
平成24年度　飯伊陸上競技春季記録会                                              

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
04/15 女子 熊谷 香織 13.23 菅沼 真洸(3) 13.40 清水 真希(2) 13.43 菅沼 美風(1) 13.45 吉田 那緒(2) 中学校･伊那AC中 13.74 (-0.8) 家苗 蒔(3) 13.75 宮澤 風香(1) 13.85

100m 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ (-0.3) 中学校･松川JAC (-0.3) 高校･飯田風越高 (-0.3) 中学校･松川JAC (+1.2) 柴田 佳歩(2) 高校･飯田風越高 (+1.2) 中学校･松川JAC (-0.3) 中学校･高森中 (+1.2)
04/15 塩澤 華奈(2) 1,04.88 小池 梓(3) 1,05.81 宮島 志保美(2) 1,06.37 中本 愛里(3) 1,08.17 清水 由紀子(2) 1,11.39

400m 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･飯田高
04/15 鶯巣 美冴(3) 2,27.62 山岸 鈴加(2) 2,29.96 堀内 智加(2) 2,32.53 宮島 志保美(2) 2,32.91 中本 愛里(3) 2,34.63 松澤 綾音(1) 2,35.37 蟹澤 紗希(3) 2,36.40 松村 彩乃(2) 2,37.22

800m 高校･松川高 中学校･松川JAC 中学校･駒ヶ根東中 高校･飯田高 高校･飯田風越高 中学校･松川JAC 中学校･駒ヶ根東中 中学校･松川JAC
04/15  +1.7 山岸 鈴加(2) 10,47.93 永山 実来(2) 10,47.97 鶯巣 美冴(3) 10,49.41 熊谷 美佑(1) 10,52.81 松村 彩乃(2) 10,54.46 堀内 智加(2) 10,58.87 中塚 千和(2) 11,02.40 蟹澤 紗希(3) 11,18.02

3000m 中学校･松川JAC 中学校･緑ヶ丘中 高校･松川高 高校･飯田高 中学校･松川JAC 中学校･駒ヶ根東中 高校･飯田高 中学校･駒ヶ根東中
04/15  +1.2 岡部 佳澄(2) 19.00 吉川 里緒奈(3) 19.70 赤羽 里香(2) 19.97

100mH(0.838m) 高校･飯田女子高 高校･飯田高 高校･岡谷東高
04/15  +4.6 中野 美智恵(3) 17.22 樋屋 彩(2) 18.79 三浦 遥果(3) 18.82 下条 菜摘(2) 19.04 井口 結花(3) 19.05 北原 瑛里香(2) 19.86 宮崎 真衣奈(2) 20.09 後藤 真伊(3) 20.52

100mH(0.762m) 中学校･旭町中 中学校･駒ヶ根東中 中学校･飯田高陵中 中学校･旭町中 中学校･緑ヶ丘中 中学校･伊那AC中 中学校･飯田高陵中 中学校･塩尻広陵中
04/15 加藤 まりな(2) 1.35 中野 美智恵(3) 1.35 上澤 美波(2) 1.30 伊原 由茉(2) 中学校･緑ヶ丘中 1.25 村松 明日見(2) 1.25 上原 明里(3) 1.20 赤羽 遥香(2) 1.15

走高跳 高校･飯田風越高 中学校･旭町中 中学校･高森中 吉川 里緒奈(3) 高校･飯田高 中学校･飯田高陵中 中学校･筑摩野中 中学校･旭町中
04/15 矢島 芽依(2) 4.50(+2.3) 宮崎 真衣奈(2)4.20(+1.5) 三浦 遥果(3) 4.17(+0.7) 尾曽 陽菜(2) 4.16(+2.2) 吉川 里緒奈(3)4.16(+1.2) 三輪 才佳(2) 3.90(+0.7) 鷲山 ひなた(2)3.88(+0.6) 村松 明日見(2)3.84(+0.5)

走幅跳 中学校･旭町中 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田高陵中 中学校･緑ヶ丘中 高校･飯田高 中学校･旭町中 中学校･高森中 中学校･飯田高陵中
04/15 勝又 すず佳(2) 7.23 長沼 義亮子(2) 6.72

砲丸投(4.000kg) 高校･阿南高 高校･飯田女子高
04/15 中野 美智恵(3) 9.05 村田 かおり(3) 8.54 三澤 葵(2) 8.51 池上 成美(3) 8.20 征矢野 美結(3) 7.72 横田 鈴音(3) 6.94 高橋 茉里(2) 6.76 杉山 李奈(3) 6.43

砲丸投(2.721kg) 中学校･旭町中 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田高陵中 中学校･長峰中 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田高陵中 中学校･旭町中 中学校･駒ヶ根東中
04/15 北野 未紗(2) 27.26

円盤投(1.000kg) 高校･阿南高
04/15 岩佐 眞歩(2) 21.41 肥後 萌々花(2) 15.96 吉川 里緒奈(3) 13.21

やり投 高校･岡谷東高 高校･飯田女子高 高校･飯田高
04/15 宮井 さくら(2) 28.12 池上 成美(3) 26.85 進藤 柚乃(3) 23.89 遠山 雅(1) 23.80

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学校･緑ヶ丘中 中学校･長峰中 中学校･塩尻広陵中 中学校･阿智中
04/15 松川JAC       53.12 飯田風越高       53.60 飯田高       53.98 伊那AC中       55.13 駒ヶ根東中(A)      55.32 飯田高陵中       55.39 飯田女子高       55.91 旭町中       56.00

4×100mR 南林 いずみ(3) 清水 真希(2) 塩澤 華奈(2) 宮川 恵衣(1) 樋屋 彩(2) 三澤 葵(2) 肥後 萌々花(2) 高橋 茉里(2)
菅沼 真洸(3) 柴田 佳歩(2) 吉川 里緒奈(3) 吉田 那緒(2) 花村 菜々子(2) 征矢野 美結(3) 岡部 佳澄(2) 矢島 芽依(2)
菅沼 美風(1) 三村 捺美(3) 小池 梓(3) 北原 瑛里香(2) 北原 咲来(2) 宮崎 真衣奈(2) 長沼 義亮子(2) 下条 菜摘(2)
家苗 蒔(3) 加藤 まりな(2) 宮島 志保美(2) 小池 涼音(1) 柏原 千夏(2) 三浦 遥果(3) 田畑 三紗(3) 中野 美智恵(3)

04/15 小学女子 徳竹 美友(6) 13.65 熊谷 汐乃(6) 14.42 松村 紫乃(6) 14.45 牧野 明日香(6) 14.46 上野 輝来(5) 14.64 石井 涼(5) 14.69 山下 結衣(6) 14.70 宮下 真弥(5) 14.79
100m 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ (+3.4) 小学校･松川陸上ｸﾗ (+3.4) 小学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭ (+2.7) 小学校･松川陸上ｸﾗ (+2.7) 小学校･松川陸上ｸﾗ (+3.4) 小学校･松川陸上ｸﾗ (+3.4) 小学校･丸山小 (+2.3) 小学校･松川陸上ｸﾗ (+2.3)

04/15 古川 美千(6) 3,49.61 宮内 春帆(5) 3,50.03 原 優希(6) 3,50.28 伊藤 尋乃(5) 3,50.29 熊谷 真由(5) 4,09.36 池野 佳帆(4) 4,10.24 林  雅(6) 4,13.20 戸谷 優花(4) 4,16.82
1000m 小学校･阿智村RC 小学校･阿智村RC 小学校･阿智村RC 小学校･いがら陸上 小学校･阿智村RC 小学校･いがら陸上 小学校･丸山小 小学校･いがら陸上

04/15 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(A)     1,00.08 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    1,00.32 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,00.57 丸山小     1,01.71 いがら陸上     1,03.76 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)    1,03.90 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D)    1,05.09 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(B)     1,05.95
4×100mR 杉山 舞莉(6) 上野 輝来(5) 熊谷 汐乃(6) 篠田 萌(6) 熊谷 凪紗(5) 花井 美月(6) 花井 静(4) 渡辺 萌恵(5)

木下 理子(6) 石井 涼(5) 萩原 夏妃(6) 林  雅(6) 戸谷 有沙(6) 小池 碧桜(6) 北見 唯夏(4) 森本 真理(6)
長谷川 亜里沙(6) 菅沼 望子(5) 神部 紫音(5) 近藤 彩樹(6) 伊藤 優凪(4) 壬生 佑季恵(6) 壬生 さつき(4) 松村 みすゞ(4)
松村 紫乃(6) 宮下 真弥(5) 徳竹 美友(6) 山下 結衣(6) 今村 詩乃(5) 牧野 明日香(6) 宮澤 香音(4) 伊藤 鈴音(5)



決勝 4月15日 11:15

県記録              11.98
県高新              12.09
県中新              12.29

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.8

 1 池田 好(2) 中学校     15.08  1 北野 未紗(2) 高校     14.98 
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中 ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南高

 2 山川 りお(1) 中学校     15.55  2 井澤 唯(2) 中学校     15.12 
ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ ｲｲﾀﾞｼｭAC ｲｻﾞﾜ ﾕｲ 緑ヶ丘中

 3 秋川 有紀(2) 中学校     15.69  3 田畑 里紗(1) 中学校     15.19 
ｱｷｶﾜ ﾕｳｷ 筑摩野中 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｻ 鼎中

 4 福与 遥(2) 中学校     16.01  4 廣瀬 由梨奈(2) 中学校     15.42 
ﾌｸﾖ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中 ﾋﾛｾ ﾕﾘﾅ 塩尻広陵中

 5 今井 巴絵(2) 中学校     16.08  5 伊藤 瑞菜(3) 中学校     15.59 
ｲﾏｲ ﾄﾓｴ 塩尻広陵中 ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾅ 緑ヶ丘中

 6 金子 優希(1) 中学校     16.35  6 倉澤 まりあ(1) 中学校     15.59 
ｶﾈｺ ﾕｳｷ 阿智中 ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 7 遠山 雅(1) 中学校     16.64  7 井口 由梨(2) 中学校     16.37 
ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 阿智中 ｲｸﾞﾁ ﾕﾘ 駒ヶ根東中
長沼 義亮子(2) 高校  8 廣田 奈子(2) 中学校     16.53 
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ 飯田女子高 ﾋﾛﾀ ﾅｺ 駒ヶ根東中

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 +0.9

 1 我科 かなえ(3) 中学校     14.15  1 大平 有紀奈(2) 高校     14.17 
ｶﾞｼﾞﾅ ｶﾅｴ 緑ヶ丘中 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ 下伊那農業高

 2 林口 琴海(3) 中学校     14.45  2 宮下 しずく(2) 中学校     14.21 
ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 塩尻広陵中 ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ 松川JAC

 3 高見 李那(2) 中学校     14.85  3 上原 千夏(1) 中学校     14.26 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中 ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 高森中

 4 鰍澤 さやか(2) 中学校     14.87  4 林 歩美(3) 高校     14.55 
ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中 ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 下伊那農業高

 5 北原 遙香(2) 中学校     15.37  5 北見 舞夏(2) 中学校     14.80 
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 駒ヶ根東中 ｷﾀﾐ ﾏｲｶ 高森中

 6 清澤 紗理奈(3) 中学校     15.58  6 南林 いずみ(3) 中学校     15.02 
ｷﾖｻﾜ ｻﾘﾅ 筑摩野中 ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ 松川JAC

 7 勝又 すず佳(2) 高校     15.92  7 鈴木 由里菜(3) 中学校     15.54 
ｶﾂﾏﾀ ｽｽﾞｶ 阿南高 ｽｽﾞｷ ﾕﾘﾅ 緑ヶ丘中
岡部 佳澄(2) 高校 三村 捺美(3) 高校
ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子高 ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ 飯田風越高

[ 5組] 風速 +1.2 [ 6組] 風速 -0.3

 1 菅沼 美風(1) 中学校     13.45  1 熊谷 香織 一般     13.23 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 松川JAC ｸﾏｶﾞｲ ｶｵﾘ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 2 柴田 佳歩(2) 高校     13.74  2 菅沼 真洸(3) 中学校     13.40 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松川JAC

 3 宮澤 風香(1) 中学校     13.85  3 清水 真希(2) 高校     13.43 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高

 4 上條  渓(3) 中学校     13.93  4 家苗 蒔(3) 中学校     13.75 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 筑摩野中 ｶﾅｴ ﾏｷ 松川JAC

 5 北原 咲来(2) 中学校     14.33  5 柏原 千夏(2) 中学校     14.04 
ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ 駒ヶ根東中 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中

 6 榊山 莉帆(2) 中学校     14.71  6 小池 梓(3) 高校     14.15 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 竜東中 ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 飯田高

 7 木下 美波(2) 中学校     14.74  7 花村 菜々子(2) 中学校     14.33 
ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ 駒ヶ根東中 ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ 駒ヶ根東中
菅沼 菜摘(3) 中学校  8 前澤 朱音(3) 中学校     14.61 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 駒ヶ根東中 ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 筑摩野中

[ 7組] 風速 -0.8

 1 吉田 那緒(2) 中学校     13.74 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC中

 2 三澤 葵(2) 中学校     13.95 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵中

 3 宮川 恵衣(1) 中学校     14.23 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 伊那AC中

 4 征矢野 美結(3) 中学校     14.52 
ｿﾔﾉ ﾐﾕ 飯田高陵中

 5 小池 涼音(1) 中学校     14.77 
ｺｲｹ ｽｽﾞﾈ 伊那AC中

女子

100m

決勝
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   1 熊谷 香織 一般 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ     13.23 (-0.3)   6   1
   2 菅沼 真洸(3) 中学校 松川JAC     13.40 (-0.3)   6   2
   3 清水 真希(2) 高校 飯田風越高     13.43 (-0.3)   6   3
   4 菅沼 美風(1) 中学校 松川JAC     13.45 (+1.2)   5   1
   5 吉田 那緒(2) 中学校 伊那AC中     13.74 (-0.8)   7   1
   5 柴田 佳歩(2) 高校 飯田風越高     13.74 (+1.2)   5   2
   7 家苗 蒔(3) 中学校 松川JAC     13.75 (-0.3)   6   4
   8 宮澤 風香(1) 中学校 高森中     13.85 (+1.2)   5   3
   9 上條  渓(3) 中学校 筑摩野中     13.93 (+1.2)   5   4
  10 三澤 葵(2) 中学校 飯田高陵中     13.95 (-0.8)   7   2
  11 柏原 千夏(2) 中学校 駒ヶ根東中     14.04 (-0.3)   6   5
  12 我科 かなえ(3) 中学校 緑ヶ丘中     14.15 (-0.1)   3   1
  12 小池 梓(3) 高校 飯田高     14.15 (-0.3)   6   6
  14 大平 有紀奈(2) 高校 下伊那農業高     14.17 (+0.9)   4   1
  15 宮下 しずく(2) 中学校 松川JAC     14.21 (+0.9)   4   2
  16 宮川 恵衣(1) 中学校 伊那AC中     14.23 (-0.8)   7   3
  17 上原 千夏(1) 中学校 高森中     14.26 (+0.9)   4   3
  18 北原 咲来(2) 中学校 駒ヶ根東中     14.33 (+1.2)   5   5
  18 花村 菜々子(2) 中学校 駒ヶ根東中     14.33 (-0.3)   6   7
  20 林口 琴海(3) 中学校 塩尻広陵中     14.45 (-0.1)   3   2
  21 征矢野 美結(3) 中学校 飯田高陵中     14.52 (-0.8)   7   4
  22 林 歩美(3) 高校 下伊那農業高     14.55 (+0.9)   4   4
  23 前澤 朱音(3) 中学校 筑摩野中     14.61 (-0.3)   6   8
  24 榊山 莉帆(2) 中学校 竜東中     14.71 (+1.2)   5   6
  25 木下 美波(2) 中学校 駒ヶ根東中     14.74 (+1.2)   5   7
  26 小池 涼音(1) 中学校 伊那AC中     14.77 (-0.8)   7   5
  27 北見 舞夏(2) 中学校 高森中     14.80 (+0.9)   4   5
  28 高見 李那(2) 中学校 長峰中     14.85 (-0.1)   3   3
  29 鰍澤 さやか(2) 中学校 駒ヶ根東中     14.87 (-0.1)   3   4
  30 北野 未紗(2) 高校 阿南高     14.98 (-0.8)   2   1
  31 南林 いずみ(3) 中学校 松川JAC     15.02 (+0.9)   4   6
  32 池田 好(2) 中学校 長峰中     15.08 (-0.4)   1   1
  33 井澤 唯(2) 中学校 緑ヶ丘中     15.12 (-0.8)   2   2
  34 田畑 里紗(1) 中学校 鼎中     15.19 (-0.8)   2   3
  35 北原 遙香(2) 中学校 駒ヶ根東中     15.37 (-0.1)   3   5
  36 廣瀬 由梨奈(2) 中学校 塩尻広陵中     15.42 (-0.8)   2   4
  37 鈴木 由里菜(3) 中学校 緑ヶ丘中     15.54 (+0.9)   4   7
  38 山川 りお(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｼｭAC     15.55 (-0.4)   1   2
  39 清澤 紗理奈(3) 中学校 筑摩野中     15.58 (-0.1)   3   6
  40 伊藤 瑞菜(3) 中学校 緑ヶ丘中     15.59 (-0.8)   2   5
  40 倉澤 まりあ(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｼｭAC     15.59 (-0.8)   2   6
  42 秋川 有紀(2) 中学校 筑摩野中     15.69 (-0.4)   1   3
  43 勝又 すず佳(2) 高校 阿南高     15.92 (-0.1)   3   7
  44 福与 遥(2) 中学校 緑ヶ丘中     16.01 (-0.4)   1   4
  45 今井 巴絵(2) 中学校 塩尻広陵中     16.08 (-0.4)   1   5
  46 金子 優希(1) 中学校 阿智中     16.35 (-0.4)   1   6
  47 井口 由梨(2) 中学校 駒ヶ根東中     16.37 (-0.8)   2   7
  48 廣田 奈子(2) 中学校 駒ヶ根東中     16.53 (-0.8)   2   8
  49 遠山 雅(1) 中学校 阿智中     16.64 (-0.4)   1   7

都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   22
 2338

女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名

 1990
   33
 5969
 2047

  455
 2348
 8738
  446

 1913
   60
 2023
 5081

 5077
 2537
  406
  486

 5974
 2619
 5082
   61

 5079
 3227
 2044
  481

 1991
   58
 2544
   59

 2017
   56
 5076
  552

 5972
 2542
    2
 5978

 5078
 3217
 2541
    1

 5075
 5083
 2113

  553
 2546
 3219
 2114



決勝 4月15日 12:10

県小学新            13.06

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +1.0

 1 壬生 さつき(4) 小学校     16.08  1 近藤 彩樹(6) 小学校     15.63 
ﾐﾌﾞ ｻﾂｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾅ 丸山小

 2 萩原 夏妃(6) 小学校     16.16  2 伊藤 鈴音(5) 小学校     15.76 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅﾂｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 森本 真理(6) 小学校     16.37  3 菅沼 望子(5) 小学校     15.80 
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 渡辺 萌恵(5) 小学校     16.52  4 宮内 萌菜(5) 小学校     16.44 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 神部 紫音(5) 小学校     16.54  5 戸谷 優花(4) 小学校     16.87 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾄﾔ ﾕｳｶ いがら陸上

 6 花井 静(4) 小学校     16.59  6 千葉 ほの香(5) 小学校     17.79 
ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 松村 みすゞ(4) 小学校     16.98  7 藤本 穂花(4) 小学校     18.07 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾎﾉｶ いがら陸上

 8 高本 美咲(3) 小学校     16.98  8 萩原 利映(4) 小学校     18.62 
ﾀｶﾓﾄ ﾐｻｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｴ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 3組] 風速 +1.7 [ 4組] 風速 +2.3

 1 宮澤 香音(4) 小学校     15.59  1 山下 結衣(6) 小学校     14.70 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 丸山小

 2 篠田 萌(6) 小学校     15.87  2 宮下 真弥(5) 小学校     14.79 
ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 丸山小 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 小池 碧桜(6) 小学校     15.95  3 木下 理子(6) 小学校     15.44 
ｺｲｹ ﾐｵ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｷﾉｼﾀ ﾘｺ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 4 長谷川 亜里沙(6)小学校     15.97  4 永原 佳奈(5) 小学校     16.17 
ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾅｶﾞﾊﾗ ｶﾅ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗

 5 壬生 佑季恵(6) 小学校     16.44  5 伊藤 尋乃(5) 小学校     16.42 
ﾐﾌﾞ ﾕｷｴ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲﾄｳ ﾋﾛﾉ いがら陸上

 6 伊藤 優凪(4) 小学校     16.52  6 内木 美海(5) 小学校     16.97 
ｲﾄｳ  ﾕｳﾅ いがら陸上 ﾅｲｷ ﾐｳ 丸山小

 7 池野 佳帆(4) 小学校     16.56 花井 美月(6) 小学校
ｲｹﾉ ｶﾎ いがら陸上 ﾊﾅｲ ﾐﾂﾞｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 北見 唯夏(4) 小学校     16.64 
ｷﾀﾐ ﾕｳ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 5組] 風速 +3.4 [ 6組] 風速 +2.7

 1 徳竹 美友(6) 小学校     13.65  1 松村 紫乃(6) 小学校     14.45 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 2 熊谷 汐乃(6) 小学校     14.42  2 牧野 明日香(6) 小学校     14.46 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 上野 輝来(5) 小学校     14.64  3 杉山 舞莉(6) 小学校     14.92 
ｳｴﾉ ｷﾗ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 4 石井 涼(5) 小学校     14.69  4 戸谷 有沙(6) 小学校     15.44 
ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾄﾔ ｱﾘｻ いがら陸上

 5 高山 みなみ(5) 小学校     15.33  5 今村 詩乃(5) 小学校     15.96 
ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗 ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ いがら陸上

 6 熊谷 凪紗(5) 小学校     15.75  6 山本 鈴華(3) 小学校     18.16 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ いがら陸上 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 宮澤 奈都(5) 小学校     15.98 宮内 笑夢(3) 小学校
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂ 丸山小 ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
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   1 徳竹 美友(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.65 (+3.4)   5   1
   2 熊谷 汐乃(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.42 (+3.4)   5   2
   3 松村 紫乃(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     14.45 (+2.7)   6   1
   4 牧野 明日香(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.46 (+2.7)   6   2
   5 上野 輝来(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.64 (+3.4)   5   3
   6 石井 涼(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.69 (+3.4)   5   4
   7 山下 結衣(6) 小学校 丸山小     14.70 (+2.3)   4   1
   8 宮下 真弥(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.79 (+2.3)   4   2
   9 杉山 舞莉(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     14.92 (+2.7)   6   3
  10 高山 みなみ(5) 小学校 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗     15.33 (+3.4)   5   5
  11 木下 理子(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     15.44 (+2.3)   4   3
  11 戸谷 有沙(6) 小学校 いがら陸上     15.44 (+2.7)   6   4
  13 宮澤 香音(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.59 (+1.7)   3   1
  14 近藤 彩樹(6) 小学校 丸山小     15.63 (+1.0)   2   1
  15 熊谷 凪紗(5) 小学校 いがら陸上     15.75 (+3.4)   5   6
  16 伊藤 鈴音(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     15.76 (+1.0)   2   2
  17 菅沼 望子(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.80 (+1.0)   2   3
  18 篠田 萌(6) 小学校 丸山小     15.87 (+1.7)   3   2
  19 小池 碧桜(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.95 (+1.7)   3   3
  20 今村 詩乃(5) 小学校 いがら陸上     15.96 (+2.7)   6   5
  21 長谷川 亜里沙(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     15.97 (+1.7)   3   4
  22 宮澤 奈都(5) 小学校 丸山小     15.98 (+3.4)   5   7
  23 壬生 さつき(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.08 (+0.5)   1   1
  24 萩原 夏妃(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.16 (+0.5)   1   2
  25 永原 佳奈(5) 小学校 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗     16.17 (+2.3)   4   4
  26 森本 真理(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     16.37 (+0.5)   1   3
  27 伊藤 尋乃(5) 小学校 いがら陸上     16.42 (+2.3)   4   5
  28 宮内 萌菜(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.44 (+1.0)   2   4
  28 壬生 佑季恵(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.44 (+1.7)   3   5
  30 渡辺 萌恵(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     16.52 (+0.5)   1   4
  30 伊藤 優凪(4) 小学校 いがら陸上     16.52 (+1.7)   3   6
  32 神部 紫音(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.54 (+0.5)   1   5
  33 池野 佳帆(4) 小学校 いがら陸上     16.56 (+1.7)   3   7
  34 花井 静(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.59 (+0.5)   1   6
  35 北見 唯夏(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.64 (+1.7)   3   8
  36 戸谷 優花(4) 小学校 いがら陸上     16.87 (+1.0)   2   5
  37 内木 美海(5) 小学校 丸山小     16.97 (+2.3)   4   6
  38 松村 みすゞ(4) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     16.98 (+0.5)   1   7
  38 高本 美咲(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.98 (+0.5)   1   8
  40 千葉 ほの香(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.79 (+1.0)   2   6
  41 藤本 穂花(4) 小学校 いがら陸上     18.07 (+1.0)   2   7
  42 山本 鈴華(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.16 (+2.7)   6   6
  43 萩原 利映(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.62 (+1.0)   2   8
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決勝 4月15日 14:05

県記録              54.56
県高新              55.42
県中新              58.70

 1 塩澤 華奈(2) 高校   1,04.88 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高

 2 小池 梓(3) 高校   1,05.81 
ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 飯田高

 3 宮島 志保美(2) 高校   1,06.37 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高

 4 中本 愛里(3) 高校   1,08.17 
ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越高

 5 清水 由紀子(2) 高校   1,11.39 
ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ 飯田高
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決勝 4月15日 14:10

長野県新          2,09.64
県高校新          2,09.64
県中学新          2,16.18

[ 1組] [ 2組]

 1 中島 悠(3) 高校   2,45.13  1 山岸 鈴加(2) 中学校   2,29.96 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 飯田女子高 ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 松川JAC

 2 橋本 環(2) 中学校   2,46.60  2 松澤 綾音(1) 中学校   2,35.37 
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾏｷ 飯田東中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 松川JAC

 3 杉本 琴香(2) 中学校   2,52.37  3 松村 彩乃(2) 中学校   2,37.22 
ｽｷﾞﾓﾄ ｺﾄｶ 駒ヶ根東中 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 松川JAC

 4 鈴木 彩華(2) 中学校   2,55.72  4 塩澤 華奈(2) 高校   2,43.08 
ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 緑ヶ丘中 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高

 5 奥原 夕奈(2) 中学校   3,01.90  5 櫛原 彩香(3) 高校   2,43.75 
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 旭町中 ｸｼﾊﾗ ｱﾔｶ 下伊那農業高

 6 御子柴 沙南(3) 中学校   3,04.36  6 山崎 瞳(3) 中学校   2,49.41 
ﾐｺｼﾊﾞ ｻﾅ 筑摩野中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄﾐ 緑ヶ丘中

 7 塩瀬 茉依(2) 中学校   3,11.13  7 竹内 美空(2) 中学校   3,03.87 
ｼｵｾ ﾏｲ 飯田高陵中 ﾀｹｳﾁ ﾐｸ 飯田高陵中
牛越 香穂(3) 中学校
ｳｼｺｼ ｶﾎ 筑摩野中

[ 3組] [ 4組]

 1 堀内 智加(2) 中学校   2,32.53  1 鶯巣 美冴(3) 高校   2,27.62 
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根東中 ｳｸﾞｽ  ﾐｻｴ 松川高

 2 名取 萌花(2) 中学校   2,38.52  2 宮島 志保美(2) 高校   2,32.91 
ﾅﾄﾘ ﾓｴｶ 塩尻広陵中 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高

 3 酒井 優梨愛(3) 中学校   2,40.20  3 中本 愛里(3) 高校   2,34.63 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻広陵中 ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越高

 4 下平 尚(3) 中学校   2,40.46  4 蟹澤 紗希(3) 中学校   2,36.40 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵ 駒ヶ根東中 ｶﾆｻﾜ ｻｷ 駒ヶ根東中

 5 白川 みほ(2) 中学校   2,45.15  5 田畑 三紗(3) 高校   2,49.01 
ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 駒ヶ根東中 ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ 飯田女子高

 6 赤羽 真優(3) 中学校   2,46.14 宮入 唯(3) 中学校
ｱｶﾊﾞ ﾏﾕ 緑ヶ丘中 ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 駒ヶ根東中
長谷川 美波(3) 中学校
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高陵中

No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
7   429

5  2464

女子

800m

決勝

順

2  2549

6  5804

3  5086

1  2046

8  5966

4  5973

欠場

順 No.

3  1912

4   494

2  2049

5  2306

所属名 記録／備考
7  2000

8  2543

6   417

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 No. 氏  名

5  3224

8  5084

7  3216

順

3  2534

6  4181

4  5085

8   415

所属名 記録／備考
5   388

3   421

7   466

4  4178

6  4183
欠場

2  2042
欠場



   1 鶯巣 美冴(3) 高校 松川高     2,27.62   4   1
   2 山岸 鈴加(2) 中学校 松川JAC     2,29.96   2   1
   3 堀内 智加(2) 中学校 駒ヶ根東中     2,32.53   3   1
   4 宮島 志保美(2) 高校 飯田高     2,32.91   4   2
   5 中本 愛里(3) 高校 飯田風越高     2,34.63   4   3
   6 松澤 綾音(1) 中学校 松川JAC     2,35.37   2   2
   7 蟹澤 紗希(3) 中学校 駒ヶ根東中     2,36.40   4   4
   8 松村 彩乃(2) 中学校 松川JAC     2,37.22   2   3
   9 名取 萌花(2) 中学校 塩尻広陵中     2,38.52   3   2
  10 酒井 優梨愛(3) 中学校 塩尻広陵中     2,40.20   3   3
  11 下平 尚(3) 中学校 駒ヶ根東中     2,40.46   3   4
  12 塩澤 華奈(2) 高校 飯田高     2,43.08   2   4
  13 櫛原 彩香(3) 高校 下伊那農業高     2,43.75   2   5
  14 中島 悠(3) 高校 飯田女子高     2,45.13   1   1
  15 白川 みほ(2) 中学校 駒ヶ根東中     2,45.15   3   5
  16 赤羽 真優(3) 中学校 緑ヶ丘中     2,46.14   3   6
  17 橋本 環(2) 中学校 飯田東中     2,46.60   1   2
  18 田畑 三紗(3) 高校 飯田女子高     2,49.01   4   5
  19 山崎 瞳(3) 中学校 緑ヶ丘中     2,49.41   2   6
  20 杉本 琴香(2) 中学校 駒ヶ根東中     2,52.37   1   3
  21 鈴木 彩華(2) 中学校 緑ヶ丘中     2,55.72   1   4
  22 奥原 夕奈(2) 中学校 旭町中     3,01.90   1   5
  23 竹内 美空(2) 中学校 飯田高陵中     3,03.87   2   7
  24 御子柴 沙南(3) 中学校 筑摩野中     3,04.36   1   6
  25 塩瀬 茉依(2) 中学校 飯田高陵中     3,11.13   1   7

所属名 記録 備考

女子

組 順位
  388
 2000

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

 4178
 1912
 3216
 3224

 5084
  415
  466
 2306

 5085
 2534
 2464
  421

 4181
  417
  494
  429

 2049
 5973
 2046

 2543
 5086
 2549
 5804



決勝 4月15日 15:05

県小学新          3,03.46

 1 古川 美千(6) 小学校   3,49.61 
ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ 阿智村RC

 2 宮内 春帆(5) 小学校   3,50.03 
ﾐﾔｳﾁ ﾊﾙﾎ 阿智村RC

 3 原 優希(6) 小学校   3,50.28 
ﾊﾗ ﾕｳｷ 阿智村RC

 4 伊藤 尋乃(5) 小学校   3,50.29 
ｲﾄｳ ﾋﾛﾉ いがら陸上

 5 熊谷 真由(5) 小学校   4,09.36 
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾕ 阿智村RC

 6 池野 佳帆(4) 小学校   4,10.24 
ｲｹﾉ ｶﾎ いがら陸上

 7 林  雅(6) 小学校   4,13.20 
ﾊﾔｼ ﾐﾔﾋﾞ 丸山小

 8 戸谷 優花(4) 小学校   4,16.82 
ﾄﾔ ﾕｳｶ いがら陸上

小学女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3    25

7    26

5    23

4    18

8    12

1    24

6    32

2    15



決勝 4月15日 10:15

県記録            9,16.29
県高新            9,16.29
県中新            9,31.10

 1 山岸 鈴加(2) 中学校  10,47.93 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 松川JAC

 2 永山 実来(2) 中学校  10,47.97 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 緑ヶ丘中

 3 鶯巣 美冴(3) 高校  10,49.41 
ｳｸﾞｽ  ﾐｻｴ 松川高

 4 熊谷 美佑(1) 高校  10,52.81 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田高

 5 松村 彩乃(2) 中学校  10,54.46 
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 松川JAC

 6 堀内 智加(2) 中学校  10,58.87 
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根東中

 7 中塚 千和(2) 高校  11,02.40 
ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田高

 8 蟹澤 紗希(3) 中学校  11,18.02 
ｶﾆｻﾜ ｻｷ 駒ヶ根東中

 9 中島 悠(3) 高校  11,40.69 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 飯田女子高

10 白川 みほ(2) 中学校  11,45.89 
ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 駒ヶ根東中

11 熊谷 玲香(2) 中学校  12,05.06 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚｲｶ 阿智中

12 原 明香里(3) 中学校  12,08.24 
ﾊﾗ ｱｶﾘ 阿智中

13 後沢 絢香(2) 高校  12,20.09 
ｺﾞｻﾞﾜ ｱﾔｶ 飯田高

14 田畑 三紗(3) 高校  12,28.34 
ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ 飯田女子高

15 小林 晴佳(3) 中学校  12,38.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 塩尻広陵中

16 玉置 流佳(2) 中学校  12,44.95 
ﾀﾏｵｷ ﾊﾙｶ 阿智中

17 熊谷 莉佳(1) 中学校  13,17.30 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｶ 阿智中

18 原 風香(2) 中学校  14,53.60 
ﾊﾗ ﾌｳｶ 阿智中
宮入 唯(3) 中学校
ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 駒ヶ根東中
下平 尚(3) 中学校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵ 駒ヶ根東中
牛山 杏香(1) 高校
ｳｼﾔﾏ  ｷｮｳｶ 松川高

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

15   388

2  2000

1  2552

5  5084

17   408

6  1912

8   429

11   418

19  4178

4  2109

3  5085

16  2101

14  3220

21   419

18   421

10  2103

20  2100

12  2106

欠場
13   400

欠場

7  4183
欠場

9  4181



決勝 4月15日 13:15

県記録              13.81
県高新              14.28

風速 +1.2

 1 岡部 佳澄(2) 高校     19.00 
ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子高

 2 吉川 里緒奈(3) 高校     19.70 
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田高

 3 赤羽 里香(2) 高校     19.97 
ｱｶﾊﾈ ﾘｶ 岡谷東高

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   139

8   430

7   407



決勝 4月15日 13:25

県中新              14.54

[ 1組] 風速 +4.6 [ 2組] 風速 +3.0

 1 中野 美智恵(3) 中学校     17.22  1 三浦 遥果(3) 中学校     18.82 
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 旭町中 ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高陵中

 2 樋屋 彩(2) 中学校     18.79  2 北原 瑛里香(2) 中学校     19.86 
ﾋｵｸ ｱﾔ 駒ヶ根東中 ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 伊那AC中

 3 下条 菜摘(2) 中学校     19.04  3 宮崎 真衣奈(2) 中学校     20.09 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 旭町中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中

 4 井口 結花(3) 中学校     19.05 
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 緑ヶ丘中

 5 後藤 真伊(3) 中学校     20.52 
ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 塩尻広陵中

 6 高橋 茉里(2) 中学校     20.69 
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ 旭町中

女子

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

8  5801

4  5800

3  5080

No. 氏  名 所属名

6  5805

5  2535

7

7  8736

8  2048

記録／備考
6  2040

ﾚｰﾝ

 3225



   1 中野 美智恵(3) 中学校 旭町中     17.22 (+4.6)   1   1
   2 樋屋 彩(2) 中学校 駒ヶ根東中     18.79 (+4.6)   1   2
   3 三浦 遥果(3) 中学校 飯田高陵中     18.82 (+3.0)   2   1
   4 下条 菜摘(2) 中学校 旭町中     19.04 (+4.6)   1   3
   5 井口 結花(3) 中学校 緑ヶ丘中     19.05 (+4.6)   1   4
   6 北原 瑛里香(2) 中学校 伊那AC中     19.86 (+3.0)   2   2
   7 宮崎 真衣奈(2) 中学校 飯田高陵中     20.09 (+3.0)   2   3
   8 後藤 真伊(3) 中学校 塩尻広陵中     20.52 (+4.6)   1   5
   9 高橋 茉里(2) 中学校 旭町中     20.69 (+4.6)   1   6

順位 No. 氏  名 都道府県

女子

100mH(0.762m)
タイムレース

順位
 5800
 5080
 2040

所属名 記録（風） 備考 組

 3225
 5805

 5801
 2535
 8736
 2048



決勝 4月15日 15:35

県記録              47.90
県高新              47.90
県中新              49.90

[ 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   6 飯田高   417 塩澤 華奈(2)     53.98  1   6 松川JAC  1991 南林 いずみ(3)     53.12 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸ ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ
  407 吉川 里緒奈(3)  2338 菅沼 真洸(3)

ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  406 小池 梓(3)  2348 菅沼 美風(1)

ｺｲｹ ｱｽﾞｻ ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ
  415 宮島 志保美(2)  1990 家苗 蒔(3)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ ｶﾅｴ ﾏｷ
 2   2 伊那AC中    60 宮川 恵衣(1)     55.13  2   8 飯田風越高   455 清水 真希(2)     53.60 

ｲﾅｴｰｼｰ ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
 8738 吉田 那緒(2)   446 柴田 佳歩(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 8736 北原 瑛里香(2)   457 三村 捺美(3)

ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ
   61 小池 涼音(1)   447 加藤 まりな(2)

ｺｲｹ ｽｽﾞﾈ ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ
 3   4 飯田女子高   425 肥後 萌々花(2)     55.91  3   3 駒ヶ根東中(A)  5080 樋屋 彩(2)     55.32 

ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼｺｳ ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾋｵｸ ｱﾔ
  430 岡部 佳澄(2)  5079 花村 菜々子(2)

ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
  427 長沼 義亮子(2)  5081 北原 咲来(2)

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ
  421 田畑 三紗(3)  5077 柏原 千夏(2)

ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ
 4   7 旭町中  5805 高橋 茉里(2)     56.00  4   2 飯田高陵中  2047 三澤 葵(2)     55.39 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾐｻﾜ ｱｵｲ
 5806 矢島 芽依(2)  2044 征矢野 美結(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ ｿﾔﾉ ﾐﾕ
 5801 下条 菜摘(2)  2048 宮崎 真衣奈(2)

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ
 5800 中野 美智恵(3)  2040 三浦 遥果(3)

ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
 5   8 高森中  2017 北見 舞夏(2)     57.39  5   7 塩尻広陵中  3221 進藤 柚乃(3)     57.09 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｷﾀﾐ ﾏｲｶ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾉ
 2023 上原 千夏(1)  3224 酒井 優梨愛(3)

ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ ｻｶｲ ﾕﾘｱ
 2020 鷲山 ひなた(2)  3225 後藤 真伊(3)

ﾜｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ ｺﾞﾄｳ ﾏｲ
 2018 上澤 美波(2)  3227 林口 琴海(3)

ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ
  3 駒ヶ根東中(B)  5085 白川 みほ(2)  6   5 筑摩野中  5970 二木 あゆみ(3)     58.36 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 失格 ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｳﾐ
 5082 木下 美波(2)  5969 上條  渓(3)

ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ
 5078 北原 遙香(2)  5974 前澤 朱音(3)

ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ
 5976 長谷川 実咲(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｻｷ
  5 阿智中  2114 金子 優希(1)  7   4 緑ヶ丘中  2542 伊藤 瑞菜(3)     59.18 

ｱﾁﾁｭｳ ｶﾈｺ ﾕｳｷ 失格 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾅ
 2101 熊谷 玲香(2)  2541 鈴木 由里菜(3)

ｸﾏｶﾞｲ ﾚｲｶ ｽｽﾞｷ ﾕﾘﾅ
 2106 熊谷 莉佳(1)  2537 我科 かなえ(3)

ｸﾏｶﾞｲ ﾘｶ ｶﾞｼﾞﾅ ｶﾅｴ
 2113 遠山 雅(1)  2535 井口 結花(3)

ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ

女子

4×100mR

決勝



   1 松川JAC     53.12 南林 いずみ(3) 菅沼 真洸(3) 菅沼 美風(1) 家苗 蒔(3)   2   1
   2 飯田風越高     53.60 清水 真希(2) 柴田 佳歩(2) 三村 捺美(3) 加藤 まりな(2)   2   2
   3 飯田高     53.98 塩澤 華奈(2) 吉川 里緒奈(3) 小池 梓(3) 宮島 志保美(2)   1   1
   4 伊那AC中     55.13 宮川 恵衣(1) 吉田 那緒(2) 北原 瑛里香(2) 小池 涼音(1)   1   2
   5 駒ヶ根東中(A)     55.32 樋屋 彩(2) 花村 菜々子(2) 北原 咲来(2) 柏原 千夏(2)   2   3
   6 飯田高陵中     55.39 三澤 葵(2) 征矢野 美結(3) 宮崎 真衣奈(2) 三浦 遥果(3)   2   4
   7 飯田女子高     55.91 肥後 萌々花(2) 岡部 佳澄(2) 長沼 義亮子(2) 田畑 三紗(3)   1   3
   8 旭町中     56.00 高橋 茉里(2) 矢島 芽依(2) 下条 菜摘(2) 中野 美智恵(3)   1   4
   9 塩尻広陵中     57.09 進藤 柚乃(3) 酒井 優梨愛(3) 後藤 真伊(3) 林口 琴海(3)   2   5
  10 高森中     57.39 北見 舞夏(2) 上原 千夏(1) 鷲山 ひなた(2) 上澤 美波(2)   1   5
  11 筑摩野中     58.36 二木 あゆみ(3) 上條  渓(3) 前澤 朱音(3) 長谷川 実咲(3)   2   6
  12 緑ヶ丘中     59.18 伊藤 瑞菜(3) 鈴木 由里菜(3) 我科 かなえ(3) 井口 結花(3)   2   7

備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

女子

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4×100mR
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 4月15日 15:25

県小学新            53.27

[ 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 丸山小    30 篠田 萌(6)   1,01.71  1   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(A)     8 杉山 舞莉(6)   1,00.08 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭA ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ
   32 林  雅(6)    11 木下 理子(6)

ﾊﾔｼ ﾐﾔﾋﾞ ｷﾉｼﾀ ﾘｺ
   28 近藤 彩樹(6)     9 長谷川 亜里沙(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾅ ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾘｻ
   29 山下 結衣(6)     6 松村 紫乃(6)

ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
 2   6 いがら陸上    14 熊谷 凪紗(5)   1,03.76  2   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)   44 上野 輝来(5)   1,00.32 

ｲｶﾞﾗﾘｸｼﾞｮｳ ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ｳｴﾉ ｷﾗ
   16 戸谷 有沙(6)    49 石井 涼(5)

ﾄﾔ ｱﾘｻ ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ
   13 伊藤 優凪(4)    48 菅沼 望子(5)

ｲﾄｳ  ﾕｳﾅ ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ
   17 今村 詩乃(5)    36 宮下 真弥(5)

ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 3   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D)   34 花井 静(4)   1,05.09  3   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)   40 熊谷 汐乃(6)   1,00.57 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞD ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ
   54 北見 唯夏(4)    52 萩原 夏妃(6)

ｷﾀﾐ ﾕｳ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅﾂｷ
   46 壬生 さつき(4)    45 神部 紫音(5)

ﾐﾌﾞ ｻﾂｷ ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ
   39 宮澤 香音(4)    51 徳竹 美友(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ
 4   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(B)    10 渡辺 萌恵(5)   1,05.95  4   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)   35 花井 美月(6)   1,03.90 

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A ﾊﾅｲ ﾐﾂﾞｷ
    7 森本 真理(6)    43 小池 碧桜(6)

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘ ｺｲｹ ﾐｵ
    4 松村 みすゞ(4)    47 壬生 佑季恵(6)

ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ﾐﾌﾞ ﾕｷｴ
    3 伊藤 鈴音(5)    55 牧野 明日香(6)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ﾏｷﾉ ｱｽｶ
 5   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(E)   53 萩原 利映(4)   1,10.91 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞE ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｴ
   41 高本 美咲(3)

ﾀｶﾓﾄ ﾐｻｷ
   37 宮内 笑夢(3)

ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ
   42 山本 鈴華(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｶ

小学女子

4×100mR

決勝



   1 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(A)   1,00.08 杉山 舞莉(6) 木下 理子(6) 長谷川 亜里沙( 松村 紫乃(6)   2   1
   2 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)   1,00.32 上野 輝来(5) 石井 涼(5) 菅沼 望子(5) 宮下 真弥(5)   2   2
   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)   1,00.57 熊谷 汐乃(6) 萩原 夏妃(6) 神部 紫音(5) 徳竹 美友(6)   2   3
   4 丸山小   1,01.71 篠田 萌(6) 林  雅(6) 近藤 彩樹(6) 山下 結衣(6)   1   1
   5 いがら陸上   1,03.76 熊谷 凪紗(5) 戸谷 有沙(6) 伊藤 優凪(4) 今村 詩乃(5)   1   2
   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)   1,03.90 花井 美月(6) 小池 碧桜(6) 壬生 佑季恵(6) 牧野 明日香(6)   2   4
   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D)   1,05.09 花井 静(4) 北見 唯夏(4) 壬生 さつき(4) 宮澤 香音(4)   1   3
   8 ｲｲﾀﾞｯｼｭ(B)   1,05.95 渡辺 萌恵(5) 森本 真理(6) 松村 みすゞ(4) 伊藤 鈴音(5)   1   4
   9 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(E)   1,10.91 萩原 利映(4) 高本 美咲(3) 宮内 笑夢(3) 山本 鈴華(3)   1   5

備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

小学女子

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4×100mR
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 4月15日 12:30

県記録               1.81
県高新               1.77
県中新               1.75

加藤 まりな(2) 高校
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高
中野 美智恵(3) 中学校
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 旭町中
上澤 美波(2) 中学校
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 高森中
伊原 由茉(2) 中学校
ｲﾊﾗ ﾕﾏ 緑ヶ丘中
吉川 里緒奈(3) 高校
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田高
村松 明日見(2) 中学校
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高陵中
上原 明里(3) 中学校
ｳｴﾊﾗ ｱｶﾘ 筑摩野中
赤羽 遥香(2) 中学校
ｱｶﾊﾈ ﾊﾙｶ 旭町中
林 果歩(2) 中学校
ﾊﾔｼ ｶﾎ 緑ヶ丘中

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1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40
1 8   447

- - - - O

O O

O XXX

2 6  5800
- O O XXO XXX

 1.35

 1.35

3 7  2018
- - O O XO

O XXX

XXX

4 4  2548
O O O

 1.30

 1.25

4 5   407
- O O O XXX

XXO XXX
6 9  2050

O XO O

 1.25

 1.25

7 3  5971
O O O XXX

8 2  5802
O O XXX

 1.20

 1.15

1  2545
XXX



決勝 4月15日 11:00

県記録               6.41
県高新               6.06
県中新               5.59

矢島 芽依(2) 中学校   4.20   4.00   4.50    4.50 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 旭町中   +0.4   +1.0   +2.3    +2.3
宮崎 真衣奈(2) 中学校   3.53   4.20    X    4.20 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中    0.0   +1.5    +1.5
三浦 遥果(3) 中学校    X   4.17   4.15    4.17 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高陵中   +0.7   +0.2    +0.7
尾曽 陽菜(2) 中学校    X   4.09   4.16    4.16 
ｵｿ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘中   +0.7   +2.2    +2.2
吉川 里緒奈(3) 高校   3.17   4.16   3.27    4.16 
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田高   +0.3   +1.2   +0.7    +1.2
三輪 才佳(2) 中学校   3.83   3.90    X    3.90 
ﾐﾜ ﾄｼｶ 旭町中   +0.7   +0.7    +0.7
鷲山 ひなた(2) 中学校   3.88    X   3.80    3.88 
ﾜｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ 高森中   +0.6   +2.3    +0.6
村松 明日見(2) 中学校    X   3.84   3.84    3.84 
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高陵中   +0.5   +2.3    +0.5
二木 あゆみ(3) 中学校   3.76    X   3.82    3.82 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｳﾐ 筑摩野中   +2.0   +1.1    +1.1
古谷 依里佳(1) 中学校   3.04   3.80   3.60    3.80 
ﾌﾙﾔ ｴﾘｶ 高森中   +0.7   +0.4   +1.8    +0.4
塩澤 瑠(3) 中学校    X   3.72   3.56    3.72 
ｼｵｻﾞﾜ ﾙｲ 飯田高陵中   +1.5   +2.1    +1.5
長谷川 実咲(3) 中学校   3.50   3.48   3.62    3.62 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｻｷ 筑摩野中   +1.1    0.0   +1.4    +1.4
肥後 萌々花(2) 高校   3.47    X   3.41    3.47 
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子高   +1.3   +2.3    +1.3
石井 柊子(1) 中学校    X   3.33   3.44    3.44 
ｲｼｲ ｼｭｳｺ 高森中   +0.1   +1.6    +1.6
磯貝 理江(2) 中学校   3.08   2.94    X    3.08 
ｲｿｶﾞｲ ｻﾄｴ 緑ヶ丘中   +1.4   -0.1    +1.4
三村 捺美(3) 高校
ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ 飯田風越高
小池 亜梨紗(3) 中学校 欠場
ｺｲｹ ｱﾘｻ 筑摩野中
金田 涼子(3) 中学校 欠場
ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｺ 緑ヶ丘中

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 13  5806

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

2 16  2048

3 15  2040

4 12  2551

5 11   407

6 4  5803

7 8  2020

8 18  2050

9 9  5970

10 6  2022

11 17  2038

12 2  5976

13 7   425

14 5  2021

15 1  2547

10  2538

14   457

3  5975



決勝 4月15日  9:30

県中新              13.49

中野 美智恵(3) 中学校
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 旭町中
村田 かおり(3) 中学校
ﾑﾗﾀ ｶｵﾘ 飯田高陵中
三澤 葵(2) 中学校
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵中
池上 成美(3) 中学校
ｲｹｶﾞﾐ ﾅﾙﾐ 長峰中
征矢野 美結(3) 中学校
ｿﾔﾉ ﾐﾕ 飯田高陵中
横田 鈴音(3) 中学校
ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾈ 飯田高陵中
高橋 茉里(2) 中学校
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ 旭町中
杉山 李奈(3) 中学校
ｽｷﾞﾔﾏ ﾓﾓﾅ 駒ヶ根東中

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 4  5800

  X  8.35  9.05   9.05 

2 7  2045
 7.61  7.98  8.54   8.54 

3 6  2047
 7.10  8.51  7.67   8.51 

4 3    57
 8.20  8.16  7.78   8.20 

5 5  2044
 6.60  7.47  7.72   7.72 

6 8  2043
 6.94  6.94  6.86   6.94 

7 2  5805
 5.83  6.76  6.70

  6.43 

  6.76 

8 1  4179
 6.21  6.43  6.08



決勝 4月15日  9:30

県記録              13.70
県高新              13.65

勝又 すず佳(2) 高校
ｶﾂﾏﾀ ｽｽﾞｶ 阿南高
長沼 義亮子(2) 高校
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ 飯田女子高

女子

砲丸投(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 1   553

  X  6.79  7.23

  6.72 

  7.23 

2 2   427
 6.72   X  6.51



決勝 4月15日 12:00

長野県新            45.73
県高校新            44.69

北野 未紗(2) 高校
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南高
高橋 みほか(3) 中学校 欠場
ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｶ 飯田高陵中

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   552

  O 27.26   O  27.26 

2  2039



決勝 4月15日 13:00

県記録              57.17
県高新              48.07

岩佐 眞歩(2) 高校
ｲﾜｻ ﾏﾅﾎ 岡谷東高
肥後 萌々花(2) 高校
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子高
吉川 里緒奈(3) 高校
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田高

女子

やり投

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 3   138

  O   O 21.41  21.41 

2 1   425
15.96   O   O

 13.21 

 15.96 

3 2   407
  X   X 13.21



決勝 4月15日 14:00

県中新              42.60

宮井 さくら(2) 中学校
ﾐﾔｲ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中
池上 成美(3) 中学校
ｲｹｶﾞﾐ ﾅﾙﾐ 長峰中
進藤 柚乃(3) 中学校
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞﾉ 塩尻広陵中
遠山 雅(1) 中学校
ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 阿智中

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- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3  2550

  O 28.12   O  28.12 

2 4    57
  O 26.85   O  26.85 

3 1  3221
  X 23.89   O

 23.80 

 23.89 

4 2  2113
  O 23.80   O


	女子決勝記録一覧
	決勝記録一覧表

	女子100m
	用紙

	小学女子100m
	用紙

	女子400m
	用紙

	女子800m
	用紙

	小学女子1000m
	用紙

	女子3000m
	用紙

	一般女子100mH
	用紙

	中学女子100mH
	用紙

	女子4×100mR
	用紙

	小学女子4×100mR
	用紙

	女子走高跳
	用紙

	女子走幅跳
	用紙

	中学女子砲丸投
	用紙

	一般高校女子砲丸投
	用紙

	女子円盤投1.000kg
	用紙

	女子やり投
	用紙

	女子ジャベリックスロー
	用紙


