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期 日 平成 22 年７月 19 日（月） 

 会 場 伊那市陸上競技場（201030） 

■この大会で樹立した記録 

月日 種目 男女 氏名 所属 記録 従来の記録 備考 

７／１９ 
高校円盤投 

(1.750kg) 
男子 高見澤 和希 阿南高 ３ 36m31 30m86 大会新 

７／１９ 
高校円盤投 

(1.750kg) 
男子 伊藤 和輝 阿南高 ２ 32m07 30m86 大会新 

７／１９ 棒高跳 女子 伊澤 楓 高遠高 ２ 3m31 3m30 大会新 

７／１９ 走幅跳 女子 宮坂 楓 東海大三高 ３ 
6m06 

（+0．6） 

6m02 

5m78 

県高校新

大会新 

７／１９ 4×400mＲ 女子 

深谷里佳 

小池 望 

根橋 美希 

梅村 映美 

諏訪 4 分 05 秒 44 4 分 05 秒 67 大会新 

 

■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 

７／１９ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

９：００ 晴 南南東 ２．０ ２８．０ ５７．０ 

  

１０：００ 晴 南 １．９ ３０．０ ５０．０ 

１１：００ 晴 南東 １．８ ３１．５ ４８．０ 

１２：００ 晴 東南東 ２．０ ３２．０ ４９．０ 

１３：００ 晴 南南東 １．８ ３２．５ ４９．０ 

１４：００ 晴 南 ２，１ ３２．０ ４９．０ 

１５：００ 晴 南南西 ２．５ ３２．０ ４９．０ 

１６：００ 晴 南南西 １．５ ３２．０ ４９．０ 

 



第19回南信陸上競技選手権大会                                                    
兼第38回南信三郡対抗陸上競技大会                                                
主催：南信陸上競技協会　共催：長野日報社                                        
主管：南信陸上競技協会　後援：伊那市,伊那市教育委員会,長野陸上競技協会　他      

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202030  伊那市営陸上競技場

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
07/19 女子  -1.6 清水 麻由美(3) 12.80 森下 綾乃 13.38 根橋 美希(2) 13.62 井出 有希子(3) 13.67 下島 彩夢(2) 13.76 青木 亜里沙(1) 13.89 坂井 聖奈 13.92 上原 亜里沙(1) 14.03

100m 飯伊･阿南高 飯伊･ﾄﾞﾘｰﾑA.C 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･諏訪実業高 上伊那･春富中 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 上伊那･辰野高 諏訪･諏訪実業高
07/19 川上 円佳(3) 1,00.74 梅村 映美(1) 1,01.14 根橋 美希(2) 1,01.80 上條 愛海(1) 1,02.57 深谷 里佳(2) 1,02.89 田中 怜奈(2) 1,04.96 大久保 萌花(2) 1,05.49 齊藤 優衣(2) 1,06.75

400m 飯伊･松川高 諏訪･東海大三高 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･東海大三高 諏訪･諏訪実業高 諏訪･下諏訪向陽高 上伊那･伊那西高 諏訪･諏訪実業高
07/19 宮下 夏奈(3) 2,22.18 吉田 夏子(1) 2,24.29 山下 奈津子(2) 2,26.33 北原 成美(2) 2,27.21 池田 杏奈(1) 2,28.17 清水 麻由子(2) 2,28.75 伊東 玲奈(1) 2,30.93 上原 瑛美(2) 2,33.37

800m 諏訪･諏訪南中 諏訪･東海大三高 諏訪･岡谷北部中 諏訪･東海大三高 上伊那･至学館大 飯伊･飯田高 諏訪･東海大三高 諏訪･諏訪清陵高
07/19 矢野 結香(2) 10,17.99 竹村 知世(2) 10,51.23 青木 菜摘(3) 11,04.09 熊谷 美佑(2) 11,18.64 小松 紗姫(2) 11,22.33 北林由里 11,26.06 江口 由真(1) 11,34.03 辻村 夏奈子(3) 11,37.13

3000m 諏訪･東海大三高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 諏訪･東海大三高 飯伊･伊那松川中 諏訪･下諏訪向陽高 飯伊･旭ヶ丘中 諏訪･東海大三高 飯伊･伊那松川中
07/19  -1.8 鈴木 理也(3) 15.86 井口 恵里佳(1) 17.21 篠原 麻衣子(1) 17.48 笹川 悠紀(2) 17.68 井出 優香子(2) 17.73 牛山 奈緒(2) 17.74 向澤 璃茄(2) 17.77 下平 真希(2) 18.67

100mH 諏訪･東海大三高 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･諏訪実業高 諏訪･下諏訪向陽高 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･諏訪実業高 飯伊･飯田女子高
07/19 小井土 美希(3) 26,29.02 吉川 世里香(3) 28,40.92 安田 ゆず葉(2) 29,17.51

5000mW 諏訪･東海大三高 飯伊･松川高 飯伊･松川高
07/19 田中 恵(2) 1.61 松島 愛(2) 1.60 有賀 楓子(2) 1.60 丸山 晴香(1) 1.50 伊藤 美智花(3) 1.45 関 七菜実(3) 1.45 牛山 奈緒(2) 1.40 大脇 愛菜(3) 1.40

走高跳 諏訪･松本大 上伊那･伊那西高 上伊那･伊那北高 上伊那･赤穂高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 諏訪･岡谷西部中 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･春富中
07/19 伊澤 楓(2) 3.31 松本 真季(2) 3.00 上原 悠紀(3) 2.80 田中 優奈(3) 諏訪･茅野東部中 2.60 小牧 柚香(2) 2.40 若狭 杏子(1) 2.40 根津 みなみ(3) 2.40

棒高跳 上伊那･高遠高 大会新 上伊那･高遠高 諏訪･永明中 藤澤 芽吹(2) 上伊那･高遠高 上伊那･伊那北高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･南箕輪中
07/19 女子 宮坂 楓(3) 6.06(+0.6) 青木 亜里沙(1)5.28(+1.6) 小口 明音(3) 5.17(+1.4) 橋本 紗季(3) 5.01(+2.6) 大久保 萌花(2)5.01(+2.0) 井出 有希子(3)4.92(+3.0) 田口 瑠莉(2) 4.86(+2.8) 松坂 春子(2) 4.76(+1.3)

走幅跳 諏訪･東海大三高 県高校新 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･春富中 上伊那･伊那西高 諏訪･諏訪実業高 上伊那･上伊那農業高 諏訪･富士見中
北信越高校タイ・大会新

07/19 有賀 菜央(3) 7.70 齋藤 知美(2) 7.37 小口 明音(3) 7.30 金山 文佳(3) 6.97 小林 南美(3) 6.29 町田 佳穂(1) 6.02 登内 彩香(2) 5.84 掘内 美佳(1) 5.24
砲丸投 上伊那･辰野中 飯伊･松川高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･南箕輪中 諏訪･富士見中 上伊那･伊那北高 上伊那･伊那東部中 上伊那･辰野中

07/19 齋藤 知美(2) 20.90 酒井 菜津希(1) 18.71 有賀 菜央(3) 18.47 窪田 暉(3) 17.46 宮澤 あずさ(2) 16.86 青木 友里恵(1) 16.40 金木 彩見(1) 15.87 林 瑞希(2) 15.10
円盤投 飯伊･松川高 諏訪･諏訪実業高 上伊那･辰野中 諏訪･長峰中 諏訪･岡谷西部中 上伊那･伊那北高 上伊那･伊那西高 諏訪･岡谷西部中

07/19 落合 悟花(1) 26.61 上原 瑛美(2) 25.89 下島 鈴花(3) 24.78 中澤 彩乃(2) 20.66 春日 智香(3) 20.09 金木 彩見(1) 19.59 樋口 梨乃(1) 16.04
やり投 上伊那･伊那北高 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･上伊那農業高 諏訪･岡谷南高 上伊那･伊那北高 上伊那･伊那西高 飯伊･飯田風越高

07/19 東海大三高       51.66 伊那西高       53.00 諏訪実業高       53.17 岡谷東部中       53.30 高遠高       53.99 伊那弥生ヶ丘高      54.16 諏訪二葉高       54.35 春富中       54.49
4×100mR 野村 あずさ(1) 大久保 萌花(2) 向澤 璃茄(2) 中村 友紀(2) 竹松 多恵子(1) 青木 亜里沙(1) 井口 恵里佳(1) 下島 彩夢(2)

梅村 映美(1) 浦野 木乃実(2) 齊藤 優衣(2) 小松 恵美(2) 伊澤 楓(2) 武田 真緒(1) 濵 汐音(2) 春日 小雪(3)
上條 愛海(1) 吉瀬 瞳(3) 上原 亜里沙(1) 武井 萌美(2) 藤澤 芽吹(2) 池田 奈美(2) 牛山 奈緒(2) 橋本 紗季(3)
鈴木 理也(3) 松島 愛(2) 深谷 里佳(2) 宮澤 智優(3) 松本 真季(2) 北原 亜美(1) 小口 明音(3) 大脇 愛菜(3)

07/19 三郡対抗女子 諏訪     4,05.44 飯伊     4,12.91 上伊那     4,25.81
対抗4×400mR 深谷 里佳(2) 大会新 川上 円佳(3) 大久保 萌花(2)

小池 望(3) 鶯巣 美冴(1) 小牧 柚香(2)
根橋 美希(2) 青木 柚佳(2) 武田 真緒(1)
梅村 映美(1) 清水 麻由美(3) 池田 奈美(2)

07/19 オープン女子 桜井 まどか(1) 2.70 竹松 多恵子(1) 2.20
棒高跳 上伊那･高遠高 上伊那･高遠高



予選 7月19日 10:25
決勝 7月19日 15:45

大会新              12.40

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.3

 1 根橋 美希(2) 諏訪    13.48 q 1 鈴木 幸恵(2) 上伊那    14.19 
ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ 諏訪清陵高 ｽｽﾞｷ ｻﾁｴ 辰野中

 2 清水 香央梨(3) 飯伊    14.24 2 家苗 蒔(1) 飯伊    14.45 
ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 緑ヶ丘中 ｶﾅｴ ﾏｷ 伊那松川中

 3 金子 美穂(2) 上伊那    14.41 3 巻渕 奈央(1) 諏訪    14.48 
ｶﾈｺ ﾐﾎ 伊那北高 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾅｵ 岡谷北部中

 4 山田 小夜子(3) 諏訪    14.62 4 吉水 麻莉(3) 諏訪    14.60 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾖｺ 長峰中 ﾖｼﾐｽﾞ ﾏﾘ 長峰中

 5 原 裕美佳(2) 上伊那    14.76 5 根橋 愛美(3) 上伊那    14.80 
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 伊那東部中 ﾈﾊﾞｼ ｱﾐ 辰野中

 6 福島 梨央(1) 上伊那    15.61 6 郡司多英子(3) 諏訪    15.16 
ﾌｸｼﾏ ﾘｵ 中川中 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｴｺ 岡谷西部中

 7 藤森 遥香(1) 諏訪    16.48 7 小林 沙綾(1) 諏訪    15.45 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｶ 諏訪西中 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 富士見中
中村 友紀(2) 諏訪 8 米山 なつ子(3) 上伊那    15.85 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 岡谷東部中 ﾖﾈﾔﾏ ﾅﾂｺ 中川中

[ 3組] 風速 -2.6 [ 4組] 風速 -2.7

 1 宮澤 智優(3) 諏訪    13.87 1 鈴木 理也(3) 諏訪    14.01 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中 ｽｽﾞｷ ﾘﾔ 東海大三高

 2 小林 恵永(3) 飯伊    14.21 2 吉江 有紗 飯伊    14.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｴ 緑ヶ丘中 ﾖｼｴ ｱﾘｻ ﾄﾞﾘｰﾑA.C

 3 髙木 聡美(1) 諏訪    14.61 3 浦野 木乃実(2) 上伊那    14.32 
ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 岡谷東部中 ｳﾗﾉ ｺﾉﾐ 伊那西高

 4 大野 真琴(1) 諏訪    14.75 4 田中 優衣(2) 上伊那    14.67 
ｵｵﾉ ﾏｺ 下諏訪中 ﾀﾅｶ ﾕｲ 春富中

 5 木村 のぞみ(2) 上伊那    14.87 5 安澤 梨那(2) 諏訪    14.87 
ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 伊那中 ﾔｽｻﾞﾜ ﾘﾅ 諏訪南中

 6 宮澤 友美(1) 上伊那    15.90 6 土田 沙弥(1) 上伊那    15.59 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 伊那西高 ﾂﾁﾀﾞ ｻﾔ 伊那中

 7 入江 亜寿紗(2) 飯伊    16.15 7 堀内 香那(1) 諏訪    15.61 
ｲﾘｴ ｱｽﾞｻ 松川高 ﾎﾘｳﾁ ｶﾅ 岡谷北部中
小口 実沙(1) 諏訪 8 松本 優里菜(1) 飯伊    15.76 
ｵｸﾞﾁ ﾐｻ 茅野北部中 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘﾅ 下伊那農業高

[ 5組] 風速 -1.6 [ 6組] 風速 -2.0

 1 清水 麻由美(3) 飯伊    12.82 q 1 青木 亜里沙(1) 上伊那    13.66 q
ｼﾐｽﾞﾏﾕﾐ 阿南高 ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高

 2 飯島 栞(2) 上伊那    14.36 2 高井 ジャンユキ(上伊那    14.26 
ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾘ 伊那東部中 ﾀｶｲ ｼﾞｬﾝﾕｷ 南箕輪中

 3 青木 柚佳(2) 飯伊    14.39 3 前島 奈々(2) 諏訪    14.42 
ｱｵｷ ﾕｶ 松川高 ﾏｴｼﾏ ﾅﾅ 原中

 4 宮澤 映里奈(2) 諏訪    14.59 4 坂口 佳帆(3) 諏訪    14.64 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｴﾘﾅ 岡谷西部中 ｻｶｸﾞﾁ ｶﾎ 原中

 5 高野 麻梨香(2) 諏訪    14.77 5 南林 いずみ(1) 飯伊    14.84 
ﾀｶﾉ ﾏﾘｶ 下諏訪中 ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ 伊那松川中

 6 竹松 葵(3) 諏訪    15.44 6 神澤 智世(1) 諏訪    15.41 
ﾀｹﾏﾂ ｱｵｲ 長峰中 ｶﾝｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 諏訪西中

 7 飯塚 咲葵(1) 上伊那    15.79 中原 和(1) 上伊那
ｲｲﾂﾞｶ ｻｷ 南箕輪中 ﾅｶﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 箕輪中
吉川 里緒奈(1) 飯伊
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田高

[ 7組] 風速 -0.9 [ 8組] 風速 +0.3

 1 下島 彩夢(2) 上伊那    13.70 q 1 井出 有希子(3) 諏訪    13.49 q
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 春富中 ｲﾃﾞ ﾕｷｺ 諏訪実業高

 2 高橋 美凪(2) 諏訪    14.05 2 菅沼 真洸(1) 飯伊    14.26 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 永明中 ｽｶﾞﾇ ﾏﾋﾛ 伊那松川中

 3 金井 亜衣梨(3) 諏訪    14.33 3 伯耆原 由花(1) 上伊那    14.50 
ｶﾅｲ ｱｲﾘ 諏訪南中 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 箕輪中

 4 征矢 希(3) 上伊那    14.33 4 林 美歩(1) 諏訪    14.72 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 南箕輪中 ﾊﾔｼ ﾐﾎ 諏訪二葉高

 5 野口 那奈美(2) 諏訪    14.70 5 中井 優(2) 諏訪    14.83 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪南中 ﾅｶｲ ﾕｳ 富士見中

 6 味澤 七星 上伊那    14.91 6 栁澤 明歩(1) 諏訪    17.21 
ｱｼﾞｻﾜ ﾅﾅｾ 辰野高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾎ 諏訪西中
三村 捺美(1) 飯伊 松島 愛(2) 上伊那
ﾐﾑﾗ  ﾅﾂﾐ 飯田風越高 ﾏﾂｼﾏ ｱｲ 伊那西高 欠場
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[ 9組] 風速 -0.7 [ 10組] 風速 -2.7

 1 森下 綾乃 飯伊    13.54 q 1 野村 あずさ(1) 諏訪    13.84 
ﾓﾘｼﾀ ｱﾔﾉ ﾄﾞﾘｰﾑA.C ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高

 2 武田 真緒(1) 上伊那    14.09 2 春日 小雪(3) 上伊那    14.67 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘高 ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ 春富中

 3 山田 結花(1) 諏訪    14.37 3 北見 舞夏(1) 飯伊    14.75 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 諏訪清陵高 ｷﾀﾐ ﾏｲｶ 高森中

 4 丹羽 朱里(2) 諏訪    14.51 4 樋口 由葵(1) 上伊那    15.63 
ﾆﾜ ｱｶﾘ 茅野北部中 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 箕輪中

 5 小池 梓(1) 飯伊    14.64 5 佐々木 歩(1) 諏訪    15.89 
ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 飯田高 ｻｻｷ ｱﾕﾐ 岡谷東高

 6 瀧澤 瑠奈(3) 上伊那    15.08 6 武笠 美穂(1) 諏訪    15.99 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾙﾅ 中川中 ﾑｶｻ ﾐﾎ 茅野東部中

 7 久保田 早也香(1) 諏訪    15.77 7 清水 千聖(1) 諏訪    16.17 
ｸﾎﾞﾀ ｻﾔｶ 岡谷西部中 ｼﾐｽﾞ ﾁｻﾄ 原中

[ 11組] 風速 -0.1 [ 12組] 風速 -1.1

 1 上原 亜里沙(1) 諏訪    13.82 q 1 坂井 聖奈 上伊那    13.68 q
ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ 諏訪実業高 ｻｶｲ ｾﾅ 辰野高

 2 北原 亜美(1) 上伊那    14.25 2 濵 汐音(2) 諏訪    14.41 
ｷﾀﾊﾗ ｱﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ﾊﾏ ｼｵﾈ 諏訪二葉高

 3 河西 綾香(1) 諏訪    14.41 3 宮坂 千夏(1) 諏訪    14.90 
ｶｻｲ ｱﾔｶ 上諏訪中 ﾐﾔｻｶ ﾁﾅﾂ 上諏訪中

 4 橋爪 郁未(1) 上伊那    14.44 4 小沢 ななせ(3) 上伊那    15.61 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那中 ｵｻﾞﾜ ﾅﾅｾ 辰野中

 5 大平 有紀奈(3) 飯伊    14.70 堀内 奈緒美(2) 諏訪
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ 緑ヶ丘中 ﾎﾘｳﾁ ﾅｵﾐ 岡谷南高

 6 河西 七海(1) 諏訪    14.89 堀内 彩香(2) 上伊那
ｶｻｲ ﾅﾅﾐ 上諏訪中 ﾎﾘｳﾁ ｱﾔｶ 伊那東部中
清水 真希(3) 飯伊 宮下 菜都美(1) 飯伊
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 竜東中 ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ 飯田女子高

風速 -1.6

 1 清水 麻由美(3) 飯伊    12.80 
ｼﾐｽﾞﾏﾕﾐ 阿南高

 2 森下 綾乃 飯伊    13.38 
ﾓﾘｼﾀ ｱﾔﾉ ﾄﾞﾘｰﾑA.C

 3 根橋 美希(2) 諏訪    13.62 
ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ 諏訪清陵高

 4 井出 有希子(3) 諏訪    13.67 
ｲﾃﾞ ﾕｷｺ 諏訪実業高

 5 下島 彩夢(2) 上伊那    13.76 
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 春富中

 6 青木 亜里沙(1) 上伊那    13.89 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高

 7 坂井 聖奈 上伊那    13.92 
ｻｶｲ ｾﾅ 辰野高

 8 上原 亜里沙(1) 諏訪    14.03 
ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ 諏訪実業高
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予選 7月19日 12:25
決勝 7月19日 14:55

大会新        57.71

[ 1組] [ 2組]

 1 川上 円佳(3) 飯伊  1,02.08 q 1 根橋 美希(2) 諏訪  1,01.66 q
ｶﾜｶﾐ ﾏﾄﾞｶ 松川高 ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ 諏訪清陵高

 2 田中 怜奈(2) 諏訪  1,04.75 q 2 深谷 里佳(2) 諏訪  1,01.81 q
ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ 下諏訪向陽高 ﾌｶﾔ ﾘｶ 諏訪実業高

 3 齊藤 優衣(2) 諏訪  1,05.07 q 3 小池 梓(1) 飯伊  1,08.79 
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 諏訪実業高 ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 飯田高

 4 青木 柚佳(2) 飯伊  1,06.43 4 坂口 佳帆(3) 諏訪  1,09.95 
ｱｵｷ ﾕｶ 松川高 ｻｶｸﾞﾁ ｶﾎ 原中

 5 今泉 茜音(3) 飯伊  1,06.87 5 中 ともみ(2) 飯伊  1,10.81 
ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｶﾈ 伊那松川中 ﾅｶ ﾄﾓﾐ 飯田女子高

 6 保科 千絵(3) 上伊那  1,08.74 6 宮坂 季恵(1) 諏訪  1,10.88 
ﾎｼﾅ ﾁｴ 伊那西高 ﾐﾔｻｶ ｷｴ 上諏訪中
笠原 絵梨(1) 諏訪 7 木下 香奈絵(2) 飯伊  1,11.34 
ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 諏訪西中 ｷﾉｼﾀ ｶﾅｴ 松川高
荒木 瑞葉(2) 諏訪 一ノ瀬 菜奈(3) 上伊那
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 原中 ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野中

[ 3組] [ 4組]

 1 上條 愛海(1) 諏訪  1,03.40 q 1 梅村 映美(1) 諏訪  1,01.72 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾐ 東海大三高 ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三高

 2 柴田佳歩(3) 飯伊  1,05.84 2 大久保 萌花(2) 上伊那  1,05.70 q
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 旭ヶ丘中 ｵｵｸﾎﾞ ﾓｴｶ 伊那西高

 3 宮澤 彩華 上伊那  1,07.90 3 中本 愛里(1) 飯伊  1,09.46 
ﾐﾔｻﾞﾜｱﾔｶ 辰野高 ﾅｶﾓﾄ  ｱｲﾘ 飯田風越高

 4 下平 真希(2) 飯伊  1,08.88 4 澁谷 未来(2) 飯伊  1,12.48 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｷ 飯田女子高 ｼﾌﾞﾔ ﾐｸﾙ 飯田高

 5 高山 夏美(3) 諏訪  1,09.38 5 永平 有花(3) 諏訪  1,15.36 
ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ 諏訪南中 ﾅｶﾞﾋﾗ ﾕｳｶ 諏訪南中

 6 吉瀬 瞳(3) 上伊那  1,09.88 6 垣内 夕(1) 上伊那  1,16.78 
ｷｾ ﾋﾄﾐ 伊那西高 ｶｷｳﾁ ﾕｳ 箕輪中

 7 赤羽 真優(1) 飯伊  1,11.67 鈴木 彩音(2) 飯伊
ｱｶﾊﾞ ﾏﾕ 緑ヶ丘中 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾈ 伊那松川中

 8 藤森 有香(1) 諏訪  1,16.60 小林 茜(1) 諏訪
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｶ 諏訪西中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 長峰中

 1 川上 円佳(3) 飯伊  1,00.74 
ｶﾜｶﾐ ﾏﾄﾞｶ 松川高

 2 梅村 映美(1) 諏訪  1,01.14 
ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三高

 3 根橋 美希(2) 諏訪  1,01.80 
ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ 諏訪清陵高

 4 上條 愛海(1) 諏訪  1,02.57 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾐ 東海大三高

 5 深谷 里佳(2) 諏訪  1,02.89 
ﾌｶﾔ ﾘｶ 諏訪実業高

 6 田中 怜奈(2) 諏訪  1,04.96 
ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ 下諏訪向陽高

 7 大久保 萌花(2) 上伊那  1,05.49 
ｵｵｸﾎﾞ ﾓｴｶ 伊那西高

 8 齊藤 優衣(2) 諏訪  1,06.75 
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 諏訪実業高
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予選 7月19日 13:40
決勝 7月19日 15:55

大会新        2,18.40

[ 1組] [ 2組]

 1 吉田 夏子(1) 諏訪  2,23.52 q 1 北原 成美(2) 諏訪  2,29.09 q
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三高 ｷﾀﾊﾗ ﾅﾙﾐ 東海大三高

 2 岩波 宏佳(3) 諏訪  2,36.03 2 清水 麻由子(2) 飯伊  2,30.62 q
ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ 諏訪南中 ｼﾐｽﾞ ﾏﾕｺ 飯田高

 3 池田 奈美(2) 上伊那  2,39.15 3 伊東 玲奈(1) 諏訪  2,30.64 q
ｲｹﾀﾞ ﾅﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 東海大三高

 4 中本 愛里(1) 飯伊  2,39.17 4 蟹沢 未来(2) 上伊那  2,39.98 
ﾅｶﾓﾄ  ｱｲﾘ 飯田風越高 ｶﾆｻﾜ ﾐｸ 赤穂高

 5 荒木 瑞葉(2) 諏訪  2,40.13 5 今井 萌美(2) 諏訪  2,41.31 
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 原中 ｲﾏｲ ﾓｴﾐ 諏訪実業高

 6 木下 香奈絵(2) 飯伊  2,53.99 6 和田 みなみ(2) 飯伊  2,46.76 
ｷﾉｼﾀ ｶﾅｴ 松川高 ﾜﾀﾞ ﾐﾅﾐ 伊那松川中

 7 西永 梨恵(2) 飯伊  2,54.83 7 小池 優雅(1) 諏訪  2,47.18 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 伊那松川中 ｺｲｹ ﾕｳｶ 長峰中

 8 向山 ひより(1) 上伊那  2,55.53 8 山崎 瞳(1) 飯伊  2,50.85 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 伊那中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄﾐ 緑ヶ丘中

 9 有賀 渚(1) 諏訪  3,00.80 9 小塩 悠奈(3) 上伊那  2,53.76 
ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ 岡谷西部中 ｺｼｵ ﾊﾙﾅ 中川中

10 金田 晴夏(1) 飯伊  3,00.83 10 中山 真緒(2) 上伊那  3,00.00 
ｶﾅﾀﾞｾｲｶ 阿南高 ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 伊那東部中

11 村澤 泉季(2) 諏訪  3,01.59 11 倉田 優美(2) 上伊那  3,01.55 
ﾑﾗｻﾜ ﾐｽﾞｷ 諏訪西中 ｸﾗﾀ ｽｸﾞﾐ 伊那東部中
澤下 奈央(1) 上伊那 小池 花苗(1) 諏訪
ｻﾜｼﾀ ﾅｵ 赤穂高 ｺｲｹ ｶﾅｴ 諏訪清陵高
毛利 友梨奈(1) 上伊那 山田 佳奈(1) 諏訪
ﾓｳﾘ ﾕﾘﾅ 上伊那農業高 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 諏訪西中

[ 3組] [ 4組]

 1 宮下 夏奈(3) 諏訪  2,26.34 q 1 上原 瑛美(2) 諏訪  2,30.74 q
ﾐﾔｼﾀ ｶﾅ 諏訪南中 ｳｴﾊﾗ ｴﾐ 諏訪清陵高

 2 池田 杏奈(1) 上伊那  2,29.99 q 2 原  奈々 上伊那  2,41.31 
ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾅ 至学館大 ﾊﾗ ﾅﾅ 辰野高

 3 宮崎 莉那(3) 上伊那  2,37.68 3 唐澤 萌香 上伊那  2,49.14 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 中川中 ｶﾗｻﾜﾓｴｶ 辰野高

 4 小林 純玲(1) 諏訪  2,38.74 4 中村 日菜子(1) 諏訪  2,53.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ 茅野東部中 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 岡谷東部中

 5 伊藤 美穂(3) 諏訪  2,40.61 5 窪田ふれあ(1) 諏訪  2,54.06 
ｲﾄｳ ﾐﾎ 岡谷西部中 ｸﾎﾞﾀ ﾌﾚｱ 富士見中

 6 田畑 三紗(1) 飯伊  2,41.89 6 井口 結花(1) 飯伊  2,54.11 
ﾀﾊﾞﾀ  ﾐｻ 飯田女子高 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 緑ヶ丘中

 7 五味 あかり(2) 諏訪  2,43.72 7 小池 香穂(2) 諏訪  3,00.70 
ｺﾞﾐ ｱｶﾘ 長峰中 ｺｲｹ ｶﾎ 長峰中

 8 竹下 舞香(2) 諏訪  2,43.78 8 松村 南央(1) 上伊那  3,05.06 
ﾀｹｼﾀ ﾏｲｶ 原中 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵ 中川中

 9 廣田 恵(2) 上伊那  2,44.64 9 米山 小百合(1) 諏訪  3,07.81 
ﾋﾛﾀ ﾒｸﾞﾐ 伊那中 ﾖﾈﾔﾏ ｻﾕﾘ 岡谷北部中

10 櫛原 彩香(1) 飯伊  2,47.97 宮坂 季恵(1) 諏訪
ｸｼﾊﾗ ｱﾔｶ 下伊那農業高 ﾐﾔｻｶ ｷｴ 上諏訪中
小沼 千夏(2) 飯伊 中 ともみ(2) 飯伊
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 伊那松川中 ﾅｶ ﾄﾓﾐ 飯田女子高
気賀澤 愛香(1) 上伊那 清水 恵美(2) 飯伊
ｹｶﾞｻﾜ ﾁｶ 伊那北高 ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ 緑ヶ丘中

女子

800m

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

所属名 記録／備考
5   641

順 No. 氏  名

8   340

2    32

11   810

13    62

6   169

1   836

7   948

3    87

12   552

4   423
途中棄権

10   402

9   779

欠場

順 No.

5   640

11   686

3   760

12   106

氏  名 所属名 記録／備考
7   634

2   168

10   421

13   480

4   570

8   129

1   680
欠場

9   790

6   571

欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No.

10   479

11   811

2   304

5    44

7   866

3   932

4   545

12   758

9   837

欠場
8   362

欠場

6    74

1   167

7   410

氏  名 所属名 記録／備考
6   683

10   740

3   409

4   916

5   478

1   128

8   759

欠場
9    41

欠場

12   901

2   825

11   127
欠場



[ 5組]

 1 山下 奈津子(2) 諏訪  2,31.40 q
ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｺ 岡谷北部中

 2 鶯巣 美冴(1) 飯伊  2,33.44 
ｳｸﾞｽ ﾐｻｴ 松川高

 3 後藤 優菜(2) 諏訪  2,42.86 
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾅ 諏訪南中

 4 唐澤 咲良(2) 上伊那  2,43.20 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 南箕輪中

 5 上條 栞奈(2) 上伊那  2,51.48 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾝﾅ 宮田中

 6 有田 かな(2) 諏訪  2,55.88 
ｱﾘﾀ ｶﾅ 諏訪西中

 7 林 結菜(1) 諏訪  2,56.89 
ﾊﾔｼ ﾕｲﾅ 岡谷北部中

 8 中村 真優(2) 上伊那  3,05.17 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕ 南箕輪中

 9 長岡 千絵 飯伊  3,18.69 
ﾅｶﾞｵｶ ﾁｴ ﾄﾞﾘｰﾑA.C
矢島 陸帆(1) 諏訪
ﾔｼﾞﾏ ﾘｸﾎ 茅野東部中
平澤 美佳(1) 飯伊
ﾋﾗｻﾜ ﾐｶ 飯田女子高
植松 優季子(3) 諏訪
ｳｴﾏﾂ ﾕｷｺ 富士見中

 1 宮下 夏奈(3) 諏訪  2,22.18 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾅ 諏訪南中

 2 吉田 夏子(1) 諏訪  2,24.29 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三高

 3 山下 奈津子(2) 諏訪  2,26.33 
ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｺ 岡谷北部中

 4 北原 成美(2) 諏訪  2,27.21 
ｷﾀﾊﾗ ﾅﾙﾐ 東海大三高

 5 池田 杏奈(1) 上伊那  2,28.17 
ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾅ 至学館大

 6 清水 麻由子(2) 飯伊  2,28.75 
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕｺ 飯田高

 7 伊東 玲奈(1) 諏訪  2,30.93 
ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 東海大三高

 8 上原 瑛美(2) 諏訪  2,33.37 
ｳｴﾊﾗ ｴﾐ 諏訪清陵高

所属名 記録／備考

女子

8   899

3    63

800m
順 No. 氏  名

5   454

1   529

2   812

4   900

9   455

10   778

6   868
欠場

11    43

7    22

決勝

順 No. 氏  名

欠場
12   733

欠場

6   641

所属名 記録／備考
4   811

5   304

1   899

3   634

2   683

7   106

8   640



決勝 7月19日 15:20

大会新        9,54.80

 1 矢野 結香(2) 諏訪 10,17.99 
ﾔﾉ ﾕｶ 東海大三高

 2 竹村 知世(2) 上伊那 10,51.23 
ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾖ 伊那弥生ヶ丘高

 3 青木 菜摘(3) 諏訪 11,04.09 
ｱｵｷ ﾅﾂﾐ 東海大三高

 4 熊谷 美佑(2) 飯伊 11,18.64 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 伊那松川中

 5 小松 紗姫(2) 諏訪 11,22.33 
ｺﾏﾂ ｻｷ 下諏訪向陽高

 6 北林由里 飯伊 11,26.06 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 旭ヶ丘中

 7 江口 由真(1) 諏訪 11,34.03 
ｴｸﾞﾁ ﾕﾏ 東海大三高

 8 辻村 夏奈子(3) 飯伊 11,37.13 
ﾂｼﾞﾑﾗ ｶﾅｺ 伊那松川中

 9 小沼 千夏(2) 飯伊 11,43.09 
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 伊那松川中

10 鹿野 知世(2) 上伊那 11,55.63 
ｼｶﾉ ﾄﾓﾖ 伊那弥生ヶ丘高

11 中塚 千和(3) 飯伊 11,59.03 
ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 高森中

12 関川 美波(1) 上伊那 12,06.93 
ｾｷｶﾜ ﾐﾅﾐ 伊那北高

13 小平 瑞希(1) 上伊那 12,19.31 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

14 大杉 知佳(2) 上伊那 12,25.99 
ｵｵｽｷﾞ ﾁｶ 伊那東部中

15 小林 萌華(3) 上伊那 12,30.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 上伊那農業高

16 酒井 はるか(3) 上伊那 12,45.65 
ｻｶｲ ﾊﾙｶ 伊那西高

17 下澤 翔子(2) 飯伊 12,47.04 
ｼﾓｻﾜ ｼｮｳｺ 飯田女子高

18 植松 ゆき(1) 諏訪 12,50.57 
ｳｴﾏﾂ ﾕｷ 諏訪清陵高

19 中島 悠(1) 飯伊 12,54.30 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 飯田女子高

20 小林 すみれ(1) 上伊那 13,03.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ 伊那西高
佐々木 亜美(2) 飯伊
ｻｻｷ  ｱﾐ 飯田風越高
黒河内 奈恵(2) 上伊那
ｸﾛｺｳﾁ ﾅｴ 上伊那農業高
原 菜月(2) 飯伊
ﾊﾗ ﾅﾂｷ 飯田高
小口 雪音(2) 諏訪
ｵｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 下諏訪中
鶯巣 美冴(1) 飯伊
ｳｸﾞｽ ﾐｻｴ 松川高
清水 麻由子(2) 飯伊
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕｺ 飯田高
宮澤 あずさ(2) 諏訪
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｽﾞｻ 岡谷西部中
植松 美香子(2) 諏訪
ｳｴﾏﾂ ﾐｶｺ 富士見中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
28   635

25   341

女子

3000m

決勝

順

10   166

13   707

20   632

14   639

2   165

4   136

3   342

17   139

12   167

5   343

18   572

1   363

9   367

16    39

15   406

23    45

26   376

22   679

7   407
欠場

8   105

6    31
欠場

19    63
欠場

21   106

欠場
11   886

欠場

27   737
欠場

欠場
24   940

欠場



予選 7月19日 11:30
決勝 7月19日 15:05

大会新        15.03

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -1.2

 1 井口 恵里佳(1) 諏訪    17.55 q 1 篠原 麻衣子(1) 諏訪    17.49 q
ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉高 ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実業高

 2 牛山 奈緒(2) 諏訪    18.10 q 2 笹川 悠紀(2) 諏訪    17.75 q
ｳｼﾔﾏ ﾅｵ 諏訪二葉高 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高

 3 町田 佳穂(1) 上伊那    19.33 3 下平 真希(2) 飯伊    18.62 q
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｷ 飯田女子高

 4 野口 那奈美(2) 諏訪    21.43 4 中島 遥(1) 上伊那    21.55 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪南中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 春富中
田中 優奈(3) 諏訪 5 井出香菜子(1) 諏訪    22.97 
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 茅野東部中 ｲﾃﾞ ｶﾅｺ 岡谷西部中
竹内 杏希望(1) 上伊那 小林 ひかり(1) 諏訪
ﾀｹｳﾁ ｱｷﾐ 春富中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 岡谷西部中

[ 3組] 風速 -1.4

 1 鈴木 理也(3) 諏訪    15.72 q
ｽｽﾞｷ ﾘﾔ 東海大三高

 2 井出 優香子(2) 諏訪    18.03 q
ｲﾃﾞ ﾕｶｺ 諏訪清陵高

 3 向澤 璃茄(2) 諏訪    18.83 q
ﾑｶｲｻﾞﾜ ﾘﾅ 諏訪実業高

 4 神谷 桃香(3) 諏訪    19.05 
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪南中

 5 横澤 なつみ(3) 上伊那    25.25 
ﾖｺｻﾜ ﾅﾂﾐ 南箕輪中

風速 -1.8

 1 鈴木 理也(3) 諏訪    15.86 
ｽｽﾞｷ ﾘﾔ 東海大三高

 2 井口 恵里佳(1) 諏訪    17.21 
ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉高

 3 篠原 麻衣子(1) 諏訪    17.48 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実業高

 4 笹川 悠紀(2) 諏訪    17.68 
ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高

 5 井出 優香子(2) 諏訪    17.73 
ｲﾃﾞ ﾕｶｺ 諏訪清陵高

 6 牛山 奈緒(2) 諏訪    17.74 
ｳｼﾔﾏ ﾅｵ 諏訪二葉高

 7 向澤 璃茄(2) 諏訪    17.77 
ﾑｶｲｻﾞﾜ ﾘﾅ 諏訪実業高

 8 下平 真希(2) 飯伊    18.67 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｷ 飯田女子高

1   687

2    40

8   678

7   660

3   690

5   706

6   630

4   663

7   450

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   687

8   804

5   630

6   678

3   950
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   514

5   947

8   706

4    40

記録／備考
7   690

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6   512
欠場

順

3   864
欠場

4   361

記録／備考
8   663

5   800

7   660

女子

100mH

予選 通過基準  3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



決勝 7月19日 14:00

大会新        

 1 小井土 美希(3) 諏訪 26,29.02 
ｺｲﾄﾞ ﾐｷ 東海大三高

 2 吉川 世里香(3) 飯伊 28,40.92 
ﾖｼｶﾜ ｾﾘｶ 松川高

 3 安田 ゆず葉(2) 飯伊 29,17.51 
ﾔｽﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 松川高

9    65

8   633

7    64

女子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月19日 13:00
決勝 7月19日 16:10

大会新        49.90

[ 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   2 高遠高   390 竹松 多恵子(1)    54.24 q 1  4 東海大三高  638 野村 あずさ(1)    51.84 q

ﾀｶﾄｵｺｳ ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ
  382 伊澤 楓(2)  637 梅村 映美(1)

ｲｻﾜ ｶｴﾃﾞ ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ
  383 藤澤 芽吹(2)  636 上條 愛海(1)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾒﾌﾞｷ ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾐ
  381 松本 真季(2)  630 鈴木 理也(3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ ｽｽﾞｷ ﾘﾔ
 2   8 伊那弥生ヶ丘高   344 青木 亜里沙(1)    54.38 q 2  8 諏訪二葉高  663 井口 恵里佳(1)    54.56 q

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｱｵｷ ｱﾘｻ ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ
  345 武田 真緒(1)  659 濵 汐音(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ ﾊﾏ ｼｵﾈ
  340 池田 奈美(2)  660 牛山 奈緒(2)

ｲｹﾀﾞ ﾅﾐ ｳｼﾔﾏ ﾅｵ
  346 北原 亜美(1)  657 小口 明音(3)

ｷﾀﾊﾗ ｱﾐ ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ
 3   4 南箕輪中   451 根津 みなみ(3)    55.19 3  7 伊那中  541 小出 詩織(3)    57.15 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾈﾂ ﾐﾅﾐ ｲﾅﾁｭｳ ｺｲﾃﾞ ｼｵﾘ
  449 征矢 希(3)  544 原 千春(2)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ ﾊﾗ ﾁﾊﾙ
  458 高井 ジャンユキ(1)  542 小池 みのり(3)

ﾀｶｲ ｼﾞｬﾝﾕｷ ｺｲｹ ﾐﾉﾘ
  453 金山 文佳(3)  543 西田 綾花(3)

ｶﾅﾔﾏ ﾌﾐｶ ﾆｼﾀﾞ ｱﾔｶ
 4   6 飯田高   104 澁谷 未来(2)    56.78 4  1 高森中  150 鷲山 ひなた(1)    58.96 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾐｸﾙ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾜｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ
  102 吉川 里緒奈(1)  149 北見 舞夏(1)

ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ ｷﾀﾐ ﾏｲｶ
  106 清水 麻由子(2)  151 常盤 智世(1)

ｼﾐｽﾞ ﾏﾕｺ ﾄｷﾜ ﾄﾓﾖ
  103 小池 梓(1)  152 上澤 美波(1)

ｺｲｹ ｱｽﾞｻ ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ
 5   7 上諏訪中   825 宮坂 季恵(1)    57.14 5  6 岡谷北部中  898 堀内 香那(1)    59.38 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ｷｴ ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾎﾘｳﾁ ｶﾅ
  821 河西 七海(1)  897 巻渕 奈央(1)

ｶｻｲ ﾅﾅﾐ ﾏｷﾌﾞﾁ ﾅｵ
  819 河西 綾香(1)  904 宮坂 舞(2)

ｶｻｲ ｱﾔｶ ﾐﾔｻｶ ﾏｲ
  826 宮坂 千夏(1)  903 下村 都子(2)

ﾐﾔｻｶ ﾁﾅﾂ ｼﾓﾑﾗ ﾐﾔｺ
 6   3 長峰中    79 池上 真理奈(2)    57.28 6  5 中川中  483 菅沼 亜衣梨(1)    59.59 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾘﾅ ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ｽｶﾞﾇﾏ ｱｲﾘ
  764 池上 成美(1)  484 小原 愛(2)

ｲｹｶﾞﾐ ﾅﾙﾐ ｺﾊﾗ ｱｲ
  758 五味 あかり(2)  486 小塩 早紀(1)

ｺﾞﾐ ｱｶﾘ ｺｼｵ ｻｷ
  759 小池 香穂(2)  475 福島 梨央(1)

ｺｲｹ ｶﾎ ﾌｸｼﾏ ﾘｵ
 7   5 諏訪西中   785 藤森 有香(1)    59.15  2 茅野北部中

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｶ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ 欠場
  780 神澤 智世(1)

ｶﾝｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ
  778 有田 かな(2)

ｱﾘﾀ ｶﾅ
  777 原田 彩那(2)

ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾅ
  1 諏訪清陵高  3 緑ヶ丘中

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ 欠場 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ 欠場

女子

4×100mR

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4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   5 諏訪実業高   687 向澤 璃茄(2)    52.92 q 1  1 岡谷東部中  914 中村 友紀(2)    53.58 q

ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳ ﾑｶｲｻﾞﾜ ﾘﾅ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
  688 齊藤 優衣(2)  857 小松 恵美(2)

ｻｲﾄｳ ﾕｲ ｺﾏﾂ ｴﾐ
  689 上原 亜里沙(1)  858 武井 萌美(2)

ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ ﾀｹｲ ﾓｴﾐ
  685 深谷 里佳(2)  921 宮澤 智優(3)

ﾌｶﾔ ﾘｶ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ
 2   6 春富中   508 下島 彩夢(2)    54.25 q 2  4 伊那西高  374 大久保 萌花(2)    53.59 q

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ ｲﾅﾆｼｺｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾓｴｶ
  504 春日 小雪(3)  372 浦野 木乃実(2)

ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ ｳﾗﾉ ｺﾉﾐ
  505 橋本 紗季(3)  370 吉瀬 瞳(3)

ﾊｼﾓﾄ ｻｷ ｷｾ ﾋﾄﾐ
  506 大脇 愛菜(3)  373 松島 愛(2)

ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ ﾏﾂｼﾏ ｱｲ
 3   2 松川高    62 木下 香奈絵(2)    55.06 3  2 伊那松川中  172 家苗 蒔(1)    55.38 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｷﾉｼﾀ ｶﾅｴ ｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｶﾅｴ ﾏｷ
   59 青木 柚佳(2)  164 今泉 茜音(3)

ｱｵｷ ﾕｶ ｲﾏｲｽﾞﾐ ｱｶﾈ
   64 吉川 世里香(3)  171 南林 いずみ(1)

ﾖｼｶﾜ ｾﾘｶ ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ
   61 川上 円佳(3)  163 菅沼 真洸(1)

ｶﾜｶﾐ ﾏﾄﾞｶ ｽｶﾞﾇ ﾏﾋﾛ
 4   7 諏訪南中   804 神谷 桃香(3)    55.90 4  5 原中  848 小池 千明(3)    57.51 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ ﾊﾗﾁｭｳ ｺｲｹ ﾁｱｷ
  802 高山 夏美(3)  835 坂口 佳帆(3)

ﾀｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ ｻｶｸﾞﾁ ｶﾎ
  800 野口 那奈美(2)  845 清水 千聖(1)

ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ ｼﾐｽﾞ ﾁｻﾄ
  799 金井 亜衣梨(3)  838 前島 奈々(2)

ｶﾅｲ ｱｲﾘ ﾏｴｼﾏ ﾅﾅ
 5   4 岡谷南高   619 小林 祥子(2)    56.46 5  3 岡谷西部中  944 久保田 早也香(1)  1,01.54 

ｵｶﾔﾐﾅﾐｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ｻﾔｶ
  622 平林 静(1)  945 横内 日菜子(1)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｶ ﾖｺｳﾁ ﾋﾅｺ
  620 堀内 奈緒美(2)  947 井出香菜子(1)

ﾎﾘｳﾁ ﾅｵﾐ ｲﾃﾞ ｶﾅｺ
  621 中澤 彩乃(2)  949 宮澤 佳苗(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾉ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅｴ
 6   8 伊那東部中   569 原 裕美佳(2)    56.52 6  6 辰野中 1310 桑澤 瑛江  1,02.46 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾊﾗ ﾕﾐｶ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ
  567 飯島 栞(2) 1309 吉沢 千咲

ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾘ ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｻｷ
  574 伊藤 京香(2)  588 溝尾 彩夏(2)

ｲﾄｳ ｷｮｳｶ ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ
  575 小澤 佳奈子(2)  587 鈴木 幸恵(2)

ｵｻﾞﾜ ｶﾅｺ ｽｽﾞｷ ｻﾁｴ
 7   1 富士見中   739 小林 沙綾(1)    57.45 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ
  744 深沢 里奈(1)

ﾌｶｻﾜ ﾘﾅ
  736 松坂 春子(2)

ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾙｺ
  735 中井 優(2)

ﾅｶｲ ﾕｳ
 8   3 箕輪中   431 垣内 夕(1)  1,01.10 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶｷｳﾁ ﾕｳ
  436 原 鈴華(1)

ﾊﾗ ｽｽﾞｶ
  430 樋口 由葵(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  432 伯耆原 由花(1)

ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ

女子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 東海大三高   638 野村 あずさ(1)    51.66 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ
  637 梅村 映美(1)

ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ
  636 上條 愛海(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾐ
  630 鈴木 理也(3)

ｽｽﾞｷ ﾘﾔ
 2   6 伊那西高   374 大久保 萌花(2)    53.00 

ｲﾅﾆｼｺｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾓｴｶ
  372 浦野 木乃実(2)

ｳﾗﾉ ｺﾉﾐ
  370 吉瀬 瞳(3)

ｷｾ ﾋﾄﾐ
  373 松島 愛(2)

ﾏﾂｼﾏ ｱｲ
 3   4 諏訪実業高   687 向澤 璃茄(2)    53.17 

ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳ ﾑｶｲｻﾞﾜ ﾘﾅ
  688 齊藤 優衣(2)

ｻｲﾄｳ ﾕｲ
  689 上原 亜里沙(1)

ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ
  685 深谷 里佳(2)

ﾌｶﾔ ﾘｶ
 4   5 岡谷東部中   914 中村 友紀(2)    53.30 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
  857 小松 恵美(2)

ｺﾏﾂ ｴﾐ
  858 武井 萌美(2)

ﾀｹｲ ﾓｴﾐ
  921 宮澤 智優(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ
 5   8 高遠高   390 竹松 多恵子(1)    53.99 

ﾀｶﾄｵｺｳ ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ
  382 伊澤 楓(2)

ｲｻﾜ ｶｴﾃﾞ
  383 藤澤 芽吹(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾒﾌﾞｷ
  381 松本 真季(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ
 6   2 伊那弥生ヶ丘高   344 青木 亜里沙(1)    54.16 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｱｵｷ ｱﾘｻ
  345 武田 真緒(1)

ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ
  340 池田 奈美(2)

ｲｹﾀﾞ ﾅﾐ
  346 北原 亜美(1)

ｷﾀﾊﾗ ｱﾐ
 7   1 諏訪二葉高   663 井口 恵里佳(1)    54.35 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ
  659 濵 汐音(2)

ﾊﾏ ｼｵﾈ
  660 牛山 奈緒(2)

ｳｼﾔﾏ ﾅｵ
  657 小口 明音(3)

ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ
 8   7 春富中   508 下島 彩夢(2)    54.49 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ
  504 春日 小雪(3)

ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ
  505 橋本 紗季(3)

ﾊｼﾓﾄ ｻｷ
  506 大脇 愛菜(3)

ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ

決勝

女子

4×100mR



決勝 7月19日 13:30

大会新        1.63

1m60 1m65 1m65 1m63 1m61
田中 恵(2) 諏訪 - - - - - - - O O O
ﾀﾅｶ ｱﾔ 松本大 XO XXX X X O
松島 愛(2) 上伊那 - - - - - - - O O O
ﾏﾂｼﾏ ｱｲ 伊那西高 XO XXX X X X
有賀 楓子(2) 上伊那 - - - - - - - - O XO
ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ 伊那北高 XXO XXX
丸山 晴香(1) 上伊那 - - - - - O O O XXO XXX
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙｶ 赤穂高
伊藤 美智花(3) 上伊那 - - - - - O O O XXX
ｲﾄｳ ﾐﾁｶ 伊那弥生ヶ丘高
関 七菜実(3) 諏訪 - - - O O XO O O XXX
ｾｷ ﾅﾅﾐ 岡谷西部中
牛山 奈緒(2) 諏訪 - - - O O O O XXX
ｳｼﾔﾏ ﾅｵ 諏訪二葉高
大脇 愛菜(3) 上伊那 - - - - - XO O XXX
ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ 春富中
青木 友里恵(1) 上伊那 - - - O O XXO XXX
ｱｵｷ ﾕﾘｴ 伊那北高
白澤 美雪(3) 上伊那 - - - O O XXX
ｼﾗｻﾜ ﾐﾕｷ 伊那西高
手塚 日向子(2) 上伊那 - - - - O XXX
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 春富中
溝尾 彩夏(2) 上伊那 O O O XO XXO XXX
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 辰野中
井口 恵里佳(1) 諏訪 - - XO XO XXO XXX
ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉高
北野 未紗(3) 飯伊 O XO O O XXX
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南一中
唐澤 遥南(1) 上伊那 O XXO O O XXX
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 春富中
岡澤 沙衣(1) 諏訪 O O XO XO XXX
ｵｶｻﾞﾜ ｻｲ 岡谷西部中
井出 優香子(2) 諏訪 - - O XXO XXX
ｲﾃﾞ ﾕｶｺ 諏訪清陵高
北原 舞雪(3) 諏訪 - - XO XXO XXX
ｷﾀﾊﾗ ﾏﾕ 岡谷西部中
加々見 紗希(2) 諏訪 O O O XXX
ｶｶﾞﾐ ｻｷ 諏訪南中
吉川 里緒奈(1) 飯伊 - XO O /
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田高
原田 彩那(2) 諏訪 O XO XO XXX
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾅ 諏訪西中
藤森 郁実(1) 諏訪 XO O XXX
ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｸﾐ 諏訪西中
増澤摩耶佳 上伊那 - XXO XXX
ﾏｽｻﾞﾜ ﾏﾔｶ 辰野高
宮坂 侑希(1) 諏訪 XO XXO XXX
ﾐﾔｻｶ ﾕｷ 長峰中
小林 茜(1) 諏訪 XXO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 長峰中
赤堀 琴未(2) 上伊那 欠場
ｱｶﾎﾘ ｺﾄﾐ 南箕輪中
中川 実菜穂(2) 上伊那 欠場
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾅﾎ 伊那東部中
中原 遥菜(1) 上伊那 - - - - / 記録なし
ﾅｶﾊﾗ ﾊﾙﾅ 高遠高
深沢 里奈(1) 諏訪 XXX 記録なし
ﾌｶｻﾜ ﾘﾅ 富士見中
美齊津 七海(1) 諏訪 XXX 記録なし
ﾐｻｲﾂ ﾅﾅﾐ 諏訪西中
小池 優雅(1) 諏訪 - - XXX 記録なし
ｺｲｹ ﾕｳｶ 長峰中

26   787

30   760

9   389

14   744

23   456

27   576

24 22   761
 1.15

25 20   757
 1.10

22 24   789
 1.15

23 17   413
 1.15

20 25   102
 1.20

21 28   777
 1.20

18 18   931
 1.25

19 6   809
 1.20

16 16   946
 1.25

17 4   678
 1.25

14 31   175
 1.25

15 29   511
 1.25

12 5   588
 1.30

13 10   663
 1.30

10 1   371
 1.30

10 3   509
 1.30

8 7   506
 1.40

9 21   358
 1.35

6 2   934
 1.45

7 8   660
 1.40

4 19   422
 1.50

5 13   339
 1.45

2 15   373
 1.60

3 11   359
 1.60

1m50 1m55

1 12   601
 1.61

記録 備考
1m10 1m15 1m20 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



決勝 7月19日 9:30

大会新        3.30

3m30 3m31 3m40
伊澤 楓(2) 上伊那 - - - - - O O O O O 大会新
ｲｻﾜ ｶｴﾃﾞ 高遠高 - XO XXX
松本 真季(2) 上伊那 - - XO - XXO O XXO XO XXX
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 高遠高
上原 悠紀(3) 諏訪 - - O O O O XXX
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 永明中
田中 優奈(3) 諏訪 - - O O XXX
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 茅野東部中
藤澤 芽吹(2) 上伊那 - - O O XXX
ﾌｼﾞｻﾜ ﾒﾌﾞｷ 高遠高
小牧 柚香(2) 上伊那 O O O XXX
ｺﾏｷ ﾕｶ 伊那北高
若狭 杏子(1) 諏訪 - XO O XXX
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高
根津 みなみ(3) 上伊那 O XO XXO XXX
ﾈﾂ ﾐﾅﾐ 南箕輪中
両角 果穂(3) 諏訪 O O XXX
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 茅野東部中
宮坂 あきほ(2) 諏訪 O O XXX
ﾐﾔｻｶ ｱｷﾎ 永明中
両角 茜音(1) 諏訪 O O XXX
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 永明中
青木 亜由美 飯伊 XXX
ｱｵｷ ｱﾕﾐ ﾄﾞﾘｰﾑA.C
山田 かなで(1) 上伊那 欠場
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 春富中

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
2m00 2m20 2m40 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10 3m20

1 1   382

記録

3 2   870
 2.80

 3.31

2 6   381
 3.00

4 7   383
 2.60

4 5   864
 2.60

7 4   661
 2.40

6 10   360
 2.40

9 8   865
 2.20

8 12   451
 2.40

9 13   878
 2.20

9 9   876
 2.20

11   515

3    21



決勝 7月19日 13:30

県高校新             6.02

宮坂 楓(3) 諏訪   X  5.89  5.96   X  6.06    X    6.06 県高校新
ﾐﾔｻｶ ｶｴﾃﾞ 東海大三高  +1.8  +2.1  +0.6    +0.6
青木 亜里沙(1) 上伊那  4.67  5.02  5.03  5.17  5.28   5.25    5.28 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高  +2.7  +2.2  +1.4  +0.7  +1.6   +2.5    +1.6
小口 明音(3) 諏訪  5.17  4.68  4.96   X  5.15    X    5.17 
ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 諏訪二葉高  +1.4  +3.2  +0.5  +2.6    +1.4
橋本 紗季(3) 上伊那  4.83  4.96  5.01  4.95   X    X    5.01 
ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 春富中  +1.9  +2.6  +2.6  +2.5    +2.6
大久保 萌花(2) 上伊那  4.47  4.78  4.82   X   X   5.01    5.01 
ｵｵｸﾎﾞ ﾓｴｶ 伊那西高  +0.3  +2.8  +2.1   +2.0    +2.0
井出 有希子(3) 諏訪  4.84   X   X  4.92  4.77   4.88    4.92 
ｲﾃﾞ ﾕｷｺ 諏訪実業高  +2.1  +3.0  +1.5   +1.4    +3.0
田口 瑠莉(2) 上伊那  4.72  4.86  4.76   X  4.67    X    4.86 
ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ 上伊那農業高  +2.4  +2.8  +2.0  +1.8    +2.8
松坂 春子(2) 諏訪  4.65  4.75   X  4.56  4.76   4.48    4.76 
ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾙｺ 富士見中  +1.8  +1.9  +1.5  +1.3   +2.1    +1.3
三村 捺美(1) 飯伊  4.58  4.69  4.61    4.69 
ﾐﾑﾗ  ﾅﾂﾐ 飯田風越高  +0.8  +2.6  +1.8    +2.6
小林 祥子(2) 諏訪  4.19  4.19  4.60    4.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ 岡谷南高  +1.1  +2.1  +2.1    +2.1
西村 千明(1) 上伊那  4.34  4.09   X    4.34 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那中  +1.7  +1.7    +1.7
高井 ユージン(3) 上伊那  4.01  4.26  4.23    4.26 
ﾀｶｲ ﾕｰｼﾞﾝ 南箕輪中  +3.3  +3.1  +2.0    +3.1
堀内 彩乃(2) 諏訪  4.19  4.03  4.14    4.19 
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 諏訪南中  +1.4  +3.2  +2.1    +1.4
野澤 早織(1) 上伊那  3.92  4.08  4.16    4.16 
ﾉｻﾞﾜ ｻｵﾘ 辰野中  +0.8  +2.6  +2.0    +2.0
宮澤 彩華 上伊那  4.12   X  4.09    4.12 
ﾐﾔｻﾞﾜｱﾔｶ 辰野高  +1.6  +1.5    +1.6
酒井 珠良(1) 上伊那   X  4.09   X    4.09 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 南箕輪中  +1.9    +1.9
清水 涼香(2) 上伊那  3.66  3.80  4.06    4.06 
ｼﾐｽﾞ ｽｽﾞｶ 春富中  +1.6  +0.8  +1.5    +1.5
林 瑞希(2) 諏訪  4.06   X  3.58    4.06 
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ 岡谷西部中  +2.3  +1.3    +2.3
中澤 彩乃(2) 諏訪  3.65  4.01  3.58    4.01 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 岡谷南高  +1.9  +1.6  +2.5    +1.6
小澤 佳奈子(2) 上伊那  3.75  3.81  3.97    3.97 
ｵｻﾞﾜ ｶﾅｺ 伊那東部中  +2.7   0.0  +1.2    +1.2
寺本 聡美(1) 上伊那   X  3.93  3.83    3.93 
ﾃﾗﾓﾄ ｻﾄﾐ 春富中  +2.6  +2.5    +2.6
赤羽 香子(1) 上伊那  3.74  3.81  3.89    3.89 
ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｺ 辰野中  +2.7   0.0  +1.3    +1.3
伊藤 瑞季(1) 諏訪   X  3.83  3.63    3.83 
ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 諏訪南中  +0.6  +3.0    +0.6
山田 奈々(1) 諏訪  3.54  3.72  3.67    3.72 
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅ 岡谷東部中  +2.4  +2.8  +1.4    +2.8
武村 結香(2) 諏訪  3.36  3.49  3.69    3.69 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｶ 永明中  +1.1  +2.1  +0.5    +0.5
平谷 楓花(1) 諏訪  3.64   X  3.36    3.64 
ﾋﾗﾔ ﾌｳｶ 岡谷東部中  +0.7  +1.1    +0.7
伊藤 京香(2) 上伊那  3.54  3.62  3.56    3.62 
ｲﾄｳ ｷｮｳｶ 伊那東部中  +1.9  +1.6  +3.4    +1.6
宮崎 希(1) 上伊那  3.45  3.60  3.51    3.60 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那中  +1.6  +1.5  +1.8    +1.5
横内 日菜子(1) 諏訪  3.58  3.50  3.22    3.58 
ﾖｺｳﾁ ﾋﾅｺ 岡谷西部中  +3.3  +3.1  +1.0    +3.3
小林 紗弥香(1) 諏訪  3.56  3.00  3.30    3.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上諏訪中  +1.5  +1.3  +1.5    +1.5
竹村 彩花(3) 諏訪  3.13   X  3.56    3.56 
ﾀｹﾑﾗ ｱﾔｶ 諏訪南中  +1.3  +1.5    +1.5
澁谷 未来(2) 飯伊  3.45  3.54   X    3.54 
ｼﾌﾞﾔ ﾐｸﾙ 飯田高  +0.3  +2.8    +2.8
木下 萌(1) 諏訪  3.54   X   X    3.54 
ｷﾉｼﾀ ﾓｴ 諏訪西中  +2.3    +2.3
根橋 なつみ(1) 上伊那  3.24  3.44  3.41    3.44 
ﾈﾊﾞｼ ﾅﾂﾐ 辰野中  +2.8  +2.8  +1.1    +2.8
坂本 悠里(1) 諏訪  3.42   X   X    3.42 
ｻｶﾓﾄ ﾕﾘ 富士見中  +0.9    +0.9
増澤摩耶佳 上伊那  3.25  3.41  3.37    3.41 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾏﾔｶ 辰野高  +1.6  +0.8  +2.4    +0.8
小林 優菜(1) 上伊那  3.12  3.21  3.38    3.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ 伊那中  +1.5  +1.3  +1.1    +1.1

女子

走幅跳              

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 2   631

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

3 4   657

2 8   344

5 3   374

4 16   505

7 9   401

6 1   684

9 11    33

8 6   736

11 17   549

10 5   619

13 29   807

12 7   452

15 12   408

14 35   592

17 23   507

16 31   459

19 15   621

18 19   939

21 39   513

20 20   575

23 26   806

22 44   590

25 30   874

24 34   919

27 38   574

26 48   917

29 32   945

28 36   550

31 37   808

30 47   822

33 43   782

32 28   104

35 27   743

34 18   591

37 25   547

36 46   413



堀 佑奈(1) 上伊那  3.29   X   X    3.29 
ﾎﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中  +2.7    +2.7
宮澤 佳苗(1) 諏訪  3.24  2.83  2.41    3.24 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅｴ 岡谷西部中  +0.9  +1.6  +1.2    +0.9
野村 早希(1) 諏訪  3.09  2.87  2.77    3.09 
ﾉﾑﾗ ｻｷ 諏訪西中  +1.5   0.0  +1.4    +1.5
小池 夢羅(1) 諏訪  2.79  2.76  2.70    2.79 
ｺｲｹ ﾕﾗ 諏訪西中  +2.0  +1.8  +2.0    +2.0
小林 茉美(1) 諏訪  2.78   X   X    2.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ 富士見中  +0.9    +0.9
入江 亜寿紗(2) 飯伊   X   X  2.56    2.56 
ｲﾘｴ ｱｽﾞｻ 松川高  +2.6    +2.6
小林 にじほ(1) 諏訪   X   X   X
ｺﾊﾞﾔｼ ﾆｼﾞﾎ 岡谷東部中
藤森 加那子(1) 諏訪   X   X   X
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾅｺ 長峰中
半﨑 まあや(2) 飯伊 欠場
ﾊﾝｻﾞｷ ﾏｱﾔ 緑ヶ丘中
上原 悠紀(3) 諏訪 欠場
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 永明中
丹羽 朱里(2) 諏訪 欠場
ﾆﾜ ｱｶﾘ 茅野北部中
堀内 奈緒美(2) 諏訪 欠場
ﾎﾘｳﾁ ﾅｵﾐ 岡谷南高
蟹澤 優衣(2) 上伊那 欠場
ｶﾆｻﾜ ﾕｲ 伊那東部中

氏  名 所属名 -1-

女子

走幅跳              
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考

38 33   460
-5- -6- 記録-2- -3- -4-

40 50   783

39 45   949

42 21   742

41 49   781

44 13   918

43 40    60

10   130

44 42   762

22   851

14   870

41   573

24   620



決勝 7月19日 9:30

3m30 3m31 3m40
桜井 まどか(1) 上伊那 O O O XXO O XXX
ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高遠高
竹松 多恵子(1) 上伊那 XO XO XXX
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠高

オープン女子  

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
2m00 2m20 2m40 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00

 2.70

2 2   390
 2.20

3m10 3m20

1 1   388



決勝 7月19日 12:30

大会新        12.05

有賀 菜央(3) 上伊那
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 辰野中
齋藤 知美(2) 飯伊
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 松川高
小口 明音(3) 諏訪
ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 諏訪二葉高
金山 文佳(3) 上伊那
ｶﾅﾔﾏ ﾌﾐｶ 南箕輪中
小林 南美(3) 諏訪
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ 富士見中
町田 佳穂(1) 上伊那
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北高
登内 彩香(2) 上伊那
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那東部中
掘内 美佳(1) 上伊那
ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ 辰野中
遠藤 瑞希(1) 諏訪
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 富士見中
田宮 栞奈(1) 諏訪
ﾀﾐﾔ ｶﾝﾅ 富士見中

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-

 7.40  7.63

-3- -4- -5- -6-

 6.98  7.37

記録 備考
1 3   583

 7.70  6.84  7.60

 7.30  6.75

 7.07   7.70 

2 4    66
 6.68  6.90  6.96

  -  6.74

 6.87   7.37 

3 2   657
 7.15  6.96  7.08

 5.60  6.29

 6.62   7.30 

4 1   453
 6.40  6.04   -

 5.85  5.97

 6.97   6.97 

5 6   734
 5.27  5.66  5.71

 4.96  5.30

 5.29   6.29 

6 7   361
 6.02  5.80  5.90

 5.17  5.10

 5.68   6.02 

7 5   577
 5.30  5.62  5.47  5.84   5.84 

8 9   589
 4.96  4.88  5.24  4.20   5.24 

9 10   738
 5.12  4.77  4.57

  4.25 

  5.12 

10 8   741
  X  4.25  3.85



決勝 7月19日 9:30

大会新        38.38

齋藤 知美(2) 飯伊
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 松川高
酒井 菜津希(1) 諏訪
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 諏訪実業高
有賀 菜央(3) 上伊那
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 辰野中
窪田 暉(3) 諏訪
ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 長峰中
宮澤 あずさ(2) 諏訪
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｽﾞｻ 岡谷西部中
青木 友里恵(1) 上伊那
ｱｵｷ ﾕﾘｴ 伊那北高
金木 彩見(1) 上伊那
ｶﾈｷ ｱﾔﾐ 伊那西高
林 瑞希(2) 諏訪
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ 岡谷西部中
池上 成美(1) 諏訪
ｲｹｶﾞﾐ ﾅﾙﾐ 長峰中
一ノ瀬 菜奈(3) 上伊那 欠場
ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野中
五味 杏奈(1) 諏訪 欠場
ｺﾞﾐ ｱﾝﾅ 長峰中

11   765

 13.38 

4   584

  X   O   O  15.10 

9 5   764
  O 13.38   O

  O   O   O  15.87 

8 3   939
  O 15.10   O

  O   O 16.40  16.40 

7 8   375
  X   O 15.87

  O   O   X  16.86 

6 10   358
15.43   X   O

  O   O 17.46  17.46 

5 9   940
  O 16.86   O

  O   X   O  18.47 

4 7   763
  O 16.01   O

  X   O   O  18.71 

3 2   583
  O   O 18.47

  O   O   O  20.90 

2 1   691
  X 18.71   O

1 6    66
  O   O 20.90

-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 7月19日 14:30

大会新        39.90

落合 悟花(1) 上伊那
ｵﾁｱｲ ｻﾄｺ 伊那北高
上原 瑛美(2) 諏訪
ｳｴﾊﾗ ｴﾐ 諏訪清陵高
下島 鈴花(3) 上伊那
ｼﾓｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 上伊那農業高
中澤 彩乃(2) 諏訪
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 岡谷南高
春日 智香(3) 上伊那
ｶｽｶﾞ ﾁｶ 伊那北高
金木 彩見(1) 上伊那
ｶﾈｷ ｱﾔﾐ 伊那西高
樋口 梨乃(1) 飯伊
ﾋｸﾞﾁ  ﾘﾉ 飯田風越高
備前 美樹(2) 諏訪 欠場
ﾋﾞｾﾞﾝ ﾐｷ 岡谷東高

女子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  O   O

-3- -4- -5- -6-

  O   O

記録 備考
1 3   366

  O   O 26.61

  O   O

  O  26.61 

2 4   683
  O 25.89   O

20.66   X

  -  25.89 

3 1   399
  O   O 24.78

20.09   -

  X  24.78 

4 8   621
17.75   X   O

  X   O

  X  20.66 

5 5   364
  O   X 17.94

  O   O

  -  20.09 

6 7   375
  O 19.59   O   O  19.59 

7 6    34
  O   O 15.80 16.04  16.04 

2   719
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