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記録主任 清水　美彦

ﾄﾗｯｸ審判長 田中　米人
跳躍審判長 遠山　正洋

【開催日】 2021年6月6日 投てき審判長 遠山　正洋

【主催団体】 決勝記録一覧表 ｽﾀｰﾄ審判長 林　努

男  子 / 女  子 【競技場】飯田市総合運動場陸上競技場招集所審判長 原　宏旭
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

 6/ 6 混合 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      54.17 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)      55.22 下條小       57.80 玉川小       58.95 赤穂小     1:00.00 高森南小(B)     1:00.24 南箕輪小     1:00.56 伊那北小     1:00.71
4×100m 宮澤 佑茉(5) 藤本 心美(6) 前沢 泰匠(6) 小池 司馬(5) 清水 啓介(6) 阿久澤 来夢(6) 酒井 勇輔(6) 伊東 叶葉(6)

林 かれん(6) 鈴木 梨夏(6) 外山 稜真(6) 澁谷 功誉(6) 鈴木 琳汰(5) 林 亜樹(6) 春田 心音(5) 向山 湊音(6)
柳 美結(6) 松村 大輝(6) 山本 琴音(6) 宮坂 茉帆(6) 樋郡 結華(6) 菅沼 大和(6) 石澤 愛梨(6) 河野 隼士(6)
榎本 昊(6) 岩下 隼絆(6) 遠山 千尋(6) 丸山 菜央(6) 権田 なほ(6) 酒井 尊琉(6) 伊藤 光稀(6) 畠 心愛(6)



予選 6月6日 11:50
決勝 6月6日 13:35

長野県小学生記録(ER)            52.75 茅野アスレチックス           茅野アスレチック 2020/11/21  
                                      （柳平 紗希・山田 怜来・栗山 大翔・外山 太一）

[ 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   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A   59 宮澤 佑茉(5)     53.84 q  1   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B   70 藤本 心美(6)     55.11 q

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ
   73 林 かれん(6)    75 鈴木 梨夏(6)

ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ
   72 柳 美結(6)    65 松村 大輝(6)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
   52 榎本 昊(6)    55 岩下 隼絆(6)

ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ
 2   6 下條小    32 前沢 泰匠(6)     57.63 q  2   3 赤穂小   231 清水 啓介(6)     57.87 q

ﾏｴｻﾞﾜ ﾀｲｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ｹｲｽｹ
   21 外山 稜真(6)   230 鈴木 琳汰(5)

ﾄﾔﾏ ﾘｮｳﾏ ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾀ
   28 山本 琴音(6)   227 樋郡 結華(6)

ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾈ ﾋｺﾞｵﾘ ﾕｲｶ
   19 遠山 千尋(6)   228 権田 なほ(6)

ﾄｵﾔﾏ ﾁﾋﾛ ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ
 3   2 高森南小(B)    37 阿久澤 来夢(6)   1:00.03 q  3   5 玉川小   138 小池 司馬(5)     58.15 q

ｱｸｻﾞﾜ ﾗｲﾑ ｺｲｹ ｶｽﾞﾏ
   47 林 亜樹(6)   137 澁谷 功誉(6)

ﾊﾔｼ ｱｷ ｼﾌﾞﾔ ﾖｼﾀｶ
   44 菅沼 大和(6)   135 宮坂 茉帆(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾔﾏﾄ ﾐﾔｻｶ ﾏﾎ
   43 酒井 尊琉(6)   136 丸山 菜央(6)

ｻｶｲ ﾀｹﾙ ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ
 4   5 南箕輪小   275 酒井 勇輔(6)   1:00.23 q  4   6 高森南小(A)    42 原 清広(6)   1:00.97 

ｻｶｲ ﾕｳｽｹ ﾊﾗ ｷﾖﾋﾛ
  271 春田 心音(5)    40 宮嶋 咲穂(6)

ﾊﾙﾀ ｺｺﾈ ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾎ
  272 石澤 愛梨(6)    46 仲平 桜妃(6)

ｲｼｻﾞﾜ ｱｲﾘ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｻｷ
  273 伊藤 光稀(6)    48 廣橋 裕也(6)

ｲﾄｳ ﾐﾂｷ ﾋﾛﾊｼ ﾕｳﾔ
 5   3 伊那北小   208 伊東 叶葉(6)   1:00.32 q  5   2 竜丘小    99 三石 源二(5)   1:02.96 

ｲﾄｳ ｶﾉﾊ ﾐﾂｲｼ ｹﾞﾝｼﾞ
  209 向山 湊音(6)   102 福岡 有咲(5)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾄ ﾌｸｵｶ ｱﾘｻ
  211 河野 隼士(6)   101 塚原 夢天(5)

ｺｳﾉ ﾊﾔﾄ ﾂｶﾊﾗ ﾕｱﾝ
  206 畠 心愛(6)   103 平澤 愛々(5)

ﾊﾀ ｺｺﾅ ﾋﾗｻﾜ ﾗﾗ

混合

4×100m

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A   59 宮澤 佑茉(5)     54.17 

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ
   73 林 かれん(6)

ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ
   72 柳 美結(6)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ
   52 榎本 昊(6)

ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ
 2   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B   70 藤本 心美(6)     55.22 

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ
   75 鈴木 梨夏(6)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ
   65 松村 大輝(6)

ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
   55 岩下 隼絆(6)

ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ
 3   3 下條小    32 前沢 泰匠(6)     57.80 

ﾏｴｻﾞﾜ ﾀｲｼｮｳ
   21 外山 稜真(6)

ﾄﾔﾏ ﾘｮｳﾏ
   28 山本 琴音(6)

ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾈ
   19 遠山 千尋(6)

ﾄｵﾔﾏ ﾁﾋﾛ
 4   7 玉川小   138 小池 司馬(5)     58.95 

ｺｲｹ ｶｽﾞﾏ
  137 澁谷 功誉(6)

ｼﾌﾞﾔ ﾖｼﾀｶ
  135 宮坂 茉帆(6)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾎ
  136 丸山 菜央(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ
 5   5 赤穂小   231 清水 啓介(6)   1:00.00 

ｼﾐｽﾞ ｹｲｽｹ
  230 鈴木 琳汰(5)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾀ
  227 樋郡 結華(6)

ﾋｺﾞｵﾘ ﾕｲｶ
  228 権田 なほ(6)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ
 6   8 高森南小(B)    37 阿久澤 来夢(6)   1:00.24 

ｱｸｻﾞﾜ ﾗｲﾑ
   47 林 亜樹(6)

ﾊﾔｼ ｱｷ
   44 菅沼 大和(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾔﾏﾄ
   43 酒井 尊琉(6)

ｻｶｲ ﾀｹﾙ
 7   2 南箕輪小   275 酒井 勇輔(6)   1:00.56 

ｻｶｲ ﾕｳｽｹ
  271 春田 心音(5)

ﾊﾙﾀ ｺｺﾈ
  272 石澤 愛梨(6)

ｲｼｻﾞﾜ ｱｲﾘ
  273 伊藤 光稀(6)

ｲﾄｳ ﾐﾂｷ
 8   1 伊那北小   208 伊東 叶葉(6)   1:00.71 

ｲﾄｳ ｶﾉﾊ
  209 向山 湊音(6)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾄ
  211 河野 隼士(6)

ｺｳﾉ ﾊﾔﾄ
  206 畠 心愛(6)

ﾊﾀ ｺｺﾅ

混合

4×100m
決勝
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