   2.67   2.86    2.86 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 高遠小   +2.9   +2.3   +2.7    +2.7
竹内 瑛斗(5) 小学校   2.56   2.75   2.60    2.75 
ﾀｹｳﾁ ｱｷﾄ 伊那東小   +1.0   +3.2   +1.7    +3.2
有賀 羽琉(5) 小学校   2.69   2.72   2.38    2.72 
ｱﾙｶﾞ ﾊﾙ 伊那小   +3.5   +2.6   +4.6    +2.6
林 涼介(5) 小学校   2.33    X   2.58    2.58 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 高遠小   +3.7   +2.1    +2.1
原 唯斗(6) 小学校   2.42   2.50   2.45    2.50 
ﾊﾗ ﾕｲﾄ 長谷小   +1.3   +2.2   +0.8    +2.2
戸田 晃生(5) 小学校 欠場
ﾄﾀﾞ ｺｳｾｲ 東春近小
竹松 魁柊(5) 小学校 欠場
ﾀｹﾏﾂ ｶｲｼｭｳ 富県小

氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
37 11   206

-5-

38 39    90

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

39 9    31

40 2    25

41 35    97

42 43   237

38   247

40   316



決勝 5月21日 10:30

県小学新            46.92

野々田 斗和(5) 小学校
ﾉﾉﾀﾞ ﾄﾜ 高遠小
藪 大翔(6) 小学校
ﾔﾌﾞ ﾀﾞｲﾄ 高遠小
北澤 咲人(6) 小学校
ｷﾀｻﾞﾜ  ｻｸﾄ 箕輪北小
長谷部ｴﾌﾗｲﾝﾀｹﾖｼ(6) 小学校
ﾊｾﾍﾞｴﾌﾗｲﾝﾀｹﾖｼ 伊那北小
伊藤 航介(5) 小学校
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 箕輪西小
小沢 大吉(6) 小学校
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷﾁ 箕輪南小
清水 智樹(6) 小学校
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｷ 南箕輪小
松浦 嶺(5) 小学校
ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳ 宮田小
堀田 大智(5) 小学校
ﾎｯﾀ ﾀﾞｲﾁ 伊那小
白鳥 颯(6) 小学校
ｼﾛﾄﾘ ﾊﾔﾃ 箕輪西小
唐澤 貫太(6) 小学校
ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ 箕輪西小
下田 航輝(6) 小学校
ｼﾓﾀﾞ ｺｳｷ 南箕輪小
藤田 眞宙(6) 小学校
ﾌｼﾞﾀ  ﾏﾋﾛ 箕輪北小
酒井 龍大(6) 小学校
ｻｶｲ ﾘｭｳﾀﾞｲ 手良小
伊藤 康希(6) 小学校
ｲﾄｳ ｺｳｷ 長谷小
熊井 湊(5) 小学校
ｸﾏｲ ﾐﾅﾄ 両小野小
山本 皓大(5) 小学校
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 手良小
井口 喜斗(6) 小学校
ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾄ 箕輪南小
城倉 真人(6) 小学校
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾏｺﾄ 伊那北小
伊藤 陸翔(5) 小学校
ｲﾄｳ ﾘｸﾄ 飯島小
三好 裕斗(6) 小学校
ﾐﾖｼ ﾕｳﾄ 中川東小
小松 善太郎(6) 小学校
ｺﾏﾂ ｾﾞﾝﾀﾛｳ 赤穂東小
小松 史弥(6) 小学校
ｺﾏﾂ ﾌﾐﾔ 高遠小
筒井 隆稀(6) 小学校
ﾂﾂｲ ﾘｭｳｷ 両小野小
宮澤 健(6) 小学校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝ 中川東小
久保田 勇(5) 小学校
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳ 手良小
髙橋 諒馬(6) 小学校
ﾀｶﾊｼ  ﾘｮｳﾏ 箕輪北小
伊藤 聖人(6) 小学校
ｲﾄｳ ﾏﾅﾄ 西春近北小
伊藤 南輝(5) 小学校
ｲﾄｳ ﾅﾐｷ 手良小
小出 拓夢(5) 小学校
ｺｲﾃﾞ ﾀｸﾑ 赤穂東小
下平 大稀(6) 小学校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾀｲｷ 中川東小
塩澤 晴空(5) 小学校
ｼｵｻﾞﾜ ﾊﾙ 西春近南小
林 飛夏太(5) 小学校
ﾊﾔｼ ﾋﾅﾀ 長谷小
春日 大輝(5) 小学校
ｶｽｶﾞ ﾀﾞｲｷ 長谷小
山﨑 賢治(6) 小学校
ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 箕輪南小
春日 涼太(6) 小学校
ｶｽｶﾞ ﾘｮｳﾀ 高遠小
今村 駿弥(5) 小学校
ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 箕輪中部小

男子

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 8    94

42.33   O   O  42.33 

2 6    98
  O   O 42.27  42.27 

3 25   366
  O   O 41.52  41.52 

4 34    48
  O   O 40.60  40.60 

5 26   320
  O 40.02   O  40.02 

6 27   346
  X   O 39.91  39.91 

7 3   274
39.45   O   O  39.45 

8 30    68
  O 39.00   O  39.00 

9 38    23
38.84   O   O  38.84 

10 28   328
38.40   O   O  38.40 

11 1   326
  O 37.99   O  37.99 

12 5   268
  O   O 37.87  37.87 

13 29   364
  O   O 37.83  37.83 

14 15   127
  O 37.73   O  37.73 

15 37   235
  X 36.17   O  36.17 

16 36   372
  O 35.94   O  35.94 

17 10   126
35.43   O   O  35.43 

18 31   341
  O 35.07   O  35.07 

19 23    45
34.62   O   O  34.62 

20 11   284
  O   O 34.57  34.57 

21 7   230
  O   O 34.42  34.42 

22 24   169
  O 33.61   O  33.61 

23 2    82
  O 33.14   X  33.14 

23 39   374
33.14   O   X  33.14 

25 9   229
32.41   O   O  32.41 

26 13   123
  O 30.94   O  30.94 

27 18   369
  O 30.45   O  30.45 

28 19   131
29.57   O   O  29.57 

29 22   121
29.33   O   O  29.33 

30 14   168
  O   O 28.43  28.43 

31 12   228
  O 27.07   O  27.07 

32 20   379
  X   O 26.72  26.72 

33 35   241
  X   X 24.56  24.56 

34 33   238
  O   O 23.73  23.73 

35 21   343
  O 23.56   O  23.56 

36 4    80
  X   X 23.32

37 16   337
22.12   X   O  22.12 

 23.32 



那須 基哉(6) 小学校
ﾅｽ ﾓﾄﾔ 箕輪南小
酒井 駿太朗(5) 小学校 欠場
ｻｶｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 東春近小

記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 備考
38 17   350

  O   O 21.51  21.51 

32   248



予選 5月21日  9:30
決勝 5月21日 14:40

県小学新            12.27
大会新(GR)          13.95

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +3.2

 1 白鳥 佳亮(5) 小学校     14.91 q  1 野村 匠(5) 小学校     15.23 
ｼﾛﾄﾘ ｹｲｽｹ 箕輪西小 ﾉﾑﾗ  ﾀｸﾐ 箕輪北小

 2 川口 愛翔(5) 小学校     15.04  2 唐澤 惇平(5) 小学校     15.25 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ 東春近小 ｶﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 手良小

 3 宮澤 駿也(5) 小学校     15.20  3 平澤 航大(5) 小学校     15.69 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 辰野南小 ﾋﾗｻﾜ ｺｳﾀ 中川東小

 4 大蔵 優悟(5) 小学校     15.77  4 上島 慶勝(5) 小学校     16.48 
ｵｵｸﾗ ﾕｳｺﾞ 東伊那小 ｶﾐｼﾞﾏ ｹｲｼｮｳ 辰野西小

 5 丸山 和真(5) 小学校     16.94  5 宮島 蒼羅(5) 小学校     17.11 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 高遠小 ﾐﾔｼﾞﾏ ｿｳﾗ 辰野東小

 6 逢沢 岳裕(5) 小学校     17.82 原 郁夢(5) 小学校
ｱｲｻﾞﾜ  ﾀｹﾋﾛ 箕輪北小 ﾊﾗ ｲｸﾑ 西箕輪AC

 7 佐野 空樹(5) 小学校     17.95 藤澤 光輝(5) 小学校
ｻﾉ ｸｳｷ 川島小 ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳｷ 伊那小
埋橋 周平(5) 小学校 吉澤 祐作(5) 小学校
ｳｽﾞﾊｼ ｼｭｳﾍｲ 富県小 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 富県小

[ 3組] 風速 +2.2 [ 4組] 風速 +3.4

 1 飯島 颯斗(5) 小学校     14.94 q  1 小澤 侑吾(5) 小学校     14.16 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 赤穂東小 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 辰野西小

 2 神谷 春喜(5) 小学校     15.07  2 池田 隆峨(5) 小学校     14.87 q
ｶﾐﾔ  ﾊﾙ 箕輪北小 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ 辰野東小

 3 井口 峻璃(5) 小学校     15.25  3 酒井 瑠偉(5) 小学校     14.99 q
ｲｸﾞﾁ ｼｭﾝﾘ 箕輪南小 ｻｶｲ ﾙｲ 東春近小

 4 新井 慧(5) 小学校     15.52  4 安西 浩太(5) 小学校     15.58 
ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 飯島小 ｱﾝｻﾞｲ ｺｳﾀ 高遠北小

 5 飯島 宗士(5) 小学校     15.57  5 上山 航汰(5) 小学校     15.60 
ｲｲｼﾞﾏ ｿｳｼ 手良小 ｶﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 中沢小

 6 大野田 慧人(5) 小学校     15.90  6 上原 琉(5) 小学校     16.17 
ｵｵﾉﾀ ｴｲﾄ 辰野南小 ｶﾐﾊﾗ ﾘｭｳ 伊那北小

 7 中谷 太希(5) 小学校     16.68  7 小川 聖司(5) 小学校     17.03 
ﾅｶﾔ ﾋﾛｷ 辰野東小 ｵｶﾞﾜ  ｾｲｼﾞ 箕輪北小

 8 三輪 暦(5) 小学校     17.67  8 矢島 直樹(5) 小学校     18.17 
ﾐﾜ ﾚｷ 辰野西小 ﾔｼﾞﾏ ﾅｵｷ 両小野小

[ 5組] 風速 +2.0 [ 6組] 風速 +1.6

 1 松田 夢羽(5) 小学校     14.62 q  1 小林 海惺(5) 小学校     15.03 q
ﾏﾂﾀﾞ  ﾄﾜ 箕輪北小 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 西箕輪AC

 2 加納 彗斗(5) 小学校     14.76 q  2 米山 哲平(5) 小学校     15.19 
ｶﾉｳ ｹｲﾄ 西春近南小 ﾖﾈﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 両小野小

 3 中村 翔大(5) 小学校     15.63  3 田沢 拓実(5) 小学校     15.45 
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 南部小 ﾀｻﾞﾜ  ﾀｸﾐ 箕輪北小

 4 小松 武尊(5) 小学校     15.88  4 丸山 颯太(5) 小学校     15.46 
ｺﾏﾂ ﾀｹﾙ 長谷小 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀ 南部小

 5 竹村 凌(5) 小学校     16.36  5 福島 明樹(5) 小学校     15.82 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳ 辰野東小 ﾌｸｼﾏ ﾊﾙｷ 辰野南小

 6 矢嶋 真也(5) 小学校     16.52  6 竹平 涼真(5) 小学校     16.41 
ﾔｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 高遠小 ﾀｹﾋﾗ ﾘｮｳﾏ 伊那小

 7 有賀 隼士(5) 小学校     17.25  7 伊藤 凜汰朗(5) 小学校     16.99 
ｱﾙｶﾞ ﾊﾔﾄ 辰野南小 ｲﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 長谷小
福澤 俊輔(5) 小学校
ﾌｸｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 東春近小

7   236

8   221

6    15

  375

3   363

5   260

欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   142

4

3   223

5   258

4   212

8    95

2   265

7   239

順
6   358

1   377

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   355

8   376

1   233

6    43

4   251

2    99

氏  名 所属名 記録／備考
7   194

5   211

1   213

8   191

6   129

2   219

4   342

3   291

ﾚｰﾝ No.
5   172

7   359

6   313
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

1   141
欠場

4    20
欠場

2   197

7   207

5   128

8   232

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
3   367

4   184

1   318

7    78

6   351

5   214

3   244

2   254

5年男子

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

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
8   327



風速 +2.0

 1 小澤 侑吾(5) 小学校     14.22 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 辰野西小

 2 加納 彗斗(5) 小学校     14.73 
ｶﾉｳ ｹｲﾄ 西春近南小

 3 松田 夢羽(5) 小学校     14.87 
ﾏﾂﾀﾞ  ﾄﾜ 箕輪北小

 4 白鳥 佳亮(5) 小学校     14.88 
ｼﾛﾄﾘ ｹｲｽｹ 箕輪西小

 5 池田 隆峨(5) 小学校     15.06 
ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ 辰野東小

 6 飯島 颯斗(5) 小学校     15.08 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 赤穂東小

 7 小林 海惺(5) 小学校     15.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 西箕輪AC

 8 酒井 瑠偉(5) 小学校     15.39 
ｻｶｲ ﾙｲ 東春近小

1   142

2   251

6   211

8   172

5   358

7   327

記録／備考
3   194

4   377

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5年男子

100m



予選 5月21日  9:50
決勝 5月21日 14:45

県小学新            12.27
大会新(GR)          12.74

[ 1組] 風速 +3.4 [ 2組] 風速 +1.4

 1 久保田 凱士(6) 小学校     13.06 q  1 林 優真(6) 小学校     13.78 q
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 飯島小 ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪AC

 2 宮嶋 紅亜(6) 小学校     13.82 q  2 坂間 星斗(6) 小学校     14.92 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｸﾚｱ 西箕輪AC ｻｶﾏ ﾎｼﾄ 赤穂東小

 3 堀内 空太(6) 小学校     15.19  3 片山 皓生(6) 小学校     14.94 
ﾎﾘｳﾁ ｶﾅﾀ 赤穂東小 ｶﾀﾔﾏ ｺｳｷ 伊那小

 4 吉岡 空音(6) 小学校     15.29  4 柴 悠翔(6) 小学校     15.70 
ﾖｼｵｶ  ｸｵﾝ 箕輪北小 ｼﾊﾞ  ﾕｳﾄ 箕輪北小

 5 柴 莉玖(6) 小学校     15.30  5 村上 竣祐(6) 小学校     15.97 
ｼﾊﾞ ﾘｸ 伊那小 ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝｽｹ 辰野西小

 6 田中 秀昇(6) 小学校     15.53  6 小沢 航輝(6) 小学校     16.17 
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 宮田小 ｵｻﾞﾜ ｺｳｷ 箕輪南小

 7 土田 蓮(6) 小学校     16.62  7 飯島 叶翔(6) 小学校     16.84 
ﾂﾁﾀﾞ ﾚﾝ 川島小 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾅﾄ 川島小

 8 宮下 岳大(6) 小学校     16.95 嶋田 優太(6) 小学校
ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾋﾛ 七久保小 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 伊那東小

[ 3組] 風速 +4.1 [ 4組] 風速 +2.7

 1 山﨑 奏太(6) 小学校     13.80 q  1 中村 允信(6) 小学校     13.68 q
ﾔﾏｻﾞｷ  ｿｳﾀ 箕輪北小 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 伊那小

 2 小澤 悠希(6) 小学校     14.38 q  2 下平 真吾(6) 小学校     14.30 q
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 辰野西小 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ 東春近小

 3 田中 想来(6) 小学校     14.58 q  3 加藤 哲也(6) 小学校     14.83 
ﾀﾅｶ ｿﾗ 宮田小 ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊那北小

 4 酒井 大地(6) 小学校     15.20  4 小出 成悟(6) 小学校     15.53 
ｻｶｲ ﾀﾞｲﾁ 東春近小 ｺｲﾃﾞ ｾｲｺﾞ 赤穂東小

 5 古畑 聖也(6) 小学校     15.68  5 大森 遥斗(6) 小学校     16.73 
ﾌﾙﾊﾀ ｾｲﾔ 伊那小 ｵｵﾓﾘ ﾊﾙﾄ 辰野南小

 6 小池 誠志郎(6) 小学校     15.77  6 酒井 勇輝(6) 小学校     17.56 
ｺｲｹ ｾｲｼﾞﾛｳ 美篶小 ｻｶｲ ﾕｳｷ 宮田小

 7 小澤 律斗(6) 小学校     16.08 小池 翔(6) 小学校
ｵｻﾞﾜ ﾘﾂﾄ 川島小 ｺｲｹ  ｼｮｳ 箕輪北小

 8 松本 羽駈(6) 小学校     18.41 
ﾏﾂﾓﾄ ﾊｸ 箕輪南小

風速 +4.7

 1 久保田 凱士(6) 小学校     13.07 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 飯島小

 2 宮嶋 紅亜(6) 小学校     13.53 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｸﾚｱ 西箕輪AC

 3 中村 允信(6) 小学校     13.53 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 伊那小

 4 林 優真(6) 小学校     13.60 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪AC

 5 山﨑 奏太(6) 小学校     13.87 
ﾔﾏｻﾞｷ  ｿｳﾀ 箕輪北小

 6 下平 真吾(6) 小学校     14.41 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ 東春近小

 7 小澤 悠希(6) 小学校     14.52 
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 辰野西小

 8 田中 想来(6) 小学校     14.59 
ﾀﾅｶ ｿﾗ 宮田小

2   193

1    71

5   353

8   246

6    16

4   149

3   287

7   140

6   356
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   218

4    65

7    35

5   167

氏  名 所属名 記録／備考
2    16

3   246

8   186

6   347

2     6

4   307

1    71

5   250

ﾚｰﾝ No.
7   353

3   193

6    32
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

1   345

8   188

4   354

2   199

3   166

7    22

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
5   149

5   187

4   106

6     9

7    70

8   173

1   352

2   140

6年男子

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

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
3   287
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