
平成28年度　飯伊陸上競技春季記録会                                              

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
04/09 女子 今井 沙緒里 12.06 上原 千夏(3) 13.17 宮下 真弥(3) 13.29 宮澤 風香(2) 13.32 伊藤 優凪(2) 13.48 伊藤 鈴音(3) 13.65 北岡 依生希(2) 13.66 小嶋 織(3) 13.74

100m 一般･飯田病院 高校･松川高 中学校･豊丘中 高校･飯田風越高 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 一般･伊那AC 中学校･飯田高陵中
04/09 上原 千夏(3) 1,03.12 宮澤 風香(2) 1,05.69 北原  寧々(2) 1,06.18 原田 未朱(1) 1,07.63 宮崎 真衣奈(3) 1,07.76 牧野 明日香(1) 1,08.22 桜井 菜緒(3) 1,08.29 榊山 莉帆(3) 1,08.48

400m 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･飯田女子高
04/09 千葉 麻里子(2) 2,26.08 桜井 菜緒(3) 2,35.44 滝澤 朱莉(2) 2,36.48 金子 咲良(3) 2,38.82 上原 萌花(2) 2,39.33 松下 朋佳(1) 2,40.31 森 ほのか(1) 2,40.95 佐々木 美羽(1) 2,42.24

800m 中学校･飯田西中 高校･飯田風越高 中学校･駒ヶ根東中 中学校･緑ヶ丘中 高校･岡谷東高 中学校･ISｼﾞｭﾆｱ 中学校･ﾁｰﾑJIAN 中学校･ISｼﾞｭﾆｱ
04/09 永山 実来(3) 11,00.49 代田 有芽(3) 11,40.82 神部 紫音(3) 11,47.73 小池 碧桜(1) 12,42.34 森本 恵生(2) 12,46.97 座光寺 未来(2) 12,52.16 伊藤 梢(2) 13,37.85 平沢 優佳(1) 13,56.56

3000m 高校･飯田高 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田西中 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･飯田女子高 高校･飯田女子高 高校･松川高
04/09  +1.7前田 花奈(3) 15.43 宮崎 真衣奈(3) 17.64 三澤 葵(3) 17.69 池戸 日彩(2) 18.52 榊山 莉帆(3) 18.75

100mH(0.838m) 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･飯田風越高 高校･飯田高 高校･飯田女子高 高校･飯田女子高
04/09 村松 明日見(3) 1.45 樋口 朋果(3) 1.35 井口 恵(2) 1.30 菅沼 凛(3) 1.25 小西 英瑠真(3) 1.25 鈴木 優菜(3) 1.20 萩原 優紀(3) 1.20 磯貝 亜依(2) 1.10

走高跳 高校･飯田高 高校･岡谷東高 高校･下伊那農高 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田高陵中 中学校･緑ヶ丘中 中学校･緑ヶ丘中
04/09 前田 花奈(3) 4.77(+0.8) 伊藤 鈴音(3) 4.57(-0.1) 北岡 依生希(2)4.57(-0.9) 宮崎 真衣奈(3)4.43(-1.1) 北原 小遥(1) 4.28(-0.1) 小西 英瑠真(3)4.25(+1.1) 小久保 茉耶(3)4.24(+0.6) 池野 佳帆(2) 4.24(-0.4)

走幅跳 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 一般･伊那AC 高校･飯田風越高 一般･伊那AC 中学校･飯田高陵中 中学校･緑ヶ丘中 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
04/09 竹内 乃亜(2) 7.23 吉田  みさき(2) 7.08

砲丸投(4.000kg) 高校･飯田女子高 高校･伊那弥生ヶ丘高
04/09 溝尾 里菜(3) 19.43 岩崎 紗佑美 18.69

円盤投(1.000kg) 高校･岡谷東高 高校･阿南高
04/09 吉田  みさき(2) 36.14 三澤 葵(3) 33.22 宮崎 真衣奈(3) 26.62 桜井 菜緒(3) 21.74 知久 遥紀(2) 16.20

やり投 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 高校･飯田女子高
04/09 伊那弥生ヶ丘高      53.13 飯田風越高       53.41 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)      53.55 伊那AC(B)       54.00 飯田高       54.65 緑ヶ丘中       55.13 下伊那農高       55.30 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)      55.49

4×100mR 吉田  みさき(2) 野崎 優奈(2) 池野 佳帆(2) 三澤 菜々美(1) 小椋 万柚(2) 牧内 沙樹(3) 今村 月愛(2) 長谷部 奈月(2)
北原  寧々(2) 宮崎 真衣奈(3) 伊藤 鈴音(3) 北原 小遥(1) 村松 明日見(3) 今村 詩乃(3) 山口 穂菜美(2) 松村 みすゞ(2)
前田 花奈(3) 桜井 菜緒(3) 上原 萌(2) 吉澤 芽衣(1) 三澤 葵(3) 小久保 茉耶(3) 倉澤 まりあ(2) 田間 美羽(2)
髙橋  光(2) 宮澤 風香(2) 伊藤 優凪(2) 北岡 依生希(2) 永山 実来(3) 藤本 遥(2) 井口 恵(2) 西島 美幸(1)

04/09 小学女子 山城 春菜(6) 14.16 宮下 莉瑚(6) 14.56 木下 茜莉(6) 14.60 関島 瑠愛(6) 14.65 野村 優香(6) 14.70 中村 映夢(6) 14.74 川井田 望(6) 14.77 中山 愛梨(6) 14.89
100m 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･伊那AC 小学校･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学校･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

04/09 佐藤 悠花(6) 3,17.54 筒井 心葉(6) 3,20.10 森脇 光砂(6) 3,35.44 高木 萌子(6) 3,36.83 木下 茜莉(6) 3,38.06 滝沢 初寧(6) 3,40.32 羽生 彩七(6) 3,46.07 佐藤 綾花(6) 3,46.50
1000m 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学校･伊那AC 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･駒ヶ根中沢RC 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

04/09 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      57.78 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    1,00.36 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     1,03.63 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,05.46 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    1,05.57 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D)    1,17.12
4×100mR 宮下 莉瑚(6) 川井田 望(6) 斉藤 あんず(5) 広瀬 乃亜 羽生 彩七(6) 吉澤 まりや

関島 瑠愛(6) 鎮西 花(6) 三嶋 渚沙(5) 能登 愛琉(5) 佐藤 悠花(6) 福島 羽七(3)
吉澤 詩乃(6) 中嶋 由希(6) 藤森 愛夢(5) 梶間 理預(5) 筒井 心葉(6) 羽生 月香(3)
山城 春菜(6) 山田 優芽(6) 塩澤 舞(6) 熊谷 朋華(6) 佐藤 綾花(6) 中島 采香(3)

04/09 中学女子 池野 佳帆(2) 16.79 菅沼 望子(3) 17.67 千葉 ほの香(3) 20.22 鈴木 優菜(3) 20.35 菅沼 凛(3) 20.44 今村 詩乃(3) 20.61 牧内 沙樹(3) 20.76
100mH(0.762m) 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学校･豊丘中 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田高陵中 中学校･緑ヶ丘中 中学校･緑ヶ丘中

04/09 寺澤 瞳子(3) 7.91 木下 知夏(3) 7.36
砲丸投(2.721kg) 中学校･飯田高陵中 中学校･緑ヶ丘中

04/09 木下 未知(2) 18.07
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学校･緑ヶ丘中



決勝 4月9日 11:10

長野県新            11.68
県高校新            12.03
県中学新            12.05

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.7

 1 山口 穂菜美(2) 高校     14.93  1 菅沼 望子(3) 中学校     14.08 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 下伊那農高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中

 2 今村 月愛(2) 高校     15.07  2 長谷部 奈月(2) 中学校     14.40 
ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ 下伊那農高 ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 小野 茉佑子(1) 中学校     15.19  3 小久保 茉耶(3) 中学校     14.41 
ｵﾉ ﾏﾕｺ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 緑ヶ丘中

 4 氣賀澤 円香(1) 中学校     15.20  4 三澤 菜々美(1) 一般     14.44 
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那AC

 5 木下 明里咲(1) 中学校     15.40  5 片桐 美夢(2) 中学校     14.63 
ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｶﾀｷﾞﾘ ﾐﾕ 豊丘中

 6 田間 美羽(2) 中学校     15.43  6 中嶋 珠久(1) 中学校     14.64 
ﾀｻﾞﾜ ﾐｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 7 小池 雅絵(2) 高校     15.45  7 平栗 佳歩(3) 中学校     15.07 
ｺｲｹ ﾏｻｴ 下伊那農高 ﾋﾗｸﾞﾘ ｶﾎ 緑ヶ丘中
石田 涼風(3) 中学校 藤本 祐菜(2) 中学校
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 緑ヶ丘中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 飯田高陵中

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +2.2

 1 西島 美幸(1) 中学校     14.07  1 伊藤 鈴音(3) 中学校     13.65 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 松村 みすゞ(2) 中学校     14.10  2 池野 佳帆(2) 中学校     13.94 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 小池 冴羽乃(2) 中学校     14.11  3 上原 萌(2) 中学校     13.94 
ｺｲｹ ｻﾜﾉ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 中城 美佳(2) 中学校     14.16  4 倉澤 まりあ(2) 高校     13.97 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ 駒ヶ根東中 ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ 下伊那農高

 5 小林 香絵(2) 中学校     14.47  5 今村 詩乃(3) 中学校     14.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 駒ヶ根東中 ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 緑ヶ丘中

 6 牧内 沙樹(3) 中学校     14.50  6 小椋 万柚(2) 高校     14.45 
ﾏｷｳﾁ ｻｷ 緑ヶ丘中 ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高

 7 吉澤 芽衣(1) 一般     14.59  7 中島 愛(3) 中学校     14.52 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 伊那AC ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘中

 8 竹村 彩也香(2) 中学校     14.63 
ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中

[ 5組] 風速 +0.4 [ 6組] 風速 -1.0

 1 伊藤 優凪(2) 中学校     13.48  1 今井 沙緒里 一般     12.06 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲﾏｲ ｻｵﾘ 飯田病院

 2 藤本 遥(2) 中学校     13.76  2 上原 千夏(3) 高校     13.17 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中 ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高

 3 田中 凜(1) 中学校     13.87  3 宮下 真弥(3) 中学校     13.29 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中

 4 北原 小遥(1) 一般     13.88  4 宮澤 風香(2) 高校     13.32 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 伊那AC ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 5 牧野 明日香(1) 高校     14.19  5 北岡 依生希(2) 一般     13.66 
ﾏｷﾉ  ｱｽｶ 松川高 ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那AC

 6 寺澤 瞳子(3) 中学校     14.40  6 小嶋 織(3) 中学校     13.74 
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 飯田高陵中 ｺｼﾞﾏ ﾊﾄﾘ 飯田高陵中
清水 華乃(3) 一般  7 鈴木 彩瑛(2) 中学校     14.08 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 伊那AC ｽｽﾞｷ ｻｴ 飯田高陵中

 8 木下 千花(3) 中学校     14.89 
ｷﾉｼﾀ ﾁｶ 飯田高陵中
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決勝決勝決勝



   1 今井 沙緒里 一般 飯田病院     12.06 (-1.0)   6   1
   2 上原 千夏(3) 高校 松川高     13.17 (-1.0)   6   2
   3 宮下 真弥(3) 中学校 豊丘中     13.29 (-1.0)   6   3
   4 宮澤 風香(2) 高校 飯田風越高     13.32 (-1.0)   6   4
   5 伊藤 優凪(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.48 (+0.4)   5   1
   6 伊藤 鈴音(3) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.65 (+2.2)   4   1
   7 北岡 依生希(2) 一般 伊那AC     13.66 (-1.0)   6   5
   8 小嶋 織(3) 中学校 飯田高陵中     13.74 (-1.0)   6   6
   9 藤本 遥(2) 中学校 緑ヶ丘中     13.76 (+0.4)   5   2
  10 田中 凜(1) 中学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     13.87 (+0.4)   5   3
  11 北原 小遥(1) 一般 伊那AC     13.88 (+0.4)   5   4
  12 池野 佳帆(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.94 (+2.2)   4   2
  12 上原 萌(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.94 (+2.2)   4   3
  14 倉澤 まりあ(2) 高校 下伊那農高     13.97 (+2.2)   4   4
  15 西島 美幸(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.07 (+1.5)   3   1
  16 菅沼 望子(3) 中学校 豊丘中     14.08 (+0.7)   2   1
  16 鈴木 彩瑛(2) 中学校 飯田高陵中     14.08 (-1.0)   6   7
  18 松村 みすゞ(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.10 (+1.5)   3   2
  19 小池 冴羽乃(2) 中学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.11 (+1.5)   3   3
  20 中城 美佳(2) 中学校 駒ヶ根東中     14.16 (+1.5)   3   4
  21 牧野 明日香(1) 高校 松川高     14.19 (+0.4)   5   5
  22 今村 詩乃(3) 中学校 緑ヶ丘中     14.31 (+2.2)   4   5
  23 長谷部 奈月(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.40 (+0.7)   2   2
  23 寺澤 瞳子(3) 中学校 飯田高陵中     14.40 (+0.4)   5   6
  25 小久保 茉耶(3) 中学校 緑ヶ丘中     14.41 (+0.7)   2   3
  26 三澤 菜々美(1) 一般 伊那AC     14.44 (+0.7)   2   4
  27 小椋 万柚(2) 高校 飯田高     14.45 (+2.2)   4   6
  28 小林 香絵(2) 中学校 駒ヶ根東中     14.47 (+1.5)   3   5
  29 牧内 沙樹(3) 中学校 緑ヶ丘中     14.50 (+1.5)   3   6
  30 中島 愛(3) 中学校 緑ヶ丘中     14.52 (+2.2)   4   7
  31 吉澤 芽衣(1) 一般 伊那AC     14.59 (+1.5)   3   7
  32 片桐 美夢(2) 中学校 豊丘中     14.63 (+0.7)   2   5
  32 竹村 彩也香(2) 中学校 駒ヶ根東中     14.63 (+1.5)   3   8
  34 中嶋 珠久(1) 中学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.64 (+0.7)   2   6
  35 木下 千花(3) 中学校 飯田高陵中     14.89 (-1.0)   6   8
  36 山口 穂菜美(2) 高校 下伊那農高     14.93 (0.0)   1   1
  37 今村 月愛(2) 高校 下伊那農高     15.07 (0.0)   1   2
  37 平栗 佳歩(3) 中学校 緑ヶ丘中     15.07 (+0.7)   2   7
  39 小野 茉佑子(1) 中学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.19 (0.0)   1   3
  40 氣賀澤 円香(1) 中学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.20 (0.0)   1   4
  41 木下 明里咲(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     15.40 (0.0)   1   5
  42 田間 美羽(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     15.43 (0.0)   1   6
  43 小池 雅絵(2) 高校 下伊那農高     15.45 (0.0)   1   7   52   52
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決勝 4月9日 13:50

長野県新            54.56
県高校新            55.42
県中学新            58.70

[ 1組] [ 2組]

 1 牧野 明日香(1) 高校   1,08.22  1 北原  寧々(2) 高校   1,06.18 
ﾏｷﾉ  ｱｽｶ 松川高 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高

 2 髙橋  光(2) 高校   1,09.34  2 原田 未朱(1) 高校   1,07.63 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那弥生ヶ丘高 ﾊﾗﾀﾞ  ﾐｼｭ 松川高

 3 佐々木 果穂(2) 高校   1,11.24  3 宮崎 真衣奈(3) 高校   1,07.76 
ｻｻｷ ｶﾎ 飯田風越高 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高

 4 森本 恵生(2) 高校   1,11.71  4 桜井 菜緒(3) 高校   1,08.29 
ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ 飯田風越高 ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高

 5 両角  あずさ(2) 高校   1,11.99  5 野崎 優奈(2) 高校   1,08.77 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘高 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越高

 6 三沢 らん(3) 中学校   1,15.35  6 小椋 万柚(2) 高校   1,09.77 
ﾐｻﾜ ﾗﾝ 緑ヶ丘中 ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高

[ 3組]

 1 上原 千夏(3) 高校   1,03.12 
ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高

 2 宮澤 風香(2) 高校   1,05.69 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 3 榊山 莉帆(3) 高校   1,08.48 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子高

 4 小林 香絵(2) 中学校   1,12.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 駒ヶ根東中
宮下 真弥(3) 中学校
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中

   1 上原 千夏(3) 高校 松川高     1,03.12   3   1
   2 宮澤 風香(2) 高校 飯田風越高     1,05.69   3   2
   3 北原  寧々(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,06.18   2   1
   4 原田 未朱(1) 高校 松川高     1,07.63   2   2
   5 宮崎 真衣奈(3) 高校 飯田風越高     1,07.76   2   3
   6 牧野 明日香(1) 高校 松川高     1,08.22   1   1
   7 桜井 菜緒(3) 高校 飯田風越高     1,08.29   2   4
   8 榊山 莉帆(3) 高校 飯田女子高     1,08.48   3   3
   9 野崎 優奈(2) 高校 飯田風越高     1,08.77   2   5
  10 髙橋  光(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,09.34   1   2
  11 小椋 万柚(2) 高校 飯田高     1,09.77   2   6
  12 佐々木 果穂(2) 高校 飯田風越高     1,11.24   1   3
  13 森本 恵生(2) 高校 飯田風越高     1,11.71   1   4
  14 両角  あずさ(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,11.99   1   5
  15 小林 香絵(2) 中学校 駒ヶ根東中     1,12.67   3   4
  16 三沢 らん(3) 中学校 緑ヶ丘中     1,15.35   1   6  156
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決勝 4月9日 14:40

長野県新          2,05.78
県高校新          2,05.78
県中学新          2,13.56

[ 1組] [ 2組]

 1 水野 香帆(1) 中学校   2,51.11  1 桜井 菜緒(3) 高校   2,35.44 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高

 2 石田 ひかり(2) 中学校   2,53.40  2 上原 萌花(2) 高校   2,39.33 
ｲｼﾀﾞ ﾋｶﾘ 緑ヶ丘中 ｳｴﾊﾗ ﾓｴｶ 岡谷東高

 3 松島 加奈(2) 中学校   2,57.88  3 松下 朋佳(1) 中学校   2,40.31 
ﾏﾂｼﾏ ｶﾅ 飯田高陵中 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 金子 陽南(1) 中学校   2,59.40  4 佐々木 美羽(1) 中学校   2,42.24 
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ ISｼﾞｭﾆｱ ｻｻｷ ﾐｳ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 上村 蓮花(3) 中学校   3,02.55  5 瀧村 彩音(3) 中学校   2,45.36 
ｶﾐﾑﾗ ﾚﾝｹﾞ 駒ヶ根東中 ﾀｷﾑﾗ ｱﾔﾈ 駒ヶ根東中

 6 木下 菫(2) 高校   3,15.91  6 清水 里彩子(3) 中学校   2,53.45 
ｷﾉｼﾀ ｽﾐﾚ 飯田高 ｼﾐｽﾞ ﾘｻｺ 駒ヶ根東中

[ 3組]

 1 千葉 麻里子(2) 中学校   2,26.08 
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中

 2 滝澤 朱莉(2) 中学校   2,36.48 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱｶﾘ 駒ヶ根東中

 3 金子 咲良(3) 中学校   2,38.82 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中

 4 森 ほのか(1) 中学校   2,40.95 
ﾓﾘ ﾎﾉｶ ﾁｰﾑJIAN
宮澤 花奈実(3) 中学校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 菅野中
山岸 鈴加(3) 高校
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 飯田高

   1 千葉 麻里子(2) 中学校 飯田西中     2,26.08   3   1
   2 桜井 菜緒(3) 高校 飯田風越高     2,35.44   2   1
   3 滝澤 朱莉(2) 中学校 駒ヶ根東中     2,36.48   3   2
   4 金子 咲良(3) 中学校 緑ヶ丘中     2,38.82   3   3
   5 上原 萌花(2) 高校 岡谷東高     2,39.33   2   2
   6 松下 朋佳(1) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     2,40.31   2   3
   7 森 ほのか(1) 中学校 ﾁｰﾑJIAN     2,40.95   3   4
   8 佐々木 美羽(1) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     2,42.24   2   4
   9 瀧村 彩音(3) 中学校 駒ヶ根東中     2,45.36   2   5
  10 水野 香帆(1) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     2,51.11   1   1
  11 石田 ひかり(2) 中学校 緑ヶ丘中     2,53.40   1   2
  12 清水 里彩子(3) 中学校 駒ヶ根東中     2,53.45   2   6
  13 松島 加奈(2) 中学校 飯田高陵中     2,57.88   1   3
  14 金子 陽南(1) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     2,59.40   1   4
  15 上村 蓮花(3) 中学校 駒ヶ根東中     3,02.55   1   5
  16 木下 菫(2) 高校 飯田高     3,15.91   1   6
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決勝 4月9日 10:15

長野県新          9,11.58
県高校新          9,11.58
県中学新          9,25.24

 1 永山 実来(3) 高校  11,00.49 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 飯田高

 2 代田 有芽(3) 中学校  11,40.82 
ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田高陵中

 3 神部 紫音(3) 中学校  11,47.73 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田西中

 4 小池 碧桜(1) 高校  12,42.34 
ｺｲｹ  ﾐｵ 松川高

 5 森本 恵生(2) 高校  12,46.97 
ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ 飯田風越高

 6 座光寺 未来(2) 高校  12,52.16 
ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 飯田女子高

 7 伊藤 梢(2) 高校  13,37.85 
ｲﾄｳ ｺｽﾞｴ 飯田女子高

 8 平沢 優佳(1) 高校  13,56.56 
ﾋﾗｻﾜ  ﾕｶ 松川高

 9 中尾 晴香(2) 高校  14,33.41 
ﾅｶｵ ﾊﾙｶ OIDE長姫高
松下 朋佳(1) 中学校
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ
金子 咲良(3) 中学校
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   114

3   128

2   141

11    83

7   147

8   135

4   134

5    85

10   154
欠場

9     7

6     4
欠場



決勝 4月9日 13:05

長野県新            13.81
県高校新            14.28

風速 +1.7

 1 前田 花奈(3) 高校     15.43 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 2 宮崎 真衣奈(3) 高校     17.64 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高

 3 三澤 葵(3) 高校     17.69 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高

 4 池戸 日彩(2) 高校     18.52 
ｲｹﾄﾞ ﾋｲﾛ 飯田女子高

 5 榊山 莉帆(3) 高校     18.75 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子高

決勝 4月9日 13:10

県中学新            14.54

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +1.4

 1 菅沼 望子(3) 中学校     17.67  1 池野 佳帆(2) 中学校     16.79 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中 ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 千葉 ほの香(3) 中学校     20.22  2 鈴木 優菜(3) 中学校     20.35 
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高陵中 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田高陵中

 3 菅沼 凛(3) 中学校     20.44  3 今村 詩乃(3) 中学校     20.61 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘﾝ 飯田高陵中 ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 緑ヶ丘中

 4 牧内 沙樹(3) 中学校     20.76 池戸 日彩(2) 高校
ﾏｷｳﾁ ｻｷ 緑ヶ丘中 ｲｹﾄﾞ ﾋｲﾛ 飯田女子高
清水 綺良々(3) 中学校
ｼﾐｽﾞ ｷﾗﾗ 飯田高陵中

   1 池野 佳帆(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     16.79 (+1.4)   2   1
   2 菅沼 望子(3) 中学校 豊丘中     17.67 (+1.8)   1   1
   3 千葉 ほの香(3) 中学校 飯田高陵中     20.22 (+1.8)   1   2
   4 鈴木 優菜(3) 中学校 飯田高陵中     20.35 (+1.4)   2   2
   5 菅沼 凛(3) 中学校 飯田高陵中     20.44 (+1.8)   1   3
   6 今村 詩乃(3) 中学校 緑ヶ丘中     20.61 (+1.4)   2   3
   7 牧内 沙樹(3) 中学校 緑ヶ丘中     20.76 (+1.8)   1   4
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決勝 4月9日 15:20

長野県新            47.82
県高校新            47.82
県中学新            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   6 下伊那農高    49 今村 月愛(2)     55.30  1   7 伊那弥生ヶ丘高    39 吉田  みさき(2)     53.13 

ｼﾓｲﾅﾉｳｺｳ ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ
   50 山口 穂菜美(2)    41 北原  寧々(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
   53 倉澤 まりあ(2)    40 前田 花奈(3)

ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ
   48 井口 恵(2)    43 髙橋  光(2)

ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
 2   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)    14 長谷部 奈月(2)     55.49  2   4 飯田風越高   148 野崎 優奈(2)     53.41 

ｲｲﾀﾞｯｼｭACB ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ
   10 松村 みすゞ(2)   143 宮崎 真衣奈(3)

ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ
   15 田間 美羽(2)   146 桜井 菜緒(3)

ﾀｻﾞﾜ ﾐｳ ｻｸﾗｲ ﾅｵ
   12 西島 美幸(1)   144 宮澤 風香(2)

ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 3   5 飯田高陵中   127 千葉 ほの香(3)     55.63  3   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)    13 池野 佳帆(2)     53.55 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭACA ｲｹﾉ ｶﾎ
  123 小嶋 織(3)     9 伊藤 鈴音(3)

ｺｼﾞﾏ ﾊﾄﾘ ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
  122 小西 英瑠真(3)    11 上原 萌(2)

ｺﾉｼ ｴﾙﾏ ｳｴﾊﾗ ﾓｴ
  121 寺澤 瞳子(3)     8 伊藤 優凪(2)

ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
 4   7 松川高    82 原田 未朱(1)     55.98  4   3 伊那AC(B)    29 三澤 菜々美(1)     54.00 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾊﾗﾀﾞ  ﾐｼｭ ｲﾅｴｰｼｰB ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ
   84 上原 千夏(3)    37 北原 小遥(1)

ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
   83 小池 碧桜(1)    27 吉澤 芽衣(1)

ｺｲｹ  ﾐｵ ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ
   86 牧野 明日香(1)    35 北岡 依生希(2)

ﾏｷﾉ  ｱｽｶ ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ
 5   4 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    71 氣賀澤 円香(1)     56.51  5   2 飯田高   117 小椋 万柚(2)     54.65 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ ｲｲﾀﾞｺｳ ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ
   69 田中 凜(1)   118 村松 明日見(3)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
   62 小野 茉佑子(1)   115 三澤 葵(3)

ｵﾉ ﾏﾕｺ ﾐｻﾜ ｱｵｲ
   66 中嶋 珠久(1)   114 永山 実来(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ
 6   2 駒ヶ根東中    74 戸枝 恵依(2)     56.81  6   6 緑ヶ丘中   164 牧内 沙樹(3)     55.13 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾄｴﾀﾞ ｹｲ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾏｷｳﾁ ｻｷ
   75 小林 香絵(2)   155 今村 詩乃(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ
   80 竹村 彩也香(2)   157 小久保 茉耶(3)

ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ
   81 中城 美佳(2)   161 藤本 遥(2)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ

   1 伊那弥生ヶ丘高     53.13 吉田  みさき(2)北原  寧々(2) 前田 花奈(3) 髙橋  光(2)   2   1
   2 飯田風越高     53.41 野崎 優奈(2) 宮崎 真衣奈(3) 桜井 菜緒(3) 宮澤 風香(2)   2   2
   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)     53.55 池野 佳帆(2) 伊藤 鈴音(3) 上原 萌(2) 伊藤 優凪(2)   2   3
   4 伊那AC(B)     54.00 三澤 菜々美(1) 北原 小遥(1) 吉澤 芽衣(1) 北岡 依生希(2)   2   4
   5 飯田高     54.65 小椋 万柚(2) 村松 明日見(3) 三澤 葵(3) 永山 実来(3)   2   5
   6 緑ヶ丘中     55.13 牧内 沙樹(3) 今村 詩乃(3) 小久保 茉耶(3) 藤本 遥(2)   2   6
   7 下伊那農高     55.30 今村 月愛(2) 山口 穂菜美(2) 倉澤 まりあ(2) 井口 恵(2)   1   1
   8 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)     55.49 長谷部 奈月(2) 松村 みすゞ(2) 田間 美羽(2) 西島 美幸(1)   1   2
   9 飯田高陵中     55.63 千葉 ほの香(3) 小嶋 織(3) 小西 英瑠真(3) 寺澤 瞳子(3)   1   3
  10 松川高     55.98 原田 未朱(1) 上原 千夏(3) 小池 碧桜(1) 牧野 明日香(1)   1   4
  11 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     56.51 氣賀澤 円香(1) 田中 凜(1) 小野 茉佑子(1) 中嶋 珠久(1)   1   5
  12 駒ヶ根東中     56.81 戸枝 恵依(2) 小林 香絵(2) 竹村 彩也香(2) 中城 美佳(2)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ1

女子

4×100mR

決勝

女子

4×100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2 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



決勝 4月9日 13:00

長野県新             1.81
県高校新             1.77
県中学新             1.75

村松 明日見(3) 高校
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高
樋口 朋果(3) 高校
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 岡谷東高
井口 恵(2) 高校
ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 下伊那農高
菅沼 凛(3) 中学校
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘﾝ 飯田高陵中
小西 英瑠真(3) 中学校
ｺﾉｼ ｴﾙﾏ 飯田高陵中
鈴木 優菜(3) 中学校
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田高陵中
萩原 優紀(3) 中学校
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｷ 緑ヶ丘中
磯貝 亜依(2) 中学校
ｲｿｶﾞｲ ｱｲ 緑ヶ丘中
今村 朱(2) 中学校 欠場
ｲﾏﾑﾗ ｱﾝ 飯田高陵中

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 1m50 記録 備考
1 9   118

- - - - O O O XXO XXX  1.45

2 8    47
- - - - O O XXX  1.35

3 4    48
- - - XXO XO XXX  1.30

4 6   125
- - O O XXX  1.25

5 5   122
O O XO XO XXX  1.25

6 7   133
- - O XXX  1.20

7 2   162
O O XO XXX  1.20

8 1   153
XO XXX  1.10

3   120



決勝 4月9日  9:50

長野県新             6.41
県高校新             6.06
県中学新             5.74

前田 花奈(3) 高校   4.77   4.73   4.66    4.77 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高   +0.8   -0.5   +0.1    +0.8
伊藤 鈴音(3) 中学校   4.57   3.02    X    4.57 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -0.1   -0.7    -0.1
北岡 依生希(2) 一般    X   4.57    X    4.57 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那AC   -0.9    -0.9
宮崎 真衣奈(3) 高校    X   4.43   4.39    4.43 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高   -1.1   +0.9    -1.1
北原 小遥(1) 一般    X   4.27   4.28    4.28 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 伊那AC   -0.2   -0.1    -0.1
小西 英瑠真(3) 中学校   4.25   3.88   4.13    4.25 
ｺﾉｼ ｴﾙﾏ 飯田高陵中   +1.1   -0.8    0.0    +1.1
小久保 茉耶(3) 中学校   3.87   3.91   4.24    4.24 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 緑ヶ丘中   +0.8   -0.4   +0.6    +0.6
池野 佳帆(2) 中学校   4.24   3.65    X    4.24 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -0.4   -0.1    -0.4
中島 愛(3) 中学校   4.07   4.10   4.21    4.21 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘中   -0.5   -0.8   -0.6    -0.6
千葉 ほの香(3) 中学校   4.11   3.84   4.16    4.16 
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高陵中   -0.3   -1.2   -0.4    -0.4
今村 月愛(2) 高校   3.83   4.10   3.93    4.10 
ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ 下伊那農高   +0.6   -1.4   +1.6    -1.4
山口 穂菜美(2) 高校    X   2.82   3.74    3.74 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 下伊那農高   -0.9   +0.3    +0.3
住吉 遥夏(2) 高校    X   3.72   3.73    3.73 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 下伊那農高   -1.1   -0.8    -0.8
戸枝 恵依(2) 中学校   3.69    X    X    3.69 
ﾄｴﾀﾞ ｹｲ 駒ヶ根東中   +0.3    +0.3
田畑 朱理(3) 中学校   3.67   3.60   3.21    3.67 
ﾀﾊﾞﾀ ｼｭﾘ 飯田高陵中    0.0   -1.2   -0.2     0.0
木下 未知(2) 中学校   3.42    X   3.47    3.47 
ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ 緑ヶ丘中   +0.3    0.0     0.0
清水 綺良々(3) 中学校   3.24   3.32   3.34    3.34 
ｼﾐｽﾞ ｷﾗﾗ 飯田高陵中   -0.4   -1.3    0.0     0.0
田間 美羽(2) 中学校   3.01   3.01   3.31    3.31 
ﾀｻﾞﾜ ﾐｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.1   -0.5   -0.3    -0.3
藤本 祐菜(2) 中学校   3.22   3.26   2.30    3.26 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 飯田高陵中    0.0   -0.7   -0.5    -0.7
藤井 七星(2) 中学校    X   3.10   3.15    3.15 
ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｾ 豊丘中   -1.7    0.0     0.0
田中 優(2) 高校    X   2.60   2.92    2.92 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 飯田女子高   -1.5    0.0     0.0

決勝 4月9日  9:20

長野県新            13.70
県高校新            13.65

竹内 乃亜(2) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田女子高
吉田  みさき(2) 高校
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高

  7.08 

  7.23 

2 1    39
 7.08  6.98  5.91

1 2   139
 7.23  7.21  6.57

-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-

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 20    40

2 15     9

3 21    35

4 19   143

5 17    37

6 12   122

7 11   157

8 18    13

9 14   160

10 13   127

11 3    49

12 5    50

13 7    51

14 2    74

15 4   129

16 9   166

17 16   126

18 6    15

21 10   140

19 8   130

20 1   151



決勝 4月9日  9:20

県中学新            13.49

寺澤 瞳子(3) 中学校
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 飯田高陵中
木下 知夏(3) 中学校
ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｶ 緑ヶ丘中

決勝 4月9日 14:00

長野県新            45.73
県高校新            44.69

溝尾 里菜(3) 高校
ﾐｿﾞｵ ﾘﾅ 岡谷東高
岩崎 紗佑美 高校
ｲﾜｻｷ ｻﾕﾐ 阿南高
清水 希(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東高

決勝 4月9日 11:00

長野県新            57.17
県高校新            48.07

吉田  みさき(2) 高校
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高
三澤 葵(3) 高校
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高
宮崎 真衣奈(3) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高
桜井 菜緒(3) 高校
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高
知久 遥紀(2) 高校
ﾁｸ ﾊﾙｷ 飯田女子高

決勝 4月9日 11:00

県中学新            43.68

木下 未知(2) 中学校
ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ 緑ヶ丘中

 18.07 

記録 備考
1 1   166

  O   X 18.07

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

 16.20 

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

 21.74 

5 1   137
  O   O 16.20

 26.62 

4 2   146
21.74   O   O

 33.22 

3 3   143
  O   - 26.62

 36.14 

2 4   115
  X   O 33.22

記録 備考
1 5    39

  O   O 36.14

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

女子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 18.69 

1    46
  X   X   X

 19.43 

2 2    25
  O 18.69   X

記録 備考
1 3    44

  O 19.43   O

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  7.36 

女子

円盤投(1.000kg)

  7.91 

2 1   165
 6.53  6.60  7.36

1 2   121
 6.93  7.91  7.91

-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 4月9日 12:00

県小学新            13.06

[ 1組] 風速 +3.8 [ 2組] 風速 +1.4

 1 福島 羽七(3) 小学校     18.54  1 福澤 さくら(4) 小学校     16.44 
ﾌｸｼﾏﾊﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那AC

 2 桑原 瑚々那(2) 小学校     18.58  2 大和田 明日風(4)小学校     16.96 
ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｺﾅ 上久堅小 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那AC

 3 塩沢 璃々(2) 小学校     18.60  3 松下 真奈(4) 小学校     17.40 
ｼｵｻﾞﾜ ﾘﾘ 上久堅小 ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 羽生 月香(3) 小学校     18.71  4 廣瀬 乃亜(4) 小学校     17.54 
ﾊﾆｭｳﾙｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾋﾛｾﾉｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 後藤 茉衣(3) 小学校     19.16  5 中島 采香(3) 小学校     17.73 
ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 上久堅小 ﾅｶｼﾞﾏｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 桑原 百花(3) 小学校     19.42  6 是則 心優(5) 小学校     19.01 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾓﾓｶ 上久堅小 ｺﾚﾉﾘ ﾐﾕ 上久堅小

 7 宮下 友希(3) 小学校     19.80  7 北原 果弥(4) 小学校     19.06 
ﾐﾔｼﾀﾕｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｷﾀﾊﾗ ｶﾔ 伊那AC
小木曽 りおな(2)小学校 吉沢 まりや(4) 小学校
ｵｷﾞｿ ﾘｵﾅ 上久堅小 ﾖｼｻﾞﾜﾏﾘﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 -0.5

 1 能登 愛琉(5) 小学校     15.50  1 平澤 春香(6) 小学校     15.86 
ﾉﾄｱｲﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾋﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 2 中嶋 由希(6) 小学校     15.90  2 三嶋 渚沙(5) 小学校     15.92 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 海沼 結(5) 小学校     16.29  3 高木 萌子(6) 小学校     15.98 
ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 伊那AC ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 伊那AC

 4 山﨑 彩矢(5) 小学校     16.51  4 後藤 優衣(5) 小学校     16.09 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 伊那AC ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 上久堅小

 5 池田 りん(4) 小学校     17.24  5 梶間 理預(5) 小学校     16.38 
ｲｹﾀﾞ ﾘﾝ 伊那AC ｶｼﾞﾏﾘﾖ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 小林 希愛(3) 小学校     17.79  6 下嶋 優菜(5) 小学校     16.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 下條小

 7 野竹 優亜(3) 小学校     18.50  7 斉藤 あんず(5) 小学校     16.72 
ﾉﾀｹ ﾕｱ 下條小 ｻｲﾄｳ ｱﾝｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
関島 麗実亜(4) 小学校  8 山川 このみ(4) 小学校     17.33 
ｾｷｼﾞﾏ ﾚﾐｱ 下條小 ﾔﾏｶﾜ ｺﾉﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

[ 5組] 風速 +2.6 [ 6組] 風速 +2.6

 1 中村 映夢(6) 小学校     14.74  1 山城 春菜(6) 小学校     14.16 
ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾔﾏｼﾛﾊﾙﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 山田 優芽(6) 小学校     15.11  2 宮下 莉瑚(6) 小学校     14.56 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾐﾔｼﾀﾘｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 塩澤 舞(6) 小学校     15.18  3 木下 茜莉(6) 小学校     14.60 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 鎮西 花(6) 小学校     15.22  4 関島 瑠愛(6) 小学校     14.65 
ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｾｷｼﾞﾏﾙｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 藤森 愛夢(5) 小学校     15.36  5 野村 優香(6) 小学校     14.70 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 伊那AC

 6 佐野 涼楓(5) 小学校     15.40  6 川井田 望(6) 小学校     14.77 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 7 熊谷 朋華(6) 小学校     15.71  7 中山 愛梨(6) 小学校     14.89 
ｸﾏｶﾞｲﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 8 浜塚 花(6) 小学校     16.45  8 吉澤 詩乃(6) 小学校     15.09 
下條小 ﾖｼｻﾞﾜｼﾉ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 山城 春菜(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.16 (+2.6)   6   1
   2 宮下 莉瑚(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.56 (+2.6)   6   2
   3 木下 茜莉(6) 小学校 ISｼﾞｭﾆｱ     14.60 (+2.6)   6   3
   4 関島 瑠愛(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.65 (+2.6)   6   4
   5 野村 優香(6) 小学校 伊那AC     14.70 (+2.6)   6   5
   6 中村 映夢(6) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.74 (+2.6)   5   1
   7 川井田 望(6) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.77 (+2.6)   6   6
   8 中山 愛梨(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     14.89 (+2.6)   6   7
   9 吉澤 詩乃(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.09 (+2.6)   6   8
  10 山田 優芽(6) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.11 (+2.6)   5   2
  11 塩澤 舞(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.18 (+2.6)   5   3
  12 鎮西 花(6) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.22 (+2.6)   5   4
  13 藤森 愛夢(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.36 (+2.6)   5   5
  14 佐野 涼楓(5) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.40 (+2.6)   5   6
  15 能登 愛琉(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.50 (+1.4)   3   1
  16 熊谷 朋華(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.71 (+2.6)   5   7
  17 平澤 春香(6) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.86 (-0.5)   4   1
  18 中嶋 由希(6) 小学校 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.90 (+1.4)   3   2
  19 三嶋 渚沙(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.92 (-0.5)   4   2
  20 高木 萌子(6) 小学校 伊那AC     15.98 (-0.5)   4   3
  21 後藤 優衣(5) 小学校 上久堅小     16.09 (-0.5)   4   4
  22 海沼 結(5) 小学校 伊那AC     16.29 (+1.4)   3   3
  23 梶間 理預(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.38 (-0.5)   4   5
  24 福澤 さくら(4) 小学校 伊那AC     16.44 (+1.4)   2   1
  25 浜塚 花(6) 小学校 下條小     16.45 (+2.6)   5   8
  26 山﨑 彩矢(5) 小学校 伊那AC     16.51 (+1.4)   3   4
  27 下嶋 優菜(5) 小学校 下條小     16.69 (-0.5)   4   6
  28 斉藤 あんず(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.72 (-0.5)   4   7
  29 大和田 明日風(4) 小学校 伊那AC     16.96 (+1.4)   2   2
  30 池田 りん(4) 小学校 伊那AC     17.24 (+1.4)   3   5
  31 山川 このみ(4) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     17.33 (-0.5)   4   8
  32 松下 真奈(4) 小学校 ISｼﾞｭﾆｱ     17.40 (+1.4)   2   3
  33 廣瀬 乃亜(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.54 (+1.4)   2   4
  34 中島 采香(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.73 (+1.4)   2   5
  35 小林 希愛(3) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     17.79 (+1.4)   3   6
  36 野竹 優亜(3) 小学校 下條小     18.50 (+1.4)   3   7
  37 福島 羽七(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.54 (+3.8)   1   1
  38 桑原 瑚々那(2) 小学校 上久堅小     18.58 (+3.8)   1   2
  39 塩沢 璃々(2) 小学校 上久堅小     18.60 (+3.8)   1   3
  40 羽生 月香(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.71 (+3.8)   1   4
  41 是則 心優(5) 小学校 上久堅小     19.01 (+1.4)   2   6
  42 北原 果弥(4) 小学校 伊那AC     19.06 (+1.4)   2   7
  43 後藤 茉衣(3) 小学校 上久堅小     19.16 (+3.8)   1   5
  44 桑原 百花(3) 小学校 上久堅小     19.42 (+3.8)   1   6
  45 宮下 友希(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     19.80 (+3.8)   1   7   94
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決勝 4月9日 14:30

県小学新          3,03.46

[ 1組]

 1 佐藤 悠花(6) 小学校   3,17.54 
ｻﾄｳﾕｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 筒井 心葉(6) 小学校   3,20.10 
ﾂﾂｲｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 森脇 光砂(6) 小学校   3,35.44 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 4 高木 萌子(6) 小学校   3,36.83 
ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 伊那AC

 5 木下 茜莉(6) 小学校   3,38.06 
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 滝沢 初寧(6) 小学校   3,40.32 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 駒ヶ根中沢RC

 7 羽生 彩七(6) 小学校   3,46.07 
ﾊﾆｭｳｱﾔﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 佐藤 綾花(6) 小学校   3,46.50 
ｻﾄｳｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 9 野村 優香(6) 小学校   3,52.48 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 伊那AC

10 梅木 莉子(4) 小学校   4,06.18 
下條小

11 山川 このみ(4) 小学校   4,16.65 
ﾔﾏｶﾜ ｺﾉﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
出澤 幸芽(4) 小学校
ﾃﾞｻﾞﾜ ｺｳﾒ 駒ヶ根中沢RC

小学女子

1000m

予選 通過基準  1組  0着 + 0 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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決勝 4月9日 15:05

県小学新            53.27

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)   95 宮下 莉瑚(6)     57.78 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｼﾀﾘｺ
   90 関島 瑠愛(6)

ｾｷｼﾞﾏﾙｱ
   93 吉澤 詩乃(6)

ﾖｼｻﾞﾜｼﾉ
  100 山城 春菜(6)

ﾔﾏｼﾛﾊﾙﾅ
 2   3 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    64 川井田 望(6)   1,00.36 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ
   68 鎮西 花(6)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
   67 中嶋 由希(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ
   60 山田 優芽(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
 3   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    21 斉藤 あんず(5)   1,03.63 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄｳ ｱﾝｽﾞ
   18 三嶋 渚沙(5)

ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ
   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   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)   97 広瀬 乃亜   1,05.46 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾋﾛｾﾉｱ
  103 能登 愛琉(5)

ﾉﾄｱｲﾙ
   89 梶間 理預(5)

ｶｼﾞﾏﾘﾖ
   96 熊谷 朋華(6)

ｸﾏｶﾞｲﾎﾉｶ
 5   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)   88 羽生 彩七(6)   1,05.57 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾊﾆｭｳｱﾔﾅ
   99 佐藤 悠花(6)

ｻﾄｳﾕｳｶ
  102 筒井 心葉(6)

ﾂﾂｲｺｺﾊ
   98 佐藤 綾花(6)

ｻﾄｳｱﾔｶ
 6   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(D)   92 吉澤 まりや   1,17.12 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾖｼｻﾞﾜﾏﾘﾔ
  104 福島 羽七(3)

ﾌｸｼﾏﾊﾅ
   87 羽生 月香(3)

ﾊﾆｭｳﾙｶ
  101 中島 采香(3)

ﾅｶｼﾞﾏｱﾔｶ

小学女子

4×100mR

決勝
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