
大会コード：22170543

期　　日 ： 2022年（令和4年）5月22日（日） 総　　務 ： 桐山 勝次
会　　場 ： 伊那市陸上競技場 トラック審判長 ： 中澤 博和

（競技場コード ： 172030） フィールド審判長 ： 遠山 正洋
主　　催 ： 上伊那陸上競技協会 記録・情報主任 ： 桜井 健一

伊那市スポーツ協会陸上部
後　　援 ： 信濃毎日新聞社　　伊那市

伊那市教育委員会

◆ この大会で樹立された記録

◆ グラウンドコンディション

◆ フィールド競技における記号の説明
ｒ 試合放棄○ 成功・有効試技 × 失敗・無効試技 － パス

12:00 晴れ 26.4 38.0 北東 1.2
16:0011:00 晴れ 25.0 42.0 北東 2.4
15:0010:00 晴れ 23.3 46.0 北東 2.2
14:00 晴れ 24.9 40.0 北西 2.19:00 晴れ 21.8 53.0 東北東 1.6
13:00 晴れ 25.1 40.0 北 2.18:40 晴れ 21.4 55.0 東 0.4
時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(m/s)時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(m/s)

13秒92 大会新
女子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 決勝 1778点 鈴木 芽依(6) 西箕輪 1451点 大会新
女子 6年100m 決勝 13秒42 高木 穂菜実(6) 伊那AC

従来の記録 備　考

女子 6年100m 予選 13秒43 高木 穂菜実(6) 伊那AC 13秒92 大会新

第 39回上伊那小学生陸上競技大会
記 録 集

男女 種　目 ラウンド 記　録 氏名(学年)
チーム名

所　属
ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)



ﾄﾗｯｸ審判長 中澤 博和

跳躍審判長 遠山 正洋
投てき審判長 遠山 正洋

【開催日】 2022年（令和4年）5月22日（日） 記録主任 桜井 健一

【主催団体】 上伊那陸上競技協会　伊那市スポーツ協会陸上部 決勝記録一覧表
男  子 / 女  子 【競技場】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

 5/22 混合 伊那(B)     1:00.07 中川西     1:00.38 中川東     1:02.29 高遠     1:03.21 伊那(A)     1:04.57
4×100m 伊藤 衣里夏(6) 諸田 くるみ(6) 奥山 友悠(6) 綱嶋 勇音(5) 林 奏介(6)

御子柴 智菜(6) 宮澤 乃亜(6) 米山 ｶﾚﾝ(6) 有賀 太一(5) 小林 柚月(6)
酒井 惇基(6) 竹入 空杜(6) 森田 寧音(6) 伊藤 優心(5) 水野 莉緒(6)
中村 柚葵(6) 飯島 瑛虎(6) 澤田 陸(6) 伊藤 未来(5) 鈴木 希歩(5)



決勝 5月22日 14:10

長野県小学生記録(SR)            52.75                              茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ      2020        
                                      （柳平・山田・栗山・小川）
大会記録(GR)                    57.03                              赤穂             2019        
                                      （鈴木・柏原・湯澤・池上）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 伊那(B)  1448 伊藤 衣里夏(6)   1:00.07 

ｲﾅ ｲﾄｳ ｴﾘｶ
 1447 御子柴 智菜(6)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾄﾓﾅ
 1190 酒井 惇基(6)

ｻｶｲ ｱﾂｷ
 1192 中村 柚葵(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ
 2   8 中川西  1259 諸田 くるみ(6)   1:00.38 

ﾅｶｶﾞﾜﾆｼ ﾓﾛﾀ ｸﾙﾐ
 1260 宮澤 乃亜(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｱ
 1027 竹入 空杜(6)

ﾀｹｲﾘ ｿﾗﾄ
 1026 飯島 瑛虎(6)

ｲｲｼﾞﾏ ｴｲﾄ
 3   6 中川東  1034 奥山 友悠(6)   1:02.29 

ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ
 1271 米山 ｶﾚﾝ(6)

ﾖﾈﾔﾏ ｶﾚﾝ
 1272 森田 寧音(6)

ﾓﾘﾀ ﾈｵ
 1035 澤田 陸(6)

ｻﾜﾀ ﾞﾘｸ
 4   4 高遠  1413 綱嶋 勇音(5)   1:03.21 

ﾀｶﾄｵ ﾂﾅｼﾏ ｲｻﾈ
 1229 有賀 太一(5)

ｱﾙｶﾞ ﾀｲﾁ
 1230 伊藤 優心(5)

ｲﾄｳ ﾕｳｼﾝ
 1414 伊藤 未来(5)

ｲﾄｳ ﾐﾗｲ
 5   5 伊那(A)  1188 林 奏介(6)   1:04.57 

ｲﾅ ﾊﾔｼ ｿｳｽｹ
 1444 小林 柚月(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｷ
 1446 水野 莉緒(6)

ﾐｽﾞﾉ ﾘｵ
 1186 鈴木 希歩(5)

ｽｽﾞｷ ﾉｱ
    2 宮田      

ﾐﾔﾀﾞ DNS

    3 赤穂      
ｱｶﾎ DNS

混合

4×100m

決勝
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