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第６６回 飯伊陸上競技選手権大会 

記録集 
 

 

 

 

 

 

 
期   日： 平成２８年９月３日（土）、４日（日） 

会   場： 飯田市総合運動場陸上競技場（202050） 

主   催： (一財)長野陸上競技協会・飯伊陸上競技協会 

共   催： (公財)飯田市体育協会・下伊那郡体育協会 

後   援： 飯田市教育委員会・飯伊市町村教育委員会連絡協議会 

       下伊那地区高等学校体育連盟・下伊那校長会 

       下伊那中学校体育連盟・㈱南信州新聞社 

主   管： 飯伊陸上競技協会 

審 判 長： トラック／熊谷賢二  フィールド／大坪章男 

記 録 主 任： 松尾 敏文 

 

■この大会で樹立された記録 
月日 種目 ラウンド 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

ｚ
9/3 

5000mW 決勝 23 分 54 秒 88 大和千秋 女 飯田病院 26分 12秒 26 大会新

9/3 100m 予選 12 秒 26(-0.9) 今井沙緒里 女 飯田病院 12 秒 59 大会新
9/3 100m 決勝 12 秒 07(+0.5) 今井沙緒里 女 飯田病院 12 秒 59 大会新
9/3 走高跳 決勝 1m50 北原沙希(1) 女 飯田風越高 1m50 大会ﾀｲ

9/3 中学女子 100mH 決勝 16 秒 07(+1.5) 池野佳帆(2) 女
イイダッシュ

AC 
16 秒 17 大会新

9/3 
中学女子 
4×100mR 

決勝 52 秒 49 

伊藤優凪(2) 
西島美幸(1) 
伊藤鈴音(3) 
池野佳帆(2) 

女
イイダッシュ

AC 
53 秒 16 大会新

9/4 400m 予選 49 秒 56 近藤雅哉(2) 男 松川高 50 秒 03 大会新
9/4 ４年 100ｍ 決勝 14 秒 57(+0.9) 山口耕(4) 男 上郷小 14 秒 70 大会新
9/4 砲丸投 決勝 11m29 遠藤邦彦 男 ターミガンズ 11ｍ28 大会新
9/4 小学女子 1000m 決勝 3 分 16 秒 53 佐藤悠花(6) 女 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 3 分 22 秒 19 大会新

9/4 
小学女子 
4×100mR 

決勝 55 秒 56 

宮下莉湖(6) 
関島瑠愛(6) 
吉澤詩乃(6) 
山城春菜(6) 

女
松川陸上 
クラブ(A) 

55 秒 56 大会新

■グラウンドコンディション 
2016 年 9 月 3 日（土） 2016 年 9 月 4 日（日） 

時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度% 時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度%

 9:30 晴れ 北東 0.6 26.8 48.0  9:00 晴れ 西南西 0.2 27.5 52.0 
10:00 晴れ 北北東 0.8 28.7 45.0 10:00 晴れ 南南西 0.3 28.8 49.0 
11:00 晴れ 北北西 1.2 30.1 43.0 11:00 晴れ 西南西 2.5 31.7 43.0 
12:00 晴れ 東北東 0.5 31.7 40.0 12:00 晴れ 南西 5.0 33.0 40.0 
13:00 晴れ 東北東 1.5 33.4 39.0 13:00 晴れ 西南西 0.9 33.2 40.0 

      14:00 晴れ 南西 1.8 34.1 39.0 



決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会タイ) 女  子 【競技場】202050  飯田市総合運動場陸上競技場

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
09/03 女子  +0.5今井 沙緒里 12.07 島岡 日和(1) 13.13 関島友里佳 13.34 松村 紫乃(1) 13.43 熊谷 汐乃(1) 13.65 牧野 明日香(1) 13.72 小椋 万柚(2) 14.00 下平 杏(1) 14.40

100m 一般･飯田病院 GR 高校･飯田高 一般･DreamAC 高校･飯田風越高 高校･飯田女子高 高校･松川高 高校･飯田高 高校･飯田風越高
09/04 牧野 明日香(1) 1,04.27 原田 未朱(1) 1,04.49 野崎 優奈(2) 1,07.61 小椋 万柚(2) 1,10.22

400m 高校･松川高 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･飯田高
09/03 原田 未朱(1) 2,32.57 篠田 萌(1) 2,34.29 仲田 ほの(1) 2,35.28 森本 恵生(2) 2,42.18

800m 高校･松川高 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高
09/04 小池 碧桜(1) 11,58.86 座光寺 未来(2) 12,45.19

3000m 高校･松川高 高校･飯田女子高
09/04  +0.5齊藤 由佳(1) 17.96 池戸 日彩(2) 18.56

100mH(0.840m) 高校･飯田高 高校･飯田女子高
09/03 宮澤 風香(2) 1,11.16 野崎 優奈(2) 1,12.35

400mH(0.762m) 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高
09/03 大和 千秋 23,54.88 平澤 優佳(1) 30,34.82 矢沢 美代子　 32,18.49 木下 菫(2) 36,43.47

5000mW 一般･飯田病院 GR 高校･松川高 一般･飯田市陸協 高校･飯田高
09/03 北原 沙希(1) 1.50 齊藤 由佳(1) 1.35 下平 佳穂里(1) 1.20

走高跳 高校･飯田風越高 GT 高校･飯田高 高校･飯田高
09/03 佐々木 果穂(2)

棒高跳 高校･飯田風越高
09/04 島岡 日和(1) 4.42(+1.2) 宮澤 風香(2) 4.38(+1.7) 竹内 乃亜(2) 4.35(+1.5) 北原 沙希(1) 4.28(+2.4) 松村 紫乃(1) 4.09(+0.4) 田中 優(2) 3.76(+1.0)

走幅跳 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･飯田女子高 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 高校･飯田女子高
09/04 竹内 乃亜(2) 7.26 熊谷 汐乃(1) 3.44

砲丸投 高校･飯田女子高 高校･飯田女子高
09/03 北野 緋菜(1) 30.95 知久 遥紀(2) 19.72 齊藤 由佳(1) 18.64

やり投 高校･阿南高 高校･飯田女子高 高校･飯田高
09/04 飯田風越高       52.65 飯田女子高       54.26 下伊那農業高      54.47 飯田高       54.70 松川高       57.52

4x100mR 松村 紫乃(1) 竹内 乃亜(2) 住吉 遥夏(2) 小椋 万柚(2) 平澤 優佳(1)
野崎 優奈(2) 田中 優(2) 倉澤 まりあ(2) 島岡 日和(1) 原田 未朱(1)
佐々木 果穂(2) 中山 ほのか(1) 山口 穂菜美(2) 齊藤 由佳(1) 小池 碧桜(1)
宮澤 風香(2) 熊谷 汐乃(1) 井口 恵(2) 下平 佳穂里(1) 牧野 明日香(1)

09/04 小学女子　4  +1.9山川 このみ(4) 16.25 羽生 彩華(4) 16.42 小嶋  真凜(4) 16.52 桐生 瑞希(4) 17.31 松下  和乃歌(4) 17.86 鎮西  光希(4) 18.24
100m 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･下條小 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･下條小 小学･下條小

09/04 中学女子　1  +3.5西島 美幸(1) 13.49 近藤 希乃佳(1) 14.14 宮下 聖菜(1) 14.36 木下 明里咲(1) 14.84 熊谷 千尋(1) 14.96 片桐 彩(1) 15.06 竹村 菜々美(1) 15.09 月木 優花(1) 15.20
100m 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･飯田高陵中 中学･高森中 中学･緑ヶ丘中 中学･高森中 中学･豊丘中 中学･緑ヶ丘中 中学･豊丘中

09/04 中学女子  +1.8藤本 遥(2) 12.99 宮下 真弥(3) 13.10 伊藤 優凪(2) 13.49 丸山 いより(2) 13.61 池野 佳帆(2) 13.76 中島 愛(3) 13.81 鈴木 彩瑛(2) 13.98 田中 里歩(2) 14.43
100m 中学･緑ヶ丘中 中学･豊丘中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･高森中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･緑ヶ丘中 中学･飯田高陵中 中学･阿智村RC

09/03  +0.3伊藤 優凪(2) 27.36 丸山 いより(2) 28.09 西島 美幸(1) 28.36 伊藤 鈴音(3) 28.76 上原 萌(2) 28.88 中平 留李花(2) 29.93 長谷部 奈月(2) 30.31 宮下 聖菜(1) 30.33
200m 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･高森中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･高森中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･高森中

09/04 宮下 真弥(3) 1,05.65 田中 里歩(2) 1,08.47 水野 香帆(1) 1,09.85
400m 中学･豊丘中 中学･阿智村RC 中学･ISｼﾞｭﾆｱ

09/03 千葉 麻里子(2) 4,53.01 松下 朋佳(1) 5,09.01 西村 歩華(1) 5,32.40 佐々木 美羽(1) 5,37.77 水野 香帆(1) 5,48.68 宮内 笑夢(1) 6,02.85 赤羽 菜杏(1) 6,31.99
1500m 中学･飯田西中 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･高森中 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･高森中 中学･高森中

09/04 千葉 麻里子(2) 10,33.25 松井 美蓉(2) 11,00.39 松下 朋佳(1) 11,17.71 金子 咲良(3) 11,54.18 代田 有芽(3) 12,01.08 金子 陽南(1) 12,22.07 西村 歩華(1) 12,24.88 高本 美咲(1) 13,00.38
3000m 中学･飯田西中 中学･阿智村RC 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･緑ヶ丘中 中学･飯田高陵中 中学･緑ヶ丘中 中学･高森中 中学･豊丘中

09/03  +1.5池野 佳帆(2) 16.07 今村 詩乃(3) 17.27 宮澤 香音(2) 18.12 牧内 沙樹(3) 19.02 男澤 夏帆(2) 19.42 熊谷 千尋(1) 20.35 田間 美羽(2) 22.22
100mH(0.762m) 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC GR 中学･緑ヶ丘中 中学･高森中 中学･緑ヶ丘中 中学･天龍中 中学･高森中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

09/03 小平 真帆(2) 1.35 藤本 祐菜(2) 1.25 今村 朱(2) 1.15
走高跳 中学･高森中 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中

09/04 宮澤 香音(2) 4.84(+2.2) 池野 佳帆(2) 4.62(+2.8) 小久保 茉耶(3)4.54(+0.1) 伊藤 鈴音(3) 4.51(+0.8) 中平 留李花(2)4.17(+1.6) 小平 真帆(2) 4.02(+1.4) 小林 菜月(1) 3.90(+2.1) 渡久山 和(1) 3.69(+0.5)
走幅跳 中学･高森中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･緑ヶ丘中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･高森中 中学･高森中 中学･緑ヶ丘中 中学･天龍中

09/04 戸谷 優花(2) 7.38 伊藤 鈴音(3) 6.36 田間 美羽(2) 6.34
砲丸投 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC



決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会タイ) 女  子 【競技場】202050  飯田市総合運動場陸上競技場

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
09/04 大牧 穂香(1) 20.96 藤井 七星(2) 12.59

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･緑ヶ丘中 中学･豊丘中
09/03 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)      52.49 高森中(A)       54.21 緑ヶ丘中       54.71 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)      56.49 飯田高陵中       57.02 高森中(B)       59.09

4x100mR 池野 佳帆(2) GR 小平 真帆(2) 牧内 沙樹(3) 田間 美羽(2) 近藤 希乃佳(1) 熊谷 千尋(1)
西島 美幸(1) 丸山 いより(2) 今村 詩乃(3) 松村 みすゞ(2) 鈴木 彩瑛(2) 宮下 聖菜(1)
伊藤 鈴音(3) 中平 留李花(2) 小久保 茉耶(3) 長谷部 奈月(2) 伊東 愛渚(1) 西村 歩華(1)
伊藤 優凪(2) 宮澤 香音(2) 中島 愛(3) 上原 萌(2) 藤本 祐菜(2) 竹村 成美(1)

09/04 小学女子 佐藤 悠花(6) 3,16.53 筒井 心葉(6) 3,27.09 羽生 彩七(6) 3,34.78 佐藤 綾花(6) 3,35.17 木下 茜莉(6) 3,43.76 梅木  莉子(4) 3,49.44 羽生 彩華(4) 3,53.72 下嶋 優菜(5) 3,54.86
1000m 小学･松川陸上ｸﾗ GR 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･下條小 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･下條小

09/04 関島 瑠愛(6) 3.86(0.0) 吉澤 詩乃(6) 3.63(+0.9) 塩澤 舞(6) 3.59(+0.7) 梶間 理預(5) 3.02(-0.8)
走幅跳 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

09/04 古田 沙緒里(6) 32.35 清水 華音(5) 29.14 五十嵐美羽(5) 21.72
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･下條小 小学･浜井場小 小学･浜井場小

09/04 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      55.56 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    1,01.36 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     1,01.41 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,04.62 浜井場小     1,07.21
4x100mR 宮下 莉瑚(6) GR 梶間 理預(5) 三嶋 渚沙(5) 羽生 彩七(6) 吉川 瑞姫(5)

関島 瑠愛(6) 能登 愛琉(5) 杉山 愛里彩(6) 佐藤 綾花(6) 清水 華音(5)
吉澤 詩乃(6) 湯澤 帆花(5) 藤森 愛夢(5) 筒井 心葉(6) 足立 美織(5)
山城 春菜(6) 熊谷 朋華(6) 塩澤 舞(6) 佐藤 悠花(6) 松澤 望(5)

09/04 小学女子　5  +1.9能登 愛琉(5) 14.85 三嶋 渚沙(5) 15.37 湯澤 帆花(5) 15.40 梶間 理預(5) 15.57 藤森 愛夢(5) 15.79 中島 祥美(5) 16.04 下嶋 優菜(5) 16.27 山田 千栞(5) 18.70
100m 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･下條小 小学･下條小 小学･下條小

09/04 小学女子　6  +3.2山城 春菜(6) 13.71 関島 瑠愛(6) 14.07 木下 茜莉(6) 14.34 吉澤 詩乃(6) 14.37 宮下 莉瑚(6) 14.40 杉山 愛里彩(6) 15.06 熊谷 朋華(6) 15.59 浜塚 花(6) 16.10
100m 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･下條小



予選 9月3日 10:45
決勝 9月3日 12:00

大会新(GR)          12.59

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.9

 1 関島友里佳 一般     13.59 Q  1 今井 沙緒里 一般     12.26 Q
ｾｷｼﾞﾏﾕﾘｶ DreamAC ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院

 2 松村 紫乃(1) 高校     13.61 Q  2 島岡 日和(1) 高校     13.34 Q
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越高 ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田高

 3 牧野 明日香(1) 高校     13.86 Q  3 熊谷 汐乃(1) 高校     13.78 Q
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川高 ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 飯田女子高

 4 小椋 万柚(2) 高校     14.13 q  4 下平 杏(1) 高校     14.28 q
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝ 飯田風越高

 5 中山 ほのか(1) 高校     14.73  5 平澤 優香(1) 高校     15.23 
ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 飯田女子高 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｶ 飯田OIDE長姫高

 6 山内 萌衣(1) 高校     15.00 中尾 晴香(2) 高校
ﾔﾏｳﾁ ﾓｴ 飯田OIDE長姫高 ﾅｶｵ ﾊﾙｶ 飯田OIDE長姫高

 7 下平 佳穂里(1) 高校     15.53 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 飯田高

風速 +0.5

 1 今井 沙緒里 一般     12.07 
ｲﾏｲ  ｻｵﾘ 飯田病院

 2 島岡 日和(1) 高校     13.13 
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田高

 3 関島友里佳 一般     13.34 
ｾｷｼﾞﾏﾕﾘｶ DreamAC

 4 松村 紫乃(1) 高校     13.43 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越高

 5 熊谷 汐乃(1) 高校     13.65 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 飯田女子高

 6 牧野 明日香(1) 高校     13.72 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川高

 7 小椋 万柚(2) 高校     14.00 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高

 8 下平 杏(1) 高校     14.40 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾝ 飯田風越高

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

女子

100m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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     1 2    46

大会新
6   456 5   407

5   384 4   437

8   410 6   457

2   441 3   472

3   473 7   471
欠場

4   408

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    46

大会新
4   407

6     1

3   456

7   437

8   384

1   410

2   457



決勝 9月4日 13:05

大会新(GR)        1,00.40

 1 牧野 明日香(1) 高校   1,04.27 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川高

 2 原田 未朱(1) 高校   1,04.49 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川高

 3 野崎 優奈(2) 高校   1,07.61 
ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越高

 4 小椋 万柚(2) 高校   1,10.22 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高
佐々木 果穂(2) 高校
ｻｻｷ ｶﾎ 飯田風越高
関島友里佳 一般
ｾｷｼﾞﾏﾕﾘｶ DreamAC
森本 恵生(2) 高校
ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ 飯田風越高

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   384

5   382

6   446

7   410

8   448
欠場

2   449
欠場

4     1
欠場



決勝 9月3日 10:15

大会新(GR)        2,22.35

 1 原田 未朱(1) 高校   2,32.57 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川高

 2 篠田 萌(1) 高校   2,34.29 
ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 飯田高

 3 仲田 ほの(1) 高校   2,35.28 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越高

 4 森本 恵生(2) 高校   2,42.18 
ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ 飯田風越高

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   382

5   409

2   459

4   448



決勝 9月4日  9:25

大会新(GR)       10,37.77

 1 小池 碧桜(1) 高校  11,58.86 
ｺｲｹ ﾐｵ 松川高

 2 座光寺 未来(2) 高校  12,45.19 
ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 飯田女子高

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
15   383

14   444



決勝 9月4日 13:20

大会新(GR)          16.05

風速 +0.5

 1 齊藤 由佳(1) 高校     17.96 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高

 2 池戸 日彩(2) 高校     18.56 
ｲｹﾄﾞ ﾋｲﾛ 飯田女子高
熊谷 汐乃(1) 高校
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 飯田女子高

2   437
欠場

3   406

4   438

女子

100mH(0.840m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 11:20

大会新(GR)        1,09.99

 1 宮澤 風香(2) 高校   1,11.16 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 2 野崎 優奈(2) 高校   1,12.35 
ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越高

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   447

2   446



決勝 9月3日  9:30

大会新(GR)       26,12.26

 1 大和 千秋 一般  23,54.88 
ﾔﾏﾄ  ﾁｱｷ 飯田病院

 2 平澤 優佳(1) 高校  30,34.82 
ﾋﾗｻﾜ ﾕｶ 松川高

 3 矢沢 美代子　 一般  32,18.49 
ﾔｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 飯田市陸協

 4 木下 菫(2) 高校  36,43.47 
ｷﾉｼﾀ ｽﾐﾚ 飯田高

女子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    47

大会新
4   385

7    53

6   411



決勝 9月4日 14:20

大会新(GR)          51.05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 飯田風越高   456 松村 紫乃(1)     52.65 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
  446 野崎 優奈(2)

ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ
  449 佐々木 果穂(2)

ｻｻｷ ｶﾎ
  447 宮澤 風香(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 2   5 飯田女子高   443 竹内 乃亜(2)     54.26 

ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼ ﾀｹｳﾁ ﾉｱ
  445 田中 優(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳ
  441 中山 ほのか(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ
  437 熊谷 汐乃(1)

ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ
 3   4 下伊那農業高   486 住吉 遥夏(2)     54.47 

ｼﾓｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ
  483 倉澤 まりあ(2)

ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ
  485 山口 穂菜美(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ
  481 井口 恵(2)

ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ
 4   3 飯田高   410 小椋 万柚(2)     54.70 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ
  407 島岡 日和(1)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ
  406 齊藤 由佳(1)

ｻｲﾄｳ ﾕｶ
  408 下平 佳穂里(1)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ
 5   7 松川高   385 平澤 優佳(1)     57.52 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾋﾗｻﾜ ﾕｶ
  382 原田 未朱(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ
  383 小池 碧桜(1)

ｺｲｹ ﾐｵ
  384 牧野 明日香(1)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ
  2 飯田OIDE長姫高

ｲｲﾀﾞｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｵｻ 欠場

女子

4x100mR

決勝



決勝 9月3日 11:00

大会新(GR)           1.50

北原 沙希(1) 高校 大会タイ
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高
齊藤 由佳(1) 高校
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高
下平 佳穂里(1) 高校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 飯田高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m52 記録 備考
1 3   458

- - - - - O O XO XXX  1.50

2 2   406
- - - O O XXX  1.35

3 1   408
- O XXX  1.20



決勝 9月3日 10:00

大会新(GR)           2.90

佐々木 果穂(2) 高校
ｻｻｷ ｶﾎ 飯田風越高

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m50 1m60 1m70 1m80 1m90 2m00 記録 備考
1   449

- - - - - XXX



決勝 9月4日 10:30

大会新(GR)           5.16

島岡 日和(1) 高校   3.85    X    X   4.20   4.20   4.42    4.42 
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田高    0.0   +1.5   +1.1   +1.2    +1.2
宮澤 風香(2) 高校   3.95   4.06   4.29   4.00   4.29   4.38    4.38 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高    0.0    0.0   +0.5   +1.1   +1.0   +1.7    +1.7
竹内 乃亜(2) 高校   4.19   4.14   4.32   4.15   4.35   4.10    4.35 
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田女子高   +2.1   +1.3   -0.3   -1.8   +1.5   +1.8    +1.5
北原 沙希(1) 高校   4.21   4.25   4.28   3.99   4.18   4.10    4.28 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高   +1.0   +1.7   +2.4   -0.8   +2.0   +1.7    +2.4
松村 紫乃(1) 高校   3.53   3.77   4.09   3.77   4.08   4.09    4.09 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越高   +1.9   +1.6   +0.4   +1.0   +1.8   +2.3    +0.4
田中 優(2) 高校   3.75    X    X   3.76   3.61   3.40    3.76 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 飯田女子高   +1.9   +1.0   +1.7   +1.3    +1.0

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 6   407

2 1   447

3 4   443

4 5   458

5 3   456

6 2   445



決勝 9月4日  9:20

大会新(GR)           9.98

竹内 乃亜(2) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田女子高
熊谷 汐乃(1) 高校
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 飯田女子高

  -   -   -   3.44 

 7.26  6.98  7.05   7.26 

2 1   437
 3.44   -   -

1 2   443
 6.56  6.77  6.70

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 9月3日 10:40

大会新(GR)          33.57

北野 緋菜(1) 高校
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南高
知久 遥紀(2) 高校
ﾁｸ ﾊﾙｷ 飯田女子高
齊藤 由佳(1) 高校
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高

女子

やり投(0.600kg)

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   547

  O   X 30.95   O   O   O  30.95 

2 1   440
  O   O 19.72

3 2   406
  O   O   X 18.64   X   X  18.64 

  O   O   O  19.72 



予選 9月4日 10:45
決勝 9月4日 12:10

大会新(GR)          12.78

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +1.9

 1 近藤 希乃佳(1) 中学     14.26 Q  1 西島 美幸(1) 中学     13.83 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 飯田高陵中 ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 宮下 聖菜(1) 中学     14.84 Q  2 月木 優花(1) 中学     15.30 Q
ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ 高森中 ﾂｷｷﾞ ﾕｳｶ 豊丘中

 3 大牧 穂香(1) 中学     15.44  3 竹村 菜々美(1) 中学     15.30 q
ｵｵﾏｷ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中 ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 緑ヶ丘中

 4 原 朱音(1) 中学     15.66  4 竹村 成美(1) 中学     15.41 
ﾊﾗ ｱｶﾈ 豊丘中 ﾀｹﾑﾗ ﾅﾙﾐ 高森中

 5 熊谷 亜弓(1) 中学     16.29  5 畠中 音花(1) 中学     16.08 
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾕﾐ 緑ヶ丘中 ﾊﾀﾅｶ ｵﾄｶ 飯田高陵中

 6 熊谷 美雨(1) 中学     16.42 松澤 澪(1) 中学
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｳ 飯田高陵中 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｵ 緑ヶ丘中

[ 3組] 風速 +2.5

 1 木下 明里咲(1) 中学     14.74 Q
ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ 緑ヶ丘中

 2 熊谷 千尋(1) 中学     15.02 Q
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 高森中

 3 片桐 彩(1) 中学     15.11 q
ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔ 豊丘中

 4 伊東 愛渚(1) 中学     15.50 
ｲﾄｳ ﾏﾅ 飯田高陵中
鍛冶谷 美奈(1) 中学
ｶｼﾞﾔ ﾐﾅ 緑ヶ丘中

風速 +3.5

 1 西島 美幸(1) 中学     13.49 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 近藤 希乃佳(1) 中学     14.14 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 飯田高陵中

 3 宮下 聖菜(1) 中学     14.36 
ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ 高森中

 4 木下 明里咲(1) 中学     14.84 
ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ 緑ヶ丘中

 5 熊谷 千尋(1) 中学     14.96 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 高森中

 6 片桐 彩(1) 中学     15.06 
ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔ 豊丘中

 7 竹村 菜々美(1) 中学     15.09 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 緑ヶ丘中

 8 月木 優花(1) 中学     15.20 
ﾂｷｷﾞ ﾕｳｶ 豊丘中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学女子　1年

100m

予選 通過基準  3組  2着 + 2 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  8447 5  8578

7  8374 3  8548

6  8599 4  8598

2  8549 6  8373

4  8603 7  8444

3  8446 2  8596
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8591

5  8372

3  8547

4  8445

6  8590
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8578

6  8447

4  8374

3  8591

7  8372

1  8547

2  8598

8  8548



予選 9月4日 10:20
決勝 9月4日 12:00

大会新(GR)          12.67

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.2

 1 藤本 遥(2) 中学     13.18 Q  1 宮下 真弥(3) 中学     13.32 Q
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中

 2 伊藤 優凪(2) 中学     13.63 Q  2 池野 佳帆(2) 中学     13.89 Q
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 田中 里歩(2) 中学     14.32 Q  3 丸山 いより(2) 中学     13.93 Q
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 阿智村RC ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

 4 菅沼 望子(3) 中学     14.38  4 中島 愛(3) 中学     14.09 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘中

 5 松村 みすゞ(2) 中学     14.65  5 鈴木 彩瑛(2) 中学     14.11 q
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｽｽﾞｷ ｻｴ 飯田高陵中

風速 +1.8

 1 藤本 遥(2) 中学     12.99 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 2 宮下 真弥(3) 中学     13.10 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中

 3 伊藤 優凪(2) 中学     13.49 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 丸山 いより(2) 中学     13.61 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

 5 池野 佳帆(2) 中学     13.76 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 中島 愛(3) 中学     13.81 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘中

 7 鈴木 彩瑛(2) 中学     13.98 
ｽｽﾞｷ ｻｴ 飯田高陵中

 8 田中 里歩(2) 中学     14.43 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 阿智村RC

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学女子

100m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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
2  8607 6  8542

6  8620 4  8543

3  8460 3  8379

5  8541 5  8610

4  8623 2  8439

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8607

5  8542

6  8620

7  8379

3  8543

2  8610

1  8439

8  8460



予選 9月3日 11:00
決勝 9月3日 12:15

大会新(GR)          26.71

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -0.9

 1 伊藤 優凪(2) 中学     27.92 Q  1 丸山 いより(2) 中学     28.57 Q
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

 2 伊藤 鈴音(3) 中学     29.37 Q  2 上原 萌(2) 中学     29.24 Q
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 中平 留李花(2) 中学     30.24 Q  3 西島 美幸(1) 中学     29.82 Q
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中 ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 松村 みすゞ(2) 中学     31.82  4 宮下 聖菜(1) 中学     30.49 q
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ 高森中

 5 竹村 成美(1) 中学     32.64  5 長谷部 奈月(2) 中学     31.03 q
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾙﾐ 高森中 ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

風速 +0.3

 1 伊藤 優凪(2) 中学     27.36 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 丸山 いより(2) 中学     28.09 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

 3 西島 美幸(1) 中学     28.36 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 伊藤 鈴音(3) 中学     28.76 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 上原 萌(2) 中学     28.88 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 中平 留李花(2) 中学     29.93 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中

 7 長谷部 奈月(2) 中学     30.31 
ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 8 宮下 聖菜(1) 中学     30.33 
ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ 高森中

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  3着 + 2 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
4  8620 5  8379

2  8641 2  8621

5  8381 4  8578

6  8623 3  8374

3  8373 6  8581

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8620

3  8379

7  8578

6  8641

5  8621

8  8381

1  8581

2  8374



決勝 9月4日 12:55

大会新(GR)        1,04.79

 1 宮下 真弥(3) 中学   1,05.65 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中

 2 田中 里歩(2) 中学   1,08.47 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 阿智村RC

 3 水野 香帆(1) 中学   1,09.85 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

中学女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  8651

3  8542

2  8460



決勝 9月3日 12:50

大会新(GR)        4,52.73

 1 千葉 麻里子(2) 中学   4,53.01 
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中

 2 松下 朋佳(1) 中学   5,09.01 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 西村 歩華(1) 中学   5,32.40 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 高森中

 4 佐々木 美羽(1) 中学   5,37.77 
ｻｻｷ ﾐｳ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 水野 香帆(1) 中学   5,48.68 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 宮内 笑夢(1) 中学   6,02.85 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 高森中

 7 赤羽 菜杏(1) 中学   6,31.99 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ 高森中

中学女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8580

6  8624

7  8382

4  8650

1  8375

2  8651

5  8383



決勝 9月4日  9:25

大会新(GR)       10,14.24

 1 千葉 麻里子(2) 中学  10,33.25 
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中

 2 松井 美蓉(2) 中学  11,00.39 
ﾏﾂｲ ﾐﾖ 阿智村RC

 3 松下 朋佳(1) 中学  11,17.71 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 金子 咲良(3) 中学  11,54.18 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中

 5 代田 有芽(3) 中学  12,01.08 
ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田高陵中

 6 金子 陽南(1) 中学  12,22.07 
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘中

 7 西村 歩華(1) 中学  12,24.88 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 高森中

 8 高本 美咲(1) 中学  13,00.38 
ﾀｶﾓﾄ ﾐｻｷ 豊丘中

 9 宮内 笑夢(1) 中学  13,02.13 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 高森中

10 松島 加奈(2) 中学  14,15.23 
ﾏﾂｼﾏ ｶﾅ 飯田高陵中

11 菅沼 望子(3) 中学  14,27.54 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中
佐々木 美羽(1) 中学
ｻｻｷ ﾐｳ ISｼﾞｭﾆｱ
石田 ひかり(2) 中学
ｲｼﾀﾞ ﾋｶﾘ 緑ヶ丘中

中学女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  8580

3  8461

8  8624

13  8600

5  8436

1  8592

12  8382

4    91

10  8383

11  8440

7  8606
欠場

6  8541

2  8650
欠場



決勝 9月3日 12:35

大会新(GR)          16.17

風速 +1.5

 1 池野 佳帆(2) 中学     16.07 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 今村 詩乃(3) 中学     17.27 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 緑ヶ丘中

 3 宮澤 香音(2) 中学     18.12 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中

 4 牧内 沙樹(3) 中学     19.02 
ﾏｷｳﾁ ｻｷ 緑ヶ丘中

 5 男澤 夏帆(2) 中学     19.42 
ｵﾄｺｻﾞﾜ ﾅﾂﾎ 天龍中

 6 熊谷 千尋(1) 中学     20.35 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 高森中

 7 田間 美羽(2) 中学     22.22 
ﾀｻﾞﾏ ﾐｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

中学女子

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  8543

大会新
6  8608

7  8378

4  8597

2  8545

5  8517

3  8372



決勝 9月3日 13:40

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(A)    14 池野 佳帆(2)     52.49 

ｲｲﾀﾞｯｼｭACA ｲｹﾉ ｶﾎ 大会新
   13 西島 美幸(1)

ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ
    9 伊藤 鈴音(3)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
    8 伊藤 優凪(2)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
 2   7 高森中(A)  8380 小平 真帆(2)     54.21 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ
 8379 丸山 いより(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
 8381 中平 留李花(2)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ
 8378 宮澤 香音(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ
 3   2 緑ヶ丘中  8597 牧内 沙樹(3)     54.71 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾏｷｳﾁ ｻｷ
 8608 今村 詩乃(3)

ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ
 8602 小久保 茉耶(3)

ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ
 8610 中島 愛(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ
 4   6 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)    16 田間 美羽(2)     56.49 

ｲｲﾀﾞｯｼｭACB ﾀｻﾏ ﾐｳ
   11 松村 みすゞ(2)

ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ
   15 長谷部 奈月(2)

ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ
   12 上原 萌(2)

ｳｴﾊﾗ ﾓｴ
 5   5 飯田高陵中  8447 近藤 希乃佳(1)     57.02 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ
 8439 鈴木 彩瑛(2)

ｽｽﾞｷ ｻｴ
 8445 伊東 愛渚(1)

ｲﾄｳ ﾏﾅ
 8442 藤本 祐菜(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ
 6   3 高森中(B)  8372 熊谷 千尋(1)     59.09 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ
 8374 宮下 聖菜(1)

ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ
 8382 西村 歩華(1)

ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ
 8373 竹村 成美(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾅﾙﾐ

中学女子

4x100mR

決勝



決勝 9月3日 11:00

大会新(GR)           1.55

小平 真帆(2) 中学
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 高森中
藤本 祐菜(2) 中学
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 飯田高陵中
今村 朱(2) 中学
ｲﾏﾑﾗ ｱﾝ 飯田高陵中

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 記録 備考
1 3  8380

- O O O O O XXX  1.35

2 1  8442
O O O O XXX  1.25

3 2  8438
O O XXX  1.15- - -



決勝 9月4日 10:30

大会新(GR)           5.10

宮澤 香音(2) 中学   4.63   4.72    X   4.84    X    X    4.84 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中   +1.1   +1.5   +2.2    +2.2
池野 佳帆(2) 中学    X   4.51   4.59   4.50   4.29   4.62    4.62 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +1.9   +0.3   +1.6   +1.6   +2.8    +2.8
小久保 茉耶(3) 中学   4.37   4.34   4.54   4.46   4.49   4.51    4.54 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 緑ヶ丘中   +1.0   +0.6   +0.1   +0.5   +1.3   +1.5    +0.1
伊藤 鈴音(3) 中学    X   4.46   4.51   4.35   4.45   4.38    4.51 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.7   +0.8   +1.6   +1.3   +0.7    +0.8
中平 留李花(2) 中学   4.10   4.17   4.17   4.10   3.97   4.07    4.17 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中   +0.2   +1.6   +0.4   +1.5   +1.1   +1.1    +1.6
小平 真帆(2) 中学    X   3.86   4.02    X   3.90   4.01    4.02 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 高森中   +2.0   +1.4   +1.0   +1.0    +1.4
小林 菜月(1) 中学   3.86   3.90   3.89   3.84   3.84    X    3.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘中   +0.5   +2.1   +1.0   +1.4   +2.4    +2.1
渡久山 和(1) 中学   3.30   3.69   3.66    X    X   3.56    3.69 
ﾄｸﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ 天龍中   +0.2   +0.5   +1.2   +2.3    +0.5

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  8378

2 5  8543

3 6  8602

4 7  8641

5 2  8381

6 4  8380

7 3  8612

8 1  8518



決勝 9月4日  9:20

大会新(GR)          12.00

戸谷 優花(2) 中学
ﾄﾔ ﾕｳｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
伊藤 鈴音(3) 中学
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
田間 美羽(2) 中学
ﾀｻﾞﾏ ﾐｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5.88  6.34  5.99   6.34 

 6.29  6.36  5.62   6.36 

3 1  8545
 5.56  5.80  5.35

 6.82  6.85  6.98   7.38 

2 2  8641
 6.03  5.94  5.14

1 3  8622
 6.98  7.34  7.38

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 9月4日 13:30

大会新(GR)          42.15

大牧 穂香(1) 中学
ｵｵﾏｷ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中
藤井 七星(2) 中学
ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｾ 豊丘中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2  8599

  O   O 20.59

2 1  8546
  O   O 12.59   O   O   O  12.59 

20.96   O   O  20.96 



決勝 9月4日 12:40

大会新(GR)          14.61

風速 +1.9

 1 山川 このみ(4) 小学     16.25 
ﾔﾏｶﾜ ｺﾉﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 羽生 彩華(4) 小学     16.42 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 小嶋  真凜(4) 小学     16.52 
ｺｼﾞﾏ   ﾏﾘﾝ 下條小

 4 桐生 瑞希(4) 小学     17.31 
ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 松下  和乃歌(4) 小学     17.86 
ﾏﾂｼﾀ   ﾉﾉｶ 下條小

 6 鎮西  光希(4) 小学     18.24 
ﾁﾝｻﾞｲ   ﾐﾂｷ 下條小
松下 真奈(4) 小学
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

小学女子　4年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    20

5     2

6    27

7     5

3     6
欠場

2    28

4    30



予選 9月4日 11:05
決勝 9月4日 12:30

大会新(GR)          14.26

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +1.3

 1 梶間 理預(5) 小学     15.53 Q  1 能登 愛琉(5) 小学     15.06 Q
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾉﾄ ｱｲﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 藤森 愛夢(5) 小学     15.73 Q  2 三嶋 渚沙(5) 小学     15.45 Q
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 中島 祥美(5) 小学     16.29 Q  3 湯澤 帆花(5) 小学     15.54 Q
ﾅｶｼﾞﾏ  ｻｷﾐ 下條小 ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 山田 千栞(5) 小学     18.21 q  4 下嶋 優菜(5) 小学     16.37 q
ﾔﾏﾀﾞ  ﾁﾋﾛ 下條小 ｼﾓｼﾞﾏ  ﾕｳﾅ 下條小

 5 吉澤 紗穂(5) 小学     18.22 斉藤 あんず(5) 小学
ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾎ ISｼﾞｭﾆｱ ｻｲﾄｳ ｱﾝｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

風速 +1.9

 1 能登 愛琉(5) 小学     14.85 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 三嶋 渚沙(5) 小学     15.37 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 湯澤 帆花(5) 小学     15.40 
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 梶間 理預(5) 小学     15.57 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 藤森 愛夢(5) 小学     15.79 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 6 中島 祥美(5) 小学     16.04 
ﾅｶｼﾞﾏ  ｻｷﾐ 下條小

 7 下嶋 優菜(5) 小学     16.27 
ｼﾓｼﾞﾏ  ﾕｳﾅ 下條小

 8 山田 千栞(5) 小学     18.70 
ﾔﾏﾀﾞ  ﾁﾋﾛ 下條小

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

小学女子　5年

100m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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    34 2    45

6    23 5    18

2    29 6    42

4    26 4    24

3     3 3    22
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    45

6    18

7    42

5    34

3    23

8    29

1    24

2    26



決勝 9月4日 12:20

大会新(GR)          13.76

風速 +3.2

 1 山城 春菜(6) 小学     13.71 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 関島 瑠愛(6) 小学     14.07 
ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 木下 茜莉(6) 小学     14.34 
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 吉澤 詩乃(6) 小学     14.37 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 宮下 莉瑚(6) 小学     14.40 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 杉山 愛里彩(6) 小学     15.06 
ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 7 熊谷 朋華(6) 小学     15.59 
ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 浜塚 花(6) 小学     16.10 
ﾊﾏﾂｶ   ﾊﾅ 下條小

小学女子　6年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    41

2    35

5     7

4    36

6    37

7    21

1    38

3    32



決勝 9月4日 13:50

大会新(GR)        3,22.19

 1 佐藤 悠花(6) 小学   3,16.53 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 筒井 心葉(6) 小学   3,27.09 
ﾂﾂｲｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 羽生 彩七(6) 小学   3,34.78 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 佐藤 綾花(6) 小学   3,35.17 
ｻﾄｳｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 木下 茜莉(6) 小学   3,43.76 
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 梅木  莉子(4) 小学   3,49.44 
ｳﾒｷ   ﾘｺ 下條小

 7 羽生 彩華(4) 小学   3,53.72 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 下嶋 優菜(5) 小学   3,54.86 
ｼﾓｼﾞﾏ  ﾕｳﾅ 下條小

 9 桐生 瑞希(4) 小学   3,54.95 
ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

10 浜塚 花(6) 小学   3,55.31 
ﾊﾏﾂｶ   ﾊﾅ 下條小

11 吉澤 真穂(5) 小学   4,05.16 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾎ ISｼﾞｭﾆｱ
松下 真奈(4) 小学
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

6     4

4     6
欠場

2     5

8    32

3     2

7    24

5     7

1    31

10    33

9    39

12    40
大会新

11    44

小学女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月4日 14:10

大会新(GR)          55.68

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)   37 宮下 莉瑚(6)     55.56 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 大会新
   35 関島 瑠愛(6)

ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ
   36 吉澤 詩乃(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
   41 山城 春菜(6)

ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 2   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)   34 梶間 理預(5)   1,01.36 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ
   45 能登 愛琉(5)

ﾉﾄ ｱｲﾙ
   42 湯澤 帆花(5)

ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
   38 熊谷 朋華(6)

ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ
 3   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    18 三嶋 渚沙(5)   1,01.41 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ
   21 杉山 愛里彩(6)

ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾘｻ
   23 藤森 愛夢(5)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ
   17 塩澤 舞(6)

ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ
 4   2 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)   33 羽生 彩七(6)   1,04.62 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ
   39 佐藤 綾花(6)

ｻﾄｳｱﾔｶ
   44 筒井 心葉(6)

ﾂﾂｲｺｺﾊ
   40 佐藤 悠花(6)

ｻﾄｳ ﾕｳｶ
 5   5 浜井場小    48 吉川 瑞姫(5)   1,07.21 

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ ﾖｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ
   51 清水 華音(5)

ｼﾐｽﾞ ｶﾉﾝ
   52 足立 美織(5)

ｱﾀﾞﾁ ﾐｵﾘ
   50 松澤 望(5)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
  7 下條小(D)    28 松下  和乃歌(4)

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳD ﾏﾂｼﾀ   ﾉﾉｶ 失格
   27 小嶋  真凜(4)

ｺｼﾞﾏ   ﾏﾘﾝ
   30 鎮西  光希(4)

ﾁﾝｻﾞｲ   ﾐﾂｷ
   31 梅木  莉子(4)

ｳﾒｷ   ﾘｺ

小学女子

4x100mR

決勝



決勝 9月4日  9:20

大会新(GR)           4.48

関島 瑠愛(6) 小学   3.66   3.77   3.34   3.49   3.37   3.86    3.86 
ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   +1.7    0.0   -2.3   -2.1   -1.0    0.0     0.0
吉澤 詩乃(6) 小学   3.63   3.04   3.12   3.12   3.02   2.83    3.63 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   +0.9   -0.4   -2.7   -0.2   -1.3   +1.1    +0.9
塩澤 舞(6) 小学   3.59   3.23   3.33   3.17   3.32   3.33    3.59 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   +0.7   -0.1   -1.9   -0.2   -1.7   +0.5    +0.7
梶間 理預(5) 小学    X   3.02   3.02    X    X    X    3.02 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   -0.8   -2.5    -0.8

3 4    17

4 3    34

1 1    35

2 2    36

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 9月4日 12:00

古田 沙緒里(6) 小学
ﾌﾙﾀ   ｻｵﾘ 下條小
清水 華音(5) 小学
ｼﾐｽﾞ ｶﾉﾝ 浜井場小
五十嵐美羽(5) 小学
ｲｶﾞﾗｼ ﾐｳ 浜井場小

小学女子

ジャベリックボール投

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 3    25

  O 32.35   O   O   O   O  32.35 

2 2    51
  O 24.22   O

3 1    49
  O 21.60   O 21.72   O   O  21.72 

  O   O 29.14  29.14 
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