
種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名 所属 従来の記録 備考

男子80mH 予 14秒02 小池 天 富県小(6) 14秒04 大会新

男子80mH 決 13秒96(-0.9) 小池 天 富県小(6) 14秒04 大会新

男子 走高跳 決 1m35 小牧 優我 富県小(6) 1m32 大会新

男子ｼﾞｬﾍﾞﾎﾞｰﾙ投 決 54m08 羽場 敦哉 東伊那小(6) 42m33 大会新

〃 〃 46m68 野々田 斗和 高遠小(6) 〃 〃

〃 〃 46m44 伊藤 航介 箕輪西小(6) 〃 〃

〃 〃 46m43 久保田 勇 手良小(6) 〃 〃

〃 〃 45m16 松田 夢羽 箕輪北小(6) 〃 〃

〃 〃 43m29 小林 蓮 飯島小(5) 〃 〃

〃 〃 42m78 草場 陽太 高遠北小(6) 〃 〃

〃 〃 42m69 伊藤 陸翔 飯島小(6) 〃 〃

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％

8:40 晴 南 0.4 24.0 43

9:00 晴 北 0.7 25.0 42

10:00 晴 南西 1.3 26.5 38

11:00 晴 南東 1.5 27.0 32

12:00 晴 南西 1.5 29.0 31

13:00 晴 南 0.7 29.5 27

14:00 晴 南西 1.6 30.0 26

15:00 晴 南西 0.7 30.0 25

16:00 晴 北東 1.6 29.5 26

17:00 晴 北東 1.8 28.5 30

■グラウンドコンディション

後　　援 ： 伊那市／伊那市教育委員会

会　　場 ： 伊那市陸上競技場（172030）

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 ： 木下 純市

■  この大会で樹立された記録

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

第34回上伊那小学生陸上競技大会　大会コード17170543
第50回上伊那春季陸上競技記録会　大会コード17170507

第３４回上伊那小学生陸上競技大会　記録集
第５０回上伊那春季陸上競技記録会　記録集

期　　日 ： 平成２９年５月２０日（土）



第34回上伊那小学生陸上競技大会・第50回上伊那春季記録会                          
　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
女  子 【競技場】172030  伊那市陸上競技場

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
05/20 女子 戸枝 くるみ(6) 3,32.71 伊藤 朱里(6) 3,34.97 寺澤 瑠香(6) 3,35.04 青木 日和(6) 3,35.12 小松 凛(6) 3,36.17 松﨑 羽桜(5) 3,37.40 北原 柑那(6) 3,42.21 桃澤 まなか(6) 3,46.32

1000m 小学校･赤穂東小 小学校･箕輪中部小 小学校･手良小 小学校･箕輪中部小 小学校･赤穂南小 小学校･東春近小 小学校･伊那北小 小学校･飯島小
05/20  -2.6逸見 加奈子(6) 14.07 唐澤 さくら(6) 14.12 山﨑 彩矢(6) 14.73 下平 梨乃(6) 15.52 大﨑 にこ(6) 15.57 宮下 寧々(6) 16.45 横山 あむ(6) 16.91 福澤 さくら(5) 18.36

80mH(0.700m) 小学校･伊那小 小学校･箕輪西小 小学校･箕輪北小 小学校･伊那北小 小学校･伊那小 小学校･七久保小 小学校･飯島小 小学校･美篶小
05/20 上村 文寧(6) 1.10 酒井 明日香(6) 1.05 浦野 結衣菜(6) 1.05 高嶋 桃花(6) 1.05 茂木 心彩(6) 小学校･伊那小 1.00 井口 さくら(6) 1.00

走高跳 小学校･伊那小 小学校･伊那北小 小学校･西春近南小 小学校･伊那小 酒井 玲(6) 小学校･西春近南小 小学校･伊那北小
小林 柚花(5) 小学校･箕輪中部小

05/20 向山 飛鳥(6) 3.84(+0.3) 小日向 慧(6) 3.67(+0.3) 宮澤 一佳(6) 3.25(-0.1) 那須野 希(6) 3.24(+0.3) 角 咲乃(6) 3.24(+0.3) 唐木 萌恵(6) 3.23(-0.8) 小池 優奈(6) 3.10(-0.3) 田口 蒼波(5) 3.10(-0.8)
走幅跳 小学校･箕輪西小 小学校･箕輪中部小 小学校･伊那北小 小学校･手良小 小学校･伊那小 小学校･伊那小 小学校･伊那小 小学校･南箕輪小

05/20 武井 みずき(5) 41.74 下村 美優(5) 35.49 濵 亜弥莉(6) 35.43 城倉 涼花(6) 34.20 伊藤 七海(6) 33.77 山﨑 愛菜(5) 33.41 伊東 菜々子(6) 33.20 飯塚 咲絵(6) 32.78
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学校･南箕輪小 小学校･南箕輪小 小学校･両小野小 小学校･伊那東小 小学校･箕輪西小 小学校･東春近小 小学校･伊那小 小学校･西春近南小

05/20 辰野西小       59.97 南箕輪小(A)     1,00.93 宮田小(A)     1,01.54 西春近北小     1,01.54 赤穂南小(A)     1,02.03 美篶小     1,02.04 赤穂南小(B)     1,03.96 東春近小(A)     1,04.63
4×100mR 野澤 瑞葵(6) 原 久瑠未(6) 城倉 凜(6) 宮下 はづみ(6) 伊藤 鈴音(6) 宮下 楓(6) 木ノ島 夏生(5) 松澤 美玖(6)

石﨑 智紗(6) 小田桐 真央(6) 藤本 結愛(6) 戸田 美優(6) 小口 萌華(6) 赤羽 結愛(6) 池田 杏(5) 伊東 結衣(6)
増澤 雛(6) 伊藤 千紘(6) 後藤 心優(6) 宮沢 莉菜(6) 立花 愛(6) 橋爪 万智(6) 辰口 果可(5) 伊藤 涼音(6)
飯沼 有美(6) 小澤 優寿香(6) 桒原 彩奈(6) 橋爪 里奈(6) 原 ひなた(6) 矢野 樹(6) 竹村 まこ(5) 片桐 愛香(6)

05/20 5年女子  -1.1西村 陽菜(5) 15.24 大和田明日風(5) 15.49 井原 由奈(5) 15.93 池田 りん(5) 15.94 畠山 あゆみ(5) 16.10 武村 美尋(5) 16.12 酒井 佳乃(5) 16.26 北澤 想夏(5) 16.27
100m 小学校･高遠小 小学校･伊那東小 小学校･南箕輪小 小学校･西箕輪AC 小学校･東春近小 小学校･箕輪町陸上 小学校･伊那東小 小学校･伊那東小

05/20 6年女子  -2.9佐野 涼楓(6) 14.55 宮嶋 きら(6) 15.16 髙橋 つきみ(6) 15.20 海沼 結(6) 15.25 湯田 夏海(6) 15.43 六波羅 琉菜(6) 15.56 今村 心春(6) 15.65 藤森 紗理奈(6) 15.84
100m 小学校･赤穂小 小学校･七久保小 小学校･南箕輪小 小学校･南箕輪小 小学校･南部小 小学校･伊那北小 小学校･辰野東小 小学校･辰野南小

05/20 混合 箕輪中部小(A)      58.57 飯島小(A)     1,01.00 赤穂小(A)     1,01.77 赤穂小(B)     1,03.01 中川西小(A)     1,03.63 飯島小(B)     1,03.76 辰野西小(A)     1,04.07 伊那北小(A)     1,05.26
4×100mR 森本 真衣(5) 工藤 ひなた(5) 北原 萌衣(5) 竹村 一愛(5) 中川 花音(5) 原 亜希(5) 岩井 陽菜(5) 山本 珠稀(5)

今井 遥香(5) 北原 瑠菜(5) 石曽根 葵(5) 山本 奏葉(5) 新井 結衣(5) 唐澤 咲楽(5) 赤羽 優花(5) 上島 志乃(5)
杉井 瑛澄(5) 矢澤 翔汰(5) 清水 秀一朗(5) 唐沢 琉之介(5) 富永 陽人(5) 米山 陸人(5) 上島 一真(5) 小倉 大樹(5)
向山 大稀(5) 加藤 一毅(5) 原田 琢己(5) 岩崎 聡太(5) 竹澤 士音(5) 柴田 蓮音(5) 井内 悠人(5) 小田切 快(5)

05/20 小学ｵｰﾌﾟﾝ 逢坂 百花(5) 16.17 伊藤 さよ(5) 16.24 小林 洸翔 16.84 西野 圭晴(4) 16.95 上野 結萌(4) 小学校･赤穂小 17.07 小池 星心(6) 17.15 小林 歩太(4) 17.36
100m 小学校･南箕輪小 小学校･箕輪中部小 小学校･宮田小 小学校･赤穂小 樋屋 大和(4) 小学校･赤穂小 小学校･赤穂南小 小学校･飯島小



予選 5月20日  9:00
決勝 5月20日 14:15

県小学新            13.06
大会新(GR)          14.45

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +0.1

 1 武村 美尋(5) 小学校     15.92 q  1 池田 りん(5) 小学校     15.77 q
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪町陸上 ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ 西箕輪AC

 2 酒井 佳乃(5) 小学校     16.01 q  2 唐澤 陽菜(5) 小学校     16.23 
ｻｶｲ ﾖｼﾉ 伊那東小 ｶﾗｻﾜ ﾋﾅ 東春近小

 3 髙橋 咲紀(5) 小学校     16.35  3 丸山 あずさ(5) 小学校     16.30 
ﾀｶﾊｼ ｻｷ 西箕輪AC ﾏﾙﾔﾏ ｱｽﾞｻ 高遠小

 4 藤井 優里菜(5) 小学校     16.99  4 香高 莉沙(5) 小学校     16.67 
ﾌｼﾞｲ ﾕﾘﾅ 新山小 ｺｳﾀｶ ﾘｻ 伊那小

 5 眞田 日向(5) 小学校     17.37  5 山中 美沙樹(5) 小学校     16.89 
ｻﾅﾀﾞ ﾋﾅﾀ 赤穂東小 ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ 辰野南小

 6 寺平 かいり(5) 小学校     17.57  6 本田 凛々花(5) 小学校     17.35 
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｶｲﾘ 箕輪中部小 ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾘｶ 箕輪中部小

 7 大森 伶杏(5) 小学校     18.35  7 堀 七瑛(5) 小学校     18.64 
ｵｵﾓﾘ ﾚｱ 辰野南小 ﾎﾘ ﾅﾅｴ 南箕輪小

 8 福澤 真帆(5) 小学校     18.75 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾏﾎ 伊那小

[ 3組] 風速 +0.9 [ 4組] 風速 -0.8

 1 渕井 胡杜(5) 小学校     16.45  1 西村 陽菜(5) 小学校     15.30 q
ﾌﾁｲ ｺﾄ 箕輪町陸上 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 高遠小

 2 善積 結花(5) 小学校     16.52  2 大和田 明日風(5)小学校     15.36 q
ﾖｼﾂﾞﾐ ﾕｳｶ 東伊那小 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那東小

 3 塩原 明夢(5) 小学校     16.83  3 尾戸 美柚(5) 小学校     16.42 
ｼｵﾊﾗ ｱﾑ 西箕輪AC ｵﾄ ﾐﾕｳ 辰野東小

 4 髙津 璃子(5) 小学校     16.87  4 小林 芽生(5) 小学校     16.82 
ﾀｶﾂ ﾘｺ 辰野東小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 南箕輪小

 5 桑澤 乃愛(5) 小学校     17.08  5 伊藤 心美(5) 小学校     16.90 
ｸﾜｻﾞﾜ ﾉｱ 辰野南小 ｲﾄｳ ｺｺﾐ 箕輪北小

 6 横山 珠実(5) 小学校     17.55  6 鈴木 晴香(5) 小学校     17.27 
ﾖｺﾔﾏ ﾀﾏﾐ 伊那小 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 南部小

 7 三澤 由佳(5) 小学校     17.88  7 桑山 美貴(5) 小学校     17.63 
ﾐｻﾜ ﾕｳｶ 箕輪中部小 ｸﾜﾔﾏ ﾐｷ 箕輪中部小

[ 5組] 風速 -1.7 [ 6組] 風速 -1.5

 1 北澤 想夏(5) 小学校     16.19 q  1 井原 由奈(5) 小学校     15.90 q
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ 伊那東小 ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪小

 2 丸山 杏珠(5) 小学校     16.21  2 畠山 あゆみ(5) 小学校     16.16 q
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾝｼﾞｭ 南箕輪小 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 東春近小

 3 宮下 華(5) 小学校     17.32  3 有賀 りな(5) 小学校     16.45 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾅ 中沢小 ｱﾙｶﾞ ﾘﾅ 辰野東小

 4 渡邊 若菜(5) 小学校     17.50  4 岡田 菜都美(5) 小学校     16.63 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜｶﾅ 南部小 ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 伊那北小

 5 村澤 彩優(5) 小学校     17.54  5 伊東 奈央(5) 小学校     16.71 
ﾑﾗｻﾜ ｱﾕ 中川東小 ｲﾄｳ ﾅｵ 伊那東小

 6 藤森 瑠奈(5) 小学校     17.60  6 柴宮 胡春(5) 小学校     17.67 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾙﾅ 辰野南小 ｼﾊﾞﾐﾔ ｺﾊﾙ 箕輪北小

 7 小松 史歩(5) 小学校     18.93  7 林 愛実(5) 小学校     19.81 
ｺﾏﾂ ｼﾎ 高遠小 ﾊﾔｼ ｱｲﾐ 箕輪中部小

風速 -1.1

 1 西村 陽菜(5) 小学校     15.24 
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 高遠小

 2 大和田 明日風(5)小学校     15.49 
ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那東小

 3 井原 由奈(5) 小学校     15.93 
ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪小

 4 池田 りん(5) 小学校     15.94 
ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ 西箕輪AC

 5 畠山 あゆみ(5) 小学校     16.10 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 東春近小

 6 武村 美尋(5) 小学校     16.12 
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪町陸上

 7 酒井 佳乃(5) 小学校     16.26 
ｻｶｲ ﾖｼﾉ 伊那東小

 8 北澤 想夏(5) 小学校     16.27 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ 伊那東小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5   488

3   133

5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

記録／備考

  464

4   247

1   219

6   324

2   123

7   276

8

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
2   245

3   374

5   183

6   111

8   323

4   475

7   406

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   489

7   366

8   106

4   242

2   320

6   462

順 ﾚｰﾝ No.

7   138

3   321

氏  名 所属名 記録／備考
3   192

8   318

6   401

4   500

2   394

5   461

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   142

7   398

6   327

3   349

2   390

8   188

順 ﾚｰﾝ No.

3   375

5   340

氏  名 所属名 記録／備考
5   395

8   319

4   147

6   127

7   502

2   476

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   192

6   138

5   395

3   245

1   375

8   488

7   133

2   142



予選 5月20日  9:20
決勝 5月20日 14:20

県小学新            13.06
大会新(GR)          13.92

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -0.7

 1 宮嶋 きら(6) 小学校     15.15 q  1 海沼 結(6) 小学校     15.01 q
ﾐﾔｼﾞﾏ ｷﾗ 七久保小 ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪小

 2 湯田 夏海(6) 小学校     15.35 q  2 藤森 紗理奈(6) 小学校     15.59 q
ﾕﾀﾞ ﾅﾂﾐ 南部小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ 辰野南小

 3 丸山 莉奈(6) 小学校     15.84  3 井坪 要(6) 小学校     15.83 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾅ 辰野東小 ｲﾂﾎﾞ ｶﾅﾒ 赤穂小

 4 酒井 琴瀬(6) 小学校     16.38  4 秋葉 まどか(6) 小学校     16.16 
ｻｶｲ ｺﾄｾ 西春近南小 ｱｷﾊﾞ ﾏﾄﾞｶ 辰野東小

 5 吹越 晴(6) 小学校     16.39  5 原 和泉(6) 小学校     16.29 
ﾌｯｺｼ ﾊﾙ 高遠北小 ﾊﾗ ｲｽﾞﾐ 伊那北小

 6 唐澤 明日香(6) 小学校     17.31  6 松村 柊璃(6) 小学校     17.22 
ｶﾗｻﾜ ｱｽｶ 辰野南小 ﾏﾂﾑﾗ ｼｭﾘ 南部小

 7 池末 遥(6) 小学校     22.98  7 溝尾 咲香(6) 小学校     17.59 
ｲｹｽｴ ﾊﾙｶ 川島小 ﾐｿﾞｵ ｻﾔｶ 川島小

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -0.2

 1 髙橋 つきみ(6) 小学校     14.94 q  1 佐野 涼楓(6) 小学校     14.24 q
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 南箕輪小 ｻﾉ ｽｽﾞｶ 赤穂小

 2 六波羅 琉菜(6) 小学校     15.12 q  2 菊池 星耀(6) 小学校     16.17 
ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那北小 ｷｸﾁ ｾｲﾗ 辰野東小

 3 今村 心春(6) 小学校     15.24 q  3 小池 ひより(6) 小学校     16.34 
ｲﾏﾑﾗ ｺﾊﾙ 辰野東小 ｺｲｹ ﾋﾖﾘ 南部小

 4 小林 美穂(6) 小学校     16.54  4 片桐 彩香(6) 小学校     16.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 東伊那小 ｶﾀｷﾞﾘ ｻﾔｶ 七久保小

 5 上村 華蓮(6) 小学校     16.74  5 小田切 怜那(6) 小学校     16.72 
ｶﾐﾑﾗ ｶﾚﾝ 赤穂東小 ｺﾀｷﾞﾘ ﾚﾅ 西春近南小

 6 竹澤 花恋(6) 小学校     17.25  6 池上 遥(6) 小学校     16.79 
ﾀｹｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 七久保小 ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 長谷小

 7 秋山 侑生(6) 小学校     17.32 
ｱｷﾔﾏ ﾕｲ 高遠北小

風速 -2.9

 1 佐野 涼楓(6) 小学校     14.55 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 赤穂小

 2 宮嶋 きら(6) 小学校     15.16 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｷﾗ 七久保小

 3 髙橋 つきみ(6) 小学校     15.20 
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 南箕輪小

 4 海沼 結(6) 小学校     15.25 
ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪小

 5 湯田 夏海(6) 小学校     15.43 
ﾕﾀﾞ ﾅﾂﾐ 南部小

 6 六波羅 琉菜(6) 小学校     15.56 
ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那北小

 7 今村 心春(6) 小学校     15.65 
ｲﾏﾑﾗ ｺﾊﾙ 辰野東小

 8 藤森 紗理奈(6) 小学校     15.84 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ 辰野南小

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 記録／備考
4   203

8   391

7   325

6   303

3   232

5   290

順 ﾚｰﾝ

2   105

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   397

3   326

5   248

2   310

8   153

6   388

7   289

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
5   407

8   164

6   208

2   308

7   362

3   103

順 ﾚｰﾝ No.
7   249

4   271

5   304

3   386

2   211

6   238

4   356

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   249

7   203

3   407

5   397

1   391

4   164

8   308

2   326



決勝 5月20日 11:40

県小学新          3,03.46
大会新(GR)        3,10.00

 1 戸枝 くるみ(6) 小学校   3,32.71 
ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 赤穂東小

 2 伊藤 朱里(6) 小学校   3,34.97 
ｲﾄｳ ｱｶﾘ 箕輪中部小

 3 寺澤 瑠香(6) 小学校   3,35.04 
ﾃﾗｻﾜ ﾙﾐｶ 手良小

 4 青木 日和(6) 小学校   3,35.12 
ｱｵｷ ﾋﾖﾘ 箕輪中部小

 5 小松 凛(6) 小学校   3,36.17 
ｺﾏﾂ ﾘﾝ 赤穂南小

 6 松﨑 羽桜(5) 小学校   3,37.40 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾊｵ 東春近小

 7 北原 柑那(6) 小学校   3,42.21 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾝﾅ 伊那北小

 8 桃澤 まなか(6) 小学校   3,46.32 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 飯島小

 9 石川 日菜(6) 小学校   3,50.58 
ｲｼｶﾜ ﾋﾅ 伊那小

10 吉沢 優季(6) 小学校   3,52.50 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾘ 七久保小

11 横田 紗穂(5) 小学校   3,52.94 
ﾖｺﾀ ｻﾎ 七久保小

12 赤羽 ひなた(6) 小学校   3,58.27 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾅﾀ 伊那北小

13 後藤 心優(5) 小学校   4,02.55 
ｺﾞﾄｳ ﾐﾕｳ 長谷小

14 蟹澤 瑞姫(5) 小学校   4,04.88 
ｶﾆｻﾜ ﾐｽﾞｷ 長谷小

15 小松 天花(5) 小学校   4,11.60 
ｺﾏﾂ ﾃﾝｶ 高遠小

16 酒井 美優(5) 小学校   4,14.76 
ｻｶｲ ﾐﾕｳ 伊那小

17 西村 紗菜(6) 小学校   4,15.21 
ﾆｼﾑﾗ ｽｽﾞﾅ 七久保小

18 白川 茉奈(5) 小学校   4,17.00 
ｼﾗｶﾜ ﾏﾅ 高遠小

19 熊谷 ゆら(6) 小学校   4,19.86 
ｸﾏｶﾞｲ ﾕﾗ 辰野東小

20 寺岡 花姫(6) 小学校   4,22.52 
ﾃﾗｵｶ ﾊﾅｷ 七久保小

21 田中 琉奈(5) 小学校   4,29.49 
ﾀﾅｶ ﾙﾅ 中川東小

22 富永 優花(5) 小学校   4,29.54 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｶ 中川西小

23 藤沢 遥香(5) 小学校   4,36.51 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 箕輪中部小
出澤 幸芽(5) 小学校
ﾃﾞｻﾞﾜ ｺｳﾒ 赤穂東小
原田 妃菜(6) 小学校
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 南箕輪小

女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   266

2   457

13   215

8   469

19   277

10   372

18   162

16   438

12   120

15   201

25   198

14   156

3   354

21   352

22   189

20   114

11   207

6   194

1   307

7   205

24   341

17   332

23   400
欠場

4   471

9   268
欠場



予選 5月20日  8:40
決勝 5月20日 12:20

県小学新            12.70
大会新(GR)          13.98

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.7

 1 横山 あむ(6) 小学校     16.64 q  1 逸見 加奈子(6) 小学校     14.71 q
ﾖｺﾔﾏ ｱﾑ 飯島小 ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ 伊那小

 2 山﨑 彩矢(6) 小学校     16.68 q  2 下平 梨乃(6) 小学校     15.67 q
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 箕輪北小 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘﾉ 伊那北小

 3 宮脇 依茉(6) 小学校     18.45  3 宮下 寧々(6) 小学校     16.50 q
ﾐﾔﾜｷ ｴﾏ 伊那小 ﾐﾔｼﾀ ﾈﾈ 七久保小

 4 林 真奈美(6) 小学校     19.85  4 唐澤 真?菜(6) 小学校     17.22 
ﾊﾔｼ ﾏﾅﾐ 高遠北小 ｶﾗｻﾜ ﾏﾕﾊ 箕輪北小
春日 優梨菜(6) 小学校  5 清水 凜(6) 小学校     20.05 
ｶｽｶﾞ ﾕﾘﾅ 伊那AC ｼﾐｽﾞ ﾘﾝ 箕輪南小
春日 優梨菜(6) 小学校  6 宮澤 颯希(6) 小学校     20.30 
ｶｽｶﾞ ﾕﾘﾅ 美篶小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｷ 伊那小

[ 3組] 風速 +0.5

 1 唐澤 さくら(6) 小学校     14.38 q
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪西小

 2 福澤 さくら(5) 小学校     16.05 q
ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 美篶小

 3 大﨑 にこ(6) 小学校     16.94 q
ｵｵｻｷ ﾆｺ 伊那小

 4 竹越 摩緒(6) 小学校     17.15 
ﾀｹｺﾞｼ ﾏｵ 伊那北小

 5 上田 咲華瑠(6) 小学校     17.57 
ｳｴﾀﾞ ｻﾊﾙ 箕輪南小

風速 -2.6

 1 逸見 加奈子(6) 小学校     14.07 
ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ 伊那小

 2 唐澤 さくら(6) 小学校     14.12 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪西小

 3 山﨑 彩矢(6) 小学校     14.73 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 箕輪北小

 4 下平 梨乃(6) 小学校     15.52 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘﾉ 伊那北小

 5 大﨑 にこ(6) 小学校     15.57 
ｵｵｻｷ ﾆｺ 伊那小

 6 宮下 寧々(6) 小学校     16.45 
ﾐﾔｼﾀ ﾈﾈ 七久保小

 7 横山 あむ(6) 小学校     16.91 
ﾖｺﾔﾏ ｱﾑ 飯島小

 8 福澤 さくら(5) 小学校     18.36 
ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 美篶小

女子

80mH(0.700m)

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

  101

記録／備考
5   423

7   501

2   103
欠場

6   516

8   108

4

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   105

4   148

6   202

2   503

7   491

3   109

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

5   451

2   517

6   121

4   157

3   490

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   105

4   451

2   501

3   148

1   121

8   202

7   423

6   517



予選 5月20日 10:50
決勝 5月20日 14:40

県小学新            53.07
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   7 西春近北小   221 宮下 はづみ(6)   1,01.53 q  1   3 辰野西小   297 野澤 瑞葵(6)   1,00.20 q

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾊﾂﾞﾐ ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳ ﾉｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ
   22 宮沢 莉菜(6)   294 石﨑 智紗(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ
  224 戸田 美優(6)   295 増澤 雛(6)

ﾄﾀﾞ ﾐﾕ ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾅ
  223 橋爪 里奈(6)   295 増澤 雛(6)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘﾅ ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾅ
 2   8 赤穂南小(A)   280 伊藤 鈴音(6)   1,02.43 q  2   2 南箕輪小(A)   409 原 久瑠未(6)   1,00.94 q

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ｲﾄｳ ﾚﾈ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ﾊﾗ ｸﾙﾐ
  282 小口 萌華(6)   411 小田桐 真央(6)

ｵｸﾞﾁ ﾓｴｶ ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｵ
  284 立花 愛(6)   408 伊藤 千紘(6)

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾒｸﾞﾐ ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ
  281 原 ひなた(6)   412 小澤 優寿香(6)

ﾊﾗ ﾋﾅﾀ ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ
 3   6 東春近小(A)   379 松澤 美玖(6)   1,03.95 q  3   6 美篶小   519 宮下 楓(6)   1,01.96 q

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳA ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｸ ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ｶｴﾃﾞ
  377 伊東 結衣(6)   521 赤羽 結愛(6)

ｲﾄｳ ﾕｲ ｱｶﾊﾈ ﾕｱ
  378 伊藤 涼音(6)   518 橋爪 万智(6)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ
  380 片桐 愛香(6)   520 矢野 樹(6)

ｶﾀｷﾞﾘ ｱｲｶ ﾔﾉ ｲﾂｷ
 4   5 南箕輪小(B)   416 伊野 日菜子(5)   1,04.03  4   4 宮田小(A)   174 城倉 凜(6)   1,02.94 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｲﾉ ﾋﾅｺ ﾐﾔﾀﾞｼｮｳA ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘﾝ
  417 加藤 美奈(5)   176 藤本 結愛(6)

ｶﾄｳ ﾐﾅ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲ
  418 原 鈴花(5)   172 後藤 心優(6)

ﾊﾗ ｽｽﾞｶ ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ
  421 有賀 日向子(5)   177 桒原 彩奈(6)

ｱﾙｶﾞ ﾋﾅｺ ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔﾅ
 5   2 高遠小   187 守屋　玲奈(6)   1,04.10  5   7 赤穂南小(B)   288 木ノ島 夏生(5)   1,03.33 q

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ﾓﾘﾔ ﾚﾅ ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳB ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ
  195 畠 真梨音(6)   286 池田 杏(5)

ﾊﾀ ﾏﾘﾈ ｲｹﾀﾞ ｱｽﾞ
  182 伊藤 瑠璃(5)   285 辰口 果可(5)

ｲﾄｳ ﾙﾘ ﾀﾂｸﾞﾁ ｶｶ
  185 牛山 沙也(6)   287 竹村 まこ(5)

ｳｼﾔﾏ ｻﾔ ﾀｹﾑﾗ ﾏｺ
 6   4 飯島小(A)   422 遠藤 奏心(6)   1,05.22  6   5 伊那東小   141 北條 澪香(5)   1,05.96 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾐ ｲﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐｵｶ
  435 中原 小葉(6)   128 宮本 結花(5)

ﾅｶﾊﾗ ｺﾉﾊ ﾐﾔﾓﾄ ﾕｲｶ
  427 後藤 彩寿(6)   130 熊谷 清香(5)

ｺﾞﾄｳ ｻﾄ ｸﾏｶﾞｲ ｻﾔｶ
  430 小松 ちひろ(6)   136 城村 きらり(5)

ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ ｼﾛﾑﾗ ｷﾗﾘ
 7   3 両小野小   512 赤羽 凛咲(5)   1,05.42 

ﾘｮｳｵﾉｼｮｳ ｱｶﾊﾈ ﾘｻ
  513 堀内 桃加(5)

ﾎﾘｳﾁ ﾓﾓｶ
  511 神戸 彩月(5)

ｺﾞｳﾄﾞ ｻﾂｷ
  514 鈴木 花歩(6)

ｽｽﾞｷ ｶﾎ

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   4 辰野西小   297 野澤 瑞葵(6)     59.97 

ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳ ﾉｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ
  294 石﨑 智紗(6)

ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ
  295 増澤 雛(6)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾅ
  296 飯沼 有美(6)

ｲｲﾇﾏ ｱﾐ
 2   3 南箕輪小(A)   409 原 久瑠未(6)   1,00.93 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ﾊﾗ ｸﾙﾐ
  411 小田桐 真央(6)

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｵ
  408 伊藤 千紘(6)

ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ
  412 小澤 優寿香(6)

ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ
 3   7 宮田小(A)   174 城倉 凜(6)   1,01.54 

ﾐﾔﾀﾞｼｮｳA ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘﾝ
  176 藤本 結愛(6)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲ
  172 後藤 心優(6)

ｺﾞﾄｳ ﾐﾕ
  177 桒原 彩奈(6)

ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾔﾅ
 4   6 西春近北小   221 宮下 はづみ(6)   1,01.54 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾊﾂﾞﾐ
  224 戸田 美優(6)

ﾄﾀﾞ ﾐﾕ
  222 宮沢 莉菜(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ
  223 橋爪 里奈(6)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾘﾅ
 5   8 赤穂南小(A)   280 伊藤 鈴音(6)   1,02.03 

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳA ｲﾄｳ ﾚﾈ
  282 小口 萌華(6)

ｵｸﾞﾁ ﾓｴｶ
  284 立花 愛(6)

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾒｸﾞﾐ
  281 原 ひなた(6)

ﾊﾗ ﾋﾅﾀ
 6   5 美篶小   519 宮下 楓(6)   1,02.04 

ﾐｽｽﾞｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ｶｴﾃﾞ
  521 赤羽 結愛(6)

ｱｶﾊﾈ ﾕｱ
  518 橋爪 万智(6)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ
  520 矢野 樹(6)

ﾔﾉ ｲﾂｷ
 7   1 赤穂南小(B)   288 木ノ島 夏生(5)   1,03.96 

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳB ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ
  286 池田 杏(5)

ｲｹﾀﾞ ｱｽﾞ
  285 辰口 果可(5)

ﾀﾂｸﾞﾁ ｶｶ
  287 竹村 まこ(5)

ﾀｹﾑﾗ ﾏｺ
 8   2 東春近小(A)   379 松澤 美玖(6)   1,04.63 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳA ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｸ
  377 伊東 結衣(6)

ｲﾄｳ ﾕｲ
  378 伊藤 涼音(6)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
  380 片桐 愛香(6)

ｶﾀｷﾞﾘ ｱｲｶ

4×100mR
決勝

女子



決勝 5月20日  8:50

県小学新             1.38
大会新(GR)           1.30

上村 文寧(6) 小学校
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 伊那小
酒井 明日香(6) 小学校
ｻｶｲ ｱｽｶ 伊那北小
浦野 結衣菜(6) 小学校
ｳﾗﾉ ﾕｲﾅ 西春近南小
高嶋 桃花(6) 小学校
ﾀｶｼﾏ ﾓﾓｶ 伊那小
茂木 心彩(6) 小学校
ﾓﾃｷ ｺｺﾛ 伊那小
酒井 玲(6) 小学校
ｻｶｲ ｱｷﾗ 西春近南小
小林 柚花(5) 小学校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 箕輪中部小
井口 さくら(6) 小学校
ｲｸﾞﾁ ｻｸﾗ 伊那北小
向山 未紗(6) 小学校
ﾑｶｲﾔﾏ ﾐｻ 手良小
平山 雪輝音(6) 小学校
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾈ 伊那小
中谷 純菜(6) 小学校
ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝﾅ 辰野東小
春日 沙羅(6) 小学校 記録なし
ｶｽｶﾞ ｻﾗ 西春近南小
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決勝 5月20日  8:50

県小学新             4.75
大会新(GR)           4.23

向山 飛鳥(6) 小学校   3.84   3.66   3.50    3.84 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 箕輪西小   +0.3   -0.6   -1.4    +0.3
小日向 慧(6) 小学校   3.67   3.49   3.53    3.67 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中部小   +0.3   -0.7   -0.9    +0.3
宮澤 一佳(6) 小学校   3.25   3.20   3.07    3.25 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾁｶ 伊那北小   -0.1   -0.5   +0.2    -0.1
那須野 希(6) 小学校   3.24   3.16   2.97    3.24 
ﾅｽﾉ ﾉｿﾞﾐ 手良小   +0.3   -1.8   -0.6    +0.3
角 咲乃(6) 小学校   3.00   3.24    X    3.24 
ｽﾐ ｻｷﾉ 伊那小   -0.8   +0.3    +0.3
唐木 萌恵(6) 小学校   3.09   3.20   3.23    3.23 
ｶﾗｷ ﾒｸﾞ 伊那小   -0.3   -1.1   -0.8    -0.8
小池 優奈(6) 小学校   3.10   3.03   3.09    3.10 
ｺｲｹ ﾕﾅ 伊那小   -0.3   -0.9   -0.9    -0.3
田口 蒼波(5) 小学校   2.71   2.79   3.10    3.10 
ﾀｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 南箕輪小   -0.1   -0.5   -0.8    -0.8
森本 なぎさ(6) 小学校   3.03   2.85   2.93    3.03 
ﾓﾘﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 伊那小   +0.6   -0.4   -0.3    +0.6
小澤 愛里(6) 小学校   2.55   2.39   2.82    2.82 
ｵｻﾞﾜ ｱｲﾘ 南部小   +0.4   +0.3   -0.6    -0.6
田中 すみれ(6) 小学校   2.58   2.56   2.70    2.70 
ﾀﾅｶ ｽﾐﾚ 箕輪南小    0.0   -2.0   -0.3    -0.3
小松 杏奈(5) 小学校   2.63    X    X    2.63 
ｺﾏﾂ ｱﾝﾅ 両小野小   -0.9    -0.9
板倉 都(6) 小学校    X   2.14   2.34    2.34 
ｲﾀｸﾗ ｻﾄ 辰野東小   +0.2   -0.7    -0.7
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11 8   499

12 7   507

9 13   118

10 1   387

7 5   115

8 3   402

5 6   107

6 4   122

3 9   152

4 10   218

1 11   449
-5-

2 12   465

-6- 記録-2- -3- -4- 備考
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走幅跳
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月20日  8:50

県小学新            54.86
大会新(GR)          44.98

武井 みずき(5) 小学校
ﾀｹｲ ﾐｽﾞｷ 南箕輪小
下村 美優(5) 小学校
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 南箕輪小
濵 亜弥莉(6) 小学校
ﾊﾏ ｱﾔﾘ 両小野小
城倉 涼花(6) 小学校
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那東小
伊藤 七海(6) 小学校
ｲﾄｳ ﾅﾅﾐ 箕輪西小
山﨑 愛菜(5) 小学校
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ 東春近小
伊東 菜々子(6) 小学校
ｲﾄｳ ﾅﾅｺ 伊那小
飯塚 咲絵(6) 小学校
ｲｲﾂﾞｶ ｻｴ 西春近南小
浦野 菜々(5) 小学校
ｳﾗﾉ ﾅﾅ 東春近小
林 穂奈美(6) 小学校
ﾊﾔｼ ﾎﾅﾐ 高遠北小
柴 若奈(5) 小学校
ｼﾊﾞ ﾜｶﾅ 箕輪西小
有賀 陽菜(5) 小学校
ｱﾙｶﾞ ﾋﾅ 箕輪西小
岩嶋 菜伎(5) 小学校
ｲﾜｼﾏ ﾅｷﾞ 伊那北小
西本 理乃(6) 小学校
ﾆｼﾓﾄ ﾘﾉ 伊那小
登内 夢香(5) 小学校
ﾄﾉｳﾁ ﾕﾒｶ 伊那北小
伊藤 凛花(5) 小学校
ｲﾄｳ ﾘﾝｶ 伊那北小
倉田 芙菜(6) 小学校
ｸﾗﾀ ﾊｽﾅ 西春近南小
石田 真愛(6) 小学校
ｲｼﾀﾞ ﾏﾅ 箕輪南小
南部 歩(6) 小学校
ﾅﾝﾌﾞ ｱﾕﾐ 伊那東小
馬塲 美遥(5) 小学校
ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾊﾙ 南箕輪小
北原 さくら(6) 小学校
ｷﾀﾊﾗ ｻｸﾗ 西春近南小
市村 小都(6) 小学校
ｲﾁﾑﾗ ｺﾄ 箕輪南小
福島 笑心(5) 小学校
ﾌｸｼﾏ ﾆｺ 飯島小
芳澤 もも(5) 小学校
ﾖｼｻﾞﾜ ﾓﾓ 長谷小
小林 望美(5) 小学校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｿﾞﾐ 伊那東小
酒井 陽菜(6) 小学校
ｻｶｲ ﾊﾙﾅ 西春近南小

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 26   404

41.74   O   O  41.74 

2 22   396
  O 35.49   O  35.49 

3 25   515
35.43   O   X  35.43 

4 24   135
  O   O 34.20  34.20 

5 15   448
33.77   X   O  33.77 

6 12   370
33.41   O   O  33.41 

7 20   104
33.20   X   O  33.20 

8 7   240
  O   O 32.78  32.78 

9 13   369
30.43   O   O  30.43 

10 19   102
29.90   O   O  29.90 

11 10   450
  O   O 29.25  29.25 

12 17   456
  O   O 28.72  28.72 

13 21   149
  O 27.38   O  27.38 

14 11   119
27.04   O   O  27.04 

15 23   159
  O   X 26.07  26.07 

16 14   145
  O   X 23.20  23.20 

17 8   239
  O   O 22.74  22.74 

18 16   498
  O   O 22.18  22.18 

19 6   140
  O   X 21.94  21.94 

20 3   403
  O   O 21.11  21.11 

21 4   241
15.80   O   O  15.80 

22 5   497
  O 15.74   O  15.74 

23 18   440
14.10   O   O  14.10 

24 2   358
13.96   X   O  13.96 

25 1   134
13.95   O   X

26 9   235
  X 10.29   X  10.29 

 13.95 



予選 5月20日 10:20
決勝 5月20日 14:35

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   7 西春近北小(A)   220 関島 鮎奈(5)   1,04.27  1   8 箕輪中部小(C)   485 河野 亜衣菜(4)   1,04.54 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳA ｾｷｼﾞﾏ ｱﾕﾅ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳC ｺｳﾉ ｱｲﾅ
  226 佐久間 佳乃(5)   484 岡 美来(4)

ｻｸﾏ ｶﾉ ｵｶ ﾐﾗｲ
  243 久保村 康生(5)   509 栗原 悠(4)

ｸﾎﾞﾑﾗ ｺｳｾｲ ｸﾘﾊﾗ ﾕｳ
  249 藤盛 恵多(5)   510 山岡 玖瑠(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｹｲﾀ ﾔﾏｵｶ ｸﾘｭｳ
 2   8 赤穂小(D)   260 鈴木 翠央(4)   1,05.08  2   4 赤穂小(E)   263 鈴木 ひかり(4)   1,04.79 

ｱｶﾎｼｮｳD ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ ｱｶﾎｼｮｳE ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ
  259 林 愛由里(4)   261 柏原 美緒(4)

ﾊﾔｼ ｱﾕﾘ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ
  275 小澤 碧大(4)   278 佐野 颯翔(4)

ｵｻﾞﾜ ｱｵｲ ｻﾉ ﾊﾔﾄ
  276 湯沢 幸大(4)   279 池上 裕汰(4)

ﾕｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾀ
 3   1 両小野小   510 立澤 実央(4)   1,06.57  3   3 飯島小(C)   443 片桐 百望(4)   1,04.92 

ﾘｮｳｵﾉｼｮｳ ﾀﾂｻﾞﾜ ﾐｵ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳC ｶﾀｷﾞﾘ ﾓﾓﾐ
  508 宇治 美優(4)   432 小林 繭里(5)

ｳｼﾞ ﾐﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾘ
  552 堀内 來夢(4)   446 高坂 陸(5)

ﾎﾘｳﾁ ﾗｲﾑ ｺｳｻｶ ﾘｸ
  553 中島 瑛大(4)   461 北澤 翔太(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
 4   3 赤穂南小   279 林 ひかり(4)   1,08.41  4   7 辰野西小(B)   300 根橋 涼花(4)   1,06.20 

ｱｶﾎﾐﾅﾐｼｮｳ ﾊﾔｼ ﾋｶﾘ ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳB ﾈﾊﾞｼ ｽｽﾞｶ
  278 冨澤 心花(5)   302 松田 陽向(4)

ﾄﾐｻﾞﾜ ｺﾊﾅ ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ
  304 大森 歩夢(4)   324 上島 康陽(4)

ｵｵﾓﾘ ｱﾕﾑ ｶﾐｼﾞﾏ ｺｳﾖｳ
  296 熊谷 仁(4)   323 佐藤 明守斗(4)

ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾄｼ ｻﾄｳ ｱｽﾄ
 5   5 宮田小(A)   175 竹内 莉奈(4)   1,08.94  5   2 中川西小(B)   338 木下 愛梨(4)   1,07.48 

ﾐﾔﾀﾞｼｮｳA ﾀｹｳﾁ ﾘﾅ ﾅｶｶﾞﾜﾆｼｼｮｳB ｷﾉｼﾀ ｱｲﾘ
  173 小田切 結愛(4)   337 松下 優月(4)

ｺﾀｷﾞﾘ ﾕｱ ﾏﾂｼﾀ ﾕﾂﾞｷ
  176 小野 高太郎(4)   352 大場 凛音(4)

ｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ ｵｵﾊﾞ ﾘｵﾝ
  178 平沢 拓巳(4)   353 北島 郁哉(5)

ﾋﾗｻﾜ ﾀｸﾐ ｷﾀｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ
 6   2 伊那北小(B)   168 富山 愛結(4)   1,10.68  6   1 美篶小(A)   523 伊藤 希美(5)   1,07.50 

ｲﾅｷﾀｼｮｳB ﾄﾐﾔﾏ ｱﾑ ﾐｽｽﾞｼｮｳA ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ
  167 樋口 陽南(4)   522 掛川 風保(5)

ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ
  166 西尾 陸大(4)   567 清水 空哉(5)

ﾆｼｵ ﾘｸﾀ ｼﾐｽﾞ ｸｳﾔ
  165 酒井 快音(4)   568 澁谷 孝太郎(5)

ｻｶｲ ｶｲﾄ ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀﾛｳ
 7   4 飯島小(E)   434 大月 悠風(4)   1,11.13  7   5 七久保小(A)   209 藤田 柚那(5)   1,08.01 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳE ｵｵﾂｷ ﾕｳｶ ﾅﾅｸﾎﾞｼｮｳA ﾌｼﾞﾀ ﾕﾅ
  431 小池 聖央羽(4)   210 那須野 彩子(5)

ｺｲｹ ﾐｵｳ ﾅｽﾉ ｱﾔｺ
  453 竹村 遼大(4)   211 宮下 魁成(4)

ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾞｲ ﾐﾔｼﾀ ｶｲｾｲ
  466 林 澪司(4)   216 三池 野生(4)

ﾊﾔｼ ﾚｲｼﾞ ﾐｲｹ ﾋﾛｷ
  6 箕輪中部小(A)   481 小島 柚貴子(5)  8   6 中川東小(A)   344 矢澤 薫奈(4)   1,08.45 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳA ｺｼﾞﾏ ﾕｷｺ 失格 ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼｼｮｳA ﾔｻﾞﾜ ﾕｷﾅ
  483 登内 空未(5) (R1 3-4)   343 堀内 菜月(4)

ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ ﾎﾘｳﾁ ﾅﾂｷ
  506 吉澤 涼弥(5)   357 中山 珀空(4)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ ﾅｶﾔﾏ ﾊｸｱ
  507 山口 智也(5)   356 山下 寛太(4)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾀ

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   1 飯島小(B)   426 原 亜希(5)   1,03.88 q  1   7 赤穂小(A)   251 北原 萌衣(5)   1,01.53 q

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ﾊﾗ ｱｷ ｱｶﾎｼｮｳA ｷﾀﾊﾗ ﾒｲ
  437 唐澤 咲楽(5)   250 石曽根 葵(5)

ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ
  459 米山 陸人(5)   268 清水 秀一朗(5)

ﾖﾈﾔﾏ ﾘｸﾄ ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
  447 柴田 蓮音(5)   267 原田 琢己(5)

ｼﾊﾞﾀ ﾚｵﾝ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
 2   6 西箕輪AC   244 滝澤 知歩羅(4)   1,04.79  2   8 辰野西小(A)   298 岩井 陽菜(5)   1,03.99 q

ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰ ﾀｷｻﾞﾜ ﾁｱﾗ ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳA ｲﾜｲ ｱｷﾅ
  243 宮嶋 心菜(4)   299 赤羽 優花(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｺﾅ ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ
  260 硴塚 冬矢(4)   322 上島 一真(5)

ｶｷﾂﾞｶ ﾄｳﾔ ｶﾐｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏ
  253 新井 翔(4)   320 井内 悠人(5)

ｱﾗｲ ｶｹﾙ ｲｳﾁ ﾕｳﾄ
 3   7 西春近北小(B)   227 真柴 愛里(4)   1,05.95  3   3 飯島小(D)   445 北澤 愛(4)   1,06.57 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀｼｮｳB ﾏｼﾊﾞ ｱｲﾘ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳD ｷﾀｻﾞﾜ ｱｲ
  225 溝上 冴(4)   424 下島 伶花(4)

ﾐｿﾞｶﾐ ｻｴ ｼﾓｼﾞﾏ ﾚｲｶ
  245 酒井 拓輝(4)   441 下平 蓮(4)

ｻｶｲ ﾋﾛｷ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾚﾝ
  251 有賀 央翔(4)   439 下平 皇介(5)

ｱﾙｶﾞ ﾋﾛﾄ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｵｳｽｹ
 4   5 美篶小(B)   524 中山 晴未(4)   1,06.71  4   1 伊那北小(C)   170 熊谷 愛琉(4)   1,07.20 

ﾐｽｽﾞｼｮｳB ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾐ ｲﾅｷﾀｼｮｳC ｸﾏｶﾞｲ ｱｲﾙ
  525 酒井 絢萌(4)   169 伊藤 心優(4)

ｻｶｲ ｱﾔﾒ ｲﾄｳ ﾐﾕ
  570 両角 祐輝(4)   167 春日 陽向(4)

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｷ ｶｽｶﾞ ﾋﾅﾀ
  569 天野 伶(4)   168 富山 愛結(4)

ｱﾏﾉ ﾚｲ ﾄﾐﾔﾏ ｱﾑ
 5   3 南箕輪小(A)   414 野口 妃乃里(4)   1,07.72  5   2 宮田小(B)   179 縣 ほのか(4)   1,08.74 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ﾉｸﾞﾁ ﾋﾉﾘ ﾐﾔﾀﾞｼｮｳB ｱｶﾞﾀ ﾎﾉｶ
  410 三澤 英(4)   178 湯澤 愛夏(4)

ﾐｻﾜ ﾊﾅ ﾕｻﾞﾜ ﾏﾅｶ
  433 埋橋 匠(4)   180 保科 瞬汰(4)

ｳｽﾞﾊｼ ﾀｸﾐ ﾎｼﾅ ｼｭﾝﾀ
  432 村山 優人(4)   181 鈴木 悠太(4)

ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾄ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ
 6   4 赤穂小(C)   257 竹内 ひかり(5)   1,09.56  6   5 箕輪西小   455 白鳥 来瞳(4)   1,11.44 

ｱｶﾎｼｮｳC ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ ﾐﾉﾜﾆｼｼｮｳ ｼﾛﾄﾘ ｸﾙﾐ
  256 佐野 志織(5)   454 伯耆原 菊音(4)

ｻﾉ ｼｵﾘ ﾎｳｷﾊﾞﾗ ｷｸﾈ
  274 村田 元樹(5)   475 花岡 柊埜(4)

ﾑﾗﾀ ﾓﾄｷ ﾊﾅｵｶ ﾄｳﾔ
  272 山本 新之介(5)   484 白鳥 遥大(4)

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ ｼﾛﾄﾘ ﾊﾙﾄ
 7   8 辰野南小   329 林 雛乃   1,10.96  7   4 西春近南小   233 酒井 菜々星(4)   1,11.77 

ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳ ﾊﾔｼ ﾋﾅﾉ ﾆｼﾊﾙﾁｶﾐﾅﾐｼｮｳ ｻｶｲ ﾅﾅｾ
  328 有賀 帆香   234 酒井 世衣(4)

ｱﾙｶﾞ ﾎﾉｶ ｻｶｲ ｾｲ
  338 宮腰 悠斗   243 伊東 孝大(4)

ﾐﾔｺｼ ﾊﾙﾄ ｲﾄｳ ｺｳﾀ
  338 藤森 敦   248 菅沼 雄一(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾂｼ ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｳｲﾁ
 8   2 七久保小(C)   200 吉沢 舞優(4)   1,11.12   6 七久保小(B)   204 金山 愛音(4)

ﾅﾅｸﾎﾞｼｮｳC ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾕ ﾅﾅｸﾎﾞｼｮｳB ｶﾅﾔﾏ ﾗﾅ 失格
  206 寺岡 七夏花(4)   199 鎌倉 聖音(4) (R1 2-3)

ﾃﾗｵｶ ﾅﾅｶ ｶﾏｸﾗ ﾏﾘｱﾈ
  226 竹澤 愛(4)   230 鈴木 琉伊(4)

ﾀｹｻﾞﾜ ｱｲ ｽｽﾞｷ ﾙｲ
  221 清水 蒼空(4)   223 早稲田 然(4)

ｼﾐｽﾞ ｿﾗ ﾜｾﾀﾞ ｾﾞﾝ

4×100mR
混合



[ 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   4 飯島小(A)   428 工藤 ひなた(5)   1,00.87 q  1   7 箕輪中部小(A)   480 森本 真衣(5)     58.61 q

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｸﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳA ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ
  444 北原 瑠菜(5)   479 今井 遥香(5)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾙﾅ ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
  464 矢澤 翔汰(5)   504 杉井 瑛澄(5)

ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｽｷﾞｲ ｴｲｽ
  443 加藤 一毅(5)   503 向山 大稀(5)

ｶﾄｳ ｲﾂｷ ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
 2   1 中川西小(A)   335 中川 花音(5)   1,03.50 q  2   4 赤穂小(B)   253 竹村 一愛(5)   1,02.89 q

ﾅｶｶﾞﾜﾆｼｼｮｳA ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ ｱｶﾎｼｮｳB ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞｱ
  334 新井 結衣(5)   252 山本 奏葉(5)

ｱﾗｲ ﾕｲ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾊ
  351 富永 陽人(5)   271 唐沢 琉之介(5)

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ ｶﾗｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ
  350 竹澤 士音(5)   269 岩崎 聡太(5)

ﾀｹｻﾜ ｼｵﾝ ｲﾜｻｷ ｿｳﾀ
 3   3 箕輪北小   505 唐澤 優凜亜(4)   1,08.09  3   2 伊那北小(A)   165 山本 珠稀(5)   1,02.99 q

ﾐﾉﾜｷﾀｼｮｳ ｶﾗｻﾜ ﾕﾘｱ ｲﾅｷﾀｼｮｳA ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｷ
  504 杉井 瑛澄(5)   166 上島 志乃(5)

ｽｷﾞｲ ｴｲｽ ｶﾐｼﾞﾏ ｼﾉ
  534 唐澤 優磨(4)   163 小倉 大樹(5)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾏ ｵｸﾞﾗ ﾀｲｷ
  532 松原 楓(4)   164 小田切 快(5)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｴﾃﾞ ｺﾀｷﾞﾘ ｶｲ
 4   2 宮田小(C)   181 田中 彩音(4)   1,08.70  4   6 東春近小(B)   381 久保田 夢真(4)   1,05.66 

ﾐﾔﾀﾞｼｮｳC ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶｼｮｳB ｸﾎﾞﾀ ﾕﾏ
  180 宇都宮 愛香(4)   383 北原 怜(4)

ｳﾂﾉﾐﾔ ｱｲｶ ｷﾀﾊﾗ ﾚｲ
  182 清村 眞人(4)   410 小林 智将(4)

ｷﾖﾑﾗ ﾏﾅﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾏｻ
  183 青木 勇和(4)   408 伊藤 翔琉(4)

ｱｵｷ ﾕｳﾜ ｲﾄｳ ｶｹﾙ
 5   6 高遠小(B)   191 西村 妃菜(4)   1,09.21  5   3 箕輪南小   493 中村 天音(4)   1,07.53 

ﾀｶﾄｵｼｮｳB ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ ﾐﾉﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ｱﾏﾈ
  190 小泉 凜香(4)   492 向山 優菜(4)

ｺｲｽﾞﾐ ﾘﾝｶ ﾑｶｲﾔﾏ ﾕｳﾅ
  188 磯田 義氣(4)   517 市村 恭助(4)

ｲｿﾀﾞ ﾖｼｷ ｲﾁﾑﾗ ｷｮｳｽｹ
  207 武井 優翔(4)   520 清水 結(4)

ﾀｹｲ ﾕｳﾄ ｼﾐｽﾞ ﾕｲ
 6   8 南箕輪小(B)   420 北原 葵(4)   1,13.65  6   1 高遠小(A)   184 丸山 きよの(4)   1,07.93 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｷﾀﾊﾗ ｱｵｲ ﾀｶﾄｵｼｮｳA ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾉ
  419 戎井 希祈(4)   196 野々田 和未(4)

ｴﾋﾞｽｲ ｷｷ ﾉﾉﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ
  434 原 健輔(4)   184 伊藤 祐希(4)

ﾊﾗ ｹﾝｽｹ ｲﾄｳ ﾕｳｷ
  435 小島 拓夢(4)   187 伊澤 寛成(4)

ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾑ ｲｻﾜ ﾋﾛﾅﾘ
  5 東伊那小   363 森田 向日香(4)  7   5 中川東小(B)   345 遠山 満月(4)   1,13.22 

ﾋｶﾞｼｲﾅｼｮｳ ﾓﾘﾀ ﾋﾅｶ 失格 ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼｼｮｳB ﾄｵﾔﾏ ﾐﾂｷ
  364 片桐 小春(4) (R1 2-3)   346 片桐 未彩(4)

ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｱ
  376 森田 一士(4)   358 村上 英太(4)

ﾓﾘﾀ ﾊｼﾞﾒ ﾑﾗｶﾐ ｴｲﾀ
  377 大沼 優月(4)   359 米山 侑希(4)

ｵｵﾇﾏ ﾕﾂﾞｷ ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ
  7 箕輪中部小(D)   487 田口 久瑠美(4)

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳD ﾀｸﾞﾁ ｸﾙﾐ 失格
  486 笠原 雄也(5) (R1 2-3)

ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾔ
  511 駒井 裕樹(4)

ｺﾏｲ ﾋﾛｷ
  512 小山 翔太(4)

ｺﾔﾏ ｼｮｳﾀ

混合

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 箕輪中部小(A)   480 森本 真衣(5)     58.57 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳA ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ
  479 今井 遥香(5)

ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
  504 杉井 瑛澄(5)

ｽｷﾞｲ ｴｲｽ
  503 向山 大稀(5)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾀﾞｲｷ
 2   3 飯島小(A)   428 工藤 ひなた(5)   1,01.00 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｸﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ
  444 北原 瑠菜(5)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾙﾅ
  464 矢澤 翔汰(5)

ﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
  443 加藤 一毅(5)

ｶﾄｳ ｲﾂｷ
 3   4 赤穂小(A)   251 北原 萌衣(5)   1,01.77 

ｱｶﾎｼｮｳA ｷﾀﾊﾗ ﾒｲ
  250 石曽根 葵(5)

ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ
  268 清水 秀一朗(5)

ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
  267 原田 琢己(5)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
 4   5 赤穂小(B)   253 竹村 一愛(5)   1,03.01 

ｱｶﾎｼｮｳB ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞｱ
  252 山本 奏葉(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾊ
  271 唐沢 琉之介(5)

ｶﾗｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ
  269 岩崎 聡太(5)

ｲﾜｻｷ ｿｳﾀ
 5   8 中川西小(A)   335 中川 花音(5)   1,03.63 

ﾅｶｶﾞﾜﾆｼｼｮｳA ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ
  334 新井 結衣(5)

ｱﾗｲ ﾕｲ
  351 富永 陽人(5)

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ
  350 竹澤 士音(5)

ﾀｹｻﾜ ｼｵﾝ
 6   1 飯島小(B)   426 原 亜希(5)   1,03.76 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ﾊﾗ ｱｷ
  437 唐澤 咲楽(5)

ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ
  459 米山 陸人(5)

ﾖﾈﾔﾏ ﾘｸﾄ
  447 柴田 蓮音(5)

ｼﾊﾞﾀ ﾚｵﾝ
 7   2 辰野西小(A)   298 岩井 陽菜(5)   1,04.07 

ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳA ｲﾜｲ ｱｷﾅ
  299 赤羽 優花(5)

ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ
  322 上島 一真(5)

ｶﾐｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏ
  320 井内 悠人(5)

ｲｳﾁ ﾕｳﾄ
 8   7 伊那北小(A)   165 山本 珠稀(5)   1,05.26 

ｲﾅｷﾀｼｮｳA ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｷ
  166 上島 志乃(5)

ｶﾐｼﾞﾏ ｼﾉ
  163 小倉 大樹(5)

ｵｸﾞﾗ ﾀｲｷ
  164 小田切 快(5)

ｺﾀｷﾞﾘ ｶｲ

混合

4×100mR
決勝



決勝 5月20日 10:05

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 -2.1

 1 上野 結萌(4) 小学校     17.07  1 有岡 遼香(4) 小学校     18.07 
ｳｴﾉ ﾕﾒ 赤穂小 ｱﾘｵｶ ﾊﾙｶ 赤穂小

 2 唐澤 夏萌(4) 小学校     17.67  2 冨澤 苺衣(4) 小学校     18.49 
ｶﾗｻﾜ ﾅﾂﾒ 東春近小 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏｲ 箕輪北小

 3 木下 愛桜(4) 小学校     18.31  3 佐々木 美玲 小学校     18.71 
ｷﾉｼﾀ ﾏｵ 両小野小 ｻｻｷ ﾐﾚｲ 辰野西小

 4 高柳 咲彩(4) 小学校     18.91  4 市川 冴姫(4) 小学校     19.07 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻｱﾔ 中川西小 ｲﾁｶﾜ ｻｷ 西春近南小

 5 北澤 柊花(4) 小学校     18.96  5 井坪 心芽(4) 小学校     19.85 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｳｶ 赤穂小 ｲﾂﾎ ﾞｺｺﾒ 赤穂小

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -0.1

 1 逢坂 百花(5) 小学校     16.17  1 小林 洸翔 小学校     16.84 
ｵｳｻｶ ﾓﾓｶ 南箕輪小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 宮田小

 2 伊藤 さよ(5) 小学校     16.24  2 樋屋 大和(4) 小学校     17.07 
ｲﾄｳ ｻﾖ 箕輪中部小 ﾋｵｸ ﾔﾏﾄ 赤穂小

 3 小池 星心(6) 小学校     17.15  3 小林 歩太(4) 小学校     17.36 
ｺｲｹ ｾｲｺ 赤穂南小 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾀ 飯島小

 4 神田 珠里(5) 小学校     17.55  4 友野 拓海(4) 小学校     17.51 
ｶﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 箕輪中部小 ﾄﾓﾉ ﾀｸﾐ 赤穂小

 5 清水 芹蓮(6) 小学校     17.62  5 金井 遡(4) 小学校     17.61 
ｼﾐｽﾞ ｾﾚﾝ 南箕輪小 ｶﾅｲ ｻｸ 東春近小

 6 小杉 心愛(5) 小学校     17.64  6 田中 聖七 小学校     17.84 
ｺｽｷﾞ ｺｺｱ 中川西小 ﾀﾅｶ ｾﾅ 宮田小

 7 坂本 柚歩(5) 小学校     19.46  7 小澤 友稀(4) 小学校     17.85 
ｻｶﾓﾄ ﾕｽﾞﾎ 伊那東小 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 両小野小

[ 5組] 風速 +0.3

 1 西野 圭晴(4) 小学校     16.95 
ﾆｼﾉ ﾖｼﾊﾙ 赤穂小

 2 田中 優一(5) 小学校     17.38 
ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 箕輪中部小

 3 松澤 秀哉(5) 小学校     17.51 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳﾔ 辰野西小

 4 渋谷 悠斗(4) 小学校     17.72 
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 赤穂南小

 5 羽生 栞士(4) 小学校     17.79 
ﾊﾆｭｳ ｶﾝｼﾞ 飯島小

 6 大畠 洸二郎(4) 小学校     17.89 
ｵｵﾊﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ 赤穂小

 7 柚原 伍翔(5) 小学校     18.03 
ﾕﾊﾗ ｸﾐﾄ 辰野西小
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 逢坂 百花(5) 小学校 南箕輪小     16.17 (-0.4)   3   1
   2 伊藤 さよ(5) 小学校 箕輪中部小     16.24 (-0.4)   3   2
   3 小林 洸翔 小学校 宮田小     16.84 (-0.1)   4   1
   4 西野 圭晴(4) 小学校 赤穂小     16.95 (+0.3)   5   1
   5 上野 結萌(4) 小学校 赤穂小     17.07 (-2.1)   1   1
   5 樋屋 大和(4) 小学校 赤穂小     17.07 (-0.1)   4   2
   7 小池 星心(6) 小学校 赤穂南小     17.15 (-0.4)   3   3
   8 小林 歩太(4) 小学校 飯島小     17.36 (-0.1)   4   3
   9 田中 優一(5) 小学校 箕輪中部小     17.38 (+0.3)   5   2
  10 松澤 秀哉(5) 小学校 辰野西小     17.51 (+0.3)   5   3
  10 友野 拓海(4) 小学校 赤穂小     17.51 (-0.1)   4   4
  12 神田 珠里(5) 小学校 箕輪中部小     17.55 (-0.4)   3   4
  13 金井 遡(4) 小学校 東春近小     17.61 (-0.1)   4   5
  14 清水 芹蓮(6) 小学校 南箕輪小     17.62 (-0.4)   3   5
  15 小杉 心愛(5) 小学校 中川西小     17.64 (-0.4)   3   6
  16 唐澤 夏萌(4) 小学校 東春近小     17.67 (-2.1)   1   2
  17 渋谷 悠斗(4) 小学校 赤穂南小     17.72 (+0.3)   5   4
  18 羽生 栞士(4) 小学校 飯島小     17.79 (+0.3)   5   5
  19 田中 聖七 小学校 宮田小     17.84 (-0.1)   4   6
  20 小澤 友稀(4) 小学校 両小野小     17.85 (-0.1)   4   7
  21 大畠 洸二郎(4) 小学校 赤穂小     17.89 (+0.3)   5   6
  22 柚原 伍翔(5) 小学校 辰野西小     18.03 (+0.3)   5   7
  23 有岡 遼香(4) 小学校 赤穂小     18.07 (-2.1)   2   1
  24 木下 愛桜(4) 小学校 両小野小     18.31 (-2.1)   1   3
  25 冨澤 苺衣(4) 小学校 箕輪北小     18.49 (-2.1)   2   2
  26 佐々木 美玲 小学校 辰野西小     18.71 (-2.1)   2   3
  27 高柳 咲彩(4) 小学校 中川西小     18.91 (-2.1)   1   4
  28 北澤 柊花(4) 小学校 赤穂小     18.96 (-2.1)   1   5
  29 市川 冴姫(4) 小学校 西春近南小     19.07 (-2.1)   2   4
  30 坂本 柚歩(5) 小学校 伊那東小     19.46 (-0.4)   3   7
  31 井坪 心芽(4) 小学校 赤穂小     19.85 (-2.1)   2   5
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