
大会コード 17170523 

第６７回 飯伊陸上競技選手権大会 

記録集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

期   日： 平成２９年８月１９日（土）、２０日（日） 

会   場： 飯田市総合運動場陸上競技場（172050） 

主   催： (一財)長野陸上競技協会・飯伊陸上競技協会 

       飯田市陸上競技協会・下伊那陸上競技協会 

共   催： (公財)飯田市体育協会・下伊那郡体育協会 

後   援： 飯田市教育委員会・飯伊市町村教育委員会連絡協議会 

       下伊那地区高等学校体育連盟・下伊那校長会 

       下伊那中学校体育連盟・㈱南信州新聞社 

主   管： 飯伊陸上競技協会 

審 判 長： トラック／熊谷賢二  フィールド／大坪章男 

総   務： 大蔵  豊 

記 録 主 任： 清水 美彦 

 
■この大会で樹立された記録 

月日 種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 男女 所属 従来の記録 備考 

8/19 ﾊﾝﾏｰ投(7.200kg) 決勝 26m91 友田 利男 男 下伊那郡陸協 24m53 大会新 
8/19 中学女子 200m 予選 26秒 61(+0.6) 藤本  遥(3) 女 緑ヶ丘中 26秒 71 大会新 
8/19 やり投 決勝 59m00 村松 卓哉 男 NTF CLUB 54m08 大会新 
8/19 やり投 決勝 38m39 北野 緋菜(2) 女 阿南高 33m57 大会新 
8/19 走高跳 決勝 1m50 北原 沙希(2) 女 飯田風越高 1m50 大会ﾀｲ 
8/20 砲丸投(7.200kg) 決勝 11m82 遠藤 邦彦 男 ターミガンズ 11m29 大会新 
8/20 砲丸投(6.000kg) 決勝 11m83 藤井 隆聖(2) 男 飯田高 11m79 大会新 
8/20 中学女子 400m 決勝 1 分 04秒 17 田中 里歩(3) 男 阿智中 1 分 04秒 79 大会新 

 
■グラウンドコンディション 
2017年 8月 19日（土） 2017年 8月 20日（日） 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 

 9:30 晴れ 南 0.0 28.0 56.0  9:00 晴れ 北 0.0 28.2 56.0 
10:00 晴れ 南 1.5 32.4 48.0 10:00 曇り 南西 0.2 30.4 48.0 
11:00 晴れ 南 1.1 33.7 43.0 11:00 曇り 南 2.3 31.7 47.0 
12:00 晴れ 北 3.5 32.5 42.0 12:00 曇り 南西 2.1 3.1 42.0 
13:00 晴れ 北 2.0 33.3 40.0 13:00 曇り 南東 3.1 33.3 41.0 
14:00 晴れ 南 3.0 34.6 39.0       
15:00 晴れ 南 2.6 35.0 39.0       

 



決勝記録一覧表
(GT:大会タイ,GR:大会新  ) 女  子 【競技場】172025  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

08/19 女子  +2.0 島岡 日和(2) 12.95 松村 紫乃(2) 13.00 宮下 真弥(1) 13.08 関島 有里香 13.18 今村 詩乃(1) 13.35 伊藤 鈴音(1) 13.49 牧野 明日香(2) 13.63 山内 萌衣(2) 13.87
100m 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･飯田高 一般･DreamAC 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･松川高 高校･飯田OIDE長姫高

08/20 篠田 萌(2) 1,04.02 牧野 明日香(2) 1,04.14 原田 未朱(2) 1,06.06 仲田 ほの(2) 1,06.65 中島  愛(1) 1,07.29 今村 詩乃(1) 1,07.59 小倉 心音(1) 1,12.50
400m 高校･飯田高 高校･松川高 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･松川高 高校･松川高 高校･松川高

08/19 篠田 萌(2) 2,34.15 仲田 ほの(2) 2,36.84 代田 有芽(1) 2,38.09 山田 舞(1) 2,52.43
800m 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･飯田女子高 高校･飯田風越高

08/20 神部 紫音(1) 11,46.04 代田 有芽(1) 12,08.25 金子 咲良(1) 12,09.10 山下 莉野(1) 13,36.98 小池 碧桜(2) 14,21.38
3000m 高校･飯田風越高 高校･飯田女子高 高校･飯田高 高校･飯田OIDE長姫高 高校･松川高

08/20  +5.0 齊藤 由佳(2) 16.75 菅沼 望子(1) 18.31
100mH(0.840m) 高校･飯田高 高校･飯田OIDE長姫高

08/19  +3.4 菅沼 望子(1) 1,20.20
400mH(0.762m) 高校･飯田OIDE長姫高

08/19  -0.8 矢澤美代子 32,39.83
5000mW 一般･飯田市陸協

08/19 北原 沙希(2) 1.50 下平 佳穂里(2) 1.30 伊藤 鈴音(1) 1.25
走高跳 高校･飯田風越高 GT 高校･飯田高 高校･飯田風越高

08/20 齊藤 由佳(2) 4.75(+1.9) 北原 沙希(2) 4.58(+1.5) 伊藤 鈴音(1) 4.56(+1.2) 小久保茉耶(1)4.45(+2.7) 松村 紫乃(2) 4.32(+1.3) 千葉ほの香(1)4.03(+0.6) 礒田 梨那(1) 3.41(+0.3)
走幅跳 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･飯田高 高校･飯田風越高

08/20 伊藤 舞(2) 7.51 伊藤 鈴音(1) 5.97
砲丸投(4.000kg) 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高

08/19 伊藤 舞(2) 21.58
円盤投(1.000kg) 高校･飯田風越高

08/19 北野 緋菜(2) 38.39 伊藤 鈴音(1) 22.87 齊藤 由佳(2) 21.26 中山 ほのか(2) 10.39
やり投(0.600kg) 高校･阿南高 GR 高校･飯田風越高 高校･飯田高 高校･飯田女子高

08/20 飯田高(A)       52.12 松川高       53.04 飯田風越高       53.43 飯田高(B)       55.41 飯田OIDE長姫高      55.71
4x100mR 齊藤 由佳(2) 今村 詩乃(1) 北原 沙希(2) 千葉 ほの香(1) 平澤 優香(2)

島岡 日和(2) 牧野 明日香(2) 伊藤 鈴音(1) 篠田 萌(2) 中尾 晴香(3)
小嶋 織(1) 小倉 心音(1) 清水 梨那(1) 小久保 茉耶(1) 菅沼 望子(1)
宮下 真弥(1) 中島  愛(1) 松村 紫乃(2) 下平 佳穂里(2) 山内 萌衣(2)

08/20 中学女子　1年  +1.8 山城 春菜(1) 13.47 塩澤 舞(1) 13.83 木下 茜莉(1) 13.97 関島 瑠愛(1) 13.99 吉澤 詩乃(1) 14.08 宮下 莉瑚(1) 14.11 熊谷 朋華(1) 14.78 筒井 結貴(1) 15.20
100m 中学･高森中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･緑ヶ丘中 中学･下伊那松川中 中学･高森中 中学･豊丘中 中学･下伊那松川中 中学･豊丘中

08/20 中学女子  +3.1 藤本 遥(3) 12.55 宮澤 香音(3) 13.20 丸山 いより(3) 13.28 小林 菜月(2) 13.34 西島 美幸(2) 13.35 池野 佳帆(3) 13.60 近藤 希乃佳(2) 13.86 中平 留李花(3) 14.33
100m 中学･緑ヶ丘中 中学･高森中 中学･高森中 中学･緑ヶ丘中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･飯田高陵中 中学･高森中

08/19  +2.2 藤本 遥(3) 26.39 宮澤 香音(3) 27.60 西島 美幸(2) 27.93 丸山 いより(3) 27.99 田中 里歩(3) 28.19 山城 春菜(1) 28.51 関島 瑠愛(1) 28.70 中山 愛梨(1) 28.86
200m 中学･緑ヶ丘中 中学･高森中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･高森中 中学･阿智中 中学･高森中 中学･下伊那松川中 中学･緑ヶ丘中

08/20  +1.6 田中 里歩(3) 1,04.17 宮下 聖菜(2) 1,09.00 宮内 笑夢(2) 1,11.07
400m 中学･阿智中 GR 中学･高森中 中学･高森中

08/19 佐藤 悠花(1) 5,05.27 宮下 聖菜(2) 5,17.09 筒井 心葉(1) 5,17.58 西村 歩華(2) 5,31.84 佐藤 綾花(1) 5,36.34 宮内 笑夢(2) 5,38.51 北沢 莉沙(3) 5,42.68 木下 侑香(3) 5,42.88
1500m 中学･下伊那松川中 中学･高森中 中学･飯田高陵中 中学･高森中 中学･下伊那松川中 中学･高森中 中学･竜峡中 中学･竜峡中

08/20 松井 美蓉(3) 10,14.69 佐藤 悠花(1) 10,55.54 筒井 心葉(1) 11,11.95 西村 歩華(2) 11,46.82 佐藤 綾花(1) 12,08.04 金子 陽南(2) 12,17.59 羽生 彩七(1) 12,19.04
3000m 中学･阿智中 中学･下伊那松川中 中学･飯田高陵中 中学･高森中 中学･下伊那松川中 中学･緑ヶ丘中 中学･飯田高陵中

08/19  +2.7 池野 佳帆(3) 15.65 小林 菜月(2) 17.55 熊谷 千尋(2) 19.68 熊谷 亜弓(2) 22.83
100mH(0.762m) 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･緑ヶ丘中 中学･高森中 中学･緑ヶ丘中

08/19 池野 佳帆(3) 1.45 近藤 希乃佳(2) 1.25 伊東 愛渚(2) 1.25 松澤 澪(2) 1.25 熊谷 美雨(2) 1.20
走高跳 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 中学･緑ヶ丘中 中学･飯田高陵中

08/20 宮澤 香音(3) 5.03(+0.4) 池野 佳帆(3) 4.58(+0.6) 中平留李花(3)4.30(+1.0) 塩澤 舞(1) 4.25(+0.5) 竹村菜々美(2)4.02(+1.5) 今村 実伶(1) 3.97(+0.4) 渡久山 和(2) 3.92(+1.6) 小平 真帆(3) 3.89(+1.4)
走幅跳 中学･高森中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･高森中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･緑ヶ丘中 中学･緑ヶ丘中 中学･天龍中 中学･高森中

08/20 大牧 穂香(2) 7.98 戸谷 優花(3) 7.68 熊谷 亜弓(2) 5.60 竹内 果歩(1) 5.33
砲丸投(2.721kg) 中学･緑ヶ丘中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･緑ヶ丘中 中学･飯田高陵中

08/20 藤井 七星(3) 11.03
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･豊丘中

08/19 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       53.24 高森中(A)       54.08 高森中(B)       55.42 飯田高陵中       58.64 豊丘中     1,02.57
4x100mR 池野 佳帆(3) 小平 真帆(3) 宮下 聖菜(2) 倉澤 奈帆(1) 宮下 莉瑚(1)

西島 美幸(2) 丸山 いより(3) 山城 春菜(1) 伊東 愛渚(2) 鍋島 楓(1)
塩澤 舞(1) 中平 留李花(3) 吉澤 詩乃(1) 熊谷 美雨(2) 藤井 七星(3)
伊藤 優凪(3) 宮澤 香音(3) 熊谷 千尋(2) 近藤 希乃佳(2) 筒井 結貴(1)



決勝記録一覧表
(GT:大会タイ,GR:大会新  ) 女  子 【競技場】172025  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
08/19 小学女子　4年  +0.8 岩下 心葉(4) 15.49 千葉 唯花(4) 15.78 中島 采香(4) 16.05 松尾 綺夏(4) 16.19 小林 希愛(4) 16.39 清水  麻理恵(4) 16.59 柳 美紀(4) 16.63 羽生 月佳(4) 16.68

100m 小学･松川陸上 小学･座光寺小 小学･松川陸上 小学･松川陸上 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･下條小 小学･松川陸上 小学･松川陸上
08/19 小学女子　5年  +1.1 田口 美桜(5) 15.04 小嶋  真凜(5) 16.25 小畑 琉奈(5) 16.43 松下 和乃歌(5) 17.17

100m 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･下條小 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･下條小
08/19 小学女子　6年  +1.0 能登 愛琉(6) 14.16 三嶋 渚沙(6) 14.59 湯澤 帆花(6) 14.78 梶間 理預(6) 15.13

100m 小学･松川陸上 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･松川陸上 小学･松川陸上
08/19 小学女子 福島 羽七(4) 3,52.59 中島  妃芽乃(4) 4,33.37 白上  由菜(4) 4,41.09

1000m 小学･松川陸上 小学･下條小 小学･下條小
08/19 小平 一葉(4) 3.15(+1.4) 清水 みいな(4)3.02(+2.5) 内藤 瑞咲(4) 2.82(+1.6)

走幅跳 小学･天竜SC 小学･天竜SC 小学･天竜SC
08/19 松川陸上(A)       59.93 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     1,01.96 浜井場小     1,03.88 松川陸上(B)     1,03.88 下條小(A)     1,06.99 座光寺小     1,08.95 松川陸上(C)     1,12.89

4x100mR 柳 美紀(4) 小林 希愛(4) 吉川 瑞姫 岩下 心葉(4) 中島  妃芽乃(4) 高田 萌花(4) 関 沙桜里(4)
湯澤 帆花(6) 田口 美桜(5) 加山 遥菜 中島 采香(4) 小嶋  真凜(5) 湯田 うらら(4) 宮下 友希(4)
梶間 理預(6) 小畑 琉奈(5) 木村 まりん 松尾 綺夏(4) 清水  麻理恵(4) 小池 悠(4) 松村 華萌(4)
能登 愛琉(6) 三嶋 渚沙(6) 松澤 望 羽生 月佳(4) 松下 和乃歌(5) 岩井 優季(4) 大場由日里(4)



予選 8月19日 10:30
決勝 8月19日 12:30

大会新  (GR )       12.07
県高校新            12.03
長野県新            11.56

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -1.0

 1 松村 紫乃(2) 高校     13.32 Q  1 島岡 日和(2) 高校     13.30 Q
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越高 ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田高

 2 宮下 真弥(1) 高校     13.35 Q  2 関島 有里香 一般     13.57 Q
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田高 ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ DreamAC

 3 牧野 明日香(2) 高校     13.86 Q  3 今村 詩乃(1) 高校     13.69 Q
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川高 ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 松川高

 4 山内 萌衣(2) 高校     14.10 q  4 伊藤 鈴音(1) 高校     13.80 q
ﾔﾏｳﾁ ﾓｴ 飯田OIDE長姫高 ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越高

 5 中島  愛(1) 高校     14.12  5 清水 梨那(1) 高校     14.42 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 松川高 ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ 飯田風越高

 6 北原 沙希(2) 高校     14.27  6 小倉 心音(1) 高校     14.48 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高 ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 松川高

 7 小嶋 織(1) 高校     14.29 今井沙緒里 一般
ｺｼﾞﾏ ﾊﾄﾘ 飯田高 ｲﾏｲ ｻｵﾘ 飯田病院

 8 中山 ほのか(2) 高校     14.46 平澤 優香(2) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 飯田女子高 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｶ 飯田OIDE長姫高

風速 +2.0

 1 島岡 日和(2) 高校     12.95 
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田高

 2 松村 紫乃(2) 高校     13.00 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越高

 3 宮下 真弥(1) 高校     13.08 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田高

 4 関島 有里香 一般     13.18 
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ DreamAC

 5 今村 詩乃(1) 高校     13.35 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 松川高

 6 伊藤 鈴音(1) 高校     13.49 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越高

 7 牧野 明日香(2) 高校     13.63 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川高

 8 山内 萌衣(2) 高校     13.87 
ﾔﾏｳﾁ ﾓｴ 飯田OIDE長姫高

7   384

1   473

8   387

2   463

3   416

4     1

記録／備考
6   407

5   456

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6   441 8   472
欠場

4   417 5    37
欠場

3   458 1   405

1   386 6   466

8   473 2   463

5   384 3   387

2   416 4     1

7   456 7   407

女子

100m                

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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 8月20日 12:25

大会新  (GR )     1,00.40
県高校新            55.42
長野県新            54.56

 1 篠田 萌(2) 高校   1,04.02 
ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 飯田高

 2 牧野 明日香(2) 高校   1,04.14 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川高

 3 原田 未朱(2) 高校   1,06.06 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川高

 4 仲田 ほの(2) 高校   1,06.65 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越高

 5 中島  愛(1) 高校   1,07.29 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 松川高

 6 今村 詩乃(1) 高校   1,07.59 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 松川高

 7 小倉 心音(1) 高校   1,12.50 
ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 松川高

女子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   409

7   384

6   382

5   459

8   405

4   386

2   387



決勝 8月19日 10:15

大会新  (GR )     2,22.35
県高校新          2,05.78
長野県新          2,05.78

 1 篠田 萌(2) 高校   2,34.15 
ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 飯田高

 2 仲田 ほの(2) 高校   2,36.84 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越高

 3 代田 有芽(1) 高校   2,38.09 
ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田女子高

 4 山田 舞(1) 高校   2,52.43 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 飯田風越高
原田 未朱(2) 高校
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川高

5   382
欠場

3   423

6   467

2   409

4   459

女子

800m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月20日  9:25

大会新  (GR )    10,37.77
県高校新          9,04.25
長野県新          9,04.25

 1 神部 紫音(1) 高校  11,46.04 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田風越高

 2 代田 有芽(1) 高校  12,08.25 
ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田女子高

 3 金子 咲良(1) 高校  12,09.10 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 飯田高

 4 山下 莉野(1) 高校  13,36.98 
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾉ 飯田OIDE長姫高

 5 小池 碧桜(2) 高校  14,21.38 
ｺｲｹ ﾐｵ 松川高

11   383

12   414

9   475

10   464

8   423

女子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月20日 11:45

大会新  (GR )       16.05
県高校新            14.28
長野県新            13.81

風速 +5.0

 1 齊藤 由佳(2) 高校     16.75 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高

 2 菅沼 望子(1) 高校     18.31 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 飯田OIDE長姫高
伊藤 鈴音(1) 高校
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越高

女子

100mH(0.840m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   463
失格

2   406

4   476



決勝 8月19日 12:10

大会新  (GR )     1,09.99
県高校新            58.27
長野県新            58.27

 1 菅沼 望子(1) 高校   1,20.20 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 飯田OIDE長姫高
竹内 優香 一般
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ DreamAC

2   476

3     2
欠場

女子

400mH(0.762m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月19日  9:30

大会新  (GR )    23,54.88
県高校新         23,10.04
長野県新         22,45.57

 1 矢澤美代子 一般  32,39.83 
ﾔｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 飯田市陸協

順 No.

女子

5000mW              

決勝

1    36
氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月20日 13:15

大会新  (GR )       51.05
県高校新            47.46
長野県新            47.46

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 飯田高(A)   406 齊藤 由佳(2)     52.12 

ｲｲﾀﾞｺｳA ｻｲﾄｳ ﾕｶ
  407 島岡 日和(2)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ
  417 小嶋 織(1)

ｺｼﾞﾏ ﾊﾄﾘ
  416 宮下 真弥(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 2   4 松川高   387 今村 詩乃(1)     53.04 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ
  384 牧野 明日香(2)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ
  405 小倉 心音(1)

ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ
  386 中島  愛(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ
 3   5 飯田風越高   458 北原 沙希(2)     53.43 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｷﾀﾊﾗ ｻｷ
  463 伊藤 鈴音(1)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
  466 清水 梨那(1)

ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ
  456 松村 紫乃(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
 4   2 飯田高(B)   413 千葉 ほの香(1)     55.41 

ｲｲﾀﾞｺｳB ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ
  409 篠田 萌(2)

ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ
  415 小久保 茉耶(1)

ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ
  408 下平 佳穂里(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ
 5   3 飯田OIDE長姫高   472 平澤 優香(2)     55.71 

ｲｲﾀﾞｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｵｻ ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｶ
  471 中尾 晴香(3)

ﾅｶｵ ﾊﾙｶ
  476 菅沼 望子(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ
  473 山内 萌衣(2)

ﾔﾏｳﾁ ﾓｴ

女子

4x100mR             

決勝



決勝 8月19日 13:00

大会新  (GR )        1.50
県高校新             1.77
長野県新             1.81

北原 沙希(2) 高校 大会タイ
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高
下平 佳穂里(2) 高校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 飯田高
伊藤 鈴音(1) 高校
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越高

 1.25
3 2   463

- O XXX

 1.30

 1.50

2 1   408
O O XO XXX

- O XO XXO XXX

記録 備考
1 3   458

- - -

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25



決勝 8月20日  9:30

大会新  (GR )        5.16
県高校新             6.06
長野県新             6.41

齊藤 由佳(2) 高校   4.56   4.58   4.75   4.72   4.75   4.51    4.75 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高   +0.6   +0.7   +1.9   +2.1   +2.8   +2.1    +1.9
北原 沙希(2) 高校   4.24   4.38   4.56   4.39   4.33   4.58    4.58 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高   +0.2   +1.4   +0.9   +2.1   +0.9   +1.5    +1.5
伊藤 鈴音(1) 高校    -    X   4.10    X   4.56   4.48    4.56 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越高   +1.4   +1.2   +1.5    +1.2
小久保 茉耶(1) 高校   4.27   4.26   4.29   4.18   4.45   4.41    4.45 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 飯田高   +0.4   +1.1   +1.0   +1.9   +2.7   +0.4    +2.7
松村 紫乃(2) 高校    X   4.10    X   3.86   4.32   4.14    4.32 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越高   +0.5   +1.3   +1.3   +1.2    +1.3
千葉 ほの香(1) 高校   4.03   3.97    X    X   3.92   4.00    4.03 
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高   +0.6   +0.4   +0.8   +1.3    +0.6
礒田 梨那(1) 高校    X   3.41    X   3.31    X    X    3.41 
ｲｿﾀﾞ ﾘﾅ 飯田風越高   +0.3   +2.0    +0.3

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 7   406

2 5   458

3 6   463

4 4   415

7 1   465

5 3   456

6 2   413



決勝 8月20日  9:30

大会新  (GR )        9.98
県高校新            13.65
長野県新            13.70

伊藤 舞(2) 高校
ｲﾄｳ ﾏｲ 飯田風越高
伊藤 鈴音(1) 高校
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越高

 5.97   -   /   5.97 

 7.06  7.31  7.51   7.51 

2 1   463
 5.55   -   -

1 2   460
 7.10  6.81  6.92

-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 8月19日  9:30

大会新  (GR )       36.88
県高校新            44.69
長野県新            45.73

伊藤 舞(2) 高校
ｲﾄｳ ﾏｲ 飯田風越高

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

  O   O   X  21.58 
1 1   460

21.58   O   X



決勝 8月19日 13:30

大会新  (GR )       33.57
県高校新            48.39
長野県新            57.17

北野 緋菜(2) 高校 大会新
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南高
伊藤 鈴音(1) 高校
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越高
齊藤 由佳(2) 高校
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高
中山 ほのか(2) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 飯田女子高

女子

やり投(0.600kg)     

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 4   547

  O   O   O 38.39   O   X  38.39 

2 3   463
  O 22.87   O   O   O   O  22.87 

3 2   406
  O   O   O

4 1   441
  O   O 10.39   O   O   O  10.39 

  O 21.26   O  21.26 



予選 8月20日 10:30
決勝 8月20日 12:50

大会新  (GR )       12.78
県中学新            12.05

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +2.1

 1 山城 春菜(1) 中学     13.61 Q  1 塩澤 舞(1) 中学     13.86 Q
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中 ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 関島 瑠愛(1) 中学     13.96 Q  2 吉澤 詩乃(1) 中学     14.03 Q
ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 下伊那松川中 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 高森中

 3 木下 茜莉(1) 中学     14.10 Q  3 宮下 莉瑚(1) 中学     14.12 Q
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 緑ヶ丘中 ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 豊丘中

 4 筒井 結貴(1) 中学     14.78 q  4 熊谷 朋華(1) 中学     14.89 q
ﾂﾂｲ ﾕｷ 豊丘中 ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ 下伊那松川中

 5 松下 陽音(1) 中学     15.34  5 鍋島 楓(1) 中学     15.45 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森中 ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ 豊丘中

 6 倉澤 奈帆(1) 中学     15.66  6 中山 愛梨(1) 中学     16.22 
ｸﾗｻﾜ ﾅﾎ 飯田高陵中 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

風速 +1.8

 1 山城 春菜(1) 中学     13.47 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中

 2 塩澤 舞(1) 中学     13.83 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 木下 茜莉(1) 中学     13.97 
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 緑ヶ丘中

 4 関島 瑠愛(1) 中学     13.99 
ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 下伊那松川中

 5 吉澤 詩乃(1) 中学     14.08 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 高森中

 6 宮下 莉瑚(1) 中学     14.11 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 豊丘中

 7 熊谷 朋華(1) 中学     14.78 
ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ 下伊那松川中

 8 筒井 結貴(1) 中学     15.20 
ﾂﾂｲ ﾕｷ 豊丘中

1  8359

2  8545

3  8385

7  8542

8  8593

6  8358

記録／備考
5  8384

4  8631

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  8410 5  8608

2  8386 4  8544

4  8545 6  8359

3  8593 2  8542

5  8358 7  8385

6  8384 3  8631

中学女子　1年

100m                

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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 8月20日 10:10
決勝 8月20日 12:40

大会新  (GR )       12.67
県中学新            12.05

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.3

 1 小林 菜月(2) 中学     13.58 Q  1 藤本 遥(3) 中学     12.85 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 2 丸山 いより(3) 中学     13.61 Q  2 宮澤 香音(3) 中学     13.60 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中

 3 池野 佳帆(3) 中学     13.64 Q  3 西島 美幸(2) 中学     13.99 Q
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 近藤 希乃佳(2) 中学     13.91 q  4 熊谷 千尋(2) 中学     14.44 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 飯田高陵中 ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 高森中

 5 中平 留李花(3) 中学     14.35 q  5 木下 明里咲(2) 中学     14.79 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中 ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ 緑ヶ丘中

 6 宮下 聖菜(2) 中学     14.90  6 嵯峨座 維(2) 中学     15.59 
ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ 高森中 ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ 緑ヶ丘中

 7 熊谷 美雨(2) 中学     15.98  7 伊東 愛渚(2) 中学     15.65 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｳ 飯田高陵中 ｲﾄｳ ﾏﾅ 飯田高陵中
伊藤 優凪(3) 中学
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

風速 +3.1

 1 藤本 遥(3) 中学     12.55 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 2 宮澤 香音(3) 中学     13.20 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中

 3 丸山 いより(3) 中学     13.28 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

 4 小林 菜月(2) 中学     13.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘中

 5 西島 美幸(2) 中学     13.35 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 池野 佳帆(3) 中学     13.60 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 7 近藤 希乃佳(2) 中学     13.86 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 飯田高陵中

 8 中平 留李花(3) 中学     14.33 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中

1  8447

2  8381

8  8578

7  8543

6  8379

3  8612

5  8607

4  8378

4  8620
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  8446 7  8445

7  8374 4  8602

5  8381 2  8591

6  8447 5  8372

8  8543 8  8578

3  8379 3  8378

1  8612 6  8607

中学女子

100m                

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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 8月19日 11:30
決勝 8月19日 13:15

大会新  (GR )       26.71
県中学新            24.88

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +0.6

 1 丸山 いより(3) 中学     27.82 Q  1 藤本 遥(3) 中学     26.61 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 2 田中 里歩(3) 中学     27.99 Q  2 宮澤 香音(3) 中学     28.24 Q
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 阿智中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中

 3 山城 春菜(1) 中学     29.01 Q  3 西島 美幸(2) 中学     28.56 Q
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中 ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 伊藤 優凪(3) 中学     29.45  4 中山 愛梨(1) 中学     28.76 q
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

 5 木下 茜莉(1) 中学     29.51  5 関島 瑠愛(1) 中学     29.26 q
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 緑ヶ丘中 ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 下伊那松川中

 6 長谷部 奈月(3) 中学     30.13  6 宮下 莉瑚(1) 中学     29.78 
ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 豊丘中

 7 木下 明里咲(2) 中学     31.46  7 吉澤 詩乃(1) 中学     30.09 
ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ 緑ヶ丘中 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 高森中

風速 +2.2

 1 藤本 遥(3) 中学     26.39 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 2 宮澤 香音(3) 中学     27.60 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中

 3 西島 美幸(2) 中学     27.93 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 丸山 いより(3) 中学     27.99 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

 5 田中 里歩(3) 中学     28.19 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 阿智中

 6 山城 春菜(1) 中学     28.51 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中

 7 関島 瑠愛(1) 中学     28.70 
ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 下伊那松川中

 8 中山 愛梨(1) 中学     28.86 
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

2  8358

1  8608

6  8460

8  8384

7  8578

3  8379

記録／備考
4  8607

5  8378

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  8591 7  8385

7  8581 5  8542

6  8593 8  8358

5  8620 2  8608

8  8384 4  8578

3  8460 3  8378

4  8379 6  8607
大会新

中学女子

200m                

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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 8月20日 11:20

大会新  (GR )     1,04.79
県中学新            58.70

 1 田中 里歩(3) 中学   1,04.17 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 阿智中

 2 宮下 聖菜(2) 中学   1,09.00 
ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ 高森中

 3 宮内 笑夢(2) 中学   1,11.07 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 高森中
赤羽 菜杏(2) 中学
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ 高森中
中山 愛梨(1) 中学
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

5  8608
欠場

2  8383

4  8375
欠場

3  8460
大会新

6  8374

中学女子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月19日 14:10

大会新  (GR )     4,52.73
県中学新          4,28.36

 1 佐藤 悠花(1) 中学   5,05.27 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川中

 2 宮下 聖菜(2) 中学   5,17.09 
ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ 高森中

 3 筒井 心葉(1) 中学   5,17.58 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中

 4 西村 歩華(2) 中学   5,31.84 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 高森中

 5 佐藤 綾花(1) 中学   5,36.34 
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 下伊那松川中

 6 宮内 笑夢(2) 中学   5,38.51 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 高森中

 7 北沢 莉沙(3) 中学   5,42.68 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｻ 竜峡中

 8 木下 侑香(3) 中学   5,42.88 
ｷﾉｼﾀ ﾕｳｶ 竜峡中

 9 羽生 彩七(1) 中学   5,44.70 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田高陵中

10 金子 陽南(2) 中学   5,47.95 
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘中

11 橘 希帆(2) 中学   8,46.97 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｷﾎ 天龍中
赤羽 菜杏(2) 中学
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ 高森中
松村 美佑(1) 中学
ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 緑ヶ丘中
山本 結萌(1) 中学
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 豊丘中

中学女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8357

1  8374

2  8413

9  8382

12  8356

13  8383

8  8633

10  8632

6  8412

7  8592

3  8519

5  8375
欠場

11  8600
欠場

14  8541
欠場



決勝 8月20日  9:25

大会新  (GR )    10,14.24
県中学新          9,25.24

 1 松井 美蓉(3) 中学  10,14.69 
ﾏﾂｲ ﾐﾖ 阿智中

 2 佐藤 悠花(1) 中学  10,55.54 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川中

 3 筒井 心葉(1) 中学  11,11.95 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中

 4 西村 歩華(2) 中学  11,46.82 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 高森中

 5 佐藤 綾花(1) 中学  12,08.04 
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 下伊那松川中

 6 金子 陽南(2) 中学  12,17.59 
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘中

 7 羽生 彩七(1) 中学  12,19.04 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田高陵中

中学女子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8461

6  8357

3  8413

1  8382

7  8412

4  8356

2  8592



決勝 8月19日 13:35

大会新  (GR )       16.07
県中学新            14.28

風速 +2.7

 1 池野 佳帆(3) 中学     15.65 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 小林 菜月(2) 中学     17.55 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘中

 3 熊谷 千尋(2) 中学     19.68 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 高森中

 4 熊谷 亜弓(2) 中学     22.83 
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾕﾐ 緑ヶ丘中

中学女子

100mH(0.762m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8543

5  8612

2  8372

3  8603



決勝 8月19日 15:20

大会新  (GR )       52.49
県中学新            48.17

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  8543 池野 佳帆(3)     53.24 

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲｹﾉ ｶﾎ
 8578 西島 美幸(2)

ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ
 8631 塩澤 舞(1)

ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ
 8620 伊藤 優凪(3)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
 2   6 高森中(A)  8380 小平 真帆(3)     54.08 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ
 8379 丸山 いより(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
 8381 中平 留李花(3)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ
 8378 宮澤 香音(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ
 3   2 高森中(B)  8374 宮下 聖菜(2)     55.42 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ
 8384 山城 春菜(1)

ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 8385 吉澤 詩乃(1)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
 8372 熊谷 千尋(2)

ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ
 4   4 飯田高陵中  8410 倉澤 奈帆(1)     58.64 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｸﾗｻﾜ ﾅﾎ
 8445 伊東 愛渚(2)

ｲﾄｳ ﾏﾅ
 8446 熊谷 美雨(2)

ｸﾏｶﾞｲ ﾐｳ
 8447 近藤 希乃佳(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ
 5   3 豊丘中  8542 宮下 莉瑚(1)   1,02.57 

ﾄﾖｵｶﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ
 8544 鍋島 楓(1)

ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ
 8546 藤井 七星(3)

ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｾ
 8545 筒井 結貴(1)

ﾂﾂｲ ﾕｷ

中学女子

4x100mR             

決勝



決勝 8月19日 13:00

大会新  (GR )        1.55
県中学新             1.75

池野 佳帆(3) 中学
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
近藤 希乃佳(2) 中学
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 飯田高陵中
伊東 愛渚(2) 中学
ｲﾄｳ ﾏﾅ 飯田高陵中
松澤 澪(2) 中学
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｵ 緑ヶ丘中
熊谷 美雨(2) 中学
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｳ 飯田高陵中

 1.20XXX
5 1  8446

O O O

 1.25

 1.25

4 4  8596
O O O XXO XXX

O XXX
3 3  8445

XXO O XO

 1.25

 1.45

2 2  8447
O O O O XXX

O XO O O XO XXX

1m50 記録 備考
1 5  8543

- - O

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

中学女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15



決勝 8月20日  9:30

大会新  (GR )        5.10
県中学新             5.74

宮澤 香音(3) 中学   5.03   4.96   4.93    X   4.91   4.85    5.03 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中   +0.4   +1.6   -0.2   +1.1   +2.5    +0.4
池野 佳帆(3) 中学    X    X   4.50    X   4.41   4.58    4.58 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    0.0   +1.1   +0.6    +0.6
中平 留李花(3) 中学   4.22    X   4.16    X   4.30   4.23    4.30 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中   +0.3    0.0   +1.0   +2.3    +1.0
塩澤 舞(1) 中学   4.25   4.17   3.70    -    -   4.22    4.25 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.5   -0.3    0.0   +0.7    +0.5
竹村 菜々美(2) 中学    X    X   4.02   3.86   2.51   3.90    4.02 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 緑ヶ丘中   +1.5   +0.9    0.0   -0.1    +1.5
今村 実伶(1) 中学   3.60   3.97   3.73   3.97   3.92   3.91    3.97 
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 緑ヶ丘中   +1.1   +0.4   +0.5   +2.3   +1.1    0.0    +0.4
渡久山 和(2) 中学   3.77   3.74   3.73   3.92   3.56   3.50    3.92 
ﾄｸﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ 天龍中   +1.0   +1.8   +1.3   +1.6   +0.9   +0.9    +1.6
小平 真帆(3) 中学    X    X   3.80   3.89    X    X    3.89 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 高森中   +0.2   +1.4    +1.4
松下 陽音(1) 中学    X    X   3.64    3.64 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森中   +1.6    +1.6
兼宗 希(1) 中学   3.42   3.51   3.58    3.58 
ｶﾈﾑﾈ ﾉｿﾞﾐ 天龍中   +0.2   +1.5   +1.8    +1.8

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9  8378

2 8  8543

3 10  8381

4 6  8631

5 4  8598

6 5  8601

7 3  8518

8 7  8380

9 2  8386

10 1    42



決勝 8月20日  9:30

大会新  (GR )       12.00
県中学新            13.55

大牧 穂香(2) 中学
ｵｵﾏｷ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中
戸谷 優花(3) 中学
ﾄﾔ ﾕｳｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
熊谷 亜弓(2) 中学
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾕﾐ 緑ヶ丘中
竹内 果歩(1) 中学
ﾀｹｳﾁ ｶﾎ 飯田高陵中

 4.88  5.22  4.62   5.33 

 4.85  3.92  5.60   5.60 

4 1  8411
 5.33  5.18  5.03

 7.34  7.68  7.54   7.68 

3 4  8603
 5.51  5.44  4.97

 7.26  7.46   X   7.98 

2 3  8622
 7.35  7.55  7.22

1 2  8599
 7.40  7.52  7.98

-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 8月20日 12:00

大会新  (GR )       42.15
県中学新            45.45

藤井 七星(3) 中学
ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｾ 豊丘中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

  O   O   X  11.03 
1 1  8546

  O   O 11.03



予選 8月19日 11:05
決勝 8月19日 13:00

大会新  (GR )       14.61
県小学新            13.06

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 +1.3

 1 中島 采香(4) 小学     16.30 Q  1 千葉 唯花(4) 小学     15.83 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 松川陸上 ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 座光寺小

 2 柳 美紀(4) 小学     16.76 Q  2 清水  麻理恵(4) 小学     16.38 Q
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 松川陸上 ｼﾐｽﾞ   ﾏﾘｴ 下條小

 3 湯田 うらら(4) 小学     16.83  3 羽生 月佳(4) 小学     16.71 q
ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ 座光寺小 ﾊﾆｭｳ ﾙｶ 松川陸上

 4 岩井 優季(4) 小学     17.66  4 小池 悠(4) 小学     17.22 
ｲﾜｲ ﾕｷ 座光寺小 ｺｲｹ ﾕｳ 座光寺小

 5 清水 みいな(4) 小学     17.92  5 内藤 瑞咲(4) 小学     18.16 
ｼﾐｽﾞ ﾐｲﾅ 天竜SC ﾅｲﾄｳ ﾐｻｷ 天竜SC

 6 大場由日里(4) 小学     18.58 湯澤 彩花(4) 小学
ｵｵﾊﾞ ﾕｶﾘ 松川陸上 ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 松川陸上

 7 宮下 友希(4) 小学     18.68 片桐 杏菜(4) 小学
ﾐﾔｼﾀ ﾕｷ 松川陸上 ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾝﾅ 松川陸上

[ 3組] 風速 +1.0

 1 岩下 心葉(4) 小学     15.60 Q
ｲﾜｼﾀ ｺｺﾊ 松川陸上

 2 松尾 綺夏(4) 小学     15.95 Q
ﾏﾂｵ ｱﾔｶ 松川陸上

 3 小林 希愛(4) 小学     16.61 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 小平 一葉(4) 小学     16.93 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 天竜SC

 5 松村 華萌(4) 小学     17.21 
ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 松川陸上

 6 高田 萌花(4) 小学     17.50 
ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ 座光寺小

 7 関 沙桜里(4) 小学     17.89 
ｾｷ ｻｵﾘ 松川陸上

風速 +0.8

 1 岩下 心葉(4) 小学     15.49 
ｲﾜｼﾀ ｺｺﾊ 松川陸上

 2 千葉 唯花(4) 小学     15.78 
ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 座光寺小

 3 中島 采香(4) 小学     16.05 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 松川陸上

 4 松尾 綺夏(4) 小学     16.19 
ﾏﾂｵ ｱﾔｶ 松川陸上

 5 小林 希愛(4) 小学     16.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 6 清水  麻理恵(4) 小学     16.59 
ｼﾐｽﾞ   ﾏﾘｴ 下條小

 7 柳 美紀(4) 小学     16.63 
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 松川陸上

 8 羽生 月佳(4) 小学     16.68 
ﾊﾆｭｳ ﾙｶ 松川陸上

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

小学女子　4年

100m                

予選 通過基準  3組  2着 + 2 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
6    26 5    15

4    32 8     9

5    16 2    17

3    12 3    14

7    34 7    35

2    25 4    27
欠場

8    21 6    31
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    20

6    24

3     5

5    33

2    23

7    13

4    19

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    20

4    15

3    26

5    24

1     5

8     9

7    32

2    17



決勝 8月19日 12:50

大会新  (GR )       14.26
県小学新            13.06

風速 +1.1

 1 田口 美桜(5) 小学     15.04 
ﾀｸﾞﾁ ﾐｵｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 小嶋  真凜(5) 小学     16.25 
ｺｼﾞﾏ   ﾏﾘﾝ 下條小

 3 小畑 琉奈(5) 小学     16.43 
ｵﾊﾞﾀ ﾙﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 松下 和乃歌(5) 小学     17.17 
ﾏﾂｼﾀ  ﾉﾉｶ 下條小

3     4

2     8

5     6

4     7

小学女子　5年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月19日 12:40

大会新  (GR )       13.76
県小学新            13.06

風速 +1.0

 1 能登 愛琉(6) 小学     14.16 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 松川陸上

 2 三嶋 渚沙(6) 小学     14.59 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 湯澤 帆花(6) 小学     14.78 
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 松川陸上

 4 梶間 理預(6) 小学     15.13 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 松川陸上
小林 礼奈(6) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾅ 松川陸上

小学女子　6年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    29

3     3

5    22
欠場

2    28

4    18



決勝 8月19日 13:50

大会新  (GR )     3,22.19
県小学新          3,03.46

 1 福島 羽七(4) 小学   3,52.59 
ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ 松川陸上

 2 中島  妃芽乃(4) 小学   4,33.37 
ﾅｶｼﾏ   ﾋﾒﾉ 下條小

 3 白上  由菜(4) 小学   4,41.09 
ｼﾗｶﾐ   ﾕﾅ 下條小

3    11

2    30

1    10

小学女子

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月19日 15:00

大会新  (GR )       55.68
県小学新            53.24

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松川陸上(A)    32 柳 美紀(4)     59.93 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳA ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ
   28 湯澤 帆花(6)

ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
   18 梶間 理預(6)

ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ
   29 能登 愛琉(6)

ﾉﾄ ｱｲﾙ
 2   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     5 小林 希愛(4)   1,01.96 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ
    6 田口 美桜(5)

ﾀｸﾞﾁ ﾐｵｳ
    4 小畑 琉奈(5)

ｵﾊﾞﾀ ﾙﾅ
    3 三嶋 渚沙(6)

ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ
 3   3 浜井場小    39 吉川 瑞姫   1,03.88 

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ ﾖｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ
   38 加山 遥菜

ｶﾔﾏ ﾊﾙﾅ
   41 木村 まりん

ｷﾑﾗ ﾏﾘﾝ
   40 松澤 望

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 4   8 松川陸上(B)    20 岩下 心葉(4)   1,03.88 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳB ｲﾜｼﾀ ｺｺﾊ
   26 中島 采香(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ
   24 松尾 綺夏(4)

ﾏﾂｵ ｱﾔｶ
   17 羽生 月佳(4)

ﾊﾆｭｳ ﾙｶ
 5   2 下條小(A)    10 中島  妃芽乃(4)   1,06.99 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳA ﾅｶｼﾏ   ﾋﾒﾉ
    7 小嶋  真凜(5)

ｺｼﾞﾏ   ﾏﾘﾝ
    9 清水  麻理恵(4)

ｼﾐｽﾞ   ﾏﾘｴ
    8 松下 和乃歌(5)

ﾏﾂｼﾀ  ﾉﾉｶ
 6   7 座光寺小    13 高田 萌花(4)   1,08.95 

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳ ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ
   16 湯田 うらら(4)

ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ
   14 小池 悠(4)

ｺｲｹ ﾕｳ
   12 岩井 優季(4)

ｲﾜｲ ﾕｷ
 7   6 松川陸上(C)    19 関 沙桜里(4)   1,12.89 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳC ｾｷ ｻｵﾘ
   21 宮下 友希(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｷ
   23 松村 華萌(4)

ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ
   25 大場由日里(4)

ｵｵﾊﾞ ﾕｶﾘ

小学女子

4x100mR             

決勝



決勝 8月19日 11:00

大会新  (GR )        4.48
県小学新             4.75

小平 一葉(4) 小学   2.75   2.50   2.64   2.65   2.70   3.15    3.15 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 天竜SC   +0.9   +2.7   +1.9   +1.9   +0.9   +1.4    +1.4
清水 みいな(4) 小学    X   2.61    X   2.15    X   3.02    3.02 
ｼﾐｽﾞ ﾐｲﾅ 天竜SC   +2.5   +1.2   +2.5    +2.5
内藤 瑞咲(4) 小学   2.38   2.24   2.73   2.49   2.63   2.82    2.82 
ﾅｲﾄｳ ﾐｻｷ 天竜SC   +2.6   +2.5   +2.3   +0.4   +1.1   +1.6    +1.6

小学女子

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

3 1    35

1 3    33

2 2    34
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