
 
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  /  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
05/21 混合 伊那小(A)       59.74 南箕輪小(A)     1,00.28 赤穂小(A)     1,01.14 箕輪中部小     1,02.58 伊那北小(A)     1,02.85 飯島小(A)     1,03.47 高遠小(A)     1,03.68 中川西小     1,08.89

4×100mR 森本なぎさ(5) 海沼 結(5) 宮澤けい(5) 森本 真衣(4) 井口さくら(5) 小松 ちひろ(5) 守屋 玲奈(5) 森上 美結(5)
逸見 加奈子(5) 髙橋 つきみ(5) 井坪 要(5) 今井 遥香(4) 六波羅 琉菜(5) 横山 あむ(5) 西村 陽菜(4) 佐々木 里奈(5)
藤野 仁喜(5) 武井 海斗(5) 山下 竣太郎(5) 向山 大稀(4) 有賀 宗太(5) 柴田 蓮音(4) 中山 未比呂(5) 與曽井 芯(5)
唐澤 佳志(5) 笹平 日々喜(5) 高野 善郎(5) 唐澤 友作(4) 半田 唯也(5) 小池 大飛(5) 小泉 幸也(4) 栗山 瑛介(5)

05/21 小学ｵｰﾌﾟﾝ 笹平 日々喜(5) 14.59 渡辺 彩那(5) 14.98 杉井 瑛澄(4) 15.30 中本 瑠花(6) 15.59 小澤 優寿香(5) 15.87 橋爪 杜和(4) 16.65 唐澤 陽菜(4) 16.70 田中 要(6) 16.87
100m 小学校･南箕輪小 小学校･古牧小 小学校･箕輪中部小 小学校･南箕輪小 小学校･南箕輪小 小学校･美篶小 小学校･東春近小 小学校･辰野西小



決勝 5月21日 10:00

[ 1組] 風速 +2.8 [ 2組] 風速 +3.0

 1 渡辺 彩那(5) 小学校     14.98  1 橋爪 杜和(4) 小学校     16.65 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 古牧小 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄﾜ 美篶小

 2 中本 瑠花(6) 小学校     15.59  2 福田 悠月(4) 小学校     16.98 
ﾅｶﾓﾄ ﾙｶ 南箕輪小 ﾌｸﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 南箕輪小

 3 小澤 優寿香(5) 小学校     15.87  3 上島 一真(4) 小学校     17.87 
ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ 南箕輪小 ｶﾐｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏ 辰野西小

 4 唐澤 陽菜(4) 小学校     16.70  4 佐々木 力(4) 小学校     18.71 
ｶﾗｻﾜ ﾋﾅ 東春近小 ｻｻｷ ﾘｷ 伊那小

 5 登内 空未(4) 小学校     17.23  5 宮澤 颯弥(4) 小学校     19.36 
ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ 箕輪中部小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳﾔ 南部小

 5 田中 聖(5) 小学校     17.23 
ﾀﾅｶ ﾋｼﾞﾘ 古牧小

 7 小林 稚奈(6) 小学校     17.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 伊那東小

 8 小島  桜(5) 小学校     17.74 
ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ 伊那東小

[ 3組] 風速 +2.4

 1 笹平 日々喜(5) 小学校     14.59 
ｻｻﾋﾗ ﾋﾋﾞｷ 南箕輪小

 2 杉井 瑛澄(4) 小学校     15.30 
ｽｷﾞｲ ｴｲｽ 箕輪中部小

 3 田中 要(6) 小学校     16.87 
ﾀﾅｶ ｶﾅﾒ 辰野西小

 4 倉田 晃輔(4) 小学校     17.40 
ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 南箕輪小

 5 水町 連(4) 小学校     18.49 
ﾐｽﾞﾏﾁ ﾚﾝ 七久保小
中條 虎吾(4) 小学校
ﾅｶｼﾞｮｳ ｺｱ 辰野西小

   1 笹平 日々喜(5) 小学校 南箕輪小     14.59 (+2.4)   3   1
   2 渡辺 彩那(5) 小学校 古牧小     14.98 (+2.8)   1   1
   3 杉井 瑛澄(4) 小学校 箕輪中部小     15.30 (+2.4)   3   2
   4 中本 瑠花(6) 小学校 南箕輪小     15.59 (+2.8)   1   2
   5 小澤 優寿香(5) 小学校 南箕輪小     15.87 (+2.8)   1   3
   6 橋爪 杜和(4) 小学校 美篶小     16.65 (+3.0)   2   1
   7 唐澤 陽菜(4) 小学校 東春近小     16.70 (+2.8)   1   4
   8 田中 要(6) 小学校 辰野西小     16.87 (+2.4)   3   3
   9 福田 悠月(4) 小学校 南箕輪小     16.98 (+3.0)   2   2
  10 登内　空未(4) 小学校 箕輪中部小     17.23 (+2.8)   1   5
  10 田中 聖(5) 小学校 古牧小     17.23 (+2.8)   1   5
  12 倉田 晃輔(4) 小学校 南箕輪小     17.40 (+2.4)   3   4
  12 小林 稚奈(6) 小学校 伊那東小     17.40 (+2.8)   1   7
  14 小島  桜(5) 小学校 伊那東小     17.74 (+2.8)   1   8
  15 上島 一真(4) 小学校 辰野西小     17.87 (+3.0)   2   3
  16 水町 連(4) 小学校 七久保小     18.49 (+2.4)   3   5
  17 佐々木 力(4) 小学校 伊那小     18.71 (+3.0)   2   4
  18 宮澤 颯弥(4) 小学校 南部小     19.36 (+3.0)   2   5
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予選 5月21日 10:15
決勝 5月21日 14:50

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   3 南箕輪小(A)   210 海沼 結(5)     59.65 q  1   5 飯島小(A)   237 小松 ちひろ(5)   1,03.05 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｶｲﾇﾏ ﾕｳ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ
  226 髙橋 つきみ(5)   231 横山 あむ(5)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ ﾖｺﾔﾏ ｱﾑ
  277 武井 海斗(5)   289 柴田 蓮音(4)

ﾀｹｲ ｶｲﾄ ｼﾊﾞﾀ ﾚｵﾝ
  267 伊藤 嶺(5)   290 小池 大飛(5)

ｲﾄｳ ﾚｲ ｺｲｹ ﾀﾞｲﾄ
 2   7 伊那北小(A)    39 井口さくら(5)   1,02.46 q  2   6 伊那北小(D)    43 岩嶋 菜伎(4)   1,05.37 

ｲﾅｷﾀｼｮｳA ｲｸﾞﾁ ｻｸﾗ ｲﾅｷﾀｼｮｳD ｲﾜｼﾏ ﾅｷﾞ
   55 六波羅 琉菜(5)    40 岡田 菜都美(4)

ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ
   58 有賀 宗太(5)    41 小倉 大樹(4)

ｱﾙｶﾞ ｿｳﾀ ｵｸﾞﾗ ﾀｲｷ
   50 半田 唯也(5)    49 唐木 誠(4)

ﾊﾝﾀﾞ ﾕｲﾔ ｶﾗｷ ﾏｺﾄ
 3   6 東春近小(C)   190 山﨑 愛菜(4)   1,07.25  3   8 赤穂小(B)   113 藤塚 彩袈音(5)   1,06.61 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳC ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ ｱｶﾎｼｮｳB ﾌｼﾞﾂﾞｶ ｱｶﾈ
  197 畠山 あゆみ(4)   114 平澤 芽唯(5)

ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ ﾋﾗｻﾜ ﾒｲ
  252 小池 蓮(4)   164 鈴木 凰介(5)

ｺｲｹ ﾚﾝ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ
  255 田中 聖(4)   163 鈴木 哲平(5)

ﾀﾅｶ ﾋｼﾞﾘ ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ
 4   4 南部小   204 鈴木 晴香(4)   1,07.42  4   4 伊那小(B)     2 横山 珠実(4)   1,07.14 

ﾅﾝﾌﾞｼｮｳ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ ｲﾅｼｮｳ ﾖｺﾔﾏ ﾀﾏﾐ
  201 渡邉 若菜(4)     9 香髙 莉沙(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜｶﾅ ｺｳﾀｶ ﾘｻ
  264 川手 友也(4)    21 白鳥 勝健(4)

ｶﾜﾃ ﾄﾓﾔ ｼﾛﾄﾘ ｼｮｳｹﾝ
  263 松村 灯真(4)     2 永井 颯航(4)

ﾏﾂﾑﾗ ﾄｳﾏ ﾅｶﾞｲ ｿﾗ
 5   5 箕輪南小   283 田中 すみれ(5)   1,09.18  5   7 南箕輪小(C)   208 伊野 日菜子(4)   1,07.67 

ﾐﾉﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾀﾅｶ ｽﾐﾚ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ｲﾉ ﾋﾅｺ
  281 清水 凜(5)   225 有賀 日向子(4)

ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ ｱﾙｶﾞ ﾋﾅｺ
  348 中村 春人(5)   269 金井 祐太朗(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ ｶﾅｲ ﾕｳﾀﾛｳ
  344 山﨑 雄太(5)   272 小松 慈(4)

ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾀ ｺﾏﾂ ﾖｼｷ
 6   8 飯島小(E)   243 土村 芙宇(4)   1,13.47  6   3 宮田小(C)    59 篠﨑 恵莉子(4)   1,08.46 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳE ﾂﾁﾑﾗ ﾌｳ ﾐﾔﾀﾞｼｮｳC ｼﾉｻﾞｷ ｴﾘｺ
  236 山中 優(5)    64 増田 莉彩(4)

ﾔﾏﾅｶ ﾕｳ ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ
  285 下平 皇介(4)    60 井上 瑛太(4)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｵｳｽｹ ｲﾉｳｴ ｴｲﾀ
  281 ラファラン海斗ピエー    62 丸田 敦希(4)

ﾗﾌｧﾗﾝ ｶｲﾄ ﾋﾟｴｰﾙ ﾏﾙﾀ ｱﾂｷ
  2 赤穂小(D)   106 佐野志織(4)  7   2 高遠小(C)    76 野澤 菜々香(5)   1,08.49 

ｱｶﾎｼｮｳD ｻﾉ ｼｵﾘ 失格 ﾀｶﾄｵｼｮｳC ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅｶ
  110 竹内ひかり(4)    72 小松 天花(4)

ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ ｺﾏﾂ ﾃﾝｶ
  159 長屋拓実(4)    87 西村 心太朗(4)

ﾅｶﾞﾔ ﾀｸﾐ ﾆｼﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
  162 北原怜(4)    91 竹内 良多(4)

ｷﾀﾊﾗ ﾚｲ ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀ

混合

4×100mR

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



[ 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   7 中川西小   172 森上 美結(5)   1,02.72 q  1   8 高遠小(A)    71 守屋 玲奈(5)   1,03.73 q

ﾅｶｶﾞﾜﾆｼｼｮｳ ﾓﾘｶﾐ ﾐﾕｳ ﾀｶﾄｵｼｮｳA ﾓﾘﾔ ﾚﾅ
  171 佐々木 里奈(5)    74 西村 陽菜(4)

ｻｻｷ ﾘﾅ ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ
  227 與曽井 芯(5)    92 中山 未比呂(5)

ﾖｿｲ ｼﾝ ﾅｶﾔﾔ ﾐﾋﾛ
  226 栗山 瑛介(5)    84 小泉 幸也(4)

ｸﾘﾔﾏ ｴｲｽｹ ｺｲｽﾞﾐ ﾕｷﾔ
 2   3 美篶小   248 伊藤 希美(4)   1,05.65  2   5 飯島小(C)   246 唐澤 咲楽(4)   1,06.53 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳC ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ
  249 掛川 風保(4)   235 工藤 ひなた(4)

ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ ｸﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ
  301 伊藤 周真(4)   300 髙坂 陸(4)

ｲﾄｳ ｼｭｳﾏ ｺｳｻｶ ﾘｸ
  312 澁谷 孝太郎(4)   298 林 大宝(4)

ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀﾛｳ ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾎｳ
 3   6 高遠小(B)    69 伊藤 瑠璃(4)   1,05.98  3   3 辰野西小(A)   133 岩井 陽菜(4)   1,06.69 

ﾀｶﾄｵｼｮｳB ｲﾄｳ ﾙﾘ ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳA ｲﾜｲ ｱｷﾅ
   78 藪 笑寧(5)   132 垣内 美穂(4)

ﾔﾌﾞ ｴﾐﾈ ｶｷｳﾁ ﾐﾎ
   85 小島 拓実(4)   201 大久保 颯人(4)

ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾔﾄ
   93 中村 琉唯(4)   192 山口 春(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙ
 4   4 辰野南小(A)   160 山中 美沙樹(4)   1,08.57  4   2 赤穂小(C)   115 北原萌衣(4)   1,07.41 

ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳA ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ ｱｶﾎｼｮｳC ｷﾀﾊﾗ ﾒｲ
  170 藤森 瑠奈(4)   109 竹村一愛(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾙﾅ ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞｱ
  222 味澤 大駕(4)   152 下平真大(4)

ｱｼﾞｻﾜ ﾀｲｶﾞ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾋﾛ
  216 赤羽 柊(5)   156 山本詠太(4)

ｱｶﾊﾈ ｼｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾀ
 5   2 箕輪西小(A)   267 柴 若菜(4)   1,08.73  5   7 伊那北小(C)    46 山本 珠稀(4)   1,08.75 

ﾐﾉﾜﾆｼｼｮｳA ｼﾊﾞ ﾜｶﾅ ｲﾅｷﾀｼｮｳC ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｷ
  270 有賀 陽菜(4)    47 上島 志乃(4)

ｱﾙｶﾞ ﾋﾅ ｶﾐｼﾞﾏ ｼﾉ
  325 竹野 匠央(4)    51 平嶋 湧太(4)

ﾀｹﾉ ｼｮｳ ﾋﾗｼﾏ ﾕｳﾀ
  323 大槻 心(4)    39 篠田 昊(4)

ｵｵﾂｷ ｼﾝ ｼﾉﾀﾞ ｺｳ
 6   8 飯島小(D)   239 小林 繭里(4)   1,09.92  6   6 七久保小(A)    81 横田 紗穂(4)   1,09.15 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳD ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾘ ﾅﾅｸﾎﾞｼｮｳA ﾖｺﾀ ｻﾎ
  233 原 亜希(4)    91 那須野 彩子(4)

ﾊﾗ ｱｷ ﾅｽﾉ ｱﾔｺ
  293 福島 琉生(4)   117 大嶋 駿仁(4)

ﾌｸｼﾏ ﾙｲ ｵｵｼﾏ ﾊﾔﾄ
  294 米山 陸人(4)   120 野原 楓語(4)

ﾖﾈﾔﾏ ﾘｸﾄ ﾉﾊﾗ ﾌｳｺﾞ
 7   5 宮田小(B)    56 関塚 春深(4)   1,12.71  7   4 辰野南小(C)   158 桑澤 乃愛(4)   1,13.48 

ﾐﾔﾀﾞｼｮｳB ｾｷﾂﾞｶ ﾊﾙﾐ ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳC ｸﾜｻﾞﾜ ﾉｱ
   60 小林 薫(4)   164 大森 伶杏(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ ｵｵﾓﾘ ﾚｱ
   66 春日 大彦(4)   224 林 廉(4)

ｶｽｶﾞ ﾏｻﾋｺ ﾊﾔｼ ﾚﾝ
   69 中村 成那(4)   225 廣瀬 蒼(4)

ﾅｶﾑﾗ ｾﾅ ﾋﾛｾ ｱｵｲ

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   6 赤穂小(A)   105 宮澤けい(5)     59.94 q  1   7 伊那小(A)    16 森本なぎさ(5)     59.21 q

ｱｶﾎｼｮｳA ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ ｲﾅｼｮｳ ﾓﾘﾓﾄ ﾅｷﾞｻ
  104 井坪 要(5)     1 逸見 加奈子(5)

ｲﾂﾎﾞ ｶﾅﾒ ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ
  155 山下 竣太郎(5)    19 藤野 仁喜(5)

ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾌｼﾞﾉ ｼﾞﾝｷﾞ
  154 高野 善郎(5)    18 唐澤 佳志(5)

ﾀｶﾉ ﾖｼﾛｳ ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾕｷ
 2   7 南箕輪小(B)   223 田口 蒼波(4)   1,06.24  2   3 箕輪中部小   273 森本 真衣(4)   1,02.64 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ﾀｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ
  212 原 鈴花(4)   271 今井 遥香(4)

ﾊﾗ ｽｽﾞｶ ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
  273 上田 泰輝(4)   334 向山 大稀(4)

ｳｴﾀﾞ ﾀｲｷ ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
  276 中本 悠翔(4)   329 唐澤 友作(4)

ﾅｶﾓﾄ ﾕｳﾄ ｶﾗｻﾜ ﾕｳｻｸ
 3   5 伊那北小(B)    48 赤羽 ひなた(5)   1,06.52  3   4 西春近北小    94 関島 鮎奈(4)   1,07.64 

ｲﾅｷﾀｼｮｳB ｱｶﾊﾈ ﾋﾅﾀ ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ｾｷｼﾞﾏ ｱﾕﾅ
   53 北原 柑那(5)    99 佐久間 佳乃(4)

ｷﾀﾊﾗ ｶﾝﾅ ｻｸﾏ ｶﾉ
   38 山住 陸也(5)   134 久保村 康生(4)

ﾔﾏｽﾞﾐ ﾘｸﾔ ｸﾎﾞﾑﾗ ｺｳｾｲ
   36 宮下 飛雅(5)   138 藤盛 恵多(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ ﾌｼﾞﾓﾘ ｹｲﾀ
 4   3 飯島小(B)   241 中原 小葉(5)   1,06.63  4   6 辰野西小(B)   143 赤羽 結(4)   1,09.86 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ﾅｶﾊﾗ ｺﾉﾊ ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳB ｱｶﾊﾈ ﾕｲ
  247 桃澤 まなか(5)   145 中矢 妃那乃(4)

ﾓﾓｻﾞﾜ ﾏﾅｶ ﾅｶﾔ ﾋﾅﾉ
  296 矢澤 翔汰(4)   204 唐沢 陸(4)

ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｶﾗｻﾜ ﾘｸ
  286 加藤 一毅(4)   190 井内 悠人(4)

ｶﾄｳ ｲﾂｷ ｲｳﾁ ﾕｳﾄ
 5   2 赤穂南小(A)   124 小池 星心(5)   1,08.30  5   2 七久保小(B)    89 竹澤 愛梨(4)   1,12.17 

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ｺｲｹ  ｾｲｺ ﾅﾅｸﾎﾞｼｮｳB ﾀｹｻﾞﾜ ｱｲﾘ
  128 立花 愛(5)    90 藤田 柚那(4)

ﾀﾁﾊﾞﾅ  ﾒｸﾞﾐ ﾌｼﾞﾀ ﾕﾅ
  174 伊藤 諒(4)   113 菅原 愛基(4)

ｲﾄｳ  ﾘｮｳ ｽｶﾞﾜﾗ ｱｲｷ
  176 細田 空來(4)   105 岩田 工輝(4)

ﾎｿﾀﾞ  ｿﾗ ｲﾜﾀ ｺｳｷ
 6   4 宮田小(A)    61 松田 佳菜(4)   1,11.46  6   5 辰野南小(B)   165 田中 結愛(4)   1,12.33 

ﾐﾔﾀﾞｼｮｳA ﾏﾂﾀﾞ ｶﾅ ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳB ﾀﾅｶ ﾕｲｱ
   66 北澤 美咲(4)   157 岡田 奈々(5)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾐｻｷ ｵｶﾀﾞ ﾅﾅ
   72 平塚 晃希(4)

ﾋﾗﾂｶ ｺｳｷ
   73 北原 裕士郎(4)

ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ

混合

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 伊那小(A)    16 森本なぎさ(5)     59.74 

ｲﾅｼｮｳ ﾓﾘﾓﾄ ﾅｷﾞｻ
    1 逸見 加奈子(5)

ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ
   19 藤野 仁喜(5)

ﾌｼﾞﾉ ｼﾞﾝｷﾞ
   18 唐澤 佳志(5)

ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾕｷ
 2   6 南箕輪小(A)   210 海沼 結(5)   1,00.28 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
  226 髙橋 つきみ(5)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
  277 武井 海斗(5)

ﾀｹｲ ｶｲﾄ
  270 笹平 日々喜(5)

ｻｻﾋﾗ ﾋﾋﾞｷ
 3   3 赤穂小(A)   105 宮澤けい(5)   1,01.14 

ｱｶﾎｼｮｳA ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ
  104 井坪 要(5)

ｲﾂﾎﾞ ｶﾅﾒ
  155 山下 竣太郎(5)

ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ
  154 高野 善郎(5)

ﾀｶﾉ ﾖｼﾛｳ
 4   7 箕輪中部小   273 森本 真衣(4)   1,02.58 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ
  271 今井 遥香(4)

ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
  334 向山 大稀(4)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
  329 唐澤 友作(4)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳｻｸ
 5   4 伊那北小(A)    39 井口さくら(5)   1,02.85 

ｲﾅｷﾀｼｮｳA ｲｸﾞﾁ ｻｸﾗ
   55 六波羅 琉菜(5)

ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ
   58 有賀 宗太(5)

ｱﾙｶﾞ ｿｳﾀ
   50 半田 唯也(5)

ﾊﾝﾀﾞ ﾕｲﾔ
 6   1 飯島小(A)   237 小松 ちひろ(5)   1,03.47 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ
  231 横山 あむ(5)

ﾖｺﾔﾏ ｱﾑ
  289 柴田 蓮音(4)

ｼﾊﾞﾀ ﾚｵﾝ
  290 小池 大飛(5)

ｺｲｹ ﾀﾞｲﾄ
 7   2 高遠小(A)    71 守屋 玲奈(5)   1,03.68 

ﾀｶﾄｵｼｮｳA ﾓﾘﾔ ﾚﾅ
   74 西村 陽菜(4)

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ
   92 中山 未比呂(5)

ﾅｶﾔﾔ ﾐﾋﾛ
   84 小泉 幸也(4)

ｺｲｽﾞﾐ ﾕｷﾔ
 8   8 中川西小   172 森上 美結(5)   1,08.89 

ﾅｶｶﾞﾜﾆｼｼｮｳ ﾓﾘｶﾐ ﾐﾕｳ
  171 佐々木 里奈(5)

ｻｻｷ ﾘﾅ
  227 與曽井 芯(5)

ﾖｿｲ ｼﾝ
  226 栗山 瑛介(5)

ｸﾘﾔﾏ ｴｲｽｹ

決勝

混合

4×100mR
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