
大会コード 22170512

： ２０２２年５月２２日(日) 
： 飯田市総合運動場陸上競技場（競技場コード 172050）
： 飯田市陸上競技協会・下伊那郡陸上競技協会
： （公財)飯田市スポーツ協会・下伊那郡体育協会
： 飯伊陸上競技協会
： 飯田市教育委員会・飯伊市町村教育委員会連絡協議会

下伊那校長会・(株)南信州新聞社
： 大坪 章男
： 原 宏旭(トラック)・高野 喜宏(フィールド)
： 清水 美彦

■グラウンドコンディション

■この大会で樹立された記録

風速

第23回 飯伊中学生陸上競技大会

記 録 集
期 日
会 場

記録・情報主任

時刻 天候 風向 風速 気温

主 催
共 催
主 管
後 援

総 務
審 判 長

湿度湿度 時刻 天候 風向 気温
(m/s) (℃) (%)

09:30 晴れ 東北東 2.0 18.9 67.3 13:00 晴れ 北東 1.1 25.2 39.3
(m/s) (℃) (%)

10:00 曇り 北東 0.7 22.7 39.1
11:00 晴れ 北北東 0.7 24.1 43.5 15:00 晴れ 北東

49.5 14:00 晴れ 南南西 0.8 26.1

ラウンド

1.7 26.7 34.6
12:00 晴れ 北北西 2.8 24.6 39.2 16:00

記録 氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

晴れ 南南西 2.1 27.0 35.1

飯田高陵中

松村 華萌(3)

52.70
千葉 唯花(3)
塩澤 みのり(2)

小池 悠(3)

5月22日 大会新 女子 4x100mR 決勝 52.37

日付 記録の種類 クラス 種目



ﾄﾗｯｸ審判長 原 宏旭

跳躍審判長 高野 喜宏
投てき審判長 高野 喜宏

【開催日】 2022年5月22日 ｽﾀｰﾄ審判長 林 努

【主催団体】 飯田下伊那陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任 清水 美彦

(GR:大会新) 女  子 【競技場】飯田市松尾総合運動場陸上競招集所審判長 関 博文
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

 5/22 中学女子  -0.9 宮澤 希(2) 12.94 光澤 琥珀(2) 13.42 千葉 唯花(3) 13.51 柳 美紀(3) 13.56 櫻井 音寧(2) 13.65 鈴木 梨夏(1) 13.69 塩澤 みのり(2) 13.77 柳 美結(1) 13.83
100m ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 下伊那松川中 飯田高陵中 高森中 緑ヶ丘中 下伊那松川中 飯田高陵中 高森中

 5/22 宮澤 希(2) 26.42 千葉 唯花(3) 27.50 鈴木 梨夏(1) 27.77 湯澤 彩花(3) 28.18 柳 美紀(3) 28.24 柳 美結(1) 28.32 松村 華萌(3) 28.77 秋田 千尋(2) 29.14
200m ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 飯田高陵中 下伊那松川中 下伊那松川中 高森中 高森中 飯田高陵中 緑ヶ丘中

 5/22 伊藤 瑠那(3) 5:01.69 古林 なな花(1) 5:27.12 後藤 朱里(1) 5:27.59 宮脇 悠莉(1) 5:42.71 飯澤 花歩(1) 5:42.77 篠田 楓夏(3) 5:42.83 木下 麗(3) 5:45.63 水野 眞子(1) 5:47.05
1500m 旭ヶ丘中 高森中 ISｼﾞｭﾆｱ 高森中 ISｼﾞｭﾆｱ ISｼﾞｭﾆｱ 豊丘中 ISｼﾞｭﾆｱ

 5/22 小平 一葉(3) 1.40 片桐 愛美(3) 1.15
走高跳 高森中 高森中

 5/22 櫻井 音寧(2) 5.10(-1.8) 林 かれん(1) 4.12(-0.4) 友竹 杏希(2) 3.98(+0.9) 藤本 夢乃(2) 3.93(-0.1) 山崎 愛実(3) 3.82(0.0) 藤澤 幸音(1) 3.49(+1.1) 宮下 佳穂(1) 3.22(-0.3)
走幅跳 緑ヶ丘中 飯田高陵中 飯田高陵中 緑ヶ丘中 豊丘中 天龍中 天龍中

 5/22 友竹 杏希(2) 7.56 熊谷 彩香(3) 6.51 山﨑 ここね(3) 6.18 遠山 楓(3) 5.93

砲丸投(2.721kg) 飯田高陵中 天龍中 天龍中 天龍中
 5/22 宮下 心花(1) 26.77

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 高森中
 5/22 飯田高陵中(A)       52.37 緑ヶ丘中(A)       53.55 飯田高陵中(B)       54.68 高森中(B)       56.11 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       56.23 高森中(A)       56.61 豊丘中       58.60 緑ヶ丘中(B)       59.03

4×100m 松村 華萌(3) GR 秋田 千尋(2) 椎谷 綾華(2) 阿久澤 来夢(1) 牧田 華奈(2) 清水 心陽(3) 山崎 愛実(3) 佐々木 楓花(1)
千葉 唯花(3) 木下 瑠菜(3) 林 かれん(1) 林 亜樹(1) 林 亜優香(2) 柳 美紀(3) 木下 麗(3) 藤本 夢乃(2)
塩澤 みのり(2) 小林 まな(3) 友竹 杏希(2) 柳 美結(1) 久保田 陽香(2) 片桐 愛美(3) 三石 琴音(2) 佐々木 紅葉(1)
小池 悠(3) 櫻井 音寧(2) 加藤 妃心(2) 宮嶋 咲穂(1) 宮澤 希(2) 小平 一葉(3) 澤田 乃愛(2) 吉澤 奈乃葉(1)



予選 5月22日 10:55
決勝 5月22日 14:40

長野県中学記録(CR)              11.98 寺平 祈愛                    木祖             2021/07/03  
大会記録(GR)                    12.51 菅沼　美風                   豊丘中           2014        

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -1.6

 1 片桐 颯華(1)     15.18  1 林 亜樹(1)     14.62 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾌｳｶ 緑ヶ丘中 ﾊﾔｼ ｱｷ 高森中

 2 吉澤 奈乃葉(1)     15.30  2 椎谷 綾華(2)     14.75 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾉﾊ 緑ヶ丘中 ｼｲﾔ ｱﾔｶ 飯田高陵中

 3 野口 咲良(1)     15.85  3 阿久澤 来夢(1)     15.07 
ﾉｸﾞﾁ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中 ｱｸｻﾞﾜ ﾗｲﾑ 高森中

 4 佐々木 紅葉(1)     16.17  4 澤田 乃愛(2)     15.32 
ｻｻｷ ｸﾚﾊ 緑ヶ丘中 ｻﾜﾀﾞ ﾉｱ 豊丘中

 5 半崎 楓(2)     16.20  5 佐々木 美緒(2)     15.93 
ﾊﾝｻﾞｷ ｶｴﾃﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｻｻｷ ﾐｵ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 佐々木 楓花(1)     16.23  6 前里 海紗(1)     15.98 
ｻｻｷ ﾌｳｶ 緑ヶ丘中 ﾏｴｻﾞﾄ ﾐｻ 緑ヶ丘中

 7 横前 友姫(1)     16.56  7 牧田 華奈(2)     16.64 
ﾖｺﾏｴ ﾕｷ 豊丘中 ﾏｷﾀ ｶﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 8 宮下 紗緒(1)     17.14 
ﾐﾔｼﾀ ｻｵ 豊丘中

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -0.7

 1 加藤 妃心(2)     14.02  1 柳 美結(1)     13.65 q
ｶﾄｳ ﾋﾅ 飯田高陵中 ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 高森中

 2 小林 まな(3)     14.56  2 塩澤 みのり(2)     13.69 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 緑ヶ丘中 ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 飯田高陵中

 3 清水 心陽(3)     14.57  3 鈴木 梨夏(1)     13.75 q
ｼﾐｽﾞ ﾐﾊﾙ 高森中 ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 下伊那松川中

 4 林 亜優香(2)     14.70  4 松村 華萌(3)     14.14 
ﾊﾔｼ ｱﾕｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 飯田高陵中

 5 久保田 陽香(2)     14.88  5 林 かれん(1)     14.24 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 飯田高陵中

 6 太田 渚月(2)     14.88  6 羽生 月佳(3)     14.96 
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 根羽学園 ﾊﾆｭｳ ﾙｶ 飯田高陵中

 7 宮嶋 咲穂(1)     14.92   藤本 心美(1)      
ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾎ 高森中 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

[ 5組] 風速 -3.0

 1 宮澤 希(2)     13.11 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 光澤 琥珀(2)     13.59 q
ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川中

 3 櫻井 音寧(2)     13.65 q
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 緑ヶ丘中

 4 千葉 唯花(3)     13.73 q
ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中

 5 柳 美紀(3)     13.77 q
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森中

 6 湯澤 彩花(3)     13.81 
ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 下伊那松川中

 7 小池 悠(3)     14.09 
ｺｲｹ ﾕｳ 飯田高陵中

風速 -0.9

 1 宮澤 希(2)     12.94 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 光澤 琥珀(2)     13.42 
ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川中

 3 千葉 唯花(3)     13.51 
ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中

 4 柳 美紀(3)     13.56 
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森中

 5 櫻井 音寧(2)     13.65 
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 緑ヶ丘中

 6 鈴木 梨夏(1)     13.69 
ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 下伊那松川中

 7 塩澤 みのり(2)     13.77 
ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 飯田高陵中

 8 柳 美結(1)     13.83 
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 高森中

中学女子

100m

予選 通過基準  5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 記録／備考
8  8600 5  8391

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1  8603 7  8392

6  8605 6  8447

5  8640 8    11

2  8601 4  8544

3  8888 2  8643

4  8602 3  8604

7  8887

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8445 5  8397

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  8393 7  8366

2  8619 2  8446

7  8583 4  8420

3  8634 6  8417

8  8401 3  8644
DNS

5  8477 8  8430

3  8584

5  8365

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  8396

7  8363

2  8931

6  8412

4  8411

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  8412

2  8396

3  8584

4  8365

7  8446

5  8397

6  8931

1  8366



決勝 5月22日 13:30

長野県中学記録(CR)              24.88 北澤 栞                      三郷             2016/10/16  
大会記録(GR)                    25.64 榊山　恵乃　                 飯田東中         2002        

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -0.9

 1 鈴木 梨夏(1)     27.77  1 宮澤 希(2)     26.42 
ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 下伊那松川中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 秋田 千尋(2)     29.14  2 千葉 唯花(3)     27.50 
ｱｷﾀ ﾁﾋﾛ 緑ヶ丘中 ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中

 3 木下 瑠菜(3)     29.88  3 湯澤 彩花(3)     28.18 
ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ 緑ヶ丘中 ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 下伊那松川中

 4 藤本 夢乃(2)     30.25  4 柳 美紀(3)     28.24 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ 緑ヶ丘中 ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森中

 5 宮嶋 咲穂(1)     30.82  5 柳 美結(1)     28.32 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾎ 高森中 ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 高森中

 6 阿久澤 来夢(1)     31.27  6 松村 華萌(3)     28.77 
ｱｸｻﾞﾜ ﾗｲﾑ 高森中 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 飯田高陵中

 7 三石 琴音(2)     33.40  7 太田 渚月(2)     30.73 
ﾐﾂｲｼ ｺﾄﾈ 豊丘中 ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 根羽学園

3  8366 4  8584

中学女子

200m

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

6  8930 5  8412

8  8618 8  8363

4  8932 6  8396

5  8401 2  8397

7  8392 3  8417

2  8545 7  8477



   1 宮澤 希(2) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     26.42 (-0.9)   2   1
   2 千葉 唯花(3) 飯田高陵中     27.50 (-0.9)   2   2
   3 鈴木 梨夏(1) 下伊那松川中     27.77 (-1.0)   1   1
   4 湯澤 彩花(3) 下伊那松川中     28.18 (-0.9)   2   3
   5 柳 美紀(3) 高森中     28.24 (-0.9)   2   4
   6 柳 美結(1) 高森中     28.32 (-0.9)   2   5
   7 松村 華萌(3) 飯田高陵中     28.77 (-0.9)   2   6
   8 秋田 千尋(2) 緑ヶ丘中     29.14 (-1.0)   1   2
   9 木下 瑠菜(3) 緑ヶ丘中     29.88 (-1.0)   1   3
  10 藤本 夢乃(2) 緑ヶ丘中     30.25 (-1.0)   1   4
  11 太田 渚月(2) 根羽学園     30.73 (-0.9)   2   7
  12 宮嶋 咲穂(1) 高森中     30.82 (-1.0)   1   5
  13 阿久澤 来夢(1) 高森中     31.27 (-1.0)   1   6
  14 三石 琴音(2) 豊丘中     33.40 (-1.0)   1   7

 8412

中学女子

200m
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
 8584

 8545

 8366
 8363
 8396
 8397
 8417
 8930
 8618
 8932
 8477
 8401
 8392



決勝 5月22日 15:25

長野県中学記録(CR)            4:28.36 和田 有菜                    川中島           2013/08/22  
大会記録(GR)                  4:49.96 永山　実来                   緑ヶ丘中         2013        

 1 伊藤 瑠那(3)   5:01.69 
ｲﾄｳ ﾙﾅ 旭ヶ丘中

 2 古林 なな花(1)   5:27.12 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾊ 高森中

 3 後藤 朱里(1)   5:27.59 
ｺﾞﾄｳ ｼｭﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 宮脇 悠莉(1)   5:42.71 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾘ 高森中

 5 飯澤 花歩(1)   5:42.77 
ｲｲｻﾞﾜ  ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 篠田 楓夏(3)   5:42.83 
ｼﾉﾀﾞ  ﾌｳｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 木下 麗(3)   5:45.63 
ｷﾉｼﾀ ｳﾗﾗ 豊丘中

 8 水野 眞子(1)   5:47.05 
ﾐｽﾞﾉ  ﾏｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 高田 萌花(3)   5:53.94 
ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ 飯田高陵中

10 杉本 梓音(2)   6:01.23 
ｽｷﾞﾓﾄ ｼｵﾝ 飯田高陵中

11 松村 莉央(2)   6:07.90 
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｵ 飯田高陵中

12 山岸 來奈(3)   6:09.41 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾗﾅ 旭ヶ丘中

13 井上 凛(1)   6:23.31 
ｲﾉｳｴ ﾘﾝ 高森中

  福島 羽七(3)      
ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ 下伊那松川中

  間瀬 薫(1)      
ﾏｾ ｶｵﾙ 旭ヶ丘中

  矢沢 優衣(2)      
ﾔｻﾞﾜ ﾕｲ 旭ヶ丘中

中学女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
10  8621

11  8400

9  8658

7  8402

3  8657

5  8581

2  8541

15  8659

12  8426

8  8455

6  8457

16  8622

DNS

13  8383

1  8364
DNS

4  8626
DNS

14  8624



決勝 5月22日 15:50

長野県中学記録(CR)              48.17                              豊科北           2014/07/06  
                                      （湯本 珠実・臼井 美紅・齊藤 静花・木村 凌）
大会記録(GR)                    52.70                              イイダッシュAC   2015        
                                      （伊藤・戸谷・島岡・松村）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 飯田高陵中(A)  8417 松村 華萌(3)     52.37 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 大会新
 8412 千葉 唯花(3)

ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ
 8446 塩澤 みのり(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ
 8411 小池 悠(3)

ｺｲｹ ﾕｳ
 2   5 緑ヶ丘中(A)  8930 秋田 千尋(2)     53.55 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｱｷﾀ ﾁﾋﾛ
 8618 木下 瑠菜(3)

ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ
 8619 小林 まな(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ
 8931 櫻井 音寧(2)

ｻｸﾗｲ ﾈﾈ
 3   7 飯田高陵中(B)  8447 椎谷 綾華(2)     54.68 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｼｲﾔ ｱﾔｶ
 8420 林 かれん(1)

ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ
 8456 友竹 杏希(2)

ﾄﾓﾀｹ ｱﾉ
 8445 加藤 妃心(2)

ｶﾄｳ ﾋﾅ
 4   8 高森中(B)  8392 阿久澤 来夢(1)     56.11 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｱｸｻﾞﾜ ﾗｲﾑ
 8391 林 亜樹(1)

ﾊﾔｼ ｱｷ
 8397 柳 美結(1)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ
 8401 宮嶋 咲穂(1)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾎ
 5   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  8643 牧田 華奈(2)     56.23 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｴｰｼｰ ﾏｷﾀ ｶﾅ
 8634 林 亜優香(2)

ﾊﾔｼ ｱﾕｶ
 8583 久保田 陽香(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｶ
 8584 宮澤 希(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 6   6 高森中(A)  8393 清水 心陽(3)     56.61 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｼﾐｽﾞ ﾐﾊﾙ
 8396 柳 美紀(3)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ
 8394 片桐 愛美(3)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾅﾐ
 8395 小平 一葉(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ
 7   1 豊丘中  8542 山崎 愛実(3)     58.60 

ﾄﾖｵｶﾁｭｳ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ
 8541 木下 麗(3)

ｷﾉｼﾀ ｳﾗﾗ
 8545 三石 琴音(2)

ﾐﾂｲｼ ｺﾄﾈ
 8544 澤田 乃愛(2)

ｻﾜﾀﾞ ﾉｱ
 8   2 緑ヶ丘中(B)  8602 佐々木 楓花(1)     59.03 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｻｻｷ ﾌｳｶ
 8932 藤本 夢乃(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ
 8601 佐々木 紅葉(1)

ｻｻｷ ｸﾚﾊ
 8605 吉澤 奈乃葉(1)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾉﾊ

中学女子

4×100m

決勝



決勝 5月22日 11:30

長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.50 北原　沙希                   飯田高陵中       2015        

1m48
小平 一葉(3) - - - - o o o o xo xxx
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 高森中
片桐 愛美(3) o o o o xxx
ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾅﾐ 高森中
和地 莉緒(2) DNS
ﾜﾁ ﾘｵ 旭ヶ丘中

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m00 1m05 1m40 1m45

記録 備考

1 3  8395  1.40

1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35

2 1  8394  1.15

2  8623      



決勝 5月22日 11:30

長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     5.28 矢島　莉絵                   高陵中           2002        

 ３回の
 最高記録

櫻井 音寧(2)   5.05  5.00  5.02   5.05   4.75  4.89  5.10   5.10 
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 緑ヶ丘中   -0.4  +0.6   0.0   -0.4   -0.9  +0.3  -1.8   -1.8
林 かれん(1)   3.78  3.98  4.12   4.12   2.75  4.04   x    4.12 
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 飯田高陵中   +0.2  +1.1  -0.4   -0.4   -3.0   0.0         -0.4
友竹 杏希(2)   3.96  3.98  3.76   3.98   3.61  3.74   x    3.98 
ﾄﾓﾀｹ ｱﾉ 飯田高陵中   -1.2  +0.9  -2.4   +0.9   -1.1   0.0         +0.9
藤本 夢乃(2)   3.68   x    x    3.68   3.93   x    x    3.93 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ 緑ヶ丘中   -2.1               -2.1   -0.1               -0.1
山崎 愛実(3)   3.80  3.80  3.74   3.80   3.76  3.82  3.67   3.82 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 豊丘中   -1.2  +0.6  -1.6   -1.2   -0.8   0.0  -1.0    0.0
藤澤 幸音(1)   3.31   x   3.49   3.49   3.34  3.05  3.05   3.49 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｷﾉ 天龍中    0.0        +1.1   +1.1   -1.0  +0.4  -1.3   +1.1
宮下 佳穂(1)   3.01  3.09  3.13   3.13   3.07  3.22  3.22   3.22 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾎ 天龍中   -3.1  +0.8  +1.8   +1.8   -0.7  -0.3   0.0   -0.3
湯田 うらら(3)                            DNS
ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ 飯田高陵中                                                   
藤本 心美(1)                            DNS
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC                                                   

7  8644

7 2  8517

3  8434

5 5  8542

6 1  8515

3 6  8456

4 4  8932

1 8  8931

2 9  8420

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- -2- -3- -4- -5- -6- 記録



決勝 5月22日 15:00

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/08/24  
大会記録(GR)                    11.00 宮澤　舞                     高陵中           2007        

 ３回の
 最高記録

友竹 杏希(2)
ﾄﾓﾀｹ ｱﾉ 飯田高陵中
熊谷 彩香(3)
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔｶ 天龍中
山﨑 ここね(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｺﾈ 天龍中
遠山 楓(3)
ﾄｵﾔﾏ ｶｴﾃﾞ 天龍中

  5.54   5.93   5.63  4.89  5.30  5.93 

   6.18   6.16  5.35  5.91  6.18 

4 1  8519   5.93  5.47

3 3  8511   6.18  6.05  5.72

  6.51   6.51   6.14  6.26  5.58  6.51 

   7.56    x   6.32  6.95  7.56 

2 2  8510   6.32  6.29

1 4  8456   6.91   x   7.56

-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22日  9:30

長野県中学記録(CR)              58.63 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/10/11  
大会記録(GR)                    40.94 熊谷　史絵                   阿智中           2011        

 ３回の
 最高記録

宮下 心花(1)
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾊﾅ 高森中

 26.77    o   26.64  26.77   o    o1 1  8388  26.64   o

-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- -3-
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