
大会コード 22170701 

令和４年度 飯伊陸上競技春季記録会 
記録集 

 
 

期  日：２０２２年４月１６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）飯田市スポーツ協会 

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：高野 喜宏 

審 判 長：原 宏旭(トラック)  北原 誠治(フィールド) 

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 

2022/4/16 9:00 曇り 北東 5.8 14.1 47.8 

 

 10:00 曇り 北東 6.5 15.2 46.5 
 11:00 曇り 北東 6.1 15.1 36.6 
 12:00 曇り 北東 7.8 16.3 36.8 
 13:00 曇り 北東 7.0 18.2 30.7 
 14:00 曇り 北東 4.1 17.9 26.7 
 15:00 曇り 北東 5.2 18.0 20.0 

 



ﾄﾗｯｸ審判長 原 宏旭

跳躍審判長 北原 誠治
投てき審判長 北原 誠治

【開催日】 令和4年4月16日 ｽﾀｰﾄ審判長 林 努

【主催団体】 飯田市陸上競技協会/下伊那郡陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任 清水 美彦

女  子 【競技場】飯田市総合運動場陸上競技場 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

 4/16 女子 三嶋 渚沙(2) 14.12 矢島 柚那(3) 14.26 宮澤 希(2) 14.36 實原 未奈(3) 14.55 光澤 琥珀(2) 14.60 山城 春菜(3) 14.61 柳 美紀(3) 14.62 湯澤 彩花(3) 14.67
100m 下伊那農高 長峰中 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 飯田風越高 下伊那松川中 松川高 高森中 下伊那松川中

 4/16 野村 優香(3) 1:01.87 羽生 彩七(3) 1:04.13 中島 志穂(2) 1:06.16 中野 ことは(3) 1:06.80 秋田 千尋(2) 1:16.58 羽柴 りえ(3) 1:17.58
400m 伊那北高 OIDE長姫 飯田風越高 駒ヶ根東中 緑ヶ丘中 駒ヶ根東中

 4/16 川上 南海(2) 5:05.12 小川 美紗(2) 5:05.77 坂元 唯花(3) 5:09.27 守屋 有彩(3) 5:12.22 伊藤 瑠那(3) 5:13.63 荻原 真柚(2) 5:13.95 片桐 小春(3) 5:19.68 宮澤 和(2) 5:21.17
1500m 赤穂中 赤穂中 辰野中 伊那弥生ヶ丘高 旭ヶ丘中 箕輪中 駒ヶ根東中 赤穂中

 4/16  -6.4 中村 千果(2) 20.01 松澤 奈央(3) 21.03
100mH(0.838m) 飯田風越高 伊那北高

 4/16 小平 一葉(3) 1.40 前里 咲耀(2) 1.40 藤森 芽衣(3) 1.35 山本 結萌(3) 1.35 山下 恋花(2) 1.30 片桐 愛美(3) 1.05
走高跳 高森中 飯田高 茅野東部中 下伊那農高 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 高森中

 4/16 向山 優菜(3) 2.50 小林 莉緒(3) 2.30 赤羽 柚香(3) 2.10
棒高跳 箕輪中 原中 長峰中

 4/16 柳平 紗希(2) 5.18(+9.9) 今村 実伶(3) 4.96(+6.5) 小日向 慧(2) 4.46(+6.0) 海老原 千咲(1) 4.43(+6.4) 櫻井 音寧(2) 4.34(+6.2) 山田 怜来(2) 4.26(+5.0) 鈴木 かなで(2) 4.24(+8.8) 三澤 汐音(1) 4.01(+7.9)
走幅跳 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 飯田高 伊那北高 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 緑ヶ丘中 永明中 赤穂中 伊那AC

 4/16 能登 愛琉(2) 5.82
砲丸投(4.000kg) 飯田高

 4/16 倉田 紗優加(3) 46.21 今村 一葉(3) 27.15 成沢 姫奈(3) 25.76 征矢 結月(3) 22.05 山本 結萌(3) 18.86 能登 愛琉(2) 13.45
やり投(600g) 伊那北高 飯田高 赤穂高 伊那北高 下伊那農高 飯田高

 4/16 伊那北高       52.69 飯田高       53.69 下伊那松川中 飯田風越高       54.15 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       55.16 箕輪中       56.08 緑ヶ丘中       57.07 高森中       58.25
4×100m 逸見 加奈子(2) 今村 一葉(3) 榎本 葵(2) 中村 千果(2) 林 亜優香(2) 山本 柚奈(3) 藤本 夢乃(2) 清水 心陽(3)

髙橋 つきみ(2) 能登 愛琉(2) 光澤 琥珀(2) 久保田 琴乃(3) 藤本 心美(1) 大坪千紗(3) 木下 瑠菜(3) 柳 美紀(3)
小日向 慧(2) 前里 咲耀(2) 鈴木 梨夏(1) 中島 志穂(2) 久保田 陽香(2) 加藤 倖希(2) 小林 まな(3) 片桐 愛美(3)
野村 優香(3) 今村 実伶(3) 湯澤 彩花(3) 實原 未奈(3) 宮澤 希(2) 大槻 恵永ｹﾘｰ(2) 櫻井 音寧(2) 小平 一葉(3)

 4/16 中学女子  -6.5 矢島 柚那(3) 18.10 両角 琉那(3) 19.30 鈴木 翠央(3) 19.53 山田 怜来(2) 20.07 林 亜優香(2) 20.26 宮下 紗季(3) 20.58 小林 まな(3) 20.69
100mH(0.762-

8.0m) 長峰中 茅野東部中 赤穂中 永明中 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 伊那東部中 緑ヶ丘中
 4/16 友竹 杏希(2) 7.44 湯澤 未依紗(2) 7.00 山田 怜来(2) 5.94

砲丸投(2.721kg) 飯田高陵中 駒ヶ根東中 永明中
 4/16 湯澤 未依紗(2) 14.61 樋口 陽南(3) 12.93

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 駒ヶ根東中 伊那東部中
 4/16 小学女子 川上 椿(3) 11.82 林田 美心(2) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 11.94 溝口 咲結(3) 12.07 安藤 みらの(3) 12.12 林 千夏(3) 伊那AC 12.19 安藤 優空(3) 12.21

60m 下條小 片桐 愛音(3) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 下條小 松尾小 松木 帆愛(2) 諏訪FA 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
 4/16 高木 穂菜実(6) 14.90 亀井 こころ(6) 15.49 関島 絆愛(6) 15.54 熊谷 莉子(6) 15.89 安藤 凛(6) 15.92 柳平 想乃(5) 16.05 梅垣 咲希(6) 16.96 福澤 唯色(5) 17.44

100m 伊那AC ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ISｼﾞｭﾆｱ 松尾小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 伊那AC
飯田 梨花(4)
茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4/16 原 梨珠(6) 3:22.22 下嶋 花菜(6) 3:22.98 熊谷 莉子(6) 3:29.52 小川 紗凪(6) 3:37.08 菅家 千絵美(6) 3:47.77 下島 瑚雪(6) 4:01.63 河野 花音(4) 4:02.91 杉本 日咲(4) 4:07.05
1000m 駒ヶ根中沢RC ISｼﾞｭﾆｱ ISｼﾞｭﾆｱ 駒ヶ根中沢RC 伊那AC 駒ヶ根中沢RC ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4/16 梅垣 咲希(6) 1.15 市村 向日葵(6) 1.15 進藤 優花(4) 1.00
走高跳 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 諏訪FA 諏訪FA

 4/16 柳平 想乃(5) 4.10(+6.2) 赤羽 由乃葉(6) 3.99(+7.0) 古田 結花(6) 3.64(+5.9) 加藤 杏(6) 3.43(+5.9) 井上 玲(4) 2.88(+9.3) 折山 美音(4) 2.69(+6.1)
走幅跳 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 下條小 伊那AC 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4/16 柳平 想乃(5) 29.69 赤羽 由乃葉(6) 22.24
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ



予選 4月16日  9:35
決勝 4月16日 13:15

長野県記録(KR)                  11.51 君嶋 愛梨沙                  土木管理総合     2021/06/24  
長野県高校記録(KR)              11.88 深澤 あまね                  佐久長聖         2020/08/29  
長野県中学記録(CR)              11.98 寺平 祈愛                    木祖             2021/07/03  

[ 1組] 風速 -5.4 [ 2組] 風速 -3.8

 1 酒井 絢萌(3)     15.90  1 小野田 実祐(3)     16.04 
ｻｶｲ ｱﾔﾒ 伊那東部中 ｵﾉﾀﾞ ﾐﾕ 南箕輪中

 2 下島 有里菜(2)     16.32  1 宮下 華凜(2)     16.04 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕﾘﾅ 伊那東部中 ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ 南箕輪中

 3 宮下 紗季(3)     16.64  3 武井 双葉(2)     16.09 
ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 伊那東部中 ﾀｹｲ ﾌﾀﾊﾞ 南箕輪中

 4 成沢 花鈴(3)     16.70  4 鈴木 ひかり(3)     16.28 
ﾅﾙｻﾜ ｶﾘﾝ 伊那東部中 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 赤穂中

 5 西澤 茉湖(2)     16.73  5 藤本 夢乃(2)     16.69 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｺ 伊那東部中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ 緑ヶ丘中

 6 樋口 陽南(3)     16.78  6 原 茉菜(3)     16.70 
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ 伊那東部中 ﾊﾗ ﾏﾅ 伊那東部中

 7 中山 由衣(2)     17.31  7 宮下 みはね(3)     17.77 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 伊那東部中 ﾐﾔｼﾀ ﾐﾊﾈ 南箕輪中

 8 長尾 唯花(3)     18.15   小林 優月(2)      
ﾅｶﾞｵ ﾕｲｶ 南箕輪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 赤穂中

[ 3組] 風速 -3.9 [ 4組] 風速 -5.9

 1 鈴木 かなで(2)     15.82  1 藤井 珠代(3)     15.98 
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 赤穂中 ﾌｼﾞｲ ﾀﾏﾖ 駒ヶ根東中

 2 三澤 汐音(1)     15.93  2 秋田 千尋(2)     16.12 
ﾐｻﾜ ｼｵﾝ 伊那AC ｱｷﾀ ﾁﾋﾛ 緑ヶ丘中

 3 海老原 千咲(1)     15.96  3 山本 柚奈(3)     16.29 
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁｻｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 箕輪中

 4 久保田 陽香(2)     15.99  4 山本 結友(2)     16.45 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 赤穂中

 5 林 亜優香(2)     16.14  5 久保田 紀嘉(3)     16.54 
ﾊﾔｼ ｱﾕｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘｶ 駒ヶ根東中

 6 北原 葵(3)     16.33  6 清水 心陽(3)     16.54 
ｷﾀﾊﾗ ｱｵｲ 南箕輪中 ｼﾐｽﾞ ﾐﾊﾙ 高森中

 7 木ﾉ島 玲李(2)     17.16  7 山下 恋花(2)     16.81 
ｷﾉｼﾏ ﾚｲ 赤穂中 ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 8 遠田 七海(2)     17.65  8 丸山 日彩(3)     17.31 
ｴﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 赤穂中 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｲﾛ 駒ヶ根東中

[ 5組] 風速 -4.5 [ 6組] 風速 -4.6

 1 大槻 恵永ｹﾘｰ(2)     15.23  1 實原 未奈(3)     14.41 
ｵｵﾂｷ ﾒｲｹﾘｰ 箕輪中 ｼﾞﾂﾊﾗ ﾐﾅ 飯田風越高

 2 榎本 葵(2)     15.54  2 柳 美結(1)     14.62 
ｴﾉﾓﾄ ｱｵｲ 下伊那松川中 ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 高森中

 3 福澤 琉色(1)     15.78  3 鈴木 梨夏(1)     14.72 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾙｲ 伊那AC ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 下伊那松川中

 4 加藤 妃心(2)     15.84  4 櫻井 音寧(2)     14.77 
ｶﾄｳ ﾋﾅ 飯田高陵中 ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 緑ヶ丘中

 5 木下 瑠菜(3)     16.59  5 久保田 琴乃(3)     14.93 
ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ 緑ヶ丘中 ｸﾎﾞﾀ ｺﾄﾉ 飯田風越高

 6 小林 まな(3)     16.63  6 藤本 心美(1)     15.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 緑ヶ丘中 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

  柏原 美緒(3)       7 山田 怜来(2)     15.35 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ 赤穂中 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明中

  林 かれん(1)       8 河野 恭子(1)     16.47 
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 飯田高陵中 ｺｳﾉ ｷｮｳｺ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

所属名 記録／備考 順

8  8125 8  8052

女子

100m

予選 通過基準  8組  0着 + 16 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
2  8122 6  8066

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  8226

7  8121 1  8229

3  8118 4  8049

4  8128 3  8932

1  8120 5  8123

5  8067

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 所属名 記録／備考

6  8127 2  8064

5    53 6  8930

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
4  8221 1  8257

7  8634 5  8260

3  8057 7  8393

1  8583 8  8238

6    86 4  8014

所属名 記録／備考

2  8234 2  7833

氏  名

3  82588  8237

No.順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  8367 3

7    60 2  8366

 8397

8  8019 4   461

5  8420 8    85
DNS

6  8445 1  8931

2  8618 7   462

4  8249 5  7789

1  8619 6    33

DNS



[ 7組] 風速 -7.2 [ 8組] 風速 -4.3

 1 柳平 紗希(2)     14.85  1 三嶋 渚沙(2)     13.88 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 下伊那農高

 2 湯澤 彩花(3)     14.92  2 矢島 柚那(3)     13.96 
ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 下伊那松川中 ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰中

 3 光澤 琥珀(2)     14.95  3 宮澤 希(2)     14.00 
ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 柳 美紀(3)     15.02  4 山城 春菜(3)     14.26 
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森中 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川高

 5 松村 華萌(3)     15.30  5 能登 愛琉(2)     14.47 
ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 飯田高陵中 ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田高

 6 塩澤 みのり(2)     15.54  6 千葉 唯花(3)     14.47 
ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 飯田高陵中 ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中

  小池 悠(3)       7 大坪 千紗(3)     15.08 
ｺｲｹ ﾕｳ 飯田高陵中 ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ 箕輪中

  中山 愛梨(3)      
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 下伊那農高

[ 1組] 風速 -6.2 [ 2組] 風速 -5.9

 1 光澤 琥珀(2)     14.60  1 三嶋 渚沙(2)     14.12 
ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川中 ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 下伊那農高

 2 柳 美紀(3)     14.62  2 矢島 柚那(3)     14.26 
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森中 ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰中

 3 湯澤 彩花(3)     14.67  3 宮澤 希(2)     14.36 
ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 下伊那松川中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 柳平 紗希(2)     14.80  4 實原 未奈(3)     14.55 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｼﾞﾂﾊﾗ ﾐﾅ 飯田風越高

 5 櫻井 音寧(2)     14.80  5 山城 春菜(3)     14.61 
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 緑ヶ丘中 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川高

 6 鈴木 梨夏(1)     14.84  6 能登 愛琉(2)     15.08 
ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 下伊那松川中 ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田高

 7 大坪 千紗(3)     15.15  7 柳 美結(1)     15.54 
ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ 箕輪中 ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 高森中

 8 久保田 琴乃(3)     15.15   千葉 唯花(3)      
ｸﾎﾞﾀ ｺﾄﾉ 飯田風越高 ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中

   1 三嶋 渚沙(2) 下伊那農高     14.12 (-5.9)   2   1
   2 矢島 柚那(3) 長峰中     14.26 (-5.9)   2   2
   3 宮澤 希(2) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.36 (-5.9)   2   3
   4 實原 未奈(3) 飯田風越高     14.55 (-5.9)   2   4
   5 光澤 琥珀(2) 下伊那松川中     14.60 (-6.2)   1   1
   6 山城 春菜(3) 松川高     14.61 (-5.9)   2   5
   7 柳 美紀(3) 高森中     14.62 (-6.2)   1   2
   8 湯澤 彩花(3) 下伊那松川中     14.67 (-6.2)   1   3
   9 柳平 紗希(2) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     14.80 (-6.2)   1   4
   9 櫻井 音寧(2) 緑ヶ丘中     14.80 (-6.2)   1   5
  11 鈴木 梨夏(1) 下伊那松川中     14.84 (-6.2)   1   6
  12 能登 愛琉(2) 飯田高     15.08 (-5.9)   2   6
  13 大坪 千紗(3) 箕輪中     15.15 (-6.2)   1   7
  13 久保田 琴乃(3) 飯田風越高     15.15 (-6.2)   1   8
  15 柳 美結(1) 高森中     15.54 (-5.9)   2   7
    千葉 唯花(3) 飯田高陵中          (-5.9)DNS   2    

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

女子

100m

順 ﾚｰﾝ
3  7824 8   487

5  8365 5  8584

1  8363 7  7850

8   484

7  8396 4   387

2  8417 3   415

6  8411 6  8005

4  8446 2  8412

DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ

DNS

1  8396 5  7850

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  8365 4   487

順

3  7824 7   461

6  8363 3  8584

4  8366 8   415

5  8931 6   387

7   462 1  8412
DNS

2  8005 2  8397

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

  462
 8397
 8412

組 順位
  487
 7850
 8584
  461
 8365

 8363
 7824
 8931
 8366
  415
 8005

  387
 8396



決勝 4月16日 14:00

長野県記録(KR)                  54.56 竹内 昌子                    福島大           2003/05/05  
長野県高校記録(KR)              55.42 山本 瑞                      小諸             2011/08/03  
                                      瀧澤 彩                      長野             2012/07/29  
長野県中学記録(CR)              57.81 三澤 百佳                    開成             2019/07/27  

 1 野村 優香(3)   1:01.87 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 伊那北高

 2 羽生 彩七(3)   1:04.13 
ﾊﾆｭ ｱﾔﾅ OIDE長姫

 3 中島 志穂(2)   1:06.16 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 飯田風越高

 4 中野 ことは(3)   1:06.80 
ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 駒ヶ根東中

 5 秋田 千尋(2)   1:16.58 
ｱｷﾀ ﾁﾋﾛ 緑ヶ丘中

 6 羽柴 りえ(3)   1:17.58 
ﾊｼﾊﾞ ﾘｴ 駒ヶ根東中

  湯澤 帆花(2)      
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 飯田高

2   417
DNS

6  8930

8  8263

3   446

4  8262

7   478

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   290



決勝 4月16日  9:00

長野県記録(KR)                4:16.76 和田 有菜                    名城大           2018/05/05  
長野県高校記録(KR)            4:17.77 和田 有菜                    長野東           2017/06/24  
長野県中学記録(CR)            4:28.36 和田 有菜                    川中島           2013/08/22  

[ 1組] [ 2組]

 1 湯沢 夏美   5:32.49  1 川上 南海(2)   5:05.12 
ﾕｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 飯田市陸協 ｶﾜｶﾐ ﾅﾐ 赤穂中

 2 圓谷 爽夏(3)   5:47.36  2 小川 美紗(2)   5:05.77 
ﾂﾌﾞﾗﾔ ｻﾔｶ 飯田風越高 ｵｶﾞﾜ ﾐｻ 赤穂中

 3 後藤 朱里(1)   5:51.11  3 坂元 唯花(3)   5:09.27 
ｺﾞﾄｳ ｼｭﾘ ISｼﾞｭﾆｱ ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野中

 4 髙島 ことの(2)   5:52.74  4 守屋 有彩(3)   5:12.22 
ﾀｶｼﾏ ｺﾄﾉ 赤穂中 ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高

 5 御子柴 直美(2)   5:57.45  5 伊藤 瑠那(3)   5:13.63 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ 諏訪中 ｲﾄｳ ﾙﾅ 旭ヶ丘中

 6 篠田 楓夏(3)   6:01.40  6 荻原 真柚(2)   5:13.95 
ｼﾉﾀﾞ ﾌｳｶ ISｼﾞｭﾆｱ ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 箕輪中

 7 飯澤 花歩(1)   6:01.72  7 片桐 小春(3)   5:19.68 
ｲｲｻﾞﾜ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 駒ヶ根東中

 8 高田 萌花(3)   6:06.56  8 宮澤 和(2)   5:21.17 
ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ 飯田高陵中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 赤穂中

 9 水野 眞子(1)   6:15.78  9 岡 美来(3)   5:32.02 
ﾐｽﾞﾉ  ﾏｺ ISｼﾞｭﾆｱ ｵｶ ﾐﾗｲ 箕輪中

10 小林 稚奈   6:32.49 10 北澤 柊花(3)   5:37.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 上伊那農 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｳｶ 赤穂中

11 山岸 來奈(3)   6:34.47 11 田中 凜(2)   5:48.76 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾗﾅ 旭ヶ丘中 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 飯田高

12 河野 恭子(1)   6:39.00 12 松田 楓   6:02.00 
ｺｳﾉ ｷｮｳｺ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾏﾂﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 上伊那農

13 矢沢 優衣(2)   7:02.66   筒井 心葉(3)      
ﾔｻﾞﾜ ﾕｲ 旭ヶ丘中 ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高

  福島 羽七(3)        羽生 凪(2)      
ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ 下伊那松川中 ﾊﾆｭｳ ﾅｷﾞ 駒ヶ根東中

  植松 伊織里(2)      
ｳｴﾏﾂ ｲｵﾘ 富士見中

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
15   190 6  8236

11   463 14  8235

1    10 13  7962

5  8222 3   308

2  7731 7  8621

13  8581 9  8016

7    17 10  8259

12  8426 4  8223

9    14 11  8009

6   231 2  8232

4  8622 1   414

3    85 8   245

10  8624 5   413
DNS

8  8364 12  8264
DNS DNS

14  7926
DNS



   1 川上 南海(2) 赤穂中     5:05.12   2   1
   2 小川 美紗(2) 赤穂中     5:05.77   2   2
   3 坂元 唯花(3) 辰野中     5:09.27   2   3
   4 守屋 有彩(3) 伊那弥生ヶ丘高     5:12.22   2   4
   5 伊藤 瑠那(3) 旭ヶ丘中     5:13.63   2   5
   6 荻原 真柚(2) 箕輪中     5:13.95   2   6
   7 片桐 小春(3) 駒ヶ根東中     5:19.68   2   7
   8 宮澤 和(2) 赤穂中     5:21.17   2   8
   9 岡 美来(3) 箕輪中     5:32.02   2   9
  10 湯沢 夏美 飯田市陸協     5:32.49   1   1
  11 北澤 柊花(3) 赤穂中     5:37.93   2  10
  12 圓谷 爽夏(3) 飯田風越高     5:47.36   1   2
  13 田中 凜(2) 飯田高     5:48.76   2  11
  14 後藤 朱里(1) ISｼﾞｭﾆｱ     5:51.11   1   3
  15 髙島 ことの(2) 赤穂中     5:52.74   1   4
  16 御子柴 直美(2) 諏訪中     5:57.45   1   5
  17 篠田 楓夏(3) ISｼﾞｭﾆｱ     6:01.40   1   6
  18 飯澤 花歩(1) ISｼﾞｭﾆｱ     6:01.72   1   7
  19 松田 楓 上伊那農     6:02.00   2  12
  20 高田 萌花(3) 飯田高陵中     6:06.56   1   8
  21 水野 眞子(1) ISｼﾞｭﾆｱ     6:15.78   1   9
  22 小林 稚奈 上伊那農     6:32.49   1  10
  23 山岸 來奈(3) 旭ヶ丘中     6:34.47   1  11
  24 河野 恭子(1) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     6:39.00   1  12
  25 矢沢 優衣(2) 旭ヶ丘中     7:02.66   1  13
    福島 羽七(3) 下伊那松川中 DNS   1    
    植松 伊織里(2) 富士見中 DNS   1    
    筒井 心葉(3) 飯田高 DNS   2    
    羽生 凪(2) 駒ヶ根東中 DNS   2    

女子

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 8236
 8235
 7962
  308
 8621
 8016
 8259
 8223
 8009
  190
 8232
  463
  414
   10
 8222
 7731
 8581
   17

  413
 8264

  245
 8426
   14
  231
 8622
   85
 8624
 8364
 7926



決勝 4月16日 12:15

長野県高校記録(KR)              14.10 中津 晴葉                    佐久長聖         2019/05/24  
長野県高校記録(KR)              14.10 中津 晴葉                    佐久長聖         2019/05/24  

風速 -6.4

 1 中村 千果(2)     20.01 
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 飯田風越高

 2 松澤 奈央(3)     21.03 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵ 伊那北高

  髙木 萌子(3)      
ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 伊那北高

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   282
DNS

3   447

4   286



決勝 4月16日 12:10

長野県中学記録(CR)              13.99 並木 彩華                    野沢             2021/07/18  

風速 -6.5

 1 矢島 柚那(3)     18.10 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰中

 2 両角 琉那(3)     19.30 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾙﾅ 茅野東部中

 3 鈴木 翠央(3)     19.53 
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 赤穂中

 4 山田 怜来(2)     20.07 
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明中

 5 林 亜優香(2)     20.26 
ﾊﾔｼ ｱﾕｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 宮下 紗季(3)     20.58 
ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 伊那東部中

 7 小林 まな(3)     20.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 緑ヶ丘中

4  7881

中学女子

100mH(0.762-8.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  7850

5  8233

7  7789

3  8619

8  8634

6  8118



決勝 4月16日 14:55

長野県記録(KR)                  47.28                              市立長野高       2019/06/14  
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）
長野県高校記録(KR)              46.86                              市立長野         2019/06/14  
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）

[ 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 下伊那松川中  8367 榎本 葵(2)     54.15  1   5 伊那北高   284 逸見 加奈子(2)     52.69 

ｼﾓｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｴﾉﾓﾄ ｱｵｲ ｲﾅｷﾀｺｳ ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ
 8365 光澤 琥珀(2)   280 髙橋 つきみ(2)

ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
 8366 鈴木 梨夏(1)   269 小日向 慧(2)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ
 8363 湯澤 彩花(3)   290 野村 優香(3)

ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 2   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  8634 林 亜優香(2)     55.16  2   6 飯田高   420 今村 一葉(3)     53.69 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｴｰｼｰ ﾊﾔｼ ｱﾕｶ ｲｲﾀﾞｺｳ ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾊ
   33 藤本 心美(1)   415 能登 愛琉(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ ﾉﾄ ｱｲﾙ
 8583 久保田 陽香(2)   416 前里 咲耀(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｶ ﾏｴｻﾞﾄｻﾖ
 8584 宮澤 希(2)   419 今村 実伶(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ﾚｲ
 3   6 高森中  8393 清水 心陽(3)     58.25  3   4 飯田風越高   447 中村 千果(2)     54.15 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｼﾐｽﾞ ﾐﾊﾙ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ
 8396 柳 美紀(3)   462 久保田 琴乃(3)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ ｸﾎﾞﾀ ｺﾄﾉ
 8394 片桐 愛美(3)   446 中島 志穂(2)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾅﾐ ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ
 8395 小平 一葉(3)   461 實原 未奈(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ ｼﾞﾂﾊﾗ ﾐﾅ
 4   3 駒ヶ根東中  8260 久保田 紀嘉(3)     58.38  4   2 箕輪中  8014 山本 柚奈(3)     56.08 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘｶ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ
 8262 中野 ことは(3)  8005 大坪千紗(3)

ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ
 8257 藤井 珠代(3)  8017 加藤 倖希(2)

ﾌｼﾞｲ ﾀﾏﾖ ｶﾄｳ ﾕｷ
 8258 丸山 日彩(3)  8019 大槻 恵永ｹﾘｰ(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋｲﾛ ｵｵﾂｷ ﾒｲｹﾘｰ
 5   2 南箕輪中  8064 宮下 みはね(3)     59.74  5   3 緑ヶ丘中  8932 藤本 夢乃(2)     57.07 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ﾐﾊﾈ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ
 8052 宮下 華凜(2)  8618 木下 瑠菜(3)

ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ
 8066 小野田 実祐(3)  8619 小林 まな(3)

ｵﾉﾀﾞ ﾐﾕ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ
 8050 小林 日菜花(2)  8931 櫻井 音寧(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ ｻｸﾗｲ ﾈﾈ

   1 伊那北高     52.69 逸見 加奈子(2)髙橋 つきみ(2)小日向 慧(2) 野村 優香(3)   2   1
   2 飯田高     53.69 今村 一葉(3) 能登 愛琉(2) 前里 咲耀(2) 今村 実伶(3)   2   2
   3 下伊那松川中     54.15 榎本 葵(2) 光澤 琥珀(2) 鈴木 梨夏(1) 湯澤 彩花(3)   1   1
   3 飯田風越高     54.15 中村 千果(2) 久保田 琴乃(3)中島 志穂(2) 實原 未奈(3)   2   3
   5 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     55.16 林 亜優香(2) 藤本 心美(1) 久保田 陽香(2)宮澤 希(2)   1   2
   6 箕輪中     56.08 山本 柚奈(3) 大坪千紗(3) 加藤 倖希(2) 大槻 恵永ｹﾘｰ(2  2   4
   7 緑ヶ丘中     57.07 藤本 夢乃(2) 木下 瑠菜(3) 小林 まな(3) 櫻井 音寧(2)   2   5
   8 高森中     58.25 清水 心陽(3) 柳 美紀(3) 片桐 愛美(3) 小平 一葉(3)   1   3
   9 駒ヶ根東中     58.38 久保田 紀嘉(3)中野 ことは(3)藤井 珠代(3) 丸山 日彩(3)   1   4
  10 南箕輪中     59.74 宮下 みはね(3)宮下 華凜(2) 小野田 実祐(3)小林 日菜花(2)  1   5

順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

女子

4×100m

決勝

組

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 4月16日  9:30

長野県記録(KR)                   1.81 屋ヶ田 直美                  中央大           1984/10/05  
長野県高校記録(KR)               1.77 上原 久美恵                  岡谷東           1977/10/03  
長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  

1m50
小平 一葉(3) - - - - - o o o o xxx
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 高森中
前里 咲耀(2) - - - - o o o o xxo xxx
ﾏｴｻﾞﾄｻﾖ 飯田高
藤森 芽衣(3) - - - - - o o o xxx
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾒｲ 茅野東部中
山本 結萌(3) - - - - o o o xo xxx
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 下伊那農高
山下 恋花(2) - - - - - - o
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
片桐 愛美(3) - o xxx
ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾅﾐ 高森中
清水 咲希(3) - - xxx NM
ｼﾐｽﾞ ｻｷ 赤穂中
和地 莉緒(2) DNS
ﾜﾁ ﾘｵ 旭ヶ丘中
代田 那菜(3) DNS
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 飯田女子高

3  8623      

6   445      

6 1  8394  1.05

2  8227      

4 7   486  1.35

5 5  7833  1.30

2 4   416  1.40

3 8  7879  1.35

記録 備考

1 9  8395  1.40

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
1m00 1m05 1m10 1m15 1m20



決勝 4月16日  9:30

長野県記録(KR)                   4.01 前田 朋子                    ヤマトヤＴＣ     2005/08/08  
長野県高校記録(KR)               3.65 原 奈津美                    上伊那農         2013/09/28  
長野県中学記録(CR)               3.35 小林 由衣                    原               2017/09/02  

向山 優菜(3)
ﾑｶｲﾔﾏ ﾕｳﾅ 箕輪中
小林 莉緒(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 原中
赤羽 柚香(3)
ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ 長峰中

 2.10

 2.30

3 2  7840 o o xxx

2 1  8680 o o o o xxx

 2.50

記録 備考
1 3  8006 o o o xo o xo xxx

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 2m30 2m40ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m00 2m10 2m20 2m50 2m60 2m70



決勝 4月16日 11:30

長野県記録(KR)                   6.41 湶 純江                      長野スズキ       1976/04/25  
長野県高校記録(KR)               6.06 宮坂 楓                      東海大三         2010/07/19  
長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  

 ３回の
 最高記録

柳平 紗希(2)   5.01  4.97  5.18   5.18    5.18 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +6.8  +5.3  +9.9   +9.9    +9.9
今村 実伶(3)   4.96  4.86  4.82   4.96    4.96 
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 飯田高   +6.5  +7.7  +6.5   +6.5    +6.5
小日向 慧(2)   4.41  4.46  4.03   4.46    4.46 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 伊那北高   +6.8  +6.0  +5.5   +6.0    +6.0
海老原 千咲(1)   4.14  4.43  4.36   4.43    4.43 
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁｻｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +3.9  +6.4  +8.6   +6.4    +6.4
櫻井 音寧(2)   3.86  4.34  4.26   4.34    4.34 
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 緑ヶ丘中   +3.7  +6.2  +6.1   +6.2    +6.2
山田 怜来(2)   4.25  4.26  4.18   4.26    4.26 
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明中   +7.6  +5.0  +8.1   +5.0    +5.0
鈴木 かなで(2)   4.24  4.23  3.71   4.24    4.24 
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 赤穂中   +8.8  +6.4  +4.6   +8.8    +8.8
三澤 汐音(1)   4.01  3.91  3.57   4.01    4.01 
ﾐｻﾜ ｼｵﾝ 伊那AC   +7.9  +3.9  +4.9   +7.9    +7.9
小出 来海(3)    x   3.99  3.72   3.99    3.99 
ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ 駒ヶ根東中         +7.6  +5.7   +7.6    +7.6
有岡 遼香(3)   3.72  3.96  3.88   3.96    3.96 
ｱﾘｵｶ ﾊﾙｶ 赤穂中   +7.9  +3.2  +5.9   +3.2    +3.2
友竹 杏希(2)    x    x   3.80   3.80    3.80 
ﾄﾓﾀｹ ｱﾉ 飯田高陵中               +7.8   +7.8    +7.8
北原 実侑(3)   3.53   x   3.42   3.53    3.53 
ｷﾀﾊﾗ ﾐﾕｳ 赤穂中   +9.8        +6.2   +9.8    +9.8
下宮 和空(3)   2.95  2.98  3.19   3.19    3.19 
ｼﾓﾐﾔ ﾜｸ 駒ヶ根東中   +6.0  +6.3  +7.9   +7.9    +7.9
富田 帆乃佳(2)    x   3.19  2.84   3.19    3.19 
ﾄﾐﾀ ﾎﾉｶ 南箕輪中         +4.9  +2.6   +4.9    +4.9
湯田 うらら(3)   3.16  2.39  3.01   3.16    3.16 
ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ 飯田高陵中   +7.3  +7.3  +5.3   +7.3    +7.3
小林 日菜花(2)    x    x    x          NM
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ 南箕輪中                                 
木下 綺乃(3)                   DNS
ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾉ 赤穂中                                 
林 かれん(1)                   DNS
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 飯田高陵中                                 
塩澤 舞(3)                   DNS
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ 下伊那農高                                 
小倉 歩華(3)                   DNS
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 岡谷南高                                 

18   483

20   175

3  8231

13  8420

15 8  8434

9  8050

13 1  8256

14 4  8051

11 5  8456

12 10  8228

9 2  8261

10 11  8230

7 6  8221

8 7    53

5 16  8931

6 15  7789

3 14   269

4 12    86

1 19  7824

2 17   419

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- -3-



決勝 4月16日 14:00

長野県記録(KR)                  13.70 鷹野 絹子                    東女体大         1980/10/16  
長野県高校記録(KR)              13.65 大矢 結麻                    丸子実業         2006/05/13  

 ３回の
 最高記録

能登 愛琉(2)
ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田高

  5.82   5.46   5.821 1   415   5.82  3.75

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- -3-



決勝 4月16日 14:00

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/08/24  

 ３回の
 最高記録

友竹 杏希(2)
ﾄﾓﾀｹ ｱﾉ 飯田高陵中
湯澤 未依紗(2)
ﾕｻﾞﾜ ﾐｲｻ 駒ヶ根東中
山田 怜来(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明中

  5.94   5.94   5.943 3  7780   5.62  4.64

  7.44 

2 1  8265   7.00  6.91  6.69   7.00   7.00 

  6.36   7.441 2  8456   7.44  6.14

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- -3-



決勝 4月16日 11:30

長野県記録(KR)                  57.17 山本 晴美                    長野市陸協       2001/06/08  
長野県高校記録(KR)              52.71 倉田 紗優加                  伊那北           2021/09/24  

 ３回の
 最高記録

倉田 紗優加(3)
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 伊那北高
今村 一葉(3)
ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾊ 飯田高
成沢 姫奈(3)
ﾅﾙｻﾜ ﾋﾅ 赤穂高
征矢 結月(3)
ｿﾔ ﾕﾂﾞｷ 伊那北高
山本 結萌(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 下伊那農高
能登 愛琉(2)
ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田高
松村 美佑(3) DNS
ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 飯田女子高
代田 那菜(3) DNS
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 飯田女子高
後澤 香菜(2) DNS
ｺﾞｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高

        

6   418                  

2   445          

  13.45  13.45 

1   428                  

6 3   415    o  13.45   x

  22.05  22.05 

5 5   486  18.86   o    o   18.86  18.86 

4 4   285  22.05   o    o

  27.15  27.15 

3 7   344    o  25.76   o   25.76  25.76 

2 8   420    o    o  27.15

記録 備考

1 9   281  46.21   o    x   46.21  46.21 

-3-

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月16日  9:30

長野県中学記録(CR)              56.73 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/10/11  

 ３回の
 最高記録

湯澤 未依紗(2)
ﾕｻﾞﾜ ﾐｲｻ 駒ヶ根東中
樋口 陽南(3)
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ 伊那東部中
小泉 穂乃佳(3) DNS
ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 茅野北部中

           3  7838       

 14.61 

2 1  8120    o  12.93   o   12.93  12.93 

 14.61  14.611 2  8265    o    o

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-



決勝 4月16日 11:40

[ 1組] 風速 -5.7 [ 2組] 風速 -7.7

 1 溝口 咲結(3)     12.07  1 川上 椿(3)     11.82 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｻﾕ 下條小 ｶﾜｶﾐ ﾂﾊﾞｷ 下條小

 2 林 千夏(3)     12.19  2 林田 美心(2)     11.94 
ﾊﾔｼ ﾁﾅﾂ 伊那AC ﾊﾔｼﾀﾞ ﾐｺ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 野村 澪衣(3)     12.46  3 片桐 愛音(3)     11.94 
ﾉﾑﾗ ﾚｲ 下條小 ｶﾀｷﾞﾘ ｱｲﾈ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 鈴木 こころ(3)     12.88  4 安藤 みらの(3)     12.12 
ｽｽﾞｷ ｺｺﾛ 下條小 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾗﾉ 松尾小

 5 金田 奈緒(2)     13.23  5 松木 帆愛(2)     12.19 
ｶﾅﾀﾞ ﾅｵ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾏﾂｷ ﾊﾝﾅ 諏訪FA

 6 渋谷 心春(3)     14.36  6 安藤 優空(3)     12.21 
ｼﾌﾞﾔ ｺﾊﾙ 川路AC ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

   1 川上 椿(3) 下條小     11.82 (-7.7)   2   1
   2 林田 美心(2) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     11.94 (-7.7)   2   2
   2 片桐 愛音(3) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.94 (-7.7)   2   3
   4 溝口 咲結(3) 下條小     12.07 (-5.7)   1   1
   5 安藤 みらの(3) 松尾小     12.12 (-7.7)   2   4
   6 林 千夏(3) 伊那AC     12.19 (-5.7)   1   2
   6 松木 帆愛(2) 諏訪FA     12.19 (-7.7)   2   5
   8 安藤 優空(3) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     12.21 (-7.7)   2   6
   9 野村 澪衣(3) 下條小     12.46 (-5.7)   1   3
  10 鈴木 こころ(3) 下條小     12.88 (-5.7)   1   4
  11 金田 奈緒(2) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.23 (-5.7)   1   5
  12 渋谷 心春(3) 川路AC     14.36 (-5.7)   1   6

小学女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
5    73 2    75

ﾚｰﾝ No. 氏  名

2    62 4    35

7    77 3   149

3    80 5   153

4    23 6   162

タイムレース

6   167 7   119

備考 組 順位
   75

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

   35
  149
   73
  153
   62

  167

  162
  119
   77
   80
   23



予選 4月16日 11:00
決勝 4月16日 12:55

長野県小学生記録(ER)            12.81 大熊 杏美                    坂城JAC          2019/08/10  

[ 1組] 風速 -7.9 [ 2組] 風速 -4.6

 1 進藤 優花(4)     18.62  1 飯田 梨花(4)     17.10 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 諏訪FA ｲｲﾀﾞ ﾘｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 金田 澪奈(4)     19.16  2 杉山 心春(4)     17.70 
ｶﾅﾀﾞ ﾚﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｽｷﾞﾔﾏ ｺﾊﾙ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 折山 美音(4)     19.19  3 渋谷 優心(5)     17.71 
ｵﾘﾔﾏ ﾐｵ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｼﾌﾞﾔ ﾕﾅ 伊那AC

 4 田中 暖(4)     19.31  4 大石 唯心(5)     18.01 
ﾀﾅｶ ﾉﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｵｵｲｼ ﾕｲﾐ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 西村 倫乃花(5)     19.31  5 村松 芽久(5)     18.09 
ﾆｼﾑﾗ ﾘﾉｶ 伊那AC ﾑﾗﾏﾂ ﾒｸﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 井上 玲(4)     19.48  6 梅垣 果鈴(4)     18.17 
ｲﾉｳｴ ﾚｲ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｳﾒｶﾞｷ ｶﾘﾝ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 林田 美涙(4)     19.58  7 村松 瑚春(5)     18.83 
ﾊﾔｼﾀﾞ ｳﾙ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾑﾗﾏﾂ ｺﾊﾙ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 8 伊東 凜咲(6)     19.65  8 佐々木 心春(5)     19.54 
ｲﾄｳ ﾘｻ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｻｻｷ ｺﾊﾙ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

[ 3組] 風速 -7.5 [ 4組] 風速 -6.0

 1 梅垣 咲希(6)     17.34  1 安藤 凛(6)     16.70 
ｳﾒｶﾞｷ ｻﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 松尾小

 2 金田 芽彩(5)     17.96  2 福澤 唯色(5)     17.48 
ｶﾅﾀﾞ ﾒｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｲ 伊那AC

 3 市村 向日葵(6)     18.35  3 木下 玲愛(4)     18.35 
ｲﾁﾑﾗ ﾋﾏﾘ 諏訪FA ｷﾉｼﾀ ﾚﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 河野 花音(4)     19.67  4 林 杏理(5)     18.47 
ｺｳﾉ ｶﾉﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾊﾔｼ ｱﾝﾘ 伊那AC

 5 杉本 日咲(4)     20.14  5 橋本ここね(4)     19.81 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾆｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｼﾓﾄ ｺｺﾈ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

  遠藤 浬(6)       6 大澤 世奈(4)     20.43 
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲﾘ 諏訪FA ｵｵｻﾜ ｾﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

  太田 心陽(5)        五味 麻陽(5)      
ｵｵﾀ ﾐﾊﾙ 伊那AC ｺﾞﾐ ﾏﾋﾛ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

  大門 知歩(6)        久保田 姫彩(4)      
ﾀﾞｲﾓﾝ ﾁﾎ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｸﾎﾞﾀ ﾋｲﾛ 下條小

[ 5組] 風速 -8.3

 1 高木 穂菜実(6)     15.78 
ﾀｶｷﾞ ﾎﾅﾐ 伊那AC

 2 亀井 こころ(6)     16.24 
ｶﾒｲ ｺｺﾛ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 関島 絆愛(6)     16.34 
ｾｷｼﾞﾏ ｷｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 熊谷 莉子(6)     16.75 
ｸﾏｶﾞｲ  ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 柳平 想乃(5)     17.14 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｿﾉ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 下嶋 花菜(6)     17.32 
ｼﾓｼﾞﾏ  ｶﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 中山 聖菜(5)     17.83 
ﾅｶﾔﾏ ｿﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 山本 花佳(6)     18.52 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
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[ 1組] 風速 -7.0 [ 2組] 風速 -5.8

 1 梅垣 咲希(6)     16.96  1 高木 穂菜実(6)     14.90 
ｳﾒｶﾞｷ ｻﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾀｶｷﾞ ﾎﾅﾐ 伊那AC

 2 福澤 唯色(5)     17.44  2 亀井 こころ(6)     15.49 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｲ 伊那AC ｶﾒｲ ｺｺﾛ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 中山 聖菜(5)     17.49  3 関島 絆愛(6)     15.54 
ﾅｶﾔﾏ ｿﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｾｷｼﾞﾏ ｷｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 金田 芽彩(5)     17.58  4 熊谷 莉子(6)     15.89 
ｶﾅﾀﾞ ﾒｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｸﾏｶﾞｲ  ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 渋谷 優心(5)     18.12  5 安藤 凛(6)     15.92 
ｼﾌﾞﾔ ﾕﾅ 伊那AC ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾝ 松尾小

 6 杉山 心春(4)     18.31  6 柳平 想乃(5)     16.05 
ｽｷﾞﾔﾏ ｺﾊﾙ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｿﾉ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 大石 唯心(5)     18.52  7 飯田 梨花(4)     17.44 
ｵｵｲｼ ﾕｲﾐ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｲｲﾀﾞ ﾘｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 8 村松 芽久(5)     18.67   下嶋 花菜(6)      
ﾑﾗﾏﾂ ﾒｸﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｼﾓｼﾞﾏ  ｶﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

   1 高木 穂菜実(6) 伊那AC     14.90 (-5.8)   2   1
   2 亀井 こころ(6) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     15.49 (-5.8)   2   2
   3 関島 絆愛(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.54 (-5.8)   2   3
   4 熊谷 莉子(6) ISｼﾞｭﾆｱ     15.89 (-5.8)   2   4
   5 安藤 凛(6) 松尾小     15.92 (-5.8)   2   5
   6 柳平 想乃(5) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.05 (-5.8)   2   6
   7 梅垣 咲希(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.96 (-7.0)   1   1
   8 福澤 唯色(5) 伊那AC     17.44 (-7.0)   1   2
   8 飯田 梨花(4) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     17.44 (-5.8)   2   7
  10 中山 聖菜(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.49 (-7.0)   1   3
  11 金田 芽彩(5) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     17.58 (-7.0)   1   4
  12 渋谷 優心(5) 伊那AC     18.12 (-7.0)   1   5
  13 杉山 心春(4) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     18.31 (-7.0)   1   6
  14 大石 唯心(5) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     18.52 (-7.0)   1   7
  15 村松 芽久(5) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     18.67 (-7.0)   1   8
    下嶋 花菜(6) ISｼﾞｭﾆｱ          (-5.8)DNS   2    
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決勝 4月16日 12:30

長野県小学生記録(ER)          3:03.46 牛越 あかね                  並柳             2004/05/01  

 1 原 梨珠(6)   3:22.22 
ﾊﾗ ﾘｽﾞ 駒ヶ根中沢RC

 2 下嶋 花菜(6)   3:22.98 
ｼﾓｼﾞﾏ  ｶﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 熊谷 莉子(6)   3:29.52 
ｸﾏｶﾞｲ  ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 小川 紗凪(6)   3:37.08 
ｵｶﾞﾜ ｻﾅ 駒ヶ根中沢RC

 5 菅家 千絵美(6)   3:47.77 
ｶﾝｹ ﾁｴﾐ 伊那AC

 6 下島 瑚雪(6)   4:01.63 
ｼﾓｼﾞﾏ ｺﾕｷ 駒ヶ根中沢RC

 7 河野 花音(4)   4:02.91 
ｺｳﾉ ｶﾉﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 8 杉本 日咲(4)   4:07.05 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾆｺ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 9 小林 葵衣(5)   4:10.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 駒ヶ根中沢RC

10 橋本 愛理奈(4)   4:10.78 
ﾊｼﾓﾄ ｴﾘﾅ 阿智村RC

11 岡崎 恋華(4)   4:12.53 
ｵｶｻﾞｷ ﾚﾝｶ 阿智村RC

12 大久保 咲希(5)   4:13.11 
ｵｵｸﾎﾞ ｻｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

13 本島 容子(4)   4:13.66 
ﾓﾄｼﾞﾏ  ﾖｳｺ ISｼﾞｭﾆｱ

14 水間 心花(4)   4:18.66 
ﾐｽﾞﾏ ｺｺﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

15 小野 花桜(6)   4:29.24 
ｵﾉ ｶｵ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

16 吉川 葵(4)   4:33.02 
ﾖｼﾜｶ ｱｵｲ 川路AC

17 古林 礼衣(4)   4:36.31 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ  ﾚｲ ISｼﾞｭﾆｱ

18 渋谷 彩衣(5)   5:00.83 
ｼﾌﾞﾔ ｻｴ 川路AC

19 村澤 亜美(5)   5:01.93 
ﾑﾗｻﾜ ｱﾐ 川路AC

20 玉木 彩葉(6)   6:04.69 
ﾀﾏｷ ｲﾛﾊ 駒ヶ根中沢RC
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決勝 4月16日 14:00

長野県小学生記録(ER)             1.38 北原 小遥                    伊那AC           2015/10/25  

梅垣 咲希(6)
ｳﾒｶﾞｷ ｻﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
市村 向日葵(6)
ｲﾁﾑﾗ ﾋﾏﾘ 諏訪FA
進藤 優花(4)
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 諏訪FA

1m05 1m10 1m15 1m20

小学女子

走高跳

決勝

順位 試技 m95 1m00ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 m80 m85 m90
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xo xxr  1.15



決勝 4月16日 14:00

長野県小学生記録(ER)             4.75 北岡 依生希                  伊那AC           2014/10/18  

 ３回の
 最高記録

柳平 想乃(5)   3.98  3.90  4.10   4.10    4.10 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｿﾉ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +4.0  +7.4  +6.2   +6.2    +6.2
赤羽 由乃葉(6)   3.88  3.90  3.99   3.99    3.99 
ｱｶﾊﾈ ﾕﾉﾊ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   +3.0  +6.1  +7.0   +7.0    +7.0
古田 結花(6)    x   3.64  3.32   3.64    3.64 
ﾌﾙﾀ ﾕｳｶ 下條小         +5.9  +4.4   +5.9    +5.9
加藤 杏(6)   2.88  3.41  3.43   3.43    3.43 
ｶﾄｳ ｱﾝ 伊那AC   +5.4  +5.3  +5.9   +5.9    +5.9
井上 玲(4)   2.65  2.60  2.88   2.88    2.88 
ｲﾉｳｴ ﾚｲ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +4.1  +4.9  +9.3   +9.3    +9.3
折山 美音(4)   2.55  2.33  2.69   2.69    2.69 
ｵﾘﾔﾏ ﾐｵ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +5.7  +5.1  +6.1   +6.1    +6.1
五味 麻陽(5)                   DNS
ｺﾞﾐ ﾏﾋﾛ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ                                 
太田 心陽(5)                   DNS
ｵｵﾀ ﾐﾊﾙ 伊那AC                                 
大門 知歩(6)                   DNS
ﾀﾞｲﾓﾝ ﾁﾎ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ                                 

記録 備考

小学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

1 9   101

2 6   104

3 8    71

4 3    51

5 2    84

6 1    91
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5    57



決勝 4月16日  9:30

長野県小学生記録(ER)            46.82 宮澤 結衣                    伊那東           2019/08/24  

 ３回の
 最高記録

柳平 想乃(5)
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｿﾉ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
赤羽 由乃葉(6)
ｱｶﾊﾈ ﾕﾉﾊ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

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- -3-

 29.69 

2 1   104    x    x  22.24  22.24  22.24 

   o   29.691 2   101    o  29.69
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