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■ この大会で樹立された記録 

 種  目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記 録 氏  名 男女 所 属 従来の記録 備考 

中学女子 1500m 決勝 4,45.97 千葉 麻里子 女 飯田西中 4,49.96 大会新 

 

 

■ 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 

2017/5/21 9:00 晴れ 北北西 1.8 24.8 44.0 

  

 10:00 晴れ 北北東 0.5 31.9 46.0 

 11:00 晴れ 東北東 1.3 32.8 38.0 

 12:00 晴れ 東北東 0.4 34.0 39.0 

 13:00 晴れ 北西 1.8 31.7 38.0 

 14:00 晴れ 南西 3.3 32.7 38.0 

 15:00 晴れ 南西 3.0 33.0 38.0 

       

       

 



平成29年度　第34回飯伊小学生陸上競技大会・第18回飯伊中学生陸上競技大会          

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】172050  飯田市総合運動場陸上競技場

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
05/21 小3以下女子 藤本 心美(2) 10.18 加藤 妃心(3) 10.24 植月 ゆず香(3) 10.27 加藤 叶希久(3) 10.33 光澤 琥珀(3) 10.38 髙橋 愛央(3) 10.39 桑原瑚々那(3) 10.40 吉澤 由華(3) 10.44

60m 小学生･千栄小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･松尾小 小学生･伊賀良小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･鼎小 小学生･上久堅小 小学生･伊賀良小
05/21 小学4年女子  +3.3松下 玲来(4) 15.19 岩下 心葉(4) 15.49 小池 南々子(4) 15.68 筒井 南心(4) 16.12 篠田 楓夏(4) 16.23 松尾 綺夏(4) 16.27 小林 希愛(4) 16.31 伊藤 瑠那(4) 16.44

100m 小学生･伊賀良小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･阿智第一小 小学生･喬木第一小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･伊賀良小
05/21 小学5年女子  +3.9倉田 千愛(5) 14.63 羽生 彩華(5) 15.15 原田 未李(5) 15.25 山崎 佑夏(5) 15.50 岡村 瑚白(5) 15.56 松下 真奈(5) 15.78 佐々木 まゆ(5) 15.79 小嶋 真凜(5) 15.83

100m 小学生･富草小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松尾小 小学生･伊賀良小 小学生･松尾小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･下久堅小 小学生･下條小
05/21 小学6年女子  +1.3佐々木 幸雪(6) 14.06 能登 愛琉(6) 14.27 阿部 奈未(6) 14.48 三嶋 渚沙(6) 14.80 後藤優衣(6) 14.81 湯澤 帆花(6) 14.92 藤森 愛夢(6) 15.10 梶間 理預(6) 15.12

100m 小学生･松尾小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･山本小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･上久堅小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ
05/21 小学5.6年女 下嶋 優菜(6) 3,30.86 松下 日菜向(5) 3,37.24 桐生 瑞希(5) 3,37.76 梅木 莉子(5) 3,42.30 小木曽 ゆうり(5 3,49.21

1000m 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･富草小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･上郷小
05/21  +2.1今村 夏海(5) 19.30 北原 史織(5) 19.49 西尾 咲輝(5) 20.54 小林 夏菜(5) 22.83 松葉口 いおり(5 24.39

80mH 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小
05/21 朝山 愛夢(6) 1.20 五十嵐 美羽(6) 1.05 和島 芽生(6) 0.95

走高跳 小学生･下條小 小学生･浜井場小 小学生･浪合小
05/21 清水 綾乃(6) 3.51(-1.0) 丸山 結菜(5) 3.07(-0.7) 鎌倉 美子(5) 3.02(-0.4) 小西 世蘭(5) 2.79(+1.4) 塚田 萌衣(5) 2.69(0.0) 長谷部蒼宙(6) 2.69(0.0) 鳥田 直穂(5) 2.66(-0.4) 栗城 衣麗奈(6)2.58(+1.7)

走幅跳 小学生･千栄小 小学生･上郷小 小学生･上郷小 小学生･上郷小 小学生･伊賀良小 小学生･上久堅小 小学生･浪合小 小学生･浪合小
05/21 清水 華音(6) 31.87 日吉朱里(6) 29.80 岩崎 ことの(5) 28.45 飯島 穂乃花(5) 21.65

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･浜井場小 小学生･上久堅小 小学生･上郷小 小学生･富草小
05/21 浜井場小     1,04.47 丸山小     1,05.31 竜丘小     1,05.49 伊賀良小     1,06.04 大鹿小     1,09.01

4×100mR 吉川 瑞姫(6) 松澤 彩姫(5) 白上 暖佳(5) 横田 みや姫 磯部  可南美(6)
加山 遥菜(6) 牧島 渚(5) 本田 渚(6) 吉澤 緩奈 葛西  歩実(5)
木村 まりん(6) 山本 天音(5) 山口 依萄葉(5) 北原 野々花 宮﨑  愛琉(5)
松澤 望(6) 後藤 咲季(5) 中島 志穂(6) 中村 夏鈴 稲田  優(6)

05/21 中学女子  +2.7藤本 遥(3) 12.73 西島 美幸(2) 13.12 丸山 いより(3) 13.19 鈴木 彩瑛(3) 13.31 宮澤 香音(3) 13.39 池野 佳帆(3) 13.53 小林 菜月(2) 13.56 伊藤 優凪(3) 13.58
100m 中学生･緑ヶ丘中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

05/21  +1.2藤本 遥(3) 26.47 伊藤 優凪(3) 27.72 丸山 いより(3) 27.85 上原 萌(3) 28.55 田中 里歩(3) 28.76 木下 茜莉(1) 29.36 長谷部 奈月(3) 29.54 宮下 莉瑚(1) 29.78
200m 中学生･緑ヶ丘中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･阿智中学校 中学生･緑ヶ丘中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･豊丘中

05/21 千葉 麻里子(3) 4,45.97 佐藤 悠花(1) 5,00.81 筒井 心葉(1) 5,07.35 松下 朋佳(2) 5,09.37 宮下 聖菜(2) 5,23.85 宮内 笑夢(2) 5,29.18 西村 歩華(2) 5,29.52 金子 陽南(2) 5,33.87
1500m 中学生･飯田西中 GR 中学生･下伊那松川中 中学生･飯田高陵中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中

05/21 小平 真帆(3) 1.30 伊東 愛渚(2) 1.25 小林 菜月(2) 1.25 熊谷 美雨(2) 1.15 木下 未知(3) 1.10
走高跳 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中

05/21 宮澤 香音(3) 5.02(+1.2) 池野 佳帆(3) 4.41(-1.6) 今村 実伶(1) 4.26(+1.2) 男澤 夏帆(3) 4.20(+0.2) 渡久山 和(2) 4.18(+0.4) 中平 留李花(3)4.17(-1.6) 塩澤 舞(1) 4.17(-0.1) 鈴木 彩瑛(3) 4.09(-1.0)
走幅跳 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･天龍中 中学生･天龍中 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･飯田高陵中

05/21 戸谷 優花(3) 7.66 大牧 穂香(2) 6.69 田間 美羽(3) 6.59 竹内 果歩(1) 4.70
砲丸投 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･豊丘中 中学生･飯田高陵中

05/21 大牧 穂香(2) 23.61 田中 美実香(1) 16.48
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･緑ヶ丘中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

05/21 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)      52.72 緑ヶ丘中(B)       53.30 高森中(A)       54.08 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)      54.86 飯田高陵中       55.10 緑ヶ丘中(A)       55.84 高森中(B)       55.86 豊丘中       57.76
4×100mR 池野 佳帆(3) 木下 明里咲(2) 小平 真帆(3) 塩澤 舞(1) 近藤 希乃佳(2) 松澤 澪(2) 松下 陽音(1) 宮下 莉瑚(1)

西島 美幸(2) 藤本 遥(3) 丸山 いより(3) 松村 みすゞ(3) 松島 加奈(3) 中山 愛梨(1) 山城 春菜(1) 月木 優花(2)
上原 萌(3) 木下 未知(3) 中平 留李花(3) 戸谷 優花(3) 藤本 祐菜(3) 竹村 菜々美(2) 吉澤 詩乃(1) 原 朱音(2)
伊藤 優凪(3) 小林 菜月(2) 宮澤 香音(3) 長谷部 奈月(3) 鈴木 彩瑛(3) 木下 茜莉(1) 熊谷 千尋(2) 鍋島 楓(1)

05/21 小学ｵｰﾌﾟﾝ女   0.0柳澤 ここせ(4) 18.87 下井 みさ稀(4) 19.57
小学ｵｰﾌﾟﾝ女子 小学生･下條小 小学生･浜井場小



決勝 5月21日 13:05

大会新(GR)           9.78

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 +2.9

 1 加藤 叶希久(3) 小学生     10.33  1 植月 ゆず香(3) 小学生     10.27 
ｶﾄｳ ｶｷﾞｸ 伊賀良小 ｳｴﾂｷ ﾕｽﾞｶ 松尾小

 2 中島 維伽(3) 小学生     10.58  2 栁 乃愛(3) 小学生     10.57 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲｶ 鼎小 ﾔﾅｷﾞ ﾉｱ 松尾小

 3 藤本 夢乃(3) 小学生     10.76  3 松下 彩那(3) 小学生     10.65 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ 松尾小 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔﾅ 泰阜小

 4 中嶋 優月(3) 小学生     11.49  4 飯島 透奈(3) 小学生     11.13 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 松尾小 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷﾅ 富草小

 5 田中莉里花(3) 小学生     11.53  5 黒田 ゆい(3) 小学生     11.65 
上久堅小 ｸﾛﾀﾞ ﾕｲ 喬木第一小

 6 木下 櫻(1) 小学生     12.53  6 大槻 民奈(2) 小学生     11.68 
ｷﾉｼﾀ ｻｸﾗ 豊丘南小 ｵｵﾂｷﾐﾝﾅ 追手町小

 7 大藏 櫻子(2) 小学生     12.56  7 大倉奏音(2) 小学生     11.82 
ｵｵｸﾗｻｸﾗｺ 追手町小 ｵｵｸﾗ  ｶﾉﾝ 伊賀良小

 8 原 逢香(1) 小学生     13.42  8 肥後 苺花(2) 小学生     12.64 
ﾊﾗ ｱｲｶ 山本小 ﾋｺﾞ ｲﾁｶ 伊賀良小

[ 3組] 風速 +2.9 [ 4組] 風速 +3.0

 1 桑原瑚々那(3) 小学生     10.40  1 光澤 琥珀(3) 小学生     10.38 
上久堅小 ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 2 片桐 颯華(2) 小学生     10.87  2 松下 美琉(2) 小学生     10.89 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾌｳｶ 松尾小 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾙ 竜丘小

 3 小笠原 夢叶(2) 小学生     10.91  3 今井 風羽(3) 小学生     11.26 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｲｶ 伊賀良小 ｲﾏｲ ﾌﾜﾘ 伊賀良小

 4 宮嶋 真緒(3) 小学生     11.22  4 櫻井 咲月(2) 小学生     11.62 
ﾐﾔｼﾞﾏ  ﾏｵ 丸山小 ｻｸﾗｲ ｻﾂｷ 喬木第一小

 5 小原 佳奈(3) 小学生     11.26  5 宮下 佳穂(2) 小学生     11.72 
ｵﾊﾞﾗ ｶﾅ 伊賀良小 ﾐﾔｼﾀ ｶﾎ 天龍小

 6 平栗 もえ(2) 小学生     11.72  6 牧島 怜(3) 小学生     12.19 
ﾋﾗｸﾞﾘ ﾓｴ 松尾小 ﾏｷｼﾏ ﾚｲ 追手町小

 7 熊谷 美槻(1) 小学生     11.85  7 柴田 璃乃(1) 小学生     12.29 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾂｷ 山本小 ｼﾊﾞﾀ ﾘﾉ 松尾小

 8 小林 凜(1) 小学生     13.02  8 久保田すず(1) 小学生     12.59 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘﾝ 下條小 上久堅小

[ 5組] 風速 +1.3 [ 6組] 風速 +2.6

 1 塩沢璃々(3) 小学生     10.45  1 林 かれん(2) 小学生     10.48 
上久堅小 ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 2 三石 夏鈴(2) 小学生     11.27  2 青島 紗也(3) 小学生     10.95 
ﾐﾂｲｼ ｶﾘﾝ 豊丘南小 ｱｵｼﾏ ｻﾔ 伊賀良小

 3 秦 麗佳(2) 小学生     11.50  3 日吉歩乃花(1) 小学生     11.15 
ﾊﾀ ﾚｲｶ 竜丘小 上久堅小

 4 椎名 稀実(3) 小学生     11.68  4 後藤 みつき(2) 小学生     11.41 
ｼｲﾅ ｸﾙﾐ 伊賀良小 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂｷ 松尾小

 5 坂田 玲(3) 小学生     11.70  5 小池 柚葉(1) 小学生     11.59 
ｻｶﾀ ﾚｲ 追手町小 ｺｲｹ ﾕｽﾞﾊ 松尾小

 6 前川 桃花(3) 小学生     12.15  6 山口 実桜理(2) 小学生     11.87 
ﾏｴｶﾜ ﾓﾓｶ 松尾小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｵﾘ 竜丘小

 7 塚田 世唯(3) 小学生     12.30  7 安静璃奈子(3) 小学生     12.00 
ﾂｶﾀﾞ ｾｲ 阿智第一小 ｱﾝｼﾞｮｳﾘﾅｺ 追手町小

 8 吉澤 玲奈(1) 小学生     13.34  8 加藤 みちる(1) 小学生     12.82 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾚﾅ 高森南小 ｶﾄｳ  ﾐﾁﾙ 下條小

[ 7組] 風速 +3.5 [ 8組] 風速 +2.8

 1 髙橋 愛央(3) 小学生     10.39  1 藤本 心美(2) 小学生     10.18 
ﾀｶﾊｼ ｱｵ 鼎小 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ 千栄小

 2 吉澤 由華(3) 小学生     10.44  2 北原 茉利衣(2) 小学生     10.80 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｶ 伊賀良小 ｷﾀﾊﾗ ﾏﾘｲ 伊賀良小

 3 宮島 空来(3) 小学生     10.81  3 金田 こころ(3) 小学生     11.29 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｿﾗ 追手町小 ｶﾈﾀﾞ ｺｺﾛ 松尾小

 4 坂井 美海(3) 小学生     11.03  4 水野 眞子(2) 小学生     11.50 
ｻｶｲ ﾐｵ 喬木第一小 ﾐｽﾞﾉ ﾏｺ 鼎小

 5 福澤 遥香(2) 小学生     11.27  5 坂牧 夏帆(1) 小学生     11.85 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 松尾小 ｻｶﾏｷ ﾅﾎ 高森南小

 6 松下 明夏(1) 小学生     11.35  6 馬場田 ゆみ(1) 小学生     12.95 
ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾅ 泰阜小 ﾊﾞﾊﾞﾀ ﾕﾐ 浜井場小

 7 安藤 凛(1) 小学生     11.42  7 安静万里子(1) 小学生     13.14 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 松尾小 ｱﾝｼﾞｮｳﾏﾘｺ 追手町小

 8 後藤瑠衣(2) 小学生     11.49 小木曽りおな(3) 小学生
上久堅小 上久堅小
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小3以下女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No.



[ 9組] 風速 +2.0

 1 加藤 妃心(3) 小学生     10.24 
ｶﾄｳ ﾋﾅ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 2 後藤 優菜(3) 小学生     10.47 
ｺﾞﾄｳ  ﾕｳﾅ 丸山小

 3 小池 陽依(2) 小学生     11.47 
ｺｲｹ ﾋﾖﾘ 松尾小

 4 下嶋 花菜(1) 小学生     11.57 
ｼﾓｼﾞﾏ  ｶﾅ 下條小

 5 杉本 瑶莉(2) 小学生     12.06 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾏﾘ 伊賀良小

 6 四ッ橋ことね(3) 小学生     12.13 
上久堅小

 7 黒川 美優(1) 小学生     12.40 
ｸﾛｶﾜ ﾐﾕ 松尾小

8   140

5   163

6    55

7    72

2   144

4    94

3    14
氏  名 所属名 記録／備考

小3以下女子

60m
順 ﾚｰﾝ No.



   1 藤本 心美(2) 小学生 千栄小     10.18 (+2.8)   8   1
   2 加藤 妃心(3) 小学生 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ     10.24 (+2.0)   9   1
   3 植月 ゆず香(3) 小学生 松尾小     10.27 (+2.9)   2   1
   4 加藤 叶希久(3) 小学生 伊賀良小     10.33 (+2.4)   1   1
   5 光澤 琥珀(3) 小学生 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ     10.38 (+3.0)   4   1
   6 髙橋 愛央(3) 小学生 鼎小     10.39 (+3.5)   7   1
   7 桑原瑚々那(3) 小学生 上久堅小     10.40 (+2.9)   3   1
   8 吉澤 由華(3) 小学生 伊賀良小     10.44 (+3.5)   7   2
   9 塩沢璃々(3) 小学生 上久堅小     10.45 (+1.3)   5   1
  10 後藤 優菜(3) 小学生 丸山小     10.47 (+2.0)   9   2
  11 林 かれん(2) 小学生 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ     10.48 (+2.6)   6   1
  12 栁 乃愛(3) 小学生 松尾小     10.57 (+2.9)   2   2
  13 中島 維伽(3) 小学生 鼎小     10.58 (+2.4)   1   2
  14 松下 彩那(3) 小学生 泰阜小     10.65 (+2.9)   2   3
  15 藤本 夢乃(3) 小学生 松尾小     10.76 (+2.4)   1   3
  16 北原 茉利衣(2) 小学生 伊賀良小     10.80 (+2.8)   8   2
  17 宮島 空来(3) 小学生 追手町小     10.81 (+3.5)   7   3
  18 片桐 颯華(2) 小学生 松尾小     10.87 (+2.9)   3   2
  19 松下 美琉(2) 小学生 竜丘小     10.89 (+3.0)   4   2
  20 小笠原 夢叶(2) 小学生 伊賀良小     10.91 (+2.9)   3   3
  21 青島 紗也(3) 小学生 伊賀良小     10.95 (+2.6)   6   2
  22 坂井 美海(3) 小学生 喬木第一小     11.03 (+3.5)   7   4
  23 飯島 透奈(3) 小学生 富草小     11.13 (+2.9)   2   4
  24 日吉歩乃花(1) 小学生 上久堅小     11.15 (+2.6)   6   3
  25 宮嶋 真緒(3) 小学生 丸山小     11.22 (+2.9)   3   4
  26 今井 風羽(3) 小学生 伊賀良小     11.26 (+3.0)   4   3
  26 小原 佳奈(3) 小学生 伊賀良小     11.26 (+2.9)   3   5
  28 三石 夏鈴(2) 小学生 豊丘南小     11.27 (+1.3)   5   2
  28 福澤 遥香(2) 小学生 松尾小     11.27 (+3.5)   7   5
  30 金田 こころ(3) 小学生 松尾小     11.29 (+2.8)   8   3
  31 松下 明夏(1) 小学生 泰阜小     11.35 (+3.5)   7   6
  32 後藤 みつき(2) 小学生 松尾小     11.41 (+2.6)   6   4
  33 安藤 凛(1) 小学生 松尾小     11.42 (+3.5)   7   7
  34 小池 陽依(2) 小学生 松尾小     11.47 (+2.0)   9   3
  35 中嶋 優月(3) 小学生 松尾小     11.49 (+2.4)   1   4
  35 後藤瑠衣(2) 小学生 上久堅小     11.49 (+3.5)   7   8
  37 秦 麗佳(2) 小学生 竜丘小     11.50 (+1.3)   5   3
  37 水野 眞子(2) 小学生 鼎小     11.50 (+2.8)   8   4
  39 田中莉里花(3) 小学生 上久堅小     11.53 (+2.4)   1   5
  40 下嶋 花菜(1) 小学生 下條小     11.57 (+2.0)   9   4
  41 小池 柚葉(1) 小学生 松尾小     11.59 (+2.6)   6   5
  42 櫻井 咲月(2) 小学生 喬木第一小     11.62 (+3.0)   4   4
  43 黒田 ゆい(3) 小学生 喬木第一小     11.65 (+2.9)   2   5
  44 椎名 稀実(3) 小学生 伊賀良小     11.68 (+1.3)   5   4
  44 大槻 民奈(2) 小学生 追手町小     11.68 (+2.9)   2   6
  46 坂田 玲(3) 小学生 追手町小     11.70 (+1.3)   5   5
  47 宮下 佳穂(2) 小学生 天龍小     11.72 (+3.0)   4   5
  47 平栗 もえ(2) 小学生 松尾小     11.72 (+2.9)   3   6
  49 大倉奏音(2) 小学生 伊賀良小     11.82 (+2.9)   2   7
  50 坂牧 夏帆(1) 小学生 高森南小     11.85 (+2.8)   8   5
  50 熊谷 美槻(1) 小学生 山本小     11.85 (+2.9)   3   7
  52 山口 実桜理(2) 小学生 竜丘小     11.87 (+2.6)   6   6
  53 安静璃奈子(3) 小学生 追手町小     12.00 (+2.6)   6   7
  54 杉本 瑶莉(2) 小学生 伊賀良小     12.06 (+2.0)   9   5
  55 四ッ橋ことね(3) 小学生 上久堅小     12.13 (+2.0)   9   6
  56 前川 桃花(3) 小学生 松尾小     12.15 (+1.3)   5   6
  57 牧島 怜(3) 小学生 追手町小     12.19 (+3.0)   4   6
  58 柴田 璃乃(1) 小学生 松尾小     12.29 (+3.0)   4   7
  59 塚田 世唯(3) 小学生 阿智第一小     12.30 (+1.3)   5   7
  60 黒川 美優(1) 小学生 松尾小     12.40 (+2.0)   9   7
  61 木下 櫻(1) 小学生 豊丘南小     12.53 (+2.4)   1   6
  62 大藏 櫻子(2) 小学生 追手町小     12.56 (+2.4)   1   7
  63 久保田すず(1) 小学生 上久堅小     12.59 (+3.0)   4   8
  64 肥後 苺花(2) 小学生 伊賀良小     12.64 (+2.9)   2   8
  65 加藤 みちる(1) 小学生 下條小     12.82 (+2.6)   6   8
  66 馬場田 ゆみ(1) 小学生 浜井場小     12.95 (+2.8)   8   6
  67 小林 凜(1) 小学生 下條小     13.02 (+2.9)   3   8
  68 安静万里子(1) 小学生 追手町小     13.14 (+2.8)   8   7
  69 吉澤 玲奈(1) 小学生 高森南小     13.34 (+1.3)   5   8
  70 原 逢香(1) 小学生 山本小     13.42 (+2.4)   1   8  132
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備考 組 順位都道府県 所属名 記録（風）順位 No. 氏  名

小3以下女子

60m
タイムレース



予選 5月21日 10:10
決勝 5月21日 14:15

大会新(GR)          15.51
県小学新(KR)        13.06

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 -1.4

 1 松尾 綺夏(4) 小学生     16.78 q  1 岩下 心葉(4) 小学生     16.14 q
ﾏﾂｵ ｱﾔｶ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ ｲﾜｼﾀ ｺｺﾊ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 2 伊藤 瑠那(4) 小学生     16.89 q  2 久保敷 真緒(4) 小学生     16.90 
ｲﾄｳ ﾙﾅ 伊賀良小 ｸﾎﾞｼｷ ﾏｵ 上郷小

 3 野口 藍花(4) 小学生     17.42  3 清水  麻理恵(4) 小学生     16.95 
ﾉｸﾞﾁ ｱｲｶ 上郷小 ｼﾐｽﾞ   ﾏﾘｴ 下條小

 4 佐々木 まお(4) 小学生     18.46  4 小川 紗良(4) 小学生     17.31 
ｻｻｷ ﾏｵ 下久堅小 ｵｶﾞﾜ ｻﾗ 追手町小

 5 吉川 彩夏(4) 小学生     18.48  5 土田 恋乃羽(4) 小学生     18.16 
ﾖｼｶﾜ ｱﾔｶ 追手町小 ﾂﾁﾀﾞ ｺﾉﾊ 高森南小

 6 佐々木 奏羽(4) 小学生     18.52  6 関 沙桜里(4) 小学生     18.62 
ｻｻｷ ｿﾜ ISｼﾞｭﾆｱ ｾｷ ｻｵﾘ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 7 山﨑 ここね(4) 小学生     18.63  7 平岩 めい(4) 小学生     18.65 
ﾔﾏｻｷ ｺｺﾈ 天龍小 ﾋﾗｲﾜ ﾒｲ 下久堅小

 8 吉澤 綾音(4) 小学生     19.40  8 熊谷 奈々(4) 小学生     22.01 
ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 高森南小 ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾅ 伊賀良小

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 -0.8

 1 松下 玲来(4) 小学生     15.76 q  1 筒井 南心(4) 小学生     16.43 q
ﾏﾂｼﾀ ﾚｲﾗ 伊賀良小 ﾂﾂｲ ﾐﾅﾐ 喬木第一小

 2 小池 南々子(4) 小学生     16.19 q  2 木村 優那(4) 小学生     17.31 
ｺｲｹ ﾅﾅｺ 阿智第一小 ｷﾑﾗ ﾕｳﾅ 山本小

 3 小林 希愛(4) 小学生     16.66 q  3 後藤茉衣(4) 小学生     17.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 上久堅小

 4 平田 ひかり(4) 小学生     17.13  4 松葉 彩聖(4) 小学生     17.71 
ﾋﾗﾀ ﾋｶﾘ 上郷小 ﾏﾂﾊﾞ ｱﾔｾ 大下条小

 5 原 亜真乃(4) 小学生     17.87  5 平岩 ひな(4) 小学生     17.76 
ﾊﾗ ｱﾏﾉ ISｼﾞｭﾆｱ ﾋﾗｲﾜ ﾋﾅ 下久堅小

 6 田川 優(4) 小学生     18.08  6 藤本  寧々(4) 小学生     18.11 
ﾀｶﾞﾜ ﾕｳ 浪合小 ﾌｼﾞﾓﾄ   ﾈﾈ 下條小

 7 片桐 杏菜(4) 小学生     18.39 福島 羽七(4) 小学生
ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾝﾅ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

[ 5組] 風速 -0.4 [ 6組] 風速 -0.3

 1 篠田 楓夏(4) 小学生     16.72 q  1 日吉二葉(4) 小学生     17.19 
ｼﾉﾀﾞ ﾌｳｶ ISｼﾞｭﾆｱ 上久堅小

 2 中山 優彩(4) 小学生     17.38  2 池田 朋香(4) 小学生     17.50 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｱ 喬木第一小 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｶ 喬木第一小

 3 後藤 真依(4) 小学生     17.86  3 此間 椿(4) 小学生     17.57 
ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 伊賀良小 ｺﾉﾏ ﾂﾊﾞｷ 下久堅小

 4 桑原百花(4) 小学生     17.92  4 松澤 祐奈(4) 小学生     18.13 
上久堅小 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 伊賀良小

 5 宮下 友希(4) 小学生     18.44  5 大場由日里(4) 小学生     18.60 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｷ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ ｵｵﾊﾞ ﾕｶﾘ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 6 平松 心桜(4) 小学生     18.50  6 小林 ゆら(4) 小学生     19.38 
ﾋﾗﾏﾂ ｺｺﾛ 大下条小 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕﾗ 下條小

 7 内藤 瑞咲(4) 小学生     18.55  7 寺沢 夏鈴(4) 小学生     20.12 
ﾅｲﾄｳ ﾐｻｷ 天竜SC ﾃﾗｻﾜ ｶﾘﾝ 高森南小

風速 +3.3

 1 松下 玲来(4) 小学生     15.19 
ﾏﾂｼﾀ ﾚｲﾗ 伊賀良小

 2 岩下 心葉(4) 小学生     15.49 
ｲﾜｼﾀ ｺｺﾊ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 3 小池 南々子(4) 小学生     15.68 
ｺｲｹ ﾅﾅｺ 阿智第一小

 4 筒井 南心(4) 小学生     16.12 
ﾂﾂｲ ﾐﾅﾐ 喬木第一小

 5 篠田 楓夏(4) 小学生     16.23 
ｼﾉﾀﾞ ﾌｳｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 松尾 綺夏(4) 小学生     16.27 
ﾏﾂｵ ｱﾔｶ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 7 小林 希愛(4) 小学生     16.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 8 伊藤 瑠那(4) 小学生     16.44 
ｲﾄｳ ﾙﾅ 伊賀良小
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予選 5月21日  9:40
決勝 5月21日 14:25

大会新(GR)          14.11
県小学新(KR)        13.06

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -0.3

 1 倉田 千愛(5) 小学生     15.07 q  1 原田 未李(5) 小学生     15.58 q
ｸﾗﾀ ﾁﾅ 富草小 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ 松尾小

 2 羽生 彩華(5) 小学生     15.44 q  2 小嶋 真凜(5) 小学生     15.93 q
ﾊﾆｭｳ ｱﾔｶ ISｼﾞｭﾆｱ ｺｼﾞﾏ  ﾏﾘﾝ 下條小

 3 山崎 佑夏(5) 小学生     15.79 q  3 松下 真奈(5) 小学生     15.95 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ 伊賀良小 ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 佐々木 まゆ(5) 小学生     15.85 q  4 安藤 ゆず(5) 小学生     16.10 
ｻｻｷ ﾏﾕ 下久堅小 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞ 松尾小

 5 岡村 瑚白(5) 小学生     16.08 q  5 松下 侑夏(5) 小学生     16.68 
ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ 松尾小 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｶ 泰阜小

 6 浅井 ゆいか(5) 小学生     16.70  6 廣瀬 乃亜(5) 小学生     16.77 
ｱｻｲ ﾕｲｶ 松尾小 ﾋﾛｾ ﾉｱ 豊丘南小

 7 松下 和乃歌(5) 小学生     17.09  7 小畑  琉奈(5) 小学生     17.92 
ﾏﾂｼﾀ   ﾉﾉｶ 下條小 ｵﾊﾞﾀ  ﾙﾅ 丸山小

 8 渡邉 雪那(5) 小学生     17.49 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾅ 松尾小

風速 +3.9

 1 倉田 千愛(5) 小学生     14.63 
ｸﾗﾀ ﾁﾅ 富草小

 2 羽生 彩華(5) 小学生     15.15 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 原田 未李(5) 小学生     15.25 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ 松尾小

 4 山崎 佑夏(5) 小学生     15.50 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ 伊賀良小

 5 岡村 瑚白(5) 小学生     15.56 
ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ 松尾小

 6 松下 真奈(5) 小学生     15.78 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 佐々木 まゆ(5) 小学生     15.79 
ｻｻｷ ﾏﾕ 下久堅小

 8 小嶋 真凜(5) 小学生     15.83 
ｺｼﾞﾏ  ﾏﾘﾝ 下條小

8    67

7    78

1   136

2     7

4   138

6    50

3   240

5     1

8   150

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    81 2    96

4   147 4   265

2   136 5   184

7    67 6   134

6    50 3     7

1     1 7    78

3   240 8   138

小学5年女子

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 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



予選 5月21日  9:20
決勝 5月21日 14:35

大会新(GR)          13.68
県小学新(KR)        13.06

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -1.8

 1 阿部 奈未(6) 小学生     14.97 q  1 佐々木 幸雪(6) 小学生     14.55 q
ｱﾍﾞ ﾅﾐ 山本小 ｻｻｷ ｺﾕｷ 松尾小

 2 三嶋 渚沙(6) 小学生     15.15 q  2 能登 愛琉(6) 小学生     14.80 q
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾉﾄ ｱｲﾙ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 3 後藤優衣(6) 小学生     15.31 q  3 湯澤 帆花(6) 小学生     15.24 q
上久堅小 ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 4 梶間 理預(6) 小学生     15.46 q  4 藤森 愛夢(6) 小学生     15.51 q
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 岩崎 桃果(6) 小学生     15.90  5 折山 菜々美(6) 小学生     15.91 
ｲﾜｻｷ ﾓﾓｶ 上郷小 ｵﾘﾔﾏ ﾅﾅﾐ 伊賀良小

 6 小林 咲月(6) 小学生     15.98  6 山本 紗奈(6) 小学生     16.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 松尾小 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾅ 和田小

 7 畔上 結衣(6) 小学生     16.29  7 是則心優(6) 小学生     16.17 
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾕｲ 喬木第一小 上久堅小
小林 礼奈(6) 小学生  8 笹岡 優衣(6) 小学生     16.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾅ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ ｻｻｵｶ ﾕｲ 鼎小

風速 +1.3

 1 佐々木 幸雪(6) 小学生     14.06 
ｻｻｷ ｺﾕｷ 松尾小

 2 能登 愛琉(6) 小学生     14.27 
ﾉﾄ ｱｲﾙ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 3 阿部 奈未(6) 小学生     14.48 
ｱﾍﾞ ﾅﾐ 山本小

 4 三嶋 渚沙(6) 小学生     14.80 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 後藤優衣(6) 小学生     14.81 
上久堅小

 6 湯澤 帆花(6) 小学生     14.92 
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

 7 藤森 愛夢(6) 小学生     15.10 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 8 梶間 理預(6) 小学生     15.12 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ

2    12

1    15

8   160

7    28

6   130

3    10

記録／備考
4   141

5    29

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2    22 1   204
欠場

6   105 5   165

3   145 2   277

1   174 7    57

4    15 3    12

7   160 8    28

5    10 4    29

8   130 6   141

小学6年女子

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 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 5月21日 11:15

風速  0.0

 1 柳澤 ここせ(4) 小学生     18.87 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ   ｺｺｾ 下條小

 2 下井 みさ稀(4) 小学生     19.57 
ｼﾓｲ ﾐｻｷ 浜井場小

1    91

2   223

小学ｵｰﾌﾟﾝ女子

小学ｵｰﾌﾟﾝ女子100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日 14:00

大会新(GR)        3,15.07
県小学新(KR)      3,03.46

 1 下嶋 優菜(6) 小学生   3,30.86 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 松下 日菜向(5) 小学生   3,37.24 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾅﾀ 富草小

 3 桐生 瑞希(5) 小学生   3,37.76 
ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 梅木 莉子(5) 小学生   3,42.30 
ｳﾒｷ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 小木曽 ゆうり(5)小学生   3,49.21 
ｵｷﾞｿ ﾕｳﾘ 上郷小

4   177

5     3

1     8

3     2

2   239

小学5.6年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日 12:05

大会新(GR)          15.55
県小学新(KR)        12.70

風速 +2.1

 1 今村 夏海(5) 小学生     19.30 
ｲﾏﾑﾗ ﾅﾂﾐ 座光寺小

 2 北原 史織(5) 小学生     19.49 
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 座光寺小

 3 西尾 咲輝(5) 小学生     20.54 
ﾆｼｵ ｻｷ 座光寺小

 4 小林 夏菜(5) 小学生     22.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 座光寺小

 5 松葉口 いおり(5)小学生     24.39 
ﾏﾂﾊﾞｸﾞﾁ ｲｵﾘ 座光寺小

4   120

6   121

2   118

3   114

5   126

小学5.6年女子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日  9:30

大会新(GR)           1.23
県小学新(KR)         1.38

1m25
朝山 愛夢(6) 小学生 O O O O O O O O O XXO
ｱｻﾔﾏ   ｱﾑ 下條小 XXX
五十嵐 美羽(6) 小学生 - - - - XO O XO XXX
ｲｶﾞﾗｼ ﾐｳ 浜井場小
和島 芽生(6) 小学生 XO O XO XO XO XXX
ﾜｼﾞﾏ ﾒｲ 浪合小

2 1   226
 1.05

3 2   276
 0.95

記録 備考

1 3    87
 1.20

m85 m90
氏  名 所属名

m75 m80 1m15 1m20m95 1m00 1m05 1m10

小学5.6年女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 5月21日  9:10

大会新(GR)           4.13
県小学新(KR)         4.75

清水 綾乃(6) 小学生   3.47   3.40    X    X   3.51   2.56    3.51 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾉ 千栄小   -0.3   -0.6   -1.0    0.0    -1.0
丸山 結菜(5) 小学生   2.54   2.85   2.69   2.85   2.66   3.07    3.07 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 上郷小    0.0    0.0   +0.9   +1.3   -1.6   -0.7    -0.7
鎌倉 美子(5) 小学生   2.90   2.80   3.00   3.01   2.95   3.02    3.02 
ｶﾏｸﾗ ﾐｺ 上郷小   -0.3   -0.7   +0.5   +1.2   -1.2   -0.4    -0.4
小西 世蘭(5) 小学生   2.42   2.44   2.79   2.56   2.58   2.71    2.79 
ｺﾆｼ ｾﾗﾝ 上郷小   -1.4    0.0   +1.4   +1.3   +1.0   -1.1    +1.4
塚田 萌衣(5) 小学生    X   2.63   2.57   2.39   2.69   2.67    2.69 
ﾂｶﾀﾞ ﾒｲ 伊賀良小    0.0   -0.1   +0.1    0.0   -0.9     0.0
長谷部蒼宙(6) 小学生    X   2.69   2.53   2.41    X   2.57    2.69 

上久堅小    0.0   +0.3   +1.0   -0.8     0.0
鳥田 直穂(5) 小学生   2.58    X   2.18   2.20    X   2.66    2.66 
ﾄﾘﾀ ﾅｵ 浪合小   -2.0    0.0   +0.7   -0.4    -0.4
栗城 衣麗奈(6) 小学生   2.14   2.27   2.35   2.58   2.50    X    2.58 
ｸﾘｷ ｴﾘﾅ 浪合小   -1.0   -1.3   -0.1   +1.7   -0.6    +1.7
香山 寧玖(5) 小学生   2.02   2.20   2.22    2.22 
ｶﾔﾏ ｼｽﾞｸ 喬木第一小    0.0   -0.2   +0.3    +0.3

9 1    99

7 5   274

8 7   273

5 2    61

6 4   166

3 8   171

4 6   176

1 9   180

2 3   172

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学5.6年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月21日  9:40

大会新(GR)          34.01
県小学新(KR)        54.86

清水 華音(6) 小学生
ｼﾐｽﾞ ｶﾉﾝ 浜井場小
日吉朱里(6) 小学生

上久堅小
岩崎 ことの(5) 小学生
ｲﾜｻｷ ｺﾄﾉ 上郷小
飯島 穂乃花(5) 小学生
ｲｲｼﾞﾏ ﾎﾉｶ 富草小

  O   O 21.65  21.65 

  O   O 28.45  28.45 

4 1   242
  O   O 20.33

  X   O   O  29.80 

3 3   173
  O 28.23   O

  O   O   O  31.87 

2 2   168
  X   O 29.80

1 4   230
  O 31.87   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学5.6年女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月21日 15:30

大会新(GR)          55.18
県小学新(KR)        53.07

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 浜井場小   225 吉川 瑞姫(6)   1,04.47 

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ ﾖｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ
  224 加山 遥菜(6)

ｶﾔﾏ ﾊﾙﾅ
  237 木村 まりん(6)

ｷﾑﾗ ﾏﾘﾝ
  229 松澤 望(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 2   6 丸山小    98 松澤 彩姫(5)   1,05.31 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ  ｱﾔﾒ
   97 牧島 渚(5)

ﾏｷｼﾏ  ﾅｷﾞｻ
   95 山本 天音(5)

ﾔﾏﾓﾄ  ｱﾏﾈ
   93 後藤 咲季(5)

ｺﾞﾄｳ  ｻｷ
 3   3 竜丘小   271 白上 暖佳(5)   1,05.49 

ﾀﾂｵｶｼｮｳ ｼﾗｶﾐ ﾊﾙｶ
  272 本田 渚(6)

ﾎﾝﾀﾞ ﾅｷﾞｻ
  266 山口 依萄葉(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾄﾊ
  270 中島 志穂(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ
 4   2 伊賀良小    43 横田 みや姫   1,06.04 

ｲｶﾞﾗｼｮｳ ﾖｺﾀ ﾐﾔﾋﾞ
   45 吉澤 緩奈

ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾝﾅ
   63 北原 野々花

ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉｶ
   59 中村 夏鈴

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ
 5   5 大鹿小   191 磯部  可南美(6)   1,09.01 

ｵｵｼｶｼｮｳ ｲｿﾍﾞ ｶﾅﾐ
  193 葛西  歩実(5)

ｶｻｲ ｱﾕﾐ
  194 宮﨑  愛琉(5)

ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲﾙ
  192 稲田  優(6)

ｲﾅﾀﾞ ﾕｳ

小学5.6年女子

4×100mR

決勝



予選 5月21日 11:05
決勝 5月21日 14:45

大会新(GR)          12.51
県記録(KR)          12.05

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -1.3

 1 池野 佳帆(3) 中学生     13.71 q  1 藤本 遥(3) 中学生     13.08 q
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 2 丸山 いより(3) 中学生     13.72 q  2 山城 春菜(1) 中学生     14.05 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中

 3 木下 明里咲(2) 中学生     14.40  3 長谷部 奈月(3) 中学生     14.38 
ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ 緑ヶ丘中 ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 松村 みすゞ(3) 中学生     14.51  4 松島 加奈(3) 中学生     14.92 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾏﾂｼﾏ ｶﾅ 飯田高陵中

 5 関島 瑠愛(1) 中学生     14.69  5 月木 優花(2) 中学生     15.08 
ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 下伊那松川中 ﾂｷｷﾞ ﾕｳｶ 豊丘中

 6 松下 陽音(1) 中学生     15.54  6 熊谷 朋華(1) 中学生     15.48 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森中 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｶ 下伊那松川中

 7 代田 那菜(1) 中学生     16.27  7 鍛冶谷 美奈(2) 中学生     15.51 
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 緑ヶ丘中 ｶｼﾞﾔ ﾐﾅ 緑ヶ丘中

 8 倉澤 奈帆(1) 中学生     16.45  8 田中 美実香(1) 中学生     15.96 
ｸﾗｻﾜ ﾅﾎ 飯田高陵中 ﾀﾅｶ ﾐﾐｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -1.0

 1 宮澤 香音(3) 中学生     13.43 q  1 鈴木 彩瑛(3) 中学生     13.63 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中 ｽｽﾞｷ ｻｴ 飯田高陵中

 2 西島 美幸(2) 中学生     13.46 q  2 伊藤 優凪(3) 中学生     13.72 q
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 小林 菜月(2) 中学生     13.74 q  3 中山 愛梨(1) 中学生     13.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘中 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

 4 近藤 希乃佳(2) 中学生     13.99  4 塩澤 舞(1) 中学生     14.04 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 飯田高陵中 ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 上原 萌(3) 中学生     14.01  5 宮下 莉瑚(1) 中学生     14.37 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 豊丘中

 6 吉澤 詩乃(1) 中学生     14.21  6 熊谷 千尋(2) 中学生     14.48 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 高森中 ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 高森中

 7 鍋島 楓(1) 中学生     15.54  7 松澤 澪(2) 中学生     15.40 
ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ 豊丘中 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｵ 緑ヶ丘中
熊谷 亜弓(2) 中学生
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾕﾐ 緑ヶ丘中

風速 +2.7

 1 藤本 遥(3) 中学生     12.73 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 2 西島 美幸(2) 中学生     13.12 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 丸山 いより(3) 中学生     13.19 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

 4 鈴木 彩瑛(3) 中学生     13.31 
ｽｽﾞｷ ｻｴ 飯田高陵中

 5 宮澤 香音(3) 中学生     13.39 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中

 6 池野 佳帆(3) 中学生     13.53 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 7 小林 菜月(2) 中学生     13.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘中

 8 伊藤 優凪(3) 中学生     13.58 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

2  8612

7  8620

5  8378

8  8543

1  8379

3  8439

4  8607

6  8578

2  8603
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  8544 2  8596

1  8385 4  8372

7  8621 7  8542

4  8447 3  8631

6  8612 8  8594

3  8578 5  8620

5  8378 6  8439
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  8410 2  8642

8  8595 1  8590

1  8386 8  8359

5  8358 4  8548

6  8623 7  8440

2  8591 6  8581

3  8379 3  8384

4  8543 5  8607

中学女子

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



予選 5月21日  9:00
決勝 5月21日 13:45

大会新(GR)          25.64
県記録(KR)          24.88

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +0.7

 1 伊藤 優凪(3) 中学生     27.58 q  1 藤本 遥(3) 中学生     27.02 q
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 2 木下 茜莉(1) 中学生     29.15 q  2 丸山 いより(3) 中学生     28.36 q
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 緑ヶ丘中 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

 3 長谷部 奈月(3) 中学生     29.51 q  3 上原 萌(3) 中学生     28.54 q
ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 宮下 莉瑚(1) 中学生     29.68 q  4 田中 里歩(3) 中学生     28.72 q
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 豊丘中 ﾀﾅｶ ﾘﾎ 阿智中学校

 5 原 朱音(2) 中学生     30.49 片桐 彩(2) 中学生
ﾊﾗ ｱｶﾈ 豊丘中 ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔ 豊丘中

 6 水野 香帆(2) 中学生     30.92 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

風速 +1.2

 1 藤本 遥(3) 中学生     26.47 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 2 伊藤 優凪(3) 中学生     27.72 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 丸山 いより(3) 中学生     27.85 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

 4 上原 萌(3) 中学生     28.55 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 田中 里歩(3) 中学生     28.76 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 阿智中学校

 6 木下 茜莉(1) 中学生     29.36 
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 緑ヶ丘中

 7 長谷部 奈月(3) 中学生     29.54 
ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 8 宮下 莉瑚(1) 中学生     29.78 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 豊丘中

2  8581

1  8542

7  8460

8  8593

4  8379

6  8621

5  8607

3  8620

7  8651

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  8549 6  8547
欠場

4  8542 2  8460

3  8581 4  8621

2  8593 3  8379

5  8620 5  8607

中学女子

200m

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 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 5月21日 15:15

大会新(GR)        4,49.96
県記録(KR)        4,28.36

 1 千葉 麻里子(3) 中学生   4,45.97 
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中

 2 佐藤 悠花(1) 中学生   5,00.81 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川中

 3 筒井 心葉(1) 中学生   5,07.35 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中

 4 松下 朋佳(2) 中学生   5,09.37 
ﾏﾂｼﾀ  ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 宮下 聖菜(2) 中学生   5,23.85 
ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ 高森中

 6 宮内 笑夢(2) 中学生   5,29.18 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 高森中

 7 西村 歩華(2) 中学生   5,29.52 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 高森中

 8 金子 陽南(2) 中学生   5,33.87 
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘中

 9 佐藤 綾花(1) 中学生   5,41.61 
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 下伊那松川中

10 水野 香帆(2) 中学生   5,45.73 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

11 羽生 彩七(1) 中学生   5,49.57 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田高陵中

12 山本 結萌(1) 中学生   5,52.52 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 豊丘中

13 石田 ひかり(3) 中学生   5,53.02 
ｲｼﾀﾞ ﾋｶﾘ 緑ヶ丘中

14 赤羽 菜杏(2) 中学生   6,21.99 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ 高森中

15 橘 希帆(2) 中学生   6,49.89 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｷﾎ 天龍中
佐々木 美羽(2) 中学生
ｻｻｷ ﾐｳ ISｼﾞｭﾆｱ
松井 美蓉(3) 中学生
ﾏﾂｲ ﾐﾖ 阿智中学校
宮下 菜摘(1) 中学生
ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ 緑ヶ丘中

中学女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   221

大会新
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10  8413
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6  8374
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3  8651
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2  8375
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欠場
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決勝 5月21日 15:40

大会新(GR)          52.70
県記録(KR)          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   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)  8543 池野 佳帆(3)     52.72  1   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)  8631 塩澤 舞(1)     54.86 

ｲｲﾀﾞｯｼｭACA ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭACB ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ
 8578 西島 美幸(2)  8623 松村 みすゞ(3)

ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ
 8621 上原 萌(3)  8622 戸谷 優花(3)

ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ﾄﾔ ﾕｳｶ
 8620 伊藤 優凪(3)  8581 長谷部 奈月(3)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ
 2   5 緑ヶ丘中(B)  8591 木下 明里咲(2)     53.30  2   6 飯田高陵中  8447 近藤 希乃佳(2)     55.10 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ
 8607 藤本 遥(3)  8440 松島 加奈(3)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ ﾏﾂｼﾏ ｶﾅ
 8605 木下 未知(3)  8442 藤本 祐菜(3)

ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ
 8612 小林 菜月(2)  8439 鈴木 彩瑛(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ ｽｽﾞｷ ｻｴ
 3   6 高森中(A)  8380 小平 真帆(3)     54.08  3   3 緑ヶ丘中(A)  8596 松澤 澪(2)     55.84 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｵ
 8379 丸山 いより(3)  8594 中山 愛梨(1)

ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ
 8381 中平 留李花(3)  8598 竹村 菜々美(2)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ
 8378 宮澤 香音(3)  8593 木下 茜莉(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ
 4   3 豊丘中  8542 宮下 莉瑚(1)     57.76  4   5 高森中(B)  8386 松下 陽音(1)     55.86 

ﾄﾖｵｶﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ
 8548 月木 優花(2)  8384 山城 春菜(1)

ﾂｷｷﾞ ﾕｳｶ ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 8549 原 朱音(2)  8385 吉澤 詩乃(1)

ﾊﾗ ｱｶﾈ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
 8544 鍋島 楓(1)  8372 熊谷 千尋(2)

ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ
 5   2 下伊那松川中(A) 8359 熊谷 朋華(1)     59.95 

ｼﾓｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳA ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｶ
 8358 関島 瑠愛(1)

ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ
 8356 佐藤 綾花(1)

ｻﾄｳ ｱﾔｶ
 8357 佐藤 悠花(1)

ｻﾄｳ ﾕｳｶ

   1 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)     52.72 池野 佳帆(3) 西島 美幸(2) 上原 萌(3) 伊藤 優凪(3)   1   1
   2 緑ヶ丘中(B)     53.30 木下 明里咲(2) 藤本 遥(3) 木下 未知(3) 小林 菜月(2)   1   2
   3 高森中(A)     54.08 小平 真帆(3) 丸山 いより(3) 中平 留李花(3) 宮澤 香音(3)   1   3
   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)     54.86 塩澤 舞(1) 松村 みすゞ(3) 戸谷 優花(3) 長谷部 奈月(3)   2   1
   5 飯田高陵中     55.10 近藤 希乃佳(2) 松島 加奈(3) 藤本 祐菜(3) 鈴木 彩瑛(3)   2   2
   6 緑ヶ丘中(A)     55.84 松澤 澪(2) 中山 愛梨(1) 竹村 菜々美(2) 木下 茜莉(1)   2   3
   7 高森中(B)     55.86 松下 陽音(1) 山城 春菜(1) 吉澤 詩乃(1) 熊谷 千尋(2)   2   4
   8 豊丘中     57.76 宮下 莉瑚(1) 月木 優花(2) 原 朱音(2) 鍋島 楓(1)   1   4
   9 下伊那松川中(A)     59.95 熊谷 朋華(1) 関島 瑠愛(1) 佐藤 綾花(1) 佐藤 悠花(1)   1   5

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

中学女子

4×100mR

決勝

中学女子

4×100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 5月21日 10:10

大会新(GR)           1.50
県記録(KR)           1.75

小平 真帆(3) 中学生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 高森中
伊東 愛渚(2) 中学生
ｲﾄｳ ﾏﾅ 飯田高陵中
小林 菜月(2) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘中
熊谷 美雨(2) 中学生
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｳ 飯田高陵中
木下 未知(3) 中学生
ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ 緑ヶ丘中

 1.10XXX
5 1  8605

O O O

 1.15

 1.25

4 4  8446
- O O O XXX

O XO XO /
3 3  8612

- O O

O XXX  1.25

 1.30

2 2  8445
- - O O XO

O O O O XXX

記録 備考
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中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m00 1m05



決勝 5月21日 10:50

大会新(GR)           5.28
県記録(KT)           5.74

宮澤 香音(3) 中学生   3.67   4.84   4.93   4.73    X   5.02    5.02 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中   -1.0    0.0   -0.8   -0.3   +1.2    +1.2
池野 佳帆(3) 中学生   4.41   4.25   4.41   4.35   4.36    X    4.41 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -1.6   -0.9   -0.7   -0.6   +0.9    -1.6
今村 実伶(1) 中学生   3.84   4.05   4.24   4.08   4.16   4.26    4.26 
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 緑ヶ丘中   -0.4   -0.7   +0.8   -0.3   +0.1   +1.2    +1.2
男澤 夏帆(3) 中学生   3.85   4.01   4.20   4.02   3.98   4.06    4.20 
ｵﾄｺｻﾞﾜ ﾅﾂﾎ 天龍中   -1.7   +0.1   +0.2   +0.3   +0.6   +1.6    +0.2
渡久山 和(2) 中学生   3.78   4.05   4.05   3.61   4.05   4.18    4.18 
ﾄｸﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ 天龍中   -0.6   -0.8   -2.1   +0.3   -0.2   +0.4    +0.4
中平 留李花(3) 中学生   3.95    X   4.17   4.08    X    X    4.17 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中   -1.2   -1.6   +0.3    -1.6
塩澤 舞(1) 中学生   3.90   3.39   4.17   3.98   3.96   4.00    4.17 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.1    0.0   -0.1   +0.9   +0.6   +1.4    -0.1
鈴木 彩瑛(3) 中学生    -   4.09   3.69   3.73   3.66   3.70    4.09 
ｽｽﾞｷ ｻｴ 飯田高陵中   -1.0   -1.5   +1.5   +0.6   +1.6    -1.0
松下 陽音(1) 中学生   3.84   4.01   3.92    4.01 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森中   -2.1   -0.8   +0.3    -0.8
竹村 菜々美(2) 中学生    X    X   3.79    3.79 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 緑ヶ丘中   +1.1    +1.1
藤本 祐菜(3) 中学生    -   3.58   3.57    3.58 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 飯田高陵中   -0.2   -0.6    -0.2
藤井 七星(3) 中学生   3.08   3.25   3.40    3.40 
ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｾ 豊丘中   -1.2   -0.3   -0.2    -0.2
兼宗 希(1) 中学生   3.36   3.33   3.26    3.36 
ｶﾈﾑﾈ ﾉｿﾞﾐ 天龍中   +1.0   -1.3    0.0    +1.0
松村 美佑(1) 中学生   2.69    X    X    2.69 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕｳ 緑ヶ丘中   +0.4    +0.4

13 2  8510

14 1  8600

11 9  8442

12 3  8546

9 6  8386

10 7  8598

7 8  8631

8 11  8439

5 10  8518

6 12  8381

3 5  8601

4 4  8517

1 14  8378

2 13  8543

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月21日 14:00

大会新(GR)          11.00
県記録(KR)          13.55

戸谷 優花(3) 中学生
ﾄﾔ ﾕｳｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
大牧 穂香(2) 中学生
ｵｵﾏｷ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中
田間 美羽(3) 中学生
ﾀｻﾞﾏ ﾐｳ 豊丘中
竹内 果歩(1) 中学生
ﾀｹｳﾁ ｶﾎ 飯田高陵中

 4.58  4.06  4.25   4.70 

 6.59  5.97  5.73   6.59 

4 1  8411
 4.70  4.42  4.37

 6.19   X  5.78   6.69 

3 3  8545
 5.49  5.83  5.68

 7.04  7.66  7.54   7.66 

2 2  8599
 6.03  6.49  6.69

1 4  8622
 6.92  7.27  7.21

-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 5月21日 11:30

大会新(GR)          40.94
県記録(KR)          45.45

大牧 穂香(2) 中学生
ｵｵﾏｷ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中
田中 美実香(1) 中学生
ﾀﾅｶ ﾐﾐｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

  O   O   O  16.48 

23.61   O   O  23.61 

2 2  8642
  O 16.48   O

1 1  8599
21.93   X   O

-3- -4- -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 氏  名 所属名 -1- -2-
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