
大会コード 20170523

： 2020年８月22日(土) ･23日(日)
： 飯田市総合運動場陸上競技場（競技場コード 172050）
： 飯田市陸上競技協会・下伊那郡陸上競技協会
： （公財)飯田市スポーツ協会
： 飯伊陸上競技協会
： 飯田市教育委員会・飯伊市町村教育委員会連絡協議会

南信地区陸上競技協会・下伊那地区高等学校体育連盟
下伊那地区中学校体育連盟・下伊那校長会
下伊那郡体育協会・株式会社南信州新聞社

： 大坪 章男
： 原 宏旭(トラック)　　北原 誠治(フィールド)
： 清水 美彦

■グラウンドコンディション
2020年８月22日(土) 2020年８月23日(日)

■この大会で樹立された記録

２０２０飯伊陸上競技選手権大会

記 録 集
期 日
会 場

記録・情報主任

時刻 天候 風向 風速 気温

主 催
共 催
主 管
後 援

総 務
審 判 長

湿度
(m/s) (℃) (%)

湿度 時刻 天候 風向 風速 気温
(m/s) (℃) (%)

09:30 晴れ 南 0.7 28.7 65 09:30 晴れ 東 0.1 24.0 80
10:00 晴れ 西南西 0.4 28.6 71
11:00 晴れ 西 1.3 31.5 53 11:00 晴れ 南南西

61 10:00 晴れ 南西 0.1 25.6
0.2 26.9 63

12:00 晴れ 西南西 1.2 34.1 43 12:00 晴れ 西南西 0.1 28.7 56
13:00 晴れ 南南西 2.8 36.1 49
14:00 晴れ 東南東 1.5 37.1 38

39 13:00 晴れ 南西 0.3 31.1

日付 記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)
8月22日 大会新 小学4年男子 100m 予選 14.35 宮澤 知己(4) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 14.57
8月22日 大会新 女子 400mH 決勝 1:07.16 田中 里歩(3) 松川高 1:09.99
8月22日 大会新 男子 400mH 決勝 52.42 中野 直哉 飯田病院 56.30
8月22日 大会新 小学4年男子 100m 決勝 14.51 宮澤 知己(4) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 14.57

三嶋 渚沙(3) 旭が丘中 26.61
8月23日 大会新 女子 100mH 決勝 15.78 小林 菜月(2)
8月22日 大会新 中学女子 200m 決勝 26.43

49.56
飯田高 16.05

8月23日 大会新 男子 400m 決勝 48.96 中野 直哉 飯田病院



記録主任 清水　美彦

ﾄﾗｯｸ審判長 原　宏旭
跳躍審判長 北原　誠治

【開催日】 2020年8月22日(土)・23日(日)

【主催団体】 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】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

 8/22 女子  +1.2 山城 春菜(1) 13.17 中山 愛梨(1) 13.36 嵯峨座 維(2) 13.94 實原 未奈(1) 14.33 久保田 琴乃(1) 15.01
100m 松川高 下伊那農業高 飯田風越高 飯田風越高 飯田風越高

 8/23 田中 里歩(3) 1:00.73 羽生 彩七(1) 1:04.62 塩澤 舞(1) 1:05.98
400m 松川高 OIDE長姫高 下伊那農業高

 8/22 羽生 彩七(1) 2:43.51
800m OIDE長姫高

 8/23 筒井 心葉(1) 11:50.73 圓谷 爽夏(1) 12:18.84 矢澤 美代子 16:40.42
3000m 飯田高 飯田風越高 飯田市陸協

 8/23  -0.5 小林 菜月(2) 15.78
100mH(0.838m) 飯田高 GR

 8/22 田中 里歩(3) 1:07.16 熊谷 千尋(2) 1:12.96
400mH(0.762m) 松川高 GR 飯田高

 8/22 小林 菜月(2) 1.43 山本 結萌(1) 1.25
走高跳 飯田高 下伊那農業高

 8/23 宮澤 香音(3) 5.07(-0.4) 塩澤 舞(1) 4.89(+1.5) 小林 菜月(2) 4.86(+0.4)
走幅跳 下伊那農業高 下伊那農業高 飯田高

 8/22 中島 未歩 47.48

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 飯田病院
 8/22 小林 菜月(2) 34.02

やり投(600g) 飯田高
 8/23 中学女子1年  +0.7 千葉 唯花(1) 13.61 湯澤 彩花(1) 13.76 松村 華萌(1) 14.08 柳 美紀(1) 14.10 小池 悠(1) 14.40 羽生 月佳(1) 14.47 木下 瑠菜(1) 14.75 湯田 うらら(1) 14.96

100m 飯田高陵中 松川中 飯田高陵中 高森中 飯田高陵中 飯田高陵中 緑ヶ丘中 飯田高陵中
 8/23 中学女子共通  -0.8 三嶋 渚沙(3) 13.04 中村 夏鈴(2) 13.20 能登 愛琉(3) 13.23 中村 千果(3) 13.52 小林 咲月(3) 13.62 佐々木 幸雪(3) 13.81 熊谷 綾乃(2) 13.90 小西 世蘭(2) 14.35

100m 旭ヶ丘中 旭ヶ丘中 高森中 高森中 緑ヶ丘中 緑ヶ丘中 高森中 飯田高陵中
 8/22 中学女子  +1.3 三嶋 渚沙(3) 26.43 中村 夏鈴(2) 27.27 能登 愛琉(3) 27.32 小林 咲月(3) 28.29 矢澤 千夏(2) 28.55 千葉 唯花(1) 28.81 湯澤 彩花(1) 29.21

200m 旭ヶ丘中 GR 旭ヶ丘中 高森中 緑ヶ丘中 飯田高陵中 飯田高陵中 松川中
 8/23 岡村 瑚白(2) 1:11.60 西尾 咲輝(2) 1:11.95 鎌倉 美子(2) 1:15.52 小山 真央(2) 1:17.36

400m 緑ヶ丘中 飯田高陵中 飯田高陵中 飯田高陵中
 8/22 下嶋 優菜(3) 4:58.73 伊藤 瑠那(1) 5:10.64 羽生 彩華(2) 5:24.59 篠田 楓夏(1) 5:25.08 田中 凜(3) 5:25.27 高田 萌花(1) 5:37.73 中島 妃芽乃(1) 5:39.67 福島 羽七(1) 5:39.68

1500m ISｼﾞｭﾆｱ 旭ヶ丘中 喬木中 ISｼﾞｭﾆｱ 緑ヶ丘中 飯田高陵中 ISｼﾞｭﾆｱ 松川中
 8/23 下嶋 優菜(3) 11:23.11 高田 萌花(1) 11:55.60 松下 真奈(2) 12:06.24 木下 麗(1) 13:04.20 梅木 莉子(2) 13:18.74

3000m ISｼﾞｭﾆｱ 飯田高陵中 旭ヶ丘中 豊丘中 ISｼﾞｭﾆｱ
 8/23  +1.6 中村 千果(3) 16.61

100mH(0.762-
8.0m) 高森中

 8/22 小平 一葉(1) 高森中 1.30
走高跳 宮下 心優(2) 高森中

 8/23 中村 夏鈴(2) 4.42(+1.4) 宮下 心優(2) 4.01(+1.1) 北原 怜奈(2) 3.77(+1.6) 小平 一葉(1) 3.68(+1.1) 平澤 來実(2) 3.67(0.0) 梶間 理預(3) 3.47(+1.5) 安藤 奈々花(2) 3.33(+0.7)
走幅跳 旭ヶ丘中 高森中 高森中 高森中 松川中 高森中 緑ヶ丘中

 8/23 中村 文音(2) 6.57

砲丸投(2.721kg) 緑ヶ丘中
 8/22 旭ヶ丘中       53.43 飯田高陵中(B)       54.68 飯田高陵中(A)       55.39 高森中       56.18

4×100m 伊藤 瑠那(1) 松村 華萌(1) 西尾 咲輝(2) 北原 怜奈(2)
三嶋 渚沙(3) 羽生 月佳(1) 鎌倉 美子(2) 熊谷 綾乃(2)
松下 真奈(2) 小池 悠(1) 矢澤 千夏(2) 宮下 心優(2)
中村 夏鈴(2) 千葉 唯花(1) 小西 世蘭(2) 柳 美紀(1)

 8/22 小学女子4年  +0.5 関島 絆愛(4) 14.83 亀井 こころ(4) 15.02 安藤 凛(4) 15.93 日吉 歩乃花(4) 16.01 熊谷 莉子(4) 16.06 櫻井 瑠子(4) 16.19 小池 柚葉(4) 16.78 下嶋 花菜(4) 16.82
100m 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 上久堅小 ISｼﾞｭﾆｱ 松尾小 松尾小 ISｼﾞｭﾆｱ

 8/22 小学女子5年  +1.9 柳 美結(5) 14.41 林 かれん(5) 14.67 鈴木 梨夏(5) 14.73 藤本 心美(5) 14.80 進藤 樹里(5) 15.10 遠山 千尋(5) 15.75 佐々木詩織(5) 16.05
100m 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 下條小 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8/22 小学女子6年  +1.0 宮澤 希(6) 14.01 光澤 琥珀(6) 14.24 榎本 葵(6) 14.31 塩澤みのり(6) 14.47 加藤 妃心(6) 14.83 塩澤 萌空(6) 15.26 三石 琴音(6) 15.62 林 亜優香(6) 15.79
100m ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松尾小 豊丘南小 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 8/22 小学女子 古林なな花(5) 3:29.45 宮脇 悠莉(5) 3:32.62 下嶋 花菜(4) 3:39.55 熊谷 莉子(4) 3:42.33 所澤 柚月(6) 3:51.69 奥村 真衣(5) 3:52.08 後藤 朱里(5) 3:55.04 飯島 花歩(5) 4:00.37
1000m 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ISｼﾞｭﾆｱ ISｼﾞｭﾆｱ 山本小 川路小 ISｼﾞｭﾆｱ ISｼﾞｭﾆｱ

 8/22 櫻井 音寧(6) 3.74(+0.6) 安藤 凛(4) 3.46(-0.6)
走幅跳 松尾小 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 8/22 林 かれん(5) 24.54 木下 咲和(4) 24.29
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 下條小



記録主任 清水　美彦

ﾄﾗｯｸ審判長 原　宏旭
跳躍審判長 北原　誠治

【開催日】 2020年8月22日(土)・23日(日)

【主催団体】 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】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

 8/22 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      57.66 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)      57.93 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     1:00.34 豊丘南小     1:04.12 下久堅小     1:04.53 上久堅小     1:15.62
4×100m 榎本 葵(6) 林 かれん(5) 亀井 こころ(4) 三澤 葵心(6) 宮島 結愛(6) 久保田 すず(4)

加藤 妃心(6) 柳 美結(5) 林 亜優香(6) 西島 風夏(6) 岡島 光花(6) 伊藤 芽依(4)
塩澤みのり(6) 鈴木 梨夏(5) 進藤 樹里(5) 西島 凜夏(6) 藤岡 莉亜(6) 日吉 歩乃花(4)
光澤 琥珀(6) 藤本 心美(5) 宮澤 希(6) 三石 琴音(6) 尾曽 有珠果(6) 下平 永愛(4)



決勝 8月22日 11:55

長野県記録(KR)                  11.56 宮澤 有紀                    富山大           2015/07/12  
長野県高校記録(KR)              12.00 深澤 あまね                  佐久長聖         2019/07/28  
大会記録(GR)                    12.07 今井 沙緒里                  飯田病院         2016        

風速 +1.2

 1 山城 春菜(1)     13.17 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川高

 2 中山 愛梨(1)     13.36 
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 下伊那農業高

 3 嵯峨座 維(2)     13.94 
ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ 飯田風越高

 4 實原 未奈(1)     14.33 
ｼﾞﾂﾊﾗ ﾐﾅ 飯田風越高

 5 久保田 琴乃(1)     15.01 
ｸﾎﾞﾀ ｺﾄﾉ 飯田風越高

  宮澤 香音(3)      
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農業高

3   484

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   387

8   453

6   461

DNS

4   462

7   492



決勝 8月23日 11:55

長野県記録(KR)                  54.56 竹内 昌子                    福島大           2003/05/05  
長野県高校記録(KR)              55.42 山本 瑞                      小諸             2011/08/03  
                                      瀧澤 彩                      長野             2012/07/29  
大会記録(GR)                  1:00.40 関島 友里佳                  飯田風越高       2014        

 1 田中 里歩(3)   1:00.73 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高

 2 羽生 彩七(1)   1:04.62 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ OIDE長姫高

 3 塩澤 舞(1)   1:05.98 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ 下伊那農業高

  中山 愛梨(1)      
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 下伊那農業高 DNS

3   483

5   484

4   478

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   399



決勝 8月22日  9:30

長野県記録(KR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
長野県高校記録(KR)            2:05.78 山本 瑞                      小諸             2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:22.35 宮島 志保美                  飯田高           2013        

 1 羽生 彩七(1)   2:43.51 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ OIDE長姫高

3   478

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月23日  9:55

長野県記録(KR)                9:00.50 和田 有菜                    名城大           2018/07/11  
長野県高校記録(KR)            9:01.36 和田 有菜                    長野東           2017/10/09  
大会記録(GR)                 10:10.49 千葉 麻里子                  飯田高           2018        

 1 筒井 心葉(1)  11:50.73 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高

 2 圓谷 爽夏(1)  12:18.84 
ﾂﾌﾞﾗﾔ ｻﾔｶ 飯田風越高

 3 矢澤 美代子  16:40.42 
ﾔｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 飯田市陸協

  宮内 笑夢(2)      
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 松川高

  西村 歩華(2)      
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 飯田高

DNS
8   409

DNS

6    53

7   405

9   463

女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
10   413



決勝 8月23日 11:35

長野県記録(KR)                  13.81 茂木 多美江                  小諸高校教       1978/10/15  
長野県高校記録(KR)              14.10 中津 晴葉                    佐久長聖         2019/05/24  
大会記録(GR)                    16.05 西浦 由美子                  松川高           1991        

風速 -0.5

 1 小林 菜月(2)     15.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田高

3   406
大会新

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月22日 11:35

長野県記録(KR)                  58.27 瀧澤 彩                      長野高           2012/07/31  
長野県高校記録(KR)              58.27 瀧澤 彩                      長野             2012/07/31  
大会記録(GR)                  1:09.99 竹内 優香                    DreamAC          2015        

 1 田中 里歩(3)   1:07.16 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高

 2 熊谷 千尋(2)   1:12.96 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田高

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   399

大会新
4   408



決勝 8月22日  9:30

長野県記録(KR)                   1.81 屋ヶ田 直美                  中央大           1984/10/05  
長野県高校記録(KR)               1.77 上原 久美恵                  岡谷東           1977/10/03  
大会記録(GR)                     1.50 北原 沙希                    飯田風越高       2017        
                                      村松 明日見                  飯田高           2015        

1m52
小林 菜月(2) - - - - o o o o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田高
山本 結萌(1) - - - o xxx
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 下伊那農業高
村山 来弥(1) DNS
ﾑﾗﾔﾏ ｸﾙﾐ 下伊那農業高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15 1m20 1m25 1m30

記録 備考

1 3   406  1.43

1m35 1m40 1m43 1m46 1m49

2 2   486  1.25

1   485      



決勝 8月23日  9:30

長野県記録(KR)                   6.41 湶 純江                      長野スズキ       1976/04/25  
長野県高校記録(KR)               6.06 宮坂 楓                      東海大三         2010/07/19  
大会記録(GR)                     5.16 大坪 裕                      東京女子短大     1995        

 ３回の
 最高記録

宮澤 香音(3)    x    x   4.88   4.88   4.90  5.07  4.91   5.07 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農業高               +1.3   +1.3   +0.2  -0.4  -1.5   -0.4
塩澤 舞(1)    x   4.87  4.71   4.87   2.74  4.89  3.31   4.89 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ 下伊那農業高         +1.0  +0.9   +1.0   +0.4  +1.5  -0.8   +1.5
小林 菜月(2)   4.63  4.73  4.76   4.76   4.86  4.65  4.57   4.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田高   -0.7  +1.1  +0.6   +0.6   +0.4  +1.0  -1.4   +0.4
竹村 菜々美(2)    x    x    x                   NM
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 飯田高                                                   

3 3   406

1   407

1 4   492

2 2   483

備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月22日 13:30

長野県記録(KR)                  57.17 山本 晴美                    長野市陸協       2001/06/08  
長野県高校記録(KR)              50.93 湯本 珠実                    松商学園         2017/10/08  
大会記録(GR)                    42.63 北野 緋菜                    阿南高           2018        

 ３回の
 最高記録

小林 菜月(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田高

-5- -6- 記録 備考-4-

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

1 1   406    o  29.82  34.02    o   29.82    o    o  34.02



決勝 8月22日 10:40

長野県記録(KR)                  60.40 中島 未歩                    上田陸協         2016/07/10  
長野県高校記録(KR)              47.97 中島 未歩                    丸子修学館       2010/10/03  

 ３回の
 最高記録

中島 未歩
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾎ 飯田病院

-5- -6- 記録 備考-4-

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-

1 1    54    o  46.68  47.48    o   46.68    x    o  47.48



予選 8月23日 10:55
決勝 8月23日 13:00

長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼 美風                    豊丘             2014/07/05  
大会記録(GR)                    12.78 榊山 恵乃                    飯田東中         2000        

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +1.6

 1 千葉 唯花(1)     13.59 Q  1 湯澤 彩花(1)     13.72 Q
ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中 ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 松川中

 2 柳 美紀(1)     13.93 Q  2 松村 華萌(1)     14.24 Q
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森中 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 飯田高陵中

 3 小池 悠(1)     14.34 Q  3 羽生 月佳(1)     14.25 Q
ｺｲｹ ﾕｳ 飯田高陵中 ﾊﾆｭｳ ﾙｶ 飯田高陵中

 4 羽生 紗彩(1)     14.93  4 木下 瑠菜(1)     14.66 q
ﾊﾆｭｳ ｻｱﾔ 飯田高陵中 ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ 緑ヶ丘中

 5 小林 まな(1)     14.94  5 湯田 うらら(1)     14.87 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 緑ヶ丘中 ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ 飯田高陵中

 6 山崎 愛実(1)     15.22  6 清水 心陽(1)     15.77 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 豊丘中 ｼﾐｽﾞ ﾐﾊﾙ 高森中

風速 +0.7

 1 千葉 唯花(1)     13.61 
ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中

 2 湯澤 彩花(1)     13.76 
ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 松川中

 3 松村 華萌(1)     14.08 
ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 飯田高陵中

 4 柳 美紀(1)     14.10 
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森中

 5 小池 悠(1)     14.40 
ｺｲｹ ﾕｳ 飯田高陵中

 6 羽生 月佳(1)     14.47 
ﾊﾆｭｳ ﾙｶ 飯田高陵中

 7 木下 瑠菜(1)     14.75 
ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ 緑ヶ丘中

 8 湯田 うらら(1)     14.96 
ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ 飯田高陵中

1  8618

2  8434

8  8411

7  8430

6  8417

4  8396

5  8412

3  8363

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  8543 6  8393

3  8619 3  8434

6  8413 4  8618

8  8411 7  8430

5  8396 5  8417

所属名 記録／備考
4  8412 8  8363

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

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



予選 8月23日 10:45
決勝 8月23日 12:50

長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼 美風                    豊丘             2014/07/05  
大会記録(GR)                    12.67 菅沼 美風                    松川ＪＡＣ       2013        

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +1.5

 1 中村 夏鈴(2)     13.28 Q  1 三嶋 渚沙(3)     12.98 Q
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 旭ヶ丘中 ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 旭ヶ丘中

 2 中村 千果(3)     13.57 Q  2 能登 愛琉(3)     13.26 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中 ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中

 3 佐々木 幸雪(3)     13.80 Q  3 小林 咲月(3)     13.54 Q
ｻｻｷ ｺﾕｷ 緑ヶ丘中 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 緑ヶ丘中

 4 小西 世蘭(2)     14.26 q  4 熊谷 綾乃(2)     13.95 q
ｺﾆｼ ｾﾗﾝ 飯田高陵中 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ 高森中

 5 原田 未李(2)     15.07  5 宮下 夏澄(2)     15.12 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ 緑ヶ丘中 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾐ 松川中

 6 髙山 穂実(2)     16.33  6 村澤 みゆき(2)     15.40 
ﾀｶﾔﾏ ﾎﾉﾐ 緑ヶ丘中 ﾑﾗｻﾜ ﾐﾕｷ 緑ヶ丘中

風速 -0.8

 1 三嶋 渚沙(3)     13.04 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 旭ヶ丘中

 2 中村 夏鈴(2)     13.20 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 旭ヶ丘中

 3 能登 愛琉(3)     13.23 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中

 4 中村 千果(3)     13.52 
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中

 5 小林 咲月(3)     13.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 緑ヶ丘中

 6 佐々木 幸雪(3)     13.81 
ｻｻｷ ｺﾕｷ 緑ヶ丘中

 7 熊谷 綾乃(2)     13.90 
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ 高森中

 8 小西 世蘭(2)     14.35 
ｺﾆｼ ｾﾗﾝ 飯田高陵中

2  8400

1  8448

5  8609

8  8604

3  8387

7  8390

4  8734

6  8625

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  8612 7  8590

8  8594 3  8362

5  8448 4  8400

4  8604 5  8609

3  8390 8  8387

所属名 記録／備考
7  8625 6  8734

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

中学女子共通

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



決勝 8月22日 12:50

長野県記録(KR)                  23.73 今井 沙緒里                  飯田病院         2017/06/24  
長野県中学記録(CR)              24.88 北澤 栞                      三郷             2016/10/16  
大会記録(GR)                    26.61 藤本 遥                      緑ヶ丘中         2017        

風速 +1.3

 1 三嶋 渚沙(3)     26.43 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 旭ヶ丘中

 2 中村 夏鈴(2)     27.27 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 旭ヶ丘中

 3 能登 愛琉(3)     27.32 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中

 4 小林 咲月(3)     28.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 緑ヶ丘中

 5 矢澤 千夏(2)     28.55 
ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 飯田高陵中

 6 千葉 唯花(1)     28.81 
ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中

 7 湯澤 彩花(1)     29.21 
ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 松川中

大会新
7  8625

中学女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8734

2  8387

8  8609

3  8363

4  8453

6  8412



決勝 8月23日 11:50

長野県記録(KR)                  54.56 竹内 昌子                    福島大           2003/05/05  
長野県中学記録(CR)              57.81 三澤 百佳                    開成             2019/07/27  
大会記録(GR)                  1:04.17 田中 里歩                    阿智中           2017        

 1 岡村 瑚白(2)   1:11.60 
ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ 緑ヶ丘中

 2 西尾 咲輝(2)   1:11.95 
ﾆｼｵ ｻｷ 飯田高陵中

 3 鎌倉 美子(2)   1:15.52 
ｶﾏｸﾗ ﾐｺ 飯田高陵中

 4 小山 真央(2)   1:17.36 
ｺﾔﾏ ﾏｵ 飯田高陵中

4  8449

3  8451

6  8452

中学女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8602



決勝 8月22日 10:05

長野県記録(KR)                4:16.76 和田 有菜                    名城大           2018/05/05  
長野県中学記録(CR)            4:28.36 和田 有菜                    川中島           2013/08/22  
大会記録(GR)                  4:46.45 筒井 心葉                    飯田高陵中       2013        

 1 下嶋 優菜(3)   4:58.73 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 伊藤 瑠那(1)   5:10.64 
ｲﾄｳ ﾙﾅ 旭ヶ丘中

 3 羽生 彩華(2)   5:24.59 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔｶ 喬木中

 4 篠田 楓夏(1)   5:25.08 
ｼﾉﾀﾞ ﾌｳｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 田中 凜(3)   5:25.27 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 緑ヶ丘中

 6 高田 萌花(1)   5:37.73 
ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ 飯田高陵中

 7 中島 妃芽乃(1)   5:39.67 
ﾅｶｼﾏ ﾋﾒﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 福島 羽七(1)   5:39.68 
ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ 松川中

 9 松下 真奈(2)   5:39.85 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ 旭ヶ丘中

10 山岸 來奈(1)   5:42.75 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾗﾅ 旭ヶ丘中

11 梅木 莉子(2)   5:50.36 
ｳﾒｷ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

12 片桐 愛美(1)   5:52.71 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾅﾐ 高森中

13 石原 愛子(2)   6:21.02 
ｲｼﾊﾗ ｱｲｺ 豊丘中

14 野口 莉奈(3)   6:21.61 
ﾉｸﾞﾁ ﾘﾅ 高森中

15 丸山 結菜(2)   6:28.24 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 飯田高陵中

  桐生 瑞希(2)      
ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

2  8621

中学女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
15  8481

10  8531

13  8581

16  8610

4  8426

5  8484

8  8364

14  8627

12  8622

9  8482

11  8394

7  8882

1  8389

DNS

6  8454

3  8652



決勝 8月23日  9:55

長野県記録(KR)                9:00.50 和田 有菜                    名城大           2018/07/11  
長野県中学記録(CR)            9:25.24 玉城 かんな                  川中島           2011/09/24  
大会記録(GR)                 10:14.24 松澤 綾音                    喬木中           2014        

 1 下嶋 優菜(3)  11:23.11 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 高田 萌花(1)  11:55.60 
ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ 飯田高陵中

 3 松下 真奈(2)  12:06.24 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ 旭ヶ丘中

 4 木下 麗(1)  13:04.20 
ｷﾉｼﾀ ｳﾗﾗ 豊丘中

 5 梅木 莉子(2)  13:18.74 
ｳﾒｷ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

3  8482

2  8627

4  8541

1  8426

中学女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8481



決勝 8月23日 11:25

長野県中学記録(CR)              14.05 土屋 ほのか                  軽井沢           2018/06/09  
大会記録(GR)                    16.07 池野 佳帆                    イイダッシュAC   2016        

風速 +1.6

 1 中村 千果(3)     16.61 
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中

3  8390

中学女子

100mH(0.762-8.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月22日  9:30

長野県記録(KR)                   1.81 屋ヶ田 直美                  中央大           1984/10/05  
長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.55 北原 沙希                    飯田高陵中       2015        

小平 一葉(1)
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 高森中
宮下 心優(2)
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕ 高森中

1m15 1m20 1m25

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m05 1m10 1m30 1m35 1m38 1m41 1m44 備考
1 1  8395 o o o xo o xo

記録

xxx  1.30

1 2  8402 o o  1.30o o xo xo xxx



決勝 8月23日  9:30

長野県記録(KR)                   6.41 湶 純江                      長野スズキ       1976/04/25  
長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     5.10 神谷 由紀子                  豊丘中           1980        

 ３回の
 最高記録

中村 夏鈴(2)   4.11   x   4.42   4.42   4.15   x   4.22   4.42 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 旭ヶ丘中   -1.0        +1.4   +1.4   +0.5        +0.7   +1.4
宮下 心優(2)    x    x   4.01   4.01    x   3.86  3.97   4.01 
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕ 高森中               +1.1   +1.1         -0.7  +0.1   +1.1
北原 怜奈(2)   3.65  3.54  3.77   3.77    x   3.75  3.63   3.77 
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾅ 高森中   +0.4  -0.4  +1.6   +1.6         -0.8  +0.2   +1.6
小平 一葉(1)   3.51  3.58  3.34   3.58   3.39  3.66  3.68   3.68 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 高森中   +1.3  +0.4  +1.2   +0.4   -0.8  -0.1  +1.1   +1.1
平澤 來実(2)    x   3.44  3.43   3.44   3.44  3.67   x    3.67 
ﾋﾗｻﾜ ｸﾙﾐ 松川中         +0.8  +1.8   +0.8   -0.1   0.0          0.0
梶間 理預(3)    x   2.91  3.47   3.47    x    x    x    3.47 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 高森中         +1.6  +1.5   +1.5                      +1.5
安藤 奈々花(2)   3.33  2.93  2.88   3.33   3.31  3.19  3.24   3.33 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ 緑ヶ丘中   +0.7  +0.7  +0.5   +0.7   -1.1  -1.0  -0.7   +0.7

7 6  8599

5 4  8361

6 1  8388

3 3  8401

4 2  8395

1 7  8625

2 5  8402

備考

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月23日  9:30

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/08/24  
大会記録(GR)                    12.00 宮沢 よしえ                  天龍中           1967        

 ３回の
 最高記録

中村 文音(2)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 緑ヶ丘中

  6.57   6.37   6.57   6.54  6.36  6.531 1  8603   6.57  6.45

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- -5- -6- 記録 備考-4-



決勝 8月22日 14:20

長野県記録(KR)                  47.28                              市立長野高       2019/06/14  
                                      （綿貫　寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）
長野県中学記録(CR)              48.17                              豊科北           2014/07/06  
                                      （湯本 珠実・臼井 美紅・齊藤 静花・木村 凌）
大会記録(GR)                    52.49                              イイダッシュAC   2016        
                                      （伊藤・西島・伊藤・池野）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 旭ヶ丘中  8621 伊藤 瑠那(1)     53.43 

ｲﾄｳ ﾙﾅ
 8734 三嶋 渚沙(3)

ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ
 8627 松下 真奈(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ
 8625 中村 夏鈴(2)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ
 2   3 飯田高陵中(B)  8417 松村 華萌(1)     54.68 

ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ
 8430 羽生 月佳(1)

ﾊﾆｭｳ ﾙｶ
 8411 小池 悠(1)

ｺｲｹ ﾕｳ
 8412 千葉 唯花(1)

ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ
 3   5 飯田高陵中(A)  8452 西尾 咲輝(2)     55.39 

ﾆｼｵ ｻｷ
 8449 鎌倉 美子(2)

ｶﾏｸﾗ ﾐｺ
 8453 矢澤 千夏(2)

ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ
 8448 小西 世蘭(2)

ｺﾆｼ ｾﾗﾝ
 4   6 高森中  8401 北原 怜奈(2)     56.18 

ｷﾀﾊﾗ ﾚﾅ
 8400 熊谷 綾乃(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ
 8402 宮下 心優(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕ
 8396 柳 美紀(1)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ

中学女子

4×100m

決勝



予選 8月22日 11:00
決勝 8月22日 12:25

長野県小学生記録(ER)            12.81 大熊 杏美                    坂城JAC          2019/08/10  
大会記録(GR)                    14.61 宮下 菜都子                  上郷小           2006        

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +1.4

 1 安藤 凛(4)     15.42 Q  1 関島 絆愛(4)     14.80 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｾｷｼﾞﾏ ｷｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 日吉 歩乃花(4)     15.79 Q  2 亀井 こころ(4)     14.82 Q
ﾋﾖｼ ﾎﾉｶ 上久堅小 ｶﾒｲ ｺｺﾛ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 櫻井 瑠子(4)     15.93 Q  3 熊谷 莉子(4)     15.90 Q
ｻｸﾗｲ　ﾙｺ 松尾小 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 下嶋 花菜(4)     16.27 q  4 片桐 椛心菜(4)     17.14 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾅ ISｼﾞｭﾆｱ ｶﾀｷﾞﾘ ｺｺﾅ 豊丘南小

 5 小池 柚葉(4)     16.35 q  5 大槻 星明(4)     17.33 
ｺｲｹ　ﾕｽﾞﾊ 松尾小 ｵｵﾂｷ　ｾﾘ 松尾小

 6 木下 櫻(4)     16.40  6 平沢 りん(4)     18.22 
ｷﾉｼﾀ ｻｸﾗ 豊丘南小 ﾋﾗｻﾜ　ﾘﾝ 松尾小

 7 古田 結花(4)     16.57  7 藤本 芙優(4)     18.94 
ﾌﾙﾀ  ﾕｳｶ 下條小 ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾌﾕ 千栄小

風速 +0.5

 1 関島 絆愛(4)     14.83 
ｾｷｼﾞﾏ ｷｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 亀井 こころ(4)     15.02 
ｶﾒｲ ｺｺﾛ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 安藤 凛(4)     15.93 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 日吉 歩乃花(4)     16.01 
ﾋﾖｼ ﾎﾉｶ 上久堅小

 5 熊谷 莉子(4)     16.06 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 櫻井 瑠子(4)     16.19 
ｻｸﾗｲ　ﾙｺ 松尾小

 7 小池 柚葉(4)     16.78 
ｺｲｹ　ﾕｽﾞﾊ 松尾小

 8 下嶋 花菜(4)     16.82 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

小学女子4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 No. 氏  名 所属名 所属名 記録／備考
5     6 5    27

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4    48 7     7

2    44 2     2

8     1 6    60

6    38 8    39

7    61 4    42

3    19 3    49

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    27

3     7

5     6

4    48

8     2

7    44

1    38

2     1



決勝 8月22日 12:15

長野県小学生記録(ER)            12.81 大熊 杏美                    坂城JAC          2019/08/10  
大会記録(GR)                    14.14 松下 玲来                    イイダッシュクラ 2018        

風速 +1.9

 1 柳 美結(5)     14.41 
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 林 かれん(5)     14.67 
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 鈴木 梨夏(5)     14.73 
ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 藤本 心美(5)     14.80 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 進藤 樹里(5)     15.10 
ｼﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 遠山 千尋(5)     15.75 
ﾄｵﾔﾏ  ﾁﾋﾛ 下條小

 7 佐々木詩織(5)     16.05 
ｻｻｷ ｼｵﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

  山本 琴音(5)      
ﾔﾏﾓﾄ  ｺtﾈ 下條小

7    34

小学女子5年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    33

1    35

3    32

2    11

6    18

DNS

8    31

4    20



予選 8月22日 10:45
決勝 8月22日 12:05

長野県小学生記録(ER)            12.81 大熊 杏美                    坂城JAC          2019/08/10  
大会記録(GR)                    13.76 樽澤 恵美                    松川陸上クラブ   1999        

[ 1組] 風速 +0.0 [ 2組] 風速 -1.4

 1 塩澤みのり(6)     14.64 Q  1 宮澤 希(6)     14.43 Q
ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻﾜ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 三石 琴音(6)     15.59 Q  2 光澤 琥珀(6)     14.60 Q
ﾐﾂｲｼ ｺﾄﾈ 豊丘南小 ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 秋田 千尋(6)     15.89  3 加藤 妃心(6)     15.07 q
ｱｷﾀ　ﾁﾋﾛ 松尾小 ｶﾄｳ ﾋﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 佐々木 美緒(6)     16.44  4 塩澤 萌空(6)     15.19 q
ｻｻｷ ﾐｵ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｼｵｻﾞﾜ　ﾓｱ 松尾小

 5 藤本 夢乃(6)     16.89  5 久保田 陽香(6)     15.86 
ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾕﾒﾉ 松尾小 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 飯島 透奈(6)     17.01  6 滝沢 友菜(6)     16.15 
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷﾅ 富草小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾅ 下久堅小

[ 3組] 風速 +0.4

 1 榎本 葵(6)     14.47 Q
ｴﾉﾓﾄ ｱｵｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 林 亜優香(6)     15.81 Q
ﾊﾔｼ ｱﾕｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 田中 七海(6)     15.86 
ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ 山本小

 4 西島 風夏(6)     16.31 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾌｳｶ 豊丘南小

 5 湯浅 菜那子(6)     16.92 
ﾕｱｻ　ﾅﾅｺ 松尾小

風速 +1.0

 1 宮澤 希(6)     14.01 
ﾐﾔｻﾜ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 光澤 琥珀(6)     14.24 
ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 榎本 葵(6)     14.31 
ｴﾉﾓﾄ ｱｵｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 塩澤みのり(6)     14.47 
ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 加藤 妃心(6)     14.83 
ｶﾄｳ ﾋﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 塩澤 萌空(6)     15.26 
ｼｵｻﾞﾜ　ﾓｱ 松尾小

 7 三石 琴音(6)     15.62 
ﾐﾂｲｼ ｺﾄﾈ 豊丘南小

 8 林 亜優香(6)     15.79 
ﾊﾔｼ ｱﾕｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

7    30

小学女子6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
7    25 6     9

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7    24

4    41 4     8

3    55 8    15

順

6    56

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8    37 5    26

5    10 3    36

6    12

3    23

5    58

   24

4    40

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6     9

5    30

4

3    25

2    56

1    12

8    36

7    26



決勝 8月22日  9:45

長野県小学生記録(ER)          3:03.46 牛越 あかね                  並柳             2004/05/01  
大会記録(GR)                  3:22.19 佐藤 悠佳                    松川陸上クラブ   2015        

 1 古林なな花(5)   3:29.45 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 宮脇 悠莉(5)   3:32.62 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 下嶋 花菜(4)   3:39.55 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 熊谷 莉子(4)   3:42.33 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 所澤 柚月(6)   3:51.69 
ｼｮｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 山本小

 6 奥村 真衣(5)   3:52.08 
ｵｸﾑﾗ ﾏｲ 川路小

 7 後藤 朱里(5)   3:55.04 
ｺﾞﾄｳ ｼｭﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 飯島 花歩(5)   4:00.37 
ｲｲｼﾞﾏ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 水野 眞子(5)   4:00.50 
ﾐﾂﾞﾉ ﾏｺ ISｼﾞｭﾆｱ

10 吉川 ひまり(5)   4:02.25 
ﾖｼｶﾜ ﾋﾏﾘ 川路小

11 牧内 絢音(5)   4:41.03 
ﾏｷｳﾁ ｱﾔﾈ 川路小

4    52

9     4

8    51

11     3

7     5

1    22

2    50

3     1

5     2

6    28

小学女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
10    29



決勝 8月22日 13:50

長野県小学生記録(ER)            53.01                              坂城JAC          2018/06/24  
                                      （清水　咲歩・金子　亜瑠・宮下　小牧・我妻　恭佳）
大会記録(GR)                    55.56                              松川陸上クラブ   2016        
                                      （宮下・関島・吉澤・山城）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A   24 榎本 葵(6)     57.66 

ｴﾉﾓﾄ ｱｵｲ
   26 加藤 妃心(6)

ｶﾄｳ ﾋﾅ
   25 塩澤みのり(6)

ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ
   30 光澤 琥珀(6)

ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ
 2   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B   34 林 かれん(5)     57.93 

ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ
   33 柳 美結(5)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ
   35 鈴木 梨夏(5)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ
   32 藤本 心美(5)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ
 3   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     7 亀井 こころ(4)   1:00.34 

ｶﾒｲ ｺｺﾛ
   12 林 亜優香(6)

ﾊﾔｼ ｱﾕｶ
   11 進藤 樹里(5)

ｼﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾘ
    9 宮澤 希(6)

ﾐﾔｻﾜ ﾉｿﾞﾐ
 4   6 豊丘南小    57 三澤 葵心(6)   1:04.12 

ﾐｻﾜ ｱﾐ
   58 西島 風夏(6)

ﾆｼｼﾞﾏ ﾌｳｶ
   59 西島 凜夏(6)

ﾆｼｼﾞﾏ ﾘﾝｶ
   56 三石 琴音(6)

ﾐﾂｲｼ ｺﾄﾈ
 5   5 下久堅小    14 宮島 結愛(6)   1:04.53 

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｱ
   13 岡島 光花(6)

ｵｶｼﾞﾏ ﾐｶ
   16 藤岡 莉亜(6)

ﾌｼﾞｵｶ ﾘｱ
   17 尾曽 有珠果(6)

ｵｿ ｱｽｶ
 6   8 上久堅小    47 久保田 すず(4)   1:15.62 

ｸﾎﾞﾀ ｽｽﾞ
   45 伊藤 芽依(4)

ｲﾄｳ ﾒｲ
   48 日吉 歩乃花(4)

ﾋﾖｼ ﾎﾉｶ
   46 下平 永愛(4)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾄｱ

小学女子

4×100m

決勝



決勝 8月22日 11:30

長野県小学生記録(ER)             4.75 北岡 依生希                  伊那AC           2014/10/18  
大会記録(GR)                     4.48 宮澤 香音                    松川陸上クラブ   2014        

 ３回の
 最高記録

櫻井 音寧(6)    x   3.39  3.56   3.56   3.22  3.47  3.74   3.74 
ｻｸﾗｲ　ﾈﾈ 松尾小         +1.6  +0.6   +0.6   -0.8  +0.1  +0.6   +0.6
安藤 凛(4)   3.09  3.28  3.11   3.28   3.46   x    x    3.46 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.5  -0.2  +2.8   -0.2   -0.6               -0.6

備考

小学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

1 2    43

2 1     6



決勝 8月22日 13:30

長野県小学生記録(ER)            46.82 宮澤 結衣                    伊那東           2019/08/24  
大会記録(GR)                    34.15 脇坂 心雪                    泰阜小           2018        

 ３回の
 最高記録

林 かれん(5)
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
木下 咲和(4)
ｷﾉｼﾀ  ｻﾜ 下條小

-5- -6- 記録 備考-4-

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-

1 1    34    o  24.54

 24.29 24.29 

   -   24.54    -    -    -  24.54 

   o        o    o2 2    21    o    o
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