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第 36回 飯伊小学生陸上競技大会 
（第 36回長野県小学生陸上競技大会予選会) 

第 20回 飯伊中学生陸上競技大会 

記録集 
 

 
期  日 ： 令和元年５月 19日（日） 

主  催 ： 飯田市陸上競技協会  下伊那郡陸上競技協会 

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 

        下伊那地区中学校体育連盟・下伊那校長会・㈱南信州新聞社 

会  場 ： 飯田市総合運動場陸上競技場（172050） 

審 判 長 ： 大蔵 豊 

記録主任 ：  清水 美彦 

 

■ この大会で樹立された記録 

種 目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記 録 氏  名 男女 所   属 従来の記録 備  考 

小学 4年 100ｍ 予選 15秒 39 柳 美結 女 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 15秒 51 大会新 

 

■ 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 

2019/5/19 9:00 晴れ 南南西 1.5 22.2 42.0 

  

 10:00 晴れ 南南西 1.0 24.4 41.0 
 11:00 晴れ 南南西 2.1 25.9 40.0 
 12:00 晴れ 南 0.9 28.2 39.0 
 13:00 晴れ 南西 3.6 29.0 39.0 
 14:00 晴れ 南西 5.2 29.5 39.0 
 15:00 晴れ 南南西 3.7 29.1 39.0 
 16:00 曇り 南西 4.8 31.0 38.0 
       

 



第20回飯伊中学生陸上競技大会          

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】172050  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
05/19 中学女子  +3.8 宮下 莉瑚(3) 12.87 山城 春菜(3) 12.99 塩澤 舞(3) 13.13 中山 愛梨(3) 13.37 三嶋 渚沙(2) 13.37 能登 愛琉(2) 13.42 佐々木 幸雪(2) 13.51 小林 咲月(2) 13.67

100m 中学生･豊丘中 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中
05/19  +4.8 宮下 莉瑚(3) 26.93 中山 愛梨(3) 27.36 能登 愛琉(2) 27.68 三嶋 渚沙(2) 27.72 山城 春菜(3) 28.17 小林 咲月(2) 28.69 佐々木 幸雪(2) 28.70

200m 中学生･豊丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中
05/19 佐藤 悠花(3) 4,54.81 筒井 心葉(3) 4,58.42 佐藤 綾花(3) 5,18.20 田中 凜(2) 5,28.36 梅木 莉子(1) 5,30.14 圓谷 爽夏(3) 5,33.45 羽生 彩七(3) 5,39.36 桐生 瑞希(1) 5,40.30

1500m 中学生･下伊那松川中 中学生･飯田高陵中 中学生･下伊那松川中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ
05/19 筒井 結貴(3) 1.35 代田 那菜(3) 1.30 山本 結萌(3) 1.30 三浦 ほのか(2) 中学生･緑ヶ丘中 1.20 田中 蘭(3) 1.20

走高跳 中学生･豊丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･豊丘中 前里 咲耀(2) 中学生･緑ヶ丘中 中学生･豊丘中
05/19 塩澤 舞(3) 5.01(+0.5) 今村 実伶(3) 4.68(+1.7) 松下 陽音(3) 4.37(+1.6) 筒井 結貴(3) 4.21(+1.9) 兼宗 希(3) 3.95(-0.9) 梶間 理預(2) 3.84(+2.0) 新村 唯乃(2) 3.82(-1.2) 中村 夏鈴(1) 3.62(-0.3)

走幅跳 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･高森中 中学生･豊丘中 中学生･天龍中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
05/19 竹内 果歩(3) 6.76 板倉 寧々(1) 6.58 倉澤 奈帆(3) 5.33

砲丸投(2.721kg) 中学生･飯田高陵中 中学生･天龍中 中学生･飯田高陵中
05/19 山本 結萌(3) 22.62

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･豊丘中
05/19 緑ヶ丘中(A)       53.70 高森中(A)       54.28 豊丘中       55.83 緑ヶ丘中(B)       59.39 高森中(B)       59.43

4×100mR 今村 実伶(3) 松下 陽音(3) 宮下 莉瑚(3) 浅井 ゆいか(1) 熊谷 綾乃(1)
佐々木 幸雪(2) 能登 愛琉(2) 鍋島 楓(3) 安藤 奈々花(1) 北原 怜奈(1)
小林 咲月(2) 吉澤 詩乃(3) 山本 結萌(3) 岡村 瑚白(1) 中村 千果(2)
中山 愛梨(3) 山城 春菜(3) 筒井 結貴(3) 原田 未李(1) 梶間 理預(2)



予選 5月19日 10:55
決勝 5月19日 14:50

大会新(GR)          12.51
県記録(KR)          12.05

[ 1組] 風速 +3.2 [ 2組] 風速 +2.1

 1 小西 世蘭(1) 中学生     14.46  1 中村 千果(2) 中学生     13.79 
ｺﾆｼ ｾﾗﾝ 飯田高陵中 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中

 2 鎌倉 美子(1) 中学生     14.59  2 中島 志穂(2) 中学生     13.97 
ｶﾏｸﾗ ﾐｺ 飯田高陵中 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 緑ヶ丘中

 3 北澤 眞由(1) 中学生     14.69  3 松下 陽音(3) 中学生     14.51 
ｷﾀｻﾞﾜ  ﾏﾕ 豊丘中 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森中

 4 原田 未李(1) 中学生     14.84  4 宮下 夏澄(1) 中学生     15.36 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ 緑ヶ丘中 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾐ 下伊那松川中

 5 村澤 みゆき(1) 中学生     15.11  5 北原 怜奈(1) 中学生     15.38 
ﾑﾗｻﾜ ﾐﾕｷ 緑ヶ丘中 ｷﾀﾊﾗ ﾚﾅ 高森中

 6 西尾 咲輝(1) 中学生     15.19  6 熊谷 綾乃(1) 中学生     15.42 
ﾆｼｵ ｻｷ 飯田高陵中 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ 高森中

 7 丸山 結菜(1) 中学生     15.35  7 平澤 來実(1) 中学生     15.91 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 飯田高陵中 ﾋﾗｻﾜ ｸﾙﾐ 下伊那松川中

 8 小山 真央(1) 中学生     15.92 上山 陽奈(1) 中学生
ｺﾔﾏ ﾏｵ 飯田高陵中 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾅ 飯田高陵中

[ 3組] 風速 +2.7 [ 4組] 風速  0.0

 1 小林 咲月(2) 中学生     13.55 q  1 宮下 莉瑚(3) 中学生     13.12 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 緑ヶ丘中 ﾐﾔｼﾀ  ﾘｺ 豊丘中

 2 佐々木 幸雪(2) 中学生     13.56 q  2 塩澤 舞(3) 中学生     13.14 q
ｻｻｷ ｺﾕｷ 緑ヶ丘中 ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 中村 夏鈴(1) 中学生     13.72  3 山城 春菜(3) 中学生     13.19 q
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中

 4 熊谷 朋華(3) 中学生     14.03  4 中山 愛梨(3) 中学生     13.36 q
ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ 下伊那松川中 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

 5 湯澤 帆花(3) 中学生     14.14  5 能登 愛琉(2) 中学生     13.48 q
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 下伊那松川中 ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中

 6 梶間 理預(2) 中学生     14.37  6 三嶋 渚沙(2) 中学生     13.62 q
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 高森中 ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 7 鍋島 楓(3) 中学生     14.87  7 吉澤 詩乃(3) 中学生     13.76 
ﾅﾍﾞｼﾏ  ｶｴﾃﾞ 豊丘中 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 高森中

 8 矢澤 千夏(1) 中学生     15.18 
ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 飯田高陵中

風速 +3.8

 1 宮下 莉瑚(3) 中学生     12.87 
ﾐﾔｼﾀ  ﾘｺ 豊丘中

 2 山城 春菜(3) 中学生     12.99 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中

 3 塩澤 舞(3) 中学生     13.13 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 中山 愛梨(3) 中学生     13.37 
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

 5 三嶋 渚沙(2) 中学生     13.37 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 能登 愛琉(2) 中学生     13.42 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中

 7 佐々木 幸雪(2) 中学生     13.51 
ｻｻｷ ｺﾕｷ 緑ヶ丘中

 8 小林 咲月(2) 中学生     13.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 緑ヶ丘中

中学女子

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

5  8449

3  8448

2  8594

8   183

7  8452

1  8590

4  8451

6  8454

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6  8611

1  8390

8  8362

5  8386

7  8400

3  8401

4  8450
欠場

2  8361

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6  8604

8  8609

7  8359

5  8625

 8544

3  8388

1  8360

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

3  8631

5  8542

2  8608

4  8384

7  8734

6  8387

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

8  8385

2  8453

4

6  8384

氏  名 所属名 記録／備考
5  8542

4  8608

3  8631

8  8387

1  8734

7  8609

2  8604



予選 5月19日  9:00
決勝 5月19日 13:50

大会新(GR)          25.64
県記録(KR)          24.88

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.9

 1 三嶋 渚沙(2) 中学生     27.98 q  1 宮下 莉瑚(3) 中学生     27.33 q
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐﾔｼﾀ  ﾘｺ 豊丘中

 2 佐々木 幸雪(2) 中学生     28.57 q  2 中山 愛梨(3) 中学生     27.39 q
ｻｻｷ ｺﾕｷ 緑ヶ丘中 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

 3 小林 咲月(2) 中学生     28.66 q  3 能登 愛琉(2) 中学生     27.78 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 緑ヶ丘中 ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中

 4 湯澤 帆花(3) 中学生     29.82  4 山城 春菜(3) 中学生     28.05 q
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 下伊那松川中 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中

 5 鍋島 楓(3) 中学生     31.52  5 木下 茜莉(3) 中学生     28.83 q
ﾅﾍﾞｼﾏ  ｶｴﾃﾞ 豊丘中 ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 緑ヶ丘中

 6 松村 美佑(3) 中学生     33.20 関島 瑠愛(2) 中学生
ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 緑ヶ丘中 ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 下伊那松川中
関島 瑠愛(2) 中学生
ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 下伊那松川中

風速 +4.8

 1 宮下 莉瑚(3) 中学生     26.93 
ﾐﾔｼﾀ  ﾘｺ 豊丘中

 2 中山 愛梨(3) 中学生     27.36 
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

 3 能登 愛琉(2) 中学生     27.68 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中

 4 三嶋 渚沙(2) 中学生     27.72 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 山城 春菜(3) 中学生     28.17 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中

 6 小林 咲月(2) 中学生     28.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 緑ヶ丘中

 7 佐々木 幸雪(2) 中学生     28.70 
ｻｻｷ ｺﾕｷ 緑ヶ丘中
木下 茜莉(3) 中学生
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 緑ヶ丘中

8  8604

欠場
2  8593

7  8384

1  8609

6  8387

4  8734

記録／備考
3  8542

5  8608

4  8358
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  8384

6  8593

2  8608

3  8387

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  8542

3  8358
欠場

順 ﾚｰﾝ

2  8544

4  8600

8  8609

7  8360

記録／備考
5  8734

6  8604

中学女子

200m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 5月19日 15:40

大会新(GR)        4,45.97
県記録(KR)        4,28.36

 1 佐藤 悠花(3) 中学生   4,54.81 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川中

 2 筒井 心葉(3) 中学生   4,58.42 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中

 3 佐藤 綾花(3) 中学生   5,18.20 
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 下伊那松川中

 4 田中 凜(2) 中学生   5,28.36 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 緑ヶ丘中

 5 梅木 莉子(1) 中学生   5,30.14 
ｳﾒｷ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 圓谷 爽夏(3) 中学生   5,33.45 
ﾂﾌﾞﾗﾔ ｻﾔｶ 高森中

 7 羽生 彩七(3) 中学生   5,39.36 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田高陵中

 8 桐生 瑞希(1) 中学生   5,40.30 
ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 松下 真奈(1) 中学生   5,41.46 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

10 野口 莉奈(2) 中学生   5,49.73 
ﾉｸﾞﾁ ﾘﾅ 高森中

11 池戸 野乃佳(2) 中学生   5,57.24 
ｲｹﾄﾞ ﾉﾉｶ 緑ヶ丘中

12 金澤 実生(2) 中学生   6,17.07 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｵ 天龍中

13 熊谷 美桜(1) 中学生   6,20.93 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｵ 天龍中

14 大澤 希美(2) 中学生   6,25.11 
ｵｵｻﾜ ｷﾐ 天龍中

15 熊谷 彩葉(1) 中学生   6,28.24 
ｸﾏｶﾞｲ ｲﾛﾊ 天龍中

16 石原 愛子(1) 中学生   6,59.47 
ｲｼﾊﾗ  ｱｲｺ 豊丘中

17 吉澤 紗穂(2) 中学生   7,07.03 
ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾎ 飯田高陵中
斉藤 あんず(2) 中学生
ｻｲﾄｳ ｱﾝｽﾞ 飯田高陵中
吉澤 真穂(2) 中学生
ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾎ 飯田高陵中
下嶋 優菜(2) 中学生
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ
北原 美來(1) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ﾐﾗｲ 飯田高陵中

中学女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  8357

13  8413

15  8356

5  8610

4  8482

16  8392

3  8412

2  8652

20  8627

8  8389

17  8613

6  8513

12  8518

10  8512

18  8517

19   182

1  8414

7  8415
欠場

21  8455
欠場

11  8416
欠場

14  8481
欠場



決勝 5月19日 16:10

大会新(GR)          52.70
県記録(KR)          48.17

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 緑ヶ丘中(A)  8601 今村 実伶(3)     53.70 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳA ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ
 8604 佐々木 幸雪(2)

ｻｻｷ ｺﾕｷ
 8609 小林 咲月(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ
 8608 中山 愛梨(3)

ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ
 2   6 高森中(A)  8386 松下 陽音(3)     54.28 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ
 8387 能登 愛琉(2)

ﾉﾄ ｱｲﾙ
 8385 吉澤 詩乃(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
 8384 山城 春菜(3)

ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 3   3 豊丘中  8542 宮下 莉瑚(3)     55.83 

ﾄﾖｵｶﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ  ﾘｺ
 8544 鍋島 楓(3)

ﾅﾍﾞｼﾏ  ｶｴﾃﾞ
 8541 山本 結萌(3)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾕﾒ
 8545 筒井 結貴(3)

ﾂﾂｲ  ﾕｷ
 4   7 緑ヶ丘中(B)  8591 浅井 ゆいか(1)     59.39 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳB ｱｻｲ ﾕｲｶ
 8599 安藤 奈々花(1)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ
 8602 岡村 瑚白(1)

ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ
 8594 原田 未李(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ
 5   2 高森中(B)  8400 熊谷 綾乃(1)     59.43 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ
 8401 北原 怜奈(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾚﾅ
 8390 中村 千果(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ
 8388 梶間 理預(2)

ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ
  4 下伊那松川中  8362 宮下 夏澄(1)

ｼﾓｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾐ 欠場
 8360 湯澤 帆花(3)

ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
 8361 平澤 來実(1)

ﾋﾗｻﾜ ｸﾙﾐ
 8359 熊谷 朋華(3)

ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ
  8 飯田高陵中

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ 欠場

中学女子

4×100mR

決勝



決勝 5月19日  9:30

大会新(GR)           1.50
県記録(KR)           1.75

筒井 結貴(3) 中学生
ﾂﾂｲ  ﾕｷ 豊丘中
代田 那菜(3) 中学生
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 緑ヶ丘中
山本 結萌(3) 中学生
ﾔﾏﾓﾄ  ﾕﾒ 豊丘中
三浦 ほのか(2) 中学生
ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中
前里 咲耀(2) 中学生
ﾏｴｻﾞﾄ ｻﾖ 緑ヶ丘中
田中 蘭(3) 中学生
ﾀﾅｶ  ﾗﾝ 豊丘中

XXX  1.206 4  8546 - O XXO

 1.20

 1.20

4 5  8616 O O O XXX

XXX4 1  8615 O O O

XXX  1.30

 1.30

3 3  8541 - O O XO O

O O XXX2 2  8595 O O O

XO XXX  1.351 6  8545 - - - - O

記録1m20 1m25 備考1m10 1m15 1m30 1m35 1m40

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月19日 10:50

大会新(GR)           5.28
県記録(KT)           5.74

塩澤 舞(3) 中学生    X   4.95   4.60   5.00   5.01   4.66    5.01 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +1.1    0.0   +4.3   +0.5   -0.1    +0.5
今村 実伶(3) 中学生   4.68   4.62   4.56   4.65   4.52   4.52    4.68 
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 緑ヶ丘中   +1.7   +1.8   -0.9   +0.5    0.0   +0.8    +1.7
松下 陽音(3) 中学生    X   4.37   4.33    X   4.20   4.23    4.37 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森中   +1.6   -0.4   -1.0   +0.9    +1.6
筒井 結貴(3) 中学生   4.21   4.21   4.17    X   4.03   3.77    4.21 
ﾂﾂｲ  ﾕｷ 豊丘中   +1.9   +3.3    0.0   -2.0   +2.7    +1.9
兼宗 希(3) 中学生    X   3.73   3.85   3.88   3.95   3.89    3.95 
ｶﾈﾑﾈ ﾉｿﾞﾐ 天龍中   +1.9   -0.7   +1.9   -0.9   +2.5    -0.9
梶間 理預(2) 中学生    X   3.84    X    X   3.82    X    3.84 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 高森中   +2.0    0.0    +2.0
新村 唯乃(2) 中学生   3.82    X   3.77   3.79    X    X    3.82 
ﾆｲﾑﾗ ﾕｲﾉ 緑ヶ丘中   -1.2   +0.8    0.0    -1.2
中村 夏鈴(1) 中学生    X   3.40   3.62    X    X   3.53    3.62 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    0.0   -0.3   +2.1    -0.3

7 2  8614

8 3  8625

5 6  8510

6 1  8388

3 5  8386

4 4  8545

1 8  8631
-5-

2 7  8601

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月19日 15:00

大会新(GR)          11.00
県記録(KR)          13.55

竹内 果歩(3) 中学生
ﾀｹｳﾁ ｶﾎ 飯田高陵中
板倉 寧々(1) 中学生
ｲﾀｸﾗ ﾈﾈ 天龍中
倉澤 奈帆(3) 中学生
ｸﾗｻﾜ ﾅﾎ 飯田高陵中

 4.85  4.56  5.02   5.33 

 4.88  6.58  6.08   6.58 

3 2  8410  5.33  5.16  4.83

 6.76  6.29  6.50   6.76 

2 1  8516  5.84  5.60  6.29

1 3  8411  6.44  6.56  5.92

-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 5月19日 12:30

大会新(GR)          40.94
県記録(KR)          54.67

山本 結萌(3) 中学生
ﾔﾏﾓﾄ  ﾕﾒ 豊丘中

 22.62 1 1  8541 22.62   O   O

-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-
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