
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
08/17 小学　女子 原 妃奈乃(6) 3,30.98 松下 朋佳(5) 3,34.14 佐藤 悠花(4) 3,34.28 佐々木 美羽(5) 3,41.72 田中 里歩(6) 3,45.71 原 彩乃(5) 3,46.88 水野 香帆(5) 3,50.87 筒井 心葉(4) 3,51.11

１０００ｍ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 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･阿智村RC 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ
08/17 宮澤 香音(6) 4.50(+3.1) 池野 佳帆(6) 4.14(+2.1) 飯島 香乃(5) 3.34(+3.2) 金田 萌(5) 3.23(+1.8) 木下明里咲(5) 3.12(+2.4) 小林 こころ(6)3.10(+2.2) 塩澤 舞(4) 2.97(+2.0)

走幅跳 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･下條小 小学生･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･丸山小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
08/17 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(A)      57.99 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(B)    1,00.37 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)    1,00.89 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    1,02.06 下條小     1,04.01 丸山小     1,04.21 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(C)    1,04.81 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,05.90

４×１００ｍＲ 戸谷 優花(6) 金田 萌(5) 花井 静(6) 関島 瑠愛(4) 吉村 晴香(6) 小林 こころ(6) 塩澤 舞(4) 熊谷 朋華(4)
池野 佳帆(6) 福澤 紗耶(6) 北見 唯夏(6) 佐藤 悠花(4) 原 志織(6) 長谷部 奈月(6) 木下 明里咲(5) 吉澤 詩乃(4)
上原 萌(6) 西島 美幸(5) 萩原 利映(6) 宮下 莉瑚(4) 村松 雛(6) 宮澤 杏里(6) 杉山 愛里彩(4) 筒井 心葉(4)
伊藤 優凪(6) 松村 みすゞ(6) 宮澤 香音(6) 山城 春菜(4) 幾島 彩瑛(6) 千葉 麻里子(6) 中山 愛梨(4) 西村 歩華(5)

08/16 一般　女子  +1.9 上原 千夏(1) 13.01 菅沼 真洸(2) 13.32 家苗  蒔(2) 13.42 我科 かなえ(2) 13.93 清水麻由美 13.95 稲垣 汐里(2) 14.02 吉川 夏鈴(2) 14.13 榊山 莉帆(1) 14.16
１００ｍ 高校生･松川高 高校生･飯田風越高 高校生･松川高 高校生･飯田女子高 一般･DreamAC 高校生･飯田風越高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田女子高

08/17 関島 友里佳(2) 1,00.40 菅沼 真洸(2) 1,03.41 家苗  蒔(2) 1,04.13 竹内優香 1,05.13 吉川 夏鈴(2) 1,05.17 市沢 日菜(2) 1,07.28 井口 結花(2) 1,07.51 長谷川 美波(2) 1,08.51
４００ｍ 高校生･飯田風越高 GR 高校生･飯田風越高 高校生･松川高 一般･DreamAC 高校生･飯田風越高 高校生･飯田高 高校生･飯田高 高校生･飯田高

08/16 永山 実来(1) 2,27.84 関島 友里佳(2) 2,29.37 原 明香里(2) 2,31.84 長谷川 美波(2) 2,32.80 吉川 夏鈴(2) 2,34.21 松村 彩乃(1) 2,34.82 桜井 菜緒(1) 2,40.98 菅沼 真洸(2) 2,48.71
８００ｍ 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･松川高 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･飯田風越高

08/17 永山 実来(1) 10,58.36 原 明香里(2) 10,58.46 西永 梨恵(3) 11,43.98
３０００ｍ 高校生･飯田高 高校生･松川高 高校生･飯田風越高

08/17  +2.5 三浦 遥果(2) 17.49 三澤 葵(1) 17.95 杉山 舞(1) 19.15 上澤 美波(2) 19.84
１００ｍＨ 高校生･飯田高 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田風越高

08/16  +1.1 牛山 杏香(3) 30,55.84 伊奈川 紗映(2) 31,33.08
５０００ｍＷ 高校生･松川高 高校生･飯田女子高

08/16 上澤 美波(2) 1.45 村松 明日見(1) 1.35 市沢 日菜(2) 1.35
走高跳 高校生･飯田風越高 GT 高校生･飯田高 高校生･飯田高

08/17 三浦 遥果(2) 4.58(+1.6) 倉内 遥香(2) 4.39(+0.3) 宮崎真衣奈(1) 4.37(+1.4) 榊山 莉帆(1) 4.09(0.0)
走幅跳 高校生･飯田高 高校生･下伊那農高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田女子高

08/16 上澤 美波(2) 20.53
円盤投 高校生･飯田風越高

08/16 稲垣 汐里(2) 30.85
やり投 高校生･飯田風越高

08/17 飯田高       52.98 松川高       53.79 飯田風越高(A)      54.90 飯田風越高(B)      55.12 DreamAC       55.54 飯田女子高       59.03
４×１００ｍＲ 三浦 遥果(2) 北見 舞夏 稲垣 汐里(2) 杉山 舞(1) 鮎澤郁恵 榊山 莉帆(1)

井口 結花(2) 上原 千夏(1) 桜井 菜緒(1) 吉川 夏鈴(2) 清水麻由美 我科 かなえ(2)
三澤 葵(1) 原 明香里(2) 宮崎 真衣奈(1) 菅沼 真洸(2) 竹内優香 唐澤 茉実(1)
村松 明日見(1) 家苗  蒔(2) 関島 友里佳(2) 上澤 美波(2) 高島理嘉 片桐 さくら(1)

08/17 小４　女子  +2.8 山城 春菜(4) 14.89 宮下 莉瑚(4) 15.52 中山 愛梨(4) 15.62 市瀬 瑠華(4) 15.95 関島 瑠愛(4) 15.99 佐藤 悠花(4) 16.06 吉澤 詩乃(4) 16.06 杉山 愛里彩(4) 16.10
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･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

08/17 小５　女子  +2.5 金田 萌(5) 15.08 西島 美幸(5) 15.11 西村 歩華(5) 15.71 水野 香帆(5) 15.81 芦澤 陽菜(5) 15.94 松下 朋佳(5) 16.04 飯嶋 綾乃(5) 16.38 飯島 香乃(5) 16.67
１００ｍ 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 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･阿智村RC 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･下條小 小学生･下條小

08/17 小６　女子  +1.5 宮澤 香音(6) 14.35 伊藤 優凪(6) 14.35 戸谷 優花(6) 14.63 池野 佳帆(6) 14.80 上原 萌(6) 14.88 松村 みすゞ(6) 15.21 福澤 紗耶(6) 15.22 小平 真帆(6) 15.55
１００ｍ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 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･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･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･天竜SC

08/16 中学　女子  +1.7 齊藤 由佳(2) 28.01 宮澤 風香(3) 28.20 島岡 日和(2) 28.70 熊谷 汐乃(2) 28.71 樋口 美瑛(2) 28.86 牧野 明日香(2) 29.13 松村 紫乃(2) 30.36
２００ｍ 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･高森中 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

08/17 仲田 ほの(2) 1,08.91 伊藤 映美(2) 1,17.24 小國 真穂(2) 1,21.82
４００ｍ 中学生･旭ヶ丘中 中学生･旭ヶ丘中 中学生･飯田高陵中

08/16 松澤 綾音(3) 4,56.30 瀧澤 優奈(2) 5,14.49 羽生 み風(2) 5,24.18 金子 咲良(1) 5,29.47 仲田 ほの(2) 5,32.12 藤岡 緩奈(2) 5,33.63 原田 未朱(2) 5,37.14 代田 有芽(1) 5,47.78
１５００ｍ 中学生･喬木中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･下伊那松川中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･旭ヶ丘中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中

08/17 松澤 綾音(3) 10,14.24 瀧澤 優奈(2) 11,08.79 神部 紫音(1) 11,27.45 金子 咲良(1) 11,50.28 藤岡 緩奈(2) 12,20.53 原田 未朱(2) 12,24.17 森本 恵生(3) 12,29.72 小池 碧桜(2) 12,30.46
３０００ｍ 中学生･喬木中 GR 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･下伊那松川中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･下伊那松川中 中学生･高森中

08/16  +2.7 宮澤 風香(3) 16.82 戸谷 有沙(2) 16.95 伊藤 絵夢(2) 17.49 牧内 麗(2) 17.50 北原 沙希(2) 18.67 寺澤 瞳子(1) 19.25 伊藤 鈴音(1) 19.50 菅沼 凜(1) 20.66
１００ｍＨ 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･天竜SC 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･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･飯田高陵中

08/16 齊藤 由佳(2) 1.40 北原 沙希(2) 1.35 北野 緋菜(2) 1.20 小西 英瑠真(1) 1.15 横前 章子(2) 1.10 寺澤 瞳子(1) 1.10
走高跳 中学生･飯田高陵中 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



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
08/17 中島 愛(1) 4.32(+0.1) 北原 沙希(2) 4.28(+0.3) 牧内 麗(2) 4.13(+1.8) 中田 桃子(2) 4.04(-0.4) 伊藤 鈴音(1) 4.02(-1.5) 小西英瑠真(1) 3.54(+1.3) 小椋 万柚(3) 3.50(+1.0)

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･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
08/17 竹内 乃亜(3) 9.26 山田 恭華(2) 8.13 齊藤 由佳(2) 7.53 木下 知夏(1) 6.42

砲丸投 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･緑ヶ丘中
08/16 近藤 由梨(2) 14.40

円盤投 中学生･飯田高陵中
08/17 遠山 雅(3) 27.09 山田 恭華(2) 25.96 齋藤 心彩(2) 17.54 木下 知夏(1) 13.83

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･阿智村RC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中
08/16 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       54.13 高森中       54.32 飯田高陵中(A)      54.62 飯田高陵中(B)      58.08 緑ヶ丘中(A)       58.58 緑ヶ丘中(B)       59.38

４×１００ｍＲ 山川 りお(3) 樋口 美瑛(2) 小椋 万柚(3) 小西 英瑠真(1) 原田 未朱(2) 中島 愛(1)
戸谷 有沙(2) 牧野 明日香(2) 齊藤 由佳(2) 千葉 ほの香(1) 中山 ほのか(2) 木下 知夏(1)
島岡 日和(2) 石井 涼(1) 牧内 麗(2) 北原 沙希(2) 下平 佳穂里(2) 萩原 優紀(1)
松村 紫乃(2) 宮澤 風香(3) 寺澤 瞳子(1) 中田 桃子(2) 下平 杏(2) 今村 詩乃(1)

08/17 中１　女子  +0.6 宮下真弥(1) 13.88 寺澤 瞳子(1) 14.15 伊藤 鈴音(1) 14.40 中島 愛(1) 14.45 千葉 ほの香(1) 14.56 宮内 萌菜(1) 14.73 今村 詩乃(1) 14.81 菅沼 望子(1) 15.17
１００ｍ 中学生･豊丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･豊丘中

08/17 中学共通　女  +1.1 宮澤 風香(3) 13.60 熊谷 汐乃(2) 13.70 島岡 日和(2) 13.79 小椋 万柚(3) 13.91 松村 紫乃(2) 14.04 牧野 明日香(2) 14.15 樋口 美瑛(2) 14.16 戸谷 有沙(2) 14.18
１００ｍ 中学生･高森中 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･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC



予選 8月16日 10:45
決勝 8月16日 12:20

大会新  (GR )       12.59

[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 +3.0

 1 上原 千夏(1) 高校生     13.01 q  1 家苗  蒔(2) 高校生     13.32 q
ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高 ｶﾅｴ  ﾏｷ 松川高

 2 菅沼 真洸(2) 高校生     13.32 q  2 榊山 莉帆(1) 高校生     13.93 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高 ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子高

 3 我科 かなえ(2) 高校生     13.90 q  3 吉川 夏鈴(2) 高校生     13.93 q
ｶﾞｼﾞﾅ ｶﾅｴ 飯田女子高 ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高

 4 稲垣 汐里(2) 高校生     14.17 q  4 清水麻由美 一般     14.00 q
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越高 ｼﾐｽﾞﾏﾕﾐ DreamAC

 5 北見 舞夏 高校生     14.34  5 春日 優花(2) 高校生     14.32 
松川高 ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ 下伊那農高

 6 杉山 舞(1) 高校生     14.49 関島 友里佳(2) 高校生
ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲ 飯田風越高 ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 7 小池 美穂(1) 高校生     15.51 
ｺｲｹ ﾐﾎ 下伊那農高

風速 +1.9

 1 上原 千夏(1) 高校生     13.01 
ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高

 2 菅沼 真洸(2) 高校生     13.32 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高

 3 家苗  蒔(2) 高校生     13.42 
ｶﾅｴ  ﾏｷ 松川高

 4 我科 かなえ(2) 高校生     13.93 
ｶﾞｼﾞﾅ ｶﾅｴ 飯田女子高

 5 清水麻由美 一般     13.95 
ｼﾐｽﾞﾏﾕﾐ DreamAC

 6 稲垣 汐里(2) 高校生     14.02 
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越高

 7 吉川 夏鈴(2) 高校生     14.13 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高

 8 榊山 莉帆(1) 高校生     14.16 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子高

8   463

7   423

1     3

2   461

6   397

5   439

記録／備考
4   403

3   460

4   462
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2     3

5   491

7   423

6   463

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   397

8   490

順 ﾚｰﾝ

5   398

6   469

3   439

2   461

記録／備考
7   403

4   460

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 8月17日 11:25
決勝 8月17日 13:15

大会新  (GR )     1,00.61

[ 1組] [ 2組]

 1 菅沼 真洸(2) 高校生   1,03.72 q  1 関島 友里佳(2) 高校生   1,01.26 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高 ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 2 家苗  蒔(2) 高校生   1,04.16 q  2 吉川 夏鈴(2) 高校生   1,05.73 q
ｶﾅｴ  ﾏｷ 松川高 ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高

 3 市沢 日菜(2) 高校生   1,05.72 q  3 井口 結花(2) 高校生   1,06.66 q
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田高

 4 竹内優香 一般   1,06.67 q  4 北見 舞夏 高校生   1,10.86 
ﾀｹｳﾁﾕｳｶ DreamAC 松川高

 5 長谷川 美波(2) 高校生   1,07.14 q  5 鮎澤郁恵 一般   1,12.64 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高 ｱｲｻﾞﾜｲｸｴ DreamAC

 6 桜井 菜緒(1) 高校生   1,09.24 上原 千夏(1) 高校生
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高 ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高

 1 関島 友里佳(2) 高校生   1,00.40 
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 2 菅沼 真洸(2) 高校生   1,03.41 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高

 3 家苗  蒔(2) 高校生   1,04.13 
ｶﾅｴ  ﾏｷ 松川高

 4 竹内優香 一般   1,05.13 
ﾀｹｳﾁﾕｳｶ DreamAC

 5 吉川 夏鈴(2) 高校生   1,05.17 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高

 6 市沢 日菜(2) 高校生   1,07.28 
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高

 7 井口 結花(2) 高校生   1,07.51 
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田高

 8 長谷川 美波(2) 高校生   1,08.51 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
5   460 2   462

6   397 7   463

2   420 5   406

7     4 4   398

4   407 3     1

3   468 6   403
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   462

大会新
5   460

4   397

1     4

7   463

6   420

8   406

2   407



決勝 8月16日 10:20

大会新  (GR )     2,22.35

 1 永山 実来(1) 高校生   2,27.84 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 飯田高

 2 関島 友里佳(2) 高校生   2,29.37 
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 3 原 明香里(2) 高校生   2,31.84 
ﾊﾗ  ｱｶﾘ 松川高

 4 長谷川 美波(2) 高校生   2,32.80 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高

 5 吉川 夏鈴(2) 高校生   2,34.21 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高

 6 松村 彩乃(1) 高校生   2,34.82 
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 飯田高

 7 桜井 菜緒(1) 高校生   2,40.98 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高

 8 菅沼 真洸(2) 高校生   2,48.71 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高
橋本 環(1) 高校生
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾏｷ 飯田風越高
山岸 鈴加(1) 高校生
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 飯田高
市沢 日菜(2) 高校生
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高

7   420
欠場

4   470
欠場

5   413
欠場

6   468

8   460

2   463

9   417

1   402

3   407

11   416

10   462

一般　女子

８００ｍ            

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月17日  9:35

大会新  (GR )    10,53.97

 1 永山 実来(1) 高校生  10,58.36 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 飯田高

 2 原 明香里(2) 高校生  10,58.46 
ﾊﾗ  ｱｶﾘ 松川高

 3 西永 梨恵(3) 高校生  11,43.98 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越高

1   449

2   416

3   402

一般　女子

３０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月17日 13:30

大会新  (GR )       16.05

風速 +2.5

 1 三浦 遥果(2) 高校生     17.49 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高

 2 三澤 葵(1) 高校生     17.95 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高

 3 杉山 舞(1) 高校生     19.15 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲ 飯田風越高

 4 上澤 美波(2) 高校生     19.84 
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越高
宮崎 真衣奈(1) 高校生
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高

7   467
欠場

5   469

3   459

6   409

4   415

一般　女子

１００ｍＨ          

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月16日  9:30

大会新  (GR )    26,12.26

 1 牛山 杏香(3) 高校生  30,55.84 
ｳｼﾔﾏ  ｷｮｳｶ 松川高

 2 伊奈川 紗映(2) 高校生  31,33.08 
ｲﾅｶﾞﾜ ｻｴ 飯田女子高
矢沢 美代子 一般
ﾔｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 飯田市陸協
大和 千秋 一般
ﾔﾏﾄ  ﾁｱｷ 飯田病院

4    78
欠場

5    79
欠場

3   400

6   421

一般　女子

５０００ｍＷ        

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月17日 14:25

大会新  (GR )       51.05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 飯田高   409 三浦 遥果(2)     52.98 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
  406 井口 結花(2)

ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ
  415 三澤 葵(1)

ﾐｻﾜ ｱｵｲ
  418 村松 明日見(1)

ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
 2   7 松川高   398 北見 舞夏     53.79 

ﾏﾂｶﾜｺｳ
  403 上原 千夏(1)

ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ
  402 原 明香里(2)

ﾊﾗ  ｱｶﾘ
  397 家苗  蒔(2)

ｶﾅｴ  ﾏｷ
 3   6 飯田風越高(A)   461 稲垣 汐里(2)     54.90 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳA ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ
  468 桜井 菜緒(1)

ｻｸﾗｲ ﾅｵ
  467 宮崎 真衣奈(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ
  462 関島 友里佳(2)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
 4   2 飯田風越高(B)   469 杉山 舞(1)     55.12 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳB ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲ
  463 吉川 夏鈴(2)

ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ
  460 菅沼 真洸(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  459 上澤 美波(2)

ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ
 5   4 DreamAC     1 鮎澤郁恵     55.54 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ｱｲｻﾞﾜｲｸｴ
    3 清水麻由美

ｼﾐｽﾞﾏﾕﾐ
    4 竹内優香

ﾀｹｳﾁﾕｳｶ
    2 高島理嘉

ﾀｶｼﾏﾘｶ
 6   3 飯田女子高   423 榊山 莉帆(1)     59.03 

ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼ ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ
  439 我科 かなえ(2)

ｶﾞｼﾞﾅ ｶﾅｴ
  434 唐澤 茉実(1)

ｶﾗｻﾜ ﾏﾐ
  436 片桐 さくら(1)

ｶﾀｷﾞﾘ ｻｸﾗ

一般　女子

４×１００ｍＲ      

決勝



予選 8月17日 10:15
決勝 8月17日 12:10

大会新  (GR )       12.67

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +1.6

 1 宮澤 風香(3) 中学生     13.52 q  1 島岡 日和(2) 中学生     13.79 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中 ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 松村 紫乃(2) 中学生     13.83 q  2 熊谷 汐乃(2) 中学生     13.97 q
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 下條中

 3 小椋 万柚(3) 中学生     13.85 q  3 戸谷 有沙(2) 中学生     14.09 q
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中 ﾄﾔ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 樋口 美瑛(2) 中学生     14.14 q  4 牧野 明日香(2) 中学生     14.12 q
ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ 高森中 ﾏｷﾉ ｱｽｶ 高森中

 5 下平 杏(2) 中学生     14.34  5 中山 ほのか(2) 中学生     14.60 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝ 緑ヶ丘中 ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中

 6 築島 由理恵(3) 中学生     14.91  6 竹内 乃亜(3) 中学生     15.14 
ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 下伊那松川中 ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中

 7 横前 章子(2) 中学生     15.08 園田 智央(2) 中学生
ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ 飯田高陵中 ｿﾉﾀﾞ ﾁﾋﾛ 高森中

 8 平澤 優香(2) 中学生     15.55 
ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｶ 緑ヶ丘中

風速 +1.1

 1 宮澤 風香(3) 中学生     13.60 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中

 2 熊谷 汐乃(2) 中学生     13.70 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 下條中

 3 島岡 日和(2) 中学生     13.79 
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 小椋 万柚(3) 中学生     13.91 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中

 5 松村 紫乃(2) 中学生     14.04 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 牧野 明日香(2) 中学生     14.15 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 高森中

 7 樋口 美瑛(2) 中学生     14.16 
ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ 高森中

 8 戸谷 有沙(2) 中学生     14.18 
ﾄﾔ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

1  8372

8    13

4    15

2  8371

6    16

5  8410

3  8370

7  8480

5  8599

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  8421 6  8374
欠場

3  8350 2  8411

7  8600 8  8602

6  8372 4  8371

4  8410 7    13

1    15 3  8480

2  8370 5    16

中学共通　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

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



予選 8月17日 10:35
決勝 8月17日 12:20

大会新  (GR )       12.78

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +1.1

 1 伊藤 鈴音(1) 中学生     14.27 q  1 宮下真弥(1) 中学生     13.81 q
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐﾔｼﾀﾏﾔ 豊丘中

 2 千葉 ほの香(1) 中学生     14.39 q  2 寺澤 瞳子(1) 中学生     14.22 q
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高陵中 ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 飯田高陵中

 3 中島 愛(1) 中学生     14.41 q  3 今村 詩乃(1) 中学生     14.60 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘中 ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 緑ヶ丘中

 4 菅沼 望子(1) 中学生     15.05 q  4 宮内 萌菜(1) 中学生     14.71 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中 ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 高森中

 5 石田 涼風(1) 中学生     16.39  5 小久保 茉耶(1) 中学生     15.97 
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 緑ヶ丘中 ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 緑ヶ丘中
石井 涼(1) 中学生  6 吉川 祐奈(1) 中学生     16.56 
ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ 高森中 ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾅ 飯田高陵中
木下 千花(1) 中学生 萩原 優紀(1) 中学生
ｷﾉｼﾀ ﾁｶ 飯田高陵中 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｷ 緑ヶ丘中

風速 +0.6

 1 宮下真弥(1) 中学生     13.88 
ﾐﾔｼﾀﾏﾔ 豊丘中

 2 寺澤 瞳子(1) 中学生     14.15 
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 飯田高陵中

 3 伊藤 鈴音(1) 中学生     14.40 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 中島 愛(1) 中学生     14.45 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘中

 5 千葉 ほの香(1) 中学生     14.56 
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高陵中

 6 宮内 萌菜(1) 中学生     14.73 
ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 高森中

 7 今村 詩乃(1) 中学生     14.81 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 緑ヶ丘中

 8 菅沼 望子(1) 中学生     15.17 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中

8  8606

2  8541

5  8437

1  8376

6    12

7  8610

記録／備考
3    80

4  8429

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  8433 7  8603
欠場 欠場

5  8377 6  8434
欠場

8  8608 5  8614

2  8541 2  8376

4  8610 3  8606

3  8437 4  8429

6    12 8    80

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

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



予選 8月16日 11:15
決勝 8月16日 12:35

大会新  (GR )       26.71

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +1.5

 1 宮澤 風香(3) 中学生     28.80 q  1 齊藤 由佳(2) 中学生     28.60 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中

 2 島岡 日和(2) 中学生     28.80 q  2 牧野 明日香(2) 中学生     29.13 q
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾏｷﾉ ｱｽｶ 高森中

 3 樋口 美瑛(2) 中学生     29.15 q  3 熊谷 汐乃(2) 中学生     29.26 q
ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ 高森中 ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 下條中

 4 山川 りお(3) 中学生     29.97 q  4 松村 紫乃(2) 中学生     29.53 q
ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 小椋 万柚(3) 中学生     30.03  5 築島 由理恵(3) 中学生     30.53 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中 ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 下伊那松川中

 6 菅沼 凜(1) 中学生     34.36  6 宮内 萌菜(1) 中学生     30.70 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘﾝ 飯田高陵中 ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 高森中

 7 鈴木 優菜(1) 中学生     34.71  7 園田 智央(2) 中学生     31.38 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田高陵中 ｿﾉﾀﾞ ﾁﾋﾛ 高森中
石井 涼(1) 中学生  8 田畑 朱理(1) 中学生     32.90 
ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ 高森中 ﾀﾊﾞﾀ ｼｭﾘ 飯田高陵中

風速 +1.7

 1 齊藤 由佳(2) 中学生     28.01 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中

 2 宮澤 風香(3) 中学生     28.20 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中

 3 島岡 日和(2) 中学生     28.70 
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 熊谷 汐乃(2) 中学生     28.71 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 下條中

 5 樋口 美瑛(2) 中学生     28.86 
ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ 高森中

 6 牧野 明日香(2) 中学生     29.13 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 高森中

 7 松村 紫乃(2) 中学生     30.36 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
山川 りお(3) 中学生
ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
6  8370 1  8423

3    16 4  8371

2  8372 5  8480

8    14 3    15

5  8410 8  8350

7  8427 6  8376

1  8432 2  8374

4  8377 7  8428
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  8423

5  8370

3    16

8  8480

7  8372

4  8371

欠場

2    15

1    14



決勝 8月17日 13:05

大会新  (GR )     1,04.79

 1 仲田 ほの(2) 中学生   1,08.91 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 旭ヶ丘中

 2 伊藤 映美(2) 中学生   1,17.24 
ｲﾄｳ ｴｲﾐ 旭ヶ丘中

 3 小國 真穂(2) 中学生   1,21.82 
ｵｸﾆ ﾏﾎ 飯田高陵中

3  8422

2    37

4    36

中学　女子

４００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月16日 13:10

大会新  (GR )     4,52.73

 1 松澤 綾音(3) 中学生   4,56.30 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 喬木中

 2 瀧澤 優奈(2) 中学生   5,14.49 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 羽生 み風(2) 中学生   5,24.18 
ﾊﾆｭｳ ﾐｶｾﾞ 下伊那松川中

 4 金子 咲良(1) 中学生   5,29.47 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中

 5 仲田 ほの(2) 中学生   5,32.12 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 旭ヶ丘中

 6 藤岡 緩奈(2) 中学生   5,33.63 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 高森中

 7 原田 未朱(2) 中学生   5,37.14 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 緑ヶ丘中

 8 代田 有芽(1) 中学生   5,47.78 
ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田高陵中

 9 松尾 遥(1) 中学生   5,49.26 
ﾏﾂｵ ﾊﾙｶ 飯田高陵中

10 橘 茉麟(1) 中学生   5,53.07 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏﾘﾝ 天龍中

11 小池 碧桜(2) 中学生   5,53.65 
ｺｲｹ ﾐｵ 高森中

12 原 彩花(2) 中学生   6,00.59 
ﾊﾗ ｻﾔｶ 下伊那松川中

13 三沢 らん(1) 中学生   6,02.71 
ﾐｻﾜ ﾗﾝ 緑ヶ丘中

14 池田 恭子(2) 中学生   6,12.85 
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｺ 飯田高陵中

15 小國 真穂(2) 中学生   6,22.31 
ｵｸﾆ ﾏﾎ 飯田高陵中

16 齋藤 心彩(2) 中学生   6,23.99 
ｻｲﾄｳ ｺｺｱ 緑ヶ丘中

17 平栗 佳歩(1) 中学生   6,35.41 
ﾋﾗｸﾞﾘ ｶﾎ 緑ヶ丘中
清水 綺良々(1) 中学生
ｼﾐｽﾞ ｷﾗﾗ 飯田高陵中

中学　女子

１５００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11  8530

1  8655

17  8355

16  8611

18    37

8  8375

2  8598

7  8436

5  8430

10  8516

6  8373

3  8352

14  8613

13  8424

9  8422

4  8595

12  8604

15  8431
欠場



決勝 8月17日  9:35

大会新  (GR )    10,23.84

 1 松澤 綾音(3) 中学生  10,14.24 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 喬木中

 2 瀧澤 優奈(2) 中学生  11,08.79 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 神部 紫音(1) 中学生  11,27.45 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 下伊那松川中

 4 金子 咲良(1) 中学生  11,50.28 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中

 5 藤岡 緩奈(2) 中学生  12,20.53 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 高森中

 6 原田 未朱(2) 中学生  12,24.17 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 緑ヶ丘中

 7 森本 恵生(3) 中学生  12,29.72 
ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ 下伊那松川中

 8 小池 碧桜(2) 中学生  12,30.46 
ｺｲｹ ﾐｵ 高森中

 9 座光寺 未来(3) 中学生  12,32.02 
ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 下伊那松川中

10 池田 恭子(2) 中学生  12,52.61 
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｺ 飯田高陵中

11 代田 有芽(1) 中学生  12,56.36 
ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田高陵中

12 増沢 里映(3) 中学生  13,20.73 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｴ 下伊那松川中

13 小國 真穂(2) 中学生  14,20.90 
ｵｸﾆ ﾏﾎ 飯田高陵中

4  8422

6  8436

9  8356

5  8351

8  8424

13  8354

10  8373

2  8375

1  8598

11  8353

7  8611

12  8530
大会新

3  8655

中学　女子

３０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月16日 10:30
決勝 8月16日 12:50

大会新  (GR )       17.19

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +1.2

 1 伊藤 絵夢(2) 中学生     17.93 q  1 戸谷 有沙(2) 中学生     17.52 q
ｲﾄｳ ｴﾑ 天竜SC ﾄﾔ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 菅沼 凜(1) 中学生     21.28 q  2 宮澤 風香(3) 中学生     17.61 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘﾝ 飯田高陵中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中

 3 千葉 ほの香(1) 中学生     21.34  3 牧内 麗(2) 中学生     18.33 q
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高陵中 ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中

 4 北野 緋菜(2) 中学生     21.35  4 寺澤 瞳子(1) 中学生     19.22 q
ｷﾀﾉ ﾋﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 飯田高陵中

 5 中田 桃子(2) 中学生     21.51  5 北原 沙希(2) 中学生     19.22 q
ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ 飯田高陵中 ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中

 6 鈴木 優菜(1) 中学生     22.56  6 伊藤 鈴音(1) 中学生     19.69 q
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田高陵中 ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 7 齊藤 由佳(2) 中学生     23.88 清水 綺良々(1) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中 ｼﾐｽﾞ ｷﾗﾗ 飯田高陵中

風速 +2.7

 1 宮澤 風香(3) 中学生     16.82 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中

 2 戸谷 有沙(2) 中学生     16.95 
ﾄﾔ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 伊藤 絵夢(2) 中学生     17.49 
ｲﾄｳ ｴﾑ 天竜SC

 4 牧内 麗(2) 中学生     17.50 
ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中

 5 北原 沙希(2) 中学生     18.67 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中

 6 寺澤 瞳子(1) 中学生     19.25 
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 飯田高陵中

 7 伊藤 鈴音(1) 中学生     19.50 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 8 菅沼 凜(1) 中学生     20.66 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘﾝ 飯田高陵中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学　女子

１００ｍＨ          

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 記録／備考記録／備考 順
7    66 5    13

8  8427 7  8370

3  8437 2  8420

5    17 8  8429

6  8418 6  8419

4  8432 3    12

2  8423 4  8431
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8370

6    13

4    66

3  8420

8  8419

7  8429

1    12

2  8427



決勝 8月16日 14:00

大会新  (GR )       53.16

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    14 山川 りお(3)     54.13 

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ
   13 戸谷 有沙(2)

ﾄﾔ ｱﾘｻ
   16 島岡 日和(2)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ
   15 松村 紫乃(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
 2   3 高森中  8372 樋口 美瑛(2)     54.32 

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   7 飯田高陵中(A)    71 小椋 万柚(3)     54.62 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ
   77 齊藤 由佳(2)

ｻｲﾄｳ ﾕｶ
   76 牧内 麗(2)

ﾏｷｳﾁ ﾚｲ
   69 寺澤 瞳子(1)

ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ
 4   5 飯田高陵中(B)    70 小西 英瑠真(1)     58.08 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｺﾆｼ ｴﾙﾏ
   72 千葉 ほの香(1)

ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ
   75 北原 沙希(2)

ｷﾀﾊﾗ ｻｷ
   74 中田 桃子(2)

ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ
 5   2 緑ヶ丘中(A)  8598 原田 未朱(2)     58.58 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳA ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ
 8602 中山 ほのか(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ
 8601 下平 佳穂里(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ
 8600 下平 杏(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝ
 6   6 緑ヶ丘中(B)  8610 中島 愛(1)     59.38 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳB ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ
 8609 木下 知夏(1)

ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｶ
 8603 萩原 優紀(1)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｷ
 8606 今村 詩乃(1)

ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ

中学　女子

４×１００ｍＲ      

決勝



予選 8月17日 10:55
決勝 8月17日 12:30

大会新  (GR )       13.76

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.7

 1 伊藤 優凪(6) 小学生     14.55 q  1 宮澤 香音(6) 小学生     14.53 q
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 池野 佳帆(6) 小学生     14.83 q  2 戸谷 優花(6) 小学生     14.85 q
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾄﾔ ﾕｳｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 松村 みすゞ(6) 小学生     15.20 q  3 上原 萌(6) 小学生     14.95 q
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 幾島 彩瑛(6) 小学生     15.71  4 福澤 紗耶(6) 小学生     15.29 q
ｲｸｼﾏ ｻｴ 下條小 ﾌｸｻﾞﾜ ｻﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 長谷部 奈月(6) 小学生     15.81  5 小平 真帆(6) 小学生     15.56 q
ﾊｾﾍﾞ  ﾅﾂｷ 丸山小 ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 天竜SC

 6 萩原 利映(6) 小学生     15.88  6 北見 唯夏(6) 小学生     16.37 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｴ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｷﾀﾐ ﾕｳﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 花井 静(6) 小学生     15.90  7 原 志織(6) 小学生     16.60 
ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾗ ｼｵﾘ 下條小

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

風速 +1.5

 1 宮澤 香音(6) 小学生     14.35 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 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

 3 戸谷 優花(6) 小学生     14.63 
ﾄﾔ ﾕｳｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 池野 佳帆(6) 小学生     14.80 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 上原 萌(6) 小学生     14.88 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 6 松村 みすゞ(6) 小学生     15.21 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 7 福澤 紗耶(6) 小学生     15.22 
ﾌｸｻﾞﾜ ｻﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 8 小平 真帆(6) 小学生     15.55 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 天竜SC

1    32

2    67

7    26

8    25

3    23

4    29

5    57

6    18

4    68

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    52 2    40

8    64 7    65

7    50 5    67

2    38 4    32

1    25 6    26

5    29 8    23

3    18 3    57

小６　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

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



決勝 8月17日 12:40

大会新  (GR )       14.72

風速 +2.5

 1 金田 萌(5) 小学生     15.08 
ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 西島 美幸(5) 小学生     15.11 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 西村 歩華(5) 小学生     15.71 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 水野 香帆(5) 小学生     15.81 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 芦澤 陽菜(5) 小学生     15.94 
ｱｼｻﾞﾜ ﾋﾅ 阿智村RC

 6 松下 朋佳(5) 小学生     16.04 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 飯嶋 綾乃(5) 小学生     16.38 
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 下條小

 8 飯島 香乃(5) 小学生     16.67 
ｲｲｼﾞﾏ ｶﾉ 下條小

7    46

5    45

4    34

8    10

2    62

6    11

3    22

1    28

小５　女子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月17日 11:15
決勝 8月17日 12:50

大会新  (GR )       14.61

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +0.8

 1 中山 愛梨(4) 小学生     15.71 q  1 山城 春菜(4) 小学生     15.08 q
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 関島 瑠愛(4) 小学生     15.79 q  2 宮下 莉瑚(4) 小学生     15.84 q
ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 吉澤 詩乃(4) 小学生     16.17 q  3 佐藤 悠花(4) 小学生     16.57 q
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 市瀬 瑠華(4) 小学生     16.28 q  4 杉山 愛里彩(4) 小学生     16.72 q
ｲﾁﾉｾ ﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 羽生 彩七(4) 小学生     17.27  5 熊谷 朋華(4) 小学生     16.83 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 丸山 萌仁果(4) 小学生     17.43  6 塩澤 舞(4) 小学生     17.07 
ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾆｶ 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 佐藤 綾花(4) 小学生     18.20  7 筒井 心葉(4) 小学生     17.62 
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 藤本 優那(4) 小学生     18.69  8 丸山 里淑(4) 小学生     18.21 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｽﾞﾑ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

風速 +2.8

 1 山城 春菜(4) 小学生     14.89 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 宮下 莉瑚(4) 小学生     15.52 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 中山 愛梨(4) 小学生     15.62 
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 市瀬 瑠華(4) 小学生     15.95 
ｲﾁﾉｾ ﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 関島 瑠愛(4) 小学生     15.99 
ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 佐藤 悠花(4) 小学生     16.06 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 吉澤 詩乃(4) 小学生     16.06 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 杉山 愛里彩(4) 小学生     16.10 
ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

小４　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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
7    30 2    61

4    53 1    55

8    54 4    60

5    24 5    27

2    51 6    58

1    20 3    19

6    59 8    63

3    31 7    21

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    61

3    55

5    30

8    24

6    53

1    60

7    54

2    27



決勝 8月17日 13:55

大会新  (GR )     3,23.66

 1 原 妃奈乃(6) 小学生   3,30.98 
ﾊﾗ ﾋﾅﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 松下 朋佳(5) 小学生   3,34.14 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 佐藤 悠花(4) 小学生   3,34.28 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 佐々木 美羽(5) 小学生   3,41.72 
ｻｻｷ ﾐｳ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 田中 里歩(6) 小学生   3,45.71 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 阿智村RC

 6 原 彩乃(5) 小学生   3,46.88 
ﾊﾗ ｱﾔﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 水野 香帆(5) 小学生   3,50.87 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 筒井 心葉(4) 小学生   3,51.11 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 9 芦澤 陽菜(5) 小学生   3,52.18 
ｱｼｻﾞﾜ ﾋﾅ 阿智村RC

10 金子 陽南(5) 小学生   3,53.27 
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

11 福澤 紗耶(6) 小学生   3,54.48 
ﾌｸｻﾞﾜ ｻﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

12 羽生 彩七(4) 小学生   4,07.46 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

13 宮内 笑夢(5) 小学生   4,16.77 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

14 山本 鈴華(5) 小学生   4,49.63 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｶ 下條小

小学　女子

１０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14     8

2    10

9    60

8     9

13    35

10     7

12    11

3    63

11    34

6     6

1    32

7    51

5    56

4    41



予選 8月17日  9:00
決勝 8月17日 14:15

大会新  (GR )       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   6 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(B)    22 金田 萌(5)   1,00.25 q  1   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(A)    23 戸谷 優花(6)     57.82 q

ｲｲﾀﾞｯｼｭｯｸﾗﾌﾞB ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｯｸﾗﾌﾞA ﾄﾔ ﾕｳｶ
   32 福澤 紗耶(6)    29 池野 佳帆(6)

ﾌｸｻﾞﾜ ｻﾔ ｲｹﾉ ｶﾎ
   28 西島 美幸(5)    26 上原 萌(6)

ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｳｴﾊﾗ ﾓｴ
   25 松村 みすゞ(6)    18 伊藤 優凪(6)

ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
 2   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)    52 花井 静(6)   1,00.47 q  2   2 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    53 関島 瑠愛(4)   1,01.77 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ
   65 北見 唯夏(6)    60 佐藤 悠花(4)

ｷﾀﾐ ﾕｳﾅ ｻﾄｳ ﾕｳｶ
   64 萩原 利映(6)    55 宮下 莉瑚(4)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｴ ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ
   57 宮澤 香音(6)    61 山城 春菜(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 3   2 下條小    39 吉村 晴香(6)   1,03.56 q  3   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(C)    19 塩澤 舞(4)   1,03.98 q

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｯｸﾗﾌﾞC ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ
   40 原 志織(6)    33 木下 明里咲(5)

ﾊﾗ ｼｵﾘ ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ
   43 村松 雛(6)    27 杉山 愛里彩(4)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾅ ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾘｻ
   38 幾島 彩瑛(6)    30 中山 愛梨(4)

ｲｸｼﾏ ｻｴ ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ
 4   3 丸山小    48 小林 こころ(6)   1,03.67 q  4   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    58 熊谷 朋華(4)   1,05.09 q

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｺﾛ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ
   50 長谷部 奈月(6)    54 吉澤 詩乃(4)

ﾊｾﾍﾞ  ﾅﾂｷ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
   47 宮澤 杏里(6)    63 筒井 心葉(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾝﾘ ﾂﾂｲ ｺｺﾊ
   49 千葉 麻里子(6)    62 西村 歩華(5)

ﾁﾊﾞ  ﾏﾘｺ ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ
 5   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(D)    21 丸山 里淑(4)   1,10.38  5   6 下條小    41 山本 鈴華(5)   1,06.74 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｯｸﾗﾌﾞD ﾏﾙﾔﾏ ﾘｽﾞﾑ ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｶ
   20 丸山 萌仁果(4)    45 飯島 香乃(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾆｶ ｲｲｼﾞﾏ ｶﾉ
   31 藤本 優那(4)    42 生島 明(5)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ ｲｸｼﾏ ﾒｲ
   24 市瀬 瑠華(4)    46 飯嶋 綾乃(5)

ｲﾁﾉｾ ﾙｶ ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾉ

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   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(A)    23 戸谷 優花(6)     57.99 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｯｸﾗﾌﾞA ﾄﾔ ﾕｳｶ
   29 池野 佳帆(6)

ｲｹﾉ ｶﾎ
   26 上原 萌(6)

ｳｴﾊﾗ ﾓｴ
   18 伊藤 優凪(6)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
 2   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(B)    22 金田 萌(5)   1,00.37 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｯｸﾗﾌﾞB ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ
   32 福澤 紗耶(6)

ﾌｸｻﾞﾜ ｻﾔ
   28 西島 美幸(5)

ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ
   25 松村 みすゞ(6)

ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ
 3   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)    52 花井 静(6)   1,00.89 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ
   65 北見 唯夏(6)

ｷﾀﾐ ﾕｳﾅ
   64 萩原 利映(6)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｴ
   57 宮澤 香音(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ
 4   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    53 関島 瑠愛(4)   1,02.06 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ
   60 佐藤 悠花(4)

ｻﾄｳ ﾕｳｶ
   55 宮下 莉瑚(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ
   61 山城 春菜(4)

ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 5   7 下條小    39 吉村 晴香(6)   1,04.01 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙｶ
   40 原 志織(6)

ﾊﾗ ｼｵﾘ
   43 村松 雛(6)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾅ
   38 幾島 彩瑛(6)

ｲｸｼﾏ ｻｴ
 6   8 丸山小    48 小林 こころ(6)   1,04.21 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｺﾛ
   50 長谷部 奈月(6)

ﾊｾﾍﾞ  ﾅﾂｷ
   47 宮澤 杏里(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾝﾘ
   49 千葉 麻里子(6)

ﾁﾊﾞ  ﾏﾘｺ
 7   1 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(C)    19 塩澤 舞(4)   1,04.81 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｯｸﾗﾌﾞC ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ
   33 木下 明里咲(5)

ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ
   27 杉山 愛里彩(4)

ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾘｻ
   30 中山 愛梨(4)

ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ
 8   2 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    58 熊谷 朋華(4)   1,05.90 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ
   54 吉澤 詩乃(4)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
   63 筒井 心葉(4)

ﾂﾂｲ ｺｺﾊ
   62 西村 歩華(5)

ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ

４×１００ｍＲ      
決勝

小学　女子



決勝 8月16日 11:00

大会新  (GR )        1.45

上澤 美波(2) 高校生 大会タイ
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越高
村松 明日見(1) 高校生
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高
市沢 日菜(2) 高校生
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高
宮崎 真衣奈(1) 高校生 欠場
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

一般　女子

走高跳              

決勝

備考1m10 1m15 1m20所属名 記録
1 4   459

1m551m40 1m451m25 1m30 1m35

2 3   418

O XO XXX- O O-

O- - -

 1.45- -

 1.35

3 1   420

XXX- -

- O XXO- - -  1.35

2   467

XXX



決勝 8月16日 10:00

大会新  (GR )        2.40

井口 結花(2) 高校生
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田高

一般　女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m60 記録 備考
1   406

XXX



決勝 8月17日 10:30

大会新  (GR )        5.16

三浦 遥果(2) 高校生   4.58   4.55   4.25   4.53   4.46    X    4.58 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高   +1.6   +0.3   +0.2   +1.1   +1.2    +1.6
倉内 遥香(2) 高校生   4.34   4.08   4.39   4.34   3.91   4.12    4.39 
ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ 下伊那農高   +1.1   +0.6   +0.3   +0.6   +2.1   +1.1    +0.3
宮崎 真衣奈(1) 高校生   4.34   3.46   4.37   4.36   4.23   3.11    4.37 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高   +1.0   +0.9   +1.4   +1.2   +1.2   +0.9    +1.4
榊山 莉帆(1) 高校生   3.69   3.82   4.06   3.83   3.99   4.09    4.09 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子高   +3.1   +0.8   +1.7   +0.5   +1.5    0.0     0.0
唐澤 茉実(1) 高校生 欠場
ｶﾗｻﾜ ﾏﾐ 飯田女子高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 5   409

2 3   492

1   434

3 4   467

4 2   423



決勝 8月16日  9:30

大会新  (GR )       36.88

上澤 美波(2) 高校生 欠場
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

  O   O 20.53
1   459

  X 17.37   O



決勝 8月16日 12:30

大会新  (GR )       33.57

稲垣 汐里(2) 高校生
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

  O   O 30.85  30.85 
1 1   461

  O   X   O



決勝 8月16日 11:00

大会新  (GR )        1.45

齊藤 由佳(2) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中
北原 沙希(2) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中
北野 緋菜(2) 中学生
ｷﾀﾉ ﾋﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
小西 英瑠真(1) 中学生
ｺﾆｼ ｴﾙﾏ 飯田高陵中
横前 章子(2) 中学生
ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ 飯田高陵中
寺澤 瞳子(1) 中学生
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 飯田高陵中
下平 佳穂里(2) 中学生 欠場
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 緑ヶ丘中

中学　女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 記録 備考
1 7  8423

- - - O O O XXO XXX  1.40

2 6  8419
- - O O XO O XXX  1.35

3 3    17
O O O XXX  1.20

4 4  8435
O XO XXX  1.15

5 1  8421
O XXX  1.10

6 2  8429
XO XXX  1.10

5  8601



決勝 8月17日 10:30

大会新  (GR )        5.10

中島 愛(1) 中学生    -   4.04   4.02   4.13   4.32   4.32    4.32 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘中   +1.3    0.0   +0.3   +0.1   -0.3    +0.1
北原 沙希(2) 中学生   4.17   4.05   4.28   3.97   4.12   3.96    4.28 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中   +1.3   +2.0   +0.3   -1.3   +0.4   -1.5    +0.3
牧内 麗(2) 中学生   4.13   4.09   3.95   2.62   3.26   3.86    4.13 
ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中   +1.8   +1.2   +1.1   -0.4   +1.0   -2.3    +1.8
中田 桃子(2) 中学生   3.99    X   3.88   4.00   3.71   4.04    4.04 
ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ 飯田高陵中   +2.7   +0.2   +0.2   -1.0   -0.4    -0.4
伊藤 鈴音(1) 中学生    -    X    X    X    X   4.02    4.02 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -1.5    -1.5
小西 英瑠真(1) 中学生   3.39   3.54   3.49   3.38   3.22   3.06    3.54 
ｺﾆｼ ｴﾙﾏ 飯田高陵中   +2.4   +1.3   +0.8   +0.2   -1.2    0.0    +1.3
小椋 万柚(3) 中学生   3.50   3.43    X    X    X   2.06    3.50 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中   +1.0   +1.6   -1.9    +1.0
近藤 由梨(2) 中学生 欠場
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ 飯田高陵中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 8  8610

2 3  8419

3 2  8420

4 5  8418

5 6    12

6 1  8435

7 7  8410

4  8425



決勝 8月17日  9:20

大会新  (GR )       12.00

竹内 乃亜(3) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 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
齊藤 由佳(2) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中
木下 知夏(1) 中学生
ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｶ 緑ヶ丘中

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 4  8411

 8.00  8.84  8.35  8.58  9.26  9.04   9.26 

2 3  8596
 7.73  7.55  8.13  7.85  7.36   X   8.13 

3 2  8423
 7.03  6.84  6.86

4 1  8609
 6.25  5.92  6.11  6.42  5.58  6.05   6.42 

 6.55  7.53  7.38   7.53 



決勝 8月16日  9:30

大会新  (GR )       17.70

近藤 由梨(2) 中学生
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ 飯田高陵中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

  O   O   O  14.40 
1 1  8425

  O   O 14.40



決勝 8月17日 13:30

大会新  (GR )       42.15

遠山 雅(3) 中学生
ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 阿智村RC
山田 恭華(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｶ 緑ヶ丘中
齋藤 心彩(2) 中学生
ｻｲﾄｳ ｺｺｱ 緑ヶ丘中
木下 知夏(1) 中学生
ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｶ 緑ヶ丘中

  O   X   O  13.83 

  O   O   O  17.54 

4 2  8609
13.83   X   O

  O   O 25.96  25.96 

3 1  8595
  O 17.54   X

  O 27.09   O  27.09 

2 4  8596
23.79   X   O

1 3  2117
  O   O 26.86

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 8月17日  9:20

大会新  (GR )        4.24

宮澤 香音(6) 小学生   4.48   3.93   4.15   4.22    X   4.50    4.50 4.48(+1.4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   +1.4   +2.5   +1.2   +1.2   +3.1    +3.1 大会新
池野 佳帆(6) 小学生   4.14   3.99   4.04    X   3.94   3.06    4.14 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   +2.1   +3.3   +2.2   +2.1   +1.9    +2.1
飯島 香乃(5) 小学生   3.10   2.96   3.25   2.88   3.27   3.34    3.34 
ｲｲｼﾞﾏ ｶﾉ 下條小   +2.2   +2.3   +2.2   +2.4   +2.8   +3.2    +3.2
金田 萌(5) 小学生   3.23   2.81   2.70   3.17   2.77   3.22    3.23 
ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   +1.8   +1.9   +2.0   +2.6   +2.5   +2.9    +1.8
木下 明里咲(5) 小学生   2.90   3.08   3.12   3.07   3.12   2.26    3.12 
ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   +1.5   +2.4   +2.4   +2.4   +3.0   +2.7    +2.4
小林 こころ(6) 小学生   2.68   2.92   3.08   2.75   3.10   2.69    3.10 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｺﾛ 丸山小   +1.9   +2.6   +2.2   +2.3   +2.2   +1.9    +2.2
塩澤 舞(4) 小学生   2.97   2.77   2.88    X   2.72    X    2.97 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   +2.0   +2.2   +3.0   +1.9    +2.0

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 7    57

2 6    29

3 3    45

4 4    22

7 1    19

5 2    33

6 5    48
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