
H22飯伊秋季記録会                                                               

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202050  飯田陸上競技場

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
10/17 女子 森下 綾乃 13.56 柴田佳歩(3) 13.84 古谷 砂弥(3) 13.87 小口 珠緒(1) 14.06 小澤 未菜(2) 14.20 河西 綾香(1) 14.27 家苗 蒔(1) 14.28 竹之内 こずえ(2) 14.30

100m 一般･ﾄﾞﾘｰﾑA.C (-1.0) 中学生･旭ヶ丘中 (-1.0) 中学生･上諏訪中 (-1.0) 中学生･上諏訪中 (-0.6) 中学生･緑ヶ丘中 (-1.0) 中学生･上諏訪中 (-0.5) 中学生･伊那松川中 (-0.9) 中学生･上田第五中 (-1.0)
10/17 武田 真緒(1) 1,04.24 清水 麻由子(2) 1,05.12 柴田佳歩(3) 1,05.67 池田 奈美(2) 1,05.90 青木 亜里沙(1) 1,05.92 岡山 未来(2) 1,06.63 小池 梓(1) 1,07.70 吉川 里緒奈(1) 1,08.43

400m 高校生･伊那弥生ヶ丘高 高校生･飯田高 中学生･旭ヶ丘中 高校生･伊那弥生ヶ丘高 高校生･伊那弥生ヶ丘高 中学生･飯田高陵中 高校生･飯田高 高校生･飯田高
10/17 竹村 知世(2) 10,45.34 鶯巣 美冴(1) 10,51.71 辻村 夏奈子(3) 10,57.05 小沼 千夏(2) 10,57.97 中本 愛里(1) 11,12.45 鹿野 知世(2) 11,25.14 中山 真緒(2) 11,29.10 宮坂 季恵(1) 11,32.97

3000m 高校生･伊那弥生ヶ丘高 高校生･松川高 中学生･伊那松川中 中学生･伊那松川中 高校生･飯田風越高 高校生･伊那弥生ヶ丘高 中学生･伊那東部中 中学生･上諏訪中
10/17 安田 ゆず葉(2) 15,56.08 矢沢 美代子 18,54.37

3000mW 高校生･松川高 一般･飯田市陸協
10/17 武田 真緒(1) 1.40 鷲山 令珠(2) 1.35 吉川 里緒奈(1) 高校生･飯田高 1.25 串原 礼(2) 1.25 常盤 智世(1) 1.20 加藤 まどか(2) 1.15 上澤 美波(1) 1.15

走高跳 高校生･伊那弥生ヶ丘高 中学生･高森中 宮澤 真優(1) 中学生･上田第五中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中
10/17 青木 亜里沙(1)5.18(+0.4) 北原 京子(2) 4.44(-0.5) 清水 晶絵(1) 4.31(0.0) 半﨑 まあや(2) 4.08(0.0) 宮坂 千夏(1) 3.93(+0.3) 吉川 夏鈴(1) 3.89(+0.8) 岡田 ラナ(2) 3.79(+0.7) 南林 いずみ(1) 3.76(0.0)

走幅跳 高校生･伊那弥生ヶ丘高 中学生･飯田高陵中 中学生･望月AC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･上諏訪中 中学生･鼎中 中学生･高森中 中学生･伊那松川中
10/17 齋藤 知美(2) 7.47 金田 晴夏(1) 5.83

砲丸投(4.000kg) 高校生･松川高 高校生･阿南高
10/17 樋口 梨乃(1) 21.66

やり投 高校生･飯田風越高
10/17 伊那弥生ヶ丘高      54.46 上諏訪中       54.75 飯田高陵中(A)      55.18 飯田高(A)       56.24 飯田高陵中(B)      56.29 緑ヶ丘中(A)       56.89 伊那松川中       56.91 上田第五(A)       56.99

4×100mR 青木 亜里沙(1) 長谷川 流奈(1) 成澤 由佳(2) 麦島 美咲(2) 木下 直美(2) 小澤 未菜(2) 家苗 蒔(1) 中村 未佳(1)
武田 真緒(1) 小口 珠緒(1) 高田 侑花(2) 吉川 里緒奈(1) 三浦 遥果(1) 半﨑 まあや(2) 南林 いずみ(1) 青木 莉奈(2)
池田 奈美(2) 宮坂 千夏(1) 北原 京子(2) 澁谷 未来(2) 征矢野 美結(1) 植原 佳奈(2) 小沼 千夏(2) 池田 綾美(2)
小平 瑞希(2) 河西 綾香(1) 岡山 未来(2) 小池 梓(1) 串原 礼(2) 三石 奈穂(2) 西永 梨恵(2) 竹之内 こずえ(2)

10/17 小学女子 田中 里佳(6) 14.32 宮澤 風香(5) 14.51 江崎 奈美(6) 14.60 北原 寧々(5) 小学生･駒ヶ根AC 14.76(+1.2) 菅沼 美風(5) 14.95 熊谷 真緒(5) 14.96 宮澤 岬季(6) 15.01
100m 小学生･望月AC (-0.3) 小学生･松川陸上ｸ (-0.3) 小学生･駒ヶ根AC (-0.3) 前島 優菜(6) 小学生･喬木第一小 14.76(-0.2) 小学生･松川陸上ｸ (-0.2) 小学生･松川陸上ｸ (-0.4) 小学生･松尾小 (-0.4)

10/17 山岸 鈴加(6) 3,23.06 永山 実来(6) 3,23.53 松村 彩乃(6) 3,24.67 松澤 綾音(5) 3,24.79 冨内 海里(5) 3,34.14 熊谷 玲香(6) 3,34.26 市川 絢(5) 3,45.08 玉置 流佳(6) 3,45.15
1000m 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･竜丘小 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 小学生･阿智村RC 小学生･諏訪FA 小学生･阿智村RC

10/17 田中 里佳(6) 3.70(+1.1) 清水 千亜紀(5)3.62(+0.1) 土屋 かなめ(5) 3.40(0.0) 木内 麻衣子(5)3.01(-0.1) 新 秋奈(6) 2.69(+0.6) 宮坂 莉奈(4) 2.65(+0.2) 市川 絢(5) 2.57(-0.1)
走幅跳 小学生･望月AC 小学生･望月AC 小学生･望月AC 小学生･望月AC 小学生･上郷小 小学生･諏訪FA 小学生･諏訪FA

10/17 宮井 さくら(6) 46.63 小山 桜利奈(5) 32.60 田中 里佳(6) 32.49 池戸 帆夏(6) 32.33 吉川友菜(5) 28.73 飯島 理奈(5) 28.05 桑澤優里(5) 27.76 亀割 萌(4) 23.11
ボール投 小学生･竜丘小 小学生･清内路小 小学生･望月AC 小学生･松尾小 小学生･松川中央小 小学生･下條小 小学生･松川中央小 小学生･下條小

10/17 駒ヶ根AC(A)       58.42 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)      59.08 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      59.15 望月AC       59.81 駒ヶ根AC(B)       59.90 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    1,00.05 松尾小     1,00.11 下條小(A)     1,03.16
4×100mR 廣野 美咲(6) 冨内 海里(5) 松村 彩乃(6) 田中 里佳(6) 柏原 千夏(6) 松澤 綾音(5) 小池 真生(6) 熊谷 美嬉(6)

江崎 奈美(6) 細田 祐華(5) 上野 未来(6) 土屋 かなめ(5) 中村 菜々子(6) 牧野 明日香(4) 宮澤 岬季(6) 野中 橘花(6)
入谷 文子(6) 熊谷 真緒(5) 山岸 鈴加(6) 清水 千亜紀(5) 樋屋 彩(6) 片桐 葉月(5) 酒井 菜月(6) 細田 佳歩(6)
北原 瑛里香(6) 菅沼 美風(5) 砂場 唯(6) 木内 麻衣子(5) 北原 寧々(5) 宮澤 風香(5) 宮嶋 あかり(6) 亀割 菜月(6)

10/17 中学女子 青木 莉奈(2) 17.37 串原 礼(2) 17.53 成澤 由佳(2) 18.01 岡山 未来(2) 18.03 三浦 遥果(1) 18.99 向山 ひより(1) 19.34 伊藤 京香(2) 20.02 中村 未佳(1) 20.95
100mH 中学生･上田第五中 (0.3) 中学生･飯田高陵中 (0.3) 中学生･飯田高陵中 (0.3) 中学生･飯田高陵中 (0.3) 中学生･飯田高陵中 (0.3) 中学生･伊那中 (-1.2) 中学生･伊那東部中 (0.3) 中学生･上田第五中 (-1.2)

 小澤 佳奈子(2)
中学生･伊那東部中

10/17 植原 佳奈(2) 8.60 熊谷 早紀(2) 8.59 片桐 咲希(2) 7.87 登内 彩香(2) 7.83 生駒 名菜(1) 7.11 林 かおり(1) 7.04 高橋 みほか(1) 6.09
砲丸投(2.721kg) 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･伊那東部中 中学生･伊那東部中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中

10/17 熊谷 史絵(2) 36.32 池田 綾美(2) 35.75 村田 瑠依(2) 28.52 牛山 杏香(2) 25.80 植原 佳奈(2) 24.02 沢 芽依美(1) 23.43 依田 弘美(1) 21.17 吉田 萌佳(2) 19.91
ジャベリック 中学生･阿智中 中学生･上田第五中 中学生･裾花中 中学生･阿智中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･上田第五中 中学生･上田第五中 中学生･上田第五中


