
平成26年度　第31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大会          

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 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
05/17 小3以下女子 後藤 優衣(3) 10.15 原 実里(3) 10.32 三嶋 渚沙(3) 10.35 藤森 愛夢(3) 10.41 熊谷 あいり(3) 10.65 羽生 彩華(2) 10.66 是則 心優(3) 小学生･上久堅小 10.78

60m 小学生･上久堅小 小学生･喬木第一小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･下條小 小学生･喬木第一小 笹岡優衣(3) 小学生･鼎小
05/17 小学4年女子  +3.7 中山 愛梨(4) 15.40 木下 茜莉(4) 15.60 熊谷 奈津紀(4) 15.79 岡庭 舞衣(4) 15.90 杉山 愛里彩(4) 16.08 塩澤 舞(4) 16.18 市瀬 瑠華(4) 16.36 佐藤 悠花(4) 16.38

100m 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･松尾小 小学生･山本小 小学生･阿智第一小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ小
05/17 小学5年女子  +3.0 守屋 春華(5) 14.86 水野 香帆(5) 14.99 西島 美幸(5) 15.09 金田 萌(5) 15.31 福与 瑞季(5) 15.65 芦澤 陽菜(5) 15.75 佐藤 碧依(5) 15.82 佐々木 美緒(5) 15.97

100m 小学生･伊賀良小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･上久堅小 小学生･阿智村RC 小学生･喬木第一小 小学生･富草小
05/17 小学6年女子  +3.3 伊藤 優凪(6) 14.35 丸山 いより(6) 14.87 藤本 穂花(6) 14.94 鈴木 彩瑛(6) 15.13 藤本 遥(6) 15.29 木下 未知(6) 15.68 藤本 祐菜(6) 15.85 中平 留李花(6) 16.01

100m 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･高森北小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･上郷小 小学生･松尾小 小学生･下久堅小 小学生･座光寺小 小学生･天竜SC
05/17 小学5.6年女  +2.2 松井 美蓉(6) 3,22.66 松下 朋佳(5) 3,27.72 千葉 麻里子(6) 3,34.60 佐々木 美羽(5) 3,44.83 原 彩乃(5) 3,45.78 金子 陽南(5) 3,52.38 金子 詩奈(6) 4,07.53 松井 香蓉(6) 4,08.64

1000m 小学生･阿智第二小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･丸山小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･阿智第二小 小学生･阿智第二小
05/17  +1.9 池野 佳帆(6) 15.55 田中 里歩(6) 17.91

80mH 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ GR 小学生･阿智第二小
05/17 小平 真帆(6) 1.15 桐生 鈴花(6) 1.10

走高跳 小学生･高森北小 小学生･下久堅小
05/17 宮澤 香音(6) 4.13(0.0) 木下 明里咲(5)3.13(+0.4) 木下 寿乃(6) 3.02(-0.5) 秦 衣舞(5) 2.90(+1.3) 清水　優月(6) 2.33(0.0)

走幅跳 小学生･松川陸上 GR 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･阿智第二小 小学生･浪合小 小学生･千栄小
05/17 小山 樹香(6) 34.24 前田 初依(5) 31.40 宮下 愛美(6) 31.20 原 奈津美(6) 28.08 藤本 祐奈(5) 25.49 渡久山 和(5) 24.63 原 彩華(5) 24.38 竹村 麻衣(5) 18.46

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 小学生･阿智第一小 小学生･伊賀良小 小学生･鼎小 小学生･阿智第一小 小学生･下條小 小学生･天龍小 小学生･阿智村RC 小学生･下條小
05/17 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ       59.81 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     1,02.82 丸山小     1,05.13 竜丘小     1,09.84

4×100mR 福澤 紗耶(6) 花井 静(6) 小林 こころ 加藤 優奈(5)
上原 萌(6) 萩原 利映(6) 長谷部 奈月 中島 のぞみ(5)
松村 みすゞ(6) 北見 唯夏(6) 福澤 清香 櫻井 楓(5)
戸谷 優花(6) 西村 歩華(5) 宮沢 杏里 中島 優奈(5)

05/17 中学女子  +3.2 菅沼 美風(3) 12.22 齊藤 由佳(2) 13.23 宮澤 風香(3) 13.32 島岡 日和(2) 13.48 熊谷 汐乃(2) 13.49 松村 紫乃(2) 13.60 小椋 万柚(3) 13.63 下平 杏(2) 15.40
100m 中学生･豊丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･下條中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中

05/17  +1.3 菅沼 美風(3) 26.21 島岡 日和(2) 28.07 宮澤 風香(3) 28.61 宮下 真奈(3) 29.85 園田 智央(2) 29.99 宮下 真弥(1) 30.17 小椋 万柚(3) 30.29
200m 中学生･豊丘中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･豊丘中 中学生･飯田高陵中

05/17 松澤 綾音(3) 5,00.94 瀧澤 優奈(2) 5,14.75 藤岡 緩奈(2) 5,18.77 神部 紫音(1) 5,20.68 金子 咲良(1) 5,27.94 吉川 心(3) 5,39.71 原田 未朱(2) 5,44.53 池田 恭子(2) 5,48.29
1500m 中学生･喬木中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･高森中 中学生･下伊那松川中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中

05/17 齊藤 由佳(2) 1.35 黒川 芹奈(3) 1.35 井口 恵(3) 1.30 北原 沙希(2) 1.25 小西 英瑠真(1) 1.25 清水 美玖(3) 1.15 下平 佳穂里(2) 1.15
走高跳 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･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

05/17 横田 風音(3) 4.54(+2.3) 塩澤 花怜(3) 4.25(+0.9) 今村 月愛(3) 4.09(-0.3) 牧内 麗(2) 4.03(+1.9) 伊藤 鈴音(1) 4.03(+1.8) 岩崎 芽衣(3) 4.03(+0.5) 中田 桃子(2) 4.02(+1.3) 北原 沙希(2) 4.00(-0.5)
走幅跳 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･飯田高陵中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中

05/17 竹内 乃亜(3) 8.49 黒川 芹奈(3) 7.88 山田 恭華(2) 7.51 塩澤 花怜(3) 7.32 宮下 真奈(3) 7.13 清水 美玖(3) 6.94 木下 知夏(1) 6.33 井口 恵(3) 6.30
砲丸投 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･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･緑ヶ丘中

05/17 山田 恭華(2) 29.53 篠田 杏奈(3) 14.06 黒川 綾華(3) 12.24
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中

05/17 飯田高陵中(A)      54.88 緑ヶ丘中(A)       56.17 飯田高陵中(B)      57.70 飯田高陵中(C)      58.11 緑ヶ丘中(B)     1,00.93 高森中     1,01.37
4×100mR 小椋 万柚(3) 今村 月愛(3) 岩崎 芽衣(3) 千葉 ほの香(1) 中山 ほのか(2) 樋口 美瑛(2)

齊藤 由佳(2) 清水 美玖(3) 横田 風音(3) 寺澤 瞳子(1) 下平 佳穂里(2) 牧野 明日香(2)
牧内 麗(2) 倉澤 まりあ(3) 宮下 真奈(3) 北原 沙希(2) 平澤 優香(2) 石井 涼(1)
黒川 芹奈(3) 井口 恵(3) 竹内 乃亜(3) 中田 桃子(2) 渡辺 彩羅(2) 宮澤 風香(3)



予選 5月17日 11:05
決勝 5月17日 14:35

大会新(GR)          12.89
県記録(KR)          12.29

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +0.7

 1 齊藤 由佳(2) 中学生     13.51 q  1 熊谷 汐乃(2) 中学生     13.67 q
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中 ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 下條中

 2 宮澤 風香(3) 中学生     13.66 q  2 松村 紫乃(2) 中学生     13.85 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 下平 杏(2) 中学生     14.12 q  3 宮下 真弥(1) 中学生     14.28 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝ 緑ヶ丘中 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中

 4 横前 章子(2) 中学生     15.15  4 寺澤 瞳子(1) 中学生     14.59 
ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ 飯田高陵中 ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 飯田高陵中

 5 菅沼 望子(1) 中学生     15.31  5 渡辺 彩羅(2) 中学生     14.87 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ 緑ヶ丘中

 6 萩原 優紀(1) 中学生     15.45  6 宮内 萌菜(1) 中学生     15.21 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｷ 緑ヶ丘中 ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 高森中

 7 加藤 衣恋(1) 中学生     16.43  7 平澤 優香(2) 中学生     15.46 
ｶﾄｳ ｴﾚﾝ 緑ヶ丘中 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｶ 緑ヶ丘中
築島 由理恵(3) 中学生  8 石田 涼風(1) 中学生     17.15 
ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 下伊那松川中 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 緑ヶ丘中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 -0.3

 1 小椋 万柚(3) 中学生     13.91 q  1 倉澤 まりあ(3) 中学生     14.17 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中 ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ 緑ヶ丘中

 2 牧野 明日香(2) 中学生     14.36  2 山川 りお(3) 中学生     14.17 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 高森中 ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 中島 愛(1) 中学生     14.47  3 石井 涼(1) 中学生     14.39 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘中 ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ 高森中

 4 千葉 ほの香(1) 中学生     14.67  4 牧内 麗(2) 中学生     14.51 
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高陵中 ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中

 5 伊藤 鈴音(1) 中学生     14.67  5 中山 ほのか(2) 中学生     15.20 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中

 6 小久保 茉耶(1) 中学生     15.89  6 牧内 沙樹(1) 中学生     15.47 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 緑ヶ丘中 ﾏｷｳﾁ ｻｷ 緑ヶ丘中

 7 北澤 愛里(1) 中学生     16.00  7 下平 智香(1) 中学生     17.84 
ｷﾀｻﾞﾜ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾄﾓｶ 緑ヶ丘中

[ 5組] 風速 +1.9

 1 菅沼 美風(3) 中学生     12.51 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中

 2 島岡 日和(2) 中学生     13.51 q
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 樋口 美瑛(2) 中学生     14.33 
ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ 高森中

 4 今村 詩乃(1) 中学生     14.73 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 緑ヶ丘中

 5 木下 千花(1) 中学生     15.37 
ｷﾉｼﾀ ﾁｶ 飯田高陵中

 6 村松 愛海(1) 中学生     15.38 
ﾑﾗﾏﾂ ﾏﾅﾐ 飯田東中

 7 近藤 麗愛(1) 中学生     18.67 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾚﾅ 緑ヶ丘中

風速 +3.2

 1 菅沼 美風(3) 中学生     12.22 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中

 2 齊藤 由佳(2) 中学生     13.23 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中

 3 宮澤 風香(3) 中学生     13.32 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中

 4 島岡 日和(2) 中学生     13.48 
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 熊谷 汐乃(2) 中学生     13.49 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 下條中

 6 松村 紫乃(2) 中学生     13.60 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 7 小椋 万柚(3) 中学生     13.63 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中

 8 下平 杏(2) 中学生     15.40 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝ 緑ヶ丘中

中学女子

100m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

8  8370

2  8423

6  8421

3  8600

5  8603

7  8541

4  8350
欠場

1  8615

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

7   204

3  8480

5  8429

1  8542

8  8376

6  8597

2  8608

4  8599

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6  8371

5  8410

3  8437

8  8610

2  8614

7   201

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

5   203

6  8593

3  8420

7  8377

8  8607

4  8602

順 ﾚｰﾝ No.

2  86164  8605

2  8540
大会新

氏  名 所属名 記録／備考

8  8372

3   205

5  8433

6  8606

4  8612

7   161

氏  名 所属名 記録／備考
3  8540

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

5  8370

4  8423

8  8480

6   205

1  8410

7   204

2  8600



予選 5月17日  9:10
決勝 5月17日 13:35

大会新(GR)          25.64
県記録(KR)          25.16

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +0.8

 1 宮澤 風香(3) 中学生     29.21 q  1 菅沼 美風(3) 中学生     25.75 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中

 2 宮下 真弥(1) 中学生     30.20 q  2 島岡 日和(2) 中学生     28.15 q
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中 ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 小椋 万柚(3) 中学生     31.42 q  3 宮下 真奈(3) 中学生     29.75 q
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中

 4 築島 由理恵(3) 中学生     31.98 q  4 園田 智央(2) 中学生     29.92 q
ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 下伊那松川中 ｿﾉﾀﾞ ﾁﾋﾛ 高森中
仲田 ほの(2) 中学生  5 菅沼 望子(1) 中学生     32.00 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 旭ヶ丘中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中

風速 +1.3

 1 菅沼 美風(3) 中学生     26.21 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中

 2 島岡 日和(2) 中学生     28.07 
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 宮澤 風香(3) 中学生     28.61 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中

 4 宮下 真奈(3) 中学生     29.85 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中

 5 園田 智央(2) 中学生     29.99 
ｿﾉﾀﾞ ﾁﾋﾛ 高森中

 6 宮下 真弥(1) 中学生     30.17 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中

 7 小椋 万柚(3) 中学生     30.29 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中
築島 由理恵(3) 中学生
ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 下伊那松川中

通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考

中学女子

200m

予選

順 ﾚｰﾝ No.

5  8542
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6  8350

3  8410

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2   205

4  8540

5  8374

3  8412

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

6  85414  8624
欠場

5   205

氏  名 所属名 記録／備考
3  8540

4  8412

6  8370

8  8542

7  8374

棄権
2  8350

1  8410



決勝 5月17日 15:00

大会新(GR)        4,49.96
県記録(KR)        4,28.36

 1 松澤 綾音(3) 中学生   5,00.94 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 喬木中

 2 瀧澤 優奈(2) 中学生   5,14.75 
ﾀｷｻﾞﾜ  ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 藤岡 緩奈(2) 中学生   5,18.77 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 高森中

 4 神部 紫音(1) 中学生   5,20.68 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 下伊那松川中

 5 金子 咲良(1) 中学生   5,27.94 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中

 6 吉川 心(3) 中学生   5,39.71 
ﾖｼｶﾜ  ｺｺﾛ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 原田 未朱(2) 中学生   5,44.53 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 緑ヶ丘中

 8 池田 恭子(2) 中学生   5,48.29 
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｺ 飯田高陵中

 9 原 彩花(2) 中学生   5,50.75 
ﾊﾗ ｻﾔｶ 下伊那松川中

10 男澤 幸穂(3) 中学生   6,01.06 
ｵﾄｺｻﾞﾜ ｻﾁﾎ 天龍中

11 三沢 らん(1) 中学生   6,01.84 
ﾐｻﾜ ﾗﾝ 緑ヶ丘中

12 小國 真穂(2) 中学生   6,06.55 
ｵｸﾆ ﾏﾎ 飯田高陵中

13 座光寺 未来(3) 中学生   6,08.41 
ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 下伊那松川中

14 代田 有芽(1) 中学生   6,11.31 
ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田高陵中

15 橘 茉麟(1) 中学生   6,12.19 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏﾘﾝ 天龍中

16 兼宗 遥(3) 中学生   6,13.72 
ｶﾈﾑﾈ ﾊﾙｶ 天龍中

17 齋藤 心彩(2) 中学生   6,20.64 
ｻｲﾄｳ ｺｺｱ 緑ヶ丘中

18 黒川 綾華(3) 中学生   6,20.74 
ｸﾛｶﾜ ｱﾔｶ 飯田高陵中

19 平栗 佳歩(1) 中学生   6,53.88 
ﾋﾗｸﾞﾘ ｶﾎ 緑ヶ丘中
小池 碧桜(2) 中学生
ｺｲｹ ﾐｵ 高森中

中学女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8530

4  8655
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決勝 5月17日 10:40

大会新(GR)           1.38
県記録(KR)           1.75

齊藤 由佳(2) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中
黒川 芹奈(3) 中学生
ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ 飯田高陵中
井口 恵(3) 中学生
ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 緑ヶ丘中
北原 沙希(2) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中
小西 英瑠真(1) 中学生
ｺﾆｼ ｴﾙﾏ 飯田高陵中
清水 美玖(3) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 緑ヶ丘中
下平 佳穂里(2) 中学生
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 緑ヶ丘中
鈴木 優菜(1) 中学生
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田高陵中

決勝 5月17日 11:00

大会新(GR)           5.28
県記録(KT)           5.59

横田 風音(3) 中学生   4.28   4.28   4.25   4.54    X   4.35    4.54 
ﾖｺﾀ ｶｻﾞﾈ 飯田高陵中   -1.4    0.0   +0.8   +2.3   +1.8    +2.3
塩澤 花怜(3) 中学生   3.78   3.80   3.95   4.04   4.09   4.25    4.25 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵中   +0.1   +1.7   +2.1   +1.6   +1.3   +0.9    +0.9
今村 月愛(3) 中学生   4.09   3.98    X    X   3.78   3.98    4.09 
ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ 緑ヶ丘中   -0.3   +0.6   +0.3   +1.1    -0.3
牧内 麗(2) 中学生   4.01   3.98   3.85   3.83   3.89   4.03    4.03 
ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中   +2.0   +1.8   +3.0   +1.2   +2.7   +1.9    +1.9
伊藤 鈴音(1) 中学生   3.71   4.03   3.89   3.86   3.91   3.98    4.03 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +1.9   +1.8   +0.8   +0.9   +1.5   +2.2    +1.8
岩崎 芽衣(3) 中学生    X    X   4.03   2.24    X    X    4.03 
ｲﾜｻｷ ﾒｲ 飯田高陵中   +0.5   +0.8    +0.5
中田 桃子(2) 中学生   3.64   3.87   4.02   3.65   3.94   3.56    4.02 
ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ 飯田高陵中   -0.8   +1.8   +1.3   +1.2   +1.1   +1.0    +1.3
北原 沙希(2) 中学生   4.00   3.65   3.34   3.40   3.82   3.53    4.00 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中   -0.5   +1.2   -0.3   +1.6   +0.3   +0.9    -0.5
渡辺 彩羅(2) 中学生    X   3.68   3.84    3.84 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ 緑ヶ丘中   +1.5   +1.2    +1.2
中島 愛(1) 中学生   3.17   3.00   3.76    3.76 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘中   +1.0   -1.1   +1.6    +1.6
竹内 乃亜(3) 中学生   3.56   3.61   3.66    3.66 
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中   +1.3   +2.3   -1.4    -1.4
近藤 由梨(2) 中学生   3.55    X   3.52    3.55 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ 飯田高陵中   +2.0   +1.0   +1.8    +1.0
田畑 朱理(1) 中学生    X    X    X
ﾀﾊﾞﾀ ｼｭﾘ 飯田高陵中
戸谷 有沙(2) 中学生 欠場
ﾄﾔ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

2  8432
XXX

 1.15

 1.15

7 3  8601
- XO XO XXX

XXX
6 5  8594

O O O

XXX  1.25

 1.25

5 1  8435
O O O XO XXO
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- - O

O XXX  1.30

 1.35
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- - O

O O XXX  1.35
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走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1  8428

9   202
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月17日 13:30

大会新(GR)          11.00
県記録(KR)          13.49

竹内 乃亜(3) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中
黒川 芹奈(3) 中学生
ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ 飯田高陵中
山田 恭華(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ 緑ヶ丘中
塩澤 花怜(3) 中学生
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵中
宮下 真奈(3) 中学生
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中
清水 美玖(3) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 緑ヶ丘中
木下 知夏(1) 中学生
ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｶ 緑ヶ丘中
井口 恵(3) 中学生
ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 緑ヶ丘中
齋藤 心彩(2) 中学生
ｻｲﾄｳ ｺｺｱ 緑ヶ丘中
篠田 杏奈(3) 中学生
ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 飯田高陵中

決勝 5月17日 10:40

大会新(GR)          40.94
県記録(KR)          43.39

山田 恭華(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ 緑ヶ丘中
篠田 杏奈(3) 中学生
ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 飯田高陵中
黒川 綾華(3) 中学生
ｸﾛｶﾜ ｱﾔｶ 飯田高陵中

  O  O   O  O  12.24  12.24   O  O 12.2412.24   O  O

 14.06  14.06 

33 22  8426 8426
  X  X

  O  O   O  O   O  O  O  O   O  O 14.0614.06
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  O  O   O  O  29.53  29.53 29.5329.53   O  O   O  O

備考備考
11 33  8596 8596

  O  O

-5--5- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4-氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1-順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝決勝決勝

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- -4- -5- -6- 記録 備考
1 10  8411

 8.49  8.13  8.23  8.44  7.54  7.88   8.49 

2 8  8413
 6.60  7.50  6.30  7.78  7.70  7.88   7.88 

3 9  8596
 7.45  6.89  7.36  6.99  6.83  7.51   7.51 

4 6  8417
 6.93  7.07  7.32  7.29  6.99  7.25   7.32 

5 4  8412
  -  6.35  6.49  7.13  5.75  5.88   7.13 

6 7  8594
 5.78  6.64  6.37  6.40  6.53  6.94   6.94 

7 1  8609
 5.10  5.72  5.80  5.78  5.77  6.33   6.33 

8 5  8590
 6.12  6.01  5.98  6.29  6.03  6.30   6.30 

9 3  8595
 4.52  5.10  5.13

10 2  8415
 5.12  5.06   X   5.12 

  5.13 



決勝 5月17日 15:35

大会新(GR)          52.91
県記録(KR)          48.50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 飯田高陵中(A)  8410 小椋 万柚(3)     54.88 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ
 8423 齊藤 由佳(2)

ｻｲﾄｳ ﾕｶ
 8420 牧内 麗(2)

ﾏｷｳﾁ ﾚｲ
 8413 黒川 芹奈(3)

ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ
 2   5 緑ヶ丘中(A)  8591 今村 月愛(3)     56.17 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳA ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ
 8594 清水 美玖(3)

ｼﾐｽﾞ ﾐｸ
 8593 倉澤 まりあ(3)

ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ
 8590 井口 恵(3)

ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ
 3   2 飯田高陵中(B)  8416 岩崎 芽衣(3)     57.70 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｲﾜｻｷ ﾒｲ
 8414 横田 風音(3)

ﾖｺﾀ ｶｻﾞﾈ
 8412 宮下 真奈(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ
 8411 竹内 乃亜(3)

ﾀｹｳﾁ ﾉｱ
 4   4 飯田高陵中(C)  8437 千葉 ほの香(1)     58.11 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳC ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ
 8429 寺澤 瞳子(1)

ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ
 8419 北原 沙希(2)

ｷﾀﾊﾗ ｻｷ
 8418 中田 桃子(2)

ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ
 5   7 緑ヶ丘中(B)  8602 中山 ほのか(2)   1,00.93 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳB ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ
 8601 下平 佳穂里(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ
 8599 平澤 優香(2)

ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｶ
 8597 渡辺 彩羅(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾗ
 6   6 高森中  8372 樋口 美瑛(2)   1,01.37 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ
 8371 牧野 明日香(2)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ
 8377 石井 涼(1)

ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ
 8370 宮澤 風香(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
  3 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   203 山川 りお(3)

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ 失格
  202 戸谷 有沙(2)

ﾄﾔ ｱﾘｻ
  205 島岡 日和(2)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ
  204 松村 紫乃(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ

中学女子

4×100mR

決勝



決勝 5月17日 13:00

大会新(GR)           9.78

[ 1組] 風速 +3.4 [ 2組] 風速 +1.0

 1 後藤 優衣(3) 小学生     10.15  1 是則 心優(3) 小学生     10.78 
ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 上久堅小 ｺﾚﾉﾘ ﾐｳ 上久堅小

 2 原 美咲(3) 小学生     10.89  2 飯島 和花(3) 小学生     11.02 
ﾊﾗ ﾐｻｷ 追手町小 ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ 鼎小

 3 秦 愛花(3) 小学生     11.40  3 植月 莉乃香(2) 小学生     11.24 
ﾊﾀ ｱｲｶ 松尾小 ｳｴﾂｷ ﾘﾉｶ 松尾小

 4 小池 南々子(1) 小学生     11.61  4 熊谷 かなで(1) 小学生     11.71 
ｺｲｹ ﾅﾅｺ 阿智第一小 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾅﾃﾞ 下條小

 5 横田 みや姫(2) 小学生     12.19  5 清水 来夢(1) 小学生     12.12 
ﾖｺﾀ ﾐﾔﾋﾞ 伊賀良小 ｼﾐｽﾞ ﾐﾕ 浜井場小

 6 志村 悠(2) 小学生     12.40  6 勝又 彩衣(1) 小学生     12.57 
ｼﾑﾗ ﾕｳ 竜丘小 ｶﾂﾏﾀ  ｱｲ 追手町小

 7 福島 羽七(1) 小学生     12.43  7 市瀬 華那(1) 小学生     13.37 
ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小 ｲﾁﾉｾ ｶﾅ 追手町小

 8 白上 由菜(1) 小学生     13.37 山崎 ここね(1) 小学生
ｼﾗｶﾐ ﾕﾅ 下條小 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺﾈ 天龍小

[ 3組] 風速 +3.0 [ 4組] 風速  0.0

 1 原 実里(3) 小学生     10.32  1 羽生 彩華(2) 小学生     10.66 
ﾊﾗ ﾐﾉﾘ 喬木第一小 ﾊﾆｭｳ ｱﾔｶ 喬木第一小

 2 藤森 愛夢(3) 小学生     10.41  2 伊藤 彩乃(3) 小学生     11.01 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 追手町小

 3 熊谷 あいり(3) 小学生     10.65  3 山口 藍(3) 小学生     11.05 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｲﾘ 下條小 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲ 鼎小

 4 松下 真奈(2) 小学生     11.46  4 木下 実李(2) 小学生     11.49 
ﾏﾂｼﾀ  ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ ｷﾉｼﾀ  ﾐﾉﾘ 丸山小

 5 古田 茉朋里(2) 小学生     12.01  5 折竹 美南(2) 小学生     11.88 
ﾌﾙﾀ ﾏﾎﾘ 松尾小 ｵﾘﾀｹ ﾐﾅﾐ 泰阜小

 6 吉川 彩夏(1) 小学生     12.93  6 牧野 喜恵(1) 小学生     12.11 
ﾖｼｶﾜ ｱﾔｶ 追手町小 ﾏｷﾉ  ｷｴ ISｼﾞｭﾆｱ
保谷 星里奈(3) 小学生  7 髙山 沙雪(1) 小学生     13.02 
ﾎﾀﾆ ｾﾘﾅ 鼎小 ﾀｶﾔﾏ ｻﾕｷ 山本小
白上 暖佳(2) 小学生  8 野竹 優亜(1) 小学生     13.08 
ｼﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 竜丘小 ﾉﾀｹ ﾕｱ 下條小

[ 5組] 風速 -0.2 [ 6組] 風速 -1.7

 1 三嶋 渚沙(3) 小学生     10.35  1 安藤 ゆず(2) 小学生     10.97 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞ 丸山小

 2 笹岡優衣(3) 小学生     10.78  2 池田 真結(3) 小学生     11.11 
ｻｻｵｶ ﾕｲ 鼎小 ｲｹﾀﾞ ﾏﾕ 追手町小

 3 岩崎 未花(2) 小学生     11.36  3 髙山 水優(2) 小学生     11.34 
ｲﾜｻｷ ﾐﾊﾅ 高森北小 ﾀｶﾔﾏ ﾐﾕｳ 山本小

 4 鎮西 光希(2) 小学生     11.83  4 松下 和乃歌(2) 小学生     11.51 
ﾁﾝｻﾞｲ ﾐﾂｷ 下條小 ﾏﾂｼﾀ ﾉﾉｶ 下條小

 5 小川 紗良(1) 小学生     12.04  5 清水 華音(3) 小学生     11.82 
ｵｶﾞﾜ ｻﾗ 追手町小 ｼﾐｽﾞ ｶﾉﾝ 浜井場小

 6 松下 愛子(2) 小学生     12.11  6 原 真奈美(2) 小学生     11.89 
ﾏﾂｼﾀ ｱｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小 ﾊﾗ ﾏﾅﾐ 追手町小

 7 後藤 茉衣(1) 小学生     13.04  7 筒井 南心(1) 小学生     12.11 
ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 上久堅小 ﾂﾂｲ ﾐﾅﾐ 喬木第一小

 8 滝沢 佳音(1) 小学生     14.05  8 松澤 祐奈(1) 小学生     12.87 
ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 松尾小 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 伊賀良小

[ 7組] 風速 -0.9

 1 中島 咲友菜(3) 小学生     10.94 
ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾕﾅ 丸山小

 2 市瀬 日那(3) 小学生     11.75 
ｲﾁﾉｾ ﾋﾅ 追手町小

 3 所澤 友奈(2) 小学生     11.95 
ｼｮｻﾞﾜ ﾕﾅ 山本小

 4 三澤 萌衣(3) 小学生     11.99 
ﾐｻﾜ ﾒｲ 豊丘南小

 5 城山 杏実(2) 小学生     12.21 
ｼﾞｮｳﾔﾏ ｱｽﾞﾐ 竜丘小

 6 小平 一葉(1) 小学生     12.38 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 天竜SC

 7 熊谷 心花(1) 小学生     13.23 
ｸﾏｶﾞｲ ｺﾊﾅ 下條小
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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 後藤 優衣(3) 小学生 上久堅小     10.15 (+3.4)   1   1
   2 原 実里(3) 小学生 喬木第一小     10.32 (+3.0)   3   1
   3 三嶋 渚沙(3) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     10.35 (-0.2)   5   1
   4 藤森 愛夢(3) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     10.41 (+3.0)   3   2
   5 熊谷 あいり(3) 小学生 下條小     10.65 (+3.0)   3   3
   6 羽生 彩華(2) 小学生 喬木第一小     10.66 (0.0)   4   1
   7 是則 心優(3) 小学生 上久堅小     10.78 (+1.0)   2   1
   7 笹岡優衣(3) 小学生 鼎小     10.78 (-0.2)   5   2
   9 原 美咲(3) 小学生 追手町小     10.89 (+3.4)   1   2
  10 中島 咲友菜(3) 小学生 丸山小     10.94 (-0.9)   7   1
  11 安藤 ゆず(2) 小学生 丸山小     10.97 (-1.7)   6   1
  12 伊藤 彩乃(3) 小学生 追手町小     11.01 (0.0)   4   2
  13 飯島 和花(3) 小学生 鼎小     11.02 (+1.0)   2   2
  14 山口 藍(3) 小学生 鼎小     11.05 (0.0)   4   3
  15 池田 真結(3) 小学生 追手町小     11.11 (-1.7)   6   2
  16 植月 莉乃香(2) 小学生 松尾小     11.24 (+1.0)   2   3
  17 髙山 水優(2) 小学生 山本小     11.34 (-1.7)   6   3
  18 岩崎 未花(2) 小学生 高森北小     11.36 (-0.2)   5   3
  19 秦 愛花(3) 小学生 松尾小     11.40 (+3.4)   1   3
  20 松下 真奈(2) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     11.46 (+3.0)   3   4
  21 木下 実李(2) 小学生 丸山小     11.49 (0.0)   4   4
  22 松下 和乃歌(2) 小学生 下條小     11.51 (-1.7)   6   4
  23 小池 南々子(1) 小学生 阿智第一小     11.61 (+3.4)   1   4
  24 熊谷 かなで(1) 小学生 下條小     11.71 (+1.0)   2   4
  25 市瀬 日那(3) 小学生 追手町小     11.75 (-0.9)   7   2
  26 清水 華音(3) 小学生 浜井場小     11.82 (-1.7)   6   5
  27 鎮西 光希(2) 小学生 下條小     11.83 (-0.2)   5   4
  28 折竹 美南(2) 小学生 泰阜小     11.88 (0.0)   4   5
  29 原 真奈美(2) 小学生 追手町小     11.89 (-1.7)   6   6
  30 所澤 友奈(2) 小学生 山本小     11.95 (-0.9)   7   3
  31 三澤 萌衣(3) 小学生 豊丘南小     11.99 (-0.9)   7   4
  32 古田 茉朋里(2) 小学生 松尾小     12.01 (+3.0)   3   5
  33 小川 紗良(1) 小学生 追手町小     12.04 (-0.2)   5   5
  34 牧野 喜恵(1) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     12.11 (0.0)   4   6
  34 松下 愛子(2) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小     12.11 (-0.2)   5   6
  34 筒井 南心(1) 小学生 喬木第一小     12.11 (-1.7)   6   7
  37 清水 来夢(1) 小学生 浜井場小     12.12 (+1.0)   2   5
  38 横田 みや姫(2) 小学生 伊賀良小     12.19 (+3.4)   1   5
  39 城山 杏実(2) 小学生 竜丘小     12.21 (-0.9)   7   5
  40 小平 一葉(1) 小学生 天竜SC     12.38 (-0.9)   7   6
  41 志村 悠(2) 小学生 竜丘小     12.40 (+3.4)   1   6
  42 福島 羽七(1) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小     12.43 (+3.4)   1   7
  43 勝又 彩衣(1) 小学生 追手町小     12.57 (+1.0)   2   6
  44 松澤 祐奈(1) 小学生 伊賀良小     12.87 (-1.7)   6   8
  45 吉川 彩夏(1) 小学生 追手町小     12.93 (+3.0)   3   6
  46 髙山 沙雪(1) 小学生 山本小     13.02 (0.0)   4   7
  47 後藤 茉衣(1) 小学生 上久堅小     13.04 (-0.2)   5   7
  48 野竹 優亜(1) 小学生 下條小     13.08 (0.0)   4   8
  49 熊谷 心花(1) 小学生 下條小     13.23 (-0.9)   7   7
  50 市瀬 華那(1) 小学生 追手町小     13.37 (+1.0)   2   7
  50 白上 由菜(1) 小学生 下條小     13.37 (+3.4)   1   8
  52 滝沢 佳音(1) 小学生 松尾小     14.05 (-0.2)   5   8
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

小3以下女子

60m
タイムレース



予選 5月17日  9:30
決勝 5月17日 14:05

大会新  (GR )       13.68
県小学新(KR )       13.06

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -0.6

 1 鈴木 彩瑛(6) 小学生     15.83 q  1 伊藤 優凪(6) 小学生     14.90 q
ｽｽﾞｷ ｻｴ 上郷小 ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 藤本 穂花(6) 小学生     15.89 q  2 丸山 いより(6) 小学生     15.48 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾎﾉｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森北小

 3 藤本 遥(6) 小学生     16.24 q  3 中平 留李花(6) 小学生     16.27 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 松尾小 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 天竜SC

 4 金田 真歩(6) 小学生     17.08  4 木下 未知(6) 小学生     16.35 q
ｶﾅﾀﾞ ﾏﾎ 座光寺小 ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ 下久堅小

 5 小平 真帆(6) 小学生     22.30  5 藤本 祐菜(6) 小学生     16.38 q
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 天竜SC ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 座光寺小

風速 +3.3

 1 伊藤 優凪(6) 小学生     14.35 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 丸山 いより(6) 小学生     14.87 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森北小

 3 藤本 穂花(6) 小学生     14.94 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾎﾉｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 鈴木 彩瑛(6) 小学生     15.13 
ｽｽﾞｷ ｻｴ 上郷小

 5 藤本 遥(6) 小学生     15.29 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 松尾小

 6 木下 未知(6) 小学生     15.68 
ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ 下久堅小

 7 藤本 祐菜(6) 小学生     15.85 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 座光寺小

 8 中平 留李花(6) 小学生     16.01 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 天竜SC

予選 5月17日  9:50
決勝 5月17日 14:15

大会新  (GR )       14.11
県小学新(KR )       13.06

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -1.4

 1 水野 香帆(5) 小学生     15.63 q  1 守屋 春華(5) 小学生     15.31 q
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ ﾓﾘﾔ ﾊﾙｶ 伊賀良小

 2 金田 萌(5) 小学生     15.71 q  2 西島 美幸(5) 小学生     15.60 q
ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 福与 瑞季(5) 小学生     16.04 q  3 芦澤 陽菜(5) 小学生     16.20 q
ﾌｸﾖ ﾐｽﾞｷ 上久堅小 ｱｼｻﾞﾜ ﾋﾅ 阿智村RC

 4 佐々木 美緒(5) 小学生     16.31 q  4 佐藤 碧依(5) 小学生     16.28 q
ｻｻｷ ﾐｵ 富草小 ｻﾄｳ ｱｵｲ 喬木第一小

 5 飯嶋 綾乃(5) 小学生     16.57  5 平沢 美夏(5) 小学生     16.67 
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 下條小 ﾋﾗｻﾜ ﾐﾅﾂ 下久堅小

 6 大牧 穂香(5) 小学生     17.28  6 山本 鈴華(5) 小学生     18.33 
ｵｵﾏｷ ﾎﾉｶ 松尾小 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｶ 下條小

 7 小林 あい(5) 小学生     17.72  7 小笠原 悠衣(5) 小学生     18.88 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ 大下条小 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｲ 松尾小

 8 宮城 紗奈(5) 小学生     18.78 
ﾐﾔｷﾞ ｽｽﾞﾅ 浪合小

風速 +3.0

 1 守屋 春華(5) 小学生     14.86 
ﾓﾘﾔ ﾊﾙｶ 伊賀良小

 2 水野 香帆(5) 小学生     14.99 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 西島 美幸(5) 小学生     15.09 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 金田 萌(5) 小学生     15.31 
ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 福与 瑞季(5) 小学生     15.65 
ﾌｸﾖ ﾐｽﾞｷ 上久堅小

 6 芦澤 陽菜(5) 小学生     15.75 
ｱｼｻﾞﾜ ﾋﾅ 阿智村RC

 7 佐藤 碧依(5) 小学生     15.82 
ｻﾄｳ ｱｵｲ 喬木第一小

 8 佐々木 美緒(5) 小学生     15.97 
ｻｻｷ ﾐｵ 富草小
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 5月17日 10:20
決勝 5月17日 14:25

大会新  (GR )       15.51
県小学新(KR )       13.06

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 +0.3

 1 杉山 愛里彩(4) 小学生     16.78 q  1 大下 ゆう(4) 小学生     17.06 
ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｵｵｼﾀ ﾕｳ 鼎小

 2 岡島 遥瀬(4) 小学生     16.85  2 筒井 心葉(4) 小学生     17.18 
ｵｶｼﾞﾏ ﾊﾙｾ 鼎小 ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小

 3 羽生 彩七(4) 小学生     16.90  3 田中 美実香(4) 小学生     17.32 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小 ﾀﾅｶ ﾐﾐｶ 上久堅小

 4 吉本 愛羽(4) 小学生     17.61  4 佐々木 葵衣(4) 小学生     18.26 
ﾖｼﾓﾄ ﾏﾅﾊ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｻｻｷ ｱｵｲ 高森北小

 5 長谷川 遥(4) 小学生     18.07  5 折竹 春風(4) 小学生     18.54 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 座光寺小 ｵﾘﾀｹ ﾊﾙｶ 泰阜小

 6 高沢 あこ(4) 小学生     18.62  6 丸山 美優(4) 小学生     18.71 
ﾀｶｻﾞﾜ ｱｺ 高森北小 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 7 千葉 栞(4) 小学生     18.83  7 佐藤 綾花(4) 小学生     19.06 
ﾁﾊﾞ ｼｵﾘ 阿智第二小 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 -0.8

 1 中山 愛梨(4) 小学生     15.90 q  1 塩澤 舞(4) 小学生     16.79 q
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 木下 茜莉(4) 小学生     16.04 q  2 熊谷 朋華(4) 小学生     17.13 
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 松尾小 ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小

 3 岡庭 舞衣(4) 小学生     16.37 q  3 丸山 萌仁果(4) 小学生     17.62 
ｵｶﾆﾜ ﾏｲ 阿智第一小 ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾆｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 城田 瑚好(4) 小学生     17.23  4 伊藤 一葉(5) 小学生     18.06 
ｼﾛﾀ ｺｺﾉ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ 大下条小

 5 松下 陽音(4) 小学生     17.90  5 後藤 結萌(4) 小学生     18.49 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森北小 ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 追手町小

 6 正木 歌恋(4) 小学生     18.03  6 木下 紗恵(4) 小学生     18.57 
ﾏｻｷ ｶﾚﾝ 座光寺小 ｷﾉｼﾀ ｻｴ 下久堅小

 7 丸山 里淑(4) 小学生     18.27 宮島 来海(4) 小学生
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｽﾞﾑ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｼﾞﾏ ｸﾙﾐ 浜井場小

[ 5組] 風速 +0.8 風速 +3.7

 1 熊谷 奈津紀(4) 小学生     15.89 q  1 中山 愛梨(4) 小学生     15.40 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾂｷ 山本小 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 市瀬 瑠華(4) 小学生     16.52 q  2 木下 茜莉(4) 小学生     15.60 
ｲﾁﾉｾ ﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 松尾小

 3 佐藤 悠花(4) 小学生     16.62 q  3 熊谷 奈津紀(4) 小学生     15.79 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小 ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾂｷ 山本小

 4 飯島 紫音(4) 小学生     17.53  4 岡庭 舞衣(4) 小学生     15.90 
ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 富草小 ｵｶﾆﾜ ﾏｲ 阿智第一小

 5 本多 美海(4) 小学生     17.93  5 杉山 愛里彩(4) 小学生     16.08 
ﾎﾝﾀﾞ ﾐｳ 浪合小 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 6 藤本 優那(4) 小学生     18.70  6 塩澤 舞(4) 小学生     16.18 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 7 勝又 ゆい(4) 小学生     19.59  7 市瀬 瑠華(4) 小学生     16.36 
ｶﾂﾏﾀ ﾕｲ 追手町小 ｲﾁﾉｾ ﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 8 佐藤 悠花(4) 小学生     16.38 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小
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決勝 5月17日 13:50

大会新  (GR )     3,15.07
県小学新(KR )     3,03.46

 1 松井 美蓉(6) 小学生   3,22.66 
ﾏﾂｲ ﾐﾖ 阿智第二小

 2 松下 朋佳(5) 小学生   3,27.72 
ﾏﾂｼﾀ  ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 千葉 麻里子(6) 小学生   3,34.60 
ﾁﾊﾞ  ﾏﾘｺ 丸山小

 4 佐々木 美羽(5) 小学生   3,44.83 
ｻｻｷ ﾐｳ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 原 彩乃(5) 小学生   3,45.78 
ﾊﾗ  ｱﾔﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 金子 陽南(5) 小学生   3,52.38 
ｶﾈｺ  ﾊﾙﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 金子 詩奈(6) 小学生   4,07.53 
ｶﾈｺ ｼｲﾅ 阿智第二小

 8 松井 香蓉(6) 小学生   4,08.64 
ﾏﾂｲ ｶﾖ 阿智第二小

 9 宮内 笑夢(5) 小学生   4,12.06 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小

10 園原 聖菜(5) 小学生   4,15.29 
ｿﾉﾊﾗ ｾﾅ 阿智村RC
佐藤 紫苑(5) 小学生
ｻﾄｳ ｼｵﾝ ISｼﾞｭﾆｱ

4     4
欠場
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3    31

1    37

9    38

8     2
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小学5.6年女子

1000m               
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月17日 12:05

大会新  (GR )       16.48
県小学新(KR )       12.70

風速 +1.9

 1 池野 佳帆(6) 小学生     15.55 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 田中 里歩(6) 小学生     17.91 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 阿智第二小

7    23
大会新

6    41

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17日 15:30

大会新  (GR )       55.18
県小学新(KR )       53.27

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    28 福澤 紗耶(6)     59.81 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾌｸｻﾞﾜ ｻﾔ
   20 上原 萌(6)

ｳｴﾊﾗ ﾓｴ
   19 松村 みすゞ(6)

ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ
   16 戸谷 優花(6)

ﾄﾔ ﾕｳｶ
 2   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小   100 花井 静(6)   1,02.82 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞｼｮ ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ
  116 萩原 利映(6)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｴ
  118 北見 唯夏(6)

ｷﾀﾐ ﾕｳﾅ
  114 西村 歩華(5)

ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ
 3   2 丸山小    72 小林 こころ   1,05.13 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｺﾛ
   76 長谷部 奈月

ﾊｾﾍﾞ  ﾅﾂｷ
   77 福澤 清香

ﾌｸｻﾞﾜ  ｷﾖｶ
   70 宮沢 杏里

ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾝﾘ
 4   3 竜丘小   168 加藤 優奈(5)   1,09.84 

ﾀﾂｵｶｼｮｳ ｶﾄｳ ﾕｳﾅ
  171 中島 のぞみ(5)

ﾅｶｼﾞﾏﾉｿﾞﾐ
  174 櫻井 楓(5)

ｻｸﾗｲ ｶｴﾃﾞ
  172 中島 優奈(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ

小学5.6年女子

4×100mR            

決勝



決勝 5月17日 15:20

大会新  (GR )       57.91
県小学新(KR )       55.50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松川陸上クラブ   103 宮下 莉瑚(4)   1,01.52 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳA ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ
小学生   111 山城 春菜(4)

ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
  106 近藤 皓哉(4)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ
   99 下平 侑輝(4)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 2   4 丸山小    73 小林 日和   1,04.02 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ
   71 宮澤 真梨

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾘ
  179 濱島 潤

ﾊﾏｼﾏ ｼﾞｭﾝ
   69 塩沢  望

ｼｵｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 3   2 下條小    61 鎮西 光里(5)   1,04.23 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ﾁﾝｻﾞｲ ﾋｶﾘ
   65 飯島 香乃(5)

ｲｲｼﾞﾏ ｶﾉ
   57 松下 暖大(5)

ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾄ
   62 土屋 拓哉(5)

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾔ
 4   5 松川陸上クラブ   101 関島 瑠愛(4)   1,05.78 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳB ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ
小学生   102 吉澤 詩乃(4)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
  110 山崎 拓夢(4)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ
  119 北村 隆之介(5)

ｷﾀﾑﾗ ﾘｭﾉｽｹ

小学混合

4×100mR            

決勝



決勝 5月17日  9:20

大会新  (GR )        1.23
県小学新(KR )        1.35

小平 真帆(6) 小学生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 高森北小
桐生 鈴花(6) 小学生
ｷﾘｭｳ ﾘﾝｶ 下久堅小

決勝 5月17日  9:20

大会新  (GR )        4.10
県小学新(KR )        4.50

宮澤 香音(6) 小学生   3.98    X   2.61   4.13   3.94   4.10    4.13 大会新
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ小   +0.8   -0.9    0.0   -0.4   -0.9     0.0
木下 明里咲(5) 小学生   3.13   2.93   2.73   2.90   2.44   2.95    3.13 
ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   +0.4   +1.0    0.0   +1.3   -0.6   +0.2    +0.4
木下 寿乃(6) 小学生   2.95   3.02    X   2.93    X   2.92    3.02 
ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾉ 阿智第二小   -0.4   -0.5   -0.4   +0.6    -0.5
秦 衣舞(5) 小学生    X    X   2.42   2.90   2.44   2.31    2.90 
ﾊﾀ ｲﾌﾞ 浪合小    0.0   +1.3   -0.6   -0.5    +1.3
清水　優月(6) 小学生    X   2.33    X   2.19   2.32   2.31    2.33 
ｼﾐｽﾞ ﾕﾂﾞｷ 千栄小    0.0   -0.7   -0.2   -0.7     0.0

決勝 5月17日  9:20

大会新  (GR )       49.99
県小学新(KR )       61.63

小山 樹香(6) 小学生
ｺﾔﾏ ｺﾉｶ 阿智第一小
前田 初依(5) 小学生
ﾏｴﾀﾞ ｳｲ 伊賀良小
宮下 愛美(6) 小学生
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅﾐ 鼎小
原 奈津美(6) 小学生
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 阿智第一小
藤本 祐奈(5) 小学生
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 下條小
渡久山 和(5) 小学生
ﾄｸﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ 天龍小
原 彩華(5) 小学生
ﾊﾗ ｻﾔｶ 阿智村RC
竹村 麻衣(5) 小学生
ﾀｹﾑﾗ ﾏｲ 下條小
熊谷 優(5) 小学生
ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳ 下條小

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1m05 1m10 備考m90 1m00 1m15 1m20
1 2    88

O O O XXO XO XXX  1.15

2 1    47
O O XO XO XXX  1.10

5 5   210

3 1    42

4 2   176

1 4   105
-5-

2 3    29

-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-

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 7    35

33.58   O   O   O 34.24   O  34.24 

2 5    46
  O 30.91   O   O 31.40   O  31.40 

3 3   150
  O   O 29.86   O   O 31.20  31.20 

4 1    34
26.46   O   O 28.08   O   O  28.08 

5 6    63
23.37   O   O   O   O 25.49  25.49 

6 2   160
  O 24.63   O   X   O   O  24.63 

7 9    32
24.38   O   X   O   O   O  24.38 

8 8    59
  O   O 18.20

9 4    55
15.71   O   O  15.71 

  O 18.46   O  18.46 
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