
平成25年度　第30回飯伊小学生陸上競技大会兼第14回飯伊中学生陸上競技記録会        

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ,GT:大会タイ) 女  子 【競技場】202050  飯田市陸上競技場

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
05/18 小3以下女子 山城 春菜(3) 9.81(2.3) 宮下 莉瑚(3) 9.85(3.8) 中山 愛梨(3) 10.20(3.8) 大下 ゆう(3) 10.21(2.3) 吉澤 詩乃(3) 10.39(3.2) 福澤 明莉(3) 10.51(2.8) 木下 理恵(3) 10.57(3.9) 東 夏蓮(3) 10.59(2.3)

60m 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･鼎小学校 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松尾小 小学生･下條小 小学生･泰阜小
05/18 小学4年女子  +3.9守屋 春華(4) 15.76 金田 萌(4) 16.00 福与 瑞希(4) 16.08 原  彩乃(4) 16.22 渡久山 和(4) 16.30 佐藤 碧依(4) 16.33 水野 香帆(4) 16.77 芦澤 陽菜(4) 17.06

100m 小学生･伊賀良小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･上久堅小 小学生･清内路小 小学生･天龍小 小学生･喬木第一小学校 小学生･鼎小学校 小学生･阿智第一小
05/18 小学5年女子  +3.4宮澤 香音(5) 14.64 伊藤 優凪(5) 14.85 上原 萌(5) 15.23 森谷 純礼(5) 15.29 鈴木 彩瑛(5) 15.40 戸谷 優花(5) 15.67 萩原 利映(5) 15.99 藤本 穂花(5) 16.25

100m 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･喬木第一小学校 小学生･上郷小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ
05/18 小学6年女子  +3.4澤口 楓香(6) 15.09 今村 詩乃(6) 15.13 村松 愛海(6) 15.23 中島 愛(6) 15.24 酒井 りえる(6) 15.38 久下 瑞姫(6) 15.65 佐々木 美羽(6) 15.72 内木 美海(6) 16.01

100m 小学生･追手町小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･追手町小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･富草小 小学生･追手町小 小学生･富草小 小学生･丸山小
05/18 小学5,6年女 細田 ひかり(6) 3,27.18 松井 美蓉(5) 3,29.62 金子 咲良(6) 3,39.05 伊藤 尋乃(6) 3,39.09 神部 紫音(6) 3,42.59 熊谷 真由(6) 3,53.32 斉藤 美桜(6) 3,59.36 金子 詩奈(5) 4,18.74

1000m 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･阿智第二小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･阿智村RC 小学生･阿智村RC 小学生･阿智第二小
05/18  +4.0池野 佳帆(5) 18.37 片桐 優芽(5) 21.36

80mH 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ
05/18 長谷川 愛(6) 1.10 吉田  香純(6) 1.10 高瀬 彩菜(6) 0.90

走高跳 小学生･追手町小 小学生･清内路小 小学生･松尾小
05/18 伊藤 鈴音(6) 3.54(+1.6) 木下 寿乃(5) 2.66(+0.1) 清水 優月(5) 2.27(0.0) 林 里咲(5) 2.15(+2.1)

走幅跳 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭ 小学生･阿智第二小 小学生･千栄小 小学生･千栄小
05/18 桐生 鈴花(5) 24.33 岡田 ありさ(5) 23.80

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 小学生･下久堅小 小学生･上郷小
05/18 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      57.95 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,01.48 上郷小(A)     1,06.80 追手町小     1,07.75

4×100mR 千葉 ほの香(6) 花井 静 北原 奈々(5) 唐沢 杏(5)
宮下 真弥(6) 北見 唯夏(5) 松平 妃真里(5) 清水 三奈加(5)
菅沼 望子 壬生さつき(6) 森下 紗江(5) 伊藤 美来(5)
石井 涼 宮内 萌菜 大平 真楓(5) 下澤 友佳(5)

05/18 中学女子    菅沼 美風(2) 12.62(2.7) 小椋 万柚(2) 13.27(2.8) 宮澤 風香(2) 13.35(2.8) 上原 千夏(3) 13.57(2.3) 松村 紫乃(1) 13.89(2.7) 熊谷 汐乃 13.90(2.3) 倉澤 まりあ(2)13.99(2.7) 井澤 唯(3) 14.14(1.3)
100m 中学生･松川JAC 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｼｭAC 中学生･下條中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中

05/18  +4.1三澤 葵(3) 28.48 宮澤 風香(2) 29.04 宮下 真奈(2) 29.70 築島 由理恵(2) 29.96 岩崎 芽衣(2) 30.76 黒川 芹奈(2) 30.78 榊山 莉帆(3) 30.98 福与 遥(3) 31.27
200m 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･松川中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･ｲｲﾀﾞｼｭAC 中学生･緑ヶ丘中

05/18 永山 実来(3) 4,49.96 松澤 綾音(2) 4,52.70 山岸 鈴加(3) 5,06.41 瀧澤 優奈(1) 5,09.43 熊谷 玲香(3) 5,22.24 吉川 心(2) 5,30.35 仲田 ほの(1) 5,41.59 原 彩香(1) 5,44.71
1500m 中学生･緑ヶ丘中 GR 中学生･松川JAC GR 中学生･松川中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･阿智中学校 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･旭ヶ丘中学校 中学生･松川中

05/18 村松 明日見(3) 1.38 伊原 由茉(3) 1.35 林 果歩(3) 中学生･緑ヶ丘中 1.25 井口 恵(2) 1.20 清水 美玖(2) 中学生･緑ヶ丘中 1.10
走高跳 中学生･飯田高陵 GT 中学生･緑ヶ丘中 宮崎 真衣奈(3) 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中 塩澤 花怜(2) 中学生･飯田高陵中

05/18 尾曽 陽菜(3) 4.57(+3.7) 宮崎 真衣奈(3)4.57(+1.8) 横田 風音(2) 4.45(+3.8) 熊谷 美咲(3) 4.30(+2.7) 古谷 依里佳(3)4.29(+1.8) 村松 明日見(3)4.19(+1.8) 今村 月愛(2) 4.16(+3.1) 岩崎 芽衣(2) 4.07(+1.7)
走幅跳 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･天龍中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中

05/18 三澤 葵(3) 9.59 竹内 乃亜(2) 8.79 黒川 芹奈(2) 7.71 宮井 さくら(3) 7.37 井口 恵(2) 7.36 宮下 真奈(2) 7.05 塩澤 花怜(2) 6.78 篠田 杏奈(2) 5.73
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･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中

05/18 宮井 さくら(3) 30.87 山田 恭華(1) 27.95 遠山 雅(2) 23.39
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･阿智中学校

05/18 飯田高陵中(A)      53.87 緑ヶ丘中(A)       54.13 高森中       55.15 ｲｲﾀﾞｼｭAC       56.40 飯田高陵中(B)      57.29 飯田高陵中(C)      57.55 緑ヶ丘中(B)       59.21 阿智中学校       59.40
4×100mR 小椋 万柚(2) 倉澤 まりあ(2) 牧野 明日香(1) 山川 りお(2) 宮下 真奈(2) 黒川 芹奈(2) 宮内 綾美(2) 古川 美千(1)

村松 明日見(3) 井口 恵(2) 上原 千夏(3) 戸谷 有沙(1) 齊藤 由佳(1) 横田 風音(2) 中山 ほのか(1) 遠山 雅(2)
三澤 葵(3) 井澤 唯(3) 古谷 依里佳(3) 島岡 日和(1) 牧内 麗(1) 篠田 杏奈(2) 下平 杏(1) 熊谷 莉佳(2)
宮崎 真衣奈(3) 尾曽 陽菜(3) 宮澤 風香(2) 松村 紫乃(1) 塩澤 花怜(2) 竹内 乃亜(2) 今村 月愛(2) 原 悠輝(2)



決勝 5月18日 12:55

大会新(GR)           9.78

[ 1組] 風速 +3.8 [ 2組] 風速 +3.9

 1 塩澤 舞(3) 小学生     10.62  1 木下 理恵(3) 小学生     10.57 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｷﾉｼﾀ  ﾘｴ 下條小

 2 笹岡 優衣(2) 小学生     10.65  2 牧内陽奈(3) 小学生     10.81 
ｻｻｵｶ ﾕｲ 鼎小学校 ﾏｷｳﾁﾊﾙﾅ 浜井場小

 3 城田果凛(3) 小学生     11.05  3 三嶋 渚沙(2) 小学生     11.07 
ｼﾛﾀｶﾘﾝ 浜井場小 ﾐｼﾏ ｻﾅｴ 伊賀良小

 4 能登 愛琉(2) 小学生     11.10  4 小松 樹里阿(3) 小学生     11.21 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森北小 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾘｱ 下久堅小

 5 伊藤 彩乃(2) 小学生     11.50  5 松下 陽音(3) 小学生     11.28 
追手町小 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森北小

 6 折竹 春風(3) 小学生     11.57  6 飯島 和花(2) 小学生     11.46 
ｵﾘﾀｹ ﾊﾙｶ 泰阜小 ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ 鼎小学校

 7 松下 和乃歌(1) 小学生     11.69  7 後藤 結萌(3) 小学生     11.61 
ﾏﾂｼﾀ ﾉﾉｶ 下條小 ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 追手町小

 8 横田 みや姫(1) 小学生     13.07  8 池田 茉由(2) 小学生     13.54 
ﾖｺﾀ ﾐﾔﾋﾞ 伊賀良小 ｲｹﾀﾞ ﾏﾕ 泰阜小

[ 3組] 風速 +3.8 [ 4組] 風速 +3.2

 1 中山 愛梨(3) 小学生     10.20  1 吉澤 詩乃(3) 小学生     10.39 
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 熊谷 あいり(2) 小学生     10.70  2 原 実里(2) 小学生     10.65 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｲﾘ 下條小 ﾊﾗ ﾐﾉﾘ 喬木第一小学校

 3 熊谷 優花(3) 小学生     10.91  3 佐藤 穂乃香(3) 小学生     10.69 
ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｶ 伊賀良小 ｻﾄｳ ﾎﾉｶ 泰阜小

 4 秦 愛花(2) 小学生     11.64  4 丸山 萌仁果(3) 小学生     10.74 
ﾊﾀ ｱｲｶ 松尾小 ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾆｶ 伊賀良小

 5 萩原 奈央(3) 小学生     12.13  5 原 美咲(2) 小学生     11.20 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾅｵ 高森北小 追手町小

 6 折竹 美南(1) 小学生     12.56  6 鈴木 姿(2) 小学生     11.99 
ｵﾘﾀｹ ﾐﾅﾐ 泰阜小 ｽｽﾞｷ ｽｶﾞﾀ 丸山小

 7 原 真奈美(1) 小学生     12.68  7 棚田 温香(1) 小学生     12.26 
ﾊﾗ ﾏﾅﾐ 追手町小 ﾀﾅﾀﾞ ﾕﾀｶ 下條小

 8 飯野 瞳(2) 小学生     12.44 
ｲｲﾉ ﾋﾄﾐ 松尾小

[ 5組] 風速 +2.3 [ 6組] 風速 +2.3

 1 宮島来海(3) 小学生     11.08  1 山城 春菜(3) 小学生      9.81 
ﾐﾔｼﾞﾏｸﾙﾐ 浜井場小 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 佐々木 葵衣(3) 小学生     11.10  2 大下 ゆう(3) 小学生     10.21 
ｻｻｷ ｱｵｲ 高森北小 ｵｵｼﾀ ﾕｳ 鼎小学校

 3 酒井 杏摘(3) 小学生     11.18  3 東 夏蓮(3) 小学生     10.59 
ｻｶｲ ｱﾂﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｱｽﾞﾏ ｶﾚﾝ 泰阜小

 4 千葉 栞(3) 小学生     11.19  4 丸山 里淑(3) 小学生     11.10 
ﾁﾊﾞ  ｼｵﾘ 阿智第二小 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｽﾞﾑ 伊賀良小

 5 勝又 ゆい(3) 小学生     12.21  5 五島 聡花(3) 小学生     12.11 
ｶﾂﾏﾀ ﾕｲ 追手町小 ｺﾞｼﾏ ｻﾄｶ 千栄小

 6 中島 ほのか(2) 小学生     12.31  6 関島 麗実有(1) 小学生     12.23 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾎﾉｶ 泰阜小 ｾｷｼﾞﾏ ﾚﾐｱ 下條小

 7 平林 愛琉(1) 小学生     13.04  7 木下 愛美(2) 小学生     15.74 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｲﾙ 鼎小学校 ｷﾉｼﾀ ﾏﾅﾐ 泰阜小

[ 7組] 風速 +3.8 [ 8組] 風速 +2.8

 1 宮下 莉瑚(3) 小学生      9.85  1 福澤 明莉(3) 小学生     10.51 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾌｸｻﾞﾜ ｱｶﾘ 松尾小

 2 藤森 愛夢(2) 小学生     10.89  2 伊藤 一葉(3) 小学生     10.77 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ 喬木第一小学校 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ 大下条小

 3 山口 藍(2) 小学生     11.16  3 松澤 香珀(2) 小学生     10.99 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲ 鼎小学校 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 伊賀良小

 4 林 智咲(3) 小学生     11.37  4 梶間 理預(2) 小学生     11.03 
ﾊﾔｼ ﾁｻｷ 千栄小 ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 高森南小

 5 窪田 咲桜(2) 小学生     11.72  5 伊藤 星里奈(2) 小学生     11.15 
ｸﾎﾞﾀ ｻｸﾗ 松尾小 ｲﾄｳ ｾﾘﾅ 鼎小学校

 6 市瀬 日那(2) 小学生     11.87  6 清水華音(2) 小学生     11.70 
追手町小 ｼﾐｽﾞｶﾉﾝ 浜井場小

 7 青島 奈美(2) 小学生     12.19  7 山﨑 りおん(2) 小学生     12.00 
ｱｵｼﾏ ﾅﾐ 泰阜小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵﾝ 泰阜小
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4    57

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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8   162

1   154

2   211

4   100

5    15

3   178

小3以下女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 山城 春菜(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ      9.81 (+2.3)   6   1
   2 宮下 莉瑚(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ      9.85 (+3.8)   7   1
   3 中山 愛梨(3) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     10.20 (+3.8)   3   1
   4 大下 ゆう(3) 小学生 鼎小学校     10.21 (+2.3)   6   2
   5 吉澤 詩乃(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.39 (+3.2)   4   1
   6 福澤 明莉(3) 小学生 松尾小     10.51 (+2.8)   8   1
   7 木下 理恵(3) 小学生 下條小     10.57 (+3.9)   2   1
   8 東 夏蓮(3) 小学生 泰阜小     10.59 (+2.3)   6   3
   9 塩澤 舞(3) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     10.62 (+3.8)   1   1
  10 笹岡 優衣(2) 小学生 鼎小学校     10.65 (+3.8)   1   2
  10 原 実里(2) 小学生 喬木第一小学校     10.65 (+3.2)   4   2
  12 佐藤 穂乃香(3) 小学生 泰阜小     10.69 (+3.2)   4   3
  13 熊谷 あいり(2) 小学生 下條小     10.70 (+3.8)   3   2
  14 丸山 萌仁果(3) 小学生 伊賀良小     10.74 (+3.2)   4   4
  15 伊藤 一葉(3) 小学生 大下条小     10.77 (+2.8)   8   2
  16 牧内陽奈(3) 小学生 浜井場小     10.81 (+3.9)   2   2
  17 藤森 愛夢(2) 小学生 喬木第一小学校     10.89 (+3.8)   7   2
  18 熊谷 優花(3) 小学生 伊賀良小     10.91 (+3.8)   3   3
  19 松澤 香珀(2) 小学生 伊賀良小     10.99 (+2.8)   8   3
  20 梶間 理預(2) 小学生 高森南小     11.03 (+2.8)   8   4
  21 城田果凛(3) 小学生 浜井場小     11.05 (+3.8)   1   3
  22 三嶋 渚沙(2) 小学生 伊賀良小     11.07 (+3.9)   2   3
  23 宮島来海(3) 小学生 浜井場小     11.08 (+2.3)   5   1
  24 佐々木 葵衣(3) 小学生 高森北小     11.10 (+2.3)   5   2
  24 能登 愛琉(2) 小学生 高森北小     11.10 (+3.8)   1   4
  24 丸山 里淑(3) 小学生 伊賀良小     11.10 (+2.3)   6   4
  27 伊藤 星里奈(2) 小学生 鼎小学校     11.15 (+2.8)   8   5
  28 山口 藍(2) 小学生 鼎小学校     11.16 (+3.8)   7   3
  29 酒井 杏摘(3) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     11.18 (+2.3)   5   3
  30 千葉 栞(3) 小学生 阿智第二小     11.19 (+2.3)   5   4
  31 原 美咲(2) 小学生 追手町小     11.20 (+3.2)   4   5
  32 小松 樹里阿(3) 小学生 下久堅小     11.21 (+3.9)   2   4
  33 松下 陽音(3) 小学生 高森北小     11.28 (+3.9)   2   5
  34 林 智咲(3) 小学生 千栄小     11.37 (+3.8)   7   4
  35 飯島 和花(2) 小学生 鼎小学校     11.46 (+3.9)   2   6
  36 伊藤 彩乃(2) 小学生 追手町小     11.50 (+3.8)   1   5
  37 折竹 春風(3) 小学生 泰阜小     11.57 (+3.8)   1   6
  38 後藤 結萌(3) 小学生 追手町小     11.61 (+3.9)   2   7
  39 秦 愛花(2) 小学生 松尾小     11.64 (+3.8)   3   4
  40 松下 和乃歌(1) 小学生 下條小     11.69 (+3.8)   1   7
  41 清水華音(2) 小学生 浜井場小     11.70 (+2.8)   8   6
  42 窪田 咲桜(2) 小学生 松尾小     11.72 (+3.8)   7   5
  43 市瀬 日那(2) 小学生 追手町小     11.87 (+3.8)   7   6
  44 鈴木 姿(2) 小学生 丸山小     11.99 (+3.2)   4   6
  45 山﨑 りおん(2) 小学生 泰阜小     12.00 (+2.8)   8   7
  46 五島 聡花(3) 小学生 千栄小     12.11 (+2.3)   6   5
  47 萩原 奈央(3) 小学生 高森北小     12.13 (+3.8)   3   5
  48 青島 奈美(2) 小学生 泰阜小     12.19 (+3.8)   7   7
  49 勝又 ゆい(3) 小学生 追手町小     12.21 (+2.3)   5   5
  50 関島 麗実有(1) 小学生 下條小     12.23 (+2.3)   6   6
  51 棚田 温香(1) 小学生 下條小     12.26 (+3.2)   4   7
  52 中島 ほのか(2) 小学生 泰阜小     12.31 (+2.3)   5   6
  53 飯野 瞳(2) 小学生 松尾小     12.44 (+3.2)   4   8
  54 折竹 美南(1) 小学生 泰阜小     12.56 (+3.8)   3   6
  55 原 真奈美(1) 小学生 追手町小     12.68 (+3.8)   3   7
  56 平林 愛琉(1) 小学生 鼎小学校     13.04 (+2.3)   5   7
  57 横田 みや姫(1) 小学生 伊賀良小     13.07 (+3.8)   1   8
  58 池田 茉由(2) 小学生 泰阜小     13.54 (+3.9)   2   8
  59 木下 愛美(2) 小学生 泰阜小     15.74 (+2.3)   6   7
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小3以下女子

60m



予選 5月18日 10:05
決勝 5月18日 14:35

大会新(GR)          15.51
県記録(KR)          13.06

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +3.0

 1 金田 萌(4) 小学生     15.87 q  1 福与 瑞季(4) 小学生     16.18 q
ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾌｸﾖﾐｽﾞｷ 上久堅小

 2 渡久山 和(4) 小学生     16.11 q  2 園原 有紗(4) 小学生     16.74 
ﾄｸﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ 天龍小 ｿﾉﾊﾗ  ｱﾘｻ 阿智第二小

 3 水野 香帆(4) 小学生     16.51 q  3 藤本はやね(4) 小学生     17.50 
ﾐｽﾞﾉ  ｶﾎ 鼎小学校 ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾔﾈ 浜井場小

 4 宮内 笑夢(4) 小学生     16.82  4 伊原 和華(4) 小学生     17.53 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲﾊﾗ ｶｽﾞﾊ 竜丘小

 5 松下 朋佳(4) 小学生     16.89  5 櫻井  実菜(4) 小学生     18.03 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ 伊賀良小 ｻｸﾗｲ   ﾐﾅ 清内路小

 6 飯島 香乃(4) 小学生     16.97  6 山本 鈴華(4) 小学生     18.69 
ｲｲｼﾞﾏ ｶﾉ 下條小 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｶ 下條小

 7 鈴木 雪心(4) 小学生     18.13  7 岡本 紗奈(4) 小学生     18.89 
ｽｽﾞｷﾕｷﾈ 山本小 ｵｶﾓﾄ ｻﾅ 千栄小

 8 櫻井 楓(4) 小学生     19.40 木下 明里咲(4) 小学生
ｻｸﾗｲ ｶｴﾃﾞ 竜丘小 ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

[ 3組] 風速 +1.1 [ 4組] 風速 +3.5

 1 佐藤 碧依(4) 小学生     16.54 q  1 守屋 春華(4) 小学生     15.65 q
ｻﾄｳ ｱｵｲ 喬木第一小学校 ﾓﾁﾔ ﾊﾙｶ 伊賀良小

 2 西島美幸(4) 小学生     16.94  2 原  彩乃(4) 小学生     15.98 q
ﾆｼｼﾞﾏﾐﾕｷ 浜井場小 ﾊﾗ    ｱﾔﾉ 清内路小

 3 佐々木 美羽(4) 小学生     17.46  3 芦澤 陽菜(4) 小学生     16.64 q
ｻｻｷ ﾐｳ 鼎小学校 ｱｼｻﾞﾜ ﾋﾅ 阿智第一小

 4 松澤 静空(4) 小学生     17.63  4 佐々木 美緒(4) 小学生     16.69 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｽﾞｸ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｻｻｷ ﾐｵ 富草小

 5 横田実結花(4) 小学生     18.06  5 藤本 海美(4) 小学生     17.04 
ﾖｺﾀ  ﾐﾕｶ 丸山小 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐﾐ 千栄小

 6 林 優衣(4) 小学生     18.13  6 西村 歩華(4) 小学生     17.13 
ﾊﾔｼ ﾕｲ 阿智第一小 ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 高森南小

 7 林 未歩(4) 小学生     20.40  7 原 彩華(4) 小学生     18.71 
ﾊﾔｼ ﾐﾎ 千栄小 ﾊﾗ ｻﾔｶ 阿智村RC

風速 +3.9

 1 守屋 春華(4) 小学生     15.76 
ﾓﾁﾔ ﾊﾙｶ 伊賀良小

 2 金田 萌(4) 小学生     16.00 
ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 福与 瑞季(4) 小学生     16.08 
ﾌｸﾖﾐｽﾞｷ 上久堅小

 4 原  彩乃(4) 小学生     16.22 
ﾊﾗ    ｱﾔﾉ 清内路小

 5 渡久山 和(4) 小学生     16.30 
ﾄｸﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ 天龍小

 6 佐藤 碧依(4) 小学生     16.33 
ｻﾄｳ ｱｵｲ 喬木第一小学校

 7 水野 香帆(4) 小学生     16.77 
ﾐｽﾞﾉ  ｶﾎ 鼎小学校

 8 芦澤 陽菜(4) 小学生     17.06 
ｱｼｻﾞﾜ ﾋﾅ 阿智第一小
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予選 5月18日  9:40
決勝 5月18日 14:25

大会新(GR)          14.11
県記録(KR)          13.06

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速  0.0

 1 伊藤 優凪(5) 小学生     15.23 q  1 上原 萌(5) 小学生     15.70 q
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 2 森谷 純礼(5) 小学生     15.77 q  2 鈴木 彩瑛(5) 小学生     15.71 q
ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 喬木第一小学校 ｽｽﾞｷ ｻｴ 上郷小

 3 萩原 利映(5) 小学生     16.22 q  3 長谷部奈月(5) 小学生     16.61 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｴ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｾﾍﾞ  ﾅﾂｷ 丸山小

 4 藤本 穂花(5) 小学生     16.53 q  4 藤本 祐菜(5) 小学生     16.91 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾎﾉｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 座光寺小

 5 田中 里歩(5) 小学生     16.99  5 中島 彩夏(5) 小学生     17.15 
ﾀﾅｶ  ﾘﾎ 阿智第二小 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 泰阜小

 6 伊藤 花梨(5) 小学生     18.10  6 柘植杏香(5) 小学生     17.16 
ｲﾄｳ ｶﾘﾝ 松尾小 ﾂｹﾞｷｮｳｶ 浜井場小

 7 林  若佳菜(5) 小学生     18.15  7 松井 香蓉(5) 小学生     18.39 
ﾊﾔｼ ﾜｶﾅ 千栄小 ﾏﾂｲ  ｶﾖ 阿智第二小

 8 原 清香(5) 小学生     18.96  8 鈴木 琴心(5) 小学生     19.93 
ﾊﾗ  ｻﾔｶ 阿智第二小 ｽｽﾞｷｺﾄﾈ 山本小

[ 3組] 風速 +0.8

 1 宮澤 香音(5) 小学生     14.97 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 戸谷 優花(5) 小学生     15.83 q
ﾄﾔ ﾕｳｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 小山 樹香(5) 小学生     16.87 
ｺﾔﾏ ｺﾉｶ 阿智第一小

 4 金田 真歩(5) 小学生     16.90 
ｶﾅﾀﾞ ﾏﾎ 座光寺小

 5 藤本 遥(5) 小学生     16.93 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 松尾小

 6 中平 留李花(5) 小学生     17.10 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森北小

 7 金子 夏未(5) 小学生     17.92 
ｶﾈｺ  ﾅﾂﾐ 阿智第二小

風速 +3.4

 1 宮澤 香音(5) 小学生     14.64 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 伊藤 優凪(5) 小学生     14.85 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 上原 萌(5) 小学生     15.23 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 4 森谷 純礼(5) 小学生     15.29 
ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 喬木第一小学校

 5 鈴木 彩瑛(5) 小学生     15.40 
ｽｽﾞｷ ｻｴ 上郷小

 6 戸谷 優花(5) 小学生     15.67 
ﾄﾔ ﾕｳｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 7 萩原 利映(5) 小学生     15.99 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｴ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 藤本 穂花(5) 小学生     16.25 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾎﾉｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭ
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予選 5月18日  9:15
決勝 5月18日 14:15

大会新(GR)          13.68
県記録(KR)          13.06

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速  0.0

 1 澤口 楓香(6) 小学生     15.37 q  1 村松 愛海(6) 小学生     15.57 q
ｻﾜｸﾞﾁ ﾌｳｶ 追手町小 ﾑﾗﾏﾂ ﾏﾅﾐ 追手町小

 2 今村 詩乃(6) 小学生     15.76 q  2 中島 愛(6) 小学生     15.61 q
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 酒井 りえる(6) 小学生     15.87 q  3 佐々木 美羽(6) 小学生     15.88 q
ｻｶｲ ﾘｴﾙ 富草小 ｻｻｷ ﾐｳ 富草小

 4 久下 瑞姫(6) 小学生     16.10 q  4 内木 美海(6) 小学生     16.17 q
ｸｹﾞ ﾐｽﾞｷ 追手町小 ﾅｲｷ  ﾐｳ 丸山小

 5 清水 梨那(6) 小学生     16.39  5 中島 泉(6) 小学生     16.41 
ｼﾐｽﾞ  ﾘﾅ 丸山小 ﾅｶｼﾞﾏ ｲｽﾞﾐ 竜丘小

 6 宮下 晴希(6) 小学生     16.56 寺澤 瞳子(6) 小学生
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 竜丘小 ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 座光寺小

 7 折山 咲歩(6) 小学生     16.69 
ｵﾘﾔﾏ ｻｷﾎ 下條小

風速 +3.4

 1 澤口 楓香(6) 小学生     15.09 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾌｳｶ 追手町小

 2 今村 詩乃(6) 小学生     15.13 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 村松 愛海(6) 小学生     15.23 
ﾑﾗﾏﾂ ﾏﾅﾐ 追手町小

 4 中島 愛(6) 小学生     15.24 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 5 酒井 りえる(6) 小学生     15.38 
ｻｶｲ ﾘｴﾙ 富草小

 6 久下 瑞姫(6) 小学生     15.65 
ｸｹﾞ ﾐｽﾞｷ 追手町小

 7 佐々木 美羽(6) 小学生     15.72 
ｻｻｷ ﾐｳ 富草小

 8 内木 美海(6) 小学生     16.01 
ﾅｲｷ  ﾐｳ 丸山小

8   217
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7   219

2   165

5   172

6    24

所属名 記録／備考
4   175

3    18

決勝決勝決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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決勝 5月18日 14:00

大会新(GR)        3,15.07
県記録(KR)        3,03.46

 1 細田 ひかり(6) 小学生   3,27.18 
ﾎｿﾀﾞ ﾋｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 松井 美蓉(5) 小学生   3,29.62 
ﾏﾂｲ  ﾐﾖ 阿智第二小

 3 金子 咲良(6) 小学生   3,39.05 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 伊藤 尋乃(6) 小学生   3,39.09 
ｲﾄｳ ﾋﾛﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 5 神部 紫音(6) 小学生   3,42.59 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 熊谷 真由(6) 小学生   3,53.32 
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾕ 阿智村RC

 7 斉藤 美桜(6) 小学生   3,59.36 
ｻｲﾄｳ ﾐｵ 阿智村RC

 8 金子 詩奈(5) 小学生   4,18.74 
ｶﾈｺ  ｼｲﾅ 阿智第二小

 9 鈴木 杏奈(6) 小学生   5,16.53 
ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 竜丘小

9   231

7    29

1    35

2   118

3    27

6     4

4    12

8     3

5    38

小学5,6年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月18日 12:05

大会新(GR)          16.48
県記録(KR)          12.70

風速 +4.0

 1 池野 佳帆(5) 小学生     18.37 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 2 片桐 優芽(5) 小学生     21.36 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕﾒ ISｼﾞｭﾆｱ

6    22

8     5

小学5,6年女子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月18日 14:55

大会新(GR)          55.18
県記録(KR)          53.27

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)  122 千葉 ほの香(6)     57.95 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ
  111 宮下 真弥(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
  120 菅沼 望子

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ
  121 石井 涼

ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ
 2   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)  109 花井 静   1,01.48 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ
  124 北見 唯夏(5)

ｷﾀﾐ ﾕｳﾅ
  119 壬生さつき(6)

ﾐﾌﾞ ｻﾂｷ
  114 宮内 萌菜

ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ
 3   4 上郷小(A)   137 北原 奈々(5)   1,06.80 

ｶﾐｻﾄｼｮｳA ｷﾀﾊﾗ ﾅﾅ
  134 松平 妃真里(5)

ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾋﾏﾘ
  135 森下 紗江(5)

ﾓﾘｼﾀ ｻｴ
  136 大平 真楓(5)

ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾏﾅｶ
 4   2 追手町小   174 唐沢 杏(5)   1,07.75 

ｵｳﾃﾏﾁｼｮｳ ｶﾗｻﾜ  ｱﾝ
  171 清水 三奈加(5)

ｼﾐｽﾞ  ﾐﾅｶ
  163 伊藤 美来(5)

ｲﾄｳ  ﾐﾗｲ
  164 下澤 友佳(5)

ｼﾓｻﾜ  ﾕｶ

小学5,6年女子

4×100mR

決勝



決勝 5月18日 10:00

大会新(GR)           1.23
県記録(KR)           1.35

長谷川 愛(6) 小学生
ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ 追手町小
吉田  香純(6) 小学生
ﾖｼﾀﾞ   ｶｽﾞﾐ 清内路小
高瀬 彩菜(6) 小学生
ﾀｶｾ ｱﾔﾅ 松尾小

決勝 5月18日  9:20

大会新(GR)           4.10
県記録(KR)           4.50

伊藤 鈴音(6) 小学生   3.43   3.32   3.54   3.27   3.51   3.54    3.54 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭ   +1.3   +0.8   +1.6   +1.0   +1.6   +2.1    +1.6
木下 寿乃(5) 小学生   2.66   2.63   2.54   2.02   2.45   2.61    2.66 
ｷﾉｼﾀ  ﾄｼﾉ 阿智第二小   +0.1   +0.1   +0.1   +2.0   +1.6   +1.6    +0.1
清水 優月(5) 小学生   2.25   2.19   2.27   2.11   2.13   2.07    2.27 
ｼﾐｽﾞ ﾕﾂﾞｷ 千栄小   +0.7   +0.5    0.0   +2.0   +0.8   +1.1     0.0
林 里咲(5) 小学生    X    X   2.01    X   2.05   2.15    2.15 
ﾊﾔｼ ﾘｻｷ 千栄小    0.0   +0.6   +2.1    +2.1

決勝 5月18日  9:20

大会新(GR)          49.99
県記録(KR)          61.63

桐生 鈴花(5) 小学生
ｷﾘｭｳ ﾘﾝｶ 下久堅小
岡田 ありさ(5) 小学生
ｵｶﾀﾞ ｱﾘｻ 上郷小

小学5,6年女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録m90 m95 備考m80 m85 1m00 1m05 1m10 1m15
1 3   173

- - - - O O O XXX  1.10

2 1   140
O O O O XO O O XXX  1.10

3 2   127
O XXO XXO XXX  0.90

小学5,6年女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

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 1    62

  X   O 21.39

2 2   133
  O 22.50   O  23.80 23.80   O   O

  O 24.33   O  24.33 

3 2   145

4 1   150

1 4    14
-5-

2 3    41

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学5,6年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月18日 11:20

大会新  (GR )       12.89
県記録              12.29

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +2.8

 1 井澤 唯(3) 中学生     14.14  1 小椋 万柚(2) 中学生     13.27 
ｲｻﾞﾜ ﾕｲ 緑ヶ丘中 ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中

 2 山川 りお(2) 中学生     14.28  2 宮澤 風香(2) 中学生     13.35 
ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ ｲｲﾀﾞｼｭAC ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中

 3 牧野 明日香(1) 中学生     14.35  3 榊山 莉帆(3) 中学生     14.33 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 高森中 ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 4 田畑 里紗(3) 中学生     14.64  4 戸谷 有沙(1) 中学生     14.46 
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｻ 飯田高陵中 ﾄﾔ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 5 熊谷 莉佳(2) 中学生     14.74  5 北原 沙希(1) 中学生     15.61 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｶ 阿智中学校 ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中

 6 下平 杏(1) 中学生     14.77  6 渡辺 彩羅(1) 中学生     15.85 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝ 緑ヶ丘中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ 緑ヶ丘中

 7 牧内 麗(1) 中学生     15.29  7 下平 佳穂里(1) 中学生     15.87 
ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 緑ヶ丘中

 8 齊藤 心彩(1) 中学生     17.15  8 勝野 珠樹(1) 中学生     16.07 
ｻｲﾄｳ ｺｺｱ 緑ヶ丘中 ｶﾂﾉ ﾀﾏｷ 阿南二中

[ 3組] 風速 +2.7 [ 4組] 風速 +2.3

 1 菅沼 美風(2) 中学生     12.62  1 上原 千夏(3) 中学生     13.57 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 松川JAC ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 高森中

 2 松村 紫乃(1) 中学生     13.89  2 熊谷 汐乃 中学生     13.90 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｼｭAC ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 下條中

 3 倉澤 まりあ(2) 中学生     13.99  3 齊藤 由佳(1) 中学生     14.39 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ 緑ヶ丘中 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中

 4 島岡 日和(1) 中学生     14.61  4 築島 由理恵(2) 中学生     14.50 
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｼｭAC ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 松川中

 5 平澤 優香(1) 中学生     15.32  5 杉山 舞莉(1) 中学生     14.55 
ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｶ 緑ヶ丘中 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 6 横前 章子(1) 中学生     15.79  6 宮内 綾美(2) 中学生     14.75 
ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ 飯田高陵中 ﾐﾔｳﾁ ｱﾔﾐ 緑ヶ丘中

 7 花井 美月(1) 中学生     15.98  7 中山 ほのか(1) 中学生     15.47 
ﾊﾅｲ ﾐﾂﾞｷ 高森中 ﾅｶﾏﾔ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中

 8 原田 未朱(1) 中学生     15.47 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 緑ヶ丘中

1   247

7   242

3    10

5   241

6   209

8   256

4    93

2    76

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

6   248

8   239
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ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   199

2   208

1   254

3    44

7   238

6    94

8   206

5   235

4     8

中学女子      

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 菅沼 美風(2) 中学生 松川JAC     12.62 (+2.7)   3   1
   2 小椋 万柚(2) 中学生 飯田高陵中     13.27 (+2.8)   2   1
   3 宮澤 風香(2) 中学生 高森中     13.35 (+2.8)   2   2
   4 上原 千夏(3) 中学生 高森中     13.57 (+2.3)   4   1
   5 松村 紫乃(1) 中学生 ｲｲﾀﾞｼｭAC     13.89 (+2.7)   3   2
   6 熊谷 汐乃 中学生 下條中     13.90 (+2.3)   4   2
   7 倉澤 まりあ(2) 中学生 緑ヶ丘中     13.99 (+2.7)   3   3
   8 井澤 唯(3) 中学生 緑ヶ丘中     14.14 (+1.3)   1   1
   9 山川 りお(2) 中学生 ｲｲﾀﾞｼｭAC     14.28 (+1.3)   1   2
  10 榊山 莉帆(3) 中学生 ｲｲﾀﾞｼｭAC     14.33 (+2.8)   2   3
  11 牧野 明日香(1) 中学生 高森中     14.35 (+1.3)   1   3
  12 齊藤 由佳(1) 中学生 飯田高陵中     14.39 (+2.3)   4   3
  13 戸谷 有沙(1) 中学生 ｲｲﾀﾞｼｭAC     14.46 (+2.8)   2   4
  14 築島 由理恵(2) 中学生 松川中     14.50 (+2.3)   4   4
  15 杉山 舞莉(1) 中学生 ｲｲﾀﾞｼｭAC     14.55 (+2.3)   4   5
  16 島岡 日和(1) 中学生 ｲｲﾀﾞｼｭAC     14.61 (+2.7)   3   4
  17 田畑 里紗(3) 中学生 飯田高陵中     14.64 (+1.3)   1   4
  18 熊谷 莉佳(2) 中学生 阿智中学校     14.74 (+1.3)   1   5
  19 宮内 綾美(2) 中学生 緑ヶ丘中     14.75 (+2.3)   4   6
  20 下平 杏(1) 中学生 緑ヶ丘中     14.77 (+1.3)   1   6
  21 牧内 麗(1) 中学生 飯田高陵中     15.29 (+1.3)   1   7
  22 平澤 優香(1) 中学生 緑ヶ丘中     15.32 (+2.7)   3   5
  23 中山 ほのか(1) 中学生 緑ヶ丘中     15.47 (+2.3)   4   7
  23 原田 未朱(1) 中学生 緑ヶ丘中     15.47 (+2.3)   4   8
  25 北原 沙希(1) 中学生 飯田高陵中     15.61 (+2.8)   2   5
  26 横前 章子(1) 中学生 飯田高陵中     15.79 (+2.7)   3   6
  27 渡辺 彩羅(1) 中学生 緑ヶ丘中     15.85 (+2.8)   2   6
  28 下平 佳穂里(1) 中学生 緑ヶ丘中     15.87 (+2.8)   2   7
  29 花井 美月(1) 中学生 高森中     15.98 (+2.7)   3   7
  30 勝野 珠樹(1) 中学生 阿南二中     16.07 (+2.8)   2   8
  31 齊藤 心彩(1) 中学生 緑ヶ丘中     17.15 (+1.3)   1   8
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中学女子      

100m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 5月18日 15:50

大会新  (GR )     4,54.80
県記録            4,33.88

 1 永山 実来(3) 中学生   4,49.96 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 緑ヶ丘中

 2 松澤 綾音(2) 中学生   4,52.70 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 松川JAC

 3 山岸 鈴加(3) 中学生   5,06.41 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 松川中

 4 瀧澤 優奈(1) 中学生   5,09.43 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 熊谷 玲香(3) 中学生   5,22.24 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚｲｶ 阿智中学校

 6 吉川 心(2) 中学生   5,30.35 
ﾖｼｶﾜ ｺｺﾛ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 仲田 ほの(1) 中学生   5,41.59 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 旭ヶ丘中学校

 8 原 彩香(1) 中学生   5,44.71 
ﾊﾗ ｻﾔｶ 松川中

 9 男澤 幸穂(2) 中学生   5,49.79 
ｵﾄｺｻﾞﾜ ｻﾁﾎ 天龍中

10 鈴木 彩華(3) 中学生   5,51.32 
ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 緑ヶ丘中

11 竹内 美空(3) 中学生   5,54.59 
ﾀｹｳﾁ ﾐｸ 飯田高陵中

12 熊谷 莉佳(2) 中学生   5,57.63 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｶ 阿智中学校

13 座光寺 未来(2) 中学生   6,00.99 
ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 松川中

14 小國 真穂(1) 中学生   6,04.24 
ｵｸﾆ ﾏﾎ 飯田高陵中

15 北原 沙希(1) 中学生   6,08.87 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中

16 塩瀬 茉依(3) 中学生   6,09.25 
ｼｵｾ ﾏｲ 飯田高陵中

17 池田 恭子(1) 中学生   6,10.07 
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｺ 飯田高陵中

18 兼宗 遥(2) 中学生   6,13.84 
ｶﾈﾑﾈ ﾊﾙｶ 天龍中
原 優希(1) 中学生
ﾊﾗ ﾕｳｷ 阿智中学校

中学女子      

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   237

大会新
10   107

大会新
17   255

7     2

4    43

11     1

9    52

19   258

12   187

6   253

5   204

16    44

18   257

13   200

15   207

1   188

2    45
欠場

3   202

14   186



決勝 5月18日 15:00

大会新  (GR )       52.91
県記録              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   5 高森中    94 牧野 明日香(1)     55.15  1   3 飯田高陵中(A)   199 小椋 万柚(2)     53.87 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾏｷﾉ ｱｽｶ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ
   93 上原 千夏(3)   201 村松 明日見(3)

ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
   92 古谷 依里佳(3)   197 三澤 葵(3)

ﾌﾙﾔ ｴﾘｶ ﾐｻﾜ ｱｵｲ
   91 宮澤 風香(2)   194 宮崎 真衣奈(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ
 2   3 飯田高陵中(C)   196 黒川 芹奈(2)     57.55  2   2 緑ヶ丘中(A)   246 倉澤 まりあ(2)     54.13 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳC ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳA ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ
  191 横田 風音(2)   234 井口 恵(2)

ﾖｺﾀ ｶｻﾞﾈ ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ
  198 篠田 杏奈(2)   235 井澤 唯(3)

ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ ｲｻﾞﾜ ﾕｲ
  203 竹内 乃亜(2)   249 尾曽 陽菜(3)

ﾀｹｳﾁ ﾉｱ ｵｿ ﾊﾙﾅ
 3   4 阿智中学校    47 古川 美千(1)     59.40  3   4 ｲｲﾀﾞｼｭAC     8 山川 りお(2)     56.40 

ｱﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ ｲｲﾀﾞｼｭAC ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ
   42 遠山 雅(2)     6 戸谷 有沙(1)

ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ ﾄﾔ ｱﾘｻ
   44 熊谷 莉佳(2)    11 島岡 日和(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾘｶ ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ
   46 原 悠輝(2)     9 松村 紫乃(1)

ﾊﾗ ﾕｳｷ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
 4   2 阿南二中    50 城田 真希(1)   1,05.17  4   5 飯田高陵中(B)   193 宮下 真奈(2)     57.29 

ｱﾅﾝﾆﾁｭｳ ｼﾛﾀ ﾏｷ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ
   51 村松 興実(1)   209 齊藤 由佳(1)

ﾑﾗﾏﾂ ｺｳﾐ ｻｲﾄｳ ﾕｶ
   49 勝野 珠樹(1)   208 牧内 麗(1)

ｶﾂﾉ ﾀﾏｷ ﾏｷｳﾁ ﾚｲ
   48 佐々木 風香(1)   189 塩澤 花怜(2)

ｻｻｷ ﾌｳｶ ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ
 5   6 緑ヶ丘中(B)   241 宮内 綾美(2)     59.21 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳB ﾐﾔｳﾁ ｱﾔﾐ
  247 中山 ほのか(1)

ﾅｶﾏﾔ ﾎﾉｶ
  238 下平 杏(1)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝ
  243 今村 月愛(2)

ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ

   1 飯田高陵中(A)     53.87 小椋 万柚(2) 村松 明日見(3) 三澤 葵(3) 宮崎 真衣奈(3)   2   1
   2 緑ヶ丘中(A)     54.13 倉澤 まりあ(2) 井口 恵(2) 井澤 唯(3) 尾曽 陽菜(3)   2   2
   3 高森中     55.15 牧野 明日香(1) 上原 千夏(3) 古谷 依里佳(3) 宮澤 風香(2)   1   1
   4 ｲｲﾀﾞｼｭAC     56.40 山川 りお(2) 戸谷 有沙(1) 島岡 日和(1) 松村 紫乃(1)   2   3
   5 飯田高陵中(B)     57.29 宮下 真奈(2) 齊藤 由佳(1) 牧内 麗(1) 塩澤 花怜(2)   2   4
   6 飯田高陵中(C)     57.55 黒川 芹奈(2) 横田 風音(2) 篠田 杏奈(2) 竹内 乃亜(2)   1   2
   7 緑ヶ丘中(B)     59.21 宮内 綾美(2) 中山 ほのか(1) 下平 杏(1) 今村 月愛(2)   2   5
   8 阿智中学校     59.40 古川 美千(1) 遠山 雅(2) 熊谷 莉佳(2) 原 悠輝(2)   1   3
   9 阿南二中   1,05.17 城田 真希(1) 村松 興実(1) 勝野 珠樹(1) 佐々木 風香(1)   1   4

ｵｰﾀﾞｰ1

中学女子      

4×100mR            

決勝

中学女子      

4×100mR            
タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 5月18日 13:00

大会新  (GR )        1.38
県記録               1.75

村松 明日見(3) 中学生 大会タイ
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高陵中
伊原 由茉(3) 中学生
ｲﾊﾗ ﾕﾏ 緑ヶ丘中
林 果歩(3) 中学生
ﾊﾔｼ ｶﾎ 緑ヶ丘中
宮崎 真衣奈(3) 中学生
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中
井口 恵(2) 中学生
ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 緑ヶ丘中
清水 美玖(2) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 緑ヶ丘中
塩澤 花怜(2) 中学生
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵中

決勝 5月18日 11:00

大会新  (GR )        5.28
県記録               5.59

尾曽 陽菜(3) 中学生   4.38   4.46   4.45   4.57    4.57 
ｵｿ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘中   +3.1   +4.3   +1.3   +3.7    +3.7
宮崎 真衣奈(3) 中学生    X   4.57    X   4.34    4.57 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中   +1.8   +1.8    +1.8
横田 風音(2) 中学生    X   4.25   4.45   4.30    4.45 
ﾖｺﾀ ｶｻﾞﾈ 飯田高陵中   +2.8   +3.8   +1.1    +3.8
熊谷 美咲(3) 中学生   4.21   4.17   4.15   4.30    4.30 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｻｷ 天龍中   +1.2   +2.6   +2.8   +2.7    +2.7
古谷 依里佳(3) 中学生   4.29   4.25    X   4.06    4.29 
ﾌﾙﾔ ｴﾘｶ 高森中   +1.8   +3.1   +2.1    +1.8
村松 明日見(3) 中学生   3.93   3.82   4.19   4.06    4.19 
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高陵中   +1.6   +1.5   +1.8   +2.2    +1.8
今村 月愛(2) 中学生   3.75   4.16    X   3.82    4.16 
ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ 緑ヶ丘中   +1.7   +3.1   +1.3    +3.1
岩崎 芽衣(2) 中学生   3.78   4.07   3.45   4.04    4.07 
ｲﾜｻｷ ﾒｲ 飯田高陵中   +2.0   +1.7   +4.3   +2.4    +1.7
竹内 乃亜(2) 中学生    X   3.57    3.57 
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中   +2.1    +2.1
齊藤 由佳(1) 中学生    -   3.54    3.54 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中   +2.7    +2.7
小椋 万柚(2) 中学生    -    X 記録なし
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中
横前 章子(1) 中学生    -    X 記録なし
ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ 飯田高陵中
牧内 麗(1) 中学生    -    X 記録なし
ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中

11 5   208

11 1   199

11 2   190

9 6   203

10 4   209

7 8   243

8 10   192

5 12    92

6 9   201

3 13   191

4 11   185

備考
1 14   249

-5-

2 15   194

氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4-

中学女子      

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

中学女子      

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m20 1m25 備考1m10 1m15 1m30 1m35 1m38 1m40
1 8   201

- - O O O O XO XXX  1.38

2 7   233
- - - O O XO XXX  1.35

3 5   252
- O O XO XXX  1.25

3 6   194
- - O XO XXX  1.25

5 3   234
XO - XO XXX  1.20

6 1   245
O - - - - - - /  1.10

6 4   189
O - - - - - - /  1.10



決勝 5月18日 13:30

大会新  (GR )       11.00
県記録              13.49

三澤 葵(3) 中学生
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵中
竹内 乃亜(2) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中
黒川 芹奈(2) 中学生
ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ 飯田高陵中
宮井 さくら(3) 中学生
ﾐﾔｲ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中
井口 恵(2) 中学生
ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 緑ヶ丘中
宮下 真奈(2) 中学生
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中
塩澤 花怜(2) 中学生
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵中
篠田 杏奈(2) 中学生
ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 飯田高陵中
磯貝 理江(3) 中学生
ｲｿｶﾞｲ ｻﾄｴ 緑ヶ丘中
清水 美玖(2) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 緑ヶ丘中

決勝 5月18日 10:40

大会新  (GR )       40.94
県記録              43.39

宮井 さくら(3) 中学生
ﾐﾔｲ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中
山田 恭華(1) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ 緑ヶ丘中
遠山 雅(2) 中学生
ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 阿智中学校

  O  23.39 

  O  27.95 

3 2    42
21.77   O 23.39

  O  30.87 

2 1   244
  O 27.95   X

1 3   240
  O 30.87   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-

中学女子      

砲丸投              

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 10   197

 8.89  9.34   X  9.59   9.59 

2 9   203
 8.14  8.23  8.09  8.79   8.79 

3 5   196
 7.34   X  7.71  6.42   7.71 

4 7   240
 6.11  7.25  7.12  7.37   7.37 

5 4   234
 6.57  6.89  7.36  6.34   7.36 

6 6   193
 7.05   X  6.57  6.76   7.05 

7 8   189
 6.78  6.53  6.71  6.31   6.78 

8 3   198
 5.63  5.73  5.03  5.61   5.73 

9 1   236
 5.21  5.49

10 2   245
 4.93  4.63   4.93 

  5.49 
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