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期  日：２０１９年 4月 6日（土） 

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 

主  管：飯伊陸上競技協会 

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 

     南信地区陸上競技協会 

下伊那地区高等学校体育連盟 

下伊那地区中学校体育連盟 

下伊那校長会 

     下伊那郡体育協会 

会  場：飯田市総合運動場陸上競技場（172050） 

総  務：大坪 章男 

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 

 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 

2018/4/6 9:00 晴れ 南西 1.9 14.8 37.0 

 

 10:00 晴れ 西南西 3.1 15.9 38.0 
 11:00 晴れ 南南西 3.6 17.4 36.0 
 12:00 晴れ 南西 3.8 18.6 32.0 
 13:00 晴れ 西南西 4.9 19.7 26.0 
 14:00 晴れ 南西 2.8 21.2 19.0 
 15:00 晴れ 南西 3.1 20.8 17.0 

 



2019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】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
04/06 女子 宮下 真弥(3) 12.68 藤本 遥(2) 12.79 塩澤 舞(3) 12.91 宮下 莉瑚(3) 12.96 山城 春菜(3) 中学生･高森中 13.01 宮澤 香音(2) 13.08 中山 愛梨(3) 13.09

100m 高校･飯田高 高校･飯田高 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･豊丘中 今村 詩乃(3) 高校･松川高 高校･下伊那農業高 中学生･緑ヶ丘中
04/06 田中 里歩(2) 1,02.97 伊藤 鈴音(3) 1,04.70 松尾 玲佳(3) 1,05.78 今村 詩乃(3) 1,07.97 小倉 心音(3) 1,08.91

400m 高校･松川高 高校･飯田風越高 高校･下伊那農業高 高校･松川高 高校･松川高
04/06 佐藤 悠花(3) 4,53.52 筒井 心葉(3) 4,59.87 森脇 光砂(3) 5,02.93 戸枝 くるみ(2) 5,03.66 下嶋 優菜(2) 5,03.83 佐藤 綾花(3) 5,19.69 滝沢 初寧(3) 5,24.73 唐澤 愛佳(2) 5,27.38

1500m 中学生･下伊那松川中 中学生･飯田高陵中 中学生･赤穂中 中学生･駒ヶ根東中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･下伊那松川中 中学生･駒ヶ根東中 中学生･駒ヶ根東中
04/06  +4.1 池野 佳帆(2) 15.75 菅沼 望子(3) 18.60 澁谷 果歩(3) 18.90

100mH(0.838m) 高校･飯田高 高校･OIDE長姫 高校･伊那北高
04/06 唐澤 さくら(2) 1.40 瀧浪 麻愛(2) 1.30 中谷 美玖(2) 1.20 前里 咲耀(2) 1.20 三浦 ほのか(2) 1.20 代田 那菜(3) 1.10

走高跳 中学生･箕輪中 高校･下伊那農業高 中学生･箕輪中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･緑ヶ丘中
04/06 宮澤 香音(2) 5.15(+3.1) 塩澤 舞(3) 4.86(+2.5) 酒井 美玲(2) 4.78(+1.1) 今村 実伶(3) 4.47(+3.2) 向山 飛鳥(2) 4.45(+2.8) 小久保 茉耶(3) 4.29(+4.1) 松下 陽音(3) 4.26(+2.1) 小日向 慧(2) 4.16(+2.0)

走幅跳 高校･下伊那農業高 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 高校･高遠高 中学生･緑ヶ丘中 中学生･箕輪中 高校･飯田高 中学生･高森中 中学生･箕輪中
04/06 瀧浪 麻愛(2) 6.99

円盤投(1.000kg) 高校･下伊那農業高
04/06 北沢 莉沙(2) 24.28 松尾 玲佳(3) 19.04

やり投 高校･下伊那農業高 高校･下伊那農業高
04/06 飯田高       50.81 伊那北高       52.10 飯田風越高       53.17 高森中       53.19 緑ヶ丘中       53.73 箕輪中(A)       54.08 伊那東部中       57.19 箕輪中(B)     1,00.10

4×100mR 池野 佳帆(2) 長田 鼓美(2) 伊藤 優凪(2) 中村 千果(2) 今村 実伶(3) 山﨑 彩矢(2) 田中 彩音(3) 若林 優里(2)
藤本 遥(2) 星野 陽花里(2) 伊藤 鈴音(3) 能登 愛琉(2) 佐々木 幸雪(2) 唐澤 さくら(2) 富山 唯奈(3) 中谷 美玖(2)
小久保 茉耶(3) 澁谷 果歩(3) 清水 梨那(3) 吉澤 詩乃(3) 木下 茜莉(3) 小日向 慧(2) 城倉 風花(2) 本多 杏海(2)
宮下 真弥(3) 大前 歌音(2) 丸山 いより(2) 山城 春菜(3) 中山 愛梨(3) 向山 飛鳥(2) 六波羅 琉菜(2) 三澤 咲貴(2)

04/06 小学女子  +3.8 関島 絆愛(3) 9.83 丸山 千暁(3) 10.29 吉澤 玲奈(3) 11.51 山崎 未来(3) 11.53 上野 歩楓(3) 11.90 中平  芽(3) 12.00
60m 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

04/06 湯澤 彩花(6) 14.08 松下 玲来(6) 14.16 千葉 唯花(6) 14.22 岩下 心葉(6) 14.26 小池 悠(6) 14.31 梨子田 乃々果(6) 14.43 酒井 絢萌(6) 14.82 柳  美紀(6) 14.86
100m 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･座光寺小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･座光寺小 小学生･北安松川小 小学生･伊那AC 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ

04/06  +0.6 坂元 唯花(6) 3,18.25 伊藤 瑠那(6) 3,22.32 原 亜真乃(6) 3,22.38 片桐 小春(6) 3,33.54 羽生 月佳(6) 3,36.65 山岸 來奈(6) 3,38.07 川上 南海(5) 3,40.08 篠田 楓夏(6) 3,41.63
1000m 小学生･辰野南小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･駒ヶ根中沢RC 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･駒ヶ根中沢RC 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ

04/06 中学女子  +3.3 唐澤 さくら(2) 14.88 鍋島 楓(3) 19.73 黒澤 美月(3) 20.10 本多 杏海(2) 20.27 中村 千果(2) 24.25
100mH(0.762m) 中学生･箕輪中 中学生･豊丘中 一般･宮川RC 中学生･箕輪中 中学生･高森中

04/06 小池 明日美(2) 10.09 並木 愛佳(3) 9.43 黒澤 美月(3) 8.88 日原 穂香(3) 7.64 城村 はな(2) 7.61 竹内 果歩(3) 6.74 井澤 夏帆(3) 6.49
砲丸投(2.721kg) 一般･宮川RC 一般･宮川RC 一般･宮川RC 中学生･箕輪中 中学生･伊那東部中 中学生･飯田高陵中 中学生･箕輪中

04/06 城倉 涼花(2) 29.63
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･伊那東部中

04/06 小学混合 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      56.69 座光寺小(B)       56.83 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ       58.40 北安松川小       59.92 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,01.41 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)    1,01.55 座光寺小(C)     1,03.75 第二小(A)     1,06.29
4×100mR 岩下 心葉(6) 田原 隼(6) 森 蒼馬(6) 丸山 航汰(6) 松村 大輝(4) 平澤 輝大(5) 萱間 美祈(6) 園原 花梨(5)

湯澤 彩花(6) 千葉 唯花(6) 塩澤 蒼(6) 横澤 咲蘭(6) 羽生 月佳(6) 中島 采花(6) 松村 來春(6) 田中 倖絵(5)
鈴木 拓斗(6) 吉澤 悠人(6) 林 亜優香(5) 楜沢 功大(6) 岩下 隼絆(4) 榎本  昊(4) 今村 信晴(6) 熊谷 漣太(5)
佐藤  颯(6) 小池 悠(6) 松下 玲来(6) 梨子田 乃々果(6) 松尾 綺夏(6) 柳  美紀(6) 後藤 千空(6) 園原 瑛祐(5)



予選 4月6日 10:05
決勝 4月6日 13:50

[ 1組] 風速 +2.7 [ 2組] 風速 +3.5

 1 小林 美穂(2) 中学生     14.71  1 中島 志穂(2) 中学生     14.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 駒ヶ根東中 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 緑ヶ丘中

 2 代田 那菜(3) 中学生     15.18  2 六波羅 琉菜(2) 中学生     14.29 
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 緑ヶ丘中 ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那東部中

 3 若林 優里(2) 中学生     15.19  3 中村 千果(2) 中学生     14.47 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 箕輪中 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中

 4 池戸 野乃佳(2) 中学生     15.36  4 今村 実伶(3) 中学生     14.49 
ｲｹﾄﾞ ﾉﾉｶ 緑ヶ丘中 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 緑ヶ丘中

 5 松村 美佑(3) 中学生     15.69  5 松下 陽音(3) 中学生     14.60 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 緑ヶ丘中 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森中

 6 田中 凜(2) 中学生     15.84  6 田中 彩音(3) 中学生     14.93 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 緑ヶ丘中 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 伊那東部中

 7 羽柴 あゆみ(2) 中学生     16.50  7 前里 咲耀(2) 中学生     15.12 
ﾊｼﾊﾞ ｱﾕﾐ 駒ヶ根東中 ﾏｴｻﾞﾄ ｻﾖ 緑ヶ丘中
小林 美咲(2) 中学生  8 新村 唯乃(2) 中学生     15.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 箕輪中 ﾆｲﾑﾗ ﾕｲﾉ 緑ヶ丘中

[ 3組] 風速 +4.7 [ 4組] 風速 +1.4

 1 中村 夏鈴(1) 中学生     13.87  1 清水 愛奈(3) 高校     13.65 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠高

 2 長谷部 奈月(2) 高校     14.07  2 長田 鼓美(2) 高校     13.95 
OIDE長姫 ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 伊那北高

 3 湯澤 帆花(2) 中学生     14.09  3 宮下 菜摘(3) 中学生     14.09 
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 下伊那松川中 ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ 緑ヶ丘中

 4 小日向 慧(2) 中学生     14.13  4 木下 茜莉(3) 中学生     14.10 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中 ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 緑ヶ丘中

 5 熊谷 朋華(3) 中学生     14.19  5 関島 瑠愛(3) 中学生     14.33 
ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ 下伊那松川中 ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 下伊那松川中

 6 向山 飛鳥(2) 中学生     14.21  6 三浦 ほのか(2) 中学生     14.45 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 箕輪中 ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中

 7 梶間 理預(2) 中学生     14.47  7 矢澤 華(3) 中学生     14.56 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 高森中 ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ 駒ヶ根東中

 8 山﨑 彩矢(2) 中学生     14.59  8 宮澤 日菜(3) 中学生     14.79 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ 駒ヶ根東中

[ 5組] 風速 +2.8 [ 6組] 風速 +2.9

 1 小林 咲月(2) 中学生     13.55 q  1 塩澤 舞(3) 中学生     12.97 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 緑ヶ丘中 ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 田中 里歩(2) 高校     13.59 q  2 三嶋 渚沙(2) 中学生     13.39 q
ﾀﾅｶ  ﾘﾎ 松川高 ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 佐々木 幸雪(2) 中学生     13.73  3 伊藤 優凪(2) 高校     13.44 q
ｻｻｷ ｺﾕｷ 緑ヶ丘中 ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 飯田風越高

 4 星野 陽花里(2) 高校     13.80  4 丸山 いより(2) 高校     13.48 q
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北高 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越高

 5 富山 唯奈(3) 中学生     13.90  5 能登 愛琉(2) 中学生     13.55 q
ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那東部中 ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中

 6 小倉 心音(3) 高校     14.01  6 吉澤 詩乃(3) 中学生     13.59 q
ｵｸﾞﾗ  ｺｺﾈ 松川高 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 高森中
西島 みゆき(1) 高校  7 原田未朱 一般     13.92 
ﾆｼｼﾞﾏ  ﾐﾕｷ 松川高 ﾊﾗﾀﾞﾐｼｭ DreamAC
森谷 純礼(2) 高校 中島  愛(3) 高校
ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 飯田風越高 ﾅｶｼﾞﾏ  ｱｲ 松川高 欠場欠場
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[ 7組] 風速 +3.8

 1 宮下 真弥(3) 高校     12.81 q
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田高

 2 藤本 遥(2) 高校     13.02 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 飯田高

 3 宮下 莉瑚(3) 中学生     13.04 q
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 豊丘中

 4 宮澤 香音(2) 高校     13.05 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農業高

 5 中山 愛梨(3) 中学生     13.06 q
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

 6 山城 春菜(3) 中学生     13.17 q
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中

 7 今村 詩乃(3) 高校     13.20 q
ｲﾏﾑﾗ  ｼﾉ 松川高

 8 小松 未唯奈(3) 一般     13.26 q
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 宮川RC

[ 1組] 風速 +3.5 [ 2組] 風速 +4.1

 1 小松 未唯奈(3) 一般     13.24  1 宮下 真弥(3) 高校     12.68 
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 宮川RC ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田高

 2 能登 愛琉(2) 中学生     13.34  2 藤本 遥(2) 高校     12.79 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 飯田高

 3 田中 里歩(2) 高校     13.44  3 塩澤 舞(3) 中学生     12.91 
ﾀﾅｶ  ﾘﾎ 松川高 ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 三嶋 渚沙(2) 中学生     13.46  4 宮下 莉瑚(3) 中学生     12.96 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 豊丘中

 5 丸山 いより(2) 高校     13.47  5 山城 春菜(3) 中学生     13.01 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越高 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中

 6 小林 咲月(2) 中学生     13.50  5 今村 詩乃(3) 高校     13.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 緑ヶ丘中 ｲﾏﾑﾗ  ｼﾉ 松川高

 7 伊藤 優凪(2) 高校     13.72  7 宮澤 香音(2) 高校     13.08 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 飯田風越高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農業高

 8 吉澤 詩乃(3) 中学生     13.84  8 中山 愛梨(3) 中学生     13.09 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 高森中 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中
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5    18

3   153
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4   132
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5    19
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4    53

2    75

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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1    53

4   183

3    72

2   153

6    47

7   132

5   138

女子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



   1 宮下 真弥(3) 高校 飯田高     12.68 (+4.1)   2   1
   2 藤本 遥(2) 高校 飯田高     12.79 (+4.1)   2   2
   3 塩澤 舞(3) 中学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     12.91 (+4.1)   2   3
   4 宮下 莉瑚(3) 中学生 豊丘中     12.96 (+4.1)   2   4
   5 山城 春菜(3) 中学生 高森中     13.01 (+4.1)   2   5
   5 今村 詩乃(3) 高校 松川高     13.01 (+4.1)   2   5
   7 宮澤 香音(2) 高校 下伊那農業高     13.08 (+4.1)   2   7
   8 中山 愛梨(3) 中学生 緑ヶ丘中     13.09 (+4.1)   2   8
   9 小松 未唯奈(3) 一般 宮川RC     13.24 (+3.5)   1   1
  10 能登 愛琉(2) 中学生 高森中     13.34 (+3.5)   1   2
  11 田中 里歩(2) 高校 松川高     13.44 (+3.5)   1   3
  12 三嶋 渚沙(2) 中学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.46 (+3.5)   1   4
  13 丸山 いより(2) 高校 飯田風越高     13.47 (+3.5)   1   5
  14 小林 咲月(2) 中学生 緑ヶ丘中     13.50 (+3.5)   1   6
  15 伊藤 優凪(2) 高校 飯田風越高     13.72 (+3.5)   1   7
  16 吉澤 詩乃(3) 中学生 高森中     13.84 (+3.5)   1   8
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）



決勝 4月6日 13:30

[ 1組] [ 2組]

 1 今村 詩乃(3) 高校   1,07.97  1 田中 里歩(2) 高校   1,02.97 
ｲﾏﾑﾗ  ｼﾉ 松川高 ﾀﾅｶ  ﾘﾎ 松川高

 2 小倉 心音(3) 高校   1,08.91  2 伊藤 鈴音(3) 高校   1,04.70 
ｵｸﾞﾗ  ｺｺﾈ 松川高 ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越高
北沢 莉沙(2) 高校  3 松尾 玲佳(3) 高校   1,05.78 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｻ 下伊那農業高 ﾏﾂｵ ﾚｲｶ 下伊那農業高
松村 美佑(3) 中学生 木下 茜莉(3) 中学生
ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 緑ヶ丘中 ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 緑ヶ丘中
滝沢 きよら(3) 高校
ﾀｷｻﾞﾜ ｷﾖﾗ 下伊那農業高

欠場

2    48

5   186

所属名 記録／備考
4    92

3   147

6    49
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
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4   178
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5    88
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400m
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 田中 里歩(2) 高校 松川高     1,02.97   2   1
   2 伊藤 鈴音(3) 高校 飯田風越高     1,04.70   2   2
   3 松尾 玲佳(3) 高校 下伊那農業高     1,05.78   2   3
   4 今村 詩乃(3) 高校 松川高     1,07.97   1   1
   5 小倉 心音(3) 高校 松川高     1,08.91   1   2

備考 組 順位

   88
   89

   92
  147
   48

女子

400m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録



決勝 4月6日 12:25

[ 1組] [ 2組]

 1 唐澤 愛佳(2) 中学生   5,27.38  1 佐藤 悠花(3) 中学生   4,53.52 
ｶﾗｻﾜ ｱｲｶ 駒ヶ根東中 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川中

 2 牧内 里奈(2) 高校   5,36.78  2 筒井 心葉(3) 中学生   4,59.87 
ﾏｷｳﾁ ﾘﾅ 飯田風越高 ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中

 3 北原 柑那(2) 中学生   5,43.13  3 森脇 光砂(3) 中学生   5,02.93 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾝﾅ 伊那東部中 ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 赤穂中

 4 桐生 瑞希(1) 中学生   5,44.28  4 戸枝 くるみ(2) 中学生   5,03.66 
ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 駒ヶ根東中

 5 堀内 花恋(2) 中学生   5,44.56  5 下嶋 優菜(2) 中学生   5,03.83 
ﾎﾘｳﾁ ｶﾚﾝ 駒ヶ根東中 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 松下 真奈(1) 中学生   5,44.65  6 佐藤 綾花(3) 中学生   5,19.69 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ ｻﾄｳ ｱﾔｶ 下伊那松川中

 7 田中 凜(2) 中学生   5,45.20  7 滝沢 初寧(3) 中学生   5,24.73 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 緑ヶ丘中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 駒ヶ根東中

 8 吉澤 真穂(2) 中学生   5,45.98  8 圓谷 爽夏(3) 中学生   5,32.83 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾎ 飯田高陵中 ﾂﾌﾞﾗﾔ ｻﾔｶ 高森中

 9 柴 由衣(2) 中学生   5,47.92  9 羽生 彩七(3) 中学生   5,35.20 
ｼﾊﾞ ﾕｲ 箕輪中 ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田高陵中

10 小松 礼佳(3) 中学生   5,50.57 10 代田 有芽 高校   5,37.11 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 箕輪中 ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田女子高

11 金子 咲良(3) 高校   5,58.66 11 神部 紫音(3) 高校   5,40.65 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 飯田高 ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田風越高

12 池戸 野乃佳(2) 中学生   5,59.16 12 梅木 莉子(1) 中学生   5,42.26 
ｲｹﾄﾞ ﾉﾉｶ 緑ヶ丘中 ｳﾒｷ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

13 鈴木 そら(2) 中学生   6,02.82 13 野口 莉奈(2) 中学生   5,42.66 
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 箕輪中 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾅ 高森中

14 斉藤 あんず(2) 中学生   6,10.75 松井 美蓉(2) 高校
ｻｲﾄｳ ｱﾝｽﾞ 飯田高陵中 ﾏﾂｲ ﾐﾖ 飯田高

15 三澤 咲貴(2) 中学生   6,16.38 田島 さくら(2) 中学生
ﾐｻﾜ ｻｷ 箕輪中 ﾀｼﾞﾏ ｻｸﾗ 豊丘中

16 吉澤 紗穂(2) 中学生   6,54.73 
ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾎ 飯田高陵中
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   1 佐藤 悠花(3) 中学生 下伊那松川中     4,53.52   2   1
   2 筒井 心葉(3) 中学生 飯田高陵中     4,59.87   2   2
   3 森脇 光砂(3) 中学生 赤穂中     5,02.93   2   3
   4 戸枝 くるみ(2) 中学生 駒ヶ根東中     5,03.66   2   4
   5 下嶋 優菜(2) 中学生 ISｼﾞｭﾆｱ     5,03.83   2   5
   6 佐藤 綾花(3) 中学生 下伊那松川中     5,19.69   2   6
   7 滝沢 初寧(3) 中学生 駒ヶ根東中     5,24.73   2   7
   8 唐澤 愛佳(2) 中学生 駒ヶ根東中     5,27.38   1   1
   9 圓谷 爽夏(3) 中学生 高森中     5,32.83   2   8
  10 羽生 彩七(3) 中学生 飯田高陵中     5,35.20   2   9
  11 牧内 里奈(2) 高校 飯田風越高     5,36.78   1   2
  12 代田 有芽 高校 飯田女子高     5,37.11   2  10
  13 神部 紫音(3) 高校 飯田風越高     5,40.65   2  11
  14 梅木 莉子(1) 中学生 ISｼﾞｭﾆｱ     5,42.26   2  12
  15 野口 莉奈(2) 中学生 高森中     5,42.66   2  13
  16 北原 柑那(2) 中学生 伊那東部中     5,43.13   1   3
  17 桐生 瑞希(1) 中学生 ISｼﾞｭﾆｱ     5,44.28   1   4
  18 堀内 花恋(2) 中学生 駒ヶ根東中     5,44.56   1   5
  19 松下 真奈(1) 中学生 ISｼﾞｭﾆｱ     5,44.65   1   6
  20 田中 凜(2) 中学生 緑ヶ丘中     5,45.20   1   7
  21 吉澤 真穂(2) 中学生 飯田高陵中     5,45.98   1   8
  22 柴 由衣(2) 中学生 箕輪中     5,47.92   1   9
  23 小松 礼佳(3) 中学生 箕輪中     5,50.57   1  10
  24 金子 咲良(3) 高校 飯田高     5,58.66   1  11
  25 池戸 野乃佳(2) 中学生 緑ヶ丘中     5,59.16   1  12
  26 鈴木 そら(2) 中学生 箕輪中     6,02.82   1  13
  27 斉藤 あんず(2) 中学生 飯田高陵中     6,10.75   1  14
  28 三澤 咲貴(2) 中学生 箕輪中     6,16.38   1  15
  29 吉澤 紗穂(2) 中学生 飯田高陵中     6,54.73   1  16

女子
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決勝 4月6日 12:55

風速 +4.1

 1 池野 佳帆(2) 高校     15.75 
ｲｹﾉ ｶﾎ 飯田高

 2 菅沼 望子(3) 高校     18.60 
OIDE長姫

 3 澁谷 果歩(3) 高校     18.90 
ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那北高
大前 歌音(2) 高校
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北高

3    41

5    38
欠場

4   137

2    15

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月6日 15:20

[ 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   3 高森中    74 中村 千果(2)     53.19  1   2 飯田高   137 池野 佳帆(2)     50.81 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ ｲｲﾀﾞｺｳ ｲｹﾉ ｶﾎ
   75 能登 愛琉(2)   138 藤本 遥(2)

ﾉﾄ ｱｲﾙ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
   71 吉澤 詩乃(3)   134 小久保 茉耶(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ
   72 山城 春菜(3)   132 宮下 真弥(3)

ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 2   5 緑ヶ丘中   174 今村 実伶(3)     53.73  2   4 伊那北高    39 長田 鼓美(2)     52.10 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ ｲﾅｷﾀｺｳ ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ
  175 佐々木 幸雪(2)    37 星野 陽花里(2)

ｻｻｷ ｺﾕｷ ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
  186 木下 茜莉(3)    41 澁谷 果歩(3)

ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ
  183 中山 愛梨(3)    38 大前 歌音(2)

ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
 3   4 箕輪中(A)   161 山﨑 彩矢(2)     54.08  3   5 飯田風越高   146 伊藤 優凪(2)     53.17 

ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
  168 唐澤 さくら(2)   147 伊藤 鈴音(3)

ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
  165 小日向 慧(2)   151 清水 梨那(3)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ
  159 向山 飛鳥(2)   148 丸山 いより(2)

ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
 4   2 伊那東部中    33 田中 彩音(3)     57.19   3 松川高

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ ﾏﾂｶﾜｺｳ 欠場
   34 富山 唯奈(3)

ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ
   30 城倉 風花(2)

ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ
   36 六波羅 琉菜(2)

ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ
 5   6 箕輪中(B)   163 若林 優里(2)   1,00.10 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ
  167 中谷 美玖(2)

ﾅｶﾔ ﾐｸ
  170 本多 杏海(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ
  160 三澤 咲貴(2)

ﾐｻﾜ ｻｷ

女子

4×100mR

決勝



   1 飯田高     50.81 池野 佳帆(2) 藤本 遥(2) 小久保 茉耶(3)宮下 真弥(3)   2   1
   2 伊那北高     52.10 長田 鼓美(2) 星野 陽花里(2)澁谷 果歩(3) 大前 歌音(2)   2   2
   3 飯田風越高     53.17 伊藤 優凪(2) 伊藤 鈴音(3) 清水 梨那(3) 丸山 いより(2)  2   3
   4 高森中     53.19 中村 千果(2) 能登 愛琉(2) 吉澤 詩乃(3) 山城 春菜(3)   1   1
   5 緑ヶ丘中     53.73 今村 実伶(3) 佐々木 幸雪(2)木下 茜莉(3) 中山 愛梨(3)   1   2
   6 箕輪中(A)     54.08 山﨑 彩矢(2) 唐澤 さくら(2)小日向 慧(2) 向山 飛鳥(2)   1   3
   7 伊那東部中     57.19 田中 彩音(3) 富山 唯奈(3) 城倉 風花(2) 六波羅 琉菜(2)  1   4
   8 箕輪中(B)   1,00.10 若林 優里(2) 中谷 美玖(2) 本多 杏海(2) 三澤 咲貴(2)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ1

女子

4×100mR
タイムレース

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



決勝 4月6日 13:00

唐澤 さくら(2) 中学生
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中
瀧浪 麻愛(2) 高校
ﾀｷﾅﾐ ﾏｲ 下伊那農業高
中谷 美玖(2) 中学生
ﾅｶﾔ ﾐｸ 箕輪中
前里 咲耀(2) 中学生
ﾏｴｻﾞﾄ ｻﾖ 緑ヶ丘中
三浦 ほのか(2) 中学生
ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中
代田 那菜(3) 中学生
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 緑ヶ丘中

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m15 1m20 備考1m05 1m10 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45
1 6   168 - - - O O O XO O XXX  1.40

2 5    50 - - - - O XO XXX  1.30

3 2   167 - O O O XXX  1.20

4 4   180 - O O XO XXX  1.20

5 1   176 O O XO XO XXX  1.20

6 3   181 O O XXX  1.10



決勝 4月6日 13:00

宮澤 香音(2) 高校   5.15    X   4.86    5.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農業高   +3.1   +1.7    +3.1
塩澤 舞(3) 中学生    X   4.39   4.86    4.86 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +1.5   +2.5    +2.5
酒井 美玲(2) 高校   4.78   4.71    X    4.78 
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 高遠高   +1.1   +0.3    +1.1
今村 実伶(3) 中学生    X   4.47    X    4.47 
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 緑ヶ丘中   +3.2    +3.2
向山 飛鳥(2) 中学生   3.98   4.24   4.45    4.45 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 箕輪中   +1.8   +2.8   +2.8    +2.8
小久保 茉耶(3) 高校   4.25   4.11   4.29    4.29 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 飯田高   +2.9   +2.7   +4.1    +4.1
松下 陽音(3) 中学生   4.03   4.23   4.26    4.26 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森中   +2.0   +4.5   +2.1    +2.1
小日向 慧(2) 中学生   3.99   3.97   4.16    4.16 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中   +2.6   +2.5   +2.0    +2.0
小島 彩奈(3) 一般    X   3.96   3.82    3.96 
ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 宮川RC   +5.2   +2.0    +5.2
新村 唯乃(2) 中学生   3.88   3.71    X    3.88 
ﾆｲﾑﾗ ﾕｲﾉ 緑ヶ丘中   +3.7   +2.8    +3.7
城倉 風花(2) 中学生   3.66    X   3.80    3.80 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ 伊那東部中   +3.1   +4.3    +4.3
中村 夏鈴(1) 中学生   3.39   3.54   3.64    3.64 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +1.9   +2.6   +3.3    +3.3
梶間 理預(2) 中学生    X    X   3.24    3.24 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 高森中   +2.3    +2.3
百瀬 果奈(3) 高校    /    /    / 欠場
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那北高

13 5    70

13    40

11 1    30

12 2    20

9 4    55

10 3   179

7 6    73

8 7   165

5 9   159

6 8   134

3 12    68

4 10   174

1 14    47
-5-

2 11    18

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 4月6日 12:30

瀧浪 麻愛(2) 高校
ﾀｷﾅﾐ ﾏｲ 下伊那農業高

  6.99 1 1    50  6.99   /   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月6日 10:30

北沢 莉沙(2) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｻ 下伊那農業高
松尾 玲佳(3) 高校
ﾏﾂｵ ﾚｲｶ 下伊那農業高

女子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2    51   O 24.28   O

2 1    48   O   X 19.04  19.04 

 24.28 



決勝 4月6日 13:05

風速 +3.3

 1 唐澤 さくら(2) 中学生     14.88 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中

 2 鍋島 楓(3) 中学生     19.73 
ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ 豊丘中

 3 黒澤 美月(3) 一般     20.10 
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 宮川RC

 4 本多 杏海(2) 中学生     20.27 
ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ 箕輪中

 5 中村 千果(2) 中学生     24.25 
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中

中学女子

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   168

3   155

5    74

4    52

2   171



決勝 4月6日  9:20

小池 明日美(2) 一般
ｺｲｹ ｱｽﾐ 宮川RC
並木 愛佳(3) 一般
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 宮川RC
黒澤 美月(3) 一般
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 宮川RC
日原 穂香(3) 中学生
ﾋﾊﾗ ﾎﾉｶ 箕輪中
城村 はな(2) 中学生
ｼﾛﾑﾗ ﾊﾅ 伊那東部中
竹内 果歩(3) 中学生
ﾀｹｳﾁ ｶﾎ 飯田高陵中
井澤 夏帆(3) 中学生
ｲｻﾜ ｶﾎ 箕輪中

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

-6- 記録-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-

 10.09 10.09  9.86

備考
1 7    54  9.64

-5-

 9.432 5    56   9.43 

3 6    52  8.46

 8.83  9.25

  8.88  7.96  8.88

 6.60  7.33  7.644 4   169

  7.61  7.61  7.16

  7.64 

5 3    32   X

 6.386 1   143   6.74 

7 2   158   X

 6.74   X

  6.49   X  6.49



決勝 4月6日 10:30

城倉 涼花(2) 中学生
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那東部中

 29.63 1 1    31   O 29.63   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

ジャベリックスロー

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月6日 11:35

風速 +3.8

 1 関島 絆愛(3) 小学生      9.83 
ｾｷｼﾞﾏｷｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 丸山 千暁(3) 小学生     10.29 
ﾏﾙﾔﾏ ﾁｻﾄ たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ

 3 吉澤 玲奈(3) 小学生     11.51 
ﾖｼｻﾞﾜﾚﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 山崎 未来(3) 小学生     11.53 
ﾔﾏｻﾞｷﾐｸﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 上野 歩楓(3) 小学生     11.90 
ｳｴﾉｱﾕｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 中平  芽(3) 小学生     12.00 
ﾅｶﾀﾞｲﾗﾒｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

小学女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    96

6    23

5    99

2   105

7   109

3   113



決勝 4月6日 10:55

[ 1組] 風速 +3.0 [ 2組] 風速 +2.9

 1 佐々木詩織(4) 小学生     16.72  1 柳 美結(4) 小学生     15.64 
ｻｻｷｼｵﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔﾅｷﾞﾐﾕ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 小林 日菜花(5) 小学生     16.83  2 林 かれん(4) 小学生     15.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ 伊那AC ﾊﾔｼｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 竹松 凜音(4) 小学生     17.00  3 林 亜優香(5) 小学生     16.16 
ﾀｹﾏﾂ ﾘｵﾝ 伊那AC ﾊﾔｼ ｱﾕｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 牧内 綾香(4) 小学生     17.05  4 西川 莉子(6) 小学生     16.39 
ﾏｷｳﾁ ｱﾔｶ 伊那AC ﾆｼｶﾜ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 合津 紗々(6) 小学生     17.93  5 内藤 瑞咲(6) 小学生     16.72 
ｺﾞｳｽﾞ ｻｻ 天竜SC ﾅｲﾄｳ ﾐｻｷ 天竜SC
鈴木 梨夏(4) 小学生  6 水野 眞子(4) 小学生     17.25 
ｽｽﾞｷﾘﾝｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐｽﾞﾉ ﾏｺ ISｼﾞｭﾆｱ
大原 心葉(4) 小学生  7 吉川 南心(4) 小学生     19.11 
ｵｵﾊﾗｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾖｼｶﾜﾅﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
上條 詩子(4) 小学生 松村 莉央(5) 小学生
ｶﾐｼﾞｮｳｳﾀｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾏﾂﾑﾗﾘｵ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 3組] 風速 +3.8 [ 4組] 風速 +2.0

 1 光澤 琥珀(5) 小学生     15.25  1 熊谷 かなで(6) 小学生     15.42 
ﾐﾂｻﾞﾜｺﾊｸ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｸﾏｶﾞｲ ｶﾅﾃﾞ 天竜SC

 2 萱間 美祈(6) 小学生     15.31  2 石川 結衣(6) 小学生     15.51 
ｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ 座光寺小 ｲｼｶﾜ ﾕｲ 座光寺小

 3 加藤 妃心(5) 小学生     15.62  3 原 千夏(6) 小学生     15.57 
ｶﾄｳﾋﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾗ ﾁﾅﾂ 座光寺小

 4 小林 蓮夏(6) 小学生     15.73  4 藤本 心美(4) 小学生     15.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 座光寺小 ﾌｼﾞﾓ ﾄｺｺﾐ 千栄小

 5 松村 來春(6) 小学生     15.88  5 中山 晴未(6) 小学生     15.88 
ﾏﾂﾑﾗ ｺﾊﾙ 座光寺小 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾐ 伊那AC

 6 塩澤みのり(5) 小学生     15.93  6 小平 一葉(6) 小学生     15.89 
ｼｵｻﾞﾜﾐﾉﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 天竜SC

 7 清水 みいな(6) 小学生     16.11  7 園原 花梨(5) 小学生     16.07 
ｼﾐｽﾞ ﾐｲﾅ 天竜SC ｿﾉﾊﾗ ｶﾘﾝ 第二小
宮下 友希(6) 小学生 日吉 二葉(6) 小学生
ﾐﾔｼﾀﾕｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾋﾖｼ ﾌﾀﾊﾞ 天竜SC

[ 5組] 風速 +3.2 [ 6組] 風速 +1.9

 1 小池 悠(6) 小学生     14.31  1 湯澤 彩花(6) 小学生     14.08 
ｺｲｹ ﾕｳ 座光寺小 ﾕｻﾞﾜｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 梨子田 乃々果(6)小学生     14.43  2 松下 玲来(6) 小学生     14.16 
ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ 北安松川小 ﾏﾂｼﾀ ﾚｲﾗ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 酒井 絢萌(6) 小学生     14.82  3 千葉 唯花(6) 小学生     14.22 
ｻｶｲ ｱﾔﾒ 伊那AC ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 座光寺小

 4 柳  美紀(6) 小学生     14.86  4 岩下 心葉(6) 小学生     14.26 
ﾔﾅｷﾞﾐﾉﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲﾜｼﾀｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 伊坪 優(6) 小学生     14.91  5 羽生 月佳(6) 小学生     15.00 
ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ 座光寺小 ﾊﾆｭｳﾙｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 田島 未優(6) 小学生     15.18  6 松尾 綺夏(6) 小学生     15.13 
ﾀｼﾞﾏ ﾐﾕｳ ｱﾙﾌｪﾙﾃ南信州RC ﾏﾂｵｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 湯田 うらら(6) 小学生     15.35  7 横澤 咲蘭(6) 小学生     15.52 
ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ 座光寺小 ﾖｺｻﾜ ｻﾗ 北安松川小

 8 松村 華萌(6) 小学生     15.36  8 中島 采花(6) 小学生     15.54 
ﾏﾂﾑﾗｶﾎ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

6   156

1   112

5    93

8   108

2    86

3    97

7   114

4    21

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8    87

1   106

4    78

3    17

6    25

7   116

2    82

5   157

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1   123

6   131
欠場

5    28

2   128

7    80

4   121

8   126

3    85

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   129

2   100
欠場

7    84

4    94

8    95

5    83

6   103

1    79

7   107
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    11

5    98

8    12

2   130

3   118

4    22

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   117

5   111
欠場

7   110
欠場

4   127

3   119
欠場

6    27

8    29

1   104

2    26

小学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 湯澤 彩花(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.08 (+1.9)   6   1
   2 松下 玲来(6) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     14.16 (+1.9)   6   2
   3 千葉 唯花(6) 小学生 座光寺小     14.22 (+1.9)   6   3
   4 岩下 心葉(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.26 (+1.9)   6   4
   5 小池 悠(6) 小学生 座光寺小     14.31 (+3.2)   5   1
   6 梨子田 乃々果(6) 小学生 北安松川小     14.43 (+3.2)   5   2
   7 酒井 絢萌(6) 小学生 伊那AC     14.82 (+3.2)   5   3
   8 柳  美紀(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.86 (+3.2)   5   4
   9 伊坪 優(6) 小学生 座光寺小     14.91 (+3.2)   5   5
  10 羽生 月佳(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.00 (+1.9)   6   5
  11 松尾 綺夏(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.13 (+1.9)   6   6
  12 田島 未優(6) 小学生 ｱﾙﾌｪﾙﾃ南信州RC     15.18 (+3.2)   5   6
  13 光澤 琥珀(5) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.25 (+3.8)   3   1
  14 萱間 美祈(6) 小学生 座光寺小     15.31 (+3.8)   3   2
  15 湯田 うらら(6) 小学生 座光寺小     15.35 (+3.2)   5   7
  16 松村 華萌(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.36 (+3.2)   5   8
  17 熊谷 かなで(6) 小学生 天竜SC     15.42 (+2.0)   4   1
  18 石川 結衣(6) 小学生 座光寺小     15.51 (+2.0)   4   2
  19 横澤 咲蘭(6) 小学生 北安松川小     15.52 (+1.9)   6   7
  20 中島 采花(6) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.54 (+1.9)   6   8
  21 原 千夏(6) 小学生 座光寺小     15.57 (+2.0)   4   3
  22 加藤 妃心(5) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.62 (+3.8)   3   3
  23 柳 美結(4) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.64 (+2.9)   2   1
  24 林 かれん(4) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.67 (+2.9)   2   2
  25 藤本 心美(4) 小学生 千栄小     15.68 (+2.0)   4   4
  26 小林 蓮夏(6) 小学生 座光寺小     15.73 (+3.8)   3   4
  27 松村 來春(6) 小学生 座光寺小     15.88 (+3.8)   3   5
  27 中山 晴未(6) 小学生 伊那AC     15.88 (+2.0)   4   5
  29 小平 一葉(6) 小学生 天竜SC     15.89 (+2.0)   4   6
  30 塩澤みのり(5) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.93 (+3.8)   3   6
  31 園原 花梨(5) 小学生 第二小     16.07 (+2.0)   4   7
  32 清水 みいな(6) 小学生 天竜SC     16.11 (+3.8)   3   7
  33 林 亜優香(5) 小学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.16 (+2.9)   2   3
  34 西川 莉子(6) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     16.39 (+2.9)   2   4
  35 佐々木詩織(4) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.72 (+3.0)   1   1
  35 内藤 瑞咲(6) 小学生 天竜SC     16.72 (+2.9)   2   5
  37 小林 日菜花(5) 小学生 伊那AC     16.83 (+3.0)   1   2
  38 竹松 凜音(4) 小学生 伊那AC     17.00 (+3.0)   1   3
  39 牧内 綾香(4) 小学生 伊那AC     17.05 (+3.0)   1   4
  40 水野 眞子(4) 小学生 ISｼﾞｭﾆｱ     17.25 (+2.9)   2   6
  41 合津 紗々(6) 小学生 天竜SC     17.93 (+3.0)   1   5
  42 吉川 南心(4) 小学生 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     19.11 (+2.9)   2   7
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  114
   21
   86
   97

小学女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 4月6日 14:15

 1 坂元 唯花(6) 小学生   3,18.25 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野南小

 2 伊藤 瑠那(6) 小学生   3,22.32 
ｲﾄｳ ﾙﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 原 亜真乃(6) 小学生   3,22.38 
ﾊﾗ ｱﾏﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 片桐 小春(6) 小学生   3,33.54 
ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 駒ヶ根中沢RC

 5 羽生 月佳(6) 小学生   3,36.65 
ﾊﾆｭｳﾙｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 山岸 來奈(6) 小学生   3,38.07 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾗﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 川上 南海(5) 小学生   3,40.08 
ｶﾜｶﾐ ﾅﾐ 駒ヶ根中沢RC

 8 篠田 楓夏(6) 小学生   3,41.63 
ｼﾉﾀﾞ ﾌｳｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 高田 萌花(6) 小学生   3,42.16 
ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ 座光寺小

10 中島 妃芽乃(6) 小学生   3,43.30 
ﾅｶｼﾏ ﾋﾒﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

11 福島 羽七(6) 小学生   3,47.80 
ﾌｸｼﾏﾊﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

12 小池 陽莉(6) 小学生   3,50.38 
ｺｲｹ ﾋﾖﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

13 園原 花歩(5) 小学生   3,51.36 
ｿﾉﾊﾗ ｶﾎ 第二小

14 宮脇 悠莉(4) 小学生   3,53.86 
ﾐﾔﾜｷﾕｳﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

15 古林なな花(4) 小学生   3,54.14 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼﾅﾅﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

16 田中 倖絵(5) 小学生   4,00.80 
ﾀﾅｶ ﾕｷｴ 第二小

17 佐々木 奏羽(6) 小学生   4,01.28 
ｻｻｷ ｿﾜ ISｼﾞｭﾆｱ

18 伊藤 侑花(5) 小学生   4,03.39 
ｲﾄｳ ﾕｳｶ 伊那AC
鈴木 ひかり(6) 小学生
ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 駒ヶ根中沢RC
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小学女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月6日 15:00

[ 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   4 北安松川小   223 丸山 航汰(6)     59.92  1   4 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A   97 岩下 心葉(6)     56.69 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜｼｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ｲﾜｼﾀｺｺﾊ
  156 横澤 咲蘭(6)   114 湯澤 彩花(6)

ﾖｺｻﾜ ｻﾗ ﾕｻﾞﾜｱﾔｶ
  227 楜沢 功大(6)   170 鈴木 拓斗(6)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ ｽｽﾞｷﾀｸﾄ
  157 梨子田 乃々果(6)   157 佐藤  颯(6)

ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ ｻﾄｳﾊﾔﾃ
 2   6 座光寺小(C)    79 萱間 美祈(6)   1,03.75  2   5 座光寺小(B)   134 田原 隼(6)     56.83 

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳC ｶﾔﾏ ﾐﾉﾘ ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳB ﾀﾊﾗ ﾊﾔﾄ
   84 松村 來春(6)    86 千葉 唯花(6)

ﾏﾂﾑﾗ ｺﾊﾙ ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ
  129 今村 信晴(6)   126 吉澤 悠人(6)

ｲﾏﾑﾗ ﾉﾌﾞﾊﾙ ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  128 後藤 千空(6)    82 小池 悠(6)

ｺﾞﾄｳ ﾁﾋﾛ ｺｲｹ ﾕｳ
 3   5 第二小(A)   123 園原 花梨(5)   1,06.29  3   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    31 森 蒼馬(6)     58.40 

ﾀﾞｲﾆｼｮｳA ｿﾉﾊﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾓﾘ ｿｳﾏ
  124 田中 倖絵(5)    25 塩澤 蒼(6)

ﾀﾅｶ ﾕｷｴ ｼｵｻﾞﾜ ｿｳ
  188 熊谷 漣太(5)    22 林 亜優香(5)

ｸﾏｶﾞｲ ﾚﾝﾀ ﾊﾔｼ ｱﾕｶ
  183 園原 瑛祐(5)    21 松下 玲来(6)

ｿﾉﾊﾗ ｴｲｽｹ ﾏﾂｼﾀ ﾚｲﾗ
 4   3 第二小(B)   122 園原 花歩(5)   1,07.76  4   2 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B  159 松村 大輝(4)   1,01.41 

ﾀﾞｲﾆｼｮｳB ｿﾉﾊﾗ ｶﾎ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ﾏﾂﾑﾗﾀﾞｲｷ
  191 田中 桃心(5)    93 羽生 月佳(6)

ﾀﾅｶ ﾓﾓｺ ﾊﾆｭｳﾙｶ
  182 井原 翔希(5)   148 岩下 隼絆(4)

ｲﾊﾗ ｼｮｳｷ ｲﾜｼﾀﾊﾔﾄ
  189 原 宙希(5)   108 松尾 綺夏(6)

ﾊﾗ ﾋﾛｷ ﾏﾂｵｱﾔｶ
  2 座光寺小(A)    80 原 千夏(6)  5   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C  167 平澤 輝大(5)   1,01.55 

ｻﾞｺｳｼﾞｼｮｳA ﾊﾗ ﾁﾅﾂ 失格 ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞC ﾋﾗｻﾜｱｷﾋﾛ
  135 木内 憲琉(6)   112 中島 采花(6)

ｷｳﾁ ｹﾝﾘｭｳ ﾅｶｼﾞﾏｱﾔｶ
   78 伊坪 優(6)   143 榎本  昊(4)

ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ ｴﾉﾓﾄｿﾗ
  130 春原 秀(6)   116 柳  美紀(6)

ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ ﾔﾅｷﾞﾐﾉﾘ

小学混合

4×100mR

決勝



   1 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)     56.69 岩下 心葉(6) 湯澤 彩花(6) 鈴木 拓斗(6) 佐藤  颯(6)   2   1
   2 座光寺小(B)     56.83 田原 隼(6) 千葉 唯花(6) 吉澤 悠人(6) 小池 悠(6)   2   2
   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     58.40 森 蒼馬(6) 塩澤 蒼(6) 林 亜優香(5) 松下 玲来(6)   2   3
   4 北安松川小     59.92 丸山 航汰(6) 横澤 咲蘭(6) 楜沢 功大(6) 梨子田 乃々果(  1   1
   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)   1,01.41 松村 大輝(4) 羽生 月佳(6) 岩下 隼絆(4) 松尾 綺夏(6)   2   4
   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(C)   1,01.55 平澤 輝大(5) 中島 采花(6) 榎本  昊(4) 柳  美紀(6)   2   5
   7 座光寺小(C)   1,03.75 萱間 美祈(6) 松村 來春(6) 今村 信晴(6) 後藤 千空(6)   1   2
   8 第二小(A)   1,06.29 園原 花梨(5) 田中 倖絵(5) 熊谷 漣太(5) 園原 瑛祐(5)   1   3
   9 第二小(B)   1,07.76 園原 花歩(5) 田中 桃心(5) 井原 翔希(5) 原 宙希(5)   1   4

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

小学混合

4×100mR
タイムレース


	決勝記録一覧表
	100m
	400m
	1500m
	100mH(0.838m)
	4x100mR
	走高跳
	走幅跳
	円盤投(1.000kg)
	やり投(0.600kg)
	中学100mH(0.762m)
	中学砲丸投(2.721kg)
	中学ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ
	小学60m
	小学100m
	小学1000m
	小学混合4x100mR

