
平成30年度　飯伊陸上競技秋季記録会                                              

決勝記録一覧表決勝記録一覧表決勝記録一覧表決勝記録一覧表
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
10/13 女子 藤本 遥(1) 12.76 宮澤 香音(1) 13.21 小林 菜月(3) 13.25 山城 春菜(2) 13.31 中山 愛梨(2) 13.37 今村 詩乃(2) 13.42 塩澤 舞(2) 13.44 伊藤 優凪(1) 13.57

100m 高校生･飯田高 高校生･下伊那農業高 中学生･緑ヶ丘中 中学生･高森中 中学生･緑ヶ丘中 高校生･松川高 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 高校生･飯田風越高
10/13 田中 里歩(1) 1,02.57 宮下 真弥(2) 1,03.12 伊藤 鈴音(2) 1,03.65 松尾 玲佳(2) 1,04.29 千葉 ほの香(2) 1,04.42 丸山 いより(1) 1,05.21 今村 詩乃(2) 1,05.62 北沢 莉沙(1) 1,06.97

400m 高校生･松川高 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･下伊那農業高 高校生･飯田高 高校生･飯田風越高 高校生･松川高 高校生･下伊那農業高
10/13 筒井 心葉(2) 10,30.61 佐藤 悠花(2) 10,43.08 戸枝 くるみ(1) 11,04.02 佐藤 綾花(2) 11,09.59 松下 朋佳(3) 11,14.87 佐々木 夏海(1) 11,20.62 滝沢 初寧(2) 11,27.85 下嶋 優菜(1) 11,29.12

3000m 中学生･飯田高陵中 中学生･下伊那松川中 中学生･駒ヶ根東中 中学生･下伊那松川中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ 高校生･いなにしこうこ 中学生･駒ヶ根東中 中学生･ISｼﾞｭﾆｱ
10/13  +0.2 池野 佳帆(1) 16.03 菅沼 望子(2) 18.68

100mH(0.838m) 高校生･飯田高 高校生･飯田OIDE長姫
10/13 中学女子 唐澤 さくら(1) 15.78 松澤 奈央(2) 18.75 池上 舞花(2) 18.88 中村 千果(1) 18.97 鍋島 楓(2) 19.32 木下 明里咲(3) 19.70 日原 穂香(2) 20.66 本多 杏海(1) 21.62

100mH(0.762m) 中学生･箕輪中 中学生･春富中 中学生･中川中 中学生･高森中 中学生･豊丘中 中学生･緑ヶ丘中 中学生･箕輪中 中学生･箕輪中
10/13 飯田高       50.99 春富中       52.58 緑ヶ丘中       53.12 高森中       53.18 豊丘中       55.65 箕輪中(A)       55.88 駒ヶ根東中     1,01.12 箕輪中(B)     1,01.27

4×100mR 藤本 遥(1) 田中 海羽(2) 今村 実伶(2) 松下 陽音(2) 宮下 莉瑚(2) 山﨑 彩矢(1) 矢澤 華(2) 小林 美咲(1)
宮下 真弥(2) 埋橋 凜(2) 佐々木 幸雪(1) 能登 愛琉(1) 鍋島 楓(2) 唐澤 さくら(1) 小林 美穂(1) 本多 杏海(1)
池野 佳帆(1) 中村 映夢(2) 木下 茜莉(2) 吉澤 詩乃(2) 山本 結萌(2) 小日向 慧(1) 羽柴 あゆみ(1) 坂下 鈴華(1)
千葉 ほの香(2) 濱田 みなと(2) 中山 愛梨(2) 山城 春菜(2) 筒井 結貴(2) 向山 飛鳥(1) 宮澤 日菜(2) 柴 由衣(1)

10/13 竹内 美悠(1) 1.45 片田 留実名(2) 1.45 唐澤 さくら(1) 1.40 筒井 結貴(2) 1.35 前里 咲耀(1) 1.25 田中 蘭(2) 中学生･豊丘中 1.25
走高跳 高校生･坂下高 高校生･坂下高 中学生･箕輪中 中学生･豊丘中 中学生･緑ヶ丘中 北原 舞香(2) 中学生･春富中

小日向 慧(1) 中学生･箕輪中
10/13 宮澤 香音(1) 4.67(-2.4) 小川 清愛(3) 4.63(-1.0) 池野 佳帆(1) 4.56(-0.8) 小久保 茉耶(2)4.41(-1.3) 濱田 みなと(2)4.34(-1.7) 北野 愛(1) 4.28(-3.1) 今村 実伶(2) 4.25(-1.2) 埋橋 凜(2) 4.19(-0.8)

走幅跳 高校生･下伊那農業高 高校生･坂下高 高校生･飯田高 高校生･飯田高 中学生･春富中 高校生･坂下高 中学生･緑ヶ丘中 中学生･春富中
10/13 中学女子 小林 菜月(3) 9.01 日原 穂香(2) 6.90 竹内 果歩(2) 6.44 井澤 夏帆(2) 6.33 山本 結萌(2) 6.02 宮下 莉瑚(2) 5.95 倉澤 奈帆(2) 5.65 田中 蘭(2) 5.30

砲丸投(2.721kg) 中学生･緑ヶ丘中 中学生･箕輪中 中学生･飯田高陵中 中学生･箕輪中 中学生･豊丘中 中学生･豊丘中 中学生･飯田高陵中 中学生･豊丘中
10/13 女子 瀧浪 麻愛(1) 16.35

円盤投(1.000kg) 高校生･下伊那農業高
10/13 北沢 莉沙(1) 17.98 太田 静流(2) 11.35

やり投 高校生･下伊那農業高 高校生･下伊那農業高
10/13 中村 杏(1) 31.37

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･茅野東部中
10/13 小学女子 藤本 心美(3) 9.77 柳 美結(3) 9.92 林 かれん(3) 10.18 鈴木 梨夏(3) 10.19 関島 絆愛(2) 10.29 片桐 颯華(3) 10.38 大原 心葉(3) 10.57 樋郡 結華(3) 10.61

60m 小学生･千栄小 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 小学生･松尾小 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
10/13 吉澤 緩奈(6) 13.92 松下 玲来(5) 14.08 田中 雪乃(6) 14.09 湯澤 彩花(5) 14.22 田口 美桜(6) 14.45 羽生 彩華(6) 14.54 岩下 心葉(5) 14.55 池田 りん(6) 14.70

100m 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･清明小 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･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･伊那AC
10/13 原 亜真乃(5) 3,26.16 梅木 莉子(6) 3,28.08 出澤 幸芽(6) 3,28.82 伊藤 瑠那(5) 3,33.25 桐生 瑞希(6) 3,34.95 松下 真奈(6) 3,37.07 羽生 月佳(5) 3,37.46 中島 妃芽乃(5) 3,38.90

1000m 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･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･ISｼﾞｭﾆｱ 小学生･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･下條小
10/13 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(A)      55.94 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      57.84 松尾小       59.61 丸山小(A)       59.92 ISｼﾞｭﾆｱ(A)     1,00.48 座光寺小(A)     1,00.77 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(B)    1,01.11 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,01.15

4×100mR 吉澤 緩奈(6) 岩下 心葉(5) 浅井 ゆいか(6) 松澤 彩姫(6) 松下 真奈(6) 小池 悠(5) 小林 希愛(5) 松村 華萌(5)
松下 玲来(5) 中島 采香(5) 安藤 奈々花(6) 牧島 渚(6) 羽生 彩華(6) 湯田 うらら(5) 山田 吏凌(6) 羽生 月佳(5)
中村 夏鈴(6) 松尾 綺夏(5) 岡村 瑚白(6) 山本 天音(6) 桐生 瑞希(6) 千葉 唯花(5) 木下 瑠菜(5) 平澤 來実(6)
田口 美桜(6) 湯澤 彩花(5) 原田 未李(6) 後藤 咲季(6) 梅木 莉子(6) 伊坪 優(5) 小畑 琉奈(6) 柳  美紀(5)

10/13 中村 夏鈴(6) 3.68(+0.9) 熊谷 かなで(5) 3.60(0.0) 小平 一葉(5) 3.26(-0.9) 森山 真衣(5) 3.11(0.0) 野竹  優亜(5) 3.05(+0.5) 松澤 祐奈(5) 3.05(+1.0) 白上  由菜(5) 2.98(+0.6) 内藤 瑞咲(5) 2.86(-1.5)
走幅跳 小学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学生･下條小 小学生･天竜SC 小学生･阿智第二小 小学生･下條小 小学生･伊賀良小学校 小学生･下條小 小学生･天竜SC

10/13 香山 寧玖(6) 35.73 葛西 歩実(6) 32.59 中川 伊歩紀(5) 20.17 足助 和香那(5) 17.31
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･喬木第一小 小学生･大鹿小 小学生･大鹿小 小学生･大鹿小


