
平成29年度　第34回飯伊小学生陸上競技大会・第18回飯伊中学生陸上競技大会          

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
05/21 小3以下女子 藤本 心美(2) 10.18 加藤 妃心(3) 10.24 植月 ゆず香(3) 10.27 加藤 叶希久(3) 10.33 光澤 琥珀(3) 10.38 髙橋 愛央(3) 10.39 桑原瑚々那(3) 10.40 吉澤 由華(3) 10.44

60m 小学生･千栄小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･松尾小 小学生･伊賀良小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･鼎小 小学生･上久堅小 小学生･伊賀良小
05/21 小学4年女子  +3.3 松下 玲来(4) 15.19 岩下 心葉(4) 15.49 小池 南々子(4) 15.68 筒井 南心(4) 16.12 篠田 楓夏(4) 16.23 松尾 綺夏(4) 16.27 小林 希愛(4) 16.31 伊藤 瑠那(4) 16.44

100m 小学生･伊賀良小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･阿智第一小 小学生･喬木第一小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･伊賀良小
05/21 小学5年女子  +3.9 倉田 千愛(5) 14.63 羽生 彩華(5) 15.15 原田 未李(5) 15.25 山崎 佑夏(5) 15.50 岡村 瑚白(5) 15.56 松下 真奈(5) 15.78 佐々木 まゆ(5) 15.79 小嶋 真凜(5) 15.83

100m 小学生･富草小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松尾小 小学生･伊賀良小 小学生･松尾小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･下久堅小 小学生･下條小
05/21 小学6年女子  +1.3 佐々木 幸雪(6) 14.06 能登 愛琉(6) 14.27 阿部 奈未(6) 14.48 三嶋 渚沙(6) 14.80 後藤優衣(6) 14.81 湯澤 帆花(6) 14.92 藤森 愛夢(6) 15.10 梶間 理預(6) 15.12

100m 小学生･松尾小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･山本小 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･上久堅小 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳ
05/21 小学5.6年女 下嶋 優菜(6) 3,30.86 松下 日菜向(5) 3,37.24 桐生 瑞希(5) 3,37.76 梅木 莉子(5) 3,42.30 小木曽 ゆうり(5) 3,49.21

1000m 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･富草小 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･上郷小
05/21  +2.1 今村 夏海(5) 19.30 北原 史織(5) 19.49 西尾 咲輝(5) 20.54 小林 夏菜(5) 22.83 松葉口 いおり(5) 24.39

80mH 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小 小学生･座光寺小
05/21 朝山 愛夢(6) 1.20 五十嵐 美羽(6) 1.05 和島 芽生(6) 0.95

走高跳 小学生･下條小 小学生･浜井場小 小学生･浪合小
05/21 清水 綾乃(6) 3.51(-1.0) 丸山 結菜(5) 3.07(-0.7) 鎌倉 美子(5) 3.02(-0.4) 小西 世蘭(5) 2.79(+1.4) 塚田 萌衣(5) 2.69(0.0) 長谷部蒼宙(6) 2.69(0.0) 鳥田 直穂(5) 2.66(-0.4) 栗城 衣麗奈(6)2.58(+1.7)

走幅跳 小学生･千栄小 小学生･上郷小 小学生･上郷小 小学生･上郷小 小学生･伊賀良小 小学生･上久堅小 小学生･浪合小 小学生･浪合小
05/21 清水 華音(6) 31.87 日吉朱里(6) 29.80 岩崎 ことの(5) 28.45 飯島 穂乃花(5) 21.65

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･浜井場小 小学生･上久堅小 小学生･上郷小 小学生･富草小
05/21 浜井場小     1,04.47 丸山小     1,05.31 竜丘小     1,05.49 伊賀良小     1,06.04 大鹿小     1,09.01

4×100mR 吉川 瑞姫(6) 松澤 彩姫(5) 白上 暖佳(5) 横田 みや姫 磯部  可南美(6)
加山 遥菜(6) 牧島 渚(5) 本田 渚(6) 吉澤 緩奈 葛西  歩実(5)
木村 まりん(6) 山本 天音(5) 山口 依萄葉(5) 北原 野々花 宮﨑  愛琉(5)
松澤 望(6) 後藤 咲季(5) 中島 志穂(6) 中村 夏鈴 稲田  優(6)

05/21 中学女子  +2.7 藤本 遥(3) 12.73 西島 美幸(2) 13.12 丸山 いより(3) 13.19 鈴木 彩瑛(3) 13.31 宮澤 香音(3) 13.39 池野 佳帆(3) 13.53 小林 菜月(2) 13.56 伊藤 優凪(3) 13.58
100m 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･飯田高陵中 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

05/21  +1.2 藤本 遥(3) 26.47 伊藤 優凪(3) 27.72 丸山 いより(3) 27.85 上原 萌(3) 28.55 田中 里歩(3) 28.76 木下 茜莉(1) 29.36 長谷部 奈月(3) 29.54 宮下 莉瑚(1) 29.78
200m 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･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･阿智中学校 中学生･緑ヶ丘中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･豊丘中

05/21 千葉 麻里子(3) 4,45.97 佐藤 悠花(1) 5,00.81 筒井 心葉(1) 5,07.35 松下 朋佳(2) 5,09.37 宮下 聖菜(2) 5,23.85 宮内 笑夢(2) 5,29.18 西村 歩華(2) 5,29.52 金子 陽南(2) 5,33.87
1500m 中学生･飯田西中 GR 中学生･下伊那松川中 中学生･飯田高陵中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中

05/21 小平 真帆(3) 1.30 伊東 愛渚(2) 1.25 小林 菜月(2) 1.25 熊谷 美雨(2) 1.15 木下 未知(3) 1.10
走高跳 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･緑ヶ丘中

05/21 宮澤 香音(3) 5.02(+1.2) 池野 佳帆(3) 4.41(-1.6) 今村 実伶(1) 4.26(+1.2) 男澤 夏帆(3) 4.20(+0.2) 渡久山 和(2) 4.18(+0.4) 中平 留李花(3)4.17(-1.6) 塩澤 舞(1) 4.17(-0.1) 鈴木 彩瑛(3) 4.09(-1.0)
走幅跳 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･天龍中 中学生･天龍中 中学生･高森中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･飯田高陵中

05/21 戸谷 優花(3) 7.66 大牧 穂香(2) 6.69 田間 美羽(3) 6.59 竹内 果歩(1) 4.70
砲丸投 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･緑ヶ丘中 中学生･豊丘中 中学生･飯田高陵中

05/21 大牧 穂香(2) 23.61 田中 美実香(1) 16.48
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･緑ヶ丘中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

05/21 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)       52.72 緑ヶ丘中(B)       53.30 高森中(A)       54.08 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)       54.86 飯田高陵中       55.10 緑ヶ丘中(A)       55.84 高森中(B)       55.86 豊丘中       57.76
4×100mR 池野 佳帆(3) 木下 明里咲(2) 小平 真帆(3) 塩澤 舞(1) 近藤 希乃佳(2) 松澤 澪(2) 松下 陽音(1) 宮下 莉瑚(1)

西島 美幸(2) 藤本 遥(3) 丸山 いより(3) 松村 みすゞ(3) 松島 加奈(3) 中山 愛梨(1) 山城 春菜(1) 月木 優花(2)
上原 萌(3) 木下 未知(3) 中平 留李花(3) 戸谷 優花(3) 藤本 祐菜(3) 竹村 菜々美(2) 吉澤 詩乃(1) 原 朱音(2)
伊藤 優凪(3) 小林 菜月(2) 宮澤 香音(3) 長谷部 奈月(3) 鈴木 彩瑛(3) 木下 茜莉(1) 熊谷 千尋(2) 鍋島 楓(1)

05/21 小学ｵｰﾌﾟﾝ女   0.0 柳澤 ここせ(4) 18.87 下井 みさ稀(4) 19.57
小学ｵｰﾌﾟﾝ女子

100m
小学生･下條小 小学生･浜井場小


