
大会コード 22170727

： 2022年6月5日(日) 
： 伊那市陸上競技場（競技場コード 172030）
： 南信地区陸上競技協会
： 長野日報社
： 南信地区陸上競技協会
： 伊那市・伊那市教育委員会
： 大坪 章男
： 原 宏旭(トラック)・遠山 正洋(フィールド・混成)

中澤 博和(招集所)
： 清水 美彦

■グラウンドコンディション

■この大会で樹立された記録

宮地 花央 富県小(6) 14066月5日 大会新 男子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 決勝 1463
6月5日 大会新 男子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 決勝 1513 小池 友治郎 阿智第一小(6) 1406
6月5日 大会新 女子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 決勝 1553 市村 向日葵 諏訪FA(6) 1536

鈴木 芽依 西箕輪小(6) 1536
6月5日 大会新 女子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 決勝 1626 梅垣 咲希
6月5日 大会新 女子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 決勝 1781

茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(6) 1536

6月5日 大会新 女子 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞA 決勝 1820 安藤 凜 松尾小(6) 1536
6月5日 大会新 男子 100m 決勝 13.49 小野 颯馬 両小野小(6) 13.70

宮澤 知己 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(6) 13.70
6月5日 大会新 男子 100m 予選 13.05 小野 颯馬
6月5日 大会新 男子 100m 予選 13.54

両小野小(6) 13.70

6月5日 大会新 男子 100m 予選 13.53 小笠原 賢太 ALFRC(6) 13.70
6月5日 大会新 男子 100m 予選 13.68 宮澤 佑茉 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(6) 13.70
6月5日 大会新 男子 100m 予選 14.33 林 旺史朗 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(5) 14.35
6月5日 大会新 女子 100ｍ 決勝 13.64 高木 穂菜実 伊那AC(6) 13.78

氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)
6月5日 大会新 女子 100ｍ 予選

日付 記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録

13.54 高木 穂菜実 伊那AC(6) 13.78

13:00 曇り 南 2.5 26.4 39.0
12:00 曇り 南東 2.0 26.4 39.0
11:00 曇り 南東 2.6 26.6 38.0
10:00 晴れ 南 0.5 26.0 42.0

湿度
(m/s) (℃) (%)

記録・情報主任

時刻 天候 風向 風速 気温

主 催
共 催
主 管
後 援
総 務
審 判 長

第 2 回 南 信 地 区 小 学 生 陸 上 競 技 大 会
兼　第39回長野県小学生陸上競技大会南信地区予選会

記 録 集
期 日
会 場



ﾄﾗｯｸ審判長 原 旭宏

跳躍審判長 遠山 正洋

投てき審判長 遠山 正洋

【開催日】 2022年6月5日(日) ｽﾀｰﾄ審判長 小池 充

【主催団体】 南信地区陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任 清水 美彦

男  子 / 女  子 【競技場】伊那市陸上競技場 招集所審判長 中澤 博和
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/ 5 混合 岡谷田中小       55.32 豊丘南小(A)       57.42 伊那小B     1:00.01 中川東小     1:02.53 高森南小(A)     1:03.50 豊丘南小(B)     1:03.73 高遠小     1:05.52 高森南小(B)     1:06.12
4×100m 北川 愛果(6) 片桐 夢大(6) 伊藤 衣里夏(6) 奥山 友悠(6) 宮下 伸幸(5) 松下 颯介(5) 綱嶋 勇音(5) 前澤 冬耶(6)

大森 琥明(6) 月木 皐瑛(6) 御子柴 智菜(6) 米山 ｶﾚﾝ(6) 原 あずみ(5) 小池  桜芽(5) 有賀 太一(5) 森岡 智(6)

田中 海羽(6) 堀本 結愛(6) 酒井 惇基(6) 森田 寧音(6) 松島 和哉(5) 三石 絢楓(5) 伊藤 優心(5) 妹尾 笑実(6)

佐藤 叶寅(6) 木下 櫻(6) 中村 柚葵(6) 澤田 陸(6) 沢田 真桜(5) 清水 せりな(5) 伊藤 未来(5) 島岡 愛己(6)



予選 6月5日 11:50
決勝 6月5日 13:35

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)                    54.17                              松川陸上ｸﾗﾌﾞ     2021        
                                      （宮澤 佑茉・林 かれん・柳 美結・榎本 昊）

[ 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   5 豊丘南小(A)    83 片桐 夢大(6)     58.05 q  1   6 岡谷田中小   101 北川 愛果(6)     56.12 q

ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀﾞｲ ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳ ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ
   82 月木 皐瑛(6)    99 大森 琥明(6)

ﾂｷｷﾞ ｺｳｴｲ ｵｵﾓﾘ ｺｳﾒｲ
   84 堀本 結愛(6)   100 田中 海羽(6)

ﾎﾘﾓﾄ ﾕｱ ﾀﾅｶ ﾐｳ
   85 木下 櫻(6)    98 佐藤 叶寅(6)

ｷﾉｼﾀ ｻｸﾗ ｻﾄｳ ｷｮｳﾄﾗ
 2   4 伊那小B   199 伊藤 衣里夏(6)     59.47 q  2   4 中川東小   242 奥山 友悠(6)   1:02.09 q

ｲﾅｼｮｳ ｲﾄｳ ｴﾘｶ ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼｼｮｳ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ
  198 御子柴 智菜(6)   243 米山 ｶﾚﾝ(6)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾄﾓﾅ ﾖﾈﾔﾏ ｶﾚﾝ
  196 酒井 惇基(6)   244 澤田 陸(6)

ｻｶｲ ｱﾂｷ ｻﾜﾀﾞ ﾘｸ
  197 中村 柚葵(6)   245 森田 寧音(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ ﾓﾘﾀ ﾈｵ
 3   6 高遠小   210 綱嶋 勇音(5)   1:04.53 q  3   5 豊丘南小(B)    88 松下 颯介(5)   1:03.05 q

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ﾂﾅｼﾏ ｲｻﾈ ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ ﾏﾂｼﾀ ｿｳｽｹ
  212 有賀 太一(5)    87 小池  桜芽(5)

ｱﾙｶﾞ ﾀｲﾁ ｺｲｹ ｵｳｶﾞ
  213 伊藤 優心(5)    86 三石 絢楓(5)

ｲﾄｳ ﾕｳｼﾝ ﾐﾂｲｼ ｱﾔｶ
  211 伊藤 未来(5)    89 清水 せりな(5)

ｲﾄｳ ﾐﾗｲ ｼﾐｽﾞ  ｾﾘﾅ
 4   7 高森南小(B)    48 前澤 冬耶(6)   1:05.47 q  4   3 高森南小(A)    43 宮下 伸幸(5)   1:03.30 q

ﾀｶﾓﾘﾐﾅﾐｼｮｳ ﾏｴｻﾞﾜ ﾄｳﾔ ﾀｶﾓﾘﾐﾅﾐｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ
   47 森岡 智(6)    44 原 あずみ(5)

ﾓﾘｵｶ ﾄﾓ ﾊﾗ ｱｽﾞﾐ
   50 妹尾 笑実(6)    45 松島 和哉(5)

ｾﾉｵ ｴﾐ ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾔ
   49 島岡 愛己(6)    46 沢田 真桜(5)

ｼﾏｵｶ ｱｲﾐ ｻﾜﾀﾞ ﾏｵ
 5   3 米沢小   164 横内 那乃(5)   1:09.73  5   7 伊那小A   186 鈴木 希歩(5)   1:05.91 

ﾖﾈｻﾞﾜｼｮｳ ﾖｺｳﾁ ﾅﾉ ｲﾅｼｮｳ ｽｽﾞｷ ﾉｱ
  167 大平 美雨(5)   187 林 奏輔(6)

ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾐｳ ﾊﾔｼ ｿｳｽｹ
  166 佐藤 柊羽(5)   188 小林 柚月(6)

ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｷ
  163 伊東 健人(5)   190 水野 莉緒(6)

ｲﾄｳ ｹﾝﾄ ﾐｽﾞﾉ ﾘｵ

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   3 岡谷田中小   101 北川 愛果(6)     55.32 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳ ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ
   99 大森 琥明(6)

ｵｵﾓﾘ ｺｳﾒｲ
  100 田中 海羽(6)

ﾀﾅｶ ﾐｳ
   98 佐藤 叶寅(6)

ｻﾄｳ ｷｮｳﾄﾗ
 2   5 豊丘南小(A)    83 片桐 夢大(6)     57.42 

ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀﾞｲ
   82 月木 皐瑛(6)

ﾂｷｷﾞ ｺｳｴｲ
   84 堀本 結愛(6)

ﾎﾘﾓﾄ ﾕｱ
   85 木下 櫻(6)

ｷﾉｼﾀ ｻｸﾗ
 3   4 伊那小B   199 伊藤 衣里夏(6)   1:00.01 

ｲﾅｼｮｳ ｲﾄｳ ｴﾘｶ
  198 御子柴 智菜(6)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾄﾓﾅ
  196 酒井 惇基(6)

ｻｶｲ ｱﾂｷ
  197 中村 柚葵(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞｷ
 4   6 中川東小   242 奥山 友悠(6)   1:02.53 

ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼｼｮｳ ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ
  243 米山 ｶﾚﾝ(6)

ﾖﾈﾔﾏ ｶﾚﾝ
  245 森田 寧音(6)

ﾓﾘﾀ ﾈｵ
  244 澤田 陸(6)

ｻﾜﾀﾞ ﾘｸ
 5   8 高森南小(A)    43 宮下 伸幸(5)   1:03.50 

ﾀｶﾓﾘﾐﾅﾐｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ
   44 原 あずみ(5)

ﾊﾗ ｱｽﾞﾐ
   45 松島 和哉(5)

ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾔ
   46 沢田 真桜(5)

ｻﾜﾀﾞ ﾏｵ
 6   7 豊丘南小(B)    88 松下 颯介(5)   1:03.73 

ﾄﾖｵｶﾐﾅﾐｼｮｳ ﾏﾂｼﾀ ｿｳｽｹ
   87 小池  桜芽(5)

ｺｲｹ ｵｳｶﾞ
   86 三石 絢楓(5)

ﾐﾂｲｼ ｱﾔｶ
   89 清水 せりな(5)

ｼﾐｽﾞ  ｾﾘﾅ
 7   1 高遠小   210 綱嶋 勇音(5)   1:05.52 

ﾀｶﾄｵｼｮｳ ﾂﾅｼﾏ ｲｻﾈ
  212 有賀 太一(5)

ｱﾙｶﾞ ﾀｲﾁ
  213 伊藤 優心(5)

ｲﾄｳ ﾕｳｼﾝ
  211 伊藤 未来(5)

ｲﾄｳ ﾐﾗｲ
 8   2 高森南小(B)    48 前澤 冬耶(6)   1:06.12 

ﾀｶﾓﾘﾐﾅﾐｼｮｳ ﾏｴｻﾞﾜ ﾄｳﾔ
   47 森岡 智(6)

ﾓﾘｵｶ ﾄﾓ
   50 妹尾 笑実(6)

ｾﾉｵ ｴﾐ
   49 島岡 愛己(6)

ｼﾏｵｶ ｱｲﾐ

4×100m
決勝

混合
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