
平成25年度　飯伊陸上競技春季記録会                                              

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202050  飯田市陸上競技場

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
04/13 女子 吉田 那緒(3) 12.75 菅沼 美風(2) 13.03 清水 真希(3) 13.17 三石 奈穂(2) 13.28 徳竹 美友(1) 13.30 柴田 佳歩(3) 13.42 菅沼 真洸(1) 13.59 上原 千夏(3) 13.62

100m 中学校･伊那AC 中学校･松川JAC 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 中学校･ﾃﾝﾘｭｳSC 高校･飯田風越高 高校･下伊那郡陸協 中学校･高森中
04/13 塩澤 華奈(3) 1,04.84 清水 由紀子(3) 1,06.22 河原 里紗(3) 1,09.11 小林 奏(2) 1,09.44 澁谷 希望(2) 1,10.06 成澤 優(3) 1,10.39 宮下 彩奈(3) 1,10.80 小沼 千夏 1,11.49

400m 高校･飯田高 高校･飯田高 中学校･上諏訪中 中学校･丸子北中 高校･飯田高 中学校･丸子北中 中学校･丸子北中 高校･飯田女子高
04/13 松澤 綾音(2) 2,27.70 中塚 千和(3) 2,30.11 河原 里紗(3) 2,30.86 山岸 鈴加(3) 2,31.53 堀内 智加(3) 2,32.44 春日 桃桜(2) 2,32.94 松村 彩乃(3) 2,33.09 所河 二千花(2) 2,33.36

800m 中学校･松川JAC 高校･飯田高 中学校･上諏訪中 中学校･松川JAC 中学校･駒ヶ根東中 中学校･駒ヶ根東中 中学校･松川JAC 中学校･駒ヶ根東中
04/13   0.0松澤 綾音(2) 10,28.33 熊谷 美佑(2) 10,34.54 永山 実来(3) 10,37.91 春日 桃桜(2) 10,42.61 白川 みほ(3) 10,43.13 松村 彩乃(3) 10,51.39 中塚 千和(3) 10,54.83 山岸 鈴加(3) 11,01.48

3000m 中学校･松川JAC 高校･飯田高 中学校･緑ヶ丘中 中学校･駒ヶ根東中 中学校･駒ヶ根東中 中学校･松川JAC 高校･飯田高 中学校･松川JAC
04/13  +1.4串原 礼(2) 17.09 小沼 千夏 18.26 岡部 佳澄 18.51 赤羽 里香(3) 18.76

100mH(0.838m) 高校･下伊那農業高 高校･飯田女子高 高校･飯田女子高 高校･岡谷東高
04/13 加藤 まりな(3) 1.40 伊原 由茉(3) 1.30 林 果歩(3) 1.25 赤羽 遥香(3) 1.25

走高跳 高校･飯田風越高 中学校･緑ヶ丘中 中学校･緑ヶ丘中 中学校･旭町中
04/13 矢島 芽依(2) 4.89(+0.9) 赤羽 愛葵(3) 4.47(+1.2) 横田 風音(2) 4.36(+3.5) 三輪 才佳(3) 4.32(+2.2) 古谷 依里佳(3)4.01(+0.9) 今村 月愛(2) 4.00(+0.1) 岩崎 芽衣(2) 4.00(+0.4) 春原 朱里(2) 3.98(-0.1)

走幅跳 中学校･旭町中 中学校･丸子北中 中学校･飯田高陵中 中学校･旭町中 中学校･高森中 中学校･緑ヶ丘中 中学校･飯田高陵中 中学校･丸子北中
04/13 勝又 すず佳(3) 8.09 長沼 義亮子 7.65

砲丸投 高校･阿南高 高校･飯田女子高
04/13 北野 未紗(3) 25.44 宮井 さくら(3) 16.65 磯貝 理江(3) 15.32 土屋 花梨(2) 12.63

円盤投 高校･阿南高 中学校･緑ヶ丘中 中学校･緑ヶ丘中 中学校･丸子北中
04/13 北野 未紗(3) 24.93 岩佐 眞歩(3) 23.20 加藤 まりな(3) 16.47 肥後 萌々花 16.02 串原 礼(2) 14.57

やり投 高校･阿南高 高校･岡谷東高 高校･飯田風越高 高校･飯田女子高 高校･下伊那農業高
04/13 飯田風越高       51.58 駒ヶ根東中(A)      54.35 旭町中       54.71 飯田女子高       54.96 高森中       55.04 松川JAC       55.05 上諏訪中(A)       55.84 緑ヶ丘中(A)       56.22

4×100mR 小澤 未菜(2) 北原 咲来(3) 工藤 真白(2) 肥後 萌々花 牧野 明日香(1) 宮下 しずく(3) 河原 里紗(3) 倉澤 まりあ(2)
三石 奈穂(2) 樋屋 彩(3) 矢島 芽依(2) 岡部 佳澄 上原 千夏(3) 菅沼 美風(2) 小林 みずほ(2) 井口 恵(2)
清水 真希(3) 花村 菜々子(3) 滋田 祐希(2) 長沼 義亮子 古谷 依里佳(3) 築島 由理恵(2) 長谷川 聖奈(2) 井澤 唯(3)
柴田 佳歩(3) 柏原 千夏(3) 下条 菜摘(3) 小沼 千夏 宮澤 風香(2) 松村 彩乃(3) 田邉 美森(3) 永山 実来(3)

04/13 小学女子 樋口 虹夏(6) 14.19 石井 涼(6) 14.24 宮下 真弥(6) 14.63 宮澤 香音(5) 15.07 壬生 さつき(5) 15.36 菅沼 望子(6) 15.45 伊藤 優凪(5) 15.48 伊藤 尋乃(6) 15.60
100m 小学校･ｺﾒｯﾄ波田 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭ

04/13 松井美蓉(5) 3,31.44 伊藤 尋乃(6) 3,35.60 神部 紫音(6) 3,39.27 金子 咲良(6) 3,42.01 松下 朋佳(4) 3,50.84 熊谷真由(6) 3,58.27 原  彩乃(4) 4,02.10 吉田  香純(6) 4,03.62
1000m 小学校･阿智村RC 小学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･阿智村RC 小学校･清内路小 小学校･清内路小

04/13 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      59.62 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    1,02.95 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,05.47 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(B)     1,08.73
4×100mR 宮内 萌菜(6) 花井 静(5) 宮内 笑夢(4) 金田 萌(4)

宮下 真弥(6) 北見 唯夏(5) 萩原 利映(5) 伊藤 尋乃(6)
菅沼 望子(6) 壬生 さつき(5) 神部 紫音(6) 木下 明里咲(4)
石井 涼(6) 宮澤 香音(5) 千葉 ほの香(6) 中島 愛(6)

04/13 中学女子  +2.2下条 菜摘(3) 18.68 篠田 杏奈(2) 19.54 黒川 芹奈(2) 19.90 中村 百花(2) 21.95 伊藤 絵夢(1) 22.02 星野 萌(2) 22.09
100mH(0.762m) 中学校･旭町中 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田高陵中 中学校･旭町中 中学校･長峰中 中学校･旭町中

04/13 高橋 茉里(2) 8.92 滋田 祐希(2) 8.47 土屋 花梨(2) 8.04 竹内 乃亜(2) 7.86 奥原 夕奈(3) 6.76 宮下 真奈(2) 6.69 宮井 さくら(3) 6.49 黒川 芹奈(2) 6.26
砲丸投 中学校･旭町中 中学校･旭町中 中学校･丸子北中 中学校･飯田高陵中 中学校･旭町中 中学校･飯田高陵中 中学校･緑ヶ丘中 中学校･飯田高陵中

04/13 宮井 さくら(3) 33.27 林 果歩(3) 13.21 伊藤 絵夢(1) 10.33
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学校･緑ヶ丘中 中学校･緑ヶ丘中 中学校･長峰中



決勝 4月13日 11:00

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 -0.9

 1 杉山 舞莉(1) 中学校     14.80  1 宮下 真奈(2) 中学校     14.73 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ ｲｲﾀﾞｼｭAC ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中

 2 戸谷 有沙(1) 中学校     14.92  2 山川 りお(2) 中学校     14.81 
ﾄﾔ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｼｭAC ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 3 工藤 真白(2) 中学校     14.94  3 榊山 莉帆(3) 中学校     15.02 
ｸﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 旭町中 ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 4 熊谷莉佳(2) 中学校     15.38  4 岩佐 眞歩(3) 高校     15.17 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｶ 阿智村RC ｲﾜｻ ﾏﾅﾎ 岡谷東高

 5 木下 理子(1) 中学校     15.42  5 島岡 日和(1) 中学校     15.18 
ｷﾉｼﾀ ﾘｺ ｲｲﾀﾞｼｭAC ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 6 宮内 綾美(2) 中学校     15.88  6 倉澤 まりあ(2) 中学校     15.30 
ﾐﾔｳﾁ ｱﾔﾐ 緑ヶ丘中 ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ 緑ヶ丘中

 7 井口 由梨(3) 中学校     16.09  7 北原 遙香(3) 中学校     15.48 
ｲｸﾞﾁ ﾕﾘ 駒ヶ根東中 ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 駒ヶ根東中

 8 清水 美玖(2) 中学校     16.58  8 築島 由理恵(2) 中学校     15.64 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 緑ヶ丘中 ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 松川JAC

[ 3組] 風速 -2.3 [ 4組] 風速 +0.9

 1 長谷川 聖奈(2) 中学校     14.50  1 宮下 しずく(3) 中学校     14.06 
ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 上諏訪中 ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ 松川JAC

 2 長沼 義亮子 高校     14.63  2 小椋 万柚(2) 中学校     14.09 
ﾅｶﾞﾇﾏ  ﾖｼｱｷｺ 飯田女子高 ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中

 3 田邉 美森(3) 中学校     14.66  3 滋田 祐希(2) 中学校     14.30 
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中 ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 旭町中

 4 萩原 美空(2) 中学校     14.74  4 熊谷 汐乃(1) 中学校     14.47 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ 駒ヶ根東中 ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ ﾃﾝﾘｭｳSC

 5 肥後 萌々花 高校     14.76  5 井口 恵(2) 中学校     14.48 
ﾋｺﾞ  ﾓﾓｶ 飯田女子高 ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 緑ヶ丘中

 6 松村 紫乃(1) 中学校     14.86  6 長谷川 流奈 一般     14.50 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｼｭAC ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ 上諏訪陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 鰍澤 さやか(3) 中学校     15.08  7 大平 有紀奈(3) 高校     14.81 
ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ 下伊那農業高

 8 金子 未羽(2) 中学校     16.12  8 福与 遥(3) 中学校     15.41 
ｶﾈｺ ﾐｳ 丸子北中 ﾌｸﾖ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

[ 5組] 風速 +0.7 [ 6組] 風速 +0.5

 1 矢島 芽依(2) 中学校     13.66  1 菅沼 美風(2) 中学校     13.03 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 旭町中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 松川JAC

 2 樋屋 彩(3) 中学校     13.94  2 徳竹 美友(1) 中学校     13.30 
ﾋｵｸ ｱﾔ 駒ヶ根東中 ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ ﾃﾝﾘｭｳSC

 3 柏原 千夏(3) 中学校     13.98  3 柴田 佳歩(3) 高校     13.42 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中 ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高

 4 小林 みずほ(2) 中学校     14.15  4 家苗 蒔(1) 高校     13.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中 ｶﾅｴ ﾏｷ 下伊那郡陸協

 5 北原 咲来(3) 中学校     14.19  5 岡部 佳澄 高校     13.95 
ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ 駒ヶ根東中 ｵｶﾍﾞ  ｶｽﾐ 飯田女子高

 6 赤羽 愛葵(3) 中学校     14.44  6 宮澤 風香(2) 中学校     14.02 
ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ 丸子北中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中

 7 井澤 唯(3) 中学校     14.67  7 小林 奏(2) 中学校     14.05 
ｲｻﾞﾜ ﾕｲ 緑ヶ丘中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 丸子北中

 8 木下 美波(3) 中学校     14.87  8 花村 菜々子(3) 中学校     14.82 
ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ 駒ヶ根東中 ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ 駒ヶ根東中

[ 7組] 風速 -0.4

 1 吉田 那緒(3) 中学校     12.75 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC

 2 清水 真希(3) 高校     13.17 
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高

 3 三石 奈穂(2) 高校     13.28 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高

 4 菅沼 真洸(1) 高校     13.59 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 下伊那郡陸協

 5 上原 千夏(3) 中学校     13.62 
ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 高森中

 6 小澤 未菜(2) 高校     13.75 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越高

 7 宮下 彩奈(3) 中学校     13.81 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 丸子北中

女子

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55    10   10

33     6    6

66    41   41

77    29   29

11    13   13

44   162  162

22    68   68

88   164  164

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   139  139

66     8    8

44     7    7

11    50   50

88    11   11

33   165  165

22    85   85

77   100  100

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   121  121

33   146  146

66   122  122

22    79   79

55   147  147

11     9    9

88    71   71

77    58   58

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
88    94   94

11   142  142

77    44   44

22    24   24

55   157  157

66   123  123

44    56   56

33   167  167

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77    48   48

66    82   82

22    80   80

33   119  119

44    84   84

55    63   63

11   158  158

88    87   87

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55    99   99

22    26   26

11   150  150

66    52   52

33   144  144

77    89   89

88    60   60

44    70   70

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55    49   49

44   152  152

22   149  149

77    53   53

88    91   91

66   151  151

33    57   57



   1 吉田 那緒(3) 中学校 伊那AC     12.75 (-0.4)   7   1
   2 菅沼 美風(2) 中学校 松川JAC     13.03 (+0.5)   6   1
   3 清水 真希(3) 高校 飯田風越高     13.17 (-0.4)   7   2
   4 三石 奈穂(2) 高校 飯田風越高     13.28 (-0.4)   7   3
   5 徳竹 美友(1) 中学校 ﾃﾝﾘｭｳSC     13.30 (+0.5)   6   2
   6 柴田 佳歩(3) 高校 飯田風越高     13.42 (+0.5)   6   3
   7 菅沼 真洸(1) 高校 下伊那郡陸協     13.59 (-0.4)   7   4
   8 上原 千夏(3) 中学校 高森中     13.62 (-0.4)   7   5
   9 矢島 芽依(2) 中学校 旭町中     13.66 (+0.7)   5   1
  10 小澤 未菜(2) 高校 飯田風越高     13.75 (-0.4)   7   6
  11 宮下 彩奈(3) 中学校 丸子北中     13.81 (-0.4)   7   7
  12 家苗 蒔(1) 高校 下伊那郡陸協     13.85 (+0.5)   6   4
  13 樋屋 彩(3) 中学校 駒ヶ根東中     13.94 (+0.7)   5   2
  14 岡部 佳澄 高校 飯田女子高     13.95 (+0.5)   6   5
  15 柏原 千夏(3) 中学校 駒ヶ根東中     13.98 (+0.7)   5   3
  16 宮澤 風香(2) 中学校 高森中     14.02 (+0.5)   6   6
  17 小林 奏(2) 中学校 丸子北中     14.05 (+0.5)   6   7
  18 宮下 しずく(3) 中学校 松川JAC     14.06 (+0.9)   4   1
  19 小椋 万柚(2) 中学校 飯田高陵中     14.09 (+0.9)   4   2
  20 小林 みずほ(2) 中学校 上諏訪中     14.15 (+0.7)   5   4
  21 北原 咲来(3) 中学校 駒ヶ根東中     14.19 (+0.7)   5   5
  22 滋田 祐希(2) 中学校 旭町中     14.30 (+0.9)   4   3
  23 赤羽 愛葵(3) 中学校 丸子北中     14.44 (+0.7)   5   6
  24 熊谷 汐乃(1) 中学校 ﾃﾝﾘｭｳSC     14.47 (+0.9)   4   4
  25 井口 恵(2) 中学校 緑ヶ丘中     14.48 (+0.9)   4   5
  26 長谷川 聖奈(2) 中学校 上諏訪中     14.50 (-2.3)   3   1
  26 長谷川 流奈 一般 上諏訪陸上ｸﾗﾌﾞ     14.50 (+0.9)   4   6
  28 長沼 義亮子 高校 飯田女子高     14.63 (-2.3)   3   2
  29 田邉 美森(3) 中学校 上諏訪中     14.66 (-2.3)   3   3
  30 井澤 唯(3) 中学校 緑ヶ丘中     14.67 (+0.7)   5   7
  31 宮下 真奈(2) 中学校 飯田高陵中     14.73 (-0.9)   2   1
  32 萩原 美空(2) 中学校 駒ヶ根東中     14.74 (-2.3)   3   4
  33 肥後 萌々花 高校 飯田女子高     14.76 (-2.3)   3   5
  34 杉山 舞莉(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｼｭAC     14.80 (+0.4)   1   1
  35 山川 りお(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｼｭAC     14.81 (-0.9)   2   2
  35 大平 有紀奈(3) 高校 下伊那農業高     14.81 (+0.9)   4   7
  37 花村 菜々子(3) 中学校 駒ヶ根東中     14.82 (+0.5)   6   8
  38 松村 紫乃(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｼｭAC     14.86 (-2.3)   3   6
  39 木下 美波(3) 中学校 駒ヶ根東中     14.87 (+0.7)   5   8
  40 戸谷 有沙(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｼｭAC     14.92 (+0.4)   1   2
  41 工藤 真白(2) 中学校 旭町中     14.94 (+0.4)   1   3
  42 榊山 莉帆(3) 中学校 ｲｲﾀﾞｼｭAC     15.02 (-0.9)   2   3
  43 鰍澤 さやか(3) 中学校 駒ヶ根東中     15.08 (-2.3)   3   7
  44 岩佐 眞歩(3) 高校 岡谷東高     15.17 (-0.9)   2   4
  45 島岡 日和(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｼｭAC     15.18 (-0.9)   2   5
  46 倉澤 まりあ(2) 中学校 緑ヶ丘中     15.30 (-0.9)   2   6
  47 熊谷莉佳(2) 中学校 阿智村RC     15.38 (+0.4)   1   4
  48 福与 遥(3) 中学校 緑ヶ丘中     15.41 (+0.9)   4   8
  49 木下 理子(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｼｭAC     15.42 (+0.4)   1   5
  50 北原 遙香(3) 中学校 駒ヶ根東中     15.48 (-0.9)   2   7
  51 築島 由理恵(2) 中学校 松川JAC     15.64 (-0.9)   2   8
  52 宮内 綾美(2) 中学校 緑ヶ丘中     15.88 (+0.4)   1   6
  53 井口 由梨(3) 中学校 駒ヶ根東中     16.09 (+0.4)   1   7
  54 金子 未羽(2) 中学校 丸子北中     16.12 (-2.3)   3   8
  55 清水 美玖(2) 中学校 緑ヶ丘中     16.58 (+0.4)   1   8
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決勝 4月13日 13:05

[ 1組] [ 2組]

 1 成澤 優(3) 中学校   1,10.39  1 清水 由紀子(3) 高校   1,06.22 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 丸子北中 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ 飯田高

 2 小沼 千夏 高校   1,11.49  2 澁谷 希望(2) 高校   1,10.06 
ｺﾇﾏ  ﾁﾅﾂ 飯田女子高 ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田高

 3 春原 朱里(2) 中学校   1,12.07  3 宮下 彩奈(3) 中学校   1,10.80 
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 丸子北中 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 丸子北中

 4 清水 亜美(3) 中学校   1,14.14  4 三井 咲良(2) 中学校   1,14.32 
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 丸子北中 ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

 5 田邉 美森(3) 中学校   1,15.54  5 金子 未羽(2) 中学校   1,17.73 
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中 ｶﾈｺ ﾐｳ 丸子北中

 6 長谷川 聖奈(2) 中学校   1,22.06  6 諏訪 春乃(2) 中学校   1,21.75 
ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 上諏訪中 ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中

[ 3組]

 1 塩澤 華奈(3) 高校   1,04.84 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高

 2 河原 里紗(3) 中学校   1,09.11 
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中

 3 小林 奏(2) 中学校   1,09.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 丸子北中

 4 小林 みずほ(2) 中学校   1,15.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中
岡山 未来(2) 高校
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農業高

   1 塩澤 華奈(3) 高校 飯田高     1,04.84   3   1
   2 清水 由紀子(3) 高校 飯田高     1,06.22   2   1
   3 河原 里紗(3) 中学校 上諏訪中     1,09.11   3   2
   4 小林 奏(2) 中学校 丸子北中     1,09.44   3   3
   5 澁谷 希望(2) 高校 飯田高     1,10.06   2   2
   6 成澤 優(3) 中学校 丸子北中     1,10.39   1   1
   7 宮下 彩奈(3) 中学校 丸子北中     1,10.80   2   3
   8 小沼 千夏 高校 飯田女子高     1,11.49   1   2
   9 春原 朱里(2) 中学校 丸子北中     1,12.07   1   3
  10 清水 亜美(3) 中学校 丸子北中     1,14.14   1   4
  11 三井 咲良(2) 中学校 上諏訪中     1,14.32   2   4
  12 田邉 美森(3) 中学校 上諏訪中     1,15.54   1   5
  13 小林 みずほ(2) 中学校 上諏訪中     1,15.66   3   4
  14 金子 未羽(2) 中学校 丸子北中     1,17.73   2   5
  15 諏訪 春乃(2) 中学校 上諏訪中     1,21.75   2   6
  16 長谷川 聖奈(2) 中学校 上諏訪中     1,22.06   1   6  121
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決勝 4月13日 14:00

長野県新          2,06.07
県高校新          2,06.07
県中学新          2,15.53

[ 1組] [ 2組]

 1 湯澤 和(2) 中学校   2,46.48  1 柴田 佳歩(3) 高校   2,33.79 
ﾕｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾐ 駒ヶ根東中 ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高

 2 北原 すず那(2) 中学校   2,48.17  2 加藤 まりな(3) 高校   2,38.93 
ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 駒ヶ根東中 ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高

 3 鈴木 彩華(3) 中学校   2,50.88  3 中村 藤子(2) 中学校   2,39.65 
ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 緑ヶ丘中 ﾅｶﾑﾗ ﾄｳｺ 駒ヶ根東中

 4 奥原 夕奈(3) 中学校   2,52.21  4 三井 咲良(2) 中学校   2,40.41 
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 旭町中 ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

 5 座光寺 未来(2) 中学校   2,54.49  5 下平 美悠(2) 中学校   2,41.65 
ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 松川JAC ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕｳ 駒ヶ根東中

 6 星野 萌(2) 中学校   2,58.51  6 小出 裕香(2) 中学校   2,42.04 
ﾎｼﾉ ﾓｴ 旭町中 ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ 駒ヶ根東中

 7 諏訪 春乃(2) 中学校   3,00.24  7 廣田 奈子(3) 中学校   2,48.62 
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中 ﾋﾛﾀ ﾅｺ 駒ヶ根東中

 8 松原 みのり(3) 中学校   3,05.48  8 清水 亜美(3) 中学校   2,51.32 
ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾐﾉﾘ ISｼﾞｭﾆｱ ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 丸子北中

[ 3組] [ 4組]

 1 河原 里紗(3) 中学校   2,30.86  1 松澤 綾音(2) 中学校   2,27.70 
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 松川JAC

 2 春日 桃桜(2) 中学校   2,32.94  2 中塚 千和(3) 高校   2,30.11 
ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ヶ根東中 ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田高

 3 松村 彩乃(3) 中学校   2,33.09  3 山岸 鈴加(3) 中学校   2,31.53 
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 松川JAC ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 松川JAC

 4 所河 二千花(2) 中学校   2,33.36  4 堀内 智加(3) 中学校   2,32.44 
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 駒ヶ根東中 ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根東中

 5 白川 みほ(3) 中学校   2,33.71  5 塩澤 華奈(3) 高校   2,37.18 
ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 駒ヶ根東中 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高

 6 仲田 ほの(1) 中学校   2,33.79  6 宮島 志保美(3) 高校   2,38.68 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ ISｼﾞｭﾆｱ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高
高梨 菜々(2) 中学校 成澤 優(3) 中学校
ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ 駒ヶ根東中 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 丸子北中

   1 松澤 綾音(2) 中学校 松川JAC     2,27.70   4   1
   2 中塚 千和(3) 高校 飯田高     2,30.11   4   2
   3 河原 里紗(3) 中学校 上諏訪中     2,30.86   3   1
   4 山岸 鈴加(3) 中学校 松川JAC     2,31.53   4   3
   5 堀内 智加(3) 中学校 駒ヶ根東中     2,32.44   4   4
   6 春日 桃桜(2) 中学校 駒ヶ根東中     2,32.94   3   2
   7 松村 彩乃(3) 中学校 松川JAC     2,33.09   3   3
   8 所河 二千花(2) 中学校 駒ヶ根東中     2,33.36   3   4
   9 白川 みほ(3) 中学校 駒ヶ根東中     2,33.71   3   5
  10 柴田 佳歩(3) 高校 飯田風越高     2,33.79   2   1
  10 仲田 ほの(1) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     2,33.79   3   6
  12 塩澤 華奈(3) 高校 飯田高     2,37.18   4   5
  13 宮島 志保美(3) 高校 飯田高     2,38.68   4   6
  14 加藤 まりな(3) 高校 飯田風越高     2,38.93   2   2
  15 中村 藤子(2) 中学校 駒ヶ根東中     2,39.65   2   3
  16 三井 咲良(2) 中学校 上諏訪中     2,40.41   2   4
  17 下平 美悠(2) 中学校 駒ヶ根東中     2,41.65   2   5
  18 小出 裕香(2) 中学校 駒ヶ根東中     2,42.04   2   6
  19 湯澤 和(2) 中学校 駒ヶ根東中     2,46.48   1   1
  20 北原 すず那(2) 中学校 駒ヶ根東中     2,48.17   1   2
  21 廣田 奈子(3) 中学校 駒ヶ根東中     2,48.62   2   7
  22 鈴木 彩華(3) 中学校 緑ヶ丘中     2,50.88   1   3
  23 清水 亜美(3) 中学校 丸子北中     2,51.32   2   8
  24 奥原 夕奈(3) 中学校 旭町中     2,52.21   1   4
  25 座光寺 未来(2) 中学校 松川JAC     2,54.49   1   5
  26 星野 萌(2) 中学校 旭町中     2,58.51   1   6
  27 諏訪 春乃(2) 中学校 上諏訪中     3,00.24   1   7
  28 松原 みのり(3) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     3,05.48   1   8
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決勝 4月13日 10:00

 1 松澤 綾音(2) 中学校  10,28.33 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 松川JAC

 2 熊谷 美佑(2) 高校  10,34.54 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田高

 3 永山 実来(3) 中学校  10,37.91 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 緑ヶ丘中

 4 春日 桃桜(2) 中学校  10,42.61 
ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ヶ根東中

 5 白川 みほ(3) 中学校  10,43.13 
ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 駒ヶ根東中

 6 松村 彩乃(3) 中学校  10,51.39 
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 松川JAC

 7 中塚 千和(3) 高校  10,54.83 
ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田高

 8 山岸 鈴加(3) 中学校  11,01.48 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 松川JAC

 9 所河 二千花(2) 中学校  11,04.21 
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 駒ヶ根東中

10 堀内 智加(3) 中学校  11,12.22 
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根東中

11 松尾 智美(2) 高校  11,18.19 
ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田高

12 瀧澤 優奈(1) 中学校  11,21.81 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

13 中村 藤子(2) 中学校  11,24.87 
ﾅｶﾑﾗ ﾄｳｺ 駒ヶ根東中

14 小出 裕香(2) 中学校  11,25.32 
ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ 駒ヶ根東中

15 下平 美悠(2) 中学校  11,33.89 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕｳ 駒ヶ根東中

16 廣田 奈子(3) 中学校  12,13.35 
ﾋﾛﾀ ﾅｺ 駒ヶ根東中

17 北原 すず那(2) 中学校  12,22.32 
ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 駒ヶ根東中

18 原 明香里(1) 高校  12,28.53 
ﾊﾗ  ｱｶﾘ 松川高

19 服部 智花(2) 高校  13,02.65 
ﾊｯﾄﾘ ﾁﾊﾙ 飯田高

20 熊谷莉佳(2) 中学校  13,20.23 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｶ 阿智村RC

21 原 風香(3) 中学校  14,15.60 
ﾊﾗ ﾌｳｶ 阿智村RC

22 原 優希(1) 中学校  14,33.58 
ﾊﾗ ﾕｳｷ 阿智村RC
西永 梨恵(2) 高校
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越高
高梨 菜々(2) 中学校
ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ 駒ヶ根東中
後沢 絢香(3) 高校
ｺﾞｻﾞﾜ ｱﾔｶ 飯田高

20   130
欠場

6   153
欠場

15    72
欠場

24    31

2    33

22   134

4    29

25    83

1   101

5    69

23    88

21    77

7    75

18   131

3     4

9    74

19    86

16   133

14    96

13    81

8    97

17   160

11    73

12    98

10   129

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月13日 12:50

風速 +1.4

 1 串原 礼(2) 高校     17.09 
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業高

 2 小沼 千夏 高校     18.26 
ｺﾇﾏ  ﾁﾅﾂ 飯田女子高

 3 岡部 佳澄 高校     18.51 
ｵｶﾍﾞ  ｶｽﾐ 飯田女子高

 4 赤羽 里香(3) 高校     18.76 
ｱｶﾊﾈ ﾘｶ 岡谷東高

決勝 4月13日 12:55

風速 +2.2

 1 下条 菜摘(3) 中学校     18.68 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 旭町中

 2 篠田 杏奈(2) 中学校     19.54 
ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 飯田高陵中

 3 黒川 芹奈(2) 中学校     19.90 
ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ 飯田高陵中

 4 中村 百花(2) 中学校     21.95 
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 旭町中

 5 伊藤 絵夢(1) 中学校     22.02 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中

 6 星野 萌(2) 中学校     22.09 
ﾎｼﾉ ﾓｴ 旭町中

6   126

7    45

8   140

3    47

5    40

4   141

中学女子

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   144

7    51

5    55

8   145

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月13日 11:45

県小学新            13.06

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.9

 1 山城 春菜(3) 小学校     16.46  1 伊藤 尋乃(6) 小学校     15.60 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲﾄｳ ﾋﾛﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 2 佐藤 碧依(4) 小学校     16.78  2 北見 唯夏(5) 小学校     16.25 
ｻﾄｳ ｱｵｲ 喬木第一小学校 ｷﾀﾐ ﾕｳﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 宮下 莉瑚(3) 小学校     16.90  3 萩原 利映(5) 小学校     16.75 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｴ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 金田 萌(4) 小学校     16.93  4 松下 朋佳(4) 小学校     17.14 
ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 木下 明里咲(4) 小学校     17.66  5 宮内 笑夢(4) 小学校     17.27 
ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 原 実里(2) 小学校     17.90  6 芦澤陽菜(5) 小学校     17.35 
ﾊﾗ ﾐﾉﾘ 喬木第一小学校 ｱｼｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 阿智村RC

 7 櫻井 楓(4) 小学校     19.35  7 松井香蓉(5) 小学校     18.74 
ｻｸﾗｲ ｶｴﾃﾞ 竜丘小 ﾏﾂｲ ｶﾖ 阿智村RC
中平 留李花(5) 中学校 松村 みすゞ(5) 小学校
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ ﾃﾝﾘｭｳSC ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 +1.9

 1 宮澤 香音(5) 小学校     15.07  1 樋口 虹夏(6) 小学校     14.19 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ｺﾒｯﾄ波田

 2 菅沼 望子(6) 小学校     15.45  2 石井 涼(6) 小学校     14.24 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 伊藤 優凪(5) 小学校     15.48  3 宮下 真弥(6) 小学校     14.63 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 宮内 萌菜(6) 小学校     15.67  4 壬生 さつき(5) 小学校     15.36 
ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾌﾞ ｻﾂｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 中島 愛(6) 小学校     15.79  5 千葉 ほの香(6) 小学校     15.64 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 上原 萌(5) 小学校     15.79  6 上野 輝来(6) 小学校     17.63 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｳｴﾉ ｷﾗ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 花井 静(5) 小学校     15.83 伊藤 鈴音(6) 小学校
ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭ
池野 佳帆(5) 小学校
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

   1 樋口 虹夏(6) 小学校 ｺﾒｯﾄ波田     14.19 (+1.9)   4   1
   2 石井 涼(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.24 (+1.9)   4   2
   3 宮下 真弥(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.63 (+1.9)   4   3
   4 宮澤 香音(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.07 (-0.3)   3   1
   5 壬生 さつき(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.36 (+1.9)   4   4
   6 菅沼 望子(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.45 (-0.3)   3   2
   7 伊藤 優凪(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     15.48 (-0.3)   3   3
   8 伊藤 尋乃(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     15.60 (+0.9)   2   1
   9 千葉 ほの香(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.64 (+1.9)   4   5
  10 宮内 萌菜(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.67 (-0.3)   3   4
  11 中島 愛(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     15.79 (-0.3)   3   5
  11 上原 萌(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     15.79 (-0.3)   3   6
  13 花井 静(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.83 (-0.3)   3   7
  14 北見 唯夏(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.25 (+0.9)   2   2
  15 山城 春菜(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.46 (0.0)   1   1
  16 萩原 利映(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.75 (+0.9)   2   3
  17 佐藤 碧依(4) 小学校 喬木第一小学校     16.78 (0.0)   1   2
  18 宮下 莉瑚(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.90 (0.0)   1   3
  19 金田 萌(4) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     16.93 (0.0)   1   4
  20 松下 朋佳(4) 小学校 ISｼﾞｭﾆｱ     17.14 (+0.9)   2   4
  21 宮内 笑夢(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.27 (+0.9)   2   5
  22 芦澤陽菜(5) 小学校 阿智村RC     17.35 (+0.9)   2   6
  23 上野 輝来(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.63 (+1.9)   4   6
  24 木下 明里咲(4) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     17.66 (0.0)   1   5
  25 原 実里(2) 小学校 喬木第一小学校     17.90 (0.0)   1   6
  26 松井香蓉(5) 小学校 阿智村RC     18.74 (+0.9)   2   7
  27 櫻井 楓(4) 小学校 竜丘小     19.35 (0.0)   1   7

小学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   108 7    14

7    67 4   116

5   104 6   115

4    17 8     2

8    22 2   105

1    66 5    27

2   155 3    34

6    25 1    18
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   107 5    23

5   112 4   113

4    15 3   103

3   106 2   111

2    21 8   114

8    19 6   109

1   102 7    16
欠場

6    20
欠場

小学女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   23
  113
  103
  107
  111
  112
   15
   14
  114
  106

   27

   21
   19
  102
  116
  108
  115

  109
   22
   66
   34
  155

   67
  104
   17
    2
  105



決勝 4月13日 14:30

 1 松井美蓉(5) 小学校   3,31.44 
ﾏﾂｲ ﾐﾖ 阿智村RC

 2 伊藤 尋乃(6) 小学校   3,35.60 
ｲﾄｳ ﾋﾛﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 神部 紫音(6) 小学校   3,39.27 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 金子 咲良(6) 小学校   3,42.01 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 松下 朋佳(4) 小学校   3,50.84 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 熊谷真由(6) 小学校   3,58.27 
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾕ 阿智村RC

 7 原  彩乃(4) 小学校   4,02.10 
清内路小

 8 吉田  香純(6) 小学校   4,03.62 
清内路小

 9 佐藤 さくら(5) 小学校   4,14.72 
ｻﾄｳ ｻｸﾗ 和田小

10 原 未来(4) 小学校   4,22.25 
ﾊﾗ ﾐﾗｲ 阿智村RC
斉藤美桜(6) 小学校
ｻｲﾄｳ ﾐｵ 阿智村RC
原 彩華(4) 小学校
ﾊﾗ ｻﾔｶ 阿智村RC

9    36
欠場

11    30
欠場

1   170

3    32

12   125

2   124

4     2

5    28

10   110

6     1

7    35

8    14

小学女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月13日 14:45

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)  106 宮内 萌菜(6)     59.62 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ
  103 宮下 真弥(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
  112 菅沼 望子(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ
  113 石井 涼(6)

ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ
 2   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)  102 花井 静(5)   1,02.95 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ
  116 北見 唯夏(5)

ｷﾀﾐ ﾕｳﾅ
  111 壬生 さつき(5)

ﾐﾌﾞ ｻﾂｷ
  107 宮澤 香音(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ
 3   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)  105 宮内 笑夢(4)   1,05.47 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ
  115 萩原 利映(5)

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｴ
  110 神部 紫音(6)

ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ
  114 千葉 ほの香(6)

ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ
 4   2 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(B)    17 金田 萌(4)   1,08.73 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞB ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ
   14 伊藤 尋乃(6)

ｲﾄｳ ﾋﾛﾉ
   22 木下 明里咲(4)

ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ
   21 中島 愛(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ
  4 阿智村RC    28 熊谷真由(6)

ｱﾁﾑﾗ ｱｰﾙｼｰ ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾕ 失格
   35 松井美蓉(5)

ﾏﾂｲ ﾐﾖ
   32 原 未来(4)

ﾊﾗ ﾐﾗｲ
   34 松井香蓉(5)

ﾏﾂｲ ｶﾖ
  6 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(A)

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞA 欠場

小学女子

4×100mR

決勝



決勝 4月13日 14:50

[ 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 松川JAC    94 宮下 しずく(3)     55.05  1   5 飯田風越高   151 小澤 未菜(2)     51.58 

ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸ ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
   99 菅沼 美風(2)   149 三石 奈穂(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
  100 築島 由理恵(2)   152 清水 真希(3)

ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
   97 松村 彩乃(3)   150 柴田 佳歩(3)

ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 2   5 緑ヶ丘中(A)   165 倉澤 まりあ(2)     56.22  2   6 駒ヶ根東中(A)    84 北原 咲来(3)     54.35 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳA ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ
  157 井口 恵(2)    82 樋屋 彩(3)

ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ ﾋｵｸ ｱﾔ
  158 井澤 唯(3)    70 花村 菜々子(3)

ｲｻﾞﾜ ﾕｲ ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
  160 永山 実来(3)    80 柏原 千夏(3)

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ
 3   8 ｲｲﾀﾞｼｭAC(A)     8 山川 りお(2)     57.44  3   7 旭町中    41 工藤 真白(2)     54.71 

ｲｲﾀﾞｯｼｭACA ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ｸﾄﾞｳ ﾏｼﾛ
    9 松村 紫乃(1)    48 矢島 芽依(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ
   11 島岡 日和(1)    44 滋田 祐希(2)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ
    7 榊山 莉帆(3)    40 下条 菜摘(3)

ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ
 4   3 駒ヶ根東中(B)    79 萩原 美空(2)     57.94  4   3 飯田女子高   147 肥後 萌々花     54.96 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼｺｳ ﾋｺﾞ  ﾓﾓｶ
   87 木下 美波(3)   144 岡部 佳澄

ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ ｵｶﾍﾞ  ｶｽﾐ
   85 北原 遙香(3)   146 長沼 義亮子

ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ ﾅｶﾞﾇﾏ  ﾖｼｱｷｺ
   71 鰍澤 さやか(3)   145 小沼 千夏

ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ ｺﾇﾏ  ﾁﾅﾂ
 5   7 丸子北中(B)    58 金子 未羽(2)     58.74  5   8 高森中    93 牧野 明日香(1)     55.04 

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳB ｶﾈｺ ﾐｳ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾏｷﾉ ｱｽｶ
   61 成澤 優(3)    91 上原 千夏(3)

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ
   64 土屋 花梨(2)    90 古谷 依里佳(3)

ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ ﾌﾙﾔ ｴﾘｶ
   62 清水 亜美(3)    89 宮澤 風香(2)

ｼﾐｽﾞ ｱﾐ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 6   2 ｲｲﾀﾞｼｭAC(B)    13 木下 理子(1)     59.22  6   4 上諏訪中(A)   117 河原 里紗(3)     55.84 

ｲｲﾀﾞｯｼｭACB ｷﾉｼﾀ ﾘｺ ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ
   10 杉山 舞莉(1)   119 小林 みずほ(2)

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ
   12 北野 緋菜(1)   121 長谷川 聖奈(2)

ｷﾀﾉ ﾋﾅ ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ
    6 戸谷 有沙(1)   122 田邉 美森(3)

ﾄﾔ ｱﾘｻ ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ
 7   1 緑ヶ丘中(B)   167 福与 遥(3)     59.46  7   2 飯田高陵中   142 小椋 万柚(2)     56.56 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳB ﾌｸﾖ ﾊﾙｶ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ
  162 宮内 綾美(2)   140 黒川 芹奈(2)

ﾐﾔｳﾁ ｱﾔﾐ ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ
  164 清水 美玖(2)   139 宮下 真奈(2)

ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ
  163 今村 月愛(2)   143 竹内 乃亜(2)

ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ ﾀｹｳﾁ ﾉｱ
  4 飯田高   135 澁谷 希望(2)  8   1 丸子北中(A)    60 小林 奏(2)     58.21 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 失格 ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
  127 塩澤 華奈(3)    57 宮下 彩奈(3)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ
  132 清水 由紀子(3)    59 春原 朱里(2)

ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
  128 宮島 志保美(3)    63 赤羽 愛葵(3)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ

女子

4×100mR

決勝



   1 飯田風越高     51.58 小澤 未菜(2) 三石 奈穂(2) 清水 真希(3) 柴田 佳歩(3)   2   1
   2 駒ヶ根東中(A)     54.35 北原 咲来(3) 樋屋 彩(3) 花村 菜々子(3) 柏原 千夏(3)   2   2
   3 旭町中     54.71 工藤 真白(2) 矢島 芽依(2) 滋田 祐希(2) 下条 菜摘(3)   2   3
   4 飯田女子高     54.96 肥後 萌々花 岡部 佳澄 長沼 義亮子 小沼 千夏   2   4
   5 高森中     55.04 牧野 明日香(1) 上原 千夏(3) 古谷 依里佳(3) 宮澤 風香(2)   2   5
   6 松川JAC     55.05 宮下 しずく(3) 菅沼 美風(2) 築島 由理恵(2) 松村 彩乃(3)   1   1
   7 上諏訪中(A)     55.84 河原 里紗(3) 小林 みずほ(2) 長谷川 聖奈(2) 田邉 美森(3)   2   6
   8 緑ヶ丘中(A)     56.22 倉澤 まりあ(2) 井口 恵(2) 井澤 唯(3) 永山 実来(3)   1   2
   9 飯田高陵中     56.56 小椋 万柚(2) 黒川 芹奈(2) 宮下 真奈(2) 竹内 乃亜(2)   2   7
  10 ｲｲﾀﾞｼｭAC(A)     57.44 山川 りお(2) 松村 紫乃(1) 島岡 日和(1) 榊山 莉帆(3)   1   3
  11 駒ヶ根東中(B)     57.94 萩原 美空(2) 木下 美波(3) 北原 遙香(3) 鰍澤 さやか(3)   1   4
  12 丸子北中(A)     58.21 小林 奏(2) 宮下 彩奈(3) 春原 朱里(2) 赤羽 愛葵(3)   2   8
  13 丸子北中(B)     58.74 金子 未羽(2) 成澤 優(3) 土屋 花梨(2) 清水 亜美(3)   1   5
  14 ｲｲﾀﾞｼｭAC(B)     59.22 木下 理子(1) 杉山 舞莉(1) 北野 緋菜(1) 戸谷 有沙(1)   1   6
  15 緑ヶ丘中(B)     59.46 福与 遥(3) 宮内 綾美(2) 清水 美玖(2) 今村 月愛(2)   1   7

ｵｰﾀﾞｰ1

女子

4×100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 4月13日  9:30

勝又 すず佳(3) 高校
ｶﾂﾏﾀ ｽｽﾞｶ 阿南高
長沼 義亮子 高校
ﾅｶﾞﾇﾏ  ﾖｼｱｷｺ 飯田女子高

決勝 4月13日  9:30

高橋 茉里(2) 中学校
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ 旭町中
滋田 祐希(2) 中学校
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 旭町中
土屋 花梨(2) 中学校
ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 丸子北中
竹内 乃亜(2) 中学校
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中
奥原 夕奈(3) 中学校
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 旭町中
宮下 真奈(2) 中学校
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中
宮井 さくら(3) 中学校
ﾐﾔｲ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中
黒川 芹奈(2) 中学校
ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ 飯田高陵中
磯貝 理江(3) 中学校
ｲｿｶﾞｲ ｻﾄｴ 緑ヶ丘中
堀内 瑞季(3) 中学校 欠場
ﾎﾘｳﾁ ﾐｽﾞｷ 丸子北中

9    65
  X   X   X

  6.26 

  5.42 
9 1   159

 5.42   X   X

3

  6.69 

  140
 6.26  6.16  5.95

  6.49 
7 5   161

 6.49   X   X

8

  6.76 

6 4   139
 6.69  6.46  6.51

5 2

  8.04 

   39
 6.48  6.76  6.40

  7.86 
4 6   143

 7.71  7.86  7.73

   44
 7.39

 8.00   X

 7.75  8.47

  8.92 

  8.47 
2 7

3 8    64
 8.04

記録

 8.92  8.44
1 10    42

 8.50

-1- -3- -4- -5- -6-

12

備考

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  8.09 

-2-

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

2

所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 備考
1 11    37

 8.09  8.02   X

記録

  146
 6.60  7.39  7.65   7.65 



決勝 4月13日 10:00

北野 未紗(3) 高校
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南高
宮井 さくら(3) 中学校
ﾐﾔｲ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中
磯貝 理江(3) 中学校
ｲｿｶﾞｲ ｻﾄｴ 緑ヶ丘中
土屋 花梨(2) 中学校
ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 丸子北中
堀内 瑞季(3) 中学校 欠場
ﾎﾘｳﾁ ﾐｽﾞｷ 丸子北中

女子

円盤投(1.000kg)

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 5    38

25.44   O   O  25.44 

2 3   161
  O 16.65   O  16.65 

3 2   159
  O 15.32   O  15.32 

4 1    64
  O   O 12.63  12.63 

4    65



決勝 4月13日 12:00

北野 未紗(3) 高校
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南高
岩佐 眞歩(3) 高校
ｲﾜｻ ﾏﾅﾎ 岡谷東高
加藤 まりな(3) 高校
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高
肥後 萌々花 高校
ﾋｺﾞ  ﾓﾓｶ 飯田女子高
串原 礼(2) 高校
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業高

 14.57 

 16.02 

5 2    55
14.57   X   X

 16.47 

4 1   147
  X   X 16.02

 23.20 

3 3   148
  X   X 16.47

 24.93 

2 4    50
23.20   O   O

記録 備考
1 5    38

  X 24.93   O

-3- -4- -5- -6-

女子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月13日 13:30

県中学新            43.39

宮井 さくら(3) 中学校
ﾐﾔｲ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中
林 果歩(3) 中学校
ﾊﾔｼ ｶﾎ 緑ヶ丘中
伊藤 絵夢(1) 中学校
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中

-5- -6- 記録 備考

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
  161

  O 33.27   O

-3- -4-氏  名 所属名 -1- -2-

 33.27 

2 2   168
13.21   O   O

1 3

10.33   O

 13.21 

3 1   126
  O  10.33 



決勝 4月13日 12:30

矢島 芽依(2) 中学校   4.71   4.85   4.89    4.89 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 旭町中   +1.6   +0.4   +0.9    +0.9
赤羽 愛葵(3) 中学校   3.15   4.47   4.16    4.47 
ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ 丸子北中   +0.5   +1.2   +0.2    +1.2
横田 風音(2) 中学校    X   4.36   3.99    4.36 
ﾖｺﾀ ｶｻﾞﾈ 飯田高陵中   +3.5   +1.0    +3.5
三輪 才佳(3) 中学校   4.03   4.28   4.32    4.32 
ﾐﾜ ﾄｼｶ 旭町中    0.0   +1.2   +2.2    +2.2
古谷 依里佳(3) 中学校    X   3.65   4.01    4.01 
ﾌﾙﾔ ｴﾘｶ 高森中   +1.1   +0.9    +0.9
今村 月愛(2) 中学校   3.94   3.69   4.00    4.00 
ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ 緑ヶ丘中   +0.8    0.0   +0.1    +0.1
岩崎 芽衣(2) 中学校   4.00    X   3.48    4.00 
ｲﾜｻｷ ﾒｲ 飯田高陵中   +0.4   +1.5    +0.4
春原 朱里(2) 中学校   3.88   3.98   3.80    3.98 
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 丸子北中    0.0   -0.1   +0.3    -0.1
北野 緋菜(1) 中学校   3.94   3.59   3.70    3.94 
ｷﾀﾉ ﾋﾅ ｲｲﾀﾞｼｭAC   +1.7   +1.3   +1.8    +1.7
清水 真希(3) 高校   3.78   3.79   3.86    3.86 
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高    0.0   +2.5   +1.4    +1.4
竹内 乃亜(2) 中学校   3.84   3.67   3.71    3.84 
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中   +1.6   +0.3   +2.0    +1.6
工藤 真白(2) 中学校   3.76   3.48    X    3.76 
ｸﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 旭町中   +1.6   +0.6    +1.6
伊藤 絵夢(1) 中学校   3.52   3.40   3.45    3.52 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中   +0.6   +2.0   +1.5    +0.6
木下 直美(2) 高校    X   3.05    -    3.05 
ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ 飯田風越高   +0.5    +0.5
尾曽 陽菜(3) 中学校 欠場
ｵｿ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘中

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 15    48

-3- -4- -5- -6-

2 14    63

3 8   137

4 11    43

5 9    90

6 5   163

7 2   138

8 12    59

9 6    12

10 10   152

11 4   143

12 3    41

13 1   126

14 7   154

13   166



決勝 4月13日  9:50

加藤 まりな(3) 高校
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高
伊原 由茉(3) 中学校
ｲﾊﾗ ﾕﾏ 緑ヶ丘中
林 果歩(3) 中学校
ﾊﾔｼ ｶﾎ 緑ヶ丘中
赤羽 遥香(3) 中学校
ｱｶﾊﾈ ﾊﾙｶ 旭町中

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43 記録 備考

1 4   148
- - XXO O XXX  1.35

2 3   156
- O XXO XXX  1.30

3 1   168
O O XXX  1.25

4 2    46
O XO XXX  1.25
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