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■ 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 
月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 計測場所 

2015/4/11 9:30 曇り 南南東 0.4 14.4 58.0 

  

 10:30 曇り 南南西 0.3 15.7 55.0 
 11:30 曇り 北東 2.7 17.3 50.0 
 12:30 曇り 北東 3.5 19.5 41.0 
 13:30 曇り 東北東 4.3 19.7 41.0 
 14:30 曇り 東北東 3.8 18.1 42.0 
       
       
       

 



平成27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
04/11 女子 久保村 玲衣(3) 13.73 家苗   蒔(3) 13.78 中山 美奈(3) 13.88 橋爪 郁未(3) 13.90 前田 花奈(2) 13.97 上原 千夏(2) 13.99 菅沼 真洸(3) 14.00 樋口 由葵(3) 14.14

100m 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･松川高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･伊那弥生ヶ丘高
04/11 関島 友里佳(3) 59.79 中山 美奈(3) 1,01.37 久保村 玲衣(3) 1,02.76 吉川 夏鈴(3) 1,03.21 菅沼 真洸(3) 1,04.14 橋爪 郁未(3) 1,05.25 熊谷 汐乃(3) 1,06.11 樋口 由葵(3) 1,06.30

400m 高校･飯田風越高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学校･下條中 高校･伊那弥生ヶ丘高
04/11 永山 実来(2) 2,27.35 藤岡 緩奈(3) 2,32.32 下島 梨紗(3) 2,34.18 長谷川 美波(3) 2,36.83 三浦 遥果(3) 2,37.70 山岸 鈴加(2) 2,38.55 長見 京華(3) 2,39.23 小塩 早紀(3) 2,39.41

800m 高校･飯田高 中学校･高森中 中学校･駒ヶ根東中 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･飯田高 中学校･駒ヶ根東中 高校･伊那弥生ヶ丘高
04/11 永山 実来(2) 10,40.51 藤岡 緩奈(3) 10,54.81 金子 咲良(2) 11,08.56 代田 有芽(2) 11,42.43 瀧村 彩音(2) 11,43.22 小池 碧桜(3) 11,54.50 田中 里歩(1) 12,19.15 上村 蓮花(2) 12,23.62

3000m 高校･飯田高 中学校･高森中 中学校･緑ヶ丘中 中学校･飯田高陵中 中学校･駒ヶ根東中 中学校･高森中 中学校･阿智村RC 中学校･駒ヶ根東中
04/11  -3.6 前田 花奈(2) 16.54 向山 ひより(3) 17.51 三浦 遥果(3) 17.99 三澤 葵(2) 18.81 榊山 莉帆 20.48

100mH(0.838m) 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･飯田女子
04/11 上澤 美波(3) 1.45 吉川 夏鈴(3) 1.40 北原 沙希(3) 中学校･飯田高陵中 1.35 齊藤 由佳(3) 1.35 村松 明日見(2) 1.35 中田 萌(3) 1.30 佐藤 澄怜(2) 1.25

走高跳 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 後藤 佐智(3) 中学校･旭町中 中学校･飯田高陵中 高校･飯田高 中学校･旭町中 中学校･旭町中
04/11 三浦 遥果(3) 4.70(+3.7) 伊藤 鈴音(2) 4.53(+3.5) 内田 佑香(3) 4.48(+4.3) 北野 緋菜(3) 4.48(+5.0) 宮澤 香音(1) 4.38(+2.4) 北原 沙希(3) 4.26(+2.3) 池野 佳帆(1) 4.23(+1.8) 千葉 ほの香(2)4.20(+3.2)

走幅跳 高校･飯田高 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学校･旭町中 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学校･高森中 中学校･飯田高陵中 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学校･飯田高陵中
04/11 竹入 愛彩美(3) 9.05 堀内 美佳(3) 7.90 北原 遥香(2) 7.02

砲丸投 高校･上伊那農高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高
04/11 竹入 愛彩美(3) 37.02 北原 遥香(2) 22.10

円盤投 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高
04/11 稲垣 汐里(3) 29.98 向山 ひより(3) 26.93 三澤 葵(2) 25.77 桜井 菜緒(2) 18.99 岩崎 紗佑美(2) 12.44

やり投 高校･飯田風越高 高校･上伊那農高 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･阿南高
04/11 伊那弥生ヶ丘高      50.96 飯田風越高       52.07 上伊那農高       53.31 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)       53.32 飯田高       53.40 飯田高陵中(A)      55.86 高森中       56.22 緑ヶ丘中(A)       56.41

4×100mR 久保村 玲衣(3) 稲垣 汐里(3) 竹入 愛彩美(3) 島岡 日和(3) 三浦 遥果(3) 小西 英瑠真(2) 宮内 萌菜(2) 牧内 沙樹(2)
橋爪 郁未(3) 関島 友里佳(3) 向山 ひより(3) 戸谷 有沙(3) 三澤 葵(2) 寺澤 瞳子(2) 牧野 明日香(3) 下平 杏(3)
樋口 由葵(3) 菅沼 真洸(3) 柏原 千夏(2) 伊藤 鈴音(2) 井口 結花(3) 北原 沙希(3) 樋口 美瑛(3) 中山 ほのか(3)
中山 美奈(3) 上澤 美波(3) 酒井 珠良(3) 松村 紫乃(3) 村松 明日見(2) 齊藤 由佳(3) 石井 涼(2) 今村 詩乃(2)

04/11 小学女子 北原 小遥(6) 15.35 山城 春菜(5) 15.37 西島 美幸(6) 15.74 中山 愛梨(5) 小学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 15.83 金田 萌(6) 15.89 関島 瑠愛(5) 15.93 宮下 莉瑚(5) 15.96
100m 小学校･伊那AC 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 三澤 菜々美(6) 小学校･伊那AC 小学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

04/11 竹岡 紗代(6) 3,27.88 佐々木 美羽(6) 3,30.33 松下 朋佳(6) 3,31.17 二村 海咲(6) 3,33.63 佐藤 悠花(5) 3,35.54 筒井 心葉(5) 3,42.01 水上 胡乃葉(6) 3,43.40 原 彩乃(6) 3,44.39
1000m 小学校･明科かけっこ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･明科かけっこ 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･阿智村RC 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ

04/11 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(A)    1,00.19 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)    1,00.87 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,04.68 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少    1,05.06 明科かけっこ(A)    1,05.85 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(B)    1,06.29 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    1,16.64
4×100mR 塩澤 舞(5) 関島 瑠愛(5) 熊谷 朋華(5) 川井田 望(5) 安坂 真優佳(5) 藤森 愛夢(4) 福島 羽七(2)

中山 愛梨(5) 宮下 莉瑚(5) 佐藤 悠花(5) 鎮西 花(5) 松原 美夢(5) 三嶋 渚沙(4) 中島 采香(2)
西島 美幸(6) 吉澤 詩乃(5) 筒井 心葉(5) 中嶋 由希(5) 北條 日菜(5) 吉本 愛羽(5) 松下 愛子(3)
金田 萌(6) 山城 春菜(5) 西村 歩華(6) 山田 優芽(5) 藤原 穂花(5) 木下 明里咲(6) 梶間 理預(4)

04/11 中学女子 齊藤 由佳(3) 17.87 戸谷 有沙(3) 18.09 菅沼 望子(2) 20.43 千葉 ほの香(2) 20.54 牧内 沙樹(2) 20.60 日比野 晴穂(3) 20.70 菅沼 凜(2) 21.07 中田 桃子(3) 21.21
100mH(0.762m) 中学校･飯田高陵中 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学校･豊丘中 中学校･飯田高陵中 中学校･緑ヶ丘中 中学校･旭町中 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田高陵中

04/11 内田 佑香(3) 8.03 藤井 若菜(2) 7.90 寺澤 瞳子(2) 7.87 木下 知夏(2) 7.32 横前 章子(3) 7.13 北野 緋菜(3) 6.52
砲丸投 中学校･旭町中 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 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC



決勝 4月11日 11:10

長野県新            11.68
県高校新            12.03
県中学新            12.05

[ 1組] 風速 -3.1 [ 2組] 風速 -2.7

 1 木下 千花(2) 中学校     15.68 1 上原 萌(1) 中学校     15.01 
ｷﾉｼﾀ ﾁｶ 飯田高陵中 ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 小久保 茉耶(2) 中学校     15.79 2 菅沼 望子(2) 中学校     15.19 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 緑ヶ丘中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中

 3 赤羽 澄香(2) 中学校     15.96 3 松村 みすゞ(1) 中学校     15.41 
ｱｶﾊﾈ ｽﾐｶ 旭町中 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 平栗 佳歩(2) 中学校     16.28 4 池野 佳帆(1) 中学校     15.41 
ﾋﾗｸﾞﾘ ｶﾎ 緑ヶ丘中 ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 石田 涼風(2) 中学校     16.40 5 赤羽 稀帆(2) 中学校     15.54 
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 緑ヶ丘中 ｱｶﾊﾈ ｷﾎ 伊那AC

 6 加藤 衣恋(2) 中学校     16.64 6 戸谷 優花(1) 中学校     15.59 
ｶﾄｳ ｴﾚﾝ 緑ヶ丘中 ﾄﾔ ﾕｳｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
高橋 梨花(3) 中学校 7 森脇 涼羽 小学校     15.63 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝｶ 旭町中 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
磯野 結(3) 中学校 8 平澤 優香(3) 中学校     15.99 
ｲｿﾉ ﾕｲ 旭町中 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｶ 緑ヶ丘中

[ 3組] 風速 -3.5 [ 4組] 風速 -3.1

 1 上澤 美波(3) 高校     14.42 1 伊藤 鈴音(2) 中学校     14.70 
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越高 ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 伊藤 優凪(1) 中学校     14.83 2 下平 杏(3) 中学校     14.85 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝ 緑ヶ丘中

 3 千葉 ほの香(2) 中学校     15.07 3 稲垣 汐里(3) 高校     14.86 
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高陵中 ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越高

 4 宮崎 真衣奈(2) 高校     15.16 4 寺澤 瞳子(2) 中学校     14.93 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高 ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 飯田高陵中

 5 春日 優花(3) 高校     15.23 5 今村 詩乃(2) 中学校     14.95 
ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ 下伊那農 ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 緑ヶ丘中

 6 中島 愛(2) 中学校     15.25 6 原 花織(2) 中学校     15.11 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘中 ﾊﾗ ｶｵﾘ 駒ヶ根東中

 7 牧内 沙樹(2) 中学校     15.26 牧内 麗(3) 中学校
ﾏｷｳﾁ ｻｷ 緑ヶ丘中 ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中

 8 竹村 彩也香 小学校     15.40 中山 ほのか(3) 中学校
ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中

[ 5組] 風速 -1.5 [ 6組] 風速 -4.0

 1 久保村 玲衣(3) 高校     13.73 1 中山 美奈(3) 高校     13.88 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 2 柏原 千夏(2) 高校     14.54 2 前田 花奈(2) 高校     13.97 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 上伊那農高 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 3 小林 紗耶加(3) 中学校     14.63 3 村松 明日見(2) 高校     14.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中 ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高

 4 我科 かなえ 高校     14.71 4 松村 紫乃(3) 中学校     14.56 
飯田女子 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 宮澤 香音(1) 中学校     14.94 5 榊山 莉帆 高校     14.66 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中 ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子

 6 原田 未朱(3) 中学校     15.20 6 樋口 美瑛(3) 中学校     14.91 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 緑ヶ丘中 ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ 高森中
宮内 萌菜(2) 中学校 菅沼 菜摘(3) 高校
ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 高森中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 上伊那農高
石井 涼(2) 中学校 宮下 真弥(2) 中学校
ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ 高森中 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中

[ 7組] 風速 -3.4

 1 家苗   蒔(3) 高校     13.78 
ｶﾅｴ    ﾏｷ 松川高

 2 橋爪 郁未(3) 高校     13.90 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 3 上原 千夏(2) 高校     13.99 
ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高

 4 菅沼 真洸(3) 高校     14.00 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高

 5 樋口 由葵(3) 高校     14.14 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高

 6 島岡 日和(3) 中学校     14.23 
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 7 熊谷 汐乃(3) 中学校     14.28 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 下條中
今井 沙緒里 一般
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院

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   159 5    17

8   192 6   173

7    46 1    15

4   197 7    18

6   193 8    56

2   187 3    13

1    43 2    76
欠場

5    41 4   198
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
3   170 5    12

7    11 4   185

4   152 6   165

5   168 7   147

6    67 2   190

2   195 1    84

8   199 3   158
欠場

1    78 8   194
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
2    59 8    64

3   127 6    63

6    88 4   143

8   162 3    16

5    99 5   163

4   189 2   103

1    98 1   125
欠場 欠場

7   101 7   172
欠場 欠場

女子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   105

3    61

4   106

6   171

5    65

8    19

7    72

1   164
欠場



   1 久保村 玲衣(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高    13.73 (-1.5)  5  1
   2 家苗   蒔(3) 高校 松川高    13.78 (-3.4)  7  1
   3 中山 美奈(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高    13.88 (-4.0)  6  1
   4 橋爪 郁未(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高    13.90 (-3.4)  7  2
   5 前田 花奈(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高    13.97 (-4.0)  6  2
   6 上原 千夏(2) 高校 松川高    13.99 (-3.4)  7  3
   7 菅沼 真洸(3) 高校 飯田風越高    14.00 (-3.4)  7  4
   8 樋口 由葵(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高    14.14 (-3.4)  7  5
   9 島岡 日和(3) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    14.23 (-3.4)  7  6
  10 熊谷 汐乃(3) 中学校 下條中    14.28 (-3.4)  7  7
  11 村松 明日見(2) 高校 飯田高    14.38 (-4.0)  6  3
  12 上澤 美波(3) 高校 飯田風越高    14.42 (-3.5)  3  1
  13 柏原 千夏(2) 高校 上伊那農高    14.54 (-1.5)  5  2
  14 松村 紫乃(3) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    14.56 (-4.0)  6  4
  15 小林 紗耶加(3) 中学校 駒ヶ根東中    14.63 (-1.5)  5  3
  16 榊山 莉帆 高校 飯田女子    14.66 (-4.0)  6  5
  17 伊藤 鈴音(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    14.70 (-3.1)  4  1
  18 我科 かなえ 高校 飯田女子    14.71 (-1.5)  5  4
  19 伊藤 優凪(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    14.83 (-3.5)  3  2
  20 下平 杏(3) 中学校 緑ヶ丘中    14.85 (-3.1)  4  2
  21 稲垣 汐里(3) 高校 飯田風越高    14.86 (-3.1)  4  3
  22 樋口 美瑛(3) 中学校 高森中    14.91 (-4.0)  6  6
  23 寺澤 瞳子(2) 中学校 飯田高陵中    14.93 (-3.1)  4  4
  24 宮澤 香音(1) 中学校 高森中    14.94 (-1.5)  5  5
  25 今村 詩乃(2) 中学校 緑ヶ丘中    14.95 (-3.1)  4  5
  26 上原 萌(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    15.01 (-2.7)  2  1
  27 千葉 ほの香(2) 中学校 飯田高陵中    15.07 (-3.5)  3  3
  28 原 花織(2) 中学校 駒ヶ根東中    15.11 (-3.1)  4  6
  29 宮崎 真衣奈(2) 高校 飯田風越高    15.16 (-3.5)  3  4
  30 菅沼 望子(2) 中学校 豊丘中    15.19 (-2.7)  2  2
  31 原田 未朱(3) 中学校 緑ヶ丘中    15.20 (-1.5)  5  6
  32 春日 優花(3) 高校 下伊那農    15.23 (-3.5)  3  5
  33 中島 愛(2) 中学校 緑ヶ丘中    15.25 (-3.5)  3  6
  34 牧内 沙樹(2) 中学校 緑ヶ丘中    15.26 (-3.5)  3  7
  35 竹村 彩也香 小学校 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少    15.40 (-3.5)  3  8
  36 松村 みすゞ(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    15.41 (-2.7)  2  3
  36 池野 佳帆(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    15.41 (-2.7)  2  4
  38 赤羽 稀帆(2) 中学校 伊那AC    15.54 (-2.7)  2  5
  39 戸谷 優花(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    15.59 (-2.7)  2  6
  40 森脇 涼羽 小学校 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少    15.63 (-2.7)  2  7
  41 木下 千花(2) 中学校 飯田高陵中    15.68 (-3.1)  1  1
  42 小久保 茉耶(2) 中学校 緑ヶ丘中    15.79 (-3.1)  1  2
  43 赤羽 澄香(2) 中学校 旭町中    15.96 (-3.1)  1  3
  44 平澤 優香(3) 中学校 緑ヶ丘中    15.99 (-2.7)  2  8
  45 平栗 佳歩(2) 中学校 緑ヶ丘中    16.28 (-3.1)  1  4
  46 石田 涼風(2) 中学校 緑ヶ丘中    16.40 (-3.1)  1  5
  47 加藤 衣恋(2) 中学校 緑ヶ丘中    16.64 (-3.1)  1  6

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
   59
  105
   64
   61
   63
  106
  171
   65
   19
   72
  143
  170
  127
   16
   88
  163
   12
  162
   11
  185
  165
  103
  147
   99
  190
   17
  152
   84
  168
  173
  189
   67
  195
  199
   78
   15
   18
   56
   13
   76

  187

  159
  192
   46
  198
  197
  193



決勝 4月11日 13:50

長野県新            54.56
県高校新            55.42
県中学新            58.70

[ 1組] [ 2組]

 1 熊谷 汐乃(3) 中学校   1,06.11 1 関島 友里佳(3) 高校     59.79 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 下條中 ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 2 樋口 由葵(3) 高校   1,06.30 2 中山 美奈(3) 高校   1,01.37 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 3 原田 未朱(3) 中学校   1,07.36 3 久保村 玲衣(3) 高校   1,02.76 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 緑ヶ丘中 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高

 4 小國 真穂(3) 中学校   1,16.24 4 吉川 夏鈴(3) 高校   1,03.21 
ｵｸﾆ ﾏﾎ 飯田高陵中 ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高
牧野 明日香(3) 中学校 5 菅沼 真洸(3) 高校   1,04.14 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 高森中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高
竹内優香 一般 6 橋爪 郁未(3) 高校   1,05.25 
ﾀｹｳﾁﾕｳｶ DreamAC ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高
宮下 真弥(2) 中学校
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中

   1 関島 友里佳(3) 高校 飯田風越高      59.79  2  1
   2 中山 美奈(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高    1,01.37  2  2
   3 久保村 玲衣(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高    1,02.76  2  3
   4 吉川 夏鈴(3) 高校 飯田風越高    1,03.21  2  4
   5 菅沼 真洸(3) 高校 飯田風越高    1,04.14  2  5
   6 橋爪 郁未(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高    1,05.25  2  6
   7 熊谷 汐乃(3) 中学校 下條中    1,06.11  1  1
   8 樋口 由葵(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高    1,06.30  1  2
   9 原田 未朱(3) 中学校 緑ヶ丘中    1,07.36  1  3
  10 小國 真穂(3) 中学校 飯田高陵中    1,16.24  1  4

女子

400m

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
5    72 3   166

6    65 2    64

4   189 6    59

7   149 5   167

2   104 7   171
欠場

3     2 4    61
欠場

8   172
欠場

女子

400m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
  166
   64
   59
  167
  171
   61
   72
   65
  189
  149



決勝 4月11日 14:40

長野県新          2,05.78
県高校新          2,05.78
県中学新          2,13.56

[ 1組] [ 2組]

 1 原 妃奈乃(1) 中学校   2,42.54 1 山岸 鈴加(2) 高校   2,38.55 
ﾊﾗ ﾋﾅﾉ ISｼﾞｭﾆｱ ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 飯田高

 2 三沢 らん(2) 中学校   2,46.17 2 仲田 ほの(3) 中学校   2,40.49 
ﾐｻﾜ ﾗﾝ 緑ヶ丘中 ﾅｶﾀ ﾎﾉ 旭ヶ丘中

 3 小國 真穂(3) 中学校   2,53.04 3 桜井 菜緒(2) 高校   2,40.94 
ｵｸﾆ ﾏﾎ 飯田高陵中 ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高

 4 齋藤 心彩(3) 中学校   2,56.78 4 宮下 喜久美(3) 中学校   2,45.53 
ｻｲﾄｳ ｺｺｱ 緑ヶ丘中 ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 駒ヶ根東中

 5 池田 恭子(3) 中学校   2,58.50 5 小池 碧桜(3) 中学校   2,45.54 
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｺ 飯田高陵中 ｺｲｹ ﾐｵ 高森中

 6 中藤 夏葵(2) 中学校   3,09.67 6 清水 里彩子(2) 中学校   2,49.51 
ﾅｶﾌｼﾞ ﾅﾂｷ 旭町中 ｼﾐｽﾞ ﾘｻｺ 駒ヶ根東中

 7 平栗 佳歩(2) 中学校   3,10.90 瀧村 彩音(2) 中学校
ﾋﾗｸﾞﾘ ｶﾎ 緑ヶ丘中 ﾀｷﾑﾗ ｱﾔﾈ 駒ヶ根東中
上村 蓮花(2) 中学校 菅沼 萌香(3) 中学校
ｶﾐｸﾗ ﾚﾝｹﾞ 駒ヶ根東中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ 駒ヶ根東中

[ 3組]

 1 永山 実来(2) 高校   2,27.35 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 飯田高

 2 藤岡 緩奈(3) 中学校   2,32.32 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 高森中

 3 下島 梨紗(3) 中学校   2,34.18 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根東中

 4 長谷川 美波(3) 高校   2,36.83 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高

 5 三浦 遥果(3) 高校   2,37.70 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高

 6 長見 京華(3) 中学校   2,39.23 
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 駒ヶ根東中

 7 小塩 早紀(3) 高校   2,39.41 
ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘高

 8 小出 千夏(3) 中学校   2,42.30 
ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中

   1 永山 実来(2) 高校 飯田高    2,27.35  3  1
   2 藤岡 緩奈(3) 中学校 高森中    2,32.32  3  2
   3 下島 梨紗(3) 中学校 駒ヶ根東中    2,34.18  3  3
   4 長谷川 美波(3) 高校 飯田高    2,36.83  3  4
   5 三浦 遥果(3) 高校 飯田高    2,37.70  3  5
   6 山岸 鈴加(2) 高校 飯田高    2,38.55  2  1
   7 長見 京華(3) 中学校 駒ヶ根東中    2,39.23  3  6
   8 小塩 早紀(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高    2,39.41  3  7
   9 仲田 ほの(3) 中学校 旭ヶ丘中    2,40.49  2  2
  10 桜井 菜緒(2) 高校 飯田風越高    2,40.94  2  3
  11 小出 千夏(3) 中学校 駒ヶ根東中    2,42.30  3  8
  12 原 妃奈乃(1) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ    2,42.54  1  1
  13 宮下 喜久美(3) 中学校 駒ヶ根東中    2,45.53  2  4
  14 小池 碧桜(3) 中学校 高森中    2,45.54  2  5
  15 三沢 らん(2) 中学校 緑ヶ丘中    2,46.17  1  2
  16 清水 里彩子(2) 中学校 駒ヶ根東中    2,49.51  2  6
  17 小國 真穂(3) 中学校 飯田高陵中    2,53.04  1  3
  18 齋藤 心彩(3) 中学校 緑ヶ丘中    2,56.78  1  4
  19 池田 恭子(3) 中学校 飯田高陵中    2,58.50  1  5
  20 中藤 夏葵(2) 中学校 旭町中    3,09.67  1  6
  21 平栗 佳歩(2) 中学校 緑ヶ丘中    3,10.90  1  7

  149
  201
  154
   49
  197

   87
    5
   83
  100
  191
   93

  139
  141
   95
   62
   40
  169

組 順位
  138
  102
   82
  144

女子

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

4    62

7    87

2   139

5    95

3    82

8   144

6   138

1   102

欠場 欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
6    90 6    92

1   197 2    94

2    49 4    93

8   154 7   100

3   201 8    83

4   149 1   169

7   191 3    40

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5     5 5   141

女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 4月11日 10:15

長野県新          9,11.58
県高校新          9,11.58
県中学新          9,25.24

 1 永山 実来(2) 高校 10,40.51 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 飯田高

 2 藤岡 緩奈(3) 中学校 10,54.81 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 高森中

 3 金子 咲良(2) 中学校 11,08.56 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中

 4 代田 有芽(2) 中学校 11,42.43 
ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田高陵中

 5 瀧村 彩音(2) 中学校 11,43.22 
ﾀｷﾑﾗ ｱﾔﾈ 駒ヶ根東中

 6 小池 碧桜(3) 中学校 11,54.50 
ｺｲｹ ﾐｵ 高森中

 7 田中 里歩(1) 中学校 12,19.15 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 阿智村RC

 8 上村 蓮花(2) 中学校 12,23.62 
ｶﾐｸﾗ ﾚﾝｹﾞ 駒ヶ根東中

 9 金子 詩菜(1) 中学校 14,13.90 
ｶﾈｺ ｼｲﾅ 阿智村RC
清水 里彩子(2) 中学校
ｼﾐｽﾞ ﾘｻｺ 駒ヶ根東中
高根 楓(3) 中学校
ﾀｶﾈ  ｶｴﾃﾞ 浅科中
長見 京華(3) 中学校
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 駒ヶ根東中
瀧澤 優奈(3) 中学校
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ
高橋 未来(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 上伊那農高
下島 梨紗(3) 中学校
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根東中
小出 千夏(3) 中学校
ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中

1414    87   87
欠場欠場

1212    82   82
欠場欠場

88   123  123
欠場欠場

77     9    9
欠場欠場

66    95   95
欠場欠場

55   134  134
欠場欠場

44    93   93
欠場欠場

1111    33   33

22    90   90

1515    38   38

99   100  100

1616    94   94

33   153  153

11   188  188

1313   102  102

1010   138  138
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 No.No.

女子

3000m3000m

決勝決勝決勝



決勝 4月11日 13:05

長野県新            13.81
県高校新            14.28

風速 -3.6

 1 前田 花奈(2) 高校     16.54 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 2 向山 ひより(3) 高校     17.51 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高

 3 三浦 遥果(3) 高校     17.99 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高

 4 三澤 葵(2) 高校     18.81 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高

 5 榊山 莉帆 高校     20.48 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    63

4   122

6   163

7   139

3   140



決勝 4月11日 13:10

県中学新            14.54

[ 1組] 風速 -3.6 [ 2組] 風速 -4.1

 1 菅沼 望子(2) 中学校     20.43 1 齊藤 由佳(3) 中学校     17.87 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中

 2 牧内 沙樹(2) 中学校     20.60 2 戸谷 有沙(3) 中学校     18.09 
ﾏｷｳﾁ ｻｷ 緑ヶ丘中 ﾄﾔ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 菅沼 凜(2) 中学校     21.07 3 千葉 ほの香(2) 中学校     20.54 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘﾝ 飯田高陵中 ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高陵中

 4 赤羽 澄香(2) 中学校     22.16 4 日比野 晴穂(3) 中学校     20.70 
ｱｶﾊﾈ ｽﾐｶ 旭町中 ﾋﾋﾞﾉ ﾊﾙﾎ 旭町中

 5 鈴木 優菜(2) 中学校     22.29 5 中田 桃子(3) 中学校     21.21 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田高陵中 ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ 飯田高陵中

 6 清水 綺良々(2) 中学校     22.61 牧内 麗(3) 中学校
ｼﾐｽﾞ ｷﾗﾗ 飯田高陵中 ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中
後藤 佐智(3) 中学校
ｺﾞﾄｳ ｻﾁ 旭町中

   1 齊藤 由佳(3) 中学校 飯田高陵中    17.87 (-4.1)  2  1
   2 戸谷 有沙(3) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    18.09 (-4.1)  2  2
   3 菅沼 望子(2) 中学校 豊丘中    20.43 (-3.6)  1  1
   4 千葉 ほの香(2) 中学校 飯田高陵中    20.54 (-4.1)  2  3
   5 牧内 沙樹(2) 中学校 緑ヶ丘中    20.60 (-3.6)  1  2
   6 日比野 晴穂(3) 中学校 旭町中    20.70 (-4.1)  2  4
   7 菅沼 凜(2) 中学校 飯田高陵中    21.07 (-3.6)  1  3
   8 中田 桃子(3) 中学校 飯田高陵中    21.21 (-4.1)  2  5
   9 赤羽 澄香(2) 中学校 旭町中    22.16 (-3.6)  1  4
  10 鈴木 優菜(2) 中学校 飯田高陵中    22.29 (-3.6)  1  5
  11 清水 綺良々(2) 中学校 飯田高陵中    22.61 (-3.6)  1  6
  12 後藤 佐智(3) 中学校 旭町中 (-3.6)  1

中学女子

100mH(0.762m)

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
8   173 3   161

7   199 4    14

4   150 5   152

3    46 6    52

2   160 2   155

6   151 7   158
欠場

5    42

中学女子

100mH(0.762m)
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
  161
   14
  173
  152

  151
   42

  199
   52
  150
  155
   46
  160



決勝 4月11日 15:20

長野県新            47.82
県高校新            47.82
県中学新            48.17

[ 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   2 飯田高陵中(A)   148 小西 英瑠真(2)     55.86 1  6 伊那弥生ヶ丘高   59 久保村 玲衣(3)     50.96 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｺﾆｼ ｴﾙﾏ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
  147 寺澤 瞳子(2)   61 橋爪 郁未(3)

ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
  157 北原 沙希(3)   65 樋口 由葵(3)

ｷﾀﾊﾗ ｻｷ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  161 齊藤 由佳(3)   64 中山 美奈(3)

ｻｲﾄｳ ﾕｶ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
 2   5 緑ヶ丘中(A)   199 牧内 沙樹(2)     56.41 2  5 飯田風越高  165 稲垣 汐里(3)     52.07 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳA ﾏｷｳﾁ ｻｷ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ
  185 下平 杏(3)  166 関島 友里佳(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝ ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
  194 中山 ほのか(3)  171 菅沼 真洸(3)

ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  190 今村 詩乃(2)  170 上澤 美波(3)

ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ
 3   8 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)    13 戸谷 優花(1)     57.32 3  2 上伊那農高  126 竹入 愛彩美(3)     53.31 

ｲｲﾀﾞｯｼｭACB ﾄﾔ ﾕｳｶ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ
   18 池野 佳帆(1)  122 向山 ひより(3)

ｲｹﾉ ｶﾎ ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ
   17 上原 萌(1)  127 柏原 千夏(2)

ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ
   11 伊藤 優凪(1)  124 酒井 珠良(3)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ
 4   7 旭町中    50 藤井 若菜(2)     58.57 4  4 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)   19 島岡 日和(3)     53.32 

ｱｻﾋﾏﾁ ﾌｼﾞｲ ﾜｶﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭACA ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ
   51 内田 佑香(3)   14 戸谷 有沙(3)

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ ﾄﾔ ｱﾘｻ
   47 川澄 茉乃(3)   12 伊藤 鈴音(2)

ｶﾜｽﾐ ﾏﾉ ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
   48 中田 萌(3)   16 松村 紫乃(3)

ﾅｶﾀ ﾓｴ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
 5   4 飯田高陵中(B)   155 中田 桃子(3)     59.56 5  3 飯田高  139 三浦 遥果(3)     53.40 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ ｲｲﾀﾞｺｳ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
  159 木下 千花(2)  140 三澤 葵(2)

ｷﾉｼﾀ ﾁｶ ﾐｻﾜ ｱｵｲ
  145 横前 章子(3)  137 井口 結花(3)

ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ
  152 千葉 ほの香(2)  143 村松 明日見(2)

ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
 6   3 緑ヶ丘中(B)   198 平澤 優香(3)     59.58 6  7 高森中   98 宮内 萌菜(2)     56.22 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳB ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｶ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ
  186 下平 佳穂里(3)  104 牧野 明日香(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ ﾏｷﾉ ｱｽｶ
  196 萩原 優紀(2)  103 樋口 美瑛(3)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｷ ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ
  189 原田 未朱(3)  101 石井 涼(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ
  6 駒ヶ根東中(A)

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA 欠場

女子

4×100mR

決勝



   1 伊那弥生ヶ丘高    50.96 久保村 玲衣(3) 橋爪 郁未(3) 樋口 由葵(3) 中山 美奈(3)   2  1
   2 飯田風越高    52.07 稲垣 汐里(3) 関島 友里佳(3) 菅沼 真洸(3) 上澤 美波(3)   2  2
   3 上伊那農高    53.31 竹入 愛彩美(3) 向山 ひより(3) 柏原 千夏(2) 酒井 珠良(3)   2  3
   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)    53.32 島岡 日和(3) 戸谷 有沙(3) 伊藤 鈴音(2) 松村 紫乃(3)   2  4
   5 飯田高    53.40 三浦 遥果(3) 三澤 葵(2) 井口 結花(3) 村松 明日見(2)   2  5
   6 飯田高陵中(A)    55.86 小西 英瑠真(2) 寺澤 瞳子(2) 北原 沙希(3) 齊藤 由佳(3)   1  1
   7 高森中    56.22 宮内 萌菜(2) 牧野 明日香(3) 樋口 美瑛(3) 石井 涼(2)   2  6
   8 緑ヶ丘中(A)    56.41 牧内 沙樹(2) 下平 杏(3) 中山 ほのか(3) 今村 詩乃(2)   1  2
   9 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)    57.32 戸谷 優花(1) 池野 佳帆(1) 上原 萌(1) 伊藤 優凪(1)   1  3
  10 旭町中    58.57 藤井 若菜(2) 内田 佑香(3) 川澄 茉乃(3) 中田 萌(3)   1  4
  11 飯田高陵中(B)    59.56 中田 桃子(3) 木下 千花(2) 横前 章子(3) 千葉 ほの香(2)   1  5
  12 緑ヶ丘中(B)    59.58 平澤 優香(3) 下平 佳穂里(3) 萩原 優紀(2) 原田 未朱(3)   1  6

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 ｵｰﾀﾞｰ1

女子

4×100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 4月11日 12:30

長野県新             1.81
県高校新             1.77
県中学新             1.75

上澤 美波(3) 高校
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越高
吉川 夏鈴(3) 高校
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高
北原 沙希(3) 中学校
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中
後藤 佐智(3) 中学校
ｺﾞﾄｳ ｻﾁ 旭町中
齊藤 由佳(3) 中学校
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中
村松 明日見(2) 高校
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高
中田 萌(3) 中学校
ﾅｶﾀ ﾓｴ 旭町中
佐藤 澄怜(2) 中学校
ｻﾄｳ ｽﾐﾚ 旭町中
小西 英瑠真(2) 中学校
ｺﾆｼ ｴﾙﾏ 飯田高陵中
北野 緋菜(3) 中学校
ｷﾀﾉ ﾋﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
菅沼 凜(2) 中学校
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘﾝ 飯田高陵中
下平 佳穂里(3) 中学校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 緑ヶ丘中
川澄 茉乃(3) 中学校
ｶﾜｽﾐ ﾏﾉ 旭町中
萩原 優紀(2) 中学校
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｷ 緑ヶ丘中
市沢 日菜(3) 高校 記録なし
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 記録 備考
1 15   170

- - - - - O XO XXO XXX  1.45

2 12   167
- - O O O XO XO XXX  1.40

3 8   157
- O O O - XO XXX  1.35

3 9    42
- - O O O XO XXX  1.35

5 13   161
- O O O XO XO - XXX  1.35

6 14   143
- - - - XO XXO XXX  1.35

7 10    48
XO O O O O XXX  1.30

8 2    44
O O XXO O XXX  1.25

9 4   148
O O O XXO XXX  1.25

10 7    20
O O O XXX  1.20

11 3   150
O O XO XXX  1.20

11 5   186
- O XO XXX  1.20

13 1    47
- O XXO XXX  1.20

14 6   196
XXO XXX  1.10

11   142
- - - XXX



決勝 4月11日 12:30

長野県新             6.41
県高校新             6.06
県中学新             5.74

三浦 遥果(3) 高校  4.67  4.70   X    4.70 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高  +3.5  +3.7    +3.7
伊藤 鈴音(2) 中学校   X   X  4.53    4.53 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  +3.5    +3.5
内田 佑香(3) 中学校   X  4.38  4.48    4.48 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 旭町中  +2.2  +4.3    +4.3
北野 緋菜(3) 中学校   X  4.48   X    4.48 
ｷﾀﾉ ﾋﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  +5.0    +5.0
宮澤 香音(1) 中学校  4.38   X  4.21    4.38 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中  +2.4  +4.5    +2.4
北原 沙希(3) 中学校  3.59  4.26  4.22    4.26 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中  +3.8  +2.3  +3.4    +2.3
池野 佳帆(1) 中学校  4.23  4.16  4.22    4.23 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  +1.8  +4.3  +5.0    +1.8
千葉 ほの香(2) 中学校  3.91  3.81  4.20    4.20 
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高陵中  +4.7  +3.3  +3.2    +3.2
倉内 遥香(3) 高校  4.15  4.05   X    4.15 
ｸﾗｳﾁﾊﾙｶ 下伊那農  +2.8  +2.1    +2.8
中島 愛(2) 中学校  3.82  3.98  4.04    4.04 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘中  +3.4  +2.3  +3.5    +3.5
中田 桃子(3) 中学校  3.86  3.98  3.77    3.98 
ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ 飯田高陵中  +3.8  +2.5  +4.8    +2.5
小西 英瑠真(2) 中学校   -  3.19  3.81    3.81 
ｺﾆｼ ｴﾙﾏ 飯田高陵中  +3.0  +4.4    +4.4
清水 綺良々(2) 中学校  3.68   X   X    3.68 
ｼﾐｽﾞ ｷﾗﾗ 飯田高陵中  +3.7    +3.7
横前 章子(3) 中学校  3.67  3.62   X    3.67 
ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ 飯田高陵中  +2.3  +2.3    +2.3
鈴木 優菜(2) 中学校  3.31  3.46  3.58    3.58 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田高陵中  +2.0  +2.7  +3.9    +3.9
小久保 茉耶(2) 中学校  3.49  3.39  3.40    3.49 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 緑ヶ丘中  +1.8  +3.4  +3.0    +1.8
星野 聖菜(2) 中学校  3.08  3.48  3.22    3.48 
ﾎｼﾉ ｾﾅ 旭町中  +4.0  +2.2  +4.0    +2.2
田畑 朱理(2) 中学校  3.28  3.20  3.46    3.46 
ﾀﾊﾞﾀ ｼｭﾘ 飯田高陵中  +4.8  +4.8  +5.1    +5.1
菅沼 凜(2) 中学校   X   X  3.41    3.41 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘﾝ 飯田高陵中  +2.2    +2.2
木下 千花(2) 中学校  2.22  3.22  3.20    3.22 
ｷﾉｼﾀ ﾁｶ 飯田高陵中  +3.8  +2.1  +3.3    +2.1
宮崎 真衣奈(2) 高校   X   X   X
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高
近藤 由梨(3) 中学校 欠場
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ 飯田高陵中
由比ヶ濵 吏(3) 中学校 欠場
ﾕｲｶﾞﾊﾏ ﾂｶｻ 旭町中
小平 真帆(1) 中学校 欠場
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 天竜SC
牧内 麗(3) 中学校 欠場
ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中
宮崎 希(3) 高校 欠場
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高

女子

走幅跳

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 26   139

2 23    12

3 24    51

4 22    20

5 21    99

6 16   157

7 19    18

8 10   152

9 15    68

10 20   195

11 17   155

12 12   148

13 2   151

14 4   145

15 5   160

16 13   192

17 1    45

18 7   156

19 3   150

20 6   159

25   168

8   146

9    53

11   136

14   158

18    60



決勝 4月11日 9:30

長野県新            13.70
県高校新            13.65

竹入 愛彩美(3) 高校
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農高
堀内 美佳(3) 高校
ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ 伊那弥生ヶ丘高
北原 遥香(2) 高校
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農高

  7.02 

  7.90 

3 1   128
 6.76  6.75  7.02

  9.05 

2 2    66
  X  7.90  7.52

1 3   126
 9.05  7.53  8.16

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月11日 9:30

県中学新            13.49

内田 佑香(3) 中学校
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 旭町中
藤井 若菜(2) 中学校
ﾌｼﾞｲ ﾜｶﾅ 旭町中
寺澤 瞳子(2) 中学校
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 飯田高陵中
木下 知夏(2) 中学校
ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｶ 緑ヶ丘中
横前 章子(3) 中学校
ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ 飯田高陵中
北野 緋菜(3) 中学校
ｷﾀﾉ ﾋﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

  6.52 

  7.13 

6 6    20
  X  6.52  5.99

  7.32 

5 1   145
 7.13  6.91  6.76

  7.87 

4 2   200
 7.05  7.32  7.09

  7.90 

3 5   147
 7.42  7.87   X

  8.03 

2 3    50
 7.26  7.36  7.90

1 4    51
 6.82  7.88  8.03

-3- -4- -5- -6- 記録 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 -1- -2-



決勝 4月11日 13:30

長野県新            45.73
県高校新            44.69

竹入 愛彩美(3) 高校
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農高
北原 遥香(2) 高校
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農高

 22.10 

 37.02 

2 1   128
  O   O 22.10

1 2   126
37.02   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 4月11日 10:00

長野県新            57.17
県高校新            48.07

稲垣 汐里(3) 高校
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越高
向山 ひより(3) 高校
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高
三澤 葵(2) 高校
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高
桜井 菜緒(2) 高校
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高
岩崎 紗佑美(2) 高校
ｲﾜｻｷ ｻﾕﾐ 阿南高

 12.44 

 18.99 

5 1    39
  X 12.44   O

 25.77 

4 2   169
  O   O 18.99

 26.93 

3 3   140
  O   O 25.77

 29.98 

2 4   122
  O   O 26.93

1 5   165
  O 29.98   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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11日 12:00

県小学新            13.06

[ 1組] 風速 -3.0 [ 2組] 風速 -3.8

 1 高木 萌子(4) 小学校     17.42 1 関 広菜(6) 小学校     17.53 
ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 伊那AC ｾｷ ﾋﾛﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 梶間 理預(4) 小学校     17.83 2 斉藤 あんず(4) 小学校     18.19 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄｳ ｱﾝｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 下嶋 優菜(4) 小学校     18.23 3 濱塚 花(5) 小学校     18.57 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 下條小 ﾊﾏﾂﾞｶ ﾊﾅ 下條小

 4 中島 采香(2) 小学校     19.57 4 是則 心優(4) 小学校     19.18 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｺﾚﾉﾘ ﾐﾕ 上久堅小

 5 松下 愛子(3) 小学校     19.75 5 田中 真友子(4) 小学校     19.30 
ﾏﾂｼﾀ ｱｲｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾀﾅｶ ﾏﾕｺ 阿智村RC

 6 小平 一葉(2) 小学校     20.44 6 蓮井 瑠菜(3) 小学校     19.77 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 天竜SC ﾊｽｲ ﾙﾅ 明科かけっこ

 7 福島 羽七(2) 小学校     20.79 7 田中 美桜(4) 小学校     20.14 
ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾀﾅｶ ﾐｵ 阿智村RC

 8 後藤 茉衣(2) 小学校     21.65 8 小松 碧彩(4) 小学校     20.39 
ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 上久堅小 ｺﾏﾂ ｱｵｲ 阿智村RC

[ 3組] 風速 -2.8 [ 4組] 風速 -4.4

 1 木下 明里咲(6) 小学校     16.49 1 吉澤 詩乃(5) 小学校     16.33 
ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 飯嶋 綾乃(6) 小学校     16.60 2 塩澤 舞(5) 小学校     16.51 
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 下條小 ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 田中 美実香(5) 小学校     17.06 3 山田 優芽(5) 小学校     16.64 
ﾀﾅｶ ﾐﾐｶ 上久堅小 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 藤森 愛夢(4) 小学校     17.37 4 佐藤 悠花(5) 小学校     16.80 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 後藤 優衣(4) 小学校     17.38 5 川井田 望(5) 小学校     17.14 
ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 上久堅小 ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 中嶋 由希(5) 小学校     17.91 6 鎮西 花(5) 小学校     17.53 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 7 吉本 愛羽(5) 小学校     18.18 7 三嶋 渚沙(4) 小学校     17.81 
ﾖｼﾓﾄ ﾏﾅﾊ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 8 丸山 美優(5) 小学校     19.44 熊谷 朋華(5) 小学校
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 5組] 風速 -3.8 [ 6組] 風速 -2.8

 1 木下 茜莉(5) 小学校     16.00 1 関島 瑠愛(5) 小学校     15.93 
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 西村 歩華(6) 小学校     16.10 2 宮下 莉瑚(5) 小学校     15.96 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 福与 瑞季(6) 小学校     16.24 3 水野 香帆(6) 小学校     16.01 
ﾌｸﾖ ﾐｽﾞｷ 上久堅小 ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 松下 朋佳(6) 小学校     16.54 4 飯島 莉紗(6) 小学校     16.03 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 藤原 穂花(5) 小学校     17.12 5 藤原 奈々(6) 小学校     16.40 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾎﾉｶ 明科かけっこ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ 明科かけっこ

 6 神保 藍織(5) 小学校     17.85 6 大槻 美波(6) 小学校     16.40 
ｼﾞﾝﾎﾞ ｲｵﾘ 明科かけっこ ｵｵﾂｷ ﾐﾅﾐ 伊那AC

 7 松原 美夢(5) 小学校     18.06 7 北條 日菜(5) 小学校     17.62 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾑ 明科かけっこ ｷﾀｼﾞｮｳ ﾋﾅ 明科かけっこ

 8 三澤 萌衣(4) 小学校     19.02 
ﾐｻﾜ ﾒｲ ACﾄﾖｵｶ

[ 7組] 風速 -4.5

 1 北原 小遥(6) 小学校     15.35 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 伊那AC

 2 山城 春菜(5) 小学校     15.37 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 西島 美幸(6) 小学校     15.74 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 中山 愛梨(5) 小学校     15.83 
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 三澤 菜々美(6) 小学校     15.83 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那AC

 6 金田 萌(6) 小学校     15.89 
ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 7 芦澤 陽菜(6) 小学校     16.43 
ｱｼｻﾞﾜ ﾋﾅ 阿智村RC

4    31

3    55

6    24

2    26

8    28

記録／備考
5    58

7   116

2     1

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7   176 5   183

1   177 4    57

5   181 3   180

6     7 7    81

4   133 2     8

3   118 8   111

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    10 6   109

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

1    22 6   113

7    23 1    25

8    79 3    80

2   129 5    77

3    29 2   115

4   132 8    74

6    70 7    21

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    30 4   110

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2   130 4    34

5   121 8    37

4   135 1   184

7   117 6    36

1   119 2   131

6    69 7    71

3   108 3    27

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    54 5    73

小学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 北原 小遥(6) 小学校 伊那AC    15.35 (-4.5)  7  1
   2 山城 春菜(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    15.37 (-4.5)  7  2
   3 西島 美幸(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    15.74 (-4.5)  7  3
   4 中山 愛梨(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    15.83 (-4.5)  7  4
   4 三澤 菜々美(6) 小学校 伊那AC    15.83 (-4.5)  7  5
   6 金田 萌(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    15.89 (-4.5)  7  6
   7 関島 瑠愛(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    15.93 (-2.8)  6  1
   8 宮下 莉瑚(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    15.96 (-2.8)  6  2
   9 木下 茜莉(5) 小学校 ISｼﾞｭﾆｱ    16.00 (-3.8)  5  1
  10 水野 香帆(6) 小学校 ISｼﾞｭﾆｱ    16.01 (-2.8)  6  3
  11 飯島 莉紗(6) 小学校 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少    16.03 (-2.8)  6  4
  12 西村 歩華(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    16.10 (-3.8)  5  2
  13 福与 瑞季(6) 小学校 上久堅小    16.24 (-3.8)  5  3
  14 吉澤 詩乃(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    16.33 (-4.4)  4  1
  15 藤原 奈々(6) 小学校 明科かけっこ    16.40 (-2.8)  6  5
  15 大槻 美波(6) 小学校 伊那AC    16.40 (-2.8)  6  6
  17 芦澤 陽菜(6) 小学校 阿智村RC    16.43 (-4.5)  7  7
  18 木下 明里咲(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    16.49 (-2.8)  3  1
  19 塩澤 舞(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    16.51 (-4.4)  4  2
  20 松下 朋佳(6) 小学校 ISｼﾞｭﾆｱ    16.54 (-3.8)  5  4
  21 飯嶋 綾乃(6) 小学校 下條小    16.60 (-2.8)  3  2
  22 山田 優芽(5) 小学校 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少    16.64 (-4.4)  4  3
  23 佐藤 悠花(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    16.80 (-4.4)  4  4
  24 田中 美実香(5) 小学校 上久堅小    17.06 (-2.8)  3  3
  25 藤原 穂花(5) 小学校 明科かけっこ    17.12 (-3.8)  5  5
  26 川井田 望(5) 小学校 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少    17.14 (-4.4)  4  5
  27 藤森 愛夢(4) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    17.37 (-2.8)  3  4
  28 後藤 優衣(4) 小学校 上久堅小    17.38 (-2.8)  3  5
  29 高木 萌子(4) 小学校 伊那AC    17.42 (-3.0)  1  1
  30 関 広菜(6) 小学校 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少    17.53 (-3.8)  2  1
  30 鎮西 花(5) 小学校 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少    17.53 (-4.4)  4  6
  32 北條 日菜(5) 小学校 明科かけっこ    17.62 (-2.8)  6  7
  33 三嶋 渚沙(4) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    17.81 (-4.4)  4  7
  34 梶間 理預(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    17.83 (-3.0)  1  2
  35 神保 藍織(5) 小学校 明科かけっこ    17.85 (-3.8)  5  6
  36 中嶋 由希(5) 小学校 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少    17.91 (-2.8)  3  6
  37 松原 美夢(5) 小学校 明科かけっこ    18.06 (-3.8)  5  7
  38 吉本 愛羽(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    18.18 (-2.8)  3  7
  39 斉藤 あんず(4) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    18.19 (-3.8)  2  2
  40 下嶋 優菜(4) 小学校 下條小    18.23 (-3.0)  1  3
  41 濱塚 花(5) 小学校 下條小    18.57 (-3.8)  2  3
  42 三澤 萌衣(4) 小学校 ACﾄﾖｵｶ    19.02 (-3.8)  5  8
  43 是則 心優(4) 小学校 上久堅小    19.18 (-3.8)  2  4
  44 田中 真友子(4) 小学校 阿智村RC    19.30 (-3.8)  2  5
  45 丸山 美優(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    19.44 (-2.8)  3  8
  46 中島 采香(2) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    19.57 (-3.0)  1  4
  47 松下 愛子(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    19.75 (-3.0)  1  5
  48 蓮井 瑠菜(3) 小学校 明科かけっこ    19.77 (-3.8)  2  6
  49 田中 美桜(4) 小学校 阿智村RC    20.14 (-3.8)  2  7
  50 小松 碧彩(4) 小学校 阿智村RC    20.39 (-3.8)  2  8
  51 小平 一葉(2) 小学校 天竜SC    20.44 (-3.0)  1  6
  52 福島 羽七(2) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    20.79 (-3.0)  1  7
  53 後藤 茉衣(2) 小学校 上久堅小    21.65 (-3.0)  1  8
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決勝 4月11日 14:30

県小学新          3,03.46

 1 竹岡 紗代(6) 小学校   3,27.88 
ﾀｹｵｶ ｻﾖ 明科かけっこ

 2 佐々木 美羽(6) 小学校   3,30.33 
ｻｻｷ ﾐｳ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 松下 朋佳(6) 小学校   3,31.17 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 二村 海咲(6) 小学校   3,33.63 
ﾆﾐﾗ ﾐｻｷ 明科かけっこ

 5 佐藤 悠花(5) 小学校   3,35.54 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 筒井 心葉(5) 小学校   3,42.01 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 水上 胡乃葉(6) 小学校   3,43.40 
ﾐｽﾞｶﾐ ｺﾉﾊ 阿智村RC

 8 原 彩乃(6) 小学校   3,44.39 
ﾊﾗ ｱﾔﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 水野 香帆(6) 小学校   3,45.55 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

10 金子 陽南(6) 小学校   3,49.36 
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

11 木下 茜莉(5) 小学校   3,50.02 
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

12 森脇 光砂(5) 小学校   3,54.65 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

13 羽生 彩七(5) 小学校   3,55.33 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

14 佐藤 綾花(5) 小学校   3,56.51 
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

15 安坂 真優佳(5) 小学校   4,03.40 
ｱｻｶ ﾏﾕｶ 明科かけっこ

16 田代 あい(4) 小学校   4,05.50 
ﾀｼﾛ ｱｲ 明科かけっこ

17 園原 聖菜(6) 小学校   4,08.59 
ｿﾉﾊﾗ ｾﾅ 阿智村RC

18 関谷 千里(4) 小学校   4,16.78 
ｾｷﾔ ﾁｻﾄ 明科かけっこ
高木 萌子(4) 小学校
ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 伊那AC
宮内 笑夢(6) 小学校
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
関島 瑠愛(5) 小学校
ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

小学女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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10    54
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決勝 4月11日 15:05

県小学新            53.27

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(A)    21 塩澤 舞(5)   1,00.19 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞA ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ
   28 中山 愛梨(5)

ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ
   26 西島 美幸(6)

ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ
   24 金田 萌(6)

ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ
 2   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)  109 関島 瑠愛(5)   1,00.87 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ
  111 宮下 莉瑚(5)

ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ
  110 吉澤 詩乃(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
  116 山城 春菜(5)

ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 3   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)  113 熊谷 朋華(5)   1,04.68 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ
  115 佐藤 悠花(5)

ｻﾄｳ ﾕｳｶ
  120 筒井 心葉(5)

ﾂﾂｲ ｺｺﾊ
  118 西村 歩華(6)

ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ
 4   1 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少    77 川井田 望(5)   1,05.06 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ
   80 鎮西 花(5)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
   79 中嶋 由希(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ
   74 山田 優芽(5)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
 5   4 明科かけっこ(A)  174 安坂 真優佳(5)   1,05.85 

ｱｶｼﾅｶｹｯｺA ｱｻｶ ﾏﾕｶ
  176 松原 美夢(5)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾑ
  183 北條 日菜(5)

ｷﾀｼﾞｮｳ ﾋﾅ
  181 藤原 穂花(5)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾎﾉｶ
 6   8 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(B)    29 藤森 愛夢(4)   1,06.29 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞB ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ
   25 三嶋 渚沙(4)

ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ
   23 吉本 愛羽(5)

ﾖｼﾓﾄ ﾏﾅﾊ
   30 木下 明里咲(6)

ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ
 7   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)  121 福島 羽七(2)   1,16.64 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ
  119 中島 采香(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ
  117 松下 愛子(3)

ﾏﾂｼﾀ ｱｲｺ
  108 梶間 理預(4)

ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ
  6 明科かけっこ(B)  180 藤原 奈々(6)

ｱｶｼﾅｶｹｯｺB ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ 失格
  182 二村 海咲(6)

ﾆﾐﾗ ﾐｻｷ
  177 神保 藍織(5)

ｼﾞﾝﾎﾞ ｲｵﾘ
  178 竹岡 紗代(6)

ﾀｹｵｶ ｻﾖ

小学女子

4×100mR
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