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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 

2019/10/19 9:00 曇り 南南西 0.9 15.1 97.0 

 

 10:00 曇り 南西 1.0 15.9 96.0 
 11:00 曇り 南西 1.4 17.5 90.0 
 12:00 曇り 北北東 0.5 18.3 90.0 
 13:00 曇り 南西 1.6 20.0 87.0 
 14:00 曇り 西南西 2.5 21.3 83.0 
 15:00 曇り 西 3.4 20.5 92.0 

 



令和元年度　飯伊陸上競技秋季記録会                                              

決勝記録一覧表
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
10/19 女子 藤本 遥(2) 12.78 熊谷 香織 12.93 宮澤 けい(2) 12.96 塩澤 舞(3) 13.16 池野 佳帆(2) 13.22 丸山 いより(2) 13.39 宮澤 香音(2) 13.43 三嶋 渚沙(2) 13.48

100m 高校生･飯田高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 中学生･赤穂中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･下伊那農業 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
10/19 森脇 涼羽(2) 1,01.67 藤本 遥(2) 1,01.75 田中 里歩(2) 1,02.03 氣賀澤 円香(1) 1,03.12 小林 香絵(2) 1,04.68 丸山 いより(2) 1,05.60 中島 志穂(2) 1,06.39 向山 綾織(1) 1,07.23

400m 高校生･赤穂高 高校生･飯田高 高校生･松川高 高校生･赤穂高 高校生･赤穂高 高校生･飯田風越高 中学生･緑ヶ丘中 高校生･赤穂高
10/19 戸枝 くるみ(2) 10,46.84 松井 美蓉(2) 10,52.85 唐澤 愛佳(2) 11,20.63 滝沢 初寧(3) 11,28.29 武村 美尋(1) 11,50.63 善積 結花(1) 11,53.90 梅木 莉子(1) 11,56.50 堀内 花恋(2) 11,59.99

3000m 中学生･駒ヶ根東中 高校生･飯田高 中学生･駒ヶ根東中 中学生･駒ヶ根東中 中学生･箕輪中 中学生･駒ヶ根東中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･駒ヶ根東中
10/19  -0.5 池野 佳帆(2) 15.36 熊谷 千尋(1) 18.36

100mH(0.838m) 高校生･飯田高 高校生･飯田高
10/19 藤田 愛以花(3) 1.46 唐澤 さくら(2) 1.35 石﨑 智紗(2) 1.35 山本 結萌(3) 中学生･豊丘中 1.30 竹之内 史織(1) 1.30 伊藤 希美(1) 中学生･伊那東部中 1.25

走高跳 中学生･静大附属静岡中 中学生･箕輪中 中学生･辰野中 前里 咲耀(2) 中学生･緑ヶ丘中 中学生･伊那東部中 中谷 美玖(2) 中学生･箕輪中
10/19 宮澤 香音(2) 5.26(+0.7) 塩澤 舞(3) 4.92(+0.7) 藤田 愛以花(3) 4.66(+0.4) 小日向 慧(2) 4.61(+1.3) 向山 飛鳥(2) 4.58(+0.5) 本田 尚子(1) 4.50(0.0) 掛川 風保(1) 4.19(+0.4) 中村 夏鈴(1) 3.99(+1.3)

走幅跳 高校生･下伊那農業 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･静大附属静岡中 中学生･箕輪中 中学生･箕輪中 高校生･赤穂高 中学生･伊那東部中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
10/19 瀧浪 麻愛(2) 19.79 森谷 純礼(2) 15.20 伊藤 優凪(2) 13.63

円盤投(1.000kg) 高校生･下伊那農業 高校生･飯田風越高 高校生･飯田風越高
10/19 中島 未歩 54.84 佐藤 芹香(4) 50.42

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 一般･飯田病院 大学生･東女体大
10/19 北沢 莉沙(2) 24.85 小林 菜月(1) 24.29

やり投 高校生･下伊那農業 高校生･飯田高
10/19 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       51.51 飯田風越高       52.03 赤穂高       52.46 箕輪中(A)       53.15 緑ヶ丘中       54.20 飯田高陵中       56.13 伊那東部中       56.19 高森中       56.60

4×100mR 塩澤 舞(3) 伊藤 優凪(2) 春日 如乃(2) 今井 遥香(1) 安藤 奈々花(1) 西尾 咲輝(1) 福澤 さくら(1) 梶間 理預(2)
三嶋 渚沙(2) 丸山 いより(2) 森脇 涼羽(2) 唐澤 さくら(2) 小林 咲月(2) 鎌倉 美子(1) 掛川 風保(1) 北原 怜奈(1)
中山 愛梨(3) 嵯峨座 維(1) 小林 香絵(2) 向山 飛鳥(2) 中島 志穂(2) 矢澤 千夏(1) 城倉 風花(2) 熊谷 綾乃(1)
中村 夏鈴(1) 森谷 純礼(2) 氣賀澤 円香(1) 小日向 慧(2) 佐々木 幸雪(2) 小西 世蘭(1) 三澤 琴(1) 中村 千果(2)

10/19 小学女子 亀井 こころ(3) 9.53 関島 絆愛(3) 9.59 熊谷 莉子(3) 10.21 丸山 千暁(3) 小学生･たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ 10.25 櫻井 瑠子(3) 10.38 坂牧 夏帆(3) 10.45 下嶋 花菜(3) 10.47
60m 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 日吉 歩乃花(3) 小学生･上久堅小 小学生･松尾小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･下條小

10/19 湯澤 彩花(6) 13.55 岩下 心葉(6) 13.68 千葉 唯花(6) 13.92 梨子田 乃々果(6) 14.27 松下 玲来(6) 14.33 柳  美紀(6) 14.63 松尾 綺夏(6) 14.65 羽生 月佳(6) 14.67
100m 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･座光寺小 小学生･北安松川小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

10/19 伊藤 瑠那(6) 3,20.68 真柴 愛里(6) 3,20.95 中島 妃芽乃(6) 3,26.53 高田 萌花(6) 3,27.06 小林 ゆら(6) 3,27.74 篠田 楓夏(6) 3,32.75 福島 羽七(6) 3,35.09 山岸 來奈(6) 3,36.88
1000m 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･駒ヶ根中沢RC 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･座光寺小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ

10/19 熊谷 かなで(6) 3.88(0.0) 藤本 心美(4) 3.64(0.0) 勝野 光咲(5) 3.61(0.0) 山﨑 ここね(6) 3.19(0.0) 松澤 祐奈(6) 3.09(+0.4) 内藤 瑞咲(6) 3.08(+0.2) 櫻井 音寧(5) 3.08(0.0) 櫛原 悠奈(5) 2.91(+0.4)
走幅跳 小学生･天竜SC 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･宮川RC 小学生･天龍小 小学生･伊賀良小 小学生･天竜SC 小学生･松尾小 小学生･伊賀良小

10/19 小平 一葉(6) 30.38 今村 さくら(6) 26.29 遠山 紅葉(6) 22.85 林 かれん(4) 19.97 宮下 心花(4) 15.48
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･天竜SC 小学生･竜丘小 小学生･阿智第二小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･高森南小

10/19 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      54.55 座光寺小(A)       55.53 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)      58.84 ISｼﾞｭﾆｱ(A)       59.39 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       59.84 座光寺小(B)     1,00.02 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    1,00.47 ISｼﾞｭﾆｱ(B)     1,01.07
4×100mR 岩下 心葉(6) 湯田 うらら(6) 藤本 心美(4) 伊藤 瑠那(6) 林 亜優香(5) 松村 來春(6) 榎本 葵(5) 小林 ゆら(6)

羽生 月佳(6) 千葉 唯花(6) 中島 采香(6) 中島 妃芽乃(6) 木下 瑠菜(6) 高田 萌花(6) 加藤 妃心(5) 代田 りみ(6)
柳  美紀(6) 小池 悠(6) 松尾 綺夏(6) 原 亜真乃(6) 牧内 亜咲美(6) 石川 結衣(6) 塩澤 みのり(5) 山岸 來奈(6)
湯澤 彩花(6) 伊坪 優(6) 松村 華萌(6) 篠田 楓夏(6) 松下 玲来(6) 原 千夏(6) 光澤 琥珀(5) 西川 莉子(6)

10/19 中学女子 唐澤 さくら(2) 14.71 宮澤 けい(2) 15.63 増澤 雛(2) 17.94 中村 千果(2) 18.74 伊藤 凛花(1) 19.18 西尾 咲輝(1) 20.06 石﨑 智紗(2) 20.33 小西 世蘭(1) 20.77
100mH(0.762m) 中学生･箕輪中 中学生･赤穂中 中学生･辰野中 中学生･高森中 中学生･伊那東部中 中学生･飯田高陵中 中学生･辰野中 中学生･飯田高陵中

10/19 下村 美優(1) 8.01 宮原 彩菜(2) 7.83 石﨑 智紗(2) 7.12 伊藤 彩乃(1) 6.57 中村 文音(1) 6.49 渡辺 光莉(1) 5.93 登内 空未(1) 5.19 牧内 はるな(1) 4.94
砲丸投(2.721kg) 中学生･南箕輪中 中学生･辰野中 中学生･辰野中 中学生･南箕輪中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･辰野中 中学生･箕輪中 中学生･緑ヶ丘中

10/19 城倉 涼花(2) 35.20 下村 美優(1) 31.97 武井 みずき(1) 26.53 藤田 愛以花(3) 22.71 松川 加歩(1) 19.43
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･伊那東部中 中学生･南箕輪中 中学生･南箕輪中 中学生･静大附属静岡中 中学生･南箕輪中



決勝 10月19日  9:15

県記録(KR)          11.56
県高校新(KR)        12.00
県中学新(KR)        12.05

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.9

 1 三澤 和(2) 中学生     14.95  1 北原 怜奈(1) 中学生     15.28 
ﾐｻﾜ ﾅｺﾞﾐ 南箕輪中 ｷﾀﾊﾗ ﾚﾅ 高森中

 2 松澤 美玖(2) 中学生     15.42  2 中原 寧々(2) 中学生     15.42 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｸ 春富中 ﾅｶﾊﾗ ﾈﾈ 春富中

 3 百瀬 京香(1) 中学生     15.70  3 小松 優未(1) 高校生     15.49 
ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ 辰野中 ｺﾏﾂ ﾕｳﾐ 高遠高

 4 中川 綾乃(1) 中学生     15.86  4 松沢 憂菜(1) 中学生     15.49 
ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 箕輪中 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ 箕輪中

 5 髙橋 希(1) 中学生     15.95  5 片桐 茉穂(1) 中学生     15.85 
ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中 ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾎ 駒ヶ根東中

 6 羽柴 あゆみ(2) 中学生     16.02  6 平澤 來実(1) 中学生     16.02 
ﾊｼﾊﾞ ｱﾕﾐ 駒ヶ根東中 ﾋﾗｻﾜ ｸﾙﾐ 松川中

 7 下平 明音(1) 中学生     16.08 小池 那奈(1) 中学生
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｶﾈ 駒ヶ根東中 ｺｲｹ ﾅﾅ 箕輪中
若林 優里(2) 中学生 赤羽 優花(1) 中学生
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 箕輪中 ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ 辰野中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速  0.0

 1 堀内 遥加(1) 中学生     15.06  1 熊谷 綾乃(1) 中学生     14.41 
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 箕輪中 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ 高森中

 2 小林 美咲(2) 中学生     15.07  2 梶間 理預(2) 中学生     14.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 箕輪中 ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 高森中

 3 宮下 夏澄(1) 中学生     15.12  3 村澤 みゆき(1) 中学生     14.82 
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾐ 松川中 ﾑﾗｻﾜ ﾐﾕｷ 緑ヶ丘中

 4 原田 未李(1) 中学生     15.17  4 岩井 陽菜(1) 中学生     14.93 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ 緑ヶ丘中 ｲﾜｲ ｱｷﾅ 辰野中

 5 小林 美穂(2) 中学生     15.48  5 畠山 あゆみ(1) 中学生     15.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 駒ヶ根東中 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 春富中

 6 浅井 ゆいか(1) 中学生     15.50  6 飯嶋 綾乃(1) 高校生     15.11 
ｱｻｲ ﾕｲｶ 緑ヶ丘中 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 飯田女子高

 7 新村 唯乃(2) 中学生     15.78  7 田中 結羽(1) 中学生     15.11 
ﾆｲﾑﾗ ﾕｲﾉ 緑ヶ丘中 ﾀﾅｶ ﾕｳ 春富中
丸山 結菜(1) 中学生  8 尾戸 美柚(1) 中学生     15.11 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 飯田高陵中 ｵﾄ ﾐﾕｳ 辰野中

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 +0.5

 1 小日向 慧(2) 中学生     14.05  1 森谷 純礼(2) 高校生     13.50 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中 ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 飯田風越高

 2 春日 如乃(2) 高校生     14.31  2 中村 夏鈴(1) 中学生     13.51 
ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂高 ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 尾崎 せれの(2) 中学生     14.35  3 小林 咲月(2) 中学生     13.85 
ｵｻﾞｷ ｾﾚﾉ 春富中 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 緑ヶ丘中

 4 向山 飛鳥(2) 中学生     14.36  4 中村 千果(2) 中学生     13.99 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 箕輪中 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中

 5 野村 ひかり(1) 高校生     14.75  5 永坂 莉羅 中学生     14.06 
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 高遠高 ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 桃の郷AC

 6 赤羽 七海(1) 中学生     14.76  6 嵯峨座 維(1) 高校生     14.13 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 箕輪中 ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ 飯田風越高

 7 湯澤 帆花(2) 中学生     14.79  7 今井 遥香(1) 中学生     14.18 
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 松川中 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪中

 8 青島 海空(1) 中学生     15.16  8 安藤 奈々花(1) 中学生     14.67 
ｱｵｼﾏ ﾐﾗ SAC ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ 緑ヶ丘中
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[ 7組] 風速 +0.5 [ 8組] 風速  0.0

 1 塩澤 舞(3) 中学生     13.16  1 藤本 遥(2) 高校生     12.78 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾙｶ 飯田高

 2 丸山 いより(2) 高校生     13.39  2 熊谷 香織 一般     12.93 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越高 ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 三嶋 渚沙(2) 中学生     13.48  3 宮澤 けい(2) 中学生     12.96 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 赤穂中

 4 氣賀澤 杏香(2) 高校生     13.54  4 池野 佳帆(2) 高校生     13.22 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農高 ｲｹﾉｶﾎ 飯田高

 5 伊藤 優凪(2) 高校生     13.62  5 宮澤 香音(2) 高校生     13.43 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 飯田風越高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農業

 6 佐々木 幸雪(2) 中学生     13.65 中嶋 珠久(1) 高校生
ｻｻｷ ｺﾕｷ 緑ヶ丘中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 伊那弥生ヶ丘高

 7 佐野 涼楓(2) 中学生     13.71 樫山 結 一般
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 赤穂中 ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 桃の郷AC
能登 愛琉(2) 中学生
ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中

欠場
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   1 藤本 遥(2) 高校生 飯田高     12.78 (0.0)   8   1
   2 熊谷 香織 一般 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     12.93 (0.0)   8   2
   3 宮澤 けい(2) 中学生 赤穂中     12.96 (0.0)   8   3
   4 塩澤 舞(3) 中学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.16 (+0.5)   7   1
   5 池野 佳帆(2) 高校生 飯田高     13.22 (0.0)   8   4
   6 丸山 いより(2) 高校生 飯田風越高     13.39 (+0.5)   7   2
   7 宮澤 香音(2) 高校生 下伊那農業     13.43 (0.0)   8   5
   8 三嶋 渚沙(2) 中学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.48 (+0.5)   7   3
   9 森谷 純礼(2) 高校生 飯田風越高     13.50 (+0.5)   6   1
  10 中村 夏鈴(1) 中学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.51 (+0.5)   6   2
  11 氣賀澤 杏香(2) 高校生 上伊那農高     13.54 (+0.5)   7   4
  12 伊藤 優凪(2) 高校生 飯田風越高     13.62 (+0.5)   7   5
  13 佐々木 幸雪(2) 中学生 緑ヶ丘中     13.65 (+0.5)   7   6
  14 佐野 涼楓(2) 中学生 赤穂中     13.71 (+0.5)   7   7
  15 小林 咲月(2) 中学生 緑ヶ丘中     13.85 (+0.5)   6   3
  16 中村 千果(2) 中学生 高森中     13.99 (+0.5)   6   4
  17 小日向 慧(2) 中学生 箕輪中     14.05 (0.0)   5   1
  18 永坂 莉羅 中学生 桃の郷AC     14.06 (+0.5)   6   5
  19 嵯峨座 維(1) 高校生 飯田風越高     14.13 (+0.5)   6   6
  20 今井 遥香(1) 中学生 箕輪中     14.18 (+0.5)   6   7
  21 春日 如乃(2) 高校生 赤穂高     14.31 (0.0)   5   2
  22 尾崎 せれの(2) 中学生 春富中     14.35 (0.0)   5   3
  23 向山 飛鳥(2) 中学生 箕輪中     14.36 (0.0)   5   4
  24 熊谷 綾乃(1) 中学生 高森中     14.41 (0.0)   4   1
  25 安藤 奈々花(1) 中学生 緑ヶ丘中     14.67 (+0.5)   6   8
  26 野村 ひかり(1) 高校生 高遠高     14.75 (0.0)   5   5
  27 梶間 理預(2) 中学生 高森中     14.76 (0.0)   4   2
  27 赤羽 七海(1) 中学生 箕輪中     14.76 (0.0)   5   6
  29 湯澤 帆花(2) 中学生 松川中     14.79 (0.0)   5   7
  30 村澤 みゆき(1) 中学生 緑ヶ丘中     14.82 (0.0)   4   3
  31 岩井 陽菜(1) 中学生 辰野中     14.93 (0.0)   4   4
  32 三澤 和(2) 中学生 南箕輪中     14.95 (+0.4)   1   1
  33 畠山 あゆみ(1) 中学生 春富中     15.00 (0.0)   4   5
  34 堀内 遥加(1) 中学生 箕輪中     15.06 (0.0)   3   1
  35 小林 美咲(2) 中学生 箕輪中     15.07 (0.0)   3   2
  36 飯嶋 綾乃(1) 高校生 飯田女子高     15.11 (0.0)   4   6
  36 田中 結羽(1) 中学生 春富中     15.11 (0.0)   4   7
  36 尾戸 美柚(1) 中学生 辰野中     15.11 (0.0)   4   8
  39 宮下 夏澄(1) 中学生 松川中     15.12 (0.0)   3   3
  40 青島 海空(1) 中学生 SAC     15.16 (0.0)   5   8
  41 原田 未李(1) 中学生 緑ヶ丘中     15.17 (0.0)   3   4
  42 北原 怜奈(1) 中学生 高森中     15.28 (+0.9)   2   1
  43 松澤 美玖(2) 中学生 春富中     15.42 (+0.4)   1   2
  43 中原 寧々(2) 中学生 春富中     15.42 (+0.9)   2   2
  45 小林 美穂(2) 中学生 駒ヶ根東中     15.48 (0.0)   3   5
  46 小松 優未(1) 高校生 高遠高     15.49 (+0.9)   2   3
  46 松沢 憂菜(1) 中学生 箕輪中     15.49 (+0.9)   2   4
  48 浅井 ゆいか(1) 中学生 緑ヶ丘中     15.50 (0.0)   3   6
  49 百瀬 京香(1) 中学生 辰野中     15.70 (+0.4)   1   3
  50 新村 唯乃(2) 中学生 緑ヶ丘中     15.78 (0.0)   3   7
  51 片桐 茉穂(1) 中学生 駒ヶ根東中     15.85 (+0.9)   2   5
  52 中川 綾乃(1) 中学生 箕輪中     15.86 (+0.4)   1   4
  53 髙橋 希(1) 中学生 箕輪中     15.95 (+0.4)   1   5
  54 羽柴 あゆみ(2) 中学生 駒ヶ根東中     16.02 (+0.4)   1   6
  54 平澤 來実(1) 中学生 松川中     16.02 (+0.9)   2   6
  56 下平 明音(1) 中学生 駒ヶ根東中     16.08 (+0.4)   1   7
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決勝 10月19日 14:10

県記録(KR)          54.56
県高校新(KR)        55.42
県中学新(KR)        57.87

[ 1組] [ 2組]

 1 鎌倉 美子(1) 中学生   1,08.82  1 中島 志穂(2) 中学生   1,06.39 
ｶﾏｸﾗ ﾐｺ 飯田高陵中 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 緑ヶ丘中

 2 湯澤 帆花(2) 中学生   1,09.53  2 向山 綾織(1) 高校生   1,07.23 
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 松川中 ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾔﾘ 赤穂高

 3 矢澤 千夏(1) 中学生   1,12.18  3 西尾 咲輝(1) 中学生   1,08.29 
ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 飯田高陵中 ﾆｼｵ ｻｷ 飯田高陵中

 4 原 奈津美(2) 高校生   1,16.41  4 岡村 瑚白(1) 中学生   1,08.90 
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 飯田女子高 ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ 緑ヶ丘中

 5 竹村 沙葉(1) 中学生   1,17.37  5 逸持治 奏愛(1) 高校生   1,11.71 
ﾀｹﾑﾗ ｻﾖ 駒ヶ根東中 ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ 赤穂高

 6 宮下 夏澄(1) 中学生   1,20.09  6 中林 杏樹(1) 中学生   1,14.23 
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾐ 松川中 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 箕輪中
小山 真央(1) 中学生  7 三澤 咲貴(2) 中学生   1,16.85 
ｺﾔﾏ ﾏｵ 飯田高陵中 ﾐｻﾜ ｻｷ 箕輪中
三澤 由佳(1) 中学生  8 鈴木 そら(2) 中学生   1,17.17 
ﾐｻﾜ ﾕｳｶ 箕輪中 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 箕輪中

[ 3組]

 1 森脇 涼羽(2) 高校生   1,01.67 
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高

 2 藤本 遥(2) 高校生   1,01.75 
ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾙｶ 飯田高

 3 田中 里歩(2) 高校生   1,02.03 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高

 4 氣賀澤 円香(1) 高校生   1,03.12 
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂高

 5 小林 香絵(2) 高校生   1,04.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 赤穂高

 6 丸山 いより(2) 高校生   1,05.60 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越高

 7 長谷部 奈月(2) 高校生   1,07.39 
ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ 飯田OIDE長姫高
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   1 森脇 涼羽(2) 高校生 赤穂高     1,01.67   3   1
   2 藤本 遥(2) 高校生 飯田高     1,01.75   3   2
   3 田中 里歩(2) 高校生 松川高     1,02.03   3   3
   4 氣賀澤 円香(1) 高校生 赤穂高     1,03.12   3   4
   5 小林 香絵(2) 高校生 赤穂高     1,04.68   3   5
   6 丸山 いより(2) 高校生 飯田風越高     1,05.60   3   6
   7 中島 志穂(2) 中学生 緑ヶ丘中     1,06.39   2   1
   8 向山 綾織(1) 高校生 赤穂高     1,07.23   2   2
   9 長谷部 奈月(2) 高校生 飯田OIDE長姫高     1,07.39   3   7
  10 西尾 咲輝(1) 中学生 飯田高陵中     1,08.29   2   3
  11 鎌倉 美子(1) 中学生 飯田高陵中     1,08.82   1   1
  12 岡村 瑚白(1) 中学生 緑ヶ丘中     1,08.90   2   4
  13 湯澤 帆花(2) 中学生 松川中     1,09.53   1   2
  14 逸持治 奏愛(1) 高校生 赤穂高     1,11.71   2   5
  15 矢澤 千夏(1) 中学生 飯田高陵中     1,12.18   1   3
  16 中林 杏樹(1) 中学生 箕輪中     1,14.23   2   6
  17 原 奈津美(2) 高校生 飯田女子高     1,16.41   1   4
  18 三澤 咲貴(2) 中学生 箕輪中     1,16.85   2   7
  19 鈴木 そら(2) 中学生 箕輪中     1,17.17   2   8
  20 竹村 沙葉(1) 中学生 駒ヶ根東中     1,17.37   1   5
  21 宮下 夏澄(1) 中学生 松川中     1,20.09   1   6
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決勝 10月19日 14:40

県記録(KR)        9,00.50
県高校新(KR)      9,01.36
県中学新(KR)      9,25.24

 1 戸枝 くるみ(2) 中学生  10,46.84 
ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 駒ヶ根東中

 2 松井 美蓉(2) 高校生  10,52.85 
ﾏﾂｲ ﾐﾖ 飯田高

 3 唐澤 愛佳(2) 中学生  11,20.63 
ｶﾗｻﾜ ｱｲｶ 駒ヶ根東中

 4 滝沢 初寧(3) 中学生  11,28.29 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 駒ヶ根東中

 5 武村 美尋(1) 中学生  11,50.63 
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪中

 6 善積 結花(1) 中学生  11,53.90 
ﾖｼﾂﾞﾐ ﾕｳｶ 駒ヶ根東中

 7 梅木 莉子(1) 中学生  11,56.50 
ｳﾒｷ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 堀内 花恋(2) 中学生  11,59.99 
ﾎﾘｳﾁ ｶﾚﾝ 駒ヶ根東中

 9 圓谷 爽夏(3) 中学生  12,01.26 
ﾂﾌﾞﾗﾔ ｻﾔｶ 高森中

10 羽生 彩七(2) 中学生  12,01.29 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田高陵中

11 桐生 瑞希(1) 中学生  12,03.62 
ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

12 柴 由衣(2) 中学生  12,12.78 
ｼﾊﾞ ﾕｲ 箕輪中

13 山本 結萌(3) 中学生  12,13.31 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 豊丘中

14 松下 真奈(1) 中学生  12,15.98 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

15 野口 莉奈(2) 中学生  12,17.13 
ﾉｸﾞﾁ ﾘﾅ 高森中

16 宮下 琴羽(1) 中学生  12,22.57 
ﾐﾔｼﾀ ｺﾄﾊ 駒ヶ根東中

17 田中 凜(2) 中学生  12,22.76 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 緑ヶ丘中

18 小林 ここね(1) 中学生  12,32.55 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾈ 駒ヶ根東中

19 小松 礼佳(3) 中学生  12,36.29 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 箕輪中

20 松見 すみれ(3) 中学生  12,50.63 
ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ 箕輪中

21 池戸 野乃佳(2) 中学生  12,54.35 
ｲｹﾄﾞ ﾉﾉｶ 緑ヶ丘中
筒井 心葉(3) 中学生  11,20.38 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中
岡 瑞希(1) 高校生
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高
森脇 光砂(3) 中学生
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 赤穂中
森 ほのか(1) 高校生
ﾓﾘ ﾎﾉｶ 伊那弥生ヶ丘高
佐藤 悠花(3) 中学生
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松川中
佐藤 綾花(3) 中学生
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 松川中
吉澤 真穂(2) 中学生
ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾎ 飯田高陵中
下嶋 優菜(1) 中学生
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

28  8481
欠場

13  8356
欠場

18  8416
欠場

7   306
欠場

9  8357
欠場

3   307
欠場

4  8826
欠場

15  8613

29  9999
ｵｰﾌﾟﾝ参加

14  8013

2  8014

19  8610

25  8252

8  8389

5  8254

16  8541

10  8627

6  8652

22  8026

26  8392

24  8412

20  8482

21  8285

12  8002

17  8255

23  8283

1  8278

27  8282

11   418

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月19日 13:30

県記録(KR)          13.81
県高校新(KR)        14.10

風速 -0.5

 1 池野 佳帆(2) 高校生     15.36 
ｲｹﾉｶﾎ 飯田高

 2 熊谷 千尋(1) 高校生     18.36 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田高
樫山 結 一般
ｶｼﾔﾏ ﾕｲ 桃の郷AC

3   190
欠場

2   412

4   408

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月19日 15:55

県記録(KR)          46.86
県高校新(KR)        46.86
県中学新(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   5 飯田高陵中  8452 西尾 咲輝(1)     56.13  1   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  8631 塩澤 舞(3)     51.51 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾆｼｵ ｻｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ
 8449 鎌倉 美子(1)  8734 三嶋 渚沙(2)

ｶﾏｸﾗ ﾐｺ ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ
 8453 矢澤 千夏(1)  8608 中山 愛梨(3)

ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ
 8448 小西 世蘭(1)  8625 中村 夏鈴(1)

ｺﾆｼ ｾﾗﾝ ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ
 2   7 春富中  8164 畠山 あゆみ(1)     56.67  2   4 飯田風越高   446 伊藤 優凪(2)     52.03 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
 8171 山崎 愛菜(1)   447 丸山 いより(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
 8180 尾崎 せれの(2)   453 嵯峨座 維(1)

ｵｻﾞｷ ｾﾚﾉ ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ
 8160 田中 結羽(1)   450 森谷 純礼(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳ ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ
 3   6 箕輪中(B)  8023 中谷 美玖(2)     57.32  3   1 赤穂高   347 春日 如乃(2)     52.46 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾅｶﾔ ﾐｸ ｱｶﾎｺｳ ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ
 7992 堀内 遥加(1)   368 森脇 涼羽(2)

ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
 8024 小林 美咲(2)   366 小林 香絵(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ
 8001 赤羽 七海(1)   349 氣賀澤 円香(1)

ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
 4   2 箕輪中(C)  7991 松沢 憂菜(1)     59.80  4   7 箕輪中(A)  8000 今井 遥香(1)     53.15 

ﾐﾉﾜﾁｭｳC ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
 8002 武村 美尋(1)  8018 唐澤 さくら(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ
 8026 柴 由衣(2)  8017 向山 飛鳥(2)

ｼﾊﾞ ﾕｲ ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ
 8021 本多 杏海(2)  8019 小日向 慧(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ
 5   3 駒ヶ根東中  8253 竹村 沙葉(1)   1,02.18  5   2 緑ヶ丘中  8599 安藤 奈々花(1)     54.20 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ ｻﾖ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ
 8250 下平 明音(1)  8609 小林 咲月(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｶﾈ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ
 8287 小林 美穂(2)  8611 中島 志穂(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ
 8284 羽柴 あゆみ(2)  8604 佐々木 幸雪(2)

ﾊｼﾊﾞ ｱﾕﾐ ｻｻｷ ｺﾕｷ
 6   4 箕輪中(D)  8003 蟹澤 亜季(1)   1,03.43  6   3 伊那東部中  8102 福澤 さくら(1)     56.19 

ﾐﾉﾜﾁｭｳD ｶﾆｻﾜ ｱｷ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ
 7999 髙橋 希(1)  8114 掛川 風保(1)

ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ
 7990 登内 空未(1)  8145 城倉 風花(2)

ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ
 7996 中川 綾乃(1)  8105 三澤 琴(1)

ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ ﾐｻﾜ ｺﾄ
 7   8 箕輪中(E)  7994 中林 杏樹(1)   1,03.85  7   8 高森中  8388 梶間 理預(2)     56.60 

ﾐﾉﾜﾁｭｳE ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ
 8020 鈴木 そら(2)  8401 北原 怜奈(1)

ｽｽﾞｷ ｿﾗ ｷﾀﾊﾗ ﾚﾅ
 8013 小松 礼佳(3)  8400 熊谷 綾乃(1)

ｺﾏﾂ ｱﾔｶ ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ
 8027 三澤 咲貴(2)  8390 中村 千果(2)

ﾐｻﾜ ｻｷ ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ
  6 飯田高

ｲｲﾀﾞｺｳ 欠場

女子

4×100mR

決勝



   1 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     51.51 塩澤 舞(3) 三嶋 渚沙(2) 中山 愛梨(3) 中村 夏鈴(1)   2   1
   2 飯田風越高     52.03 伊藤 優凪(2) 丸山 いより(2)嵯峨座 維(1) 森谷 純礼(2)   2   2
   3 赤穂高     52.46 春日 如乃(2) 森脇 涼羽(2) 小林 香絵(2) 氣賀澤 円香(1)  2   3
   4 箕輪中(A)     53.15 今井 遥香(1) 唐澤 さくら(2)向山 飛鳥(2) 小日向 慧(2)   2   4
   5 緑ヶ丘中     54.20 安藤 奈々花(1)小林 咲月(2) 中島 志穂(2) 佐々木 幸雪(2)  2   5
   6 飯田高陵中     56.13 西尾 咲輝(1) 鎌倉 美子(1) 矢澤 千夏(1) 小西 世蘭(1)   1   1
   7 伊那東部中     56.19 福澤 さくら(1)掛川 風保(1) 城倉 風花(2) 三澤 琴(1)   2   6
   8 高森中     56.60 梶間 理預(2) 北原 怜奈(1) 熊谷 綾乃(1) 中村 千果(2)   2   7
   9 春富中     56.67 畠山 あゆみ(1)山崎 愛菜(1) 尾崎 せれの(2)田中 結羽(1)   1   2
  10 箕輪中(B)     57.32 中谷 美玖(2) 堀内 遥加(1) 小林 美咲(2) 赤羽 七海(1)   1   3
  11 箕輪中(C)     59.80 松沢 憂菜(1) 武村 美尋(1) 柴 由衣(2) 本多 杏海(2)   1   4
  12 駒ヶ根東中   1,02.18 竹村 沙葉(1) 下平 明音(1) 小林 美穂(2) 羽柴 あゆみ(2)  1   5
  13 箕輪中(D)   1,03.43 蟹澤 亜季(1) 髙橋 希(1) 登内 空未(1) 中川 綾乃(1)   1   6
  14 箕輪中(E)   1,03.85 中林 杏樹(1) 鈴木 そら(2) 小松 礼佳(3) 三澤 咲貴(2)   1   7

ｵｰﾀﾞｰ1

女子

4×100mR
タイムレース

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



決勝 10月19日 13:00

県記録(KR)           1.81
県高校新(KR)         1.77
県中学新(KR)         1.75

1m46 1m49
藤田 愛以花(3) 中学生 - - - - - O O XO XO XO
ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 静大附属静岡中 XO XXX
唐澤 さくら(2) 中学生 - - - - - - - O XXX
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中
石﨑 智紗(2) 中学生 - - - - - - - XO XXX
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 辰野中
山本 結萌(3) 中学生 - - - - - O O XXX
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 豊丘中
前里 咲耀(2) 中学生 - - - - O O O XXX
ﾏｴｻﾞﾄ ｻﾖ 緑ヶ丘中
竹之内 史織(1) 中学生 - - O O O O XO XXX
ﾀｹﾉｳﾁ ｼｵﾘ 伊那東部中
伊藤 希美(1) 中学生 - - O O O O XXX
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 伊那東部中
中谷 美玖(2) 中学生 - - - - O O XXX
ﾅｶﾔ ﾐｸ 箕輪中
宮下 心優(1) 中学生 O O O O O XXX
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕ 高森中
三浦 ほのか(2) 中学生 O O XXO O XO XXX
ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中
今井 遥香(1) 中学生 O O XO O XXX
ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪中
髙橋 希(1) 中学生 O O O XO XXX
ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中
濵島 朱里(1) 中学生 O O O XXX
ﾊﾏｼﾞﾏ ｼｭﾘ 春富中
加藤 凪紗(1) 中学生 O XO O XXX
ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ 春富中
小林 美咲(2) 中学生 O O XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 箕輪中
岡田 奈都美(1) 中学生 O XXX
ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 伊那東部中
瀧浪 麻愛(2) 高校生 欠場
ﾀｷﾅﾐ ﾏｲ 下伊那農業

16 4  8107  1.00

14   482

14 2  8162  1.10

15 12  8024  1.10

12 7  7999  1.15

13 1  8168  1.10

10 6  8615  1.20

11 10  8000  1.15

7 13  8023  1.25

9 5  8402  1.20

6 9  8104  1.30

7 8  8103  1.25

4 3  8541  1.30

4 11  8616  1.30

2 17  8018  1.35

3 15  7969  1.35

1 16  5126  1.46

記録
1m10 1m15

備考
1m00 1m05 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月19日 11:00

県記録(KR)           6.41
県高校新(KR)         6.06
県中学新(KR)         5.74

宮澤 香音(2) 高校生   5.13   5.26   4.93    5.26 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農業   -0.8   +0.7   +0.7    +0.7
塩澤 舞(3) 中学生   4.71   4.92   4.60    4.92 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.6   +0.7   +0.7    +0.7
藤田 愛以花(3) 中学生   4.62   4.66   4.55    4.66 
ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 静大附属静岡中   +0.4   +0.4   +0.1    +0.4
小日向 慧(2) 中学生   4.57   4.58   4.61    4.61 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中   +0.2   +0.8   +1.3    +1.3
向山 飛鳥(2) 中学生   3.91   4.29   4.58    4.58 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 箕輪中    0.0   +0.1   +0.5    +0.5
本田 尚子(1) 高校生   4.24   4.44   4.50    4.50 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 赤穂高   +0.8   +0.7    0.0     0.0
掛川 風保(1) 中学生   4.05   4.12   4.19    4.19 
ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ 伊那東部中   +0.6    0.0   +0.4    +0.4
中村 夏鈴(1) 中学生   3.98   3.76   3.99    3.99 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +1.1    0.0   +1.3    +1.3
梶間 理預(2) 中学生   3.63   3.88   3.74    3.88 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 高森中   +0.6    0.0   -0.2     0.0
小西 世蘭(1) 中学生   3.74   3.61   3.86    3.86 
ｺﾆｼ ｾﾗﾝ 飯田高陵中   +0.5   -0.5    0.0     0.0
三澤 琴(1) 中学生    X   3.77   3.85    3.85 
ﾐｻﾜ ｺﾄ 伊那東部中   +0.1    0.0     0.0
宮下 心優(1) 中学生   2.47    X   3.78    3.78 
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕ 高森中   +1.5   -0.4    -0.4
城倉 風花(2) 中学生   3.66    X    X    3.66 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ 伊那東部中   +0.2    +0.2
山崎 愛菜(1) 中学生   3.64   3.54   3.30    3.64 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ 春富中   +1.6   +1.1    0.0    +1.6
永坂 莉羅 中学生    X    X   3.59    3.59 
ﾅｶﾞｻｶ ﾚｲﾗ 桃の郷AC    0.0     0.0
北原 怜奈(1) 中学生   3.56   3.56   3.57    3.57 
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾅ 高森中   +0.9    0.0    0.0     0.0
新村 唯乃(2) 中学生   3.42    X   3.54    3.54 
ﾆｲﾑﾗ ﾕｲﾉ 緑ヶ丘中   +0.2    0.0     0.0
安藤 奈々花(1) 中学生   2.89   3.51    X    3.51 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ 緑ヶ丘中   +1.4    0.0     0.0
平澤 來実(1) 中学生   3.19   3.12   2.90    3.19 
ﾋﾗｻﾜ ｸﾙﾐ 松川中   +0.9   -0.3   +0.6    +0.9
蟹澤 亜季(1) 中学生   3.05   3.05   3.17    3.17 
ｶﾆｻﾜ ｱｷ 箕輪中   +1.7   +1.4    0.0     0.0
登内 空未(1) 中学生   3.10   2.66   2.11    3.10 
ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ 箕輪中   +1.2   +1.1   +0.5    +1.2
小林 美穂(2) 中学生 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 駒ヶ根東中
田中 ラリッサ(1) 高校生 欠場
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 赤穂高
竹村 菜々美(1) 高校生 欠場
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 飯田高
酒井 美玲(2) 高校生 欠場
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 高遠高
佐々木 隆之介(2) 中学生 欠場
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 小諸東中

21   255

26  4303

16   350

17   407

21 3  7990

4  8287

19 1  8361

20 2  8003

17 8  8614

18 12  8599

15 24  1761

16 6  8401

13 9  8145

14 5  8171

11 15  8105

12 10  8402

9 7  8388

10 11  8448

7 14  8114

8 13  8625

5 20  8017

6 18   355

3 22  5126

4 19  8019

1 25   492
-5-

2 23  8631

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 10月19日 11:30

県記録(KR)          45.73
県高校新(KR)        44.69
県中学新(KR)        32.15

瀧浪 麻愛(2) 高校生
ﾀｷﾅﾐ ﾏｲ 下伊那農業
森谷 純礼(2) 高校生
ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 飯田風越高
伊藤 優凪(2) 高校生
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 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
1 1   482   O   X 19.79  19.79 

2 2   450   O   O 15.20

3 3   446   X 13.63   O  13.63 

 15.20 



決勝 10月19日 13:00

県記録(KR)          60.40
県高校新(KR)        47.97

中島 未歩 一般
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐﾎ 飯田病院
佐藤 芹香(4) 大学生
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 東女体大

女子

ハンマー投(4.000kg)

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 2   191   O   O 54.84

2 1   189   O   O 50.42  50.42 

 54.84 



決勝 10月19日 10:30

県記録(KR)          57.17
県高校新(KR)        50.93

北沢 莉沙(2) 高校生
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｻ 下伊那農業
小林 菜月(1) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田高

 24.29 

 24.85 

2 1   406   O 24.29   O

1 2   481   O   X 24.85

-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 10月19日 13:40

県中学新(KR)        14.05

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -0.1

 1 中村 千果(2) 中学生     18.74  1 唐澤 さくら(2) 中学生     14.71 
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中 ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中

 2 伊藤 凛花(1) 中学生     19.18  2 宮澤 けい(2) 中学生     15.63 
ｲﾄｳ ﾘﾝｶ 伊那東部中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 赤穂中

 3 西尾 咲輝(1) 中学生     20.06  3 増澤 雛(2) 中学生     17.94 
ﾆｼｵ ｻｷ 飯田高陵中 ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾅ 辰野中

 4 石﨑 智紗(2) 中学生     20.33  4 福澤 さくら(1) 中学生     23.30 
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 辰野中 ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那東部中

 5 小西 世蘭(1) 中学生     20.77 青島 海空(1) 中学生
ｺﾆｼ ｾﾗﾝ 飯田高陵中 ｱｵｼﾏ ﾐﾗ SAC

 6 本多 杏海(2) 中学生     21.11 
ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ 箕輪中

失格

2  8102

6   290

3  8234

5  7977

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8018

2  8448

5  8021

6  8452

4  7969

3  8390

7  8108

中学女子

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 唐澤 さくら(2) 中学生 箕輪中     14.71 (-0.1)   2   1
   2 宮澤 けい(2) 中学生 赤穂中     15.63 (-0.1)   2   2
   3 増澤 雛(2) 中学生 辰野中     17.94 (-0.1)   2   3
   4 中村 千果(2) 中学生 高森中     18.74 (-0.6)   1   1
   5 伊藤 凛花(1) 中学生 伊那東部中     19.18 (-0.6)   1   2
   6 西尾 咲輝(1) 中学生 飯田高陵中     20.06 (-0.6)   1   3
   7 石﨑 智紗(2) 中学生 辰野中     20.33 (-0.6)   1   4
   8 小西 世蘭(1) 中学生 飯田高陵中     20.77 (-0.6)   1   5
   9 本多 杏海(2) 中学生 箕輪中     21.11 (-0.6)   1   6
  10 福澤 さくら(1) 中学生 伊那東部中     23.30 (-0.1)   2   4

 8390
 8108
 8452

 8102

 7969
 8448
 8021

備考 組 順位
 8018
 8234
 7977

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）



決勝 10月19日 14:30

県中学新(KR)        13.70

下村 美優(1) 中学生
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 南箕輪中
宮原 彩菜(2) 中学生
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾔﾅ 辰野中
石﨑 智紗(2) 中学生
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 辰野中
伊藤 彩乃(1) 中学生
ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 南箕輪中
中村 文音(1) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 緑ヶ丘中
渡辺 光莉(1) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ 辰野中
登内 空未(1) 中学生
ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ 箕輪中
牧内 はるな(1) 中学生
ﾏｷｳﾁ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘中
中川 綾乃(1) 中学生
ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 箕輪中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9  8062  7.73  8.01  7.39   8.01 

2 8  7972  7.83  7.56  7.64   7.83 

3 6  7969  6.18  6.82  7.12   7.12 

4 7  8042  6.52  6.41  6.57   6.57 

5 3  8603  5.94  6.49  5.98   6.49 

6 2  7957  5.75  5.93  5.40   5.93 

7 4  7990  4.45  4.47  5.19   5.19 

8 1  8598   X  4.94  4.42

9 5  7996  4.39  4.15  4.30   4.39 

  4.94 



決勝 10月19日  9:00

県中学新(KR)        56.73

城倉 涼花(2) 中学生
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那東部中
下村 美優(1) 中学生
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 南箕輪中
武井 みずき(1) 中学生
ﾀｹｲ ﾐｽﾞｷ 南箕輪中
藤田 愛以花(3) 中学生
ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 静大附属静岡中
松川 加歩(1) 中学生
ﾏﾂｶﾜ ｶﾎ 南箕輪中
中村 杏(2) 中学生 欠場
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 茅野東部中

 19.43 

5  7871

 22.71 

5 1  8063   O 19.43   O

 26.53 

4 2  5126   O   O 22.71

 31.97 

3 3  8061   O   O 26.53

 35.20 

2 4  8062   O 31.97   O

1 6  8110   O   O 35.20

-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-



決勝 10月19日 12:00

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +1.0

 1 櫻井 瑠子(3) 小学生     10.38  1 木村 俐心(3) 小学生     10.85 
ｻｸﾗｲ ﾙｺ 松尾小 ｷﾑﾗ ﾘｺ 伊賀良小

 2 林 碧月(2) 小学生     11.65  2 園原 美久(3) 小学生     10.87 
ﾊﾔｼ ｲﾂｷ 高森南小 ｿﾉﾊﾗ ﾐｸ 伊賀良小

 3 林 凛(2) 小学生     12.80  3 宮下 真彩(3) 小学生     10.89 
ﾊﾔｼ ﾘﾝ 伊賀良小 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 高森南小

 4 山下 理愛(1) 小学生     13.06  4 市瀬 彩華(1) 小学生     11.73 
ﾔﾏｼﾀ ﾘｱ 伊賀良小 ｲﾁﾉｾ ｱﾔｶ 竜丘小

 5 西村 実心(1) 小学生     13.24  5 長窪 心笑(2) 小学生     12.10 
ﾆｼﾑﾗ ﾐｺ 伊賀良小 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ｺｺﾜ 高森南小

 6 安静 永和子(1) 小学生     13.71  6 熊谷 真奈(1) 小学生     12.47 
ｱﾝｼﾞｮｳ ﾄﾜｺ 追手町小 ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾅ 伊賀良小

 7 福島 未菜(2) 小学生     13.86  7 本島 蓉子(1) 小学生     12.63 
ﾌｸｼﾏ ﾐﾅ 西箕輪小 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾖｳｺ ISｼﾞｭﾆｱ
木下 玲愛(1) 小学生 小原 瑠華(2) 小学生
ｷﾉｼﾀ  ﾚﾅ 丸山小 ｵﾊﾞﾗ ﾙｶ 大鹿小

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速  0.0

 1 梶野 里桜(3) 小学生     10.76  1 松島 杏佳(2) 小学生     11.25 
ｶｼﾞﾉ  ﾘｵ 丸山小 ﾏﾂｼﾏ ｷｮｳｶ 喬木第一小

 2 平澤 向葵(2) 小学生     11.48  2 森 彩弥乃(3) 小学生     11.44 
ﾋﾗｻﾜ ﾋﾏﾘ 松尾小 ﾓﾘ ｱﾔﾉ 松尾小

 3 古島 はるの(2) 小学生     11.66  3 金田 澪奈(1) 小学生     11.48 
ﾌﾙｼﾏ ﾊﾙﾉ 松尾小 ｶﾅﾀﾞ ﾚﾅ 松尾小

 4 寺澤 知咲(2) 小学生     11.69  4 熊谷 祐花(3) 小学生     11.51 
ﾃﾗｻﾜ ﾁｻ 追手町小 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｶ 伊賀良小

 5 森本 日向子(2) 小学生     12.32  5 平沢 りん(3) 小学生     11.54 
ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾅｺ 追手町小 ﾋﾗｻﾜ ﾘﾝ 松尾小

 6 山下 希愛(3) 小学生     12.67  6 倉田 文華(2) 小学生     11.56 
ﾔﾏｼﾀ ﾉｱ 伊賀良小 ｸﾗﾀ ﾌﾐｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 7 杉本 祭莉(2) 小学生     13.22  7 清水端 瑠希(2) 小学生     12.34 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾂﾘ 伊賀良小 ｼﾐｽﾞﾊﾞﾀ ﾙｷ 上久堅小
関口 陽愛(2) 小学生 上條 奈央(1) 小学生
ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾖﾘ 竜丘小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾅｵ 喬木第一小

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 -0.4

 1 坂牧 夏帆(3) 小学生     10.45  1 岩村 矩瑠湖(3) 小学生     11.00 
ｻｶﾏｷ ﾅﾎ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲﾜﾑﾗ ｸﾙﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 中村 真琴(3) 小学生     10.91  2 大山 凛(2) 小学生     11.14 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｵﾔﾏ ﾘﾝ 伊賀良小

 3 小澤 陽菜(2) 小学生     11.03  3 村松 芽久(2) 小学生     11.57 
ｵｻﾞﾜ ﾋﾅ 喬木第一小 ﾑﾗﾏﾂ ﾒｸﾞ 松尾小

 4 山本 花佳(3) 小学生     11.04  4 原 莉央(3) 小学生     11.78 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾗ ﾘｵ 伊賀良小

 5 金田  芽彩(2) 小学生     11.21  5 奥村 心嘉(1) 小学生     12.20 
ｶﾅﾀﾞ   ﾒｲ 下條小 ｵｸﾑﾗ ﾐﾖ 喬木第一小

 6 奥村 希心(3) 小学生     11.29  6 中平 芽(3) 小学生     12.26 
ｵｸﾑﾗ ｷﾐ 喬木第一小 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾒｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 成瀬 心夏(2) 小学生     11.36  7 藤本 芙優(3) 小学生     12.38 
ﾅﾙｾ ｺﾅﾂ 天龍小 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾌﾕ 千栄小

 8 串原 結愛(2) 小学生     11.40  8 古林 美来花(1) 小学生     13.26 
ｸｼﾊﾗ   ﾕｱ 下條小 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾐｸﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 7組] 風速 +0.7 [ 8組] 風速 +1.2

 1 平澤 愛々(3) 小学生     10.50  1 熊谷 莉子(3) 小学生     10.21 
ﾋﾗｻﾜ ﾗﾗ 竜丘小 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 木村 悠乃(2) 小学生     10.68  2 伊藤 莉子(3) 小学生     10.57 
ｷﾑﾗ ﾊﾙﾉ 伊賀良小 ｲﾄｳ ﾘｺ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 3 若杉 美翔(3) 小学生     10.75  3 木下 里依紗(3) 小学生     10.66 
ﾜｶｽｷﾞ ﾐｳ 伊賀良小 ｷﾉｼﾀ ﾘｲｻ たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ

 4 黒川美優(3) 小学生     11.04  4 吉澤 玲奈(3) 小学生     10.79 
ｸﾛｶﾜ ﾐﾕ 松尾小 ﾖｼｻﾞﾜ ﾚﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 原 桜子(2) 小学生     11.25  5 松林 優香(2) 小学生     10.94 
ﾊﾗ ｻｸﾗｺ たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 宮川RC

 6 上野 歩楓(3) 小学生     11.29  6 坂牧 芽依(1) 小学生     11.01 
ｳｴﾉ ｱﾕｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｻｶﾏｷ ﾒｲ 高森南小

 7 久保田 羽美(1) 小学生     11.63  7 吉村 明莉(3) 小学生     12.02 
ｸﾎﾞﾀ ｳﾐ 阿智第一小 ﾖｼﾑﾗ    ｱｶﾘ 下條小

 8 安静 万里子(3) 小学生     12.09  8 林  紬希(3) 小学生     12.49 
ｱﾝｼﾞｮｳ ﾏﾘｺ 追手町小 ﾊﾔｼ    ﾂﾑｷﾞ 下條小

4    59

2    66

6    74

3   104

8    29

1   125

7     3

5    88

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1    30

8   176

3    28

4   135

2    44

5   149

7   201

6    52

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   172

1   128

7    76

5   139

6   156

4    40

3   123

8    50

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   188

4    62

8    61

6    75

2    80

3   132

7   131

1   137

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   166

3    82
欠場

6   159

4    92

2   147

7    39

1    81

8   152

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2    46

5   195
欠場

3   178

6    41

4   148

1   177

7    67

8   160

4   174
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1    37

6    18

3   199

8   105

7    35

2   103

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    53

3   170

1    72
欠場

6    48

7   175

4    54

8    42

5   163

2   106

小学女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 9組] 風速 -0.7 [ 10組] 風速  0.0

 1 丸山 千暁(3) 小学生     10.25  1 日吉 歩乃花(3) 小学生     10.25 
ﾏﾙﾔﾏ ﾁｻﾄ たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ﾋﾖｼ ﾎﾉｶ 上久堅小

 2 小池 柚葉(3) 小学生     10.68  2 下嶋 花菜(3) 小学生     10.47 
ｺｲｹ ﾕｽﾞﾊ 松尾小 ｼﾓｼﾞﾏ   ｶﾅ 下條小

 3 青山 暖奏(3) 小学生     10.91  3 古田 結花(3) 小学生     10.56 
ｱｵﾔﾏ ﾉﾉｶ 松尾小 ﾌﾙﾀ    ﾕｳｶ 下條小

 4 柴田 璃乃(3) 小学生     11.31  4 杉山 心春(1) 小学生     11.87 
ｼﾊﾞﾀ ﾘﾉ 松尾小 ｽｷﾞﾔﾏ ｺﾊﾙ 松尾小

 5 村松 咲希(3) 小学生     11.93  5 山田 千夏(2) 小学生     11.89 
ﾑﾗﾏﾂ    ｻｷ 下條小 ﾔﾏﾀﾞ ﾁﾅﾂ 伊賀良小

 6 長谷部 椛帆(2) 小学生     12.30  6 伊藤 咲陽(1) 小学生     12.43 
ﾊｾﾍ ﾞｶﾎ 伊賀良小 ｲﾄｳ ｻﾔ 伊賀良小
遠藤 浬(3) 小学生 柏木 惺成(3) 小学生
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲﾘ 諏訪FA｢小｣ ｶｼﾜｷ ﾞｾﾅ 千栄小

[ 11組] 風速 +1.6

 1 亀井 こころ(3) 小学生      9.53 
ｶﾒｲ ｺｺﾛ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 関島 絆愛(3) 小学生      9.59 
ｾｷｼﾞﾏ ｷｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 花井 理心(3) 小学生     10.84 
ﾊﾅｲ ﾘｺ 鼎小

 4 原田 麻由奈(3) 小学生     11.41 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾕﾅ 鼎小

 5 原田 ひまり(1) 小学生     11.57 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾏﾘ 鼎小

 6 福澤 夢実(2) 小学生     11.62 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾕﾐ 鼎小

 7 福澤 夢良(2) 小学生     11.74 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾕﾗ 鼎小

3   183

2   180

6   182

4   179

8   181

7    20

5   121

3   173
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7    43

5    34

4    63

6   153

所属名 記録／備考
2   167

8    58

5   168
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

7    64

3    51

2   154

4   150

6    27

8   151

小学女子

60m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 亀井 こころ(3) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC      9.53 (+1.6)  11   1
   2 関島 絆愛(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ      9.59 (+1.6)  11   2
   3 熊谷 莉子(3) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     10.21 (+1.2)   8   1
   4 丸山 千暁(3) 小学生 たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ     10.25 (-0.7)   9   1
   4 日吉 歩乃花(3) 小学生 上久堅小     10.25 (0.0)  10   1
   6 櫻井 瑠子(3) 小学生 松尾小     10.38 (+0.6)   1   1
   7 坂牧 夏帆(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.45 (0.0)   5   1
   8 下嶋 花菜(3) 小学生 下條小     10.47 (0.0)  10   2
   9 平澤 愛々(3) 小学生 竜丘小     10.50 (+0.7)   7   1
  10 古田 結花(3) 小学生 下條小     10.56 (0.0)  10   3
  11 伊藤 莉子(3) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     10.57 (+1.2)   8   2
  12 木下 里依紗(3) 小学生 たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ     10.66 (+1.2)   8   3
  13 木村 悠乃(2) 小学生 伊賀良小     10.68 (+0.7)   7   2
  13 小池 柚葉(3) 小学生 松尾小     10.68 (-0.7)   9   2
  15 若杉 美翔(3) 小学生 伊賀良小     10.75 (+0.7)   7   3
  16 梶野 里桜(3) 小学生 丸山小     10.76 (0.0)   3   1
  17 吉澤 玲奈(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.79 (+1.2)   8   4
  18 花井 理心(3) 小学生 鼎小     10.84 (+1.6)  11   3
  19 木村 俐心(3) 小学生 伊賀良小     10.85 (+1.0)   2   1
  20 園原 美久(3) 小学生 伊賀良小     10.87 (+1.0)   2   2
  21 宮下 真彩(3) 小学生 高森南小     10.89 (+1.0)   2   3
  22 中村 真琴(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.91 (0.0)   5   2
  22 青山 暖奏(3) 小学生 松尾小     10.91 (-0.7)   9   3
  24 松林 優香(2) 小学生 宮川RC     10.94 (+1.2)   8   5
  25 岩村 矩瑠湖(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.00 (-0.4)   6   1
  26 坂牧 芽依(1) 小学生 高森南小     11.01 (+1.2)   8   6
  27 小澤 陽菜(2) 小学生 喬木第一小     11.03 (0.0)   5   3
  28 山本 花佳(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.04 (0.0)   5   4
  28 黒川美優(3) 小学生 松尾小     11.04 (+0.7)   7   4
  30 大山 凛(2) 小学生 伊賀良小     11.14 (-0.4)   6   2
  31 金田  芽彩(2) 小学生 下條小     11.21 (0.0)   5   5
  32 松島 杏佳(2) 小学生 喬木第一小     11.25 (0.0)   4   1
  32 原 桜子(2) 小学生 たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ     11.25 (+0.7)   7   5
  34 奥村 希心(3) 小学生 喬木第一小     11.29 (0.0)   5   6
  34 上野 歩楓(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.29 (+0.7)   7   6
  36 柴田 璃乃(3) 小学生 松尾小     11.31 (-0.7)   9   4
  37 成瀬 心夏(2) 小学生 天龍小     11.36 (0.0)   5   7
  38 串原 結愛(2) 小学生 下條小     11.40 (0.0)   5   8
  39 原田 麻由奈(3) 小学生 鼎小     11.41 (+1.6)  11   4
  40 森 彩弥乃(3) 小学生 松尾小     11.44 (0.0)   4   2
  41 平澤 向葵(2) 小学生 松尾小     11.48 (0.0)   3   2
  41 金田 澪奈(1) 小学生 松尾小     11.48 (0.0)   4   3
  43 熊谷 祐花(3) 小学生 伊賀良小     11.51 (0.0)   4   4
  44 平沢 りん(3) 小学生 松尾小     11.54 (0.0)   4   5
  45 倉田 文華(2) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     11.56 (0.0)   4   6
  46 村松 芽久(2) 小学生 松尾小     11.57 (-0.4)   6   3
  46 原田 ひまり(1) 小学生 鼎小     11.57 (+1.6)  11   5
  48 福澤 夢実(2) 小学生 鼎小     11.62 (+1.6)  11   6
  49 久保田 羽美(1) 小学生 阿智第一小     11.63 (+0.7)   7   7
  50 林 碧月(2) 小学生 高森南小     11.65 (+0.6)   1   2
  51 古島 はるの(2) 小学生 松尾小     11.66 (0.0)   3   3
  52 寺澤 知咲(2) 小学生 追手町小     11.69 (0.0)   3   4
  53 市瀬 彩華(1) 小学生 竜丘小     11.73 (+1.0)   2   4
  54 福澤 夢良(2) 小学生 鼎小     11.74 (+1.6)  11   7
  55 原 莉央(3) 小学生 伊賀良小     11.78 (-0.4)   6   4
  56 杉山 心春(1) 小学生 松尾小     11.87 (0.0)  10   4
  57 山田 千夏(2) 小学生 伊賀良小     11.89 (0.0)  10   5
  58 村松 咲希(3) 小学生 下條小     11.93 (-0.7)   9   5
  59 吉村 明莉(3) 小学生 下條小     12.02 (+1.2)   8   7
  60 安静 万里子(3) 小学生 追手町小     12.09 (+0.7)   7   8
  61 長窪 心笑(2) 小学生 高森南小     12.10 (+1.0)   2   5
  62 奥村 心嘉(1) 小学生 喬木第一小     12.20 (-0.4)   6   5
  63 中平 芽(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     12.26 (-0.4)   6   6
  64 長谷部 椛帆(2) 小学生 伊賀良小     12.30 (-0.7)   9   6
  65 森本 日向子(2) 小学生 追手町小     12.32 (0.0)   3   5
  66 清水端 瑠希(2) 小学生 上久堅小     12.34 (0.0)   4   7
  67 藤本 芙優(3) 小学生 千栄小     12.38 (-0.4)   6   7
  68 伊藤 咲陽(1) 小学生 伊賀良小     12.43 (0.0)  10   6
  69 熊谷 真奈(1) 小学生 伊賀良小     12.47 (+1.0)   2   6
  70 林  紬希(3) 小学生 下條小     12.49 (+1.2)   8   8
  71 本島 蓉子(1) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     12.63 (+1.0)   2   7
  72 山下 希愛(3) 小学生 伊賀良小     12.67 (0.0)   3   6
  73 林 凛(2) 小学生 伊賀良小     12.80 (+0.6)   1   3
  74 山下 理愛(1) 小学生 伊賀良小     13.06 (+0.6)   1   4
  75 杉本 祭莉(2) 小学生 伊賀良小     13.22 (0.0)   3   7
  76 西村 実心(1) 小学生 伊賀良小     13.24 (+0.6)   1   5
  77 古林 美来花(1) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.26 (-0.4)   6   8
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  78 安静 永和子(1) 小学生 追手町小     13.71 (+0.6)   1   6
  79 福島 未菜(2) 小学生 西箕輪小     13.86 (+0.6)   1   7  170

組 順位
  175

所属名氏  名 都道府県

小学女子

記録（風） 備考

60m
順位 No.



決勝 10月19日 10:30

県小学新(KR)        12.81

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 片桐 颯華(4) 小学生     16.54  1 池田 和暖(4) 小学生     17.16 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾌｳｶ 松尾小 ｲｹﾀﾞ ｶﾉﾝ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 2 伊藤 倖梛(6) 小学生     16.85  2 佐々木 紅葉(4) 小学生     17.47 
ｲﾄｳ ﾕｷﾅ 竜丘小 ｻｻｷ ｸﾚﾊ 竜丘小

 3 藤本 夢乃(5) 小学生     17.27  3 佐々木 楓花(4) 小学生     17.49 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ 松尾小 ｻｻｷ ﾌｳｶ 竜丘小

 4 平栗 もえ(4) 小学生     17.34  4 大島 柚花(4) 小学生     17.56 
ﾋﾗｸﾞﾘ ﾓｴ 松尾小 ｵｵｼﾏ ﾕｽﾞｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 前里 海紗(4) 小学生     18.55  5 前川 桃花(5) 小学生     18.29 
ﾏｴｻﾞﾄ ﾐｻ 竜丘小 ﾏｴｶﾜ ﾓﾓｶ 松尾小

 6 杉本 瑶莉(4) 小学生     18.77  6 吉川 南心(4) 小学生     18.49 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾏﾘ 伊賀良小 ﾖｼｶﾜ ﾅﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 倉田 夏帆(4) 小学生     19.16  7 井上 凛(4) 小学生     18.72 
ｸﾗﾀ ｶﾎ 伊賀良小 ｲﾉｳｴ ﾘﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
福島 羽七(6) 小学生 山口 美心季(4) 小学生
ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾐﾘ 上久堅小

[ 3組] 風速 -0.2 [ 4組] 風速  0.0

 1 牧内 綾香(4) 小学生     16.16  1 進藤 樹里(4) 小学生     16.02 
ﾏｷｳﾁ ｱﾔｶ 伊那AC ｼﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 鈴木 かなで(5) 小学生     16.35  2 権田 なほ(4) 小学生     16.18 
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 3 内藤 瑞咲(6) 小学生     16.61  3 松村 來春(6) 小学生     16.28 
ﾅｲﾄｳ ﾐｻｷ 天竜SC ﾏﾂﾑﾗ ｺﾊﾙ 座光寺小

 4 飯沢 花歩(4) 小学生     17.06  4 樋郡 結華(4) 小学生     16.35 
ｲｲｻﾞﾜ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ ﾋｺﾞｵﾘ ﾕｲｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 5 佐々木 詩織(4) 小学生     17.14  5 小林 優月(5) 小学生     16.37 
ｻｻｷ ｼｵﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 6 水野 眞子(4) 小学生     17.61  6 林 亜優香(5) 小学生     16.39 
ﾐｽﾞﾉ ﾏｺ ISｼﾞｭﾆｱ ﾊﾔｼ ｱﾕｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 7 後藤 朱里(4) 小学生     17.73  7 清水 七星(6) 小学生     16.74 
ｺﾞﾄｳ ｼｭﾘ ISｼﾞｭﾆｱ ｼﾐｽﾞ ﾅﾅｾ 千栄小

 8 金田  ひなた(4) 小学生     17.88  8 塩沢 璃々(5) 小学生     16.77 
ｶﾅﾀﾞ   ﾋﾅﾀ 下條小 ｼｵｻﾞﾜ ﾘﾘ 上久堅小

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速  0.0

 1 那須 結月(4) 小学生     15.46  1 松尾 綺夏(6) 小学生     14.65 
ﾅｽ ﾕﾂﾞｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾏﾂｵｱ ﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 木下 瑠菜(6) 小学生     15.53  2 榎本 葵(5) 小学生     15.16 
ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｴﾉﾓﾄ ｱｵｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 小平 一葉(6) 小学生     15.57  3 熊谷 かなで(6) 小学生     15.25 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 天竜SC ｸﾏｶﾞｲ ｶﾅﾃﾞ 天竜SC

 4 山本 結友(5) 小学生     15.61  3 加藤 妃心(5) 小学生     15.25 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｶﾄｳ ﾋﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 園原 花梨(5) 小学生     15.62  5 鈴木 梨夏(4) 小学生     15.62 
ｿﾉﾊﾗ ｶﾘﾝ 阿智第二小 ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 原 千夏(6) 小学生     15.80  6 柳 美結(4) 小学生     15.68 
ﾊﾗ ﾁﾅﾂ 座光寺小 ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 牧内 亜咲美(6) 小学生     16.28  7 林 かれん(4) 小学生     15.73 
ﾏｷｳﾁ ｱｻﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
萱間 美祈(6) 小学生  8 中山 晴未(6) 小学生     15.92 
ｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ 座光寺小 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾐ 伊那AC

[ 7組] 風速  0.0 [ 8組] 風速  0.0

 1 羽生 月佳(6) 小学生     14.67  1 湯澤 彩花(6) 小学生     13.55 
ﾊﾆｭｳ ﾙｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 松村 華萌(6) 小学生     14.76  2 岩下 心葉(6) 小学生     13.68 
ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲﾜｼﾀ ｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 伊坪 優(6) 小学生     14.83  3 千葉 唯花(6) 小学生     13.92 
ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ 座光寺小 ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 座光寺小

 4 横澤 咲蘭(6) 小学生     15.01  4 梨子田 乃々果(6)小学生     14.27 
ﾖｺｻﾜ ｻﾗ 北安松川小 ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ 北安松川小

 5 藤本 心美(4) 小学生     15.60  5 松下 玲来(6) 小学生     14.33 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｼﾀ ﾚｲﾗ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 塩澤 みのり(5) 小学生     15.85  6 柳  美紀(6) 小学生     14.63 
ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
湯田 うらら(6) 小学生  7 酒井 絢萌(6) 小学生     14.81 
ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ 座光寺小 ｻｶｲ ｱﾔﾒ 伊那AC
中島 采香(6) 小学生  8 光澤 琥珀(5) 小学生     14.99 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
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1   119

7   107

5   192

4   117

8   133

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   145

7    56

8   146

1   144

5   184

6   120

2   134

4   118

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8    24

1   108
欠場

3    31

5   109

7   185

4    90

6    94

2    25

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   171

6   164

3    91

4    26

5   112

1    95

2    23

7    89

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6     5

5    60

8   130

2    11

1   186

4    17

3    57

7    96

3   165
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   124

2   116

8   136

6   155

7   197

5   198

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1    93

5    49

2   142
欠場

1   200

3    47

8   157

4   158

6   161

7   194

小学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 湯澤 彩花(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.55 (0.0)   8   1
   2 岩下 心葉(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.68 (0.0)   8   2
   3 千葉 唯花(6) 小学生 座光寺小     13.92 (0.0)   8   3
   4 梨子田 乃々果(6) 小学生 北安松川小     14.27 (0.0)   8   4
   5 松下 玲来(6) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.33 (0.0)   8   5
   6 柳  美紀(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.63 (0.0)   8   6
   7 松尾 綺夏(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.65 (0.0)   6   1
   8 羽生 月佳(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.67 (0.0)   7   1
   9 松村 華萌(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.76 (0.0)   7   2
  10 酒井 絢萌(6) 小学生 伊那AC     14.81 (0.0)   8   7
  11 伊坪 優(6) 小学生 座光寺小     14.83 (0.0)   7   3
  12 光澤 琥珀(5) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.99 (0.0)   8   8
  13 横澤 咲蘭(6) 小学生 北安松川小     15.01 (0.0)   7   4
  14 榎本 葵(5) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.16 (0.0)   6   2
  15 熊谷 かなで(6) 小学生 天竜SC     15.25 (0.0)   6   3
  15 加藤 妃心(5) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.25 (0.0)   6   3
  17 那須 結月(4) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.46 (0.0)   5   1
  18 木下 瑠菜(6) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     15.53 (0.0)   5   2
  19 小平 一葉(6) 小学生 天竜SC     15.57 (0.0)   5   3
  20 藤本 心美(4) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.60 (0.0)   7   5
  21 山本 結友(5) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.61 (0.0)   5   4
  22 園原 花梨(5) 小学生 阿智第二小     15.62 (0.0)   5   5
  22 鈴木 梨夏(4) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.62 (0.0)   6   5
  24 柳 美結(4) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.68 (0.0)   6   6
  25 林 かれん(4) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.73 (0.0)   6   7
  26 原 千夏(6) 小学生 座光寺小     15.80 (0.0)   5   6
  27 塩澤 みのり(5) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.85 (0.0)   7   6
  28 中山 晴未(6) 小学生 伊那AC     15.92 (0.0)   6   8
  29 進藤 樹里(4) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     16.02 (0.0)   4   1
  30 牧内 綾香(4) 小学生 伊那AC     16.16 (-0.2)   3   1
  31 権田 なほ(4) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     16.18 (0.0)   4   2
  32 松村 來春(6) 小学生 座光寺小     16.28 (0.0)   4   3
  32 牧内 亜咲美(6) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     16.28 (0.0)   5   7
  34 鈴木 かなで(5) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     16.35 (-0.2)   3   2
  34 樋郡 結華(4) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     16.35 (0.0)   4   4
  36 小林 優月(5) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     16.37 (0.0)   4   5
  37 林 亜優香(5) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     16.39 (0.0)   4   6
  38 片桐 颯華(4) 小学生 松尾小     16.54 (0.0)   1   1
  39 内藤 瑞咲(6) 小学生 天竜SC     16.61 (-0.2)   3   3
  40 清水 七星(6) 小学生 千栄小     16.74 (0.0)   4   7
  41 塩沢 璃々(5) 小学生 上久堅小     16.77 (0.0)   4   8
  42 伊藤 倖梛(6) 小学生 竜丘小     16.85 (0.0)   1   2
  43 飯沢 花歩(4) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     17.06 (-0.2)   3   4
  44 佐々木 詩織(4) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.14 (-0.2)   3   5
  45 池田 和暖(4) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     17.16 (0.0)   2   1
  46 藤本 夢乃(5) 小学生 松尾小     17.27 (0.0)   1   3
  47 平栗 もえ(4) 小学生 松尾小     17.34 (0.0)   1   4
  48 佐々木 紅葉(4) 小学生 竜丘小     17.47 (0.0)   2   2
  49 佐々木 楓花(4) 小学生 竜丘小     17.49 (0.0)   2   3
  50 大島 柚花(4) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.56 (0.0)   2   4
  51 水野 眞子(4) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     17.61 (-0.2)   3   6
  52 後藤 朱里(4) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     17.73 (-0.2)   3   7
  53 金田  ひなた(4) 小学生 下條小     17.88 (-0.2)   3   8
  54 前川 桃花(5) 小学生 松尾小     18.29 (0.0)   2   5
  55 吉川 南心(4) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.49 (0.0)   2   6
  56 前里 海紗(4) 小学生 竜丘小     18.55 (0.0)   1   5
  57 井上 凛(4) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.72 (0.0)   2   7
  58 杉本 瑶莉(4) 小学生 伊賀良小     18.77 (0.0)   1   6
  59 倉田 夏帆(4) 小学生 伊賀良小     19.16 (0.0)   1   7
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決勝 10月19日 13:00

県小学新(KR)      3,03.46

 1 伊藤 瑠那(6) 小学生   3,20.68 
ｲﾄｳ ﾙﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 真柴 愛里(6) 小学生   3,20.95 
ﾏｼﾊﾞ ｱｲﾘ 駒ヶ根中沢RC

 3 中島 妃芽乃(6) 小学生   3,26.53 
ﾅｶｼﾏ ﾋﾒﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 高田 萌花(6) 小学生   3,27.06 
ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ 座光寺小

 5 小林 ゆら(6) 小学生   3,27.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 篠田 楓夏(6) 小学生   3,32.75 
ｼﾉﾀﾞ ﾌｳｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 福島 羽七(6) 小学生   3,35.09 
ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 山岸 來奈(6) 小学生   3,36.88 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾗﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 古林なな花(4) 小学生   3,37.76 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

10 宮崎 琴羽(6) 小学生   3,38.17 
ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾄﾈ ｱﾙﾌｪﾙﾃRC

11 宮脇 悠莉(4) 小学生   3,38.76 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

12 平林 あずみ(5) 小学生   3,39.00 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｽﾞﾐ 諏訪FA｢小｣

13 白上 由菜(6) 小学生   3,43.83 
ｼﾗｶﾐ ﾕﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

14 村松  優奈(6) 小学生   3,45.82 
ﾑﾗﾏﾂ   ﾕﾅ 下條小

15 後藤 朱里(4) 小学生   3,46.09 
ｺﾞﾄｳ ｼｭﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

16 代田 りみ(6) 小学生   3,50.08 
ｼﾛﾀ ﾘﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

17 久保田 陽香(5) 小学生   3,50.29 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

18 羽柴 りえ(6) 小学生   3,52.26 
ﾊｼﾊﾞ ﾘｴ 駒ヶ根中沢RC

19 飯沢 花歩(4) 小学生   3,52.77 
ｲｲｻﾞﾜ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

20 田中 倖絵(5) 小学生   3,53.83 
ﾀﾅｶ ﾕｷｴ 阿智第二小

21 西川 莉子(6) 小学生   3,59.74 
ﾆｼｶﾜ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

22 佐々木 奏羽(6) 小学生   4,08.73 
ｻｻｷ ｿﾜ ISｼﾞｭﾆｱ

23 水野 眞子(4) 小学生   4,15.99 
ﾐｽﾞﾉ ﾏｺ ISｼﾞｭﾆｱ
原 亜真乃(6) 小学生
ﾊﾗ ｱﾏﾉ ISｼﾞｭﾆｱ
川上 南海(5) 小学生
ｶﾜｶﾐ ﾅﾐ 駒ヶ根中沢RC
小川 美紗(5) 小学生
ｵｶﾞﾜ ﾐｻ 駒ヶ根中沢RC
小池 陽莉(6) 小学生
ｺｲｹ ﾋﾖﾘ ISｼﾞｭﾆｱ
片桐 小春(6) 小学生
ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 駒ヶ根中沢RC

小学女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 10月19日 15:35

県小学新(KR)        53.01

[ 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 座光寺小(B)   112 松村 來春(6)   1,00.02  1   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A  122 岩下 心葉(6)     54.55 

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳB ﾏﾂﾑﾗ ｺﾊﾙ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ｲﾜｼﾀ ｺｺﾊ
  110 高田 萌花(6)   117 羽生 月佳(6)

ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ ﾊﾆｭｳ ﾙｶ
  113 石川 結衣(6)   143 柳  美紀(6)

ｲｼｶﾜ ﾕｲ ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ
  109 原 千夏(6)   140 湯澤 彩花(6)

ﾊﾗ ﾁﾅﾂ ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ
 2   3 ISｼﾞｭﾆｱ(B)    10 小林 ゆら(6)   1,01.07  2   4 座光寺小(A)   115 湯田 うらら(6)     55.53 

ISｼﾞｭﾆｱB ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾗ ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳA ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ
   13 代田 りみ(6)   114 千葉 唯花(6)

ｼﾛﾀ ﾘﾐ ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ
    7 山岸 來奈(6)   111 小池 悠(6)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾗﾅ ｺｲｹ ﾕｳ
   12 西川 莉子(6)   107 伊坪 優(6)

ﾆｼｶﾜ ﾘｺ ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ
 3   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D  130 佐々木 詩織(4)   1,01.56  3   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B  141 藤本 心美(4)     58.84 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞD ｻｻｷ ｼｵﾘ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ
  145 林 かれん(4)   138 中島 采香(6)

ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ
  146 鈴木 梨夏(4)   134 松尾 綺夏(6)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ ﾏﾂｵｱ ﾔｶ
  144 柳 美結(4)   133 松村 華萌(6)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ
 4   7 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(A   93 池田 和暖(4)   1,03.57  4   2 ISｼﾞｭﾆｱ(A)     2 伊藤 瑠那(6)     59.39 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ｲｹﾀﾞ ｶﾉﾝ ISｼﾞｭﾆｱA ｲﾄｳ ﾙﾅ
   90 山本 結友(5)    14 中島 妃芽乃(6)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ ﾅｶｼﾏ ﾋﾒﾉ
   95 樋郡 結華(4)     4 原 亜真乃(6)

ﾋｺﾞｵﾘ ﾕｲｶ ﾊﾗ ｱﾏﾉ
   89 権田 なほ(4)     8 篠田 楓夏(6)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ ｼﾉﾀﾞ ﾌｳｶ
 5   6 丸山小    69 後藤 優菜(5)   1,04.27  5   6 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    26 林 亜優香(5)     59.84 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾊﾔｼ ｱﾕｶ
   68 宮澤  希(5)    25 木下 瑠菜(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ
   70 牧内 あやめ(5)    24 牧内 亜咲美(6)

ﾏｷｳﾁ ｱﾔﾒ ﾏｷｳﾁ ｱｻﾐ
   71 堀川 詩乃(5)    22 松下 玲来(6)

ﾎﾘｶﾜ ｳﾀﾉ ﾏﾂｼﾀ ﾚｲﾗ
 6   8 喬木第一小(B)    78 高坂 里歩(5)   1,08.36  6   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C  118 榎本 葵(5)   1,00.47 

ﾀｶｷﾞﾀﾞｲｲﾁｼｮｳB ｺｳｻｶ ﾘﾎ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ｴﾉﾓﾄ ｱｵｲ
   83 大平 莉愛(6)   120 加藤 妃心(5)

ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾘｱ ｶﾄｳ ﾋﾅ
   79 市瀬 心奈(5)   119 塩澤 みのり(5)

ｲﾁﾉｾ ｺｺﾅ ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ
   77 河原 奈歩(6)   129 光澤 琥珀(5)

ｶﾜﾗ ﾅﾎ ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ
  2 喬木第一小(A)

ﾀｶｷﾞﾀﾞｲｲﾁｼｮｳA 欠場

小学女子

4×100mR

決勝



   1 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)     54.55 岩下 心葉(6) 羽生 月佳(6) 柳  美紀(6) 湯澤 彩花(6)   2   1
   2 座光寺小(A)     55.53 湯田 うらら(6)千葉 唯花(6) 小池 悠(6) 伊坪 優(6)   2   2
   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)     58.84 藤本 心美(4) 中島 采香(6) 松尾 綺夏(6) 松村 華萌(6)   2   3
   4 ISｼﾞｭﾆｱ(A)     59.39 伊藤 瑠那(6) 中島 妃芽乃(6)原 亜真乃(6) 篠田 楓夏(6)   2   4
   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     59.84 林 亜優香(5) 木下 瑠菜(6) 牧内 亜咲美(6)松下 玲来(6)   2   5
   6 座光寺小(B)   1,00.02 松村 來春(6) 高田 萌花(6) 石川 結衣(6) 原 千夏(6)   1   1
   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)   1,00.47 榎本 葵(5) 加藤 妃心(5) 塩澤 みのり(5)光澤 琥珀(5)   2   6
   8 ISｼﾞｭﾆｱ(B)   1,01.07 小林 ゆら(6) 代田 りみ(6) 山岸 來奈(6) 西川 莉子(6)   1   2
   9 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D)   1,01.56 佐々木 詩織(4)林 かれん(4) 鈴木 梨夏(4) 柳 美結(4)   1   3
  10 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(A)   1,03.57 池田 和暖(4) 山本 結友(5) 樋郡 結華(4) 権田 なほ(4)   1   4
  11 丸山小   1,04.27 後藤 優菜(5) 宮澤  希(5) 牧内 あやめ(5)堀川 詩乃(5)   1   5
  12 喬木第一小(B)   1,08.36 高坂 里歩(5) 大平 莉愛(6) 市瀬 心奈(5) 河原 奈歩(6)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ1

小学女子

4×100mR
タイムレース

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



決勝 10月19日 14:00

県小学新(KR)         4.75

熊谷 かなで(6) 小学生   3.88   3.81    X    3.88 
ｸﾏｶﾞｲ ｶﾅﾃﾞ 天竜SC    0.0   +0.2     0.0
藤本 心美(4) 小学生    X   3.64    X    3.64 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    0.0     0.0
勝野 光咲(5) 小学生   3.53   3.56   3.61    3.61 
ｶﾂﾉ ﾐｻｷ 宮川RC   +0.8    0.0    0.0     0.0
山﨑 ここね(6) 小学生   3.19   2.93   2.92    3.19 
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺﾈ 天龍小    0.0   +0.1   +0.5     0.0
松澤 祐奈(6) 小学生    X   3.09   2.91    3.09 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 伊賀良小   +0.4   +0.2    +0.4
内藤 瑞咲(6) 小学生   2.88    X   3.08    3.08 
ﾅｲﾄｳ ﾐｻｷ 天竜SC    0.0   +0.2    +0.2
櫻井 音寧(5) 小学生   2.41   2.79   3.08    3.08 
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 松尾小   +0.6   +0.3    0.0     0.0
櫛原 悠奈(5) 小学生   2.60   2.82   2.91    2.91 
ｸｼﾊﾗ ﾕｳﾅ 伊賀良小   -0.6   +0.4   +0.4    +0.4
佐々木 小夏(6) 小学生   2.87    X   2.73    2.87 
ｻｻｷ ｺﾅﾂ APK    0.0   +0.3     0.0
熊谷 奈々(6) 小学生   2.57   2.42   2.48    2.57 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾅ 伊賀良小    0.0    0.0    0.0     0.0

9 6     1

10 2    38

7 3   162

8 4    36

5 5    45

6 7   186

3 10    73

4 8   187

1 9   184
-5-

2 1   141

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 10月19日  9:00

県小学新(KR)        46.82

小平 一葉(6) 小学生
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 天竜SC
今村 さくら(6) 小学生
ｲﾏﾑﾗ ｻｸﾗ 竜丘小
遠山 紅葉(6) 小学生
ﾄｵﾔﾏ ｸﾚﾊ 阿智第二小
林 かれん(4) 小学生
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
宮下 心花(4) 小学生
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾊﾅ 高森南小

小学女子

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 5   185 30.38   O   O  30.38 

2 3   196 26.29   O   O  26.29 

3 2    32 22.85   O   O  22.85 

4 1   145   O   O 19.97

5 4   102 15.48   O   O  15.48 

 19.97 
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