
第６２回飯伊陸上競技選手権大会                                                  

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
08/19 小学　女子 仲田 ほの(6) 3,24.52 原 彩花(6) 3,33.59 金子 咲良(5) 3,48.94 神部 紫音(5) 3,54.49 原  優希(6) 4,00.26 古川 美千(6) 4,05.59 藤本 穂花(4) 4,11.02 熊谷 真由(5) 4,15.08

１０００ｍ 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 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･清内路小 小学生･阿智村RC 小学生･いがら陸上 小学生･阿智村RC
08/19 北野 緋菜(6) 4.00(+0.8) 吉田  香純(5)2.93(+0.6) 伊藤 優凪(4) 2.72(0.0) 熊谷 翼(4) 2.70(+1.0) 橘 明日香(4) 2.60(0.0) 男澤 夏帆(4) 2.60(+0.3)

走幅跳 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･清内路小 小学生･いがら陸上 小学生･天龍小 小学生･天龍小 小学生･天龍小
08/19 山田 恭華(6) 42.32 林 雅(6) 37.11 森本 真理(6) 28.69

ボール投 小学生･竜丘小 小学生･丸山小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ
08/19 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      58.59 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(A)       59.66 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,01.77 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    1,02.36 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D)    1,04.25 いがら陸上     1,04.28 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(E)    1,05.94

４×１００ｍＲ 樋口 美瑛(6) 木下 理子(6) 壬生 佑季恵(6) 上野 輝来(5) 宮内 萌菜(5) 戸谷 優花(4) 花井 静(4)
熊谷 汐乃(6) 杉山 舞莉(6) 小池 碧桜(6) 石井 涼(5) 原 彩花(6) 戸谷 有沙(6) 北見 唯夏(4)
藤岡 緩奈(6) 島岡 日和(6) 花井 美月(6) 菅沼 望子(5) 神部 紫音(5) 伊藤 優凪(4) 壬生 さつき(4)
牧野 明日香(6) 松村 紫乃(6) 徳竹 美友(6) 宮下 真弥(5) 千葉 ほの香(5) 今村 詩乃(5) 宮澤 香音(4)

08/19 一般　女子  +1.4清水 真希(2) 13.12 三石 奈穂(1) 13.31 片桐 綾乃 13.47 小澤 未菜(1) 13.54 岡部 佳澄(2) 13.70 大平 有紀奈(2) 14.34 長沼 義亮子(2) 14.44
１００ｍ 高校生･飯田風越高 高校生･飯田風越高 一般･Dream.A.C 高校生･飯田風越高 高校生･飯田女子高 高校生･下伊那農業高 高校生･飯田女子高

08/19 高橋 優香 1,00.61 宮島 志保美(2) 1,02.25 塩澤 華奈(2) 1,05.37 岡山 未来(1) 1,07.32 澁谷 希望(1) 1,09.40 清水 由紀子(2) 1,11.45
４００ｍ 一般･Dream.A.C 高校生･飯田高 高校生･飯田高 高校生･下伊那農業高 高校生･飯田高 高校生･飯田高

08/18 宮島 志保美(2) 2,23.32 中本 愛里(3) 2,30.46 塩澤 華奈(2) 2,34.91 西永 梨恵(1) 2,36.55 小沼 千夏(1) 2,44.18
８００ｍ 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田女子高

08/19 鴬巣 美冴(3) 11,07.21 熊谷 美佑(1) 11,28.29 松尾 智美(1) 11,30.85 中塚 千和(1) 11,36.88 西永 梨恵(1) 11,53.71 服部 智花(1) 15,07.92
３０００ｍ 高校生･松川高 高校生･飯田高 高校生･飯田高 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田高

08/18  -1.4串原 礼(1) 17.50 岡部 佳澄(2) 17.99 小沼 千夏(1) 18.43 岡山 未来(1) 19.06 加藤 まりな(2) 19.18 小澤 未菜(1) 21.80
１００ｍＨ 高校生･下伊那農業高 高校生･飯田女子高 高校生･飯田女子高 高校生･下伊那農業高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田風越高

08/18 矢沢 美代子 30,00.07 牛山 杏香(1) 32,09.51 松下 愛(1) 40,57.11
５０００ｍＷ 一般･飯田市陸協 大会新 高校生･松川高 高校生･飯田女子高

08/18 加藤 まりな(2) 1.42
走高跳 高校生･飯田風越高 大会新

08/19 加藤 まりな(2)4.39(+2.1) 三石 奈穂(1) 4.36(+1.3) 柴田 佳歩(2) 3.89(0.0) 肥後 萌々花(2)3.64(-1.2)
走幅跳 高校生･飯田風越高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田女子高

08/19 長沼 義亮子(2) 8.09 勝又 すず佳(2) 7.72 串原 礼(1) 6.81 加藤 まりな(2) 6.67
砲丸投 高校生･飯田女子高 高校生･阿南高 高校生･下伊那農業高 高校生･飯田風越高

08/18 北野 未紗(2) 26.74
円盤投 高校生･阿南高

08/18 北野 未紗(2) 24.04 肥後 萌々花(2) 22.71 加藤 まりな(2) 16.90
やり投 高校生･阿南高 高校生･飯田女子高 高校生･飯田風越高

08/19 飯田風越高       51.79 飯田女子高       55.06 飯田高(A)       55.39 Dream.A.C       56.34 下伊那農業高    1,01.10
４×１００ｍＲ 小澤 未菜(1) 肥後 萌々花(2) 澁谷 希望(1) 吉川 世里香 大平 有紀奈(2)

三石 奈穂(1) 岡部 佳澄(2) 塩澤 華奈(2) 高橋 優香 串原 礼(1)
清水 真希(2) 長沼 義亮子(2) 清水 由紀子(2) 片桐 幸那 小林 恵永(2)
柴田 佳歩(2) 小沼 千夏(1) 宮島 志保美(2) 片桐 綾乃 岡山 未来(1)

08/19 小４　女子  +2.5壬生 さつき(4) 15.33 宮澤 香音(4) 15.91 伊藤 優凪(4) 15.94 上原 萌(4) 16.03 北見 唯夏(4) 16.08 花井 静(4) 16.13 戸谷 優花(4) 16.61 松村 みすゞ(4) 16.90
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･いがら陸上 小学生･いがら陸上 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･いがら陸上 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ

08/19 小５　女子  +1.7上野 輝来(5) 14.72 石井 涼(5) 14.76 菅沼 望子(5) 15.37 宮下 真弥(5) 15.41 伊藤 鈴音(5) 15.52 宮内 萌菜(5) 15.65 千葉 ほの香(5) 15.72 今村 詩乃(5) 15.90
１００ｍ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 大会新 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･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 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･いがら陸上

08/19 小６　女子  +1.5徳竹 美友(6) 13.83 熊谷 汐乃(6) 14.24 松村 紫乃(6) 14.54 樋口 美瑛(6) 14.69 牧野 明日香(6) 14.74 山下 結衣(6) 14.96 藤岡 緩奈(6) 15.00 杉山 舞莉(6) 15.25
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･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 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･丸山小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ

08/18 中学　女子  +0.6菅沼 真洸(3) 27.07 家苗 蒔(3) 28.28 三澤 葵(2) 28.98 榊山 莉帆(2) 30.50 宮下 真奈(1) 30.97 山川 りお(1) 31.09 築島 由理恵(1) 31.50 福与 遥(2) 34.26
２００ｍ 中学生･松川JAC 大会新 中学生･松川JAC 中学生･飯田高陵中 中学生･竜東中 中学生･飯田高陵中 中学生･竜峡中 中学生･松川JAC 中学生･緑ヶ丘中

08/19 菅沼 真洸(3) 1,06.02 村松 明日見(2) 1,12.30 竹内 美空(2) 1,13.18 篠田 杏奈(1) 1,15.14 黒川 綾華(1) 1,16.74
４００ｍ 中学生･松川JAC 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中

08/18 松澤 綾音(2) 4,57.23 山岸 鈴加(3) 5,01.68 永山 実来(2) 5,06.93 松村 彩乃(2) 5,15.43 鈴木 彩華(2) 5,45.93 伊藤 梢(1) 5,45.97 座光寺 未来(1) 5,50.66 橋本 環(2) 5,52.75
１５００ｍ 中学生･松川JAC 大会新 中学生･松川JAC 大会新 中学生･緑ヶ丘中 大会新 中学生･松川JAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･一中 中学生･松川JAC 中学生･飯田東中

08/19 松澤 綾音(2) 10,41.30 山岸 鈴加(3) 10,59.90 永山 実来(2) 11,48.86 原 明香里(3) 12,33.65 座光寺 未来(1) 12,57.51 遠藤 あんり(1) 13,29.69 玉置 流佳(2) 13,44.11 熊谷 莉佳(1) 14,26.35
３０００ｍ 中学生･松川JAC 中学生･松川JAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･阿智村RC 中学生･松川JAC 中学生･松川JAC 中学生･阿智村RC 中学生･阿智村RC



第６２回飯伊陸上競技選手権大会                                                  

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
08/18  -2.0三澤 葵(2) 17.74

１００ｍＨ 中学生･飯田高陵中
08/18 伊原 由茉(2) 1.30 林 果歩(2) 1.25 竹内 乃亜(1) 1.20 宮下 真奈(1) 中学生･飯田高陵中 1.15 宮崎 真衣奈(2) 1.15 篠田 杏奈(1) 1.10

走高跳 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 倉澤 まりあ(1) 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中
08/19 尾曽 陽菜(2) 4.46(+3.8) 宮崎 真衣奈(2)4.27(+1.9) 古谷 依里佳(2)4.13(+1.8) 村松 明日見(2)4.11(+3.1) 横田 風音(1) 3.84(+3.0) 住吉 遥夏(1) 3.82(+2.8) 井口 恵(1) 3.73(+2.5) 塩澤 花怜(1) 3.72(-0.8)

走幅跳 中学生･緑ヶ丘中 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･飯田高陵中 中学生･阿智村RC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中
08/19 三澤 葵(2) 9.04 黒川 芹奈(1) 5.83 篠田 杏奈(1) 5.44 黒川 綾華(1) 4.82

砲丸投 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中
08/18 磯貝 理江(2) 14.77 宮井 さくら(2) 13.31

円盤投 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中
08/19 宮井 さくら(2) 32.28 遠山 雅(1) 22.64 塩瀬 茉依(2) 16.60 小椋 万柚(1) 5.53

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･緑ヶ丘中 中学生･阿智村RC 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中
08/19 松川JAC       55.24 飯田高陵中(A)      56.14 緑ヶ丘中       57.12 飯田高陵中(B)      58.60 阿智村RC(B)     1,02.77

４×１００ｍＲ 菅沼 美風(1) 小椋 万柚(1) 倉澤 まりあ(1) 岩崎 芽衣(1) 金子 優希(1)
菅沼 真洸(3) 三澤 葵(2) 井口 恵(1) 黒川 芹奈(1) 遠山 雅(1)
南林 いずみ(3) 宮下 真奈(1) 井澤 唯(2) 竹内 乃亜(1) 熊谷 莉佳(1)
家苗 蒔(3) 宮崎 真衣奈(2) 尾曽 陽菜(2) 村松 明日見(2) 原 悠輝(1)

08/19 中１　女子  +2.5住吉 遥夏(1) 14.41 小椋 万柚(1) 14.43 山川 りお(1) 14.61 宮下 真奈(1) 14.68 塩澤 花怜(1) 14.86 岩崎 芽衣(1) 14.88 黒川 芹奈(1) 15.03
１００ｍ 中学生･阿智村RC 中学生･飯田高陵中 中学生･竜峡中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中

08/19 中学共通　女  +1.3菅沼 真洸(3) 13.11 上原 千夏(2) 13.34 家苗 蒔(3) 13.52 市沢 日菜(3) 14.31 北見 舞夏(3) 14.33 井澤 唯(2) 14.46 榊山 莉帆(2) 14.66 南林 いずみ(3) 14.70
１００ｍ 中学生･松川JAC 中学生･高森中 中学生･松川JAC 中学生･豊丘中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･竜東中 中学生･松川JAC



予選 8月19日 10:10
決勝 8月19日 14:00

大会新              12.59

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -0.5

 1 柴田 佳歩(2) 高校生     13.74 q  1 清水 真希(2) 高校生     13.46 q
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高

 2 岡部 佳澄(2) 高校生     13.86 q  2 片桐 綾乃 一般     13.71 q
ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子高 ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔﾉ Dream.A.C

 3 大平 有紀奈(2) 高校生     14.41 q  3 三石 奈穂(1) 高校生     13.81 q
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ 下伊那農業高 ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高

 4 長沼 義亮子(2) 高校生     14.45 q  4 小澤 未菜(1) 高校生     13.83 q
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ 飯田女子高 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越高

 5 勝又 すず佳(2) 高校生     15.73 
ｶﾂﾏﾀ ｽｽﾞｶ 阿南高

風速 +1.4

 1 清水 真希(2) 高校生     13.12 
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高

 2 三石 奈穂(1) 高校生     13.31 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高

 3 片桐 綾乃 一般     13.47 
ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔﾉ Dream.A.C

 4 小澤 未菜(1) 高校生     13.54 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越高

 5 岡部 佳澄(2) 高校生     13.70 
ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子高

 6 大平 有紀奈(2) 高校生     14.34 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ 下伊那農業高

 7 長沼 義亮子(2) 高校生     14.44 
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ 飯田女子高

決勝 8月19日 14:08

大会新              12.98

風速 +1.3

 1 菅沼 真洸(3) 中学生     13.11 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松川JAC

 2 上原 千夏(2) 中学生     13.34 
ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 高森中

 3 家苗 蒔(3) 中学生     13.52 
ｶﾅｴ ﾏｷ 松川JAC

 4 市沢 日菜(3) 中学生     14.31 
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 豊丘中

 5 北見 舞夏(3) 中学生     14.33 
ｷﾀﾐ ﾏｲｶ 高森中

 6 井澤 唯(2) 中学生     14.46 
ｲｻﾞﾜ ﾕｲ 緑ヶ丘中

 7 榊山 莉帆(2) 中学生     14.66 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 竜東中

 8 南林 いずみ(3) 中学生     14.70 
ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ 松川JAC

4  2619

3  1991

2  2017

5  2544

7  1990

8  2347

1  2338

6  2023

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

一般　女子

１００ｍ            

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考 所属名 記録／備考
5   446

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2   427

4   430

5   455
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

  452

2   453

4     4

氏  名 所属名 記録／備考

6

3

  553

3   486

4   455

3   452

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

5     4

8   453

2   486

7   430

1   427

中学共通　女子

１００ｍ

決勝



予選 8月19日 10:30
決勝 8月19日 14:16

大会新              12.78

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速  0.0

 1 山川 りお(1) 中学生     14.91 q  1 菅沼 美風(1) 中学生     13.65 q
ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ 竜峡中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 松川JAC

 2 塩澤 花怜(1) 中学生     15.06 q  2 住吉 遥夏(1) 中学生     14.73 q
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵中 ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 阿智村RC

 3 岩崎 芽衣(1) 中学生     15.20 q  3 宮下 真奈(1) 中学生     14.82 q
ｲﾜｻｷ ﾒｲ 飯田高陵中 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中

 4 築島 由理恵(1) 中学生     15.54  4 小椋 万柚(1) 中学生     14.89 q
ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 松川JAC ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中

 5 遠山 雅(1) 中学生     15.82  5 黒川 芹奈(1) 中学生     15.08 q
ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 阿智村RC ｸﾛｶﾜ ｾﾘｶ 飯田高陵中

 6 金子 優希(1) 中学生     15.89 
ｶﾈｺ ﾕｳｷ 阿智村RC

 7 宮内 綾美(1) 中学生     16.53 
ﾐﾔｳﾁ ｱﾔﾐ 緑ヶ丘中

風速 +2.5

 1 住吉 遥夏(1) 中学生     14.41 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 阿智村RC

 2 小椋 万柚(1) 中学生     14.43 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中

 3 山川 りお(1) 中学生     14.61 
ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ 竜峡中

 4 宮下 真奈(1) 中学生     14.68 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中

 5 塩澤 花怜(1) 中学生     14.86 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵中

 6 岩崎 芽衣(1) 中学生     14.88 
ｲﾜｻｷ ﾒｲ 飯田高陵中

 7 黒川 芹奈(1) 中学生     15.03 
ｸﾛｶﾜ ｾﾘｶ 飯田高陵中

記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中１　女子

１００ｍ

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名

 2003
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順 ﾚｰﾝ No.
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5  2055

7  2051
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 2053
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  2557

4  2051
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8  2588

3  2053

1  2058

2  2055



予選 8月19日 11:40
決勝 8月19日 14:40

大会新              14.61

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.1

 1 花井 静(4) 小学生     16.12 q  1 壬生 さつき(4) 小学生     15.47 q
ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾌﾞ ｻﾂｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 北見 唯夏(4) 小学生     16.22 q  2 宮澤 香音(4) 小学生     16.18 q
ｷﾀﾐ ﾕｳﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 松村 みすゞ(4) 小学生     16.94 q  3 上原 萌(4) 小学生     16.18 q
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｳｴﾊﾗ ﾓｴ いがら陸上

 4 藤本 穂花(4) 小学生     17.39  4 伊藤 優凪(4) 小学生     16.27 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾎﾉｶ いがら陸上 ｲﾄｳ ﾕｳﾅ いがら陸上

 5 伊藤 雪菜(4) 小学生     17.71  5 戸谷 優花(4) 小学生     16.72 q
ｲﾄｳ ﾕｷﾅ 竜丘小 ﾄﾔ ﾕｳｶ いがら陸上

風速 +2.5

 1 壬生 さつき(4) 小学生     15.33 
ﾐﾌﾞ ｻﾂｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 宮澤 香音(4) 小学生     15.91 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 伊藤 優凪(4) 小学生     15.94 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ いがら陸上

 4 上原 萌(4) 小学生     16.03 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴ いがら陸上

 5 北見 唯夏(4) 小学生     16.08 
ｷﾀﾐ ﾕｳﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 花井 静(4) 小学生     16.13 
ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 戸谷 優花(4) 小学生     16.61 
ﾄﾔ ﾕｳｶ いがら陸上

 8 松村 みすゞ(4) 小学生     16.90 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

予選 8月19日 11:20
決勝 8月19日 14:32

大会新              14.75

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -1.2

 1 菅沼 望子(5) 小学生     15.67 q  1 上野 輝来(5) 小学生     15.10 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｳｴﾉ ｷﾗ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 千葉 ほの香(5) 小学生     15.96 q  2 石井 涼(5) 小学生     15.23 q
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 宮内 萌菜(5) 小学生     16.03 q  3 宮下 真弥(5) 小学生     15.73 q
ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 伊藤 鈴音(5) 小学生     16.08 q  4 今村 詩乃(5) 小学生     16.47 q
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ いがら陸上

 5 渡辺 萌恵(5) 小学生     16.61 神部 紫音(5) 小学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

風速 +1.7

 1 上野 輝来(5) 小学生     14.72 
ｳｴﾉ ｷﾗ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 石井 涼(5) 小学生     14.76 
ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 菅沼 望子(5) 小学生     15.37 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 宮下 真弥(5) 小学生     15.41 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 伊藤 鈴音(5) 小学生     15.52 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 6 宮内 萌菜(5) 小学生     15.65 
ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 千葉 ほの香(5) 小学生     15.72 
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 今村 詩乃(5) 小学生     15.90 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ いがら陸上
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予選 8月19日 10:55
決勝 8月19日 14:24

大会新              13.76

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +0.8

 1 山下 結衣(6) 小学生     14.90 q  1 樋口 美瑛(6) 小学生     15.00 q
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 丸山小 ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 島岡 日和(6) 小学生     15.31  2 藤岡 緩奈(6) 小学生     15.16 q
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 近藤 彩樹(6) 小学生     15.58  3 木下 理子(6) 小学生     15.61 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾅ 丸山小 ｷﾉｼﾀ ﾘｺ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 4 北野 緋菜(6) 小学生     16.26  4 櫻井 ひかり(6) 小学生     15.83 
ｷﾀﾉ ﾋﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｻｸﾗｲ  ﾋｶﾘ 清内路小

 5 壬生 佑季恵(6) 小学生     16.55  5 小池 碧桜(6) 小学生     16.09 
ﾐﾌﾞ ﾕｷｴ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｺｲｹ ﾐｵ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 森本 真理(6) 小学生     16.76  6 花井 美月(6) 小学生     16.12 
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾊﾅｲ ﾐﾂﾞｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 3組] 風速 +1.5

 1 徳竹 美友(6) 小学生     13.91 q
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕｳ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 熊谷 汐乃(6) 小学生     14.36 q
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 松村 紫乃(6) 小学生     14.70 q
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 4 牧野 明日香(6) 小学生     14.83 q
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 杉山 舞莉(6) 小学生     15.26 q
ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 6 戸谷 有沙(6) 小学生     15.42 
ﾄﾔ ｱﾘｻ いがら陸上

風速 +1.5

 1 徳竹 美友(6) 小学生     13.83 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕｳ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 熊谷 汐乃(6) 小学生     14.24 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 松村 紫乃(6) 小学生     14.54 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 4 樋口 美瑛(6) 小学生     14.69 
ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 牧野 明日香(6) 小学生     14.74 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 山下 結衣(6) 小学生     14.96 
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 丸山小

 7 藤岡 緩奈(6) 小学生     15.00 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 杉山 舞莉(6) 小学生     15.25 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

小６　女子

１００ｍ

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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予選 8月18日 11:15
決勝 8月18日 13:10

大会新              27.10

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.7

 1 榊山 莉帆(2) 中学生     30.49 q  1 菅沼 真洸(3) 中学生     27.19 q
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 竜東中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松川JAC

 2 宮下 真奈(1) 中学生     31.20 q  2 家苗 蒔(3) 中学生     28.37 q
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中 ｶﾅｴ ﾏｷ 松川JAC

 3 山川 りお(1) 中学生     31.21 q  3 三澤 葵(2) 中学生     28.88 q
ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ 竜峡中 ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵中

 4 築島 由理恵(1) 中学生     31.74 q 菅沼 美風(1) 中学生
ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 松川JAC ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 松川JAC

 5 福与 遥(2) 中学生     33.91 q 宮下 しずく(2) 中学生
ﾌｸﾖ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中 ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ 松川JAC

 6 原 悠輝(1) 中学生     36.01 
ﾊﾗ ﾕｳｷ 阿智村RC

風速 +0.6

 1 菅沼 真洸(3) 中学生     27.07 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松川JAC

 2 家苗 蒔(3) 中学生     28.28 
ｶﾅｴ ﾏｷ 松川JAC

 3 三澤 葵(2) 中学生     28.98 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵中

 4 榊山 莉帆(2) 中学生     30.50 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 竜東中

 5 宮下 真奈(1) 中学生     30.97 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中

 6 山川 りお(1) 中学生     31.09 
ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ 竜峡中

 7 築島 由理恵(1) 中学生     31.50 
ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 松川JAC

 8 福与 遥(2) 中学生     34.26 
ﾌｸﾖ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学　女子

２００ｍ

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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6  1913

大会新
6  1990

所属名 記録／備考
3  2338

7  2053

5  2047

4  2619

1  2546

8  2588

2  2003



予選 8月19日 12:30
決勝 8月19日 14:50

大会新            1,01.64

[ 1組] [ 2組]

 1 柴田 佳歩(2) 高校生   1,08.03 q  1 高橋 優香 一般   1,02.01 q
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ Dream.A.C

 2 澁谷 希望(1) 高校生   1,09.64 q  2 宮島 志保美(2) 高校生   1,02.89 q
ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田高 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高

 3 加藤 まりな(2) 高校生   1,09.76 q  3 塩澤 華奈(2) 高校生   1,07.22 q
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高

 4 清水 由紀子(2) 高校生   1,09.94 q  4 岡山 未来(1) 高校生   1,07.69 q
ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ 飯田高 ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農業高

 5 木下 直美(1) 高校生   1,12.44 
ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ 飯田風越高

 1 高橋 優香 一般   1,00.61 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ Dream.A.C

 2 宮島 志保美(2) 高校生   1,02.25 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高

 3 塩澤 華奈(2) 高校生   1,05.37 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高

 4 岡山 未来(1) 高校生   1,07.32 
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農業高

 5 澁谷 希望(1) 高校生   1,09.40 
ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田高

 6 清水 由紀子(2) 高校生   1,11.45 
ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ 飯田高

決勝 8月19日 15:00

大会新            1,04.86

 1 菅沼 真洸(3) 中学生   1,06.02 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松川JAC

 2 村松 明日見(2) 中学生   1,12.30 
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高陵中

 3 竹内 美空(2) 中学生   1,13.18 
ﾀｹｳﾁ ﾐｸ 飯田高陵中

 4 篠田 杏奈(1) 中学生   1,15.14 
ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 飯田高陵中

 5 黒川 綾華(1) 中学生   1,16.74 
ｸﾛｶﾜ ｱﾔｶ 飯田高陵中

  416

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5   411

一般　女子

４００ｍ            

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考
5     3

所属名 記録／備考
4   446

  448

2   4176   447

3   416

4   415

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

氏  名 所属名 記録／備考

2

3   489

6     3
大会新

3   415

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

5   489

7   411

4   417

決勝
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学　女子

４００ｍ

1

4  2050

所属名 記録／備考
5  2338

2  2049

3  2057

6  2054



決勝 8月19日 13:40

大会新            3,23.66

 1 仲田 ほの(6) 小学生   3,24.52 
ﾅｶﾀ  ﾎﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 原 彩花(6) 小学生   3,33.59 
ﾊﾗ ｻﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 金子 咲良(5) 小学生   3,48.94 
ｶﾈｺ  ｻｸﾗ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 神部 紫音(5) 小学生   3,54.49 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 原  優希(6) 小学生   4,00.26 
ﾊﾗ   ﾕｳｷ 清内路小

 6 古川 美千(6) 小学生   4,05.59 
ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ 阿智村RC

 7 藤本 穂花(4) 小学生   4,11.02 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾎﾉｶ いがら陸上

 8 熊谷 真由(5) 小学生   4,15.08 
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾕ 阿智村RC

 9 斉藤 美桜(5) 小学生   4,16.76 
ｻｲﾄｳ ﾐｵ 阿智村RC

10 上原 萌(4) 小学生   4,18.02 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴ いがら陸上

１０００ｍ          

7    22

1    23

9    53

5    24

3    27

11    26

8    41

記録／備考

2    38

6     6

小学　女子

12     8

決勝

順 No. 氏  名 所属名



決勝 8月18日 13:45 決勝 8月19日 12:50

大会新            2,23.80 大会新           10,53.97

 1 宮島 志保美(2) 高校生   2,23.32  1 鴬巣 美冴(3) 高校生  11,07.21 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高 ｳｸﾞｽ ﾐｻｴ 松川高

 2 中本 愛里(3) 高校生   2,30.46  2 熊谷 美佑(1) 高校生  11,28.29 
ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越高 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田高

 3 塩澤 華奈(2) 高校生   2,34.91  3 松尾 智美(1) 高校生  11,30.85 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田高

 4 西永 梨恵(1) 高校生   2,36.55  4 中塚 千和(1) 高校生  11,36.88 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越高 ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田高

 5 小沼 千夏(1) 高校生   2,44.18  5 西永 梨恵(1) 高校生  11,53.71 
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子高 ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越高

 6 服部 智花(1) 高校生  15,07.92 
ﾊｯﾄﾘ ﾁﾊﾙ 飯田高

決勝 8月18日 12:50 決勝 8月19日 12:50

大会新            5,07.92 大会新           10,39.71

 1 松澤 綾音(2) 中学生   4,57.23  1 4 2306 松澤 綾音(2) 中学生  10,41.30 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 松川JAC ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 松川JAC

 2 山岸 鈴加(3) 中学生   5,01.68  2 2 2000 山岸 鈴加(3) 中学生  10,59.90 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 松川JAC ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 松川JAC

 3 永山 実来(2) 中学生   5,06.93  3 9 2552 永山 実来(2) 中学生  11,48.86 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 緑ヶ丘中 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 緑ヶ丘中

 4 松村 彩乃(2) 中学生   5,15.43  4 5 2109 原 明香里(3) 中学生  12,33.65 
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 松川JAC ﾊﾗ ｱｶﾘ 阿智村RC

 5 鈴木 彩華(2) 中学生   5,45.93  5 6 2004 座光寺 未来(1) 中学生  12,57.51 
ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 緑ヶ丘中 ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 松川JAC

 6 伊藤 梢(1) 中学生   5,45.97  6 8 2002 遠藤 あんり(1) 中学生  13,29.69 
ｲﾄｳ ｺｽﾞｴ 一中 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾝﾘ 松川JAC

 7 座光寺 未来(1) 中学生   5,50.66  7 1 2100 玉置 流佳(2) 中学生  13,44.11 
ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 松川JAC ﾀﾏｵｷ ﾊﾙｶ 阿智村RC

 8 橋本 環(2) 中学生   5,52.75  8 3 2106 熊谷 莉佳(1) 中学生  14,26.35 
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾏｷ 飯田東中 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｶ 阿智村RC

 9 竹内 美空(2) 中学生   5,53.09  9 7 2103 原 風香(2) 中学生  14,51.14 
ﾀｹｳﾁ ﾐｸ 飯田高陵中 ﾊﾗ ﾌｳｶ 阿智村RC

10 遠藤 あんり(1) 中学生   5,59.05 
ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾝﾘ 松川JAC

11 塩瀬 茉依(2) 中学生   6,09.63 
ｼｵｾ ﾏｲ 飯田高陵中

記録／備考

３０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名

3   417

5   415
大会新

4   466

6   449

2   422

中学　女子 中学　女子

順 No. 氏  名

１５００ｍ ３０００ｍ          

決勝 決勝
No. 氏  名 所属名 記録／備考所属名 記録／備考 順

大会新
2  2552

大会新

11  2306
大会新

1  2000

6  2188

5  1912

8  2549

4  2049

7  2004

9  2464

一般　女子

８００ｍ            

3  2002

10  2046

14   418

11   412

13   388

10   408

15   449

12   410

所属名 記録／備考

一般　女子

決勝

順 No. 氏  名



決勝 8月18日 10:40

１００ｍＨ          

風速 -1.4

 1 串原 礼(1) 高校生     17.50 
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業高

 2 岡部 佳澄(2) 高校生     17.99 
ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子高

 3 小沼 千夏(1) 高校生     18.43 
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子高

 4 岡山 未来(1) 高校生     19.06 
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農業高

 5 加藤 まりな(2) 高校生     19.18 
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高

 6 小澤 未菜(1) 高校生     21.80 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越高

決勝 8月18日 10:30

大会新              17.19

風速 -2.0

 1 三澤 葵(2) 中学生     17.74 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵中

決勝 8月18日 12:00

大会新           30,05.33

 1 矢沢 美代子 一般  30,00.07 
ﾔｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 飯田市陸協

 2 牛山 杏香(1) 高校生  32,09.51 
ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 松川高

 3 松下 愛(1) 高校生  40,57.11 
ﾏﾂｼﾀ ｱｲ 飯田女子高

一般　女子

５０００ｍＷ        

決勝

順 No. 氏  名 所属名

大会新
2   400

記録／備考
3    66

1   423

中学　女子

１００ｍＨ          

所属名 記録／備考

決勝

順
8  2047

所属名

6   422

8   453

ﾚｰﾝ No. 氏  名

ﾚｰﾝ No. 氏  名

4   430

記録／備考

一般　女子

5   488

決勝

順

3   447

7   489



決勝 8月19日 15:20 決勝 8月19日 15:30

大会新              53.16 大会新              51.05

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   7 松川JAC  2348 菅沼 美風(1)     55.24  1   4 飯田風越高   453 小澤 未菜(1)     51.79 

ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸ ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
 2338 菅沼 真洸(3)   452 三石 奈穂(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 1991 南林 いずみ(3)   455 清水 真希(2)

ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
 1990 家苗 蒔(3)   446 柴田 佳歩(2)

ｶﾅｴ ﾏｷ ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 2   5 飯田高陵中(A)    63 小椋 万柚(1)     56.14  2   5 飯田女子高   425 肥後 萌々花(2)     55.06 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼｺｳ ﾋｺﾞ  ﾓﾓｶ
   62 三澤 葵(2)   430 岡部 佳澄(2)

ﾐｻﾜ ｱｵｲ ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ
   59 宮下 真奈(1)   427 長沼 義亮子(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ
   60 宮崎 真衣奈(2)   422 小沼 千夏(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ
 3   4 緑ヶ丘中  2556 倉澤 まりあ(1)     57.12  3   3 飯田高(A)   411 澁谷 希望(1)     55.39 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ ｲｲﾀﾞｺｳA ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
 2558 井口 恵(1)   417 塩澤 華奈(2)

ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ
 2544 井澤 唯(2)   416 清水 由紀子(2)

ｲｻﾞﾜ ﾕｲ ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ
 2551 尾曽 陽菜(2)   415 宮島 志保美(2)

ｵｿ ﾊﾙﾅ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
 4   3 飯田高陵中(B)    58 岩崎 芽衣(1)     58.60  4   2 Dream.A.C     1 吉川 世里香     56.34 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｲﾜｻｷ ﾒｲ ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ﾖｼｶﾜ ｾﾘｶ
   61 黒川 芹奈(1)     3 高橋 優香

ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ
   65 竹内 乃亜(1)     5 片桐 幸那

ﾀｹｳﾁ ﾉｱ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｷﾅ
   64 村松 明日見(2)     4 片桐 綾乃

ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔﾉ
 5   2 阿智村RC(B)  2114 金子 優希(1)   1,02.77  5   6 下伊那農業高   486 大平 有紀奈(2)   1,01.10 

ｱﾁﾑﾗｱｰﾙｼｰB ｶﾈｺ ﾕｳｷ ｼﾓｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ
 2113 遠山 雅(1)   488 串原 礼(1)

ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ ｸｼﾊﾗ ﾚｲ
 2106 熊谷 莉佳(1)   482 小林 恵永(2)

ｸﾏｶﾞｲ ﾘｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｴ
 2115 原 悠輝(1)   489 岡山 未来(1)

ﾊﾗ ﾕｳｷ ｵｶﾔﾏ ﾐｷ
  6 阿智村RC(A)  2118 住吉 遥夏(1)

ｱﾁﾑﾗｱｰﾙｼｰA ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 失格
 2109 原 明香里(3)

ﾊﾗ ｱｶﾘ
 2100 玉置 流佳(2)

ﾀﾏｵｷ ﾊﾙｶ
 2103 原 風香(2)

ﾊﾗ ﾌｳｶ

決勝 決勝

中学　女子

４×１００ｍＲ
一般　女子

４×１００ｍＲ      



予選 8月19日  9:35
決勝 8月19日 15:10

大会新              55.68

[ 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   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(A)    17 木下 理子(6)     59.27 q  1   2 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)   49 樋口 美瑛(6)     57.23 q

ｲｲﾀﾞｯｼｭA ｷﾉｼﾀ ﾘｺ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ
   13 杉山 舞莉(6)    37 熊谷 汐乃(6)

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ
   15 島岡 日和(6)    47 藤岡 緩奈(6)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ
   11 松村 紫乃(6)    51 牧野 明日香(6)

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ﾏｷﾉ ｱｽｶ
 2   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(E)   32 花井 静(4)   1,02.91 q  2   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)   40 上野 輝来(5)   1,00.00 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞE ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ｳｴﾉ ｷﾗ
   50 北見 唯夏(4)    45 石井 涼(5)

ｷﾀﾐ ﾕｳﾅ ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ
   42 壬生 さつき(4)    44 菅沼 望子(5)

ﾐﾌﾞ ｻﾂｷ ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ
   36 宮澤 香音(4)    34 宮下 真弥(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 3   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D)   35 宮内 萌菜(5)   1,03.67 q  3   4 丸山小    30 篠田 萌(6)   1,00.19 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞD ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ
   38 原 彩花(6)    31 林 雅(6)

ﾊﾗ ｻﾔｶ ﾊﾔｼ ﾐﾔﾋﾞ
   41 神部 紫音(5)    28 近藤 彩樹(6)

ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾅ
   46 千葉 ほの香(5)    29 山下 結衣(6)

ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ
 4   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(B)    14 渡辺 萌恵(5)   1,04.59  4   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)   43 壬生 佑季恵(6)   1,01.20 q

ｲｲﾀﾞｯｼｭB ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾐﾌﾞ ﾕｷｴ
   10 松村 みすゞ(4)    39 小池 碧桜(6)

ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｺｲｹ ﾐｵ
   12 森本 真理(6)    33 花井 美月(6)

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘ ﾊﾅｲ ﾐﾂﾞｷ
   16 北野 緋菜(6)    48 徳竹 美友(6)

ｷﾀﾉ ﾋﾅ ﾄｸﾀｹ ﾐﾕｳ
 5   2 阿智村RC    27 斉藤 美桜(5)   1,07.26  5   6 いがら陸上    19 戸谷 優花(4)   1,02.98 q

ｱﾁﾑﾗｱｰﾙｼｰ ｻｲﾄｳ ﾐｵ ｲｶﾞﾗﾘｸｼﾞｮｳ ﾄﾔ ﾕｳｶ
   25 原 優希(6)    20 戸谷 有沙(6)

ﾊﾗ ﾕｳｷ ﾄﾔ ｱﾘｻ
   24 熊谷 真由(5)    22 上原 萌(4)

ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾕ ｳｴﾊﾗ ﾓｴ
   26 古川 美千(6)    21 今村 詩乃(5)

ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ

小学　女子

４×１００ｍＲ      

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)   49 樋口 美瑛(6)     58.59 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ
   37 熊谷 汐乃(6)

ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ
   47 藤岡 緩奈(6)

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ
   51 牧野 明日香(6)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ
 2   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(A)    17 木下 理子(6)     59.66 

ｲｲﾀﾞｯｼｭA ｷﾉｼﾀ ﾘｺ
   13 杉山 舞莉(6)

ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ
   15 島岡 日和(6)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ
   11 松村 紫乃(6)

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
 3   8 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)   43 壬生 佑季恵(6)   1,01.77 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾐﾌﾞ ﾕｷｴ
   39 小池 碧桜(6)

ｺｲｹ ﾐｵ
   33 花井 美月(6)

ﾊﾅｲ ﾐﾂﾞｷ
   48 徳竹 美友(6)

ﾄｸﾀｹ ﾐﾕｳ
 4   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)   40 上野 輝来(5)   1,02.36 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ｳｴﾉ ｷﾗ
   45 石井 涼(5)

ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ
   44 菅沼 望子(5)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ
   34 宮下 真弥(5)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 5   2 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D)   35 宮内 萌菜(5)   1,04.25 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞD ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ
   38 原 彩花(6)

ﾊﾗ ｻﾔｶ
   41 神部 紫音(5)

ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ
   46 千葉 ほの香(5)

ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ
 6   1 いがら陸上    19 戸谷 優花(4)   1,04.28 

ｲｶﾞﾗﾘｸｼﾞｮｳ ﾄﾔ ﾕｳｶ
   20 戸谷 有沙(6)

ﾄﾔ ｱﾘｻ
   18 伊藤 優凪(4)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
   21 今村 詩乃(5)

ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ
 7   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(E)   32 花井 静(4)   1,05.94 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞE ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ
   50 北見 唯夏(4)

ｷﾀﾐ ﾕｳﾅ
   42 壬生 さつき(4)

ﾐﾌﾞ ｻﾂｷ
   36 宮澤 香音(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ

決勝



決勝 8月18日 13:00

大会新               1.40

加藤 まりな(2) 高校生 大会新
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高

決勝 8月18日 13:00

大会新               1.45

伊原 由茉(2) 中学生
ｲﾊﾗ ﾕﾏ 緑ヶ丘中
林 果歩(2) 中学生
ﾊﾔｼ ｶﾎ 緑ヶ丘中
竹内 乃亜(1) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中
宮下 真奈(1) 中学生
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中
倉澤 まりあ(1) 中学生
ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ 緑ヶ丘中
宮崎 真衣奈(2) 中学生
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中
篠田 杏奈(1) 中学生
ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 飯田高陵中

 1.10

 1.15

7 1  2057
O XXX

6 5  2048
O XO XXX

 1.15

 1.15

4 4  2556
O O XXX

4 2  2053
- O XXX

 1.20

 1.25

3 3  2052
O XO O XXX

XXO XXX
2 6  2545

- - O

XXX  1.30
1 7  2548

- - O O O

記録 備考1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35

中学　女子

走高跳

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

一般　女子

走高跳              

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m35 1m40 1m42 1m45

1 1   447
O XXO XXO XXX  1.42



決勝 8月19日 10:30

大会新               5.16

加藤 まりな(2) 高校生   3.99   4.39   4.23   4.12   4.25    X    4.39 
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高   -1.3   +2.1   -1.0   +3.7   +1.2    +2.1
三石 奈穂(1) 高校生   3.46   3.98   4.13   4.36    X   4.22    4.36 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高   -1.4   -0.9   +1.5   +1.3   +1.0    +1.3
柴田 佳歩(2) 高校生   3.79   3.50   3.89   3.52    X    X    3.89 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高   -1.2   +1.9    0.0   +1.3     0.0
肥後 萌々花(2) 高校生   3.52   3.64   3.63   2.98   3.20   3.44    3.64 
ﾋｺﾞ  ﾓﾓｶ 飯田女子高   -0.1   -1.2   +0.4   +0.4   +2.9   +2.5    -1.2

決勝 8月19日 10:30

大会新               5.10

尾曽 陽菜(2) 中学生   4.11   4.10   4.33   4.46   4.30   4.31    4.46 
ｵｿ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘中   -1.9   +1.0   +2.7   +3.8   +1.4   +1.2    +3.8
宮崎 真衣奈(2) 中学生    X    X   4.27   3.85   4.12    X    4.27 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中   +1.9   +2.7   +2.9    +1.9
古谷 依里佳(2) 中学生   4.09   3.99   4.02   4.13   3.98   4.02    4.13 
ﾌﾙﾔ ｴﾘｶ 高森中   -1.0   +0.5   +3.4   +1.8   +2.6   +2.4    +1.8
村松 明日見(2) 中学生   3.31   3.06   4.05   4.11    X   3.97    4.11 
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高陵中   -1.1    0.0   +1.5   +3.1   +2.9    +3.1
横田 風音(1) 中学生   3.53   3.83    X   3.84   3.05    X    3.84 
ﾖｺﾀ ｶｻﾞﾈ 飯田高陵中   -0.2   +0.2   +3.0   +0.4    +3.0
住吉 遥夏(1) 中学生   3.63   3.50   3.41   3.61   3.70   3.82    3.82 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 阿智村RC   -0.7   +0.6   +3.1   +2.5   -0.7   +2.8    +2.8
井口 恵(1) 中学生   3.55   3.43   3.44   3.73   3.56    X    3.73 
ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 緑ヶ丘中   -1.6   +0.6   +1.0   +2.5   +0.8    +2.5
塩澤 花怜(1) 中学生   3.72   3.25    X    X   3.54   3.57    3.72 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵中   -0.8   +0.4   +1.2   +1.9    -0.8
今村 月愛(1) 中学生   3.13   3.50   3.46    3.50 
ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ 緑ヶ丘中   -1.2   +0.7   -0.9    +0.7
竹内 乃亜(1) 中学生   3.48   3.41   3.23    3.48 
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中   -0.7   +0.7   +1.4    -0.7
田中 万葉(1) 中学生    X   3.12   3.01    3.12 
ﾀﾅｶ ﾏﾖ 緑ヶ丘中   +0.4    0.0    +0.4
岩崎 芽衣(1) 中学生   3.02   2.78   3.08    3.08 
ｲﾜｻｷ ﾒｲ 飯田高陵中    0.0   -0.1   +0.5    +0.5

決勝 8月19日  9:20

大会新               4.24

北野 緋菜(6) 小学生    -   4.00   3.84    X   3.24   3.60    4.00 
ｷﾀﾉ ﾋﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭ   +0.8   +1.1   +0.7   -1.2    +0.8
吉田  香純(5) 小学生   2.71   2.93    X    X    X   2.33    2.93 
ﾖｼﾀﾞ   ｶｽﾞﾐ 清内路小   +1.4   +0.6   -1.5    +0.6
伊藤 優凪(4) 小学生    X   2.72   2.52   2.71    X   2.59    2.72 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ いがら陸上    0.0   +0.5    0.0   -1.5     0.0
熊谷 翼(4) 小学生   2.70   2.58   2.15   2.23   2.27   2.24    2.70 
ｸﾏｶﾞｲ ﾂﾊﾞｻ 天龍小   +1.0   +0.9   +0.6   +0.4    0.0   -0.3    +1.0
橘 明日香(4) 小学生   2.60   2.45   2.41    X   2.27   2.52    2.60 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｽｶ 天龍小    0.0   +1.0   -1.5   -0.6   -0.5     0.0
男澤 夏帆(4) 小学生   2.60   2.35   2.20   2.37   2.35   2.37    2.60 
ｵﾄｺｻﾞﾜ ﾅﾂﾎ 天龍小   +0.3   +1.5   +0.4   -0.8   -0.3   -0.7    +0.3

12 7  2058

10 5  2052

11 2  2555

8 6  2059

9 3  2553

6 9  2118

7 4  2558

4 12  2050

5 10  2056

2 13  2048

3 11  2022

記録 備考
1 14  2551

-3- -4- -5- -6-

中学　女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

小学　女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 6    16

-3- -4- -5- -6-

2 3    52

3 4    18

6 2    57

4 5    56

5 1    55

一般　女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 5   447

-3- -4- -5- -6-

4 2   425

2 3   452

3 4   446



決勝 8月19日  9:20

大会新               9.98

長沼 義亮子(2) 高校生
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ 飯田女子高
勝又 すず佳(2) 高校生
ｶﾂﾏﾀ ｽｽﾞｶ 阿南高
串原 礼(1) 高校生
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業高
加藤 まりな(2) 高校生
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高

決勝 8月19日  9:20

大会新              12.00

三澤 葵(2) 中学生
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵中
黒川 芹奈(1) 中学生
ｸﾛｶﾜ ｾﾘｶ 飯田高陵中
篠田 杏奈(1) 中学生
ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 飯田高陵中
黒川 綾華(1) 中学生
ｸﾛｶﾜ ｱﾔｶ 飯田高陵中

  9.04 

記録

  8.09 

 7.48   7.72 

  -   6.67 

  6.81 

-6-

 5.80   5.83 

 4.80   4.82 

 4.47   5.44 

一般　女子

砲丸投              
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  X  7.17  7.30

-3- -4- -5- -6-

4   553
 7.72

備考
1 3   427

 8.09   -   -

 6.72
3 2   488

 6.67

  -   -  7.39  7.17
2

中学　女子

砲丸投

4 1   447
 6.42  6.67  6.06   -

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

 6.81

  -

 6.37  6.81  6.20

備考所属名 -1- -2- -3- 記録
1 4  2047

 8.40

-4- -5-

 5.68   -   -

 9.04  8.92  8.60  8.80

3 3  2057
 5.32

 8.61

2 1  2055
 5.61  5.83

 4.52  4.35

 5.44   X  4.67  4.20

4 2  2054
 4.82  4.59  4.51



決勝 8月18日 10:30

大会新              36.88

北野 未紗(2) 高校生
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南高

決勝 8月18日 10:30

磯貝 理江(2) 中学生
ｲｿｶﾞｲ ｻﾄｴ 緑ヶ丘中
宮井 さくら(2) 中学生
ﾐﾔｲ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中

  X  14.77 

2 2  2550
13.31   O  13.31 

  X   O

  O   X   O   O

1 3  2547
  O   O 14.77

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学　女子

円盤投
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

一般　女子

円盤投              

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

26.74

-3- -4- -5- -6-

  X  26.74 

記録 備考
1 1   552

  O   O   O   O



決勝 8月18日 13:30

北野 未紗(2) 高校生
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南高
肥後 萌々花(2) 高校生
ﾋｺﾞ  ﾓﾓｶ 飯田女子高
加藤 まりな(2) 高校生
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高

一般　女子

やり投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  X   X

-3- -4- -5- -6-

  O   O

記録 備考
1 2   552

  O 24.04   O

  X 16.90

  O  24.04 

2 3   425
  X   O 22.71

  O  16.90 

  O  22.71 

3 1   447
  O   -   -



決勝 8月19日 14:00

大会新              42.15

宮井 さくら(2) 中学生
ﾐﾔｲ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中
遠山 雅(1) 中学生
ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 阿智村RC
塩瀬 茉依(2) 中学生
ｼｵｾ ﾏｲ 飯田高陵中
小椋 万柚(1) 中学生
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中

中学　女子

ジャベリックスロー  

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  O   O

-3- -4- -5- -6-

  O   O

記録 備考
1 3  2550

  O   O   O

  O   O

32.28  32.28 

2 4  2113
22.64   O   O

  O   -

  O  22.64 

3 1  2046
16.60   O   O

  -   5.53 

  O  16.60 

4 2  2051
  -   -  5.53



決勝 8月19日 12:00

大会新              50.52

山田 恭華(6) 小学生
ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ 竜丘小
林 雅(6) 小学生
ﾊﾔｼ ﾐﾔﾋﾞ 丸山小
森本 真理(6) 小学生
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

  O  37.11 

3 2    12
28.69   O  28.69 

  O   O

  O   O   O   O

  O   O   O  42.32 

2 1    31
  O   O 37.11

1 3    68
  O   O 42.32

-3- -4-氏  名 所属名 -1- -2- -5- -6- 記録 備考

小学　女子

ボール投            

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
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