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■ この⼤会で樹⽴された記録 

 なし 

 

 

■ グラウンドコンディション 
月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 計測場所

2016/10/15 8:20 晴れ 北北⻄ 0.5 13.5 53 

  

 9:00 晴れ ⻄南⻄ 1.1 14.2 53 
 10:00 晴れ 東北東 1 15.5 50 
 11:00 晴れ 東北東 0.7 18.0 45 
 12:00 晴れ 南南⻄ 0.2 19.7 40 
 13:00 晴れ 北北東 0.5 21.5 40 
 14:00 晴れ 南南東 1.8 23.2 41 
 15:00 晴れ ⻄南⻄ 0.8 22.8 38 
 16:00 晴れ 南⻄ 1.2 24.0 36 

 



平成28年度　飯伊陸上競技秋季記録会                                              

決勝記録一覧表
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
10/15 女子 友田 有紀(3) 13.23 藤本 遥(2) 13.25 島岡 日和(1) 13.42 宮澤 風香(2) 13.47 関島友里佳 13.62 齊藤 由佳(1) 13.65 熊谷 汐乃(1) 13.69 田中 凜(1) 13.73

100m 中学生･伊那AC 中学生･緑ヶ丘中 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 一般･DreamAC 高校生･飯田高 高校生･飯田女子高 中学生･赤穂中
10/15 宮澤 風香(2) 1,02.09 北原  寧々(2) 1,04.90 原田 未朱(1) 1,05.61 篠田 萌(1) 1,05.89 野崎 優奈(2) 1,06.03 佐々木 果穂(2) 1,06.81 小椋 万柚(2) 1,07.03 髙橋  光(2) 1,07.47

400m 高校生･飯田風越高 高校生･伊那弥生ヶ丘高 高校生･松川高 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田風越高 高校生･飯田高 高校生･伊那弥生ヶ丘高
10/15 千葉 麻里子(2) 10,15.71 小原 茉莉(3) 10,35.87 松井 美蓉(2) 10,55.35 稲垣 和奏(3) 11,10.88 松下 朋佳(1) 11,17.11 滝澤 朱莉(2) 11,20.32 中林 樹里(1) 11,25.32 高橋 凜(3) 11,26.32

3000m 中学生･飯田西中 中学生･赤穂中 中学生･阿智村RC 中学生･赤穂中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･駒ヶ根東中 中学生･箕輪中 中学生･赤穂中
10/15  +3.1 齊藤 由佳(1) 17.40

100mH(0.838m) 高校生･飯田高
10/15 平澤 優佳(1) 27,30.68 矢澤美代子 30,46.31 木下 菫(2) 35,20.27

5000mW 高校生･松川高 一般･飯田市陸協 高校生･飯田高
10/15 北原 沙希(1) 1.45 小平 真帆(2) 1.30 井口 恵(2) 1.30 下平 佳穂里(1) 1.25 藤本 祐菜(2) 中学生･飯田高陵中 1.20 今村 朱(2) 1.15

走高跳 高校生･飯田風越高 中学生･高森中 高校生･下伊那農業高 高校生･飯田高 上田 美海(2) 中学生･箕輪中 中学生･飯田高陵中
10/15 宮澤 香音(2) 4.79(-0.3) 池野 佳帆(2) 4.66(+0.8) 伊藤 鈴音(3) 4.63(+0.3) 齊藤 由佳(1) 4.53(-0.5) 北原 沙希(1) 4.30(-0.5) 比田井 凜(1) 4.27(+0.5) 中平 留李花(2)4.25(+0.6) 今村 月愛(2) 4.04(+1.4)

走幅跳 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 中学生･望月AC 中学生･高森中 高校生･下伊那農業高
10/15 田近 嵯季(2) 8.82 竹内 乃亜(2) 7.57

砲丸投(4.000kg) 中学生･王滝中 高校生･飯田女子高
10/15 吉田  みさき(2) 35.78 北野 緋菜(1) 33.51 知久 遙紀(2) 20.36 小池 雅絵(2) 19.11

やり投 高校生･伊那弥生ヶ丘高 高校生･阿南高 高校生･飯田女子高 高校生･下伊那農業高
10/15 飯田風越高       52.74 伊那弥生ヶ丘高      53.58 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)      53.73 飯田高       53.79 飯田女子高       53.83 緑ヶ丘中       54.60 高森中(A)       54.80 赤穂中(B)       54.94

4×100mR 松村 紫乃(1) 吉田  みさき(2) 池野 佳帆(2) 小椋 万柚(2) 竹内 乃亜(2) 木下 明里咲(1) 小平 真帆(2) 氣賀澤 円香(1)
野崎 優奈(2) 北原  寧々(2) 西島 美幸(1) 島岡 日和(1) 田中 優(2) 藤本 遥(2) 丸山 いより(2) 田中 凜(1)
佐々木 果穂(2) 髙橋  光(2) 伊藤 鈴音(3) 齊藤 由佳(1) 中山 ほのか(1) 木下 未知(2) 中平 留李花(2) 飯島 莉紗(1)
宮澤 風香(2) 両角  あずさ(2) 伊藤 優凪(2) 下平 佳穂里(1) 熊谷 汐乃(1) 小林 菜月(1) 宮澤 香音(2) 中嶋 珠久(1)

10/15 小学女子 矢島 柚那(3) 9.68 湯澤 彩花(3) 9.75 藤倉 結菜(3) 9.90 松下 玲来(3) 9.92 筒井 南心(3) 10.05 御子柴 清美(3) 10.06 長村 梨夢(3) 10.19 岩下 心葉(3) 10.27
60m 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･山本小 小学生･伊賀良小 小学生･喬木第一小 小学生･諏訪FA 小学生･Team U 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

10/15 山城 春菜(6) 14.08 藤森 七海(6) 14.32 吉澤 詩乃(6) 14.40 伊藤 沙優香(6) 14.48 中村 映夢(6) 14.52 中山 愛梨(6) 14.56 関島 瑠愛(6) 14.61 野村 優香(6) 14.67
100m 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･諏訪FA 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･Team U 小学生･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 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･伊那AC

10/15 佐藤 悠花(6) 3,03.58 上畑 真由(6) 3,05.93 筒井 心葉(6) 3,17.76 坂本 なお(6) 3,29.71 森脇 光砂(6) 3,31.76 佐藤 綾花(6) 3,32.83 高木 萌子(6) 3,33.48 齋藤 奏絵(5) 3,33.71
1000m 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･UAC 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･駒ヶ根中沢RC 小学生･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･伊那AC 小学生･諏訪FA

10/15 増田 藍(5) 3.99(+2.1) 山城 春菜(6) 3.78(+0.3) 鎮西 花(6) 3.66(+2.0) 清水 綾乃(5) 3.64(+1.2) 塩澤 舞(6) 3.63(+1.1) 近藤 舞佳(6) 3.61(+1.2) 吉澤 詩乃(6) 3.59(+2.5) 関島 瑠愛(6) 3.58(+1.1)
走幅跳 小学生･諏訪FA 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学生･千栄小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･和田小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

10/15 牧野 琴音(6) 33.89 木下 柚里(6) 21.54 熊谷 紗来(6) 21.00 山下 心花(4) 16.84 木下 華音(4) 13.67
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･高森北小 小学生･豊丘南小 小学生･上村小 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･伊賀良小

10/15 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      56.13 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(A)      58.08 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ       59.59 浜井場小(A)     1,01.16 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,01.49 伊那AC     1,01.94 竜丘小     1,02.81 丸山小     1,04.70
4×100mR 宮下 莉瑚(6) 山田 優芽(6) 塩澤 舞(6) 城田 果凛(6) 梶間 理預(5) 福澤 さくら(4) 本田 渚(5) 松澤 彩姫(4)

関島 瑠愛(6) 鎮西 花(6) 三嶋 渚沙(5) 牧内 梓(6) 能登 愛琉(5) 海沼 結(5) 中島 志穂(5) 牧島 渚(4)
吉澤 詩乃(6) 川井田 望(6) 藤森 愛夢(5) 林 実優(6) 湯澤 帆花(5) 大和田 明日風(4) 林 愛菜(6) 安藤 ゆず(4)
山城 春菜(6) 中村 映夢(6) 中山 愛梨(6) 下倉 万由子(6) 熊谷 朋華(6) 池田 りん(4) 宮下 菜摘(6) 後藤 咲季(4)

10/15 中学女子  +1.5 池野 佳帆(2) 16.35 宮澤 香音(2) 17.89 松村 美咲(2) 18.54 木下 愛梨(2) 19.09 熊谷 千尋(1) 19.57 木下 未知(2) 19.86
100mH(0.762m) 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中 中学生･赤穂中 中学生･赤穂中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中

10/15 田近 嵯季(2) 11.22 戸谷 優花(2) 7.02 田間 美羽(2) 6.72 清水 奈都紀(1) 6.68 上野 愛梨(1) 6.47 上原 萌(2) 5.35
砲丸投(2.721kg) 中学生･王滝中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･望月AC 中学生･望月AC 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

10/15 大牧 穂香(1) 21.57 小林 菜月(1) 20.67 上野 愛梨(1) 17.24 磯貝 亜依(2) 11.11 松澤 澪(1) 10.47
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･望月AC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中



決勝 10月15日  9:55

県記録(KR)          11.56
県高新(KR)          12.03
県中新(KR)          12.05

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -0.8

 1 中山 ほのか(1) 高校生     14.29  1 平澤 優香(1) 高校生     15.25 
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

 2 下平 佳穂里(1) 高校生     15.29  2 熊谷 千尋(1) 中学生     15.32 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 飯田高 ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 高森中

 3 大牧 穂香(1) 中学生     15.59  3 関 広菜(1) 中学生     15.41 
ｵｵﾏｷ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中 ｾｷ ﾋﾛﾅ 赤穂中

 4 木下 弥采(1) 中学生     15.71  4 原 朱音(1) 中学生     15.74 
ｷﾉｼﾀ ﾐｺﾄ 駒ヶ根東中 ﾊﾗ ｱｶﾈ 豊丘中

 5 登内 美来(2) 中学生     15.90  5 伊東 愛渚(1) 中学生     15.94 
ﾄﾉｳﾁ ﾐｸ 箕輪中 ｲﾄｳ ﾏﾅ 飯田高陵中

 6 熊谷 美雨(1) 中学生     16.34  6 鍛冶谷 美奈(1) 中学生     16.17 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｳ 飯田高陵中 ｶｼﾞﾔ ﾐﾅ 緑ヶ丘中

 7 北原 ほのか(1) 中学生     16.52  7 松澤 澪(1) 中学生     16.93 
ｷﾀﾊﾗ ﾎﾉｶ 駒ヶ根東中 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｵ 緑ヶ丘中
田間 美羽(2) 中学生 竹村 成美(1) 中学生
ﾀｻﾞﾏ ﾐｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾀｹﾑﾗ ﾅﾙﾐ 高森中

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -0.2

 1 井口 空亜(1) 中学生     14.68  1 小林 菜月(1) 中学生     14.37 
ｲｸﾞﾁ ｿｱ 箕輪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘中

 2 片桐 彩(1) 中学生     14.93  2 中嶋 珠久(1) 中学生     14.57 
ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔ 豊丘中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 赤穂中

 3 清水 奈都紀(1) 中学生     15.21  3 中平 留李花(2) 中学生     14.57 
ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 望月AC ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中

 4 月木 優花(1) 中学生     15.41  4 山内 萌衣(1) 高校生     14.59 
ﾂｷｷﾞ ﾕｳｶ 豊丘中 ﾔﾏｳﾁ ﾓｴ 飯田OIDE長姫高

 5 北原 樹奈(1) 中学生     15.57  5 木下 明里咲(1) 中学生     14.64 
ｷﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾅ 箕輪中 ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ 緑ヶ丘中

 6 鈴木 夏知花(2) 中学生     15.94  6 宮下 聖菜(1) 中学生     15.11 
ｽｽﾞｷ ﾅﾁｶ 赤穂中 ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ 高森中
松島 加奈(2) 中学生  7 戸谷 優花(2) 中学生     15.32 
ﾏﾂｼﾏ ｶﾅ 飯田高陵中 ﾄﾔ ﾕｳｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 -1.8

 1 竹村 彩也香(2) 中学生     14.14  1 比田井 凜(1) 中学生     14.19 
ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中 ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC

 2 小林 香絵(2) 中学生     14.32  2 田中 優(2) 高校生     14.32 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 駒ヶ根東中 ﾀﾅｶ ﾕｳ 飯田女子高

 3 両角  あずさ(2) 高校生     14.33  3 近藤 希乃佳(1) 中学生     14.45 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘高 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 飯田高陵中

 4 上原 萌(2) 中学生     14.39  4 飯島 莉紗(1) 中学生     14.57 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 赤穂中

 5 長谷部 奈月(2) 中学生     14.62  5 宮下 綺実(2) 中学生     14.72 
ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中

 6 氣賀澤 円香(1) 中学生     14.72  6 熊谷 真歩(2) 中学生     14.75 
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂中 ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ 赤穂中

 7 山口 穂菜美(2) 高校生     14.93  7 松村 みすゞ(2) 中学生     14.98 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 下伊那農業高 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

[ 7組] 風速 -0.2 [ 8組] 風速 -0.9

 1 伊藤 鈴音(3) 中学生     13.92  1 齊藤 由佳(1) 高校生     13.65 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高

 2 宮澤 佳蓮(2) 中学生     14.07  2 熊谷 汐乃(1) 高校生     13.69 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 箕輪中 ｸﾏﾀｲ ｼｵﾉ 飯田女子高

 3 中城 美佳(2) 中学生     14.16  3 伊藤 優凪(2) 中学生     13.79 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ 駒ヶ根東中 ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 小椋 万柚(2) 高校生     14.17  4 松村 紫乃(1) 高校生     13.98 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越高

 5 三澤 菜々美(1) 中学生     14.59  5 鈴木 彩瑛(2) 中学生     14.22 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那AC ｽｽﾞｷ ｻｴ 飯田高陵中

 6 倉澤 まりあ(2) 高校生     14.68  6 西島 美幸(1) 中学生     14.43 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ 下伊那農業高 ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
牧野 明日香(1) 高校生  7 丸山 いより(2) 中学生     14.62 
ﾏｷﾉ  ｱｽｶ 松川高 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

女子

100m

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5   408

6   441

4  8274

3  8599

8  8446

1  7994

7  8545
欠場

2  8273

所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2  8372

8   472

5  8549

6  8225

1  8590

7  8445

4  8373
欠場

3  8596

氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.順 ﾚｰﾝ No.

2  8547

7  8003

 8004

4  8548

3  4182

5

6  8440
欠場

8  8221

6  8612
氏  名 所属名 記録／備考

3  8381

8  8224

4  8591

7   473

2  8622

5  8374

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6  8256

2  8253

 8581

7  8621

4   299

順 ﾚｰﾝ No.

5   485

8  8223

3

3  4199
氏  名 所属名 記録／備考

5  8447

6   445

8  7749

2  8229

7  8623

4  8249

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

8  7990

6  8641

3   410

2  8264

5   483

7  5031

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

3   437

6   406

8   456

4  8620

2  8578

7  8439

5  83794   384
欠場



[ 9組] 風速 -0.2

 1 友田 有紀(3) 中学生     13.23 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那AC

 2 藤本 遥(2) 中学生     13.25 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 3 島岡 日和(1) 高校生     13.42 
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田高

 4 宮澤 風香(2) 高校生     13.47 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 5 関島友里佳 一般     13.62 
ｾｷｼﾞﾏﾕﾘｶ DreamAC

 6 田中 凜(1) 中学生     13.73 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 赤穂中

 7 宮澤 香音(2) 中学生     13.85 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中

女子

100m
順 ﾚｰﾝ No.

6  8130
氏  名 所属名 記録／備考

3   407

2  8607

5     1

4   447

7  8378

8  8226



   1 友田 有紀(3) 中学生 伊那AC     13.23 (-0.2)   9   1
   2 藤本 遥(2) 中学生 緑ヶ丘中     13.25 (-0.2)   9   2
   3 島岡 日和(1) 高校生 飯田高     13.42 (-0.2)   9   3
   4 宮澤 風香(2) 高校生 飯田風越高     13.47 (-0.2)   9   4
   5 関島友里佳 一般 DreamAC     13.62 (-0.2)   9   5
   6 齊藤 由佳(1) 高校生 飯田高     13.65 (-0.9)   8   1
   7 熊谷 汐乃(1) 高校生 飯田女子高     13.69 (-0.9)   8   2
   8 田中 凜(1) 中学生 赤穂中     13.73 (-0.2)   9   6
   9 伊藤 優凪(2) 中学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.79 (-0.9)   8   3
  10 宮澤 香音(2) 中学生 高森中     13.85 (-0.2)   9   7
  11 伊藤 鈴音(3) 中学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.92 (-0.2)   7   1
  12 松村 紫乃(1) 高校生 飯田風越高     13.98 (-0.9)   8   4
  13 宮澤 佳蓮(2) 中学生 箕輪中     14.07 (-0.2)   7   2
  14 竹村 彩也香(2) 中学生 駒ヶ根東中     14.14 (0.0)   5   1
  15 中城 美佳(2) 中学生 駒ヶ根東中     14.16 (-0.2)   7   3
  16 小椋 万柚(2) 高校生 飯田高     14.17 (-0.2)   7   4
  17 比田井 凜(1) 中学生 望月AC     14.19 (-1.8)   6   1
  18 鈴木 彩瑛(2) 中学生 飯田高陵中     14.22 (-0.9)   8   5
  19 中山 ほのか(1) 高校生 飯田女子高     14.29 (+0.1)   1   1
  20 小林 香絵(2) 中学生 駒ヶ根東中     14.32 (0.0)   5   2
  20 田中 優(2) 高校生 飯田女子高     14.32 (-1.8)   6   2
  22 両角  あずさ(2) 高校生 伊那弥生ヶ丘高     14.33 (0.0)   5   3
  23 小林 菜月(1) 中学生 緑ヶ丘中     14.37 (-0.2)   4   1
  24 上原 萌(2) 中学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.39 (0.0)   5   4
  25 西島 美幸(1) 中学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.43 (-0.9)   8   6
  26 近藤 希乃佳(1) 中学生 飯田高陵中     14.45 (-1.8)   6   3
  27 中嶋 珠久(1) 中学生 赤穂中     14.57 (-0.2)   4   2
  27 中平 留李花(2) 中学生 高森中     14.57 (-0.2)   4   3
  27 飯島 莉紗(1) 中学生 赤穂中     14.57 (-1.8)   6   4
  30 山内 萌衣(1) 高校生 飯田OIDE長姫高     14.59 (-0.2)   4   4
  30 三澤 菜々美(1) 中学生 伊那AC     14.59 (-0.2)   7   5
  32 長谷部 奈月(2) 中学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.62 (0.0)   5   5
  32 丸山 いより(2) 中学生 高森中     14.62 (-0.9)   8   7
  34 木下 明里咲(1) 中学生 緑ヶ丘中     14.64 (-0.2)   4   5
  35 井口 空亜(1) 中学生 箕輪中     14.68 (-0.4)   3   1
  35 倉澤 まりあ(2) 高校生 下伊那農業高     14.68 (-0.2)   7   6
  37 宮下 綺実(2) 中学生 諏訪西中     14.72 (-1.8)   6   5
  37 氣賀澤 円香(1) 中学生 赤穂中     14.72 (0.0)   5   6
  39 熊谷 真歩(2) 中学生 赤穂中     14.75 (-1.8)   6   6
  40 片桐 彩(1) 中学生 豊丘中     14.93 (-0.4)   3   2
  40 山口 穂菜美(2) 高校生 下伊那農業高     14.93 (0.0)   5   7
  42 松村 みすゞ(2) 中学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.98 (-1.8)   6   7
  43 宮下 聖菜(1) 中学生 高森中     15.11 (-0.2)   4   6
  44 清水 奈都紀(1) 中学生 望月AC     15.21 (-0.4)   3   3
  45 平澤 優香(1) 高校生 飯田OIDE長姫高     15.25 (-0.8)   2   1
  46 下平 佳穂里(1) 高校生 飯田高     15.29 (+0.1)   1   2
  47 熊谷 千尋(1) 中学生 高森中     15.32 (-0.8)   2   2
  47 戸谷 優花(2) 中学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     15.32 (-0.2)   4   7
  49 関 広菜(1) 中学生 赤穂中     15.41 (-0.8)   2   3
  49 月木 優花(1) 中学生 豊丘中     15.41 (-0.4)   3   4
  51 北原 樹奈(1) 中学生 箕輪中     15.57 (-0.4)   3   5
  52 大牧 穂香(1) 中学生 緑ヶ丘中     15.59 (+0.1)   1   3
  53 木下 弥采(1) 中学生 駒ヶ根東中     15.71 (+0.1)   1   4
  54 原 朱音(1) 中学生 豊丘中     15.74 (-0.8)   2   4
  55 登内 美来(2) 中学生 箕輪中     15.90 (+0.1)   1   5
  56 伊東 愛渚(1) 中学生 飯田高陵中     15.94 (-0.8)   2   5
  56 鈴木 夏知花(2) 中学生 赤穂中     15.94 (-0.4)   3   6
  58 鍛冶谷 美奈(1) 中学生 緑ヶ丘中     16.17 (-0.8)   2   6
  59 熊谷 美雨(1) 中学生 飯田高陵中     16.34 (+0.1)   1   6
  60 北原 ほのか(1) 中学生 駒ヶ根東中     16.52 (+0.1)   1   7
  61 松澤 澪(1) 中学生 緑ヶ丘中     16.93 (-0.8)   2   7

順位 No. 氏  名

女子

100m
タイムレース

備考 組 順位都道府県 所属名 記録（風）
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決勝 10月15日 14:45

県記録(KR)          54.56
県高新(KR)          55.42
県中新(KR)          58.70

[ 1組] [ 2組]

 1 篠田 萌(1) 高校生   1,05.89  1 宮澤 風香(2) 高校生   1,02.09 
ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 飯田高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 2 佐々木 果穂(2) 高校生   1,06.81  2 北原  寧々(2) 高校生   1,04.90 
ｻｻｷ ｶﾎ 飯田風越高 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高

 3 小椋 万柚(2) 高校生   1,07.03  3 原田 未朱(1) 高校生   1,05.61 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高 ﾊﾗﾀﾞ  ﾐｼｭ 松川高

 4 髙橋  光(2) 高校生   1,07.47  4 野崎 優奈(2) 高校生   1,06.03 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那弥生ヶ丘高 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越高

 5 田中 里歩(2) 中学生   1,07.80  5 宮澤 遥(1) 中学生   1,13.76 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 阿智村RC ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 箕輪中

 6 森本 恵生(2) 高校生   1,09.59 水野 香帆(1) 中学生
ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ 飯田風越高 ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ
仲田 ほの(1) 高校生 牧野 明日香(1) 高校生
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越高 ﾏｷﾉ  ｱｽｶ 松川高

   1 宮澤 風香(2) 高校生 飯田風越高     1,02.09   2   1
   2 北原  寧々(2) 高校生 伊那弥生ヶ丘高     1,04.90   2   2
   3 原田 未朱(1) 高校生 松川高     1,05.61   2   3
   4 篠田 萌(1) 高校生 飯田高     1,05.89   1   1
   5 野崎 優奈(2) 高校生 飯田風越高     1,06.03   2   4
   6 佐々木 果穂(2) 高校生 飯田風越高     1,06.81   1   2
   7 小椋 万柚(2) 高校生 飯田高     1,07.03   1   3
   8 髙橋  光(2) 高校生 伊那弥生ヶ丘高     1,07.47   1   4
   9 田中 里歩(2) 中学生 阿智村RC     1,07.80   1   5
  10 森本 恵生(2) 高校生 飯田風越高     1,09.59   1   6
  11 宮澤 遥(1) 中学生 箕輪中     1,13.76   2   5

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   409 5   447

2   449 3   298

5   410 6   382

4   297 7   446

3  8460 2  8007

8   448 4  8651
欠場

6   459 8   384
欠場 欠場
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決勝 10月15日 15:40

県記録(KR)        9,11.55
県高新(KR)        9,11.55
県中新(KR)        9,25.24

 1 千葉 麻里子(2) 中学生  10,15.71 小池 碧桜(1) 高校生
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中 ｺｲｹ  ﾐｵ 松川高

 2 小原 茉莉(3) 中学生  10,35.87 
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 赤穂中

 3 松井 美蓉(2) 中学生  10,55.35 
ﾏﾂｲ ﾐﾖ 阿智村RC

 4 稲垣 和奏(3) 中学生  11,10.88 
ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 赤穂中

 5 松下 朋佳(1) 中学生  11,17.11 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 滝澤 朱莉(2) 中学生  11,20.32 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱｶﾘ 駒ヶ根東中

 7 中林 樹里(1) 中学生  11,25.32 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 箕輪中

 8 高橋 凜(3) 中学生  11,26.32 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 赤穂中

 9 大槻 美亜(3) 中学生  11,29.98 
ｵｵﾂｷ ﾐｱ 箕輪中

10 原田 未朱(1) 高校生  11,32.25 
ﾊﾗﾀﾞ  ﾐｼｭ 松川高

11 中村 柚音(1) 中学生  11,33.48 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 箕輪中

12 金子 咲良(3) 中学生  11,36.98 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中

13 大蔵 こころ(1) 中学生  11,38.81 
ｵｵｸﾗ ｺｺﾛ 赤穂中

14 佐藤 京都(2) 中学生  11,41.64 
ｻﾄｳ ｹｲﾄ 箕輪中

15 日野 まほろ(3) 中学生  11,43.53 
ﾋﾉ ﾏﾎﾛ 箕輪中

16 佐々木 美羽(1) 中学生  11,46.08 
ｻｻｷ ﾐｳ ISｼﾞｭﾆｱ

17 木下 利奈(2) 中学生  11,51.37 
ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 赤穂中

18 金子 陽南(1) 中学生  12,05.43 
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘中

19 西村 歩華(1) 中学生  12,08.07 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 高森中

20 中嶋 杏彩(3) 中学生  12,08.32 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 赤穂中

21 岡 瑞希(1) 中学生  12,09.37 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 箕輪中

22 代田 有芽(3) 中学生  12,09.44 
ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田高陵中

23 宮内 笑夢(1) 中学生  12,15.14 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 高森中

24 小林 柚花(1) 中学生  12,23.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 駒ヶ根東中

25 水野 香帆(1) 中学生  12,27.02 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

26 有賀 由紀恵(3) 中学生  12,31.57 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷｴ 箕輪中

27 酒井 萌々香(2) 中学生  12,39.27 
ｻｶｲ ﾓﾓｶ 赤穂中

28 竹村 千咲己(1) 中学生  12,57.85 
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻｷ 駒ヶ根東中

29 杉本 梨緒(2) 中学生  13,29.07 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｵ 箕輪中

30 太田 るか(3) 中学生  13,51.53 
ｵｵﾀ ﾙｶ 緑ヶ丘中

31 牧野内 美咲(3) 中学生  14,00.74 
ﾏｷﾉｳﾁ ﾐｻｷ 緑ヶ丘中
中島 泉(3) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ｲｽﾞﾐ 緑ヶ丘中
三沢 らん(3) 中学生
ﾐｻﾜ ﾗﾝ 緑ヶ丘中
小倉 心音(3) 中学生
ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 赤穂中
石田 ひかり(2) 中学生
ｲｼﾀﾞ ﾋｶﾘ 緑ヶ丘中
赤羽 菜杏(1) 中学生
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ 高森中

欠場
24  8375

欠場

欠場
12  8240

欠場
23  8606

7  8615
欠場

9  8601
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3  7995

15  8021

32  8247

16  8275

4  8651

5  8436

8  8383

2  8236

29  8001

31  8592

34  8382

18  8650

6  8244

19  7993

35  8012

1  8600

30  8232

37   382

33  8000

14  8238

27  8016

28  8251

13  8002

10  8241

20  8624

欠場
26  8235

17  8461

No. 氏  名 所属名 記録／備考
22  8580 25   383

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 10月15日 14:10

県記録(KR)          13.81
県高新(KR)          14.28

風速 +3.1

 1 齊藤 由佳(1) 高校生     17.40 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高
池戸 日彩(2) 高校生
ｲｹﾄﾞ ﾋｲﾛ 飯田女子高

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   406

4   438
途中棄権



決勝 10月15日 14:15

県中学新(KR)        14.54

風速 +1.5

 1 池野 佳帆(2) 中学生     16.35 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 宮澤 香音(2) 中学生     17.89 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中

 3 松村 美咲(2) 中学生     18.54 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｻｷ 赤穂中

 4 木下 愛梨(2) 中学生     19.09 
ｷﾉｼﾀ ｱｲﾘ 赤穂中

 5 熊谷 千尋(1) 中学生     19.57 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 高森中

 6 木下 未知(2) 中学生     19.86 
ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ 緑ヶ丘中

7  8372

3  8605

2  8222

4  8242

6  8543

5  8378

中学女子

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月15日  8:20

県記録(KR)       23,10.04
県高校新(KR)     23,10.04

 1 平澤 優佳(1) 高校生  27,30.68 
ﾋﾗｻﾜ  ﾕｶ 松川高

 2 矢澤美代子 一般  30,46.31 
ﾔｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 飯田市陸協

 3 木下 菫(2) 高校生  35,20.27 
ｷﾉｼﾀ ｽﾐﾚ 飯田高
加藤 晴香(2) 高校生
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 伊那西高

5   411

7   324
欠場

4   385

6   189

女子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月15日 16:55

県記録(KR)          47.82
県高新(KR)          47.82
県中新(KR)          48.17

[ 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   8 飯田高   410 小椋 万柚(2)     53.79  1   2 飯田風越高   456 松村 紫乃(1)     52.74 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
  407 島岡 日和(1)   446 野崎 優奈(2)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ
  406 齊藤 由佳(1)   449 佐々木 果穂(2)

ｻｲﾄｳ ﾕｶ ｻｻｷ ｶﾎ
  408 下平 佳穂里(1)   447 宮澤 風香(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 2   5 緑ヶ丘中  8591 木下 明里咲(1)     54.60  2   6 伊那弥生ヶ丘高   300 吉田  みさき(2)     53.58 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ
 8607 藤本 遥(2)   298 北原  寧々(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
 8605 木下 未知(2)   297 髙橋  光(2)

ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
 8612 小林 菜月(1)   299 両角  あずさ(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ
 3   3 赤穂中(B)  8223 氣賀澤 円香(1)     54.94  3   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)  8543 池野 佳帆(2)     53.73 

ｱｶﾎﾁｭｳB ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭACA ｲｹﾉ ｶﾎ
 8226 田中 凜(1)  8578 西島 美幸(1)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ
 8229 飯島 莉紗(1)  8641 伊藤 鈴音(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
 8224 中嶋 珠久(1)  8620 伊藤 優凪(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
 4   6 駒ヶ根東中  8257 戸枝 恵依(2)     55.62  4   3 飯田女子高   443 竹内 乃亜(2)     53.83 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾄｴﾀﾞ ｹｲ ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾉｱ
 8253 竹村 彩也香(2)   445 田中 優(2)

ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ ﾀﾅｶ ﾕｳ
 8256 小林 香絵(2)   441 中山 ほのか(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ
 8264 中城 美佳(2)   437 熊谷 汐乃(1)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ ｸﾏﾀｲ ｼｵﾉ
 5   2 箕輪中(A)  8003 井口 空亜(1)     56.07  5   7 高森中(A)  8380 小平 真帆(2)     54.80 

ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｲｸﾞﾁ ｿｱ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ
 7990 宮澤 佳蓮(2)  8379 丸山 いより(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾚﾝ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
 8007 宮澤 遥(1)  8381 中平 留李花(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ
 7992 上田 美海(2)  8378 宮澤 香音(2)

ｳｴﾀﾞ ﾐｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ
 6   7 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)  8545 田間 美羽(2)     56.10  6   4 下伊那農業高   486 住吉 遥夏(2)     55.42 

ｲｲﾀﾞｯｼｭACB ﾀｻﾞﾏ ﾐｳ ｼﾓｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ
 8623 松村 みすゞ(2)   483 倉澤 まりあ(2)

ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ
 8581 長谷部 奈月(2)   485 山口 穂菜美(2)

ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ
 8621 上原 萌(2)   481 井口 恵(2)

ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ
 7   1 高森中(B)  8372 熊谷 千尋(1)     59.28  7   8 赤穂中(A)  8243 眞田 華香(2)   1,00.34 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ ｱｶﾎﾁｭｳA ｻﾅﾀﾞ ﾊﾅｶ
 8374 宮下 聖菜(1)  8249 熊谷 真歩(2)

ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ
 8382 西村 歩華(1)  8242 木下 愛梨(2)

ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ ｷﾉｼﾀ ｱｲﾘ
 8383 宮内 笑夢(1)  8222 松村 美咲(2)

ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ ﾏﾂﾑﾗ ﾐｻｷ
 8   4 箕輪中(B)  7994 登内 美来(2)     59.92 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾄﾉｳﾁ ﾐｸ
 8004 北原 樹奈(1)

ｷﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾅ
 8006 戸田 美桜(1)

ﾄﾀﾞ ﾐｵ
 8001 岡 瑞希(1)

ｵｶ ﾐｽﾞｷ

女子

4×100mR

決勝



   1 飯田風越高     52.74 松村 紫乃(1) 野崎 優奈(2) 佐々木 果穂(2) 宮澤 風香(2)   2   1
   2 伊那弥生ヶ丘高     53.58 吉田  みさき(2)北原  寧々(2) 髙橋  光(2) 両角  あずさ(2)  2   2
   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)     53.73 池野 佳帆(2) 西島 美幸(1) 伊藤 鈴音(3) 伊藤 優凪(2)   2   3
   4 飯田高     53.79 小椋 万柚(2) 島岡 日和(1) 齊藤 由佳(1) 下平 佳穂里(1)   1   1
   5 飯田女子高     53.83 竹内 乃亜(2) 田中 優(2) 中山 ほのか(1) 熊谷 汐乃(1)   2   4
   6 緑ヶ丘中     54.60 木下 明里咲(1) 藤本 遥(2) 木下 未知(2) 小林 菜月(1)   1   2
   7 高森中(A)     54.80 小平 真帆(2) 丸山 いより(2) 中平 留李花(2) 宮澤 香音(2)   2   5
   8 赤穂中(B)     54.94 氣賀澤 円香(1) 田中 凜(1) 飯島 莉紗(1) 中嶋 珠久(1)   1   3
   9 下伊那農業高     55.42 住吉 遥夏(2) 倉澤 まりあ(2) 山口 穂菜美(2) 井口 恵(2)   2   6
  10 駒ヶ根東中     55.62 戸枝 恵依(2) 竹村 彩也香(2) 小林 香絵(2) 中城 美佳(2)   1   4
  11 箕輪中(A)     56.07 井口 空亜(1) 宮澤 佳蓮(2) 宮澤 遥(1) 上田 美海(2)   1   5
  12 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)     56.10 田間 美羽(2) 松村 みすゞ(2) 長谷部 奈月(2) 上原 萌(2)   1   6
  13 高森中(B)     59.28 熊谷 千尋(1) 宮下 聖菜(1) 西村 歩華(1) 宮内 笑夢(1)   1   7
  14 箕輪中(B)     59.92 登内 美来(2) 北原 樹奈(1) 戸田 美桜(1) 岡 瑞希(1)   1   8
  15 赤穂中(A)   1,00.34 眞田 華香(2) 熊谷 真歩(2) 木下 愛梨(2) 松村 美咲(2)   2   7

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

女子

4×100mR
タイムレース



決勝 10月15日 13:00

県記録(KR)           1.81
県高新(KR)           1.77
県中新(KR)           1.75

北原 沙希(1) 高校生
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高
小平 真帆(2) 中学生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 高森中
井口 恵(2) 高校生
ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 下伊那農業高
下平 佳穂里(1) 高校生
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 飯田高
藤本 祐菜(2) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 飯田高陵中
上田 美海(2) 中学生
ｳｴﾀﾞ ﾐｳ 箕輪中
今村 朱(2) 中学生
ｲﾏﾑﾗ ｱﾝ 飯田高陵中

 1.15
7 4  8438

O O XXX

 1.20

 1.20

5 3  7992
O O O XXX

XXX
5 1  8442

O O O

 1.25

 1.30

4 2   408
- - O O XXX

XO XXO XXX
3 5   481

- - -

XXX  1.30

 1.45

2 6  8380
- XO O XO XO

- - - XO O XXX

1m50 記録 備考
1 7   458

- - -

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15



決勝 10月15日 11:00

県記録(KR)           6.41
県高新(KR)           6.06
県中新(KR)           5.74

宮澤 香音(2) 中学生    X    X   4.79    4.79 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中   -0.3    -0.3
池野 佳帆(2) 中学生   4.46   4.66   4.39    4.66 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    0.0   +0.8   -0.5    +0.8
伊藤 鈴音(3) 中学生   4.63    X   4.54    4.63 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.3   -0.3    +0.3
齊藤 由佳(1) 高校生   2.52   4.24   4.53    4.53 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高    0.0   +0.5   -0.5    -0.5
北原 沙希(1) 高校生   4.19   4.30   4.06    4.30 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高    0.0   -0.5    0.0    -0.5
比田井 凜(1) 中学生    X   4.27    X    4.27 
ﾋﾀﾞｲ ﾘﾝ 望月AC   +0.5    +0.5
中平 留李花(2) 中学生   3.98   3.96   4.25    4.25 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中   -0.5   -1.5   +0.6    +0.6
今村 月愛(2) 高校生   3.92   3.89   4.04    4.04 
ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ 下伊那農業高   -0.5   -0.4   +1.4    +1.4
北野 緋菜(1) 高校生    X   3.93   4.02    4.02 
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南高   -1.6   +0.9    +0.9
眞田 華香(2) 中学生    X   3.97   3.91    3.97 
ｻﾅﾀﾞ ﾊﾅｶ 赤穂中   -0.4   +1.0    -0.4
戸枝 恵依(2) 中学生   3.80    X   3.85    3.85 
ﾄｴﾀﾞ ｹｲ 駒ヶ根東中   -0.4   +0.3    +0.3
小平 真帆(2) 中学生   2.54   3.83    X    3.83 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 高森中    0.0   +0.5    +0.5
畠中 音花(1) 中学生   3.51   3.76   3.63    3.76 
ﾊﾀﾅｶ ｵﾄｶ 飯田高陵中   -0.5   +0.8   +0.5    +0.8
山口 穂菜美(2) 高校生   3.36   3.58   3.67    3.67 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 下伊那農業高   -1.1   -0.7   +0.6    +0.6
竹村 菜々美(1) 中学生   3.51    X    X    3.51 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 緑ヶ丘中   -2.1    -2.1
戸田 美桜(1) 中学生   3.26   3.24   3.08    3.26 
ﾄﾀﾞ ﾐｵ 箕輪中   -1.3    0.0   +1.2    -1.3
住吉 遥夏(2) 高校生 欠場
ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 下伊那農業高

6   486

15 4  8598

16 1  8006

13 3  8444

14 5   485

11 2  8257

12 11  8380

9 7   547

10 9  8243

7 8  8381

8 10   482

5 13   458

6 12  4199

3 17  8641

4 15   406

1 16  8378

2 14  8543

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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 10月15日 14:30

県記録(KR)          13.70
県高新(KR)          13.65

田近 嵯季(2) 中学生
ﾀｼﾞｶ ｻｷ 王滝中
竹内 乃亜(2) 高校生
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田女子高

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2  6336

 8.73  8.47  8.82

2 1   443
 7.08  6.71  7.57   7.57 

  8.82 



決勝 10月15日 14:30

県中学新(KR)        13.55

田近 嵯季(2) 中学生
ﾀｼﾞｶ ｻｷ 王滝中
戸谷 優花(2) 中学生
ﾄﾔ ﾕｳｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
田間 美羽(2) 中学生
ﾀｻﾞﾏ ﾐｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
清水 奈都紀(1) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 望月AC
上野 愛梨(1) 中学生
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC
上原 萌(2) 中学生
ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

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 6  6336

11.05 10.93 11.22  11.22 

2 5  8622
 6.58  6.86  7.02   7.02 

3 3  8545
 6.72  5.65  6.46   6.72 

4 2  4182
 6.68  5.64  6.42   6.68 

5 1  4183
 6.38  6.43  6.47

6 4  8621
 5.25  4.73  5.35   5.35 

  6.47 



決勝 10月15日 10:30

県記録(KR)          57.17
県高新(KR)          48.07

吉田  みさき(2) 高校生
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高
北野 緋菜(1) 高校生
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南高
知久 遙紀(2) 高校生
ﾁｸ ﾊﾙｷ 飯田女子高
小池 雅絵(2) 高校生
ｺｲｹ ﾏｻｴ 下伊那農業高

 19.11 

 20.36 

4 2   484
  X 19.11   O

 33.51 

3 1   440
  O 20.36   O

 35.78 

2 3   547
  O   O 33.51

1 4   300
35.78   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月15日  9:00

県中学新(KR)        45.45

大牧 穂香(1) 中学生
ｵｵﾏｷ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中
小林 菜月(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘中
上野 愛梨(1) 中学生
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC
磯貝 亜依(2) 中学生
ｲｿｶﾞｲ ｱｲ 緑ヶ丘中
松澤 澪(1) 中学生
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｵ 緑ヶ丘中

 10.47 

 11.11 

5 1  8596
  O 10.47   O

 17.24 

4 2  8604
  X   O 11.11

 20.67 

3 3  4183
  O 17.24   O

 21.57 

2 4  8612
20.67   O   O

1 5  8599
  O   O 21.57

-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-



決勝 10月15日 12:35

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +2.6

 1 藤倉 結菜(3) 小学生      9.90  1 篠田 楓夏(3) 小学生     10.41 
ﾌｼﾞｸﾗ ﾕｲﾅ 山本小 ｼﾉﾀﾞ ﾌｳｶ 丸山小

 2 松下 玲来(3) 小学生      9.92  2 小川 紗良(3) 小学生     10.67 
ﾏﾂｼﾀ ﾚｲﾗ 伊賀良小 ｵｶﾞﾜ ｻﾗ 追手町小

 3 小倉 杏(3) 小学生     10.51  3 吉川 彩夏(3) 小学生     11.43 
ｵｸﾞﾗ ｱﾝｽﾞ 諏訪FA ﾖｼｶﾜ ｱﾔｶ 追手町小

 4 此間 椿(3) 小学生     10.84  4 鬼頭 杏菜(2) 小学生     11.57 
ｺﾉﾏ ﾂﾊﾞｷ 下久堅小 ｷﾄｳ ｱﾝﾅ 追手町小

 5 中嶋 優月(2) 小学生     11.47  5 金田 こころ(2) 小学生     11.67 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 松尾小 ｶﾅﾀﾞ ｺｺﾛ 松尾小

 6 宇佐美 心絆(2) 小学生     12.66  6 宮島 空来(2) 小学生     11.72 
ｳｻﾐ ｺｺﾅ 追手町小 ﾐﾔｼﾞﾏ ｿﾗ 追手町小

 7 前川 桃花(2) 小学生     12.68  7 塚田 世唯(2) 小学生     13.16 
ﾏｴｶﾜ ﾓﾓｶ 松尾小 ﾂｶﾀﾞ ｾｲ 阿智第一小

 8 大藏 櫻子(1) 小学生     17.26  8 肥後 苺花(1) 小学生     14.51 
ｵｵｸﾗ ｻｸﾗｺ 追手町小 ﾋｺﾞ ｲﾁｶ 伊賀良小

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 -1.2

 1 御子柴 清美(3) 小学生     10.06  1 岡嶌 笑叶(3) 小学生     10.69 
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪FA ｵｶｼﾞﾏ ｴﾚﾅ 追手町小

 2 市川 恋乃羽(3) 小学生     10.80  2 所澤 柚月(2) 小学生     11.52 
ｲﾁｶﾜ ｺﾉﾊ 高森南小 ｼｮｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 山本小

 3 佐々木 莉帆(2) 小学生     11.13  3 大槻 民奈(1) 小学生     12.37 
ｻｻｷ ﾘﾎ 阿智第一小 ｵｵﾂｷ ﾐﾝﾅ 追手町小

 4 青島 紗也(2) 小学生     11.40  4 平栗 もえ(1) 小学生     12.76 
ｱｵｼﾏ ｻﾔ 伊賀良小 ﾋﾗｸﾞﾘ ﾓｴ 松尾小

 5 原 叶恋(2) 小学生     11.61  5 坂田 玲(2) 小学生     13.01 
ﾊﾗ ｶﾚﾝ 阿智第一小 ｻｶﾀ ﾚｲ 追手町小

 6 藤本 夢乃(2) 小学生     11.78  6 寺沢 夏鈴(3) 小学生     13.02 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ 松尾小 ﾃﾗｻﾜ ｶﾘﾝ 高森南小

 7 今村 りん(2) 小学生     12.01  7 熊谷 奈々(3) 小学生     13.31 
ｲﾏﾑﾗ ﾘﾝ 伊賀良小 ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾅ 伊賀良小

 8 下井 みさ稀(3) 小学生     12.26 四ッ橋 ことね(2)小学生
ｼﾓｲ ﾐｻｷ 浜井場小 ﾖﾂﾊｼ ｺﾄﾈ 上久堅小

[ 5組] 風速 -0.5 [ 6組] 風速 -1.2

 1 髙橋 愛央(2) 小学生     10.51  1 山﨑 ここね(3) 小学生     11.38 
ﾀｶﾊｼ ｱｵ 鼎小 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺﾈ 天龍小

 2 中島 維伽(2) 小学生     10.83  2 池田 朋香(3) 小学生     11.39 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲｶ 鼎小 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｶ 喬木第一小

 3 御子柴 直美(2) 小学生     11.69  3 塩沢 璃々(2) 小学生     11.45 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ 諏訪FA ｼｵｻﾞﾜ ﾘﾘ 上久堅小

 4 水野 眞子(1) 小学生     12.12  4 松下 彩那(2) 小学生     11.85 
ﾐｽﾞﾉ ﾏｺ 鼎小 ﾏﾂｼﾀ ｱﾔﾅ 泰阜小

 5 田中 莉里花(2) 小学生     12.36  5 佐々木 奏羽(3) 小学生     11.97 
ﾀﾅｶ ﾘﾘｶ 上久堅小 ｻｻｷ ｿﾜ 鼎小

 6 後藤 瑠衣(1) 小学生     12.54  6 佐々木 小夏(3) 小学生     12.09 
ｺﾞﾄｳ ﾙｲ 上久堅小 ｻｻｷ ｺﾅﾂ 望月AC

 7 窪田 凜々花(1) 小学生     13.08  7 山口 実桜理(1) 小学生     12.97 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾘｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｵﾘ 竜丘小

 8 宮下 佳穂(1) 小学生     13.25 吉澤 綾音(3) 小学生
ﾐﾔｼﾀ ｶﾎ 天龍小 ﾖｼｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 高森南小

[ 7組] 風速  0.0 [ 8組] 風速  0.0

 1 菅沼 心乃香(3) 小学生     10.61  1 筒井 南心(3) 小学生     10.05 
ｽｶﾞﾇﾏ ｺﾉｶ 豊丘南小 ﾂﾂｲ ﾐﾅﾐ 喬木第一小

 2 肥後 楓花(3) 小学生     10.88  2 小池 南々子(3) 小学生     10.33 
ﾋｺﾞ ﾌｳｶ 喬木第一小 ｺｲｹ ﾅﾅｺ 阿智第一小

 3 中山 優彩(3) 小学生     10.95  3 阪 真琴(2) 小学生     10.58 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｱ 喬木第一小 ｻｶ ﾏｺﾄ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 後藤 茉衣(3) 小学生     11.09  4 日吉 二葉(3) 小学生     10.60 
ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 上久堅小 ﾋﾖｼ ﾌﾀﾊﾞ 上久堅小

 5 桑原 瑚々那(2) 小学生     11.37  5 倉澤 和奏(3) 小学生     10.77 
ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｺﾅ 上久堅小 ｸﾗｻﾜ ﾜｶﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 内藤 瑞咲(3) 小学生     11.40  6 林 かれん(1) 小学生     11.00 
ﾅｲﾄｳ ﾐｻｷ 天竜SC ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 桑原 百花(3) 小学生     11.42  7 福島 羽七(3) 小学生     11.06 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾓﾓｶ 上久堅小 ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 宮脇 悠莉(1) 小学生     12.27  8 櫻井 音寧(2) 小学生     11.38 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

小学女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    94 7    67

5    33 2   177

3   154 6   173

6    47 8   172

8   123 3   118

7   170 4   174

4   122 5    22

1   179 1    36

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   150 6   171

3    88 7    93

7    20 8   178

4    34 3   125

5    19 4   176

6   124 5    89

8    31 1    29

1   190 2   132
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   183 1   188

8   182 5    70

7   151 6   126

2   181 2   165

3   136 8   180

1   130 4   203

5    54 3   206

4   187 7    87
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   200 2    72

6    73 8    21

2    71 3    55

3   131 5   137

5   127 7    62

8   186 6   116

7   128 4   115

1   104 1    64



[ 9組] 風速 -0.5 [ 10組] 風速 -0.8

 1 清水 みいな(3) 小学生     10.82  1 長村 梨夢(3) 小学生     10.19 
ｼﾐｽﾞ ﾐｲﾅ 天竜SC ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ Team U

 2 藤本 心美(1) 小学生     11.02  2 岩下 心葉(3) 小学生     10.27 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ 千栄小 ｲﾜｼﾀ ｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 代田 りみ(3) 小学生     11.07  3 小林 希愛(3) 小学生     10.31 
ｼﾛﾀ   ﾘﾐ 下條小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 山下 恋花(2) 小学生     11.09  4 松尾 綺夏(3) 小学生     10.50 
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾏﾂｵ ｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 関 沙桜里(3) 小学生     11.60  5 清水 麻理恵(3) 小学生     10.63 
ｾｷ ｻｵﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｼﾐｽﾞ   ﾏﾘｴ 下條小

 6 藤本 寧々(3) 小学生     11.62  6 中島 妃芽乃(3) 小学生     10.80 
ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾈﾈ 下條小 ﾅｶｼﾏ  ﾋﾒﾉ 下條小

 7 宮下 友希(3) 小学生     11.74  7 羽生 月佳(3) 小学生     11.27 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾆｭｳ ﾙｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 白上 由菜(3) 小学生     11.84 
ｼﾗｶﾐ   ﾕﾅ 下條小

[ 11組] 風速 -0.9

 1 矢島 柚那(3) 小学生      9.68 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 湯澤 彩花(3) 小学生      9.75 
ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 中島 采香(3) 小学生     10.39 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 小平 一葉(3) 小学生     10.52 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 天竜SC

 5 中野 ことは(3) 小学生     10.59 
ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 6 山田 怜来(2) 小学生     10.59 
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 鈴木 翠央(3) 小学生     10.80 
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

小学女子

60m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1   185 7    10

5   161 8   100

8    50 2    15

2    58 6   109

7    98 3    49

6    52 5    51

3   102 4    95

4    53

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    63

4   111

8   110

7   184

5    80

2    60

3    84



   1 矢島 柚那(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ      9.68 (-0.9)  11   1
   2 湯澤 彩花(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ      9.75 (-0.9)  11   2
   3 藤倉 結菜(3) 小学生 山本小      9.90 (+0.9)   1   1
   4 松下 玲来(3) 小学生 伊賀良小      9.92 (+0.9)   1   2
   5 筒井 南心(3) 小学生 喬木第一小     10.05 (0.0)   8   1
   6 御子柴 清美(3) 小学生 諏訪FA     10.06 (+0.1)   3   1
   7 長村 梨夢(3) 小学生 Team U     10.19 (-0.8)  10   1
   8 岩下 心葉(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.27 (-0.8)  10   2
   9 小林 希愛(3) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     10.31 (-0.8)  10   3
  10 小池 南々子(3) 小学生 阿智第一小     10.33 (0.0)   8   2
  11 中島 采香(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.39 (-0.9)  11   3
  12 篠田 楓夏(3) 小学生 丸山小     10.41 (+2.6)   2   1
  13 松尾 綺夏(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.50 (-0.8)  10   4
  14 髙橋 愛央(2) 小学生 鼎小     10.51 (-0.5)   5   1
  14 小倉 杏(3) 小学生 諏訪FA     10.51 (+0.9)   1   3
  16 小平 一葉(3) 小学生 天竜SC     10.52 (-0.9)  11   4
  17 阪 真琴(2) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     10.58 (0.0)   8   3
  18 中野 ことは(3) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     10.59 (-0.9)  11   5
  18 山田 怜来(2) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     10.59 (-0.9)  11   6
  20 日吉 二葉(3) 小学生 上久堅小     10.60 (0.0)   8   4
  21 菅沼 心乃香(3) 小学生 豊丘南小     10.61 (0.0)   7   1
  22 清水 麻理恵(3) 小学生 下條小     10.63 (-0.8)  10   5
  23 小川 紗良(3) 小学生 追手町小     10.67 (+2.6)   2   2
  24 岡嶌 笑叶(3) 小学生 追手町小     10.69 (-1.2)   4   1
  25 倉澤 和奏(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     10.77 (0.0)   8   5
  26 市川 恋乃羽(3) 小学生 高森南小     10.80 (+0.1)   3   2
  26 中島 妃芽乃(3) 小学生 下條小     10.80 (-0.8)  10   6
  26 鈴木 翠央(3) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     10.80 (-0.9)  11   7
  29 清水 みいな(3) 小学生 天竜SC     10.82 (-0.5)   9   1
  30 中島 維伽(2) 小学生 鼎小     10.83 (-0.5)   5   2
  31 此間 椿(3) 小学生 下久堅小     10.84 (+0.9)   1   4
  32 肥後 楓花(3) 小学生 喬木第一小     10.88 (0.0)   7   2
  33 中山 優彩(3) 小学生 喬木第一小     10.95 (0.0)   7   3
  34 林 かれん(1) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.00 (0.0)   8   6
  35 藤本 心美(1) 小学生 千栄小     11.02 (-0.5)   9   2
  36 福島 羽七(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.06 (0.0)   8   7
  37 代田 りみ(3) 小学生 下條小     11.07 (-0.5)   9   3
  38 後藤 茉衣(3) 小学生 上久堅小     11.09 (0.0)   7   4
  38 山下 恋花(2) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     11.09 (-0.5)   9   4
  40 佐々木 莉帆(2) 小学生 阿智第一小     11.13 (+0.1)   3   3
  41 羽生 月佳(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.27 (-0.8)  10   7
  42 桑原 瑚々那(2) 小学生 上久堅小     11.37 (0.0)   7   5
  43 山﨑 ここね(3) 小学生 天龍小     11.38 (-1.2)   6   1
  43 櫻井 音寧(2) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     11.38 (0.0)   8   8
  45 池田 朋香(3) 小学生 喬木第一小     11.39 (-1.2)   6   2
  46 青島 紗也(2) 小学生 伊賀良小     11.40 (+0.1)   3   4
  46 内藤 瑞咲(3) 小学生 天竜SC     11.40 (0.0)   7   6
  48 桑原 百花(3) 小学生 上久堅小     11.42 (0.0)   7   7
  49 吉川 彩夏(3) 小学生 追手町小     11.43 (+2.6)   2   3
  50 塩沢 璃々(2) 小学生 上久堅小     11.45 (-1.2)   6   3
  51 中嶋 優月(2) 小学生 松尾小     11.47 (+0.9)   1   5
  52 所澤 柚月(2) 小学生 山本小     11.52 (-1.2)   4   2
  53 鬼頭 杏菜(2) 小学生 追手町小     11.57 (+2.6)   2   4
  54 関 沙桜里(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.60 (-0.5)   9   5
  55 原 叶恋(2) 小学生 阿智第一小     11.61 (+0.1)   3   5
  56 藤本 寧々(3) 小学生 下條小     11.62 (-0.5)   9   6
  57 金田 こころ(2) 小学生 松尾小     11.67 (+2.6)   2   5
  58 御子柴 直美(2) 小学生 諏訪FA     11.69 (-0.5)   5   3
  59 宮島 空来(2) 小学生 追手町小     11.72 (+2.6)   2   6
  60 宮下 友希(3) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.74 (-0.5)   9   7
  61 藤本 夢乃(2) 小学生 松尾小     11.78 (+0.1)   3   6
  62 白上 由菜(3) 小学生 下條小     11.84 (-0.5)   9   8
  63 松下 彩那(2) 小学生 泰阜小     11.85 (-1.2)   6   4
  64 佐々木 奏羽(3) 小学生 鼎小     11.97 (-1.2)   6   5
  65 今村 りん(2) 小学生 伊賀良小     12.01 (+0.1)   3   7
  66 佐々木 小夏(3) 小学生 望月AC     12.09 (-1.2)   6   6
  67 水野 眞子(1) 小学生 鼎小     12.12 (-0.5)   5   4
  68 下井 みさ稀(3) 小学生 浜井場小     12.26 (+0.1)   3   8
  69 宮脇 悠莉(1) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     12.27 (0.0)   7   8
  70 田中 莉里花(2) 小学生 上久堅小     12.36 (-0.5)   5   5
  71 大槻 民奈(1) 小学生 追手町小     12.37 (-1.2)   4   3
  72 後藤 瑠衣(1) 小学生 上久堅小     12.54 (-0.5)   5   6
  73 宇佐美 心絆(2) 小学生 追手町小     12.66 (+0.9)   1   6
  74 前川 桃花(2) 小学生 松尾小     12.68 (+0.9)   1   7
  75 平栗 もえ(1) 小学生 松尾小     12.76 (-1.2)   4   4
  76 山口 実桜理(1) 小学生 竜丘小     12.97 (-1.2)   6   7
  77 坂田 玲(2) 小学生 追手町小     13.01 (-1.2)   4   5

小学女子

60m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   63
  111
   94
   33
   72
  150
   10
  100
   15
   21
  110
   67
  109
  183
  154
  184
   55
   80
   60
  137
  200
   49
  177
  171
   62
   88
   51
   84
  185
  182
   47
   73
   71
  116
  161
  115
   50
  131
   58
   20
   95
  127
  188
   64
   70
   34
  186
  128
  173
  126
  123
   93
  172
   98
   19
   52
  118
  151
  174
  102
  124
   53
  165
  180
   31
  203
  181
  190
  104
  136
  178
  130
  170
  122
  125
  206
  176



  78 寺沢 夏鈴(3) 小学生 高森南小     13.02 (-1.2)   4   6
  79 窪田 凜々花(1) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     13.08 (-0.5)   5   7
  80 塚田 世唯(2) 小学生 阿智第一小     13.16 (+2.6)   2   7
  81 宮下 佳穂(1) 小学生 天龍小     13.25 (-0.5)   5   8
  82 熊谷 奈々(3) 小学生 伊賀良小     13.31 (-1.2)   4   7
  83 肥後 苺花(1) 小学生 伊賀良小     14.51 (+2.6)   2   8
  84 大藏 櫻子(1) 小学生 追手町小     17.26 (+0.9)   1   8
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決勝 10月15日 11:10

県小学新(KR)        13.06

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 佐々木 幸雪(5) 小学生     14.90  1 阿部 奈未(5) 小学生     14.83 
ｻｻｷ ｺﾕｷ 松尾小 ｱﾍﾞ ﾅﾐ 山本小

 2 山崎 佑夏(4) 小学生     16.02  2 近藤 舞佳(6) 小学生     15.04 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾅ 伊賀良小 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲｶ 和田小

 3 折山 菜々美(5) 小学生     16.16  3 三浦 ほのか(5) 小学生     15.97 
ｵﾘﾔﾏ ﾅﾅﾐ 伊賀良小 ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ 松尾小

 4 岡村 瑚白(4) 小学生     16.56  4 千葉 栞(6) 小学生     16.60 
ｵｶﾑﾗ  ｺﾊｸ 松尾小 ﾁﾊﾞ ｼｵﾘ 阿智第二小

 5 原田 未李(4) 小学生     16.63  5 原 萌心(6) 小学生     16.66 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ 松尾小 ﾊﾗ ﾓｴﾐ 阿智第二小

 6 熊谷 光紗(4) 小学生     17.44  6 後藤 悠花(4) 小学生     17.57 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｻ 川路小 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｶ 伊賀良小

 7 北原 野々花(4) 小学生     17.51  7 原 真奈美(4) 小学生     17.59 
ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉｶ 伊賀良小 ﾊﾗ ﾏﾅﾐ 追手町小

 8 加藤 ちひろ(4) 小学生     17.91  8 長谷部 蒼宙(5) 小学生     18.25 
ｶﾄｳ ﾁﾋﾛ 伊賀良小 ﾊｾﾍﾞ ｱｵｲ 上久堅小

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 +0.6

 1 鎌倉 美子(4) 小学生     16.54  1 大和田 明日風(4)小学生     15.77 
ｶﾏｸﾗ ﾐｺ 上郷小 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那AC

 2 北原 萌衣(4) 小学生     16.65  2 羽生 彩華(4) 小学生     16.14 
ｷﾀﾊﾗ ﾒｲ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾊﾆｭｳ ｱﾔｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 小西 世蘭(4) 小学生     16.82  3 岩崎 ことの(4) 小学生     16.26 
ｺﾆｼ ｾﾗﾝ 上郷小 ｲﾜｻｷ ｺﾄﾉ 上郷小

 4 是則 心優(5) 小学生     16.89  4 原 野乃花(4) 小学生     17.08 
ｺﾚﾉﾘ ﾐﾕ 上久堅小 ﾊﾗ ﾉﾉｶ 阿智第二小

 5 山口 依萄葉(4) 小学生     17.15  5 桐生 瑞希(4) 小学生     17.54 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾄﾊ 竜丘小 ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 廣瀬 乃亜(4) 小学生     17.29  6 白上 暖佳(4) 小学生     17.59 
ﾋﾛｾ ﾉｱ 豊丘南小 ｼﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 竜丘小

 7 髙間 葵(4) 小学生     18.13  7 田中 結羽(4) 小学生     18.23 
ﾀｶﾏ ｱｵｲ 阿智第二小 ﾀﾅｶ ﾕｳ 伊那AC

 8 吉澤 紗穂(5) 小学生     18.35 
ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

[ 5組] 風速 +0.7 [ 6組] 風速 +1.3

 1 岩崎 桃果(5) 小学生     15.63  1 小松 美沙季(5) 小学生     15.50 
ｲﾜｻｷ ﾓﾓｶ 上郷小 ｺﾏﾂ ﾐｻｷ 諏訪FA

 2 田中 海羽(6) 小学生     15.88  2 山田 聖来(4) 小学生     15.68 
ﾀﾅｶ ﾐｳ 伊那AC ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 池田 りん(4) 小学生     15.88  3 福澤 さくら(4) 小学生     15.73 
ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ 伊那AC ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那AC

 4 山川 このみ(4) 小学生     16.49  4 田中 美実香(6) 小学生     15.84 
ﾔﾏｶﾜ ｺﾉﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾀﾅｶ ﾐﾐｶ 上久堅小

 5 阪 千都(4) 小学生     16.86  5 中嶋 由希(6) 小学生     16.11 
ｻｶ ﾁﾋﾛ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 6 松下 真奈(4) 小学生     16.92  6 山下 心花(4) 小学生     16.16 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 梅木 莉子(4) 小学生     17.24  7 下嶋 優菜(5) 小学生     16.17 
ｳﾒｷ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ ｼﾓｼﾞﾏ   ﾕｳﾅ 下條小

[ 7組] 風速 -0.7 [ 8組] 風速 -0.5

 1 梶間 理預(5) 小学生     15.32  1 野村 優香(6) 小学生     14.67 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 伊那AC

 2 海沼 結(5) 小学生     15.40  2 塩澤 舞(6) 小学生     14.73 
ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 伊那AC ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 三嶋 渚沙(5) 小学生     15.40  3 山田 優芽(6) 小学生     15.10 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 4 湯澤 帆花(5) 小学生     15.81  4 杉山 愛里彩(6) 小学生     15.14 
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 熊谷 朋華(6) 小学生     15.84  5 鎮西 花(6) 小学生     15.24 
ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 6 石平 愛菜(4) 小学生     16.07  6 小口 葉奈(6) 小学生     15.71 
ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ 諏訪FA ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 後藤 優衣(5) 小学生     16.39  7 藤森 愛夢(5) 小学生     15.93 
ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 上久堅小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
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[ 9組] 風速  0.0 [ 10組] 風速 -1.2

 1 吉澤 詩乃(6) 小学生     14.40  1 山城 春菜(6) 小学生     14.08 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 伊藤 沙優香(6) 小学生     14.48  2 藤森 七海(6) 小学生     14.32 
ｲﾄｳ ｻﾔｶ Team U ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪FA

 3 中山 愛梨(6) 小学生     14.56  3 中村 映夢(6) 小学生     14.52 
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 4 川井田 望(6) 小学生     14.83  4 関島 瑠愛(6) 小学生     14.61 
ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 能登 愛琉(5) 小学生     15.41  5 木下 茜莉(6) 小学生     14.68 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 安田 莉穂(6) 小学生     15.56  6 宮下 莉瑚(6) 小学生     14.77 
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪FA ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
佐野 涼楓(5) 小学生  7 原 こころ(6) 小学生     15.53 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾊﾗ ｺｺﾛ 川路小
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   1 山城 春菜(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.08 (-1.2)  10   1
   2 藤森 七海(6) 小学生 諏訪FA     14.32 (-1.2)  10   2
   3 吉澤 詩乃(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.40 (0.0)   9   1
   4 伊藤 沙優香(6) 小学生 Team U     14.48 (0.0)   9   2
   5 中村 映夢(6) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.52 (-1.2)  10   3
   6 中山 愛梨(6) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     14.56 (0.0)   9   3
   7 関島 瑠愛(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.61 (-1.2)  10   4
   8 野村 優香(6) 小学生 伊那AC     14.67 (-0.5)   8   1
   9 木下 茜莉(6) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     14.68 (-1.2)  10   5
  10 塩澤 舞(6) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     14.73 (-0.5)   8   2
  11 宮下 莉瑚(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.77 (-1.2)  10   6
  12 阿部 奈未(5) 小学生 山本小     14.83 (0.0)   2   1
  12 川井田 望(6) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.83 (0.0)   9   4
  14 佐々木 幸雪(5) 小学生 松尾小     14.90 (0.0)   1   1
  15 近藤 舞佳(6) 小学生 和田小     15.04 (0.0)   2   2
  16 山田 優芽(6) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.10 (-0.5)   8   3
  17 杉山 愛里彩(6) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.14 (-0.5)   8   4
  18 鎮西 花(6) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.24 (-0.5)   8   5
  19 梶間 理預(5) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.32 (-0.7)   7   1
  20 海沼 結(5) 小学生 伊那AC     15.40 (-0.7)   7   2
  20 三嶋 渚沙(5) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.40 (-0.7)   7   3
  22 能登 愛琉(5) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.41 (0.0)   9   5
  23 小松 美沙季(5) 小学生 諏訪FA     15.50 (+1.3)   6   1
  24 原 こころ(6) 小学生 川路小     15.53 (-1.2)  10   7
  25 安田 莉穂(6) 小学生 諏訪FA     15.56 (0.0)   9   6
  26 岩崎 桃果(5) 小学生 上郷小     15.63 (+0.7)   5   1
  27 山田 聖来(4) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     15.68 (+1.3)   6   2
  28 小口 葉奈(6) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     15.71 (-0.5)   8   6
  29 福澤 さくら(4) 小学生 伊那AC     15.73 (+1.3)   6   3
  30 大和田 明日風(4) 小学生 伊那AC     15.77 (+0.6)   4   1
  31 湯澤 帆花(5) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.81 (-0.7)   7   4
  32 田中 美実香(6) 小学生 上久堅小     15.84 (+1.3)   6   4
  32 熊谷 朋華(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.84 (-0.7)   7   5
  34 田中 海羽(6) 小学生 伊那AC     15.88 (+0.7)   5   2
  34 池田 りん(4) 小学生 伊那AC     15.88 (+0.7)   5   3
  36 藤森 愛夢(5) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.93 (-0.5)   8   7
  37 三浦 ほのか(5) 小学生 松尾小     15.97 (0.0)   2   3
  38 山崎 佑夏(4) 小学生 伊賀良小     16.02 (0.0)   1   2
  39 石平 愛菜(4) 小学生 諏訪FA     16.07 (-0.7)   7   6
  40 中嶋 由希(6) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     16.11 (+1.3)   6   5
  41 羽生 彩華(4) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     16.14 (+0.6)   4   2
  42 折山 菜々美(5) 小学生 伊賀良小     16.16 (0.0)   1   3
  42 山下 心花(4) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.16 (+1.3)   6   6
  44 下嶋 優菜(5) 小学生 下條小     16.17 (+1.3)   6   7
  45 岩崎 ことの(4) 小学生 上郷小     16.26 (+0.6)   4   3
  46 後藤 優衣(5) 小学生 上久堅小     16.39 (-0.7)   7   7
  47 山川 このみ(4) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.49 (+0.7)   5   4
  48 鎌倉 美子(4) 小学生 上郷小     16.54 (-1.0)   3   1
  49 岡村 瑚白(4) 小学生 松尾小     16.56 (0.0)   1   4
  50 千葉 栞(6) 小学生 阿智第二小     16.60 (0.0)   2   4
  51 原田 未李(4) 小学生 松尾小     16.63 (0.0)   1   5
  52 北原 萌衣(4) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     16.65 (-1.0)   3   2
  53 原 萌心(6) 小学生 阿智第二小     16.66 (0.0)   2   5
  54 小西 世蘭(4) 小学生 上郷小     16.82 (-1.0)   3   3
  55 阪 千都(4) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.86 (+0.7)   5   5
  56 是則 心優(5) 小学生 上久堅小     16.89 (-1.0)   3   4
  57 松下 真奈(4) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     16.92 (+0.7)   5   6
  58 原 野乃花(4) 小学生 阿智第二小     17.08 (+0.6)   4   4
  59 山口 依萄葉(4) 小学生 竜丘小     17.15 (-1.0)   3   5
  60 梅木 莉子(4) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     17.24 (+0.7)   5   7
  61 廣瀬 乃亜(4) 小学生 豊丘南小     17.29 (-1.0)   3   6
  62 熊谷 光紗(4) 小学生 川路小     17.44 (0.0)   1   6
  63 北原 野々花(4) 小学生 伊賀良小     17.51 (0.0)   1   7
  64 桐生 瑞希(4) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     17.54 (+0.6)   4   5
  65 後藤 悠花(4) 小学生 伊賀良小     17.57 (0.0)   2   6
  66 白上 暖佳(4) 小学生 竜丘小     17.59 (+0.6)   4   6
  66 原 真奈美(4) 小学生 追手町小     17.59 (0.0)   2   7
  68 加藤 ちひろ(4) 小学生 伊賀良小     17.91 (0.0)   1   8
  69 髙間 葵(4) 小学生 阿智第二小     18.13 (-1.0)   3   7
  70 田中 結羽(4) 小学生 伊那AC     18.23 (+0.6)   4   7
  71 長谷部 蒼宙(5) 小学生 上久堅小     18.25 (0.0)   2   8
  72 吉澤 紗穂(5) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     18.35 (-1.0)   3   8

小学女子
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決勝 10月15日 13:40

県小学新(KR)      3,03.46

 1 佐藤 悠花(6) 小学生   3,03.58 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 上畑 真由(6) 小学生   3,05.93 
ｳｴﾊﾀ ﾏﾕ UAC

 3 筒井 心葉(6) 小学生   3,17.76 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 坂本 なお(6) 小学生   3,29.71 
ｻｶﾓﾄ ﾅｵ 駒ヶ根中沢RC

 5 森脇 光砂(6) 小学生   3,31.76 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 6 佐藤 綾花(6) 小学生   3,32.83 
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 高木 萌子(6) 小学生   3,33.48 
ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 伊那AC

 8 齋藤 奏絵(5) 小学生   3,33.71 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 諏訪FA

 9 小松 夢來(6) 小学生   3,35.93 
ｺﾏﾂ ﾕﾗ 諏訪FA

10 羽生 彩七(6) 小学生   3,40.77 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

11 下嶋 優菜(5) 小学生   3,43.56 
ｼﾓｼﾞﾏ   ﾕｳﾅ 下條小

12 木下 茜莉(6) 小学生   3,45.62 
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

13 梅木 莉子(4) 小学生   3,46.92 
ｳﾒｷ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

14 中山 結(6) 小学生   3,47.07 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 諏訪FA

15 羽生 彩華(4) 小学生   3,51.14 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔｶ ISｼﾞｭﾆｱ

16 出澤 幸芽(4) 小学生   3,54.36 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｺｳﾒ 駒ヶ根中沢RC

17 吉澤 真穂(5) 小学生   3,58.72 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

18 松下 真奈(4) 小学生   4,00.49 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

19 桐生 瑞希(4) 小学生   4,03.22 
ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

20 廣瀬 乃亜(4) 小学生   4,05.11 
ﾋﾛｾ ﾉｱ 豊丘南小

21 小西 志穂(4) 小学生   4,09.26 
ｺﾆｼ ｼﾎ 浜井場小

22 志村 悠(4) 小学生   4,14.98 
ｼﾑﾗ ﾕｳ 竜丘小

23 熊谷 愛美(4) 小学生   4,15.56 
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾐ 上村小

24 山口 依萄葉(4) 小学生   4,24.82 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾄﾊ 竜丘小
佐野 涼楓(5) 小学生
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

小学女子
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決勝 10月15日 16:30

県小学新(KR)        53.07

[ 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 浜井場小(A)   193 城田 果凛(6)   1,01.16  1   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)  103 宮下 莉瑚(6)     56.13 

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳA ｼﾛﾀ ｶﾘﾝ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ
  196 牧内 梓(6)    99 関島 瑠愛(6)

ﾏｷｳﾁ ｱｽﾞｻ ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ
  198 林 実優(6)   101 吉澤 詩乃(6)

ﾊﾔｼ ﾐﾕ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
  191 下倉 万由子(6)   108 山城 春菜(6)

ｼﾀｸﾗ ﾏﾕｺ ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 2   5 竜丘小   210 本田 渚(5)   1,02.81  2   6 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(A)   75 山田 優芽(6)     58.08 

ﾀﾂｵｶｼｮｳ ﾎﾝﾀﾞ ﾅｷﾞｻ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
  208 中島 志穂(5)    81 鎮西 花(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
  211 林 愛菜(6)    77 川井田 望(6)

ﾊﾔｼ ｱｲﾅ ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ
  204 宮下 菜摘(6)    78 中村 映夢(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ
 3   3 丸山小    69 松澤 彩姫(4)   1,04.70  3   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    12 塩澤 舞(6)     59.59 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾒ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ
   68 牧島 渚(4)    13 三嶋 渚沙(5)

ﾏｷｼﾏ ﾅｷﾞｻ ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ
   65 安藤 ゆず(4)    18 藤森 愛夢(5)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞ ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ
   66 後藤 咲季(4)    17 中山 愛梨(6)

ｺﾞﾄｳ ｻｷ ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ
 4   8 上郷小   142 小木曽 ゆうり(4)   1,05.17  4   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)   97 梶間 理預(5)   1,01.49 

ｶﾐｻﾄｼｮｳ ｵｷﾞｿ ﾕｳﾘ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ
  138 鎌倉 美子(4)   114 能登 愛琉(5)

ｶﾏｸﾗ ﾐｺ ﾉﾄ ｱｲﾙ
  141 小西 世蘭(4)   112 湯澤 帆花(5)

ｺﾆｼ ｾﾗﾝ ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
  139 岩崎 ことの(4)   105 熊谷 朋華(6)

ｲﾜｻｷ ｺﾄﾉ ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ
 5   4 上村小   143 岡村 奏(5)   1,07.14  5   4 伊那AC    45 福澤 さくら(4)   1,01.94 

ｶﾐﾑﾗｼｮｳ ｵｶﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ ｲﾅｴｰｼｰ ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ
  146 熊谷 真由美(5)    39 海沼 結(5)

ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾕﾐ ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
  148 前島 祐里(4)    41 大和田 明日風(4)

ﾏｴｼﾏ ﾕｳﾘ ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ
  147 水嶋 みのり(6)    42 池田 りん(4)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾐﾉﾘ ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ
 6   7 伊賀良小    27 横田 みや姫(4)   1,08.93  6   8 泰阜小(A)   166 松下 侑夏(4)   1,10.79 

ｲｶﾞﾗｼｮｳ ﾖｺﾀ ﾐﾔﾋﾞ ﾔｽｵｶｼｮｳA ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｶ
   30 後藤 悠花(4)   167 折竹 美南(4)

ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｶ ｵﾘﾀｹ ﾐﾅﾐ
   37 北原 野々花(4)   168 半崎 杏果(4)

ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉｶ ﾊﾝｻﾞｷ ﾓﾓｶ
   28 加藤 ちひろ(4)   169 脇坂 心雪(4)

ｶﾄｳ ﾁﾋﾛ ﾜｷｻﾞｶ ｺﾕｷ
 7   2 浜井場小(B)   194 西澤 碧(4)   1,12.65   2 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(B)

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳB ﾆｼｻﾞﾜ ｱｵｲ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB 欠場
  195 田口 愛純(4)

ﾀｸﾞﾁ ｱｽﾐ
  199 廣瀬 葵(4)

ﾋﾛｾ ｱｵｲ
  197 牧内 結奈(4)

ﾏｷｳﾁ ﾕｲﾅ

   1 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)     56.13 宮下 莉瑚(6) 関島 瑠愛(6) 吉澤 詩乃(6) 山城 春菜(6)   2   1
   2 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(A)     58.08 山田 優芽(6) 鎮西 花(6) 川井田 望(6) 中村 映夢(6)   2   2
   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     59.59 塩澤 舞(6) 三嶋 渚沙(5) 藤森 愛夢(5) 中山 愛梨(6)   2   3
   4 浜井場小(A)   1,01.16 城田 果凛(6) 牧内 梓(6) 林 実優(6) 下倉 万由子(6)   1   1
   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)   1,01.49 梶間 理預(5) 能登 愛琉(5) 湯澤 帆花(5) 熊谷 朋華(6)   2   4
   6 伊那AC   1,01.94 福澤 さくら(4) 海沼 結(5) 大和田 明日風(4池田 りん(4)   2   5
   7 竜丘小   1,02.81 本田 渚(5) 中島 志穂(5) 林 愛菜(6) 宮下 菜摘(6)   1   2
   8 丸山小   1,04.70 松澤 彩姫(4) 牧島 渚(4) 安藤 ゆず(4) 後藤 咲季(4)   1   3
   9 上郷小   1,05.17 小木曽 ゆうり(4鎌倉 美子(4) 小西 世蘭(4) 岩崎 ことの(4)   1   4
  10 上村小   1,07.14 岡村 奏(5) 熊谷 真由美(5) 前島 祐里(4) 水嶋 みのり(6)   1   5
  11 伊賀良小   1,08.93 横田 みや姫(4) 後藤 悠花(4) 北原 野々花(4) 加藤 ちひろ(4)   1   6
  12 泰阜小(A)   1,10.79 松下 侑夏(4) 折竹 美南(4) 半崎 杏果(4) 脇坂 心雪(4)   2   6
  13 浜井場小(B)   1,12.65 西澤 碧(4) 田口 愛純(4) 廣瀬 葵(4) 牧内 結奈(4)   1   7

ｵｰﾀﾞｰ2

小学女子

4×100mR
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ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1



決勝 10月15日 14:00

県小学新(KR)         4.75

増田 藍(5) 小学生   3.86   3.99   3.96    3.99 
ﾏｽﾀﾞ ｱｲ 諏訪FA   +1.7   +2.1   +1.6    +2.1
山城 春菜(6) 小学生   3.73    X   3.78    3.78 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   +0.9   +0.3    +0.3
鎮西 花(6) 小学生   3.66   3.59   2.85    3.66 
ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少   +2.0   +0.9   +2.2    +2.0
清水 綾乃(5) 小学生   3.57   3.64   3.54    3.64 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾉ 千栄小   +1.7   +1.2    0.0    +1.2
塩澤 舞(6) 小学生   3.48   3.63   3.50    3.63 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   +2.1   +1.1   +2.0    +1.1
近藤 舞佳(6) 小学生   3.61   3.55   3.49    3.61 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲｶ 和田小   +1.2   +1.7   +2.5    +1.2
吉澤 詩乃(6) 小学生   3.59   3.55   3.58    3.59 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   +2.5   +2.0   +0.3    +2.5
関島 瑠愛(6) 小学生   3.58   3.45   2.34    3.58 
ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   +1.1   +2.8   +2.0    +1.1
宮下 莉瑚(6) 小学生   3.52   3.35   3.43    3.52 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   +1.1   +1.3    0.0    +1.1
今村 一葉(6) 小学生    X   3.41   3.39    3.41 
ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾊ 川路小   +1.5   +1.9    +1.5
阪 千都(4) 小学生   3.21    X   3.16    3.21 
ｻｶ ﾁﾋﾛ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +1.8   +0.2    +1.8
川井田 望(6) 小学生   2.88   2.70   3.08    3.08 
ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少   +2.5   +1.6   +0.7    +0.7
平澤 春香(6) 小学生    X   2.72   3.02    3.02 
ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少   +1.9   +1.4    +1.4
梶間 理預(5) 小学生   2.96   2.55   2.97    2.97 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   +2.3   +2.1   +1.7    +1.7
山田 優芽(6) 小学生   2.17   2.75   2.70    2.75 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少   +2.1   +1.8   +0.9    +1.8
松下 陽音(6) 小学生 欠場
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森北小
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決勝 10月15日 12:30

県小学新(KR)        54.86

牧野 琴音(6) 小学生
ﾏｷﾉ ｺﾄﾈ 高森北小
木下 柚里(6) 小学生
ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾘ 豊丘南小
熊谷 紗来(6) 小学生
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾗ 上村小
山下 心花(4) 小学生
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
木下 華音(4) 小学生
ｷﾉｼﾀ ｶﾉﾝ 伊賀良小

 13.67 

 16.84 

5 4    38
  X 13.67   O

 21.00 

4 1    57
16.84   O   O

 21.54 

3 2   145
21.00   O   O

 33.89 

2 3   201
  X   O 21.54

1 5    91
  O 33.89   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-


	決勝記録一覧表
	100ｍ
	400ｍ
	3000ｍ
	100mH(0.838m)
	100mH(0.762m)
	5000ｍW
	4x100mR
	走高跳
	走幅跳
	砲丸投(4.000kg)
	砲丸投(2.721kg)
	やり投
	ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ
	小学60m
	小学100m
	小学1000m
	小学4x100mR
	小学走幅跳
	ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

