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記録主任 ： 井原 成経 

 
 
■ この大会で樹立された記録 

 
な し 

 
 
■グラウンドコンディション 

日付 時刻 天候 気温（℃） 湿度（％） 風向 風速（m/s） 

5月19日 8：40 晴れ 23.0 60.0 南西 2.0 

 9：00 晴れ 24.3 56.0 南西 1.6 

 10：00 晴れ 25.5 48.0 北 1.1 

 11：00 晴れ 26.1 41.0 南東 0.8 

 12：00 晴れ 26.4 38.0 南 2.8 

 13：00 晴れ 25.8 36.0 南 4.4 

 14：00 晴れ 25.8 32.0 南 1.8 

 15：00 晴れ 25.4 33.0 北東 2.9 

 



第35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
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
05/19 女子 坂元 唯花(5) 3,25.06 出澤 幸芽(6) 3,36.39 金山 愛音(5) 3,38.46 真柴 愛里(5) 3,40.50 片桐 小春(5) 3,42.82 三澤 由佳(6) 3,43.65 横田 紗穂(6) 3,44.53 髙木 愛実(5) 3,48.72

1000m 小学校･辰野南 小学校･赤穂東 小学校･七久保 小学校･西春近北 小学校･東伊那 小学校･箕輪中部 小学校･七久保 小学校･川島
05/19  -1.9 宮下 華(6) 18.02 向山 埜々歌(6) 18.16 北條 澪香(6) 18.23 伊藤 凛花(6) 18.27 佐々木 美玲(5) 18.91 田中 琉奈(6) 19.46 白鳥 来瞳(5) 19.84 北原 怜(5) 19.84

80mH(0.700m) 小学校･中沢 小学校･伊那北 小学校･伊那東 小学校･伊那北 小学校･辰野西 小学校･中川東 小学校･箕輪西 小学校･東春近
05/19 竹之内 史織(6) 1.20 小林 柚花(6) 1.15 森本 真衣(6) 1.10 伊藤 心美(6) 1.05 北原 瑠菜(6) 1.05 淸水 琉愛(5) 1.05 丸山 礼(6) 1.00

走高跳 小学校･伊那北 小学校･箕輪中部 小学校･箕輪中部 小学校･箕輪北 小学校･飯島 小学校･西箕輪AC 小学校･箕輪北
05/19 福澤さくら(6) 3.68(-0.1) 丸山あずさ(6) 3.42(+0.9) 今井 琴葉(6) 3.21(+1.1) 鈴木 穂高(6) 3.03(+0.5) 木嶋 彩音(5) 2.92(+0.4) 大塚 穂波(6) 2.90(-0.6) 盛 咲穂(6) 2.89(+1.5) 酒井 世衣(5) 2.88(+1.8)

走幅跳 小学校･美篶 小学校･高遠 小学校･赤穂 小学校･新山 小学校･東春近 小学校･高遠北 小学校･高遠北 小学校･西春近南
05/19 武井 みずき(6) 44.75 下村 美優(6) 44.26 酒井 佳乃(6) 40.81 西村 七海(6) 35.20 野々田 和未(5) 33.02 倉田 優菜(6) 29.72 藤田 紗代(6) 29.08 芳澤 もも(6) 27.66

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学校･南箕輪 小学校･南箕輪 小学校･伊那東 小学校･赤穂東 小学校･高遠 小学校･箕輪中部 小学校･箕輪北 小学校･長谷
05/19  +4.0 東春近(A)       59.82 赤穂(A)     1,00.30 美篶     1,00.86 南箕輪     1,01.04 赤穂南(A)     1,01.50 中川西     1,03.09 飯島(A)     1,03.79 辰野西(B)     1,04.27

4×100mR 松﨑 羽桜(6) 竹村 一愛(6) 伊藤 希美(6) 伊野 日菜子(6) 木ノ島 夏生(6) 中川 花音(6) 本部 遥香(6) 松田 陽向(5)
畠山 あゆみ(6) 石曽根 葵(6) 富岡 佑奈(6) 大田 萌々音(6) 辰口 果可(6) 西村 綾(6) 工藤 ひなた(6) 宮澤 紗生(5)
浦野 菜々(6) 山本 奏葉(6) 北野 向日葵(6) 原 鈴花(6) 池田 杏(6) 小杉 心愛(6) 原 亜希(6) 根橋 涼花(5)
山﨑 愛菜(6) 北原 萌衣(6) 掛川 風保(6) 有賀 日向子(6) 竹村 まこ(6) 新井 結衣(6) 小林 繭里(6) 赤坂 彩葉(5)

05/19 5年女子  +4.4 中野 ことは(5) 15.00 田島 未優(5) 15.34 矢澤 薫奈(5) 15.57 酒井 絢萌(5) 15.72 長谷部ｽﾃﾌｧﾆｰ(5) 15.96 名倉 幸希(5) 15.97 上野 結萌(5) 16.03 巻渕 陽満里(5) 16.26
100m 小学校･赤穂東 小学校･辰野東 小学校･中川東 小学校･美篶 小学校･伊那東 小学校･伊那 小学校･赤穂 小学校･箕輪中部

05/19 6年女子  +2.9 西村 陽菜(6) 14.37 今井 遥香(6) 14.58 井原 由奈(6) 14.58 池田 りん(6) 14.66 大和田明日風(6) 14.69 伊藤 さよ(6) 15.34 神戸 彩月(6) 15.49 岡田 奈都美(6) 15.54
100m 小学校･高遠 小学校･箕輪中部 小学校･南箕輪 小学校･西箕輪AC 小学校･伊那東 小学校･箕輪中部 小学校･両小野 小学校･伊那北



予選 5月19日  9:00
決勝 5月19日 14:20

県小学新            13.06
大会新(GR)          14.45

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 -1.7

 1 中野 ことは(5) 小学校     15.75 q  1 那須 愛菜(5) 小学校     16.86 
ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 赤穂東 ﾅｽ ｱｲﾅ 富県

 2 上野 結萌(5) 小学校     16.63 q  2 内藤 なつ美(5) 小学校     17.20 
ｳｴﾉ ﾕﾒ 赤穂 ﾅｲﾄｳ ﾅﾂﾐ 箕輪中部

 3 巻渕 陽満里(5) 小学校     16.69 q  3 立澤 実央(5) 小学校     17.40 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾋﾏﾘ 箕輪中部 ﾀﾂｻﾞﾜ ﾐｵ 両小野

 4 中谷 愛里(5) 小学校     16.88  4 小出 来海(5) 小学校     17.47 
ﾅｶﾔ ｱｲﾘ 辰野東 ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ 赤穂東

 5 森田 日向香(5) 小学校     16.94  5 杉本 碧羽(5) 小学校     17.55 
ﾓﾘﾀ ﾋﾅｶ 東伊那 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｵﾊﾞ 辰野東

 6 春日 心音(5) 小学校     17.33  6 伊藤 心奈(5) 小学校     18.30 
ｶｽｶﾞ ｺｺﾈ 美篶 ｲﾄｳ ｺｺﾅ 高遠

 7 富永 天音(5) 小学校     17.89  7 橋場 みつき(5) 小学校     18.74 
ﾄﾐﾅｶﾞ ｱﾏﾈ 川島 ﾊｼﾊﾞ ﾐﾂｷ 伊那

 8 早川 さくら(5) 小学校     19.37 
ﾊﾔｶﾜ ｻｸﾗ 西春近南

[ 3組] 風速 -1.7 [ 4組] 風速 -1.6

 1 田島 未優(5) 小学校     15.77 q  1 名倉 幸希(5) 小学校     16.60 q
ﾀｼﾞﾏ ﾐﾕｳ 辰野東 ﾅｸﾗ ｻｷ 伊那

 2 矢澤 薫奈(5) 小学校     16.21 q  2 穂刈 未愛(5) 小学校     17.10 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｷﾅ 中川東 ﾎｶﾘ ﾐｸｱ 箕輪中部

 3 唐澤 真衣(5) 小学校     16.77  3 羽柴 りえ(5) 小学校     17.24 
ｶﾗｻﾜ ﾏｲ 箕輪中部 ﾊｼﾊﾞ ﾘｴ 中沢

 4 原 結香(5) 小学校     16.85  4 中山 晴未(5) 小学校     17.31 
ﾊﾗ ﾕｲｶ 南箕輪 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾐ 美篶

 5 林 ちとせ(5) 小学校     17.03  5 毛利 結衣(5) 小学校     17.51 
ﾊﾔｼ ﾁﾄｾ 南箕輪南部 ﾓｳﾘ ﾕｲ 南箕輪南部

 6 清水 凜奈(5) 小学校     17.79  6 吉沢 舞優(5) 小学校     17.53 
ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ 東春近 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾕ 七久保

 7 八坂 優菜(5) 小学校     18.02 樋口 陽南(5) 小学校
ﾔｻｶ ﾕﾅ 西箕輪AC ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ 伊那北

[ 5組] 風速  0.0

 1 酒井 絢萌(5) 小学校     16.04 q
ｻｶｲ ｱﾔﾒ 美篶

 2 長谷部 ｽﾃﾌｧﾆｰ(5)小学校     16.36 q
ﾊｾﾍﾞ ｽﾃﾌｧﾆｰ 伊那東

 3 藤井 珠代(5) 小学校     17.33 
ﾌｼﾞｲ ﾀﾏﾖ 中沢

 4 藤森 菜々美(5) 小学校     17.51 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 南箕輪南部

 5 赤羽 音慧月(5) 小学校     17.68 
ｱｶﾊﾈ ﾉｴﾙ 高遠

 6 酒井 菜々星(5) 小学校     17.70 
ｻｶｲ ﾅﾅｾ 西春近南

 7 内谷 友綺(5) 小学校     18.24 
ｳﾁﾀﾆ ﾕｷ 箕輪中部

風速 +4.4

 1 中野 ことは(5) 小学校     15.00 
ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 赤穂東

 2 田島 未優(5) 小学校     15.34 
ﾀｼﾞﾏ ﾐﾕｳ 辰野東

 3 矢澤 薫奈(5) 小学校     15.57 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｷﾅ 中川東

 4 酒井 絢萌(5) 小学校     15.72 
ｻｶｲ ｱﾔﾒ 美篶

 5 長谷部 ｽﾃﾌｧﾆｰ(5)小学校     15.96 
ﾊｾﾍﾞ ｽﾃﾌｧﾆｰ 伊那東

 6 名倉 幸希(5) 小学校     15.97 
ﾅｸﾗ ｻｷ 伊那

 7 上野 結萌(5) 小学校     16.03 
ｳｴﾉ ﾕﾒ 赤穂

 8 巻渕 陽満里(5) 小学校     16.26 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾋﾏﾘ 箕輪中部
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  1046

8  1089

6  1160

4  1217

5  1247

2  1012

8  1021
欠場
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100m
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記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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予選 5月19日  9:15
決勝 5月19日 14:25

県小学新            13.06
大会新(GR)          13.92

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -0.4

 1 池田 りん(6) 小学校     15.01 q  1 伊藤 さよ(6) 小学校     15.74 q
ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ 西箕輪AC ｲﾄｳ ｻﾖ 箕輪中部

 2 岡田 奈都美(6) 小学校     15.86 q  2 神戸 彩月(6) 小学校     15.87 q
ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 伊那北 ｺﾞｳﾄﾞ ｻﾂｷ 両小野

 3 藤井 優里菜(6) 小学校     16.02  3 山中 美沙樹(6) 小学校     16.32 
ﾌｼﾞｲ ﾕﾘﾅ 新山 ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ 辰野南

 4 尾戸 美柚(6) 小学校     16.09  4 高津 璃子(6) 小学校     16.36 
ｵﾄ ﾐﾕｳ 辰野東 ﾀｶﾂ ﾘｺ 辰野東

 5 村澤 彩優(6) 小学校     16.79  5 加藤 美奈(6) 小学校     16.39 
ﾑﾗｻﾜ ｱﾕ 中川東 ｶﾄｳ ﾐﾅ 南箕輪

 6 福澤 真帆(6) 小学校     17.39  6 佐野 志織(6) 小学校     16.57 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾏﾎ 伊那 ｻﾉ ｼｵﾘ 赤穂

 7 津村 妃茉里(6) 小学校     20.95 小松 史歩(6) 小学校
ﾂﾑﾗ ﾋﾏﾘ 南箕輪 ｺﾏﾂ ｼﾎ 高遠

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -1.0

 1 大和田 明日風(6)小学校     15.41 q  1 今井 遥香(6) 小学校     14.82 q
ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那東 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪中部

 2 三澤 琴(6) 小学校     16.01  2 井原 由奈(6) 小学校     15.02 q
ﾐｻﾜ ｺﾄ 伊那北 ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪

 3 武村 美尋(6) 小学校     16.22  3 竹内 ひかり(6) 小学校     16.01 
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪東 ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 赤穂

 4 上村 瑠那(6) 小学校     16.56  4 赤羽 七生(6) 小学校     16.35 
ｶﾐﾑﾗ ﾙﾅ 新山 ｱｶﾊﾈ ﾅﾅｵ 伊那北

 5 小林 芽生(6) 小学校     16.61  5 有賀 りな(6) 小学校     16.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 南箕輪 ｱﾙｶﾞ ﾘﾅ 辰野東

 6 登内 空未(6) 小学校     16.78  6 中村 唯来(6) 小学校     17.49 
ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ 箕輪中部 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾗ 富県

 7 眞田 日向(6) 小学校     17.28 
ｻﾅﾀﾞ ﾋﾅﾀ 赤穂東

[ 5組] 風速 -2.5

 1 西村 陽菜(6) 小学校     14.86 q
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 高遠

 2 髙橋 咲紀(6) 小学校     16.00 
ﾀｶﾊｼ ｻｷ 西箕輪AC

 3 樋屋 彩音(6) 小学校     16.34 
ﾋｵｸ ｱﾔﾈ 赤穂

 4 桑澤 乃愛(6) 小学校     17.05 
ｸﾜｻﾞﾜ ﾉｱ 辰野南

 5 松川 加歩(6) 小学校     17.23 
ﾏﾂｶﾜ ｶﾎ 南箕輪

 6 竹澤 愛梨(6) 小学校     18.05 
ﾀｹｻﾞﾜ ｱｲﾘ 七久保

風速 +2.9

 1 西村 陽菜(6) 小学校     14.37 
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 高遠

 2 今井 遥香(6) 小学校     14.58 
ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪中部

 3 井原 由奈(6) 小学校     14.58 
ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪

 4 池田 りん(6) 小学校     14.66 
ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ 西箕輪AC

 5 大和田 明日風(6)小学校     14.69 
ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那東

 6 伊藤 さよ(6) 小学校     15.34 
ｲﾄｳ ｻﾖ 箕輪中部

 7 神戸 彩月(6) 小学校     15.49 
ｺﾞｳﾄﾞ ｻﾂｷ 両小野

 8 岡田 奈都美(6) 小学校     15.54 
ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 伊那北

2  1289
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  1205

7  1065

3  1294

4  1140

2  1049

5  1098

4  1293

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1023

7  1133

2  1201

6  1298

8  1316

順 ﾚｰﾝ No.
5  1264

2  1204

6  1265

7  1273
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7  1156

4  1007

3  1079

8  1134

記録／備考
2  1099

5  1022

6年女子

100m

予選 通過基準  5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



決勝 5月19日 11:30

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

[ 1組] [ 2組]

 1 坂元 唯花(5) 小学校   3,25.06  1 髙木 愛実(5) 小学校   3,48.72 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野南 ﾀｶｷﾞ ﾏﾅﾐ 川島

 2 出澤 幸芽(6) 小学校   3,36.39  2 後藤 心優(6) 小学校   3,48.75 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｺｳﾒ 赤穂東 ｺﾞﾄｳ ﾐﾕｳ 長谷

 3 金山 愛音(5) 小学校   3,38.46  3 塩原 明夢(6) 小学校   3,49.36 
ｶﾅﾔﾏ ﾗﾅ 七久保 ｼｵﾊﾗ ｱﾑ 西箕輪AC

 4 真柴 愛里(5) 小学校   3,40.50  4 蟹澤 瑞姫(6) 小学校   3,51.73 
ﾏｼﾊﾞ ｱｲﾘ 西春近北 ｶﾆｻﾜ ﾐｽﾞｷ 長谷

 5 片桐 小春(5) 小学校   3,42.82  5 赤羽 凛咲(6) 小学校   3,56.74 
ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 東伊那 ｱｶﾊﾈ ﾘｻ 両小野

 6 三澤 由佳(6) 小学校   3,43.65  6 青木 文(5) 小学校   3,57.66 
ﾐｻﾜ ﾕｳｶ 箕輪中部 ｱｵｷ ﾌﾐ 高遠北

 7 横田 紗穂(6) 小学校   3,44.53  7 堀内 桃加(6) 小学校   4,02.42 
ﾖｺﾀ ｻﾎ 七久保 ﾎﾘｳﾁ ﾓﾓｶ 両小野

 8 寺岡 七夏花(5) 小学校   3,54.59  8 大髙 春風(5) 小学校   4,02.71 
ﾃﾗｵｶ ﾅﾅｶ 七久保 ｵｵﾀｶ ﾊﾙｶ 高遠北

 9 増田 莉彩(6) 小学校   3,54.65  9 中原 芽久(5) 小学校   4,03.54 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ 宮田 ﾅｶﾊﾗ ﾒｸﾞ 富県

10 藤本 彩花(5) 小学校   3,58.19 10 小又 彩永子(6) 小学校   4,04.67 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 南箕輪南部 ｺﾏﾀ ｻｴｺ 辰野西

11 小松 天花(6) 小学校   3,59.53 11 田畑 陽菜(5) 小学校   4,13.50 
ｺﾏﾂ ﾃﾝｶ 高遠 ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 富県

12 丸山 きよの(5) 小学校   4,11.50 12 米澤 真優(5) 小学校   4,16.31 
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾉ 高遠 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏﾕ 川島

13 富永 優花(6) 小学校   4,22.55 13 安藤 乙葉(5) 小学校   4,19.48 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｶ 中川西 ｱﾝﾄﾞｳ ｵﾄﾊ 辰野西

14 内田 讃良(5) 小学校   4,22.84 14 平松 佳恋(6) 小学校   4,20.65 
ｳﾁﾀﾞ ｻﾗ 中川東 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾚﾝ 箕輪中部

15 吉瀬 美優羽(6) 小学校   4,23.33 15 藤沢 遥花(6) 小学校   4,52.38 
ｷｾ ﾐﾕｳ 宮田 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 箕輪中部
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順 No.

9  1141
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8  1061

12  1064

6  1168

14  1253

1  1063

15  1081

13  1136

7  1100

女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 坂元 唯花(5) 小学校 辰野南     3,25.06   1   1
   2 出澤 幸芽(6) 小学校 赤穂東     3,36.39   1   2
   3 金山 愛音(5) 小学校 七久保     3,38.46   1   3
   4 真柴 愛里(5) 小学校 西春近北     3,40.50   1   4
   5 片桐 小春(5) 小学校 東伊那     3,42.82   1   5
   6 三澤 由佳(6) 小学校 箕輪中部     3,43.65   1   6
   7 横田 紗穂(6) 小学校 七久保     3,44.53   1   7
   8 髙木 愛実(5) 小学校 川島     3,48.72   2   1
   9 後藤 心優(6) 小学校 長谷     3,48.75   2   2
  10 塩原 明夢(6) 小学校 西箕輪AC     3,49.36   2   3
  11 蟹澤 瑞姫(6) 小学校 長谷     3,51.73   2   4
  12 寺岡 七夏花(5) 小学校 七久保     3,54.59   1   8
  13 増田 莉彩(6) 小学校 宮田     3,54.65   1   9
  14 赤羽 凛咲(6) 小学校 両小野     3,56.74   2   5
  15 青木 文(5) 小学校 高遠北     3,57.66   2   6
  16 藤本 彩花(5) 小学校 南箕輪南部     3,58.19   1  10
  17 小松 天花(6) 小学校 高遠     3,59.53   1  11
  18 堀内 桃加(6) 小学校 両小野     4,02.42   2   7
  19 大髙 春風(5) 小学校 高遠北     4,02.71   2   8
  20 中原 芽久(5) 小学校 富県     4,03.54   2   9
  21 小又 彩永子(6) 小学校 辰野西     4,04.67   2  10
  22 丸山 きよの(5) 小学校 高遠     4,11.50   1  12
  23 田畑 陽菜(5) 小学校 富県     4,13.50   2  11
  24 米澤 真優(5) 小学校 川島     4,16.31   2  12
  25 安藤 乙葉(5) 小学校 辰野西     4,19.48   2  13
  26 平松 佳恋(6) 小学校 箕輪中部     4,20.65   2  14
  27 富永 優花(6) 小学校 中川西     4,22.55   1  13
  28 内田 讃良(5) 小学校 中川東     4,22.84   1  14
  29 吉瀬 美優羽(6) 小学校 宮田     4,23.33   1  15
  30 藤沢 遥花(6) 小学校 箕輪中部     4,52.38   2  15
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女子

1000m



予選 5月19日  8:40
決勝 5月19日 12:00

県小学新            12.70
大会新(GR)          13.98

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -1.9

 1 北條 澪香(6) 小学校     18.41 q  1 宮下 華(6) 小学校     19.03 q
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐｵｶ 伊那東 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾅ 中沢

 2 佐々木 美玲(5) 小学校     18.46 q  2 向山 埜々歌(6) 小学校     19.04 q
ｻｻｷ ﾐﾚｲ 辰野西 ﾑｶｲﾔﾏ ﾉﾉｶ 伊那北

 3 伊藤 凛花(6) 小学校     18.53 q  3 田中 琉奈(6) 小学校     19.11 q
ｲﾄｳ ﾘﾝｶ 伊那北 ﾀﾅｶ ﾙﾅ 中川東

 4 北原 怜(5) 小学校     19.84 q  4 白鳥 来瞳(5) 小学校     19.92 q
ｷﾀﾊﾗ ﾚｲ 東春近 ｼﾛﾄﾘ ｸﾙﾐ 箕輪西

 5 池上 紫織(5) 小学校     19.92  5 油井 杏樹(5) 小学校     20.22 
ｲｹｶﾞﾐ ｼｵﾘ 高遠北 ﾕｲ ｱﾝｼﾞｭ 高遠北

風速 -1.9

 1 宮下 華(6) 小学校     18.02 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾅ 中沢

 2 向山 埜々歌(6) 小学校     18.16 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾉﾉｶ 伊那北

 3 北條 澪香(6) 小学校     18.23 
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐｵｶ 伊那東

 4 伊藤 凛花(6) 小学校     18.27 
ｲﾄｳ ﾘﾝｶ 伊那北

 5 佐々木 美玲(5) 小学校     18.91 
ｻｻｷ ﾐﾚｲ 辰野西

 6 田中 琉奈(6) 小学校     19.46 
ﾀﾅｶ ﾙﾅ 中川東

 7 白鳥 来瞳(5) 小学校     19.84 
ｼﾛﾄﾘ ｸﾙﾐ 箕輪西

 8 北原 怜(5) 小学校     19.84 
ｷﾀﾊﾗ ﾚｲ 東春近
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予選 5月19日 10:45
決勝 5月19日 14:45

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   6 美篶  1243 伊藤 希美(6)   1,00.04 q  1   1 東春近(A)  1182 松﨑 羽桜(6)     59.42 q

ﾐｽｽﾞ ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶA ﾏﾂｻﾞｷ ﾊｵ
 1245 富岡 佑奈(6)  1180 畠山 あゆみ(6)

ﾄﾐｵｶ ﾕｳﾅ ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ
 1244 北野 向日葵(6)  1181 浦野 菜々(6)

ｷﾀﾉ ﾋﾏﾘ ｳﾗﾉ ﾅﾅ
 1242 掛川 風保(6)  1179 山﨑 愛菜(6)

ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ
 2   8 辰野西(A)  1123 赤羽 優花(6)   1,03.31  2   8 赤穂(A)  1300 竹村 一愛(6)     59.97 q

ﾀﾂﾆｼA ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ ｱｶﾎA ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞｱ
 1125 中矢 妃那乃(6)  1301 石曽根 葵(6)

ﾅｶﾔ ﾋﾅﾉ ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ
 1124 宮澤 恋(6)  1302 山本 奏葉(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾚﾝ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾊ
 1122 岩井 陽菜(6)  1303 北原 萌衣(6)

ｲﾜｲ ｱｷﾅ ｷﾀﾊﾗ ﾒｲ
 3   2 伊那北(A)  1027 富山 愛結(5)   1,04.26  3   3 赤穂南(A)  1107 木ノ島 夏生(6)   1,00.24 q

ｲﾅｷﾀA ﾄﾐﾔﾏ ｱﾑ ｱｶﾎﾐﾅﾐA ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ
 1028 池上 巴菜(5)  1109 辰口 果可(6)

ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾅ ﾀﾂｸﾞﾁ ｶｶ
 1026 酒井 沙也那(6)  1106 池田 杏(6)

ｻｶｲ ｻﾔﾅ ｲｹﾀﾞ ｱｽﾞ
 1025 山本 珠稀(6)  1108 竹村 まこ(6)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｷ ﾀｹﾑﾗ ﾏｺ
 4   1 南箕輪南部  1215 鈴木 晴香(6)   1,04.45  4   5 南箕輪  1197 伊野 日菜子(6)   1,00.57 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾅﾝﾌﾞ ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｲﾉ ﾋﾅｺ
 1212 鈴木 あいみ(6)  1198 大田 萌々音(6)

ｽｽﾞｷ ｱｲﾐ ｵｵﾀ ﾓﾓﾈ
 1213 山田 真瑚(6)  1195 原 鈴花(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺ ﾊﾗ ｽｽﾞｶ
 1214 渡邉 若菜(6)  1196 有賀 日向子(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜｶﾅ ｱﾙｶﾞ ﾋﾅｺ
 5   5 赤穂南(B)  1115 林 ひかり(5)   1,04.60  5   7 中川西  1142 中川 花音(6)   1,02.10 q

ｱｶﾎﾐﾅﾐB ﾊﾔｼ ﾋｶﾘ ﾅｶｶﾞﾜﾆｼ ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ
 1114 小松原 彩心(5)  1143 西村 綾(6)

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾔﾐ ﾆｼﾑﾗ ｱﾔ
 1113 村上 杏花(6)  1144 小杉 心愛(6)

ﾑﾗｶﾐ ｱﾝ ｺｽｷﾞ ｺｺｱ
 1112 冨澤 心花(6)  1145 新井 結衣(6)

ﾄﾐｻﾞﾜ ｺﾊﾅ ｱﾗｲ ﾕｲ
 6   3 宮田  1035 高坂 雛乃(6)   1,06.59  6   2 辰野西(B)  1126 松田 陽向(5)   1,03.08 q

ﾐﾔﾀﾞ ｺｳｶｻ ﾋﾅﾉ ﾀﾂﾆｼB ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ
 1036 松田 佳菜(6)  1127 宮澤 紗生(5)

ﾏﾂﾀﾞ ｶﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｷ
 1037 小田切 沙知(6)  1129 根橋 涼花(5)

ｺﾀｷﾞﾘ ｻﾁ ﾈﾊﾞｼ ｽｽﾞｶ
 1034 北澤 美咲(6)  1128 赤坂 彩葉(5)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾐｻｷ ｱｶｻｶ ｲﾛﾊ
 7   7 東伊那  1171 小栗 唯(5)   1,07.12  7   6 飯島(A)  1222 本部 遥香(6)   1,03.26 q

ﾋｶﾞｼｲﾅ ｵｸﾞﾘ ﾕｲ ｲｲｼﾞﾏA ﾎﾝﾌﾞ ﾊﾙｶ
 1172 小椋 なな(5)  1223 工藤 ひなた(6)

ｵｸﾞﾗ ﾅﾅ ｸﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ
 1173 赤羽 小夏(5)  1224 原 亜希(6)

ｱｶﾊﾈ ｺﾅﾂ ﾊﾗ ｱｷ
 1174 臼井 悠夏(5)  1225 小林 繭里(6)

ｳｽｲ ﾊﾙｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾘ
 8   4 飯島(B)  1228 ゴメス スエミ(5)   1,11.56   4 箕輪北  1283 赤羽 七海(6)

ｲｲｼﾞﾏB ｺﾞﾒｽ ｽｴﾐ ﾐﾉﾜｷﾀ ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 失格
 1229 北澤 愛(5)  1284 斉藤 杏美(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ｱｲ ｻｲﾄｳ ｱﾐ
 1230 大月 悠風(5)  1282 高橋 希(6)

ｵｵﾂｷ ﾕｳｶ ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ
 1231 塩澤 莉音(5)  1285 松沢 憂菜(6)

ｼｵｻﾞﾜ ﾘｵﾝ ﾏﾂｻﾜ ﾕﾅ

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   6 東春近(A)  1182 松﨑 羽桜(6)     59.82 

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶA ﾏﾂｻﾞｷ ﾊｵ
 1180 畠山 あゆみ(6)

ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ
 1181 浦野 菜々(6)

ｳﾗﾉ ﾅﾅ
 1179 山﨑 愛菜(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ
 2   5 赤穂(A)  1300 竹村 一愛(6)   1,00.30 

ｱｶﾎA ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞｱ
 1301 石曽根 葵(6)

ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ
 1302 山本 奏葉(6)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾊ
 1303 北原 萌衣(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾒｲ
 3   3 美篶  1243 伊藤 希美(6)   1,00.86 

ﾐｽｽﾞ ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ
 1245 富岡 佑奈(6)

ﾄﾐｵｶ ﾕｳﾅ
 1244 北野 向日葵(6)

ｷﾀﾉ ﾋﾏﾘ
 1242 掛川 風保(6)

ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ
 4   8 南箕輪  1197 伊野 日菜子(6)   1,01.04 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｲﾉ ﾋﾅｺ
 1198 大田 萌々音(6)

ｵｵﾀ ﾓﾓﾈ
 1195 原 鈴花(6)

ﾊﾗ ｽｽﾞｶ
 1196 有賀 日向子(6)

ｱﾙｶﾞ ﾋﾅｺ
 5   4 赤穂南(A)  1107 木ノ島 夏生(6)   1,01.50 

ｱｶﾎﾐﾅﾐA ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ
 1109 辰口 果可(6)

ﾀﾂｸﾞﾁ ｶｶ
 1106 池田 杏(6)

ｲｹﾀﾞ ｱｽﾞ
 1108 竹村 まこ(6)

ﾀｹﾑﾗ ﾏｺ
 6   7 中川西  1142 中川 花音(6)   1,03.09 

ﾅｶｶﾞﾜﾆｼ ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ
 1143 西村 綾(6)

ﾆｼﾑﾗ ｱﾔ
 1144 小杉 心愛(6)

ｺｽｷﾞ ｺｺｱ
 1145 新井 結衣(6)

ｱﾗｲ ﾕｲ
 7   1 飯島(A)  1222 本部 遥香(6)   1,03.79 

ｲｲｼﾞﾏA ﾎﾝﾌﾞ ﾊﾙｶ
 1223 工藤 ひなた(6)

ｸﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ
 1224 原 亜希(6)

ﾊﾗ ｱｷ
 1225 小林 繭里(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾘ
 8   2 辰野西(B)  1126 松田 陽向(5)   1,04.27 

ﾀﾂﾆｼB ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ
 1127 宮澤 紗生(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｷ
 1129 根橋 涼花(5)

ﾈﾊﾞｼ ｽｽﾞｶ
 1128 赤坂 彩葉(5)

ｱｶｻｶ ｲﾛﾊ

4×100mR
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決勝 5月19日  8:50

県小学新             1.38
大会新  (GR )        1.35

竹之内 史織(6) 小学校
ﾀｹﾉｳﾁ ｼｵﾘ 伊那北
小林 柚花(6) 小学校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 箕輪中部
森本 真衣(6) 小学校
ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ 箕輪中部
伊藤 心美(6) 小学校
ｲﾄｳ ｺｺﾐ 箕輪北
北原 瑠菜(6) 小学校
ｷﾀﾊﾗ ﾙﾅ 飯島
淸水 琉愛(5) 小学校
ｼﾐｽﾞ ﾙﾅ 西箕輪AC
丸山 礼(6) 小学校
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲﾗ 箕輪北
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決勝 5月19日  9:00

県小学新             4.75
大会新(GR)           4.23

福澤 さくら(6) 小学校    X   3.60   3.68    3.68 
ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 美篶   +0.6   -0.1    -0.1
丸山 あずさ(6) 小学校    X   3.38   3.42    3.42 
ﾏﾙﾔﾏ ｱｽﾞｻ 高遠   +1.5   +0.9    +0.9
今井 琴葉(6) 小学校   3.12   3.21   3.09    3.21 
ｲﾏｲ ｺﾄﾊ 赤穂   +1.0   +1.1   +1.1    +1.1
鈴木 穂高(6) 小学校   2.91   2.77   3.03    3.03 
ｽｽﾞｷ ﾎﾀｶ 新山   +0.6   +0.3   +0.5    +0.5
木嶋 彩音(5) 小学校   2.53    X   2.92    2.92 
ｷｼﾏ ｱﾔﾈ 東春近   +0.6   +0.4    +0.4
大塚 穂波(6) 小学校    X    X   2.90    2.90 
ｵｵﾂｶ ﾎﾅﾐ 高遠北   -0.6    -0.6
盛 咲穂(6) 小学校   2.89   2.66   2.76    2.89 
ﾓﾘ ｻｷﾎ 高遠北   +1.5   +3.1   -0.7    +1.5
酒井 世衣(5) 小学校    X   2.73   2.88    2.88 
ｻｶｲ ｾｲ 西春近南   +1.3   +1.8    +1.8
蟹澤 亜希(6) 小学校   2.83    X    X    2.83 
ｶﾆｻﾜ ｱｷ 箕輪北   +2.1    +2.1
小林 感(5) 小学校    X   2.61   2.80    2.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ 西箕輪AC   +0.9   -0.5    -0.5
田中 結菜(5) 小学校   2.78   2.20   2.66    2.78 
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 伊那   +1.1   +0.7   -1.1    +1.1
牧野 くるみ(5) 小学校   2.69    X   2.23    2.69 
ﾏｷﾉ ｸﾙﾐ 伊那東   +2.1   +1.5    +2.1
唐澤 未瑠(5) 小学校   2.32   2.46   2.29    2.46 
ｶﾗｻﾜ ﾐﾙ 箕輪北   +1.1   +0.7   +1.5    +0.7
髙坂 莉珠(6) 小学校   2.20   2.33   2.36    2.36 
ｺｳｻｶ ﾘｽﾞ 赤穂   +1.1   +1.4   +1.9    +1.9
北原 愛莉(6) 小学校    X    X    X 記録なし
ｷﾀﾊﾗ ｱｲﾘ 高遠北
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決勝 5月19日  9:30

県小学新            60.18

武井 みずき(6) 小学校
ﾀｹｲ ﾐｽﾞｷ 南箕輪
下村 美優(6) 小学校
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 南箕輪
酒井 佳乃(6) 小学校
ｻｶｲ ﾖｼﾉ 伊那東
西村 七海(6) 小学校
ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅﾐ 赤穂東
野々田 和未(5) 小学校
ﾉﾉﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ 高遠
倉田 優菜(6) 小学校
ｸﾗﾀ ﾕｳﾅ 箕輪中部
藤田 紗代(6) 小学校
ﾌｼﾞﾀ ｻﾖ 箕輪北
芳澤 もも(6) 小学校
ﾖｼｻﾞﾜ ﾓﾓ 長谷
宮脇 歩伽(6) 小学校
ﾐﾔﾜｷ ｱﾕｶ 中沢
神田 珠里(6) 小学校
ｶﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 箕輪中部
高橋 彩夏(5) 小学校
ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 西春近南
北澤 想夏(6) 小学校
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ 伊那東
馬塲 美遥(6) 小学校 欠場
ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾊﾙ 南箕輪
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