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： ２０２１年10月10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・下伊那郡体育協会
： 飯伊陸上競技協会
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下伊那地区高等学校体育連盟・下伊那中学校体育連盟
下伊那校長会・㈱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
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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】 2021年10月10日 投てき審判長 北原 誠治

【主催団体】 飯田市陸上競技協会・下伊那郡陸上競技協会 決勝記録一覧表 ｽﾀｰﾄ審判長 林 努

女  子 【競技場】飯田市総合運動場陸上競技場招集所審判長 関 博文
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

10/10 女子 中村 夏鈴(3) 12.70 小林 菜月(3) 12.80 山城 春菜(2) 13.01 能登 愛琉(1) 13.26 宮澤 希(1) 13.31 光澤 琥珀(1) 13.38 柳 美紀(2) 13.47 塩澤 みのり(1) 13.57
100m ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 飯田高 松川高 飯田高 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 下伊那松川中 高森中 飯田高陵中

實原 未奈(2)
飯田風越高

10/10 中村 夏鈴(3) 26.45 千葉 唯花(2) 27.29 山城 春菜(2) 27.52 中島 志穂(1) 28.22 中村 千果(1) 28.37 實原 未奈(2) 28.63 柳 美紀(2) 28.85 羽生 月佳(2) 29.52
200m ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 飯田高陵中 松川高 飯田風越高 飯田風越高 飯田風越高 高森中 飯田高陵中

10/10 羽生 彩七(2) 1:03.67 湯澤 帆花(1) 1:06.15 篠田 楓夏(2) 1:09.62 矢沢 優衣(1) 1:22.28
400m O長高 飯田高 ISｼﾞｭﾆｱ 旭ヶ丘中

10/10 中村 柚音(3) 4:44.87 森脇 光砂(2) 4:49.19 伊藤 瑠那(2) 5:02.96 荻原 真柚(1) 5:05.66 田中 凜(1) 5:15.87 岡 美来(2) 5:25.23 松下 真奈(3) 5:32.59 福島 羽七(2) 5:44.97
1500m 伊那西高 伊那西高 旭ヶ丘中 箕輪中 飯田高 箕輪中 ISｼﾞｭﾆｱ 下伊那松川中

10/10 中村 柚音(3) 10:25.27 川上 南海(1) 11:11.45 筒井 心葉(2) 11:11.72 小川 美紗(1) 11:26.96 滝沢 初寧(2) 11:29.72 湯沢 夏美 11:31.03 宮澤 和(1) 11:39.20 高田 萌花(2) 12:16.26
3000m 伊那西高 赤穂中 飯田高 赤穂中 伊那西高 飯田市陸協 赤穂中 飯田高陵中

10/10  +2.7 田中 海羽(2) 17.06 中村 千果(1) 18.11 能登 愛琉(1) 20.22
100mH(0.838m) 伊那西高 飯田風越高 飯田高

10/10 鈴木 ひかり(2) 赤穂中 1.35 小平 一葉(2) 1.35 田中 海羽(2) 伊那西高 1.30 鈴木 翠央(2) 1.30 前里 咲耀(1) 1.30
走高跳 山本 結萌(2) 下伊那農高 高森中 代田 那菜(2) 飯田女子高 赤穂中 飯田高

10/10 今村 実伶(2) 4.92(+2.1) 櫻井 音寧(1) 4.77(+2.8) 埋橋 凜(2) 4.60(+1.9) 友竹 杏希(1) 4.07(+2.3) 鈴木 かなで(1) 3.78(+2.7) 小林 日菜花(1) 3.73(+3.0) 小出 来海(2) 3.71(+5.7) 藤本 夢乃(1) 3.60(+1.3)
走幅跳 飯田高 緑ヶ丘中 伊那西高 飯田高陵中 赤穂中 南箕輪中 駒ヶ根東中 緑ヶ丘中

10/10 小林 美穂(1) 11.33

円盤投(1.000kg) 伊那西高
10/10 後澤 香菜(1) 27.40 山田 優芽(2) 26.22 今村 一葉(2) 25.95 山本 結萌(2) 19.04 代田 那菜(2) 15.87 松村 美佑(2) 15.78 原 ひなた(1) 12.47

やり投(600g) 飯田高 伊那西高 飯田高 下伊那農高 飯田女子高 飯田女子高 伊那西高
10/10 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       53.69 飯田高       53.72 伊那西高(A)       54.37 飯田高陵中       55.42 緑ヶ丘中       56.38 駒ヶ根東中       58.49

4×100m 久保田 陽香(1) 湯澤 帆花(1) 山田 優芽(2) 松村 華萌(2) 藤本 夢乃(1) 久保田 紀嘉(2)
矢澤 千夏(3) 能登 愛琉(1) 埋橋 凜(2) 羽生 月佳(2) 櫻井 音寧(1) 丸山 日彩(2)
中村 夏鈴(3) 前里 咲耀(1) 小林 美穂(1) 湯田 うらら(2) 小林 まな(2) 藤井 珠代(2)
宮澤 希(1) 今村 実伶(2) 森脇 光砂(2) 小池 悠(2) 秋田 千尋(1) 小出 来海(2)

10/10 中学女子  +2.0 宮下 紗季(2) 18.19 櫻井 音寧(1) 19.07 湯田 うらら(2) 19.17
100mH(0.762-

8.0m) 伊那東部中 緑ヶ丘中 飯田高陵中
10/10 有岡 遼香(2) 7.43 友竹 杏希(1) 6.53 小椋 はるか(1) 6.49

砲丸投(2.721kg) 赤穂中 飯田高陵中 春富中
10/10 湯澤 未依紗(1) 17.02 酒井 沙恵(1) 15.32

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 駒ヶ根東中 春富中
10/10 小学女子 久保田  姫彩(3) 9.93 川上  椿(2) 10.21 杉山 心春(3) 10.29 木下 玲愛(3) 10.31 金田 澪奈(3) 10.43 原田 ひまり(3) 10.59 河野 花音(3) 10.63 橋本 ここね(3) 10.78

60m 下條小 下條小 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
10/10 鈴木 梨夏(6) 13.90 林 かれん(6) 13.93 藤本 心美(6) 13.94 柳 美結(6) 14.03 亀井 こころ(5) 14.29 下嶋 花菜(5) 14.95 小池 柚葉(5) 15.20 中山 聖菜(4) 15.45

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 ISｼﾞｭﾆｱ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
10/10 熊谷 莉子(5) 3:24.46 下嶋 花菜(5) 3:24.46 古林なな花(6) 3:26.18 後藤 朱里(6) 3:32.11 飯澤 花歩(6) 3:36.10 水野 眞子(6) 3:37.64 麦島 沙和(5) 3:39.50 井上 凛(6) 3:48.55

1000m ISｼﾞｭﾆｱ ISｼﾞｭﾆｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ISｼﾞｭﾆｱ ISｼﾞｭﾆｱ ISｼﾞｭﾆｱ 追手町小 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
10/10 林 かれん(6) 1.25 奥村 真衣(6) 1.20

走高跳 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 川路小
10/10 藤本 心美(6) 4.04(+3.8) 前里 海紗(6) 3.42(+3.4) 下平 芽侑(6) 3.17(+1.5)

走幅跳 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 竜丘小 下條小
10/10 小池 柚葉(5) 30.98 藤澤 幸音(6) 30.58 木下  咲和(5) 28.32

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 天龍小 下條小
10/10 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      55.12 下條小(A)       58.98 ISｼﾞｭﾆｱ     1:01.09 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     1:03.81 下條小(B)     1:06.99 川路小     1:07.58 浜井場小     1:11.37

4×100m 藤本 心美(6) 生嶋  杏(6) 後藤 朱里(6) 亀井 こころ(5) 関  心美(4) 牧内 絢音(6) 秋山 琉緒
林 かれん(6) 佐々木 桃々(6) 水野 眞子(6) 小野 花桜(5) 金田  芽彩(4) 吉川 ひまり(6) 牧内 彩奈
柳 美結(6) 山本  琴音(6) 飯澤 花歩(6) 古島 はるの(4) 関島 実璃奈(4) 村澤 亜美(4) 熊谷 実桜
鈴木 梨夏(6) 遠山  千尋(6) 熊谷 莉子(5) 小池 柚葉(5) 串原 結愛(4) 奥村 真衣(6) 勝野 彩夢



予選 10月10日  9:20
決勝 10月10日 13:30

長野県記録(KR)                  11.51 君嶋 愛梨沙                  土木管理総合     2021/06/24  
長野県高校記録(KR)              11.88 深澤 あまね                  佐久長聖         2020/08/29  
長野県中学記録(CR)              11.98 寺平 祈愛                    木祖             2021/07/03  

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.0

 1 椎谷 綾華(1)     15.02  1 大槻 恵永ｹﾘｰ(1)     14.47 q
ｼｲﾔ ｱﾔｶ 飯田高陵中 ｵｵﾂｷ ﾒｲｹﾘｰ 箕輪中

 2 久保田 陽香(1)     15.03  2 山本 柚奈(2)     14.76 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 箕輪中

 3 小野田 実祐(2)     15.03  3 秋田 千尋(1)     14.77 
ｵﾉﾀﾞ ﾐﾕ 南箕輪中 ｱｷﾀ ﾁﾋﾛ 緑ヶ丘中

 4 和地 莉緒(1)     15.29  4 鈴木 かなで(1)     14.81 
ﾜﾁ ﾘｵ 旭ヶ丘中 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 赤穂中

 5 長尾 唯花(2)     16.18  5 篭田 心優(1)     15.09 
ﾅｶﾞｵ ﾕｲｶ 南箕輪中 ｶｺﾞﾀ ｺｺﾛ 春富中

 6 佐々木 美緒(1)     18.33  6 丸山 日彩(2)     15.26 
ｻｻｷ ﾐｵ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾏﾙﾔﾏ ﾋｲﾛ 駒ヶ根東中

  小林 優月(1)       7 樋口 陽南(2)     15.55 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 赤穂中 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ 伊那東部中

  唐澤 雪寧(2)       8 木ﾉ島 玲李(1)     16.12 
ｶﾗｻﾜ ﾕｷﾈ 上伊那農高 ｷﾉｼﾏ ﾚｲ 赤穂中

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +0.8

 1 羽生 紗彩(2)     14.26 q  1 光澤 琥珀(1)     13.53 q
ﾊﾆｭｳ ｻｱﾔ 飯田高陵中 ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川中

 2 羽生 月佳(2)     14.37 q  2 柳 美紀(2)     13.68 q
ﾊﾆｭｳ ﾙｶ 飯田高陵中 ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森中

 3 木下 瑠菜(2)     14.40 q  3 小池 悠(2)     13.74 q
ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ 緑ヶ丘中 ｺｲｹ ﾕｳ 飯田高陵中

 4 久保田 紀嘉(2)     14.80  4 塩澤 みのり(1)     13.79 q
ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘｶ 駒ヶ根東中 ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 飯田高陵中

 5 小林 まな(2)     14.85  5 實原 未奈(2)     13.90 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 緑ヶ丘中 ｼﾞﾂﾊﾗﾐﾅ 飯田風越高

 6 藤井 珠代(2)     14.89  6 松村 華萌(2)     13.97 q
ﾌｼﾞｲ ﾀﾏﾖ 駒ヶ根東中 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 飯田高陵中

 7 清水 心陽(2)     15.08   湯澤 彩花(2)      
ｼﾐｽﾞ ﾐﾊﾙ 高森中 ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 下伊那松川中

  柏原 美緒(2)      
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ 赤穂中

[ 5組] 風速 +0.8

 1 小林 菜月(3)     12.99 q
ｺﾊﾞﾔｼﾅﾂｷ 飯田高

 2 中村 夏鈴(3)     13.03 q
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 山城 春菜(2)     13.20 q
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川高

 4 千葉 唯花(2)     13.28 q
ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中

 5 宮澤 希(1)     13.41 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 能登 愛琉(1)     13.52 q
ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田高

  大坪 千紗(2)      
ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ 箕輪中

女子

100m

予選 通過基準  5組  0着 + 16 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 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8447 6  8019

8  8583 8  8014

5  8066 4  8930

7  8623 3  8221

1  8067 1  8179

6  1025 7  8258

3  8226 2  8120
DNS

4   232 5  8234
DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8413 5  8365

5  8430 3  8396

8  8618 8  8411

6  8260 2  8446

2  8619 4  1233

4  8257 6  8417

7  8393 7  8363
DNS

1  8249
DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   406

3  8625

7   387

2  8412

5  8584

6   415

8  8005
DNS



[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 +3.2

 1 中村 夏鈴(3)     12.70  1 塩澤 みのり(1)     13.57 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 飯田高陵中

 2 小林 菜月(3)     12.80  1 實原 未奈(2)     13.57 
ｺﾊﾞﾔｼﾅﾂｷ 飯田高 ｼﾞﾂﾊﾗﾐﾅ 飯田風越高

 3 山城 春菜(2)     13.01  3 木下 瑠菜(2)     14.05 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川高 ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ 緑ヶ丘中

 4 能登 愛琉(1)     13.26  4 大槻 恵永ｹﾘｰ(1)     14.36 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田高 ｵｵﾂｷ ﾒｲｹﾘｰ 箕輪中

 5 宮澤 希(1)     13.31   小池 悠(2)      
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｺｲｹ ﾕｳ 飯田高陵中

 6 光澤 琥珀(1)     13.38   松村 華萌(2)      
ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川中 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 飯田高陵中

 7 柳 美紀(2)     13.47   羽生 紗彩(2)      
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森中 ﾊﾆｭｳ ｻｱﾔ 飯田高陵中

  千葉 唯花(2)        羽生 月佳(2)      
ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中 ﾊﾆｭｳ ﾙｶ 飯田高陵中

女子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8625 3  8446

5   406 5  1233

6   387 2  8618

8   415 1  8019

7  8584 4  8411
DNS

1  8365 6  8417
DNS

2  8396 7  8413
DNS

3  8412 8  8430
DNS DNS



   1 中村 夏鈴(3) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     12.70 (+2.0)   1   1
   2 小林 菜月(3) 飯田高     12.80 (+2.0)   1   2
   3 山城 春菜(2) 松川高     13.01 (+2.0)   1   3
   4 能登 愛琉(1) 飯田高     13.26 (+2.0)   1   4
   5 宮澤 希(1) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.31 (+2.0)   1   5
   6 光澤 琥珀(1) 下伊那松川中     13.38 (+2.0)   1   6
   7 柳 美紀(2) 高森中     13.47 (+2.0)   1   7
   8 塩澤 みのり(1) 飯田高陵中     13.57 (+3.2)   2   1
   8 實原 未奈(2) 飯田風越高     13.57 (+3.2)   2   1
  10 木下 瑠菜(2) 緑ヶ丘中     14.05 (+3.2)   2   3
  11 大槻 恵永ｹﾘｰ(1) 箕輪中     14.36 (+3.2)   2   4
    千葉 唯花(2) 飯田高陵中          (+2.0)DNS   1    
    小池 悠(2) 飯田高陵中          (+3.2)DNS   2    
    松村 華萌(2) 飯田高陵中          (+3.2)DNS   2    
    羽生 紗彩(2) 飯田高陵中          (+3.2)DNS   2    
    羽生 月佳(2) 飯田高陵中          (+3.2)DNS   2    

女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位

 8618
 8019
 8412
 8411
 8417
 8413
 8430

 8625
  406
  387
  415
 8584
 8365
 8396
 8446
 1233



決勝 10月10日 12:20

長野県記録(KR)                  23.73 今井 沙緒里                  飯田病院         2017/06/24  
長野県高校記録(KR)              24.44 深澤 あまね                  佐久長聖         2020/08/29  
長野県中学記録(CR)              24.88 北澤 栞                      三郷             2016/10/16  

[ 1組] 風速 +4.5 [ 2組] 風速 +3.8

 1 實原 未奈(2)     28.63  1 中村 夏鈴(3)     26.45 
ｼﾞﾂﾊﾗﾐﾅ 飯田風越高 ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 柳 美紀(2)     28.85  2 千葉 唯花(2)     27.29 
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森中 ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中

 3 羽生 月佳(2)     29.52  3 山城 春菜(2)     27.52 
ﾊﾆｭｳ ﾙｶ 飯田高陵中 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川高

 4 藤本 夢乃(1)     30.86  4 中島 志穂(1)     28.22 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ 緑ヶ丘中 ﾅｶｼﾞﾏｼﾎ 飯田風越高

 5 武井 双葉(1)     32.49  5 中村 千果(1)     28.37 
ﾀｹｲ ﾌﾀﾊﾞ 南箕輪中 ﾅｶﾑﾗﾁｶ 飯田風越高

 6 遠田 七海(1)     33.62  6 山本 結友(1)     30.08 
ｴﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 赤穂中 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 赤穂中

  湯澤 彩花(2)      
ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 下伊那松川中

8  8363
DNS

2  8237 4  8238

5  8049 2  1230

3  8932 6  1231

7  8430 5   387

4  8396 7  8412

所属名 記録／備考
6  1233 3  8625

ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 中村 夏鈴(3) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     26.45 (+3.8)   2   1
   2 千葉 唯花(2) 飯田高陵中     27.29 (+3.8)   2   2
   3 山城 春菜(2) 松川高     27.52 (+3.8)   2   3
   4 中島 志穂(1) 飯田風越高     28.22 (+3.8)   2   4
   5 中村 千果(1) 飯田風越高     28.37 (+3.8)   2   5
   6 實原 未奈(2) 飯田風越高     28.63 (+4.5)   1   1
   7 柳 美紀(2) 高森中     28.85 (+4.5)   1   2
   8 羽生 月佳(2) 飯田高陵中     29.52 (+4.5)   1   3
   9 山本 結友(1) 赤穂中     30.08 (+3.8)   2   6
  10 藤本 夢乃(1) 緑ヶ丘中     30.86 (+4.5)   1   4
  11 武井 双葉(1) 南箕輪中     32.49 (+4.5)   1   5
  12 遠田 七海(1) 赤穂中     33.62 (+4.5)   1   6
    湯澤 彩花(2) 下伊那松川中          (+4.5)DNS   1    

 1231
 1230
 1233
 8396
 8430
 8238
 8932
 8049
 8237
 8363

女子

200m
タイムレース

順位 No. 組 順位
 8625
 8412
  387

氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 10月10日 14:45

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  
長野県中学記録(CR)              57.81 三澤 百佳                    開成             2019/07/27  

 1 羽生 彩七(2)   1:03.67 
ﾊﾆｭｳｱﾔﾅ O長高

 2 湯澤 帆花(1)   1:06.15 
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 飯田高

 3 篠田 楓夏(2)   1:09.62 
ｼﾉﾀﾞ ﾌｳｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 矢沢 優衣(1)   1:22.28 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｲ 旭ヶ丘中

  中島 志穂(1)      
ﾅｶｼﾞﾏｼﾎ 飯田風越高

5   417

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   478

6  1231
DNS

4  8581

3  8624



決勝 10月10日  9:00

長野県記録(KR)                4:16.76 和田 有菜                    名城大           2018/05/05  
長野県高校記録(KR)            4:17.77 和田 有菜                    長野東           2017/06/24  
長野県中学記録(CR)            4:28.36 和田 有菜                    川中島           2013/08/22  

 1 中村 柚音(3)   4:44.87 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 伊那西高

 2 森脇 光砂(2)   4:49.19 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 伊那西高

 3 伊藤 瑠那(2)   5:02.96 
ｲﾄｳ ﾙﾅ 旭ヶ丘中

 4 荻原 真柚(1)   5:05.66 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 箕輪中

 5 田中 凜(1)   5:15.87 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 飯田高

 6 岡 美来(2)   5:25.23 
ｵｶ ﾐﾗｲ 箕輪中

 7 松下 真奈(3)   5:32.59 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 福島 羽七(2)   5:44.97 
ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ 下伊那松川中

 9 山岸 來奈(2)   5:55.97 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾗﾅ 旭ヶ丘中

10 杉本 梓音(1)   6:01.93 
ｽｷﾞﾓﾄ ｼｵﾝ 飯田高陵中

11 松村 莉央(1)   6:06.98 
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｵ 飯田高陵中

12 湯田 のの椛(1)   6:17.50 
ﾕﾀﾞ ﾉﾉｶ 飯田高陵中

13 中山 由衣(1)   6:34.90 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 伊那東部中

14 下島 有里菜(1)   6:49.54 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕﾘﾅ 伊那東部中

15 田中 菜々美(2)   6:53.16 
ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ 箕輪中

  圓谷爽夏(2)      
ﾂﾌﾞﾗﾔｻﾔｶ 飯田風越高

ラップタイム
   300m     56.39   324 中村 柚音(3)
   700m   2:11.73   〃     〃 
  1100m   3:29.55   〃     〃 

DNS

16  8012

8  1232

15  8127

14  8125

13  8457

12  8458

10  8622

11  8455

7  8627

9  8364

6   414

5  8009

3  8621

4  8016

2   328

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   324



決勝 10月10日 13:50

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  
長野県中学記録(CR)            9:25.24 玉城 かんな                  川中島           2011/09/24  

 1 中村 柚音(3)  10:25.27 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 伊那西高

 2 川上 南海(1)  11:11.45 
ｶﾜｶﾐ ﾅﾐ 赤穂中

 3 筒井 心葉(2)  11:11.72 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高

 4 小川 美紗(1)  11:26.96 
ｵｶﾞﾜ ﾐｻ 赤穂中

 5 滝沢 初寧(2)  11:29.72 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 伊那西高

 6 湯沢 夏美  11:31.03 
ﾕｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 飯田市陸協

 7 宮澤 和(1)  11:39.20 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 赤穂中

 8 高田 萌花(2)  12:16.26 
ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ 飯田高陵中

 9 松田 楓(2)  12:17.62 
ﾏﾂﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 上伊那農高

10 北澤 柊花(2)  12:20.51 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｳｶ 赤穂中

11 武村 美尋(3)  12:21.42 
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪中

12 髙島 ことの(1)  12:27.72 
ﾀｶｼﾏ ｺﾄﾉ 赤穂中

13 小林 稚奈(2)  13:25.14 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 上伊那農高

  坂元 唯花(2)      
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野中

  圓谷爽夏(2)      
ﾂﾌﾞﾗﾔｻﾔｶ 飯田風越高

ラップタイム
   200m     41.03   413 筒井 心葉(2)
   600m   2:01.54   324 中村 柚音(3)
  1000m   3:21.19   〃     〃 
  1400m   4:43.81   〃     〃 
  1800m   6:08.25   〃     〃 
  2200m   7:35.67   〃     〃 
  2600m   9:02.27   〃     〃 

DNS
11  1232

DNS

13   231

2  7962

9  8002

15  8222

8   245

14  8232

4  8223

12  8426

7   330

10  1221

3   413

5  8235

6  8236

女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   324



決勝 10月10日 11:50

長野県中学記録(CR)              13.99 並木 彩華                    野沢             2021/07/18  

風速 +2.0

 1 宮下 紗季(2)     18.19 
ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 伊那東部中

 2 櫻井 音寧(1)     19.07 
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 緑ヶ丘中

 3 湯田 うらら(2)     19.17 
ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ 飯田高陵中

4  8434

5  8118

3  8931

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 10月10日 16:00

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）
長野県高校記録(KR)              46.86                              市立長野         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）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  8583 久保田 陽香(1)     53.69 

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｶ
 8453 矢澤 千夏(3)

ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ
 8625 中村 夏鈴(3)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ
 8584 宮澤 希(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 2   5 飯田高   417 湯澤 帆花(1)     53.72 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
  415 能登 愛琉(1)

ﾉﾄ ｱｲﾙ
  416 前里 咲耀(1)

ﾏｴｻﾞﾄｻﾖ
  419 今村 実伶(2)

ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ
 3   4 伊那西高(A)   336 山田 優芽(2)     54.37 

ｲﾅｲｼｺｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
  334 埋橋 凜(2)

ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ
  337 小林 美穂(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ
  328 森脇 光砂(2)

ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ
 4   7 飯田高陵中  8417 松村 華萌(2)     55.42 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ
 8430 羽生 月佳(2)

ﾊﾆｭｳ ﾙｶ
 8434 湯田 うらら(2)

ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ
 8411 小池 悠(2)

ｺｲｹ ﾕｳ
 5   6 緑ヶ丘中  8932 藤本 夢乃(1)     56.38 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ
 8931 櫻井 音寧(1)

ｻｸﾗｲ ﾈﾈ
 8619 小林 まな(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ
 8930 秋田 千尋(1)

ｱｷﾀ ﾁﾋﾛ
 6   3 駒ヶ根東中  8260 久保田 紀嘉(2)     58.49 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘｶ
 8258 丸山 日彩(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋｲﾛ
 8257 藤井 珠代(2)

ﾌｼﾞｲ ﾀﾏﾖ
 8261 小出 来海(2)

ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ

女子

4×100m

決勝



決勝 10月10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  
長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  

1m54 1m57 1m60
鈴木 ひかり(2) - - o o o o xxx
ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 赤穂中
山本 結萌(2) - - - - o o xxx
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 下伊那農高
小平 一葉(2) - - - o o xo xxx
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 高森中
田中 海羽(2) - - - o o xxx
ﾀﾅｶ ﾐｳ 伊那西高
代田 那菜(2) - - - - o xxx
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 飯田女子高
鈴木 翠央(2) - - o xo o xxx
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 赤穂中
前里 咲耀(1) - - o o xo xxx
ﾏｴｻﾞﾄｻﾖ 飯田高
清水 咲希(2) xxx NM
ｼﾐｽﾞ  ｻｷ 赤穂中
酒井 絢萌(2) DNS
ｻｶｲ ｱﾔﾒ 伊那東部中

1  8227      

5  8122      

6 2  8233  1.30

7 6   416  1.30

4 4   335  1.30

4 7   445  1.30

1 8   486  1.35

3 9  8395  1.35

記録 備考

1 3  8229  1.35

1m35 1m40 1m45 1m48 1m51

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



決勝 10月10日 11:30

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  
長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  

 ３回の
 最高記録

今村 実伶(2)   4.92  4.77  4.85   4.92             4.92 
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 飯田高   +2.1  +1.8  +2.0   +2.1                      +2.1
櫻井 音寧(1)   4.65  4.51  4.77   4.77             4.77 
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 緑ヶ丘中   +2.0  +2.7  +2.8   +2.8                      +2.8
埋橋 凜(2)   4.60  4.55  2.78   4.60             4.60 
ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ 伊那西高   +1.9  +0.8  +2.8   +1.9                      +1.9
友竹 杏希(1)   3.76  3.84  4.07   4.07             4.07 
ﾄﾓﾀｹ ｱﾉ 飯田高陵中   +0.4  +2.5  +2.3   +2.3                      +2.3
鈴木 かなで(1)   3.78  3.40  2.88   3.78             3.78 
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 赤穂中   +2.7  +3.8  +3.8   +2.7                      +2.7
小林 日菜花(1)   3.63  3.60  3.73   3.73             3.73 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ 南箕輪中   +2.5  +1.8  +3.0   +3.0                      +3.0
小出 来海(2)   3.57  3.62  3.71   3.71             3.71 
ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ 駒ヶ根東中   +2.1  +2.9  +5.7   +5.7                      +5.7
藤本 夢乃(1)   3.60  3.51  3.48   3.60             3.60 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ 緑ヶ丘中   +1.3  +1.3  +2.2   +1.3                      +1.3
北原 実侑(2)   3.58  3.58   x    3.58             3.58 
ｷﾀﾊﾗ ﾐﾕｳ 赤穂中   +1.0  +2.2         +1.0                      +1.0
犬塚 結菜(1)   3.13  3.31  3.38   3.38             3.38 
ｲﾇﾂﾞｶ ﾕｳﾅ 春富中   +0.5  +1.6  +2.0   +2.0                      +2.0
下宮 和空(2)   3.37  2.87  3.11   3.37             3.37 
ｼﾓﾐﾔ ﾜｸ 駒ヶ根東中   +2.2  +2.5  +2.6   +2.2                      +2.2
山﨑 ここね(2)   3.33  3.31  3.32   3.33             3.33 
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺﾈ 天龍中   +1.6  +4.6  +1.5   +1.6                      +1.6
遠山 楓(2)   3.15  2.98  2.85   3.15             3.15 
ﾄｵﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 天龍中   +1.4  +3.8  +3.6   +1.4                      +1.4
熊谷 彩香(2)   3.11  3.02  2.99   3.11             3.11 
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔｶ 天龍中   +1.5  +2.3  +2.6   +1.5                      +1.5
小林 優月(1)                            DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 赤穂中                                                   
木下 綺乃(2)                            DNS
ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾉ 赤穂中                                                   

1  8226

6  8231

13 9  8519

14 3  8510

11 8  8256

12 2  8511

9 13  8228

10 5  8178

7 10  8261

8 4  8932

5 7  8221

6 12  8050

3 14   334

4 11  8456

1 16   419

2 15  8931

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 10月10日 15:00

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/08/24  

 ３回の
 最高記録

有岡 遼香(2)
ｱﾘｵｶ ﾊﾙｶ 赤穂中
友竹 杏希(1)
ﾄﾓﾀｹ ｱﾉ 飯田高陵中
小椋 はるか(1)
ｵｸﾞﾗ ﾊﾙｶ 春富中

2 2  8456   6.29

  6.49   6.46   6.49          3 1  8177   6.49  5.93

  6.52  6.53   6.53         6.53    

  7.43 1 3  8230   7.21  7.34  7.43   7.43          

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 10月10日 13:30

長野県記録(KR)                  45.73 中島 沙織                    国士舘大         2008/08/30  
長野県高校記録(KR)              44.69 中島 未歩                    丸子修学館       2010/10/01  

 ３回の
 最高記録

小林 美穂(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 伊那西高

 11.33    x   11.33          1 1   337  11.33   o

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- -5- -6- 記録 備考-4-



決勝 10月10日 11:00

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)              52.71 倉田 紗優加                  伊那北           2021/09/24  

 ３回の
 最高記録

後澤 香菜(1)
ｺﾞｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高
山田 優芽(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 伊那西高
今村 一葉(2)
ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾊ 飯田高
山本 結萌(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 下伊那農高
代田 那菜(2)
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 飯田女子高
松村 美佑(2)
ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 飯田女子高
原 ひなた(1)
ﾊﾗ ﾋﾅﾀ 伊那西高
川島 怜衣(1) DNS
ｶﾜｼﾏ ﾚｲ 伊那西高

   

    15.78 

7 1   321  12.47   o    o   12.47

       2   340                 

5 4   445  15.87   o

          12.47 

6 3   428    x    x  15.78

   o   15.87           15.87 

  15.78       

 26.22 

3 6   420    o    o

4 5   486    o    o  19.04     19.04 

 25.95  25.95           25.95 

  19.04       

  26.22       

-4- -5- -6-

      

2 8   336    o    o  26.22    

備考

1 7   418    o  27.40   o   27.40    

-2- -3-

 27.40 

記録

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 10月10日  9:30

長野県中学記録(CR)              56.73 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/10/11  

 ３回の
 最高記録

湯澤 未依紗(1)
ﾕｻﾞﾜ ﾐｲｻ 駒ヶ根東中
酒井 沙恵(1)
ｻｶｲ ｻｴ 春富中

2 1  8181  15.32   o     15.32 

   o   17.02           17.02 

   o   15.32       

1 2  8265  17.02   o

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- -5- -6- 記録 備考-4-



決勝 10月10日 10:50

長野県小学生記録(ER)                  

[ 1組] 風速 +3.4 [ 2組] 風速 +2.9

 1 岡本 和心(2)     11.24  1 熊谷 奈菜美(3)     10.90 
ｵｶﾓﾄ ﾜｺ 竜丘小 ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾅﾐ 天龍小

 2 吉川 葵(3)     11.34  2 樋口 美羽(3)     10.93 
ﾖｼｶﾜ ｱｵｲ 川路小 ﾋｸﾞﾁ ﾐｳ 阿智第一小

 3 長谷部 朋花(2)     11.55  3 遠山藍(3)     11.86 
ﾊｾﾍﾞ ﾄﾓｶ 上久堅小 ﾄｵﾔﾏｱｲ 天龍小

 4 宮澤 花乃(2)     11.64  4 熊谷 結依(1)     12.33 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾅﾉ 竜丘小 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｲ 天龍小

 5 坂田 紗歩(1)     11.86  5 渋谷 心春(2)     12.50 
ｻｶﾀ ｻﾎ 天龍小 ｼﾌﾞﾔ ｺﾊﾙ 川路小

 6 小出 理子(1)     12.60  6 廣瀨 優依奈(1)     12.97 
ｺｲﾃﾞ ﾘｺ 上久堅小 ﾋﾛｾ ﾕｲﾅ 阿智第二小

 7 澤柳 美里(2)     12.75  7 宮澤侑那(1)     13.04 
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾐｻﾄ 千栄小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 天龍小

  松村 杏奈(3)       8 藤本  遥(1)     14.42 
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾝﾅ 竜丘小 ﾌｼﾞﾓﾄ   ﾊﾙ 下條小

[ 3組] 風速 +1.7 [ 4組] 風速 +0.3

 1 橋本 ここね(3)     10.78  1 木下 玲愛(3)     10.31 
ﾊｼﾓﾄ ｺｺﾈ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｷﾉｼﾀ ﾚﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 安藤 優空(2)     10.97  2 林田 美心(1)     10.89 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐｺ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 杉本 日咲(3)     11.01  3 林田 美涙(3)     11.22 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾆｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾔｼﾀﾞ ｳﾙ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 片桐 愛音(2)     11.02  4 長濱 姫來(2)     11.38 
ｶﾀｷﾞﾘ ｱｲﾈ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾞﾊﾏ ｷﾗ 喬木第一小

 5 奥村 心嘉(3)     11.26  5 飯島  千晶(2)     11.41 
ｵｸﾑﾗ ﾐﾖ 喬木第一小 ｲｲｼﾞﾏ   ﾁｱｷ 下條小

 6 水間 心花(3)     11.44  6 溝口  咲結(2)     11.72 
ﾐｽﾞﾏ ｺｺﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐｿﾞｸﾞﾁ   ｻﾕ 下條小

 7 瀬川 玲奈(3)     11.80  7 串原  陽菜(2)     11.88 
ｾｶﾞﾜ ﾚﾅ 喬木第一小 ｸｼﾊﾗ   ﾊﾙﾅ 下條小

 8 西井 葉月(1)     12.19  8 野村  澪衣(2)     12.04 
ﾆｼｲ ﾊﾂﾞｷ 阿智第二小 ﾉﾑﾗ   ﾚｲ 下條小

[ 5組] 風速 +2.0

 1 久保田  姫彩(3)      9.93 
ｸﾎﾞﾀ    ﾋｲﾛ 下條小

 2 川上  椿(2)     10.21 
ｶﾜｶﾐ  ﾂﾊﾞｷ 下條小

 3 杉山 心春(3)     10.29 
ｽｷﾞﾔﾏ ｺﾊﾙ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 金田 澪奈(3)     10.43 
ｶﾅﾀﾞ ﾚﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 原田 ひまり(3)     10.59 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾏﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 河野 花音(3)     10.63 
ｺｳﾉ ｶﾉﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 7 上條 奈央(3)     10.85 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾅｵ 喬木第一小

 8 山越 結菜(2)     11.03 
ﾔﾏｺｼ ﾕﾅ 喬木第一小

3  1099

 1101

1  1087

4  1031

6  1022

2  1023

8  1020

7

3  1137 7  1080

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1071

4  1102 5  1076

7  1128 4  1151

2  1056 3  1093

8  1150 8  1108

6  1095 1  1091

1  1116 2

5  1139 6  1040

 1039

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

順 ﾚｰﾝ 所属名 記録／備考

8  1171 1  1208

氏  名

4  10901  1252

No.

3  1245 7  1209

6  1166 3  1207

2  1211 2  1182

4  1165 8  1058

7  1177 6  1049

所属名 記録／備考
5  1243 5  1210

ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 久保田  姫彩(3) 下條小      9.93 (+2.0)   5   1
   2 川上  椿(2) 下條小     10.21 (+2.0)   5   2
   3 杉山 心春(3) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     10.29 (+2.0)   5   3
   4 木下 玲愛(3) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.31 (+0.3)   4   1
   5 金田 澪奈(3) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     10.43 (+2.0)   5   4
   6 原田 ひまり(3) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     10.59 (+2.0)   5   5
   7 河野 花音(3) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     10.63 (+2.0)   5   6
   8 橋本 ここね(3) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.78 (+1.7)   3   1
   9 上條 奈央(3) 喬木第一小     10.85 (+2.0)   5   7
  10 林田 美心(1) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     10.89 (+0.3)   4   2
  11 熊谷 奈菜美(3) 天龍小     10.90 (+2.9)   2   1
  12 樋口 美羽(3) 阿智第一小     10.93 (+2.9)   2   2
  13 安藤 優空(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.97 (+1.7)   3   2
  14 杉本 日咲(3) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.01 (+1.7)   3   3
  15 片桐 愛音(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.02 (+1.7)   3   4
  16 山越 結菜(2) 喬木第一小     11.03 (+2.0)   5   8
  17 林田 美涙(3) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     11.22 (+0.3)   4   3
  18 岡本 和心(2) 竜丘小     11.24 (+3.4)   1   1
  19 奥村 心嘉(3) 喬木第一小     11.26 (+1.7)   3   5
  20 吉川 葵(3) 川路小     11.34 (+3.4)   1   2
  21 長濱 姫來(2) 喬木第一小     11.38 (+0.3)   4   4
  22 飯島  千晶(2) 下條小     11.41 (+0.3)   4   5
  23 水間 心花(3) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.44 (+1.7)   3   6
  24 長谷部 朋花(2) 上久堅小     11.55 (+3.4)   1   3
  25 宮澤 花乃(2) 竜丘小     11.64 (+3.4)   1   4
  26 溝口  咲結(2) 下條小     11.72 (+0.3)   4   6
  27 瀬川 玲奈(3) 喬木第一小     11.80 (+1.7)   3   7
  28 遠山藍(3) 天龍小     11.86 (+2.9)   2   3
  28 坂田 紗歩(1) 天龍小     11.86 (+3.4)   1   5
  30 串原  陽菜(2) 下條小     11.88 (+0.3)   4   7
  31 野村  澪衣(2) 下條小     12.04 (+0.3)   4   8
  32 西井 葉月(1) 阿智第二小     12.19 (+1.7)   3   8
  33 熊谷 結依(1) 天龍小     12.33 (+2.9)   2   4
  34 渋谷 心春(2) 川路小     12.50 (+2.9)   2   5
  35 小出 理子(1) 上久堅小     12.60 (+3.4)   1   6
  36 澤柳 美里(2) 千栄小     12.75 (+3.4)   1   7
  37 廣瀨 優依奈(1) 阿智第二小     12.97 (+2.9)   2   6
  38 宮澤侑那(1) 天龍小     13.04 (+2.9)   2   7
  39 藤本  遥(1) 下條小     14.42 (+2.9)   2   8
    松村 杏奈(3) 竜丘小          (+3.4)DNS   1    
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 1058
 1208
 1090
 1252

 1056
 1209
 1182

 1207
 1211
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 1245
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 1039
 1210
 1049
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組 順位
 1071
 1087
 1031
 1151
 1022
 1023
 1020

記録（風） 備考順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

小学女子

60m
タイムレース



予選 10月10日 10:15
決勝 10月10日 13:10

長野県小学生記録(ER)            12.81 大熊 杏美                    坂城JAC          2019/08/10  

[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 +1.9

 1 前里 海紗(6)     15.80 q  1 遠山 明日香(4)     16.50 q
ﾏｴｻﾞﾄ ﾐｻ 竜丘小 ﾄｵﾔﾏ ｱｽｶ 阿智第二小

 2 佐々木 楓花(6)     15.90 q  2 多田 心奏(5)     16.57 q
ｻｻｷ ﾌｳｶ 竜丘小 ﾀﾀ ﾞｺｺﾅ 喬木第一小

 3 佐々木 紅葉(6)     16.16 q  3 古島 はるの(4)     16.76 
ｻｻｷ ｸﾚﾊ 竜丘小 ﾌﾙｼﾏ ﾊﾙﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 清水 南弥(4)     17.02  4 村松 瑚春(4)     16.78 
ｼﾐｽ ﾞﾐﾔ 千栄小 ﾑﾗﾏﾂ ｺﾊﾙ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 原 桜子(4)     18.02  5 村松 芽久(4)     16.91 
ﾊﾗｻｸﾗｺ 鼎小 ﾑﾗﾏﾂ ﾒｸﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 長濱 瑠美(4)     18.29  6 松島 杏佳(4)     16.98 
ﾅｶﾞﾊﾏ ﾙﾐ 喬木第一小 ﾏﾂｼﾏ ｷｮｳｶ 喬木第一小

  渋谷 珠央(5)        奥村 希心(5)      
ｼﾌﾞﾔﾐｵ 鼎小 ｵｸﾑﾗ ｷﾐ 喬木第一小

[ 3組] 風速 +2.2 [ 4組] 風速 +1.6

 1 小池 柚葉(5)     15.33 q  1 柳 美結(6)     13.88 q
ｺｲｹ ﾕｽﾞﾊ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 下嶋 花菜(5)     15.48 q  2 鈴木 梨夏(6)     13.93 q
ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾅ ISｼﾞｭﾆｱ ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 佐々木詩織(6)     15.48 q  3 藤本 心美(6)     13.99 q
ｻｻｷ ｼｵﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 中山 聖菜(4)     15.50 q  4 林 かれん(6)     14.02 q
ﾅｶﾔﾏ ｿﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 金田  芽彩(4)     16.22 q  5 亀井 こころ(5)     14.18 q
ｶﾅﾀﾞ   ﾒｲ 下條小 ｶﾒｲ ｺｺﾛ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 長谷川 玲菜     16.24 q   関島 絆愛(5)      
ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾅ ISｼﾞｭﾆｱ ｾｷｼﾞﾏ ｷｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 久保田 すず(5)     16.91 
ｸﾎﾞﾀ ｽｽﾞ 上久堅小

[ 1組] 風速 +2.5 [ 2組] 風速 +3.7

 1 鈴木 梨夏(6)     13.90  1 中山 聖菜(4)     15.45 
ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾔﾏ ｿﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 林 かれん(6)     13.93  2 前里 海紗(6)     15.61 
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾏｴｻﾞﾄ ﾐｻ 竜丘小

 3 藤本 心美(6)     13.94  3 佐々木 楓花(6)     15.74 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｻｻｷ ﾌｳｶ 竜丘小

 4 柳 美結(6)     14.03  4 佐々木 紅葉(6)     16.02 
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｻｻｷ ｸﾚﾊ 竜丘小

 5 亀井 こころ(5)     14.29  5 長谷川 玲菜     16.20 
ｶﾒｲ ｺｺﾛ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 下嶋 花菜(5)     14.95  6 金田  芽彩(4)     16.24 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾅ ISｼﾞｭﾆｱ ｶﾅﾀﾞ   ﾒｲ 下條小

 7 小池 柚葉(5)     15.20  7 多田 心奏(5)     16.36 
ｺｲｹ ﾕｽﾞﾊ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾀﾀ ﾞｺｺﾅ 喬木第一小

 8 佐々木詩織(6)     15.76   遠山 明日香(4)      
ｻｻｷ ｼｵﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾄｵﾔﾏ ｱｽｶ 阿智第二小

8  1247 5

ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学女子

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 16 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
4  1253 8

所属名 記録／備考 順
 1051

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 1104

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  1246 6  1024

7  1203 2  1033

6  1109 7

5  1169 4  1034

DQ(T1) DNS

 1100

 1204 3  1094

No. 氏  名 所属名 記録／備考記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3

 1155

2  1028 3  1152

4  1004 5

DNS
 1163

決勝

8  1072 7  1021

5  1134 4  1147

7  1142 6  1153

4  1142

6  1013 2  1123

6  1153 5  1253

3

No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1147 6  1247

順 ﾚｰﾝ

4  1152 3  1246

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1155

7  1021 8  1013

8  1028 1  1104

2  1004 7  1072

1  1134
DNS

2  1051



   1 鈴木 梨夏(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.90 (+2.5)   1   1
   2 林 かれん(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.93 (+2.5)   1   2
   3 藤本 心美(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.94 (+2.5)   1   3
   4 柳 美結(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.03 (+2.5)   1   4
   5 亀井 こころ(5) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.29 (+2.5)   1   5
   6 下嶋 花菜(5) ISｼﾞｭﾆｱ     14.95 (+2.5)   1   6
   7 小池 柚葉(5) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     15.20 (+2.5)   1   7
   8 中山 聖菜(4) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.45 (+3.7)   2   1
   9 前里 海紗(6) 竜丘小     15.61 (+3.7)   2   2
  10 佐々木 楓花(6) 竜丘小     15.74 (+3.7)   2   3
  11 佐々木詩織(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.76 (+2.5)   1   8
  12 佐々木 紅葉(6) 竜丘小     16.02 (+3.7)   2   4
  13 長谷川 玲菜 ISｼﾞｭﾆｱ     16.20 (+3.7)   2   5
  14 金田  芽彩(4) 下條小     16.24 (+3.7)   2   6
  15 多田 心奏(5) 喬木第一小     16.36 (+3.7)   2   7
    遠山 明日香(4) 阿智第二小          (+3.7)DNS   2    

記録（風） 備考 組 順位順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

小学女子

100m
タイムレース

 1247
 1134
 1246
 1013
 1072
 1104
 1051

 1155
 1153
 1147
 1152
 1021
 1004
 1028
 1142
 1253



決勝 10月10日 12:50

長野県小学生記録(ER)          3:03.46 牛越 あかね                  並柳             2004/05/01  

 1 熊谷 莉子(5)   3:24.46 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 下嶋 花菜(5)   3:24.46 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 古林なな花(6)   3:26.18 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 後藤 朱里(6)   3:32.11 
ｺﾞﾄｳ ｼｭﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 飯澤 花歩(6)   3:36.10 
ｲｲｻﾞﾜ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 水野 眞子(6)   3:37.64 
ﾐｽﾞﾉ ﾏｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 麦島 沙和(5)   3:39.50 
ﾑｷﾞｼﾏ ｻﾜ 追手町小

 8 井上 凛(6)   3:48.55 
ｲﾉｳｴ ﾘﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 9 大久保 咲希(4)   3:56.74 
ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

10 吉川 ひまり(6)   4:00.16 
ﾖｼｶﾜ ﾋﾏﾘ 川路小

11 奥村 真衣(6)   4:15.91 
ｵｸﾑﾗ ﾏｲ 川路小

12 小野 花桜(5)   4:20.00 
ｵﾉ ｶｵ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

13 牧内 絢音(6)   4:33.82 
ﾏｷｳﾁ ｱﾔﾈ 川路小

14 白澤 美乃(4)   4:38.74 
ｼﾗｻﾜ ﾐﾉ 川路小

15 村澤 亜美(4)   4:44.21 
ﾑﾗｻﾜ ｱﾐ 川路小

16 榎本 瑞季(4)   4:58.17 
ｴﾉﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 川路小

17 渋谷 彩衣(4)   5:13.89 
ｼﾌﾞﾔ ｻｴ 川路小

18 北村 琴乃(4)   5:20.19 
ｷﾀﾑﾗ ｺﾄﾉ 川路小

19 林 萌々羽(4)   5:27.06 
ﾊﾔｼ ﾓﾓﾊ 川路小

ラップタイム
   200m     41.21  1131 古林なな花(6)
   600m   2:04.83   〃     〃 

小学女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  1007

4  1008

16  1131

18  1004

8  1015

2  1010

1  1198

14  1117

6  1141

9  1176

19  1174

10  1029

11  1191

7  1187

17  1184

5  1173

15  1193

13  1181

3  1189



決勝 10月10日 15:40

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）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A 1147 藤本 心美(6)     55.12 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ
 1153 林 かれん(6)

ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ
 1152 柳 美結(6)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ
 1155 鈴木 梨夏(6)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ
 2   4 下條小(A)  1086 生嶋  杏(6)     58.98 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ｲｸｼﾏ  ｱﾝ
 1081 佐々木 桃々(6)

ｻｻｷ  ﾓﾓ
 1082 山本  琴音(6)

ﾔﾏﾓﾄ  ｺﾄﾈ
 1065 遠山  千尋(6)

ﾄｵﾔﾏ  ﾁﾋﾛ
 3   6 ISｼﾞｭﾆｱ  1008 後藤 朱里(6)   1:01.09 

ISｼﾞｭﾆｱ ｺﾞﾄｳ ｼｭﾘ
 1010 水野 眞子(6)

ﾐｽﾞﾉ ﾏｺ
 1015 飯澤 花歩(6)

ｲｲｻﾞﾜ ｶﾎ
 1007 熊谷 莉子(5)

ｸﾏｶﾞｲ ﾘｺ
 4   7 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  1021 亀井 こころ(5)   1:03.81 

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｶﾒｲ ｺｺﾛ
 1029 小野 花桜(5)

ｵﾉ ｶｵ
 1024 古島 はるの(4)

ﾌﾙｼﾏ ﾊﾙﾉ
 1028 小池 柚葉(5)

ｺｲｹ ﾕｽﾞﾊ
 5   3 下條小(B)  1068 関  心美(4)   1:06.99 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ｾｷ  ｺｺﾐ
 1072 金田  芽彩(4)

ｶﾅﾀﾞ   ﾒｲ
 1069 関島 実璃奈(4)

ｾｷｼﾞﾏ  ﾐﾘﾅ
 1073 串原 結愛(4)

ｸｼﾊﾗ  ﾕｱ
 6   8 川路小  1191 牧内 絢音(6)   1:07.58 

ｶﾜｼﾞｼｮｳ ﾏｷｳﾁ ｱﾔﾈ
 1176 吉川 ひまり(6)

ﾖｼｶﾜ ﾋﾏﾘ
 1184 村澤 亜美(4)

ﾑﾗｻﾜ ｱﾐ
 1174 奥村 真衣(6)

ｵｸﾑﾗ ﾏｲ
 7   2 浜井場小  1238 秋山 琉緒   1:11.37 

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ ｱｷﾔﾏ ﾘｵ
 1242 牧内 彩奈

ﾏｷｳﾁ ｱﾔﾅ
 1237 熊谷 実桜

ｸﾏｶﾞｲ ﾐｵ
 1239 勝野 彩夢

ｶﾂﾉ ｱﾔﾒ

小学女子

4×100m

決勝



決勝 10月10日 13:30

長野県小学生記録(ER)             1.38 北原 小遥                    伊那AC           2015/10/25  

林 かれん(6)
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
奥村 真衣(6)
ｵｸﾑﾗ ﾏｲ 川路小

小学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考
1 1  1153 o o o o

所属名 1m00 1m05 1m25 1m301m10 1m15

xo o

記録

xx  1.25

1m20

2 2  1174 o o  1.20o o xo xx



決勝 10月10日 13:30

長野県小学生記録(ER)             4.75 北岡 依生希                  伊那AC           2014/10/18  

 ３回の
 最高記録

藤本 心美(6)   4.04  4.00  3.92   4.04             4.04 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   +3.8  +4.7  +1.3   +3.8                      +3.8
前里 海紗(6)   3.01  3.27  3.42   3.42             3.42 
ﾏｴｻﾞﾄ ﾐｻ 竜丘小   +2.0  +2.9  +3.4   +3.4                      +3.4
下平 芽侑(6)   3.10  3.17  3.06   3.17             3.17 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ   ﾒｳ 下條小   +4.3  +1.5  +1.9   +1.5                      +1.5

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-

3 1  1066

1 3  1147

2 2  1253



決勝 10月10日  9:30

長野県小学生記録(ER)            46.82 宮澤 結衣                    伊那東           2019/08/24  

 ３回の
 最高記録

小池 柚葉(5)
ｺｲｹ ﾕｽﾞﾊ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
藤澤 幸音(6)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｷﾉ 天龍小
木下  咲和(5)
ｷﾉｼﾀ   ｻﾜ 下條小

小学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

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

 30.98 1 1  1028  30.98   o    o   30.98          

   

 28.32    o   28.32          

 30.58       o   30.58     30.582 3  1213    o

3 2  1092    o  28.32
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