
第46回上伊那秋季記録会　兼　第16回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ                           
　　主催：上伊那陸上競技協会・上伊那ｽﾎﾟｰﾂ振興協議会                             

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202030  伊那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
09/10 女子 宮脇 玲菜(3) 12.78 山田 愛(3) 12.98 北原 詩織(3) 13.07 伯耆原 由花(2) 13.30 高梨 美岐(3) 13.50 小口 珠緒(2) 13.63 西村 千明(2) 13.75 高井 ジャンユキ 13.83

１００ｍ 中学･駒ヶ根東中 中学･鉢盛中 中学･駒ヶ根東中 中学･箕輪中 中学･駒ヶ根東中 中学･上諏訪中 中学･伊那中 中学･南箕輪中
09/10 上條 麻奈(3) 1,02.91 吉川 夏鈴(2) 1,08.03 小口 珠緒(2) 1,10.92 北原 咲来(1) 1,13.51 柏原 千夏(1) 1,15.52 榊山 莉帆(1) 1,17.35 鰍澤 さやか(1)

４００ｍ 中学･鉢盛中 中学･鼎中 中学･上諏訪中 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･竜東中 中学･駒ヶ根東中
09/10 上條 麻奈(3) 2,24.81 松村 彩乃(1) 2,34.28 長谷川 美波(2) 2,42.92 橋本 環(1) 2,43.16 樋屋 彩(1) 2,43.72 曽根原 可菜(1) 2,45.90 河原 里紗(1) 2,46.29 林 知紘(1) 2,46.84

８００ｍ 中学･鉢盛中 中学･中川中 中学･飯田高陵中 中学･飯田東中 中学･駒ヶ根東中 中学･北安松川中 中学･上諏訪中 中学･箕輪中
09/10  -0.1 小合 沙季(3) 10,12.20 安田 佳織(3) 10,31.13 清水 彩音(1) 10,51.64 堀内 智加(1) 11,05.97 蟹澤 紗希(2) 11,07.93 菅沼 真衣(3) 11,21.53 下平 尚(2) 11,26.91 宮入 唯(2) 11,33.95

３０００ｍ 中学･穂高西中 中学･鉢盛中 中学･南箕輪中 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･鉢盛中 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中
09/10 有賀 楓子(3) 1.60 唐澤 遥南(2) 1.45 鷲山 令珠(3) 1.40 宮嶋 柚芽(2) 1.40 前田 花奈(1) 1.35 常盤 智世(2) 1.25 上澤 美波(2) 1.25 曽根原 可菜(1) 1.25

走高跳 高校･伊那北高 中学･春富中 中学･高森中 中学･辰野中 中学･伊那東部中 中学･高森中 中学･高森中 中学･北安松川中
09/10 原 裕美佳(3) 2.30

棒高跳 中学･伊那東部中
09/10 西村 千明(2) 4.80(+0.1) 宮坂 千夏(2) 4.59(+0.4) 三浦 遥果(2) 4.53(-0.6) 野澤 早織(2) 4.39(0.0) 鷲山 令珠(3) 4.34(0.0) 畑 瑠衣菜(3) 4.33(-0.5) 宮坂 彩夏(1) 4.14(-1.2) 曽根原 まろみ(2)4.01(-1.3)

走幅跳 中学･伊那中 中学･上諏訪中 中学･飯田高陵中 中学･辰野中 中学･高森中 中学･辰野中 中学･南箕輪中 中学･鉢盛中
09/10 高橋 みほか(2) 17.03

円盤投(1.000kg) 中学･飯田高陵中
09/10 駒ヶ根東中(B)      51.94 上諏訪中(A)       53.81 箕輪中       53.82 飯田高陵中       54.61 駒ヶ根東中(A)      55.19 伊那中       55.46 辰野中(A)       55.53 南箕輪中       56.55

４×１００ｍＲ 高梨 美岐(3) 長谷川 流奈(2) 河野 恵理子(1) 三澤 葵(1) 木下 美波(1) 向山 ひより(2) 吉沢 千咲(2) 原 七瀬(1)
宮脇 玲菜(3) 小口 珠緒(2) 伯耆原 由花(2) 征矢野 美結(2) 菅沼 菜摘(2) 西村 千明(2) 蟹澤 佑夏(2) 高井 ジャンユキ(2)
伊藤 未波(3) 河西 綾香(2) 樋口 由葵(2) 宮崎 真衣奈(1) 宮入 唯(2) 中村 菜々子(1) 小澤 春那(1) 酒井 珠良(2)
北原 詩織(3) 宮坂 千夏(2) 小田切 緑(1) 三浦 遥果(2) 柏原 千夏(1) 橋爪 郁未(2) 桑澤 瑛江(2) 宮坂 彩夏(1)

09/10 中学女子 登内 彩香(3) 8.93 堀内 美佳(2) 8.52 高井 ジャンユキ 8.18 細井 友香(1) 7.86 重盛 友希(1) 7.74 生駒 名菜(2) 7.54 征矢野 美結(2) 7.22 高橋 みほか(2) 7.07
砲丸投(2.721kg) 中学･伊那東部中 中学･辰野中 中学･南箕輪中 中学･春富中 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中

09/10 村松 佐恵(1) 22.91
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･春富中

09/10 小学4年女子  -3.7 出羽澤 茜(4) 16.59 清水 華乃(4) 16.73 唐澤 花実(4) 16.99 小原 茉莉(4) 17.38 北村 彩羅(4) 17.56 吉瀬 遼(4) 17.97 伊藤 優直(4) 18.08
１００ｍ 小学･南箕輪小 小学･西箕輪ＡＣ 小学･駒ヶ根SS 小学･駒ヶ根SS 小学･西箕輪ＡＣ 小学･駒ヶ根SS 小学･西箕輪ＡＣ

09/10 小学5年女子  -1.7 宮崎 星来(5) 15.09 戸田 すみれ(5) 15.29 澤田侑香(5) 15.38 荻原 萌朋音(5) 15.47 金森佑奈(5) 15.62 戸枝 星(5) 15.65 井地 慶乃(5) 15.77 倉田 亜美(5) 15.99
１００ｍ 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根AC 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根AC 小学･西箕輪ＡＣ 小学･駒ヶ根AC

09/10 小学6年女子  -0.8 北原 寧々(6) 14.53 宮川 恵衣(6) 14.57 小池 涼音(6) 14.90 小松園子(6) 14.92 朝日 りおん(6) 15.38 北條 奎(6) 15.63 矢崎凛(6) 15.71 小林 愛実(6) 16.01
１００ｍ 小学･駒ヶ根AC 小学･駒ヶ根AC 小学･駒ヶ根AC 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根AC 小学･西箕輪ＡＣ 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小

09/10 小学共通女子 加藤晴香(6) 3,23.13 春日 桃桜(6) 3,27.83 高梨 菜々(6) 3,31.00 高橋 凛(4) 3,31.96 黒田 琴音(6) 3,32.65 吉川 心(6) 3,34.57 下平 綾子(6) 3,36.89 浦野 友里(6) 3,37.20
１０００ｍ 小学･伊那小 小学･駒ｹ根中沢RC 小学･駒ｹ根中沢RC 小学･駒ｹ根中沢RC 小学･伊那小 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･駒ｹ根中沢RC 小学･西春近南小

09/10 吉田みさき(6) 4.08(-0.2) 米窪莉子(6) 3.77(-0.2) 橋爪 和佳奈(5) 3.44(0.0) 松﨑 美優(6) 3.41(+0.3) 北條萌々花(6) 3.27(+1.4) 唐澤 瑠奈(5) 2.95(-0.5) 唐澤 純夏(4) 2.92(+0.1) 薩摩林 真和(4)2.89(+1.1)
走幅跳 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･西箕輪ＡＣ 小学･西箕輪ＡＣ 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根SS 小学･西箕輪ＡＣ

09/10 駒ヶ根AC(A)       58.15 南箕輪小(A)       58.84 南箕輪小(C)     1,00.12 西箕輪ＡＣ(C)    1,01.56 駒ヶ根AC(B)     1,01.75 南箕輪小(B)     1,03.56 西箕輪ＡＣ(B)    1,03.79 駒ｹ根中沢RC     1,04.29
４×１００ｍＲ 宮川 恵衣(6) 北條萌々花(6) 瀬戸由乃(5) 浦野 真衣(6) 倉田 亜美(5) 吉川つづり(5) 橋爪 和佳奈(5) 春日 桃桜(6)

小池 涼音(6) 吉田みさき(6) 戸田 すみれ(5) 北條 奎(6) 荻原 萌朋音(5) 田中 静夏(6) 井地 慶乃(5) 高梨 菜々(6)
朝日 りおん(6) 小松園子(6) 澤田侑香(5) 小林 葵(6) 戸枝 星(5) 水 沙綺(5) 河合 夏海(5) 唐木 千穂(6)
北原 寧々(6) 矢崎凛(6) 金森佑奈(5) 松﨑 美優(6) 久保村 優衣(5) 小林 愛実(6) 原 涼菜(5) 下平 綾子(6)



小学4年女子 予選 9月10日 10:15

１００ｍ 決勝 9月10日 12:55

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

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -0.7
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
 1 3    52 北村 彩羅(4) 小学    16.81 q 1 5    49 清水 華乃(4) 小学    16.44 q

ｷﾀﾑﾗ ｻﾗ 西箕輪ＡＣ ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 西箕輪ＡＣ
 2 6    25 小原 茉莉(4) 小学    16.83 q 2 6    62 出羽澤 茜(4) 小学    16.44 q

ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 駒ヶ根SS ﾃﾞﾜｻﾞﾜ ｱｶﾈ 南箕輪小
 3 7    56 夏野 香月(4) 小学    18.21 3 7     5 伊藤 鈴音(4) 小学    16.94 q

ﾅﾂﾉ ｶﾂﾞｷ 南箕輪小 ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭ
 4 2    74 平島 麻衣(4) 小学    18.28 4 3    23 吉瀬 遼(4) 小学    17.60 

ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ 南箕輪小 ｷｾ ﾊﾙｶ 駒ヶ根SS
 5 8    86 井出 妃咲(4) 小学    18.30 5 4    61 山﨑 愛子(4) 小学    17.86 

ｲﾃﾞ ｷｻｷ 日義小 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｺ 南箕輪小
 6 4    22 稲垣 和奏(4) 小学    18.53 6 2    69 谷口 茉柚(4) 小学    18.91 

ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 駒ヶ根SS ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾕ 南箕輪小
 7 5    77 矢崎 沙夜(4) 小学    18.86 

ﾔｻﾞｷ ｻﾖ 南箕輪小

[ 3組] 風速 -1.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 3    28 唐澤 花実(4) 小学    16.56 q

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 駒ヶ根SS
 2 7    36 藤森 恵弥子(3) 小学    17.31 q

ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 諏訪FA
 3 4    39 伊藤 優直(4) 小学    17.32 q

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 西箕輪ＡＣ
 4 6    66 上田 陽菜(4) 小学    17.97 

ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ 南箕輪小
 5 5    27 中嶋 杏彩(4) 小学    18.07 

ﾅｶﾞｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 駒ヶ根SS
 6 2    65 小嶌 愛里(4) 小学    18.25 

ｺｼﾞﾏ ｱｲﾘ 南箕輪小

決勝

風速 -3.7
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 3    62 出羽澤 茜(4) 小学    16.59 

ﾃﾞﾜｻﾞﾜ ｱｶﾈ 南箕輪小
 2 6    49 清水 華乃(4) 小学    16.73 

ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 西箕輪ＡＣ
 3 4    28 唐澤 花実(4) 小学    16.99 

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 駒ヶ根SS
 4 8    25 小原 茉莉(4) 小学    17.38 

ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 駒ヶ根SS
 5 5    52 北村 彩羅(4) 小学    17.56 

ｷﾀﾑﾗ ｻﾗ 西箕輪ＡＣ
 6 7    23 吉瀬 遼(4) 小学    17.97 

ｷｾ ﾊﾙｶ 駒ヶ根SS
 7 1    39 伊藤 優直(4) 小学    18.08 

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 西箕輪ＡＣ
2    61 山﨑 愛子(4) 小学

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｺ 南箕輪小 欠場



小学5年女子 予選 9月10日 10:35

１００ｍ 決勝 9月10日 13:05

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -0.1
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
 1 5    55 宮崎 星来(5) 小学    15.09 q 1 1     7 松村 紫乃(5) 小学    15.04 q

ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾗ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭ
 2 3    60 戸田 すみれ(5) 小学    15.34 q 2 3    15 戸枝 星(5) 小学    15.29 q

ﾄﾀﾞｽﾐﾚ 南箕輪小 ﾄｴﾀﾞ  ｱｶﾘ 駒ヶ根AC
 3 4    40 井地 慶乃(5) 小学    15.54 q 3 8    12 荻原 萌朋音(5) 小学    15.31 q

ｲｼﾞ ﾖｼﾉ 西箕輪ＡＣ ｵｷﾞﾊﾗ  ﾓﾓﾈ 駒ヶ根AC
 4 6    18 倉田 亜美(5) 小学    15.73 4 6    79 澤田侑香(5) 小学    15.37 q

ｸﾗﾀ  ｱﾐ 駒ヶ根AC ｻﾜﾀﾞﾕｳｶ 南箕輪小
 5 1    68 瀬戸由乃(5) 小学    15.81 5 4    59 金森佑奈(5) 小学    15.56 q

ｾﾄﾕｳﾉ 南箕輪小 ｶﾅﾓﾘﾕｳﾅ 南箕輪小
 6 2    13 久保村 優衣(5) 小学    16.13 6 2    67 水 沙綺(5) 小学    15.78 

ｸﾎﾞﾑﾗ  ﾕｲ 駒ヶ根AC ﾐｽﾞ ｻｱﾔ 南箕輪小
 7 7    57 吉川つづり(5) 小学    16.22 7 7    44 原 涼菜(5) 小学    15.98 

ｷｯｶﾜﾂﾂﾞﾘ 南箕輪小 ﾊﾗ ﾘｮｳﾅ 西箕輪ＡＣ
 8 8    42 河合 夏海(5) 小学    17.05 8 5    17 小林 稲鈴(5) 小学    18.18 

ｶﾜｲ ﾅﾂﾐ 西箕輪ＡＣ ｺﾊﾞﾔｼ  ｶﾘﾝ 駒ヶ根AC

決勝

風速 -1.7
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 3    55 宮崎 星来(5) 小学    15.09 

ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾗ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ
 2 7    60 戸田 すみれ(5) 小学    15.29 

ﾄﾀﾞｽﾐﾚ 南箕輪小
 3 6    79 澤田侑香(5) 小学    15.38 

ｻﾜﾀﾞﾕｳｶ 南箕輪小
 4 5    12 荻原 萌朋音(5) 小学    15.47 

ｵｷﾞﾊﾗ  ﾓﾓﾈ 駒ヶ根AC
 5 8    59 金森佑奈(5) 小学    15.62 

ｶﾅﾓﾘﾕｳﾅ 南箕輪小
 6 4    15 戸枝 星(5) 小学    15.65 

ﾄｴﾀﾞ  ｱｶﾘ 駒ヶ根AC
 7 2    40 井地 慶乃(5) 小学    15.77 

ｲｼﾞ ﾖｼﾉ 西箕輪ＡＣ
 8 1    18 倉田 亜美(5) 小学    15.99 

ｸﾗﾀ  ｱﾐ 駒ヶ根AC



小学6年女子 予選 9月10日 10:55

１００ｍ 決勝 9月10日 13:15

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -2.6
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
 1 5    63 小松園子(6) 小学    14.88 q 1 5    21 北原 寧々(6) 小学    14.62 q

ｺﾏﾂｿﾉｺ 南箕輪小 ｷﾀﾊﾗ  ﾈﾈ 駒ヶ根AC
 2 6    16 小池 涼音(6) 小学    15.05 q 2 3    14 宮川 恵衣(6) 小学    14.70 q

ｺｲｹ  ｽｽﾞﾈ 駒ヶ根AC ﾐﾔｶﾞﾜ  ｹｲ 駒ヶ根AC
 3 4    19 朝日 りおん(6) 小学    15.25 q 3 7    78 矢崎凛(6) 小学    15.46 q

ｱｻﾋ  ﾘｵﾝ 駒ヶ根AC ﾔｻﾞｷﾘﾝ 南箕輪小
 4 2    90 松原 さくら(5) 小学    15.75 q 4 6    53 北條 奎(6) 小学    15.57 q

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻｸﾗ 日義小 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾌﾐ 西箕輪ＡＣ
 5 3    64 小林 愛実(6) 小学    16.21 5 1     8 倉澤 まりあ(6) 小学    15.97 

ｺﾊﾞﾔｼｱﾐ 南箕輪小 ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ ｲｲﾀﾞｯｼｭ
 6 7    41 浦野 真衣(6) 小学    16.48 6 2     6 山川 りお(6) 小学    16.09 

ｳﾗﾉ ﾏｲ 西箕輪ＡＣ ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ ｲｲﾀﾞｯｼｭ
 7 8    71 田中 静夏(6) 小学    16.85 7 4    51 田中 文(6) 小学    16.79 

ﾀﾅｶｼｽﾞｶ 南箕輪小 ﾀﾅｶ ｱﾔ 西箕輪ＡＣ
 8 1     9 田中 万葉(6) 小学    17.08 8    91 池井 菜々子(6) 小学

ﾀﾅｶ ﾏﾖ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｲｹｲ ﾅﾅｺ 日義小 欠場

決勝

風速 -0.8
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 5    21 北原 寧々(6) 小学    14.53 

ｷﾀﾊﾗ  ﾈﾈ 駒ヶ根AC
 2 4    14 宮川 恵衣(6) 小学    14.57 

ﾐﾔｶﾞﾜ  ｹｲ 駒ヶ根AC
 3 3    16 小池 涼音(6) 小学    14.90 

ｺｲｹ  ｽｽﾞﾈ 駒ヶ根AC
 4 6    63 小松園子(6) 小学    14.92 

ｺﾏﾂｿﾉｺ 南箕輪小
 5 7    19 朝日 りおん(6) 小学    15.38 

ｱｻﾋ  ﾘｵﾝ 駒ヶ根AC
 6 1    53 北條 奎(6) 小学    15.63 

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾌﾐ 西箕輪ＡＣ
 7 8    78 矢崎凛(6) 小学    15.71 

ﾔｻﾞｷﾘﾝ 南箕輪小
 8 2    64 小林 愛実(6) 小学    16.01 

ｺﾊﾞﾔｼｱﾐ 南箕輪小



小学共通女子 予選 9月10日 9:20

４×１００ｍＲ 決勝 9月10日 14:20

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

[ 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   3 駒ヶ根AC(A)    14 宮川 恵衣(6)    57.70 q 1  4 駒ヶ根AC(B)   18 倉田 亜美(5)  1,01.03 q

ｺﾏｶﾞﾈｴｲｼｰA ﾐﾔｶﾞﾜ  ｹｲ ｺﾏｶﾞﾈｴｲｼｰB ｸﾗﾀ  ｱﾐ
   16 小池 涼音(6)   12 荻原 萌朋音(5)

ｺｲｹ  ｽｽﾞﾈ ｵｷﾞﾊﾗ  ﾓﾓﾈ
   19 朝日 りおん(6)   15 戸枝 星(5)

ｱｻﾋ  ﾘｵﾝ ﾄｴﾀﾞ  ｱｶﾘ
   21 北原 寧々(6)   13 久保村 優衣(5)

ｷﾀﾊﾗ  ﾈﾈ ｸﾎﾞﾑﾗ  ﾕｲ
 2   5 南箕輪小(A)    75 米窪莉子(6)    58.40 q 2  5 西箕輪ＡＣ(C)   41 浦野 真衣(6)  1,01.61 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ﾖﾈｸﾎﾞﾘｺ ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰC ｳﾗﾉ ﾏｲ
   58 吉田みさき(6)   53 北條 奎(6)

ﾖｼﾀﾞﾐｻｷ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾌﾐ
   63 小松園子(6)   47 小林 葵(6)

ｺﾏﾂｿﾉｺ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ
   78 矢崎凛(6)   48 松﨑 美優(6)

ﾔｻﾞｷﾘﾝ ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾕｳ
 3   2 南箕輪小(C)    68 瀬戸由乃(5)    59.43 q 3  8 西箕輪ＡＣ(A)   45 薩摩林 真和(4)  1,06.07 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ｾﾄﾕｳﾉ ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰA ｻﾂﾏﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ
   60 戸田 すみれ(5)   49 清水 華乃(4)

ﾄﾀﾞｽﾐﾚ ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ
   79 澤田侑香(5)   39 伊藤 優直(4)

ｻﾜﾀﾞﾕｳｶ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
   59 金森佑奈(5)   52 北村 彩羅(4)

ｶﾅﾓﾘﾕｳﾅ ｷﾀﾑﾗ ｻﾗ
 4   1 ｲｲﾀﾞｯｼｭ     9 田中 万葉(6)  1,01.33 q 4  2 日義小(A)   86 井出 妃咲(4)  1,06.17 

ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾀﾅｶ ﾏﾖ ﾋﾖｼｼｮｳA ｲﾃﾞ ｷｻｷ
    8 倉澤 まりあ(6)   90 松原 さくら(5)

ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻｸﾗ
    6 山川 りお(6)   89 宮崎 萌(6)

ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ ﾐﾔｻﾞｷ ﾓｴ
    7 松村 紫乃(5)   87 奥原 奈々(5)

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｵｸﾊﾗ ﾅﾅ
 5   4 西箕輪ＡＣ(B)    43 橋爪 和佳奈(5)  1,02.16 q 5  6 南箕輪小(D)   74 平島 麻衣(4)  1,08.19 

ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰB ﾊｼﾂﾞﾒ ﾜｶﾅ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳD ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ
   40 井地 慶乃(5)   62 出羽澤 茜(4)

ｲｼﾞ ﾖｼﾉ ﾃﾞﾜｻﾞﾜ ｱｶﾈ
   42 河合 夏海(5)   61 山﨑 愛子(4)

ｶﾜｲ ﾅﾂﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｺ
   44 原 涼菜(5)   66 上田 陽菜(4)

ﾊﾗ ﾘｮｳﾅ ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ
 6   7 南箕輪小(B)    57 吉川つづり(5)  1,03.00 q 6  7 駒ヶ根SS(B)   26 小倉 心音(4)  1,09.25 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｷｯｶﾜﾂﾂﾞﾘ ｺﾏｶﾞﾈSSB ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ
   71 田中 静夏(6)   27 中嶋 杏彩(4)

ﾀﾅｶｼｽﾞｶ ﾅｶﾞｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ
   67 水 沙綺(5)   24 紫芝 美緒(4)

ﾐｽﾞ ｻｱﾔ ｼｼﾊﾞ ﾐｵ
   64 小林 愛実(6)   29 唐澤 純夏(4)

ｺﾊﾞﾔｼｱﾐ ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ
 7   8 駒ｹ根中沢RC    33 春日 桃桜(6)  1,03.77 7  3 南箕輪小(E)   77 矢崎 沙夜(4)  1,11.13 

ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ ｻｸﾗ ﾓﾓｵ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳE ﾔｻﾞｷ ｻﾖ
   32 高梨 菜々(6)   59 金森佑奈(5)

ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ ｶﾅﾓﾘﾕｳﾅ
   34 唐木 千穂(6)   69 谷口 茉柚(4)

ｶﾗｷ ﾁﾎ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾕ
   30 下平 綾子(6)   65 小嶌 愛里(4)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ ｺｼﾞﾏ ｱｲﾘ
 8   6 駒ヶ根SS(A)    25 小原 茉莉(4)  1,08.17 

ｺﾏｶﾞﾈSSA ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ
   28 唐澤 花実(4)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
   22 稲垣 和奏(4)

ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ
   23 吉瀬 遼(4)

ｷｾ ﾊﾙｶ



小学共通女子

４×１００ｍＲ
決勝

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 駒ヶ根AC(A)    14 宮川 恵衣(6)    58.15 

ｺﾏｶﾞﾈｴｲｼｰA ﾐﾔｶﾞﾜ  ｹｲ
   16 小池 涼音(6)

ｺｲｹ  ｽｽﾞﾈ
   19 朝日 りおん(6)

ｱｻﾋ  ﾘｵﾝ
   21 北原 寧々(6)

ｷﾀﾊﾗ  ﾈﾈ
 2   5 南箕輪小(A)    76 北條萌々花(6)    58.84 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ﾎｳｼﾞｮｳﾓﾓｶ
   58 吉田みさき(6)

ﾖｼﾀﾞﾐｻｷ
   63 小松園子(6)

ｺﾏﾂｿﾉｺ
   78 矢崎凛(6)

ﾔｻﾞｷﾘﾝ
 3   4 南箕輪小(C)    68 瀬戸由乃(5)  1,00.12 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ｾﾄﾕｳﾉ
   60 戸田 すみれ(5)

ﾄﾀﾞｽﾐﾚ
   79 澤田侑香(5)

ｻﾜﾀﾞﾕｳｶ
   59 金森佑奈(5)

ｶﾅﾓﾘﾕｳﾅ
 4   7 西箕輪ＡＣ(C)    41 浦野 真衣(6)  1,01.56 

ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰC ｳﾗﾉ ﾏｲ
   53 北條 奎(6)

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾌﾐ
   47 小林 葵(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ
   48 松﨑 美優(6)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾕｳ
 5   6 駒ヶ根AC(B)    18 倉田 亜美(5)  1,01.75 

ｺﾏｶﾞﾈｴｲｼｰB ｸﾗﾀ  ｱﾐ
   12 荻原 萌朋音(5)

ｵｷﾞﾊﾗ  ﾓﾓﾈ
   15 戸枝 星(5)

ﾄｴﾀﾞ  ｱｶﾘ
   13 久保村 優衣(5)

ｸﾎﾞﾑﾗ  ﾕｲ
 6   2 南箕輪小(B)    57 吉川つづり(5)  1,03.56 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｷｯｶﾜﾂﾂﾞﾘ
   71 田中 静夏(6)

ﾀﾅｶｼｽﾞｶ
   67 水 沙綺(5)

ﾐｽﾞ ｻｱﾔ
   64 小林 愛実(6)

ｺﾊﾞﾔｼｱﾐ
 7   8 西箕輪ＡＣ(B)    43 橋爪 和佳奈(5)  1,03.79 

ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰB ﾊｼﾂﾞﾒ ﾜｶﾅ
   40 井地 慶乃(5)

ｲｼﾞ ﾖｼﾉ
   42 河合 夏海(5)

ｶﾜｲ ﾅﾂﾐ
   44 原 涼菜(5)

ﾊﾗ ﾘｮｳﾅ
 8   1 駒ｹ根中沢RC    33 春日 桃桜(6)  1,04.29 

ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ ｻｸﾗ ﾓﾓｵ
   32 高梨 菜々(6)

ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ
   34 唐木 千穂(6)

ｶﾗｷ ﾁﾎ
   30 下平 綾子(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ



小学共通女子 決勝 9月10日 9:00

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 備考
1 13    58 吉田みさき(6) 小学  4.08  3.92  3.88    4.08 

ﾖｼﾀﾞﾐｻｷ 南箕輪小  -0.2  +0.3   0.0    -0.2
2 9    75 米窪莉子(6) 小学  3.73  3.72  3.77    3.77 

ﾖﾈｸﾎﾞﾘｺ 南箕輪小  +1.0  +0.1  -0.2    -0.2
3 12    43 橋爪 和佳奈(5) 小学  3.43  3.43  3.44    3.44 

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾜｶﾅ 西箕輪ＡＣ   0.0  +0.1   0.0     0.0
4 10    48 松﨑 美優(6) 小学  3.41  3.38  3.37    3.41 

ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾕｳ 西箕輪ＡＣ  +0.3  +0.1   0.0    +0.3
5 4    76 北條萌々花(6) 小学  2.92   X  3.27    3.27 

ﾎｳｼﾞｮｳﾓﾓｶ 南箕輪小  -0.7  +1.4    +1.4
6 7    73 唐澤 瑠奈(5) 小学  2.95  2.79  2.74    2.95 

ｶﾗｻﾜ ﾙﾅ 南箕輪小  -0.5  +0.7  +1.0    -0.5
7 6    29 唐澤 純夏(4) 小学   X  2.74  2.92    2.92 

ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 駒ヶ根SS   0.0  +0.1    +0.1
8 5    45 薩摩林 真和(4) 小学  2.89  2.57  2.73    2.89 

ｻﾂﾏﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 西箕輪ＡＣ  +1.1   0.0  +1.3    +1.1
9 8    47 小林 葵(6) 小学  2.84   X   X    2.84 

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 西箕輪ＡＣ  +0.9    +0.9
10 1    35 山本 紗矢香(3) 小学  2.69  2.52  2.39    2.69 

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 諏訪FA  -0.1   0.0  +0.9    -0.1
11 2    88 海老澤 華奈(5) 小学  2.54  2.66   X    2.66 

ｴﾋﾞｻﾜ ｶﾅ 日義小  -0.4   0.0     0.0
12 11    72 渡部 輝(5) 小学  2.59   X  2.50    2.59 

ﾜﾀﾅﾍﾞﾋｶﾘ 南箕輪小  +0.5   0.0    +0.5
13 3    50 大井 萌花(5) 小学   X  2.43  2.42    2.43 

ｵｵｲ ﾓｴｶ 西箕輪ＡＣ   0.0  +0.6     0.0



女子 決勝 9月10日 11:35

１００ｍ

決勝

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -3.4
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
 1 1  1207 宮坂 千夏(2) 中学    14.11 1 4  1738 長谷川 未来(1) 中学    15.58 

ﾐﾔｻｶ ﾁﾅﾂ 上諏訪中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 春富中
 2 2  1734 酒井 愛花(1) 中学    15.36 2 6  1654 荻原 里奈(1) 中学    15.63 

ｻｶｲ ﾏﾅｶ 春富中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘﾅ 伊那中
 3 8  1685 田中 真彩(1) 中学    15.60 3 1  1815 北原 遙香(1) 中学    15.71 

ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那東部中 ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 駒ヶ根東中
 4 4  1683 池上 真琴(1) 中学    15.67 4 7  6085 塩原 由夏(1) 中学    15.92 

ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 伊那東部中 ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 鉢盛中
 5 6  1732 福澤 彩芽(1) 中学    15.72 5 3  3775 藤澤 彩紀子(1) 中学    16.51 

ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾔﾒ 春富中 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷｺ 北安松川中
 6 3  1811 井口 由梨(1) 中学    16.27 6 2  1659 原 捺紀(1) 中学    16.94 

ｲｸﾞﾁ ﾕﾘ 駒ヶ根東中 ﾊﾗ ﾅﾂｷ 伊那中
 7 5  1821 廣田 奈子(1) 中学    16.69 5  3770 白澤 愛梨(1) 中学

ﾋﾛﾀ ﾅｺ 駒ヶ根東中 ｼﾗｻﾜ ｱｲﾘ 北安松川中 欠場
 8 7  1824 杉本 琴香(1) 中学    16.86 8  1687 鈴木 みのり(1) 中学

ｽｷﾞﾓﾄ ｺﾄｶ 駒ヶ根東中 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那東部中 欠場

[ 3組] 風速 -1.4 [ 4組] 風速 +0.1
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
 1 1  1682 前田 花奈(1) 中学    14.74 1 7  1610 原 七瀬(1) 中学    14.50 

ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部中 ﾊﾗ ﾅﾅｾ 南箕輪中
 2 2  2057 宮崎 真衣奈(1) 中学    14.76 2 2  1817 樋屋 彩(1) 中学    14.60 

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中 ﾋｵｸ ｱﾔ 駒ヶ根東中
 3 7  1816 花村 菜々子(1) 中学    14.92 3 4  1657 中村 菜々子(1) 中学    14.62 

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ 駒ヶ根東中 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ 伊那中
 4 5  1819 北原 咲来(1) 中学    14.95 4 5  1617 酒井 珠良(2) 中学    14.84 

ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ 駒ヶ根東中 ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 南箕輪中
 5 3  1813 鰍澤 さやか(1) 中学    15.44 5 6  1552 岩下 早紀(1) 中学    14.87 

ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中 ｲﾜｼﾀ ｻｷ 辰野中
 6 4  1658 伊藤 美咲(1) 中学    16.16 6 1  1606 関 理帆(1) 中学    14.89 

ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那中 ｾｷ ﾘﾎ 南箕輪中
 7 6  3769 柏原 美空(1) 中学    16.28 7 8  1820 木下 美波(1) 中学    14.92 

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｸ 北安松川中 ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ 駒ヶ根東中
8  1727 中島 遥(2) 中学 8 3  1607 今井 静空(1) 中学    15.18 

ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 春富中 欠場 ｲﾏｲ ｼｽﾞｸ 南箕輪中

[ 5組] 風速 +0.6 [ 6組] 風速 +0.4
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
 1 6  1609 宮坂 彩夏(1) 中学    14.39 1 8  1814 柏原 千夏(1) 中学    14.01 

ﾐﾔｻｷ ｱﾔｶ 南箕輪中 ｶｼﾜｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中
 2 5  1209 田邉 美森(1) 中学    14.46 2 4  6084 倉沢 果歩(1) 中学    14.18 

ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中 ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中
 3 2  1630 向山 ひより(2) 中学    14.57 3 6  1203 河西 七海(2) 中学    14.39 

ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 伊那中 ｶｻｲ ﾅﾅﾐ 上諏訪中
 4 4  1605 諏訪 朋花(1) 中学    14.61 4 1  2017 北見 舞夏(2) 中学    14.58 

ｽﾜ ﾄﾓｶ 南箕輪中 ｷﾀﾐ ﾏｲｶ 高森中
 5 7  6087 籏町 佳代(1) 中学    14.62 5 3  8736 北原 瑛里香(1) 中学    14.61 

ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ 鉢盛中 ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 伊那AC
 6 3  6078 曽根原 まろみ(2) 中学    14.77 6 5  1575 河野 恵理子(1) 中学    14.74 

ｿﾈﾊﾗ ﾏﾛﾐ 鉢盛中 ｺｳﾉ ｴﾘｺ 箕輪中
 7 1  1204 小林 紗弥香(2) 中学    14.83 7 2  1831 伊藤 未波(3) 中学    14.95 

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上諏訪中 ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 駒ヶ根東中
 8 8  1555 石川 み咲き(1) 中学    15.71 8 7  1753 田中 杏(1) 中学    15.93 

ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ 辰野中 ﾀﾅｶ ｱﾝ 宮田中

[ 7組] 風速 +1.2 [ 8組] 風速 -2.0
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
 1 2  1632 西村 千明(2) 中学    13.75 1 2  1567 樋口 由葵(2) 中学    13.89 

ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那中 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 箕輪中
 2 4  1597 高井 ジャンユキ(中学    13.83 2 6  1572 小田切 緑(1) 中学    14.01 

ﾀｶｲ ｼﾞｬﾝﾕｷ 南箕輪中 ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ 箕輪中
 3 1  2056 三澤 葵(1) 中学    14.09 3 7  1837 菅沼 菜摘(2) 中学    14.17 

ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 駒ヶ根東中
 4 6  8738 吉田 那緒(1) 中学    14.15 4 3  1202 河西 綾香(2) 中学    14.36 

ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC ｶｻｲ ｱﾔｶ 上諏訪中
 5 7  1547 桑澤 瑛江(2) 中学    14.16 5 4  2052 征矢野 美結(2) 中学    14.36 

ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野中 ｿﾔﾉ ﾐﾕ 飯田高陵中
 6 5  1550 小澤 春那(1) 中学    14.19 6 1  6077 成田 彩(2) 中学    14.37 

ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 辰野中 ﾅﾙﾀ ｱﾔ 鉢盛中
 7 3  2023 上原 千夏(1) 中学    14.29 7 8  1913 宮下 しずく(1) 中学    14.42 

ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 高森中 ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ 中川中
 8 8  1205 長谷川 流奈(2) 中学    14.29 8 5  2619 榊山 莉帆(1) 中学    15.00 

ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ 上諏訪中 ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 竜東中



女子

１００ｍ
[ 9組] 風速  0.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 2  1834 宮脇 玲菜(3) 中学    12.78 

ﾐﾔﾜｷ ﾚｲﾅ 駒ヶ根東中
 2 7  6073 山田 愛(3) 中学    12.98 

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 鉢盛中
 3 4  1832 北原 詩織(3) 中学    13.07 

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 駒ヶ根東中
 4 5  1570 伯耆原 由花(2) 中学    13.30 

ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 箕輪中
 5 6  1833 高梨 美岐(3) 中学    13.50 

ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 駒ヶ根東中
 6 8  1201 小口 珠緒(2) 中学    13.63 

ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 上諏訪中
 7 3  1631 橋爪 郁未(2) 中学    14.00 

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那中



女子

１００ｍ
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
   1  1834 宮脇 玲菜(3) 中学 駒ヶ根東中    12.78 (0.0)  9  1
   2  6073 山田 愛(3) 中学 鉢盛中    12.98 (0.0)  9  2
   3  1832 北原 詩織(3) 中学 駒ヶ根東中    13.07 (0.0)  9  3
   4  1570 伯耆原 由花(2) 中学 箕輪中    13.30 (0.0)  9  4
   5  1833 高梨 美岐(3) 中学 駒ヶ根東中    13.50 (0.0)  9  5
   6  1201 小口 珠緒(2) 中学 上諏訪中    13.63 (0.0)  9  6
   7  1632 西村 千明(2) 中学 伊那中    13.75 (+1.2)  7  1
   8  1597 高井 ジャンユキ(2) 中学 南箕輪中    13.83 (+1.2)  7  2
   9  1567 樋口 由葵(2) 中学 箕輪中    13.89 (-2.0)  8  1
  10  1631 橋爪 郁未(2) 中学 伊那中    14.00 (0.0)  9  7
  11  1814 柏原 千夏(1) 中学 駒ヶ根東中    14.01 (+0.4)  6  1
  11  1572 小田切 緑(1) 中学 箕輪中    14.01 (-2.0)  8  2
  13  2056 三澤 葵(1) 中学 飯田高陵中    14.09 (+1.2)  7  3
  14  1207 宮坂 千夏(2) 中学 上諏訪中    14.11 (-0.9)  1  1
  15  8738 吉田 那緒(1) 中学 伊那AC    14.15 (+1.2)  7  4
  16  1547 桑澤 瑛江(2) 中学 辰野中    14.16 (+1.2)  7  5
  17  1837 菅沼 菜摘(2) 中学 駒ヶ根東中    14.17 (-2.0)  8  3
  18  6084 倉沢 果歩(1) 中学 鉢盛中    14.18 (+0.4)  6  2
  19  1550 小澤 春那(1) 中学 辰野中    14.19 (+1.2)  7  6
  20  2023 上原 千夏(1) 中学 高森中    14.29 (+1.2)  7  7
  20  1205 長谷川 流奈(2) 中学 上諏訪中    14.29 (+1.2)  7  8
  22  1202 河西 綾香(2) 中学 上諏訪中    14.36 (-2.0)  8  4
  22  2052 征矢野 美結(2) 中学 飯田高陵中    14.36 (-2.0)  8  5
  24  6077 成田 彩(2) 中学 鉢盛中    14.37 (-2.0)  8  6
  25  1609 宮坂 彩夏(1) 中学 南箕輪中    14.39 (+0.6)  5  1
  25  1203 河西 七海(2) 中学 上諏訪中    14.39 (+0.4)  6  3
  27  1913 宮下 しずく(1) 中学 中川中    14.42 (-2.0)  8  7
  28  1209 田邉 美森(1) 中学 上諏訪中    14.46 (+0.6)  5  2
  29  1610 原 七瀬(1) 中学 南箕輪中    14.50 (+0.1)  4  1
  30  1630 向山 ひより(2) 中学 伊那中    14.57 (+0.6)  5  3
  31  2017 北見 舞夏(2) 中学 高森中    14.58 (+0.4)  6  4
  32  1817 樋屋 彩(1) 中学 駒ヶ根東中    14.60 (+0.1)  4  2
  33  1605 諏訪 朋花(1) 中学 南箕輪中    14.61 (+0.6)  5  4
  33  8736 北原 瑛里香(1) 中学 伊那AC    14.61 (+0.4)  6  5
  35  1657 中村 菜々子(1) 中学 伊那中    14.62 (+0.1)  4  3
  35  6087 籏町 佳代(1) 中学 鉢盛中    14.62 (+0.6)  5  5
  37  1682 前田 花奈(1) 中学 伊那東部中    14.74 (-1.4)  3  1
  37  1575 河野 恵理子(1) 中学 箕輪中    14.74 (+0.4)  6  6
  39  2057 宮崎 真衣奈(1) 中学 飯田高陵中    14.76 (-1.4)  3  2
  40  6078 曽根原 まろみ(2) 中学 鉢盛中    14.77 (+0.6)  5  6
  41  1204 小林 紗弥香(2) 中学 上諏訪中    14.83 (+0.6)  5  7
  42  1617 酒井 珠良(2) 中学 南箕輪中    14.84 (+0.1)  4  4
  43  1552 岩下 早紀(1) 中学 辰野中    14.87 (+0.1)  4  5
  44  1606 関 理帆(1) 中学 南箕輪中    14.89 (+0.1)  4  6
  45  1816 花村 菜々子(1) 中学 駒ヶ根東中    14.92 (-1.4)  3  3
  45  1820 木下 美波(1) 中学 駒ヶ根東中    14.92 (+0.1)  4  7
  47  1819 北原 咲来(1) 中学 駒ヶ根東中    14.95 (-1.4)  3  4
  47  1831 伊藤 未波(3) 中学 駒ヶ根東中    14.95 (+0.4)  6  7
  49  2619 榊山 莉帆(1) 中学 竜東中    15.00 (-2.0)  8  8
  50  1607 今井 静空(1) 中学 南箕輪中    15.18 (+0.1)  4  8
  51  1734 酒井 愛花(1) 中学 春富中    15.36 (-0.9)  1  2
  52  1813 鰍澤 さやか(1) 中学 駒ヶ根東中    15.44 (-1.4)  3  5
  53  1738 長谷川 未来(1) 中学 春富中    15.58 (-3.4)  2  1
  54  1685 田中 真彩(1) 中学 伊那東部中    15.60 (-0.9)  1  3
  55  1654 荻原 里奈(1) 中学 伊那中    15.63 (-3.4)  2  2
  56  1683 池上 真琴(1) 中学 伊那東部中    15.67 (-0.9)  1  4
  57  1815 北原 遙香(1) 中学 駒ヶ根東中    15.71 (-3.4)  2  3
  57  1555 石川 み咲き(1) 中学 辰野中    15.71 (+0.6)  5  8
  59  1732 福澤 彩芽(1) 中学 春富中    15.72 (-0.9)  1  5
  60  6085 塩原 由夏(1) 中学 鉢盛中    15.92 (-3.4)  2  4
  61  1753 田中 杏(1) 中学 宮田中    15.93 (+0.4)  6  8
  62  1658 伊藤 美咲(1) 中学 伊那中    16.16 (-1.4)  3  6
  63  1811 井口 由梨(1) 中学 駒ヶ根東中    16.27 (-0.9)  1  6
  64  3769 柏原 美空(1) 中学 北安松川中    16.28 (-1.4)  3  7
  65  3775 藤澤 彩紀子(1) 中学 北安松川中    16.51 (-3.4)  2  5
  66  1821 廣田 奈子(1) 中学 駒ヶ根東中    16.69 (-0.9)  1  7
  67  1824 杉本 琴香(1) 中学 駒ヶ根東中    16.86 (-0.9)  1  8
  68  1659 原 捺紀(1) 中学 伊那中    16.94 (-3.4)  2  6



女子 決勝 9月10日 12:15

４００ｍ

決勝

[ 1組] [ 2組]
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

2  1208 河原 里紗(1) 中学 1 5  6070 上條 麻奈(3) 中学  1,02.91 
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中 記録なし ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 鉢盛中

3  1803 江崎 花香(1) 中学 2 3  2646 吉川 夏鈴(2) 中学  1,08.03 
ｴｻﾞｷ ｶｺ 赤穂中 記録なし ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 鼎中

4  1815 北原 遙香(1) 中学 3 7  1201 小口 珠緒(2) 中学  1,10.92 
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 駒ヶ根東中 記録なし ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 上諏訪中

5  1209 田邉 美森(1) 中学 4 4  1819 北原 咲来(1) 中学  1,13.51 
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中 記録なし ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ 駒ヶ根東中

6  1811 井口 由梨(1) 中学 5 6  1814 柏原 千夏(1) 中学  1,15.52 
ｲｸﾞﾁ ﾕﾘ 駒ヶ根東中 記録なし ｶｼﾜｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中

7  1800 江崎 奈美(1) 中学 6 2  2619 榊山 莉帆(1) 中学  1,17.35 
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂中 記録なし ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 竜東中

8  1821 廣田 奈子(1) 中学 8  1813 鰍澤 さやか(1) 中学
ﾋﾛﾀ ﾅｺ 駒ヶ根東中 記録なし ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中

女子

４００ｍ
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
   1  6070 上條 麻奈(3) 中学 鉢盛中    1,02.91  2  1
   2  2646 吉川 夏鈴(2) 中学 鼎中    1,08.03  2  2
   3  1201 小口 珠緒(2) 中学 上諏訪中    1,10.92  2  3
   4  1819 北原 咲来(1) 中学 駒ヶ根東中    1,13.51  2  4
   5  1814 柏原 千夏(1) 中学 駒ヶ根東中    1,15.52  2  5
   6  2619 榊山 莉帆(1) 中学 竜東中    1,17.35  2  6
   7  1813 鰍澤 さやか(1) 中学 駒ヶ根東中  2



女子 決勝 9月10日 9:50

８００ｍ

決勝

[ 1組] [ 2組]
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 8  1824 杉本 琴香(1) 中学  2,50.40 1 2  2464 橋本 環(1) 中学  2,43.16 

ｽｷﾞﾓﾄ ｺﾄｶ 駒ヶ根東中 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾏｷ 飯田東中
 2 7  1736 小田部 円(1) 中学  2,51.21 2 4  3773 曽根原 可菜(1) 中学  2,45.90 

ｵﾀﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ 春富中 ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 北安松川中
 3 5  1733 伊藤 優香(1) 中学  2,53.44 3 5  1574 林 知紘(1) 中学  2,46.84 

ｲﾄｳ ﾕｳｶ 春富中 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 箕輪中
 4 2  1820 木下 美波(1) 中学  2,54.35 4 3  1568 垣内 夕(2) 中学  2,46.96 

ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ 駒ヶ根東中 ｶｷｳﾁ ﾕｳ 箕輪中
 5 3  1794 村澤 優華(2) 中学  2,58.54 5 7  6083 山川 桃佳(1) 中学  2,49.75 

ﾑﾗｻﾜ ﾕｳｶ 赤穂中 ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 鉢盛中
 6 4  1628 小林 優菜(2) 中学  3,04.68 6 6  1553 桑澤 瑠華(1) 中学  2,54.29 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ 伊那中 ｸﾜｻﾞﾜ ﾙｶ 辰野中
 7 6  1816 花村 菜々子(1) 中学  3,07.53 

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ 駒ヶ根東中

[ 3組]
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 3  6070 上條 麻奈(3) 中学  2,24.81 

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 鉢盛中
 2 4  1912 松村 彩乃(1) 中学  2,34.28 

ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 中川中
 3 5  2050 長谷川 美波(2) 中学  2,42.92 

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高陵中
 4 6  1817 樋屋 彩(1) 中学  2,43.72 

ﾋｵｸ ｱﾔ 駒ヶ根東中
 5 2  1208 河原 里紗(1) 中学  2,46.29 

ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中
7  6086 鈴木 紗穏楓(1) 中学

ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 鉢盛中 欠場

女子

８００ｍ
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
   1  6070 上條 麻奈(3) 中学 鉢盛中    2,24.81  3  1
   2  1912 松村 彩乃(1) 中学 中川中    2,34.28  3  2
   3  2050 長谷川 美波(2) 中学 飯田高陵中    2,42.92  3  3
   4  2464 橋本 環(1) 中学 飯田東中    2,43.16  2  1
   5  1817 樋屋 彩(1) 中学 駒ヶ根東中    2,43.72  3  4
   6  3773 曽根原 可菜(1) 中学 北安松川中    2,45.90  2  2
   7  1208 河原 里紗(1) 中学 上諏訪中    2,46.29  3  5
   8  1574 林 知紘(1) 中学 箕輪中    2,46.84  2  3
   9  1568 垣内 夕(2) 中学 箕輪中    2,46.96  2  4
  10  6083 山川 桃佳(1) 中学 鉢盛中    2,49.75  2  5
  11  1824 杉本 琴香(1) 中学 駒ヶ根東中    2,50.40  1  1
  12  1736 小田部 円(1) 中学 春富中    2,51.21  1  2
  13  1733 伊藤 優香(1) 中学 春富中    2,53.44  1  3
  14  1553 桑澤 瑠華(1) 中学 辰野中    2,54.29  2  6
  15  1820 木下 美波(1) 中学 駒ヶ根東中    2,54.35  1  4
  16  1794 村澤 優華(2) 中学 赤穂中    2,58.54  1  5
  17  1628 小林 優菜(2) 中学 伊那中    3,04.68  1  6
  18  1816 花村 菜々子(1) 中学 駒ヶ根東中    3,07.53  1  7



女子 決勝 9月10日 13:40

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 16  3456 小合 沙季(3) 中学 10,12.20 

ｵｺﾞｳ ｻｷ 穂高西中
 2 2  6076 安田 佳織(3) 中学 10,31.13 

ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 鉢盛中
 3 8  1608 清水 彩音(1) 中学 10,51.64 

ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪中
 4 11  1822 堀内 智加(1) 中学 11,05.97 

ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根東中
 5 3  1835 蟹澤 紗希(2) 中学 11,07.93 

ｶﾆｻﾜ ｻｷ 駒ヶ根東中
 6 6  6071 菅沼 真衣(3) 中学 11,21.53 

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 鉢盛中
 7 1  1838 下平 尚(2) 中学 11,26.91 

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵ 駒ヶ根東中
 8 17  1840 宮入 唯(2) 中学 11,33.95 

ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 駒ヶ根東中
 9 9  1801 高橋 未来(1) 中学 11,51.18 

ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 赤穂中
10 7  1823 白川 みほ(1) 中学 12,08.37 

ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 駒ヶ根東中
11 4  6080 市川 歩美(2) 中学 12,32.99 

ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾐ 鉢盛中
12 15  1670 中山 真緒(3) 中学 12,35.83 

ﾏｶﾔﾏ ﾏｵ 伊那東部中
13 13  1792 久保村 玲衣(2) 中学 12,56.14 

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 赤穂中
14 18  2045 磯村 実佑(2) 中学 13,07.98 

ｲｿﾑﾗ ﾐﾕ 飯田高陵中
5  1802 竹村 瑞香(1) 中学

ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 赤穂中 欠場
10  6068 筒井 朋美(3) 中学

ﾂﾂｲ ﾄﾓﾐ 鉢盛中 欠場
12  6079 山本 音緒(2) 中学

ﾔﾏﾓﾄ ﾈｵ 鉢盛中 欠場
14  6067 蛭田 凜(3) 中学

ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 鉢盛中 欠場
19  1830 宮脇 杏菜(3) 中学

ﾐﾔﾜｷ ｱﾝﾅ 駒ヶ根東中 欠場



女子 決勝 9月10日 14:30

４×１００ｍＲ

決勝

[ 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   6 駒ヶ根東中(B)  1833 高梨 美岐(3)    51.94 1  8 上諏訪中(A) 1205 長谷川 流奈(2)    53.81 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾀｶﾅｼ ﾐｷ ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ
 1834 宮脇 玲菜(3) 1201 小口 珠緒(2)

ﾐﾔﾜｷ ﾚｲﾅ ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ
 1831 伊藤 未波(3) 1202 河西 綾香(2)

ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ ｶｻｲ ｱﾔｶ
 1832 北原 詩織(3) 1207 宮坂 千夏(2)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ ﾐﾔｻｶ ﾁﾅﾂ
 2   7 飯田高陵中  2056 三澤 葵(1)    54.61 2  4 箕輪中 1575 河野 恵理子(1)    53.82 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾐｻﾜ ｱｵｲ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｺｳﾉ ｴﾘｺ
 2052 征矢野 美結(2) 1570 伯耆原 由花(2)

ｿﾔﾉ ﾐﾕ ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ
 2057 宮崎 真衣奈(1) 1567 樋口 由葵(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
 2049 三浦 遥果(2) 1572 小田切 緑(1)

ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ
 3   5 伊那中  1630 向山 ひより(2)    55.46 3  1 駒ヶ根東中(A) 1820 木下 美波(1)    55.19 

ｲﾅﾁｭｳ ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ
 1632 西村 千明(2) 1837 菅沼 菜摘(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ
 1657 中村 菜々子(1) 1840 宮入 唯(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ
 1631 橋爪 郁未(2) 1814 柏原 千夏(1)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ ｶｼﾜｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ
 4   2 辰野中(A)  1544 吉沢 千咲(2)    55.53 4  2 南箕輪中 1610 原 七瀬(1)    56.55 

ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｻｷ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾊﾗ ﾅﾅｾ
 1546 蟹澤 佑夏(2) 1597 高井 ジャンユキ(2)

ｶﾆｻﾜ ﾕｶ ﾀｶｲ ｼﾞｬﾝﾕｷ
 1550 小澤 春那(1) 1617 酒井 珠良(2)

ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ
 1547 桑澤 瑛江(2) 1609 宮坂 彩夏(1)

ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ ﾐﾔｻｷ ｱﾔｶ
 5   8 上諏訪中(B)  1208 河原 里紗(1)    58.07 5  6 赤穂中 1792 久保村 玲衣(2)    57.95 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳB ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ ｱｶﾎﾁｭｳ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
 1204 小林 紗弥香(2) 1794 村澤 優華(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ ﾑﾗｻﾜ ﾕｳｶ
 1209 田邉 美森(1) 1803 江崎 花香(1)

ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ ｴｻﾞｷ ｶｺ
 1203 河西 七海(2) 1800 江崎 奈美(1)

ｶｻｲ ﾅﾅﾐ ｴｻﾞｷ ﾅﾐ
 6   1 春富中  1729 竹内 杏希望(2)    58.80 6  3 伊那東部中(B) 1683 池上 真琴(1)    59.14 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ｱｷﾐ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ
 1736 小田部 円(1) 1685 田中 真彩(1)

ｵﾀﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ ﾀﾅｶ ﾏﾔ
 1730 寺本 聡美(2) 1670 中山 真緒(3)

ﾃﾗﾓﾄ ｻﾄﾐ ﾏｶﾔﾏ ﾏｵ
 1727 中島 遥(2) 1682 前田 花奈(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ
 7   4 伊那東部中(A)  1677 生駒 名菜(2)  1,02.67 7  7 北安松川中 3769 柏原 美空(1)  1,01.29 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｲｺﾏ ﾅﾅ ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｸ
 1680 鈴木 麻琴(2) 3773 曽根原 可菜(1)

ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ
 1663 原 裕美佳(3) 3774 梨子田 めぐみ

ﾊﾗ ﾕﾐｶ ﾅｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 1662 登内 彩香(3) 3775 藤澤 彩紀子(1)

ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷｺ
  3 鉢盛中  6087 籏町 佳代(1)  5 辰野中(B)

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ 途中棄権 ﾀﾂﾉﾁｭｳB 欠場
 6078 曽根原 まろみ(2)

ｿﾈﾊﾗ ﾏﾛﾐ
 6084 倉沢 果歩(1)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 6077 成田 彩(2)

ﾅﾙﾀ ｱﾔ



キ

女子

４×１００ｍＲ
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 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 組 順位
   1 駒ヶ根東中(B)    51.94 高梨 美岐(3) 宮脇 玲菜(3) 伊藤 未波(3) 北原 詩織(3)  1  1
   2 上諏訪中(A)    53.81 長谷川 流奈(2) 小口 珠緒(2) 河西 綾香(2) 宮坂 千夏(2)  2  1
   3 箕輪中    53.82 河野 恵理子(1) 伯耆原 由花(2) 樋口 由葵(2) 小田切 緑(1)  2  2
   4 飯田高陵中    54.61 三澤 葵(1) 征矢野 美結(2) 宮崎 真衣奈(1) 三浦 遥果(2)  1  2
   5 駒ヶ根東中(A)    55.19 木下 美波(1) 菅沼 菜摘(2) 宮入 唯(2) 柏原 千夏(1)  2  3
   6 伊那中    55.46 向山 ひより(2) 西村 千明(2) 中村 菜々子(1) 橋爪 郁未(2)  1  3
   7 辰野中(A)    55.53 吉沢 千咲(2) 蟹澤 佑夏(2) 小澤 春那(1) 桑澤 瑛江(2)  1  4
   8 南箕輪中    56.55 原 七瀬(1) 高井 ジャンユ 酒井 珠良(2) 宮坂 彩夏(1)  2  4
   9 赤穂中    57.95 久保村 玲衣(2) 村澤 優華(2) 江崎 花香(1) 江崎 奈美(1)  2  5
  10 上諏訪中(B)    58.07 河原 里紗(1) 小林 紗弥香(2) 田邉 美森(1) 河西 七海(2)  1  5
  11 春富中    58.80 竹内 杏希望(2) 小田部 円(1) 寺本 聡美(2) 中島 遥(2)  1  6
  12 伊那東部中(B)    59.14 池上 真琴(1) 田中 真彩(1) 中山 真緒(3) 前田 花奈(1)  2  6
  13 北安松川中  1,01.29 柏原 美空(1) 曽根原 可菜(1) 梨子田 めぐみ 藤澤 彩紀子(1)  2  7
  14 伊那東部中(A)  1,02.67 生駒 名菜(2) 鈴木 麻琴(2) 原 裕美佳(3) 登内 彩香(3)  1  7



女子 決勝 9月10日 10:30

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

記録 備考
1m60 1m65

1 13   277 有賀 楓子(3) 高校 - - - - - - - - - -
 1.60

ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ 伊那北高 O XXX
2 12  1731 唐澤 遥南(2) 中学 - - O O O XO O XO XXX

 1.45
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 春富中

3 11  2013 鷲山 令珠(3) 中学 - - O O O O O XXX
 1.40

ﾜｼﾔﾏ ﾚｲｼﾞｭ 高森中
4 10  1545 宮嶋 柚芽(2) 中学 - X - - - O O XXX

 1.40
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾒ 辰野中

5 9  1682 前田 花奈(1) 中学 - - O O XXO O XXX
 1.35

ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部中
6 4  2019 常盤 智世(2) 中学 O O O O XXX

 1.25
ﾄｷﾜ ﾄﾓﾖ 高森中

7 6  2018 上澤 美波(2) 中学 XO O O O XXX
 1.25

ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 高森中
8 8  3773 曽根原 可菜(1) 中学 O O XXO O XXX

 1.25
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 北安松川中

1  1728 山田 かなで(2) 中学 XXX 記録なし
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 春富中

2  1737 酒井 茜(1) 中学 XXX 記録なし
ｻｶｲ ｱｶﾈ 春富中

3  3776 奥原 夏穂(1) 中学 XXX 記録なし
ｵｸﾊﾗ ｶﾎ 北安松川中

5  2049 三浦 遥果(2) 中学 XXX 記録なし
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高陵中

7  1605 諏訪 朋花(1) 中学 XXX 記録なし
ｽﾜ ﾄﾓｶ 南箕輪中



女子 決勝 9月10日 9:00

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 記録 備考
1 1  1663 原 裕美佳(3) 中学

O O XXX  2.30
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 伊那東部中



女子 決勝 9月10日 10:30

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 備考
1 30  1632 西村 千明(2) 中学  4.64  4.72  4.80    4.80 

ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那中   0.0  +0.2  +0.1    +0.1
2 28  1207 宮坂 千夏(2) 中学  4.31  4.55  4.59    4.59 

ﾐﾔｻｶ ﾁﾅﾂ 上諏訪中   0.0  -0.5  +0.4    +0.4
3 24  2049 三浦 遥果(2) 中学  4.42  4.39  4.53    4.53 

ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高陵中  -0.4  -1.3  -0.6    -0.6
4 25  1532 野澤 早織(2) 中学  4.39   X  4.23    4.39 

ﾉｻﾞﾜ ｻｵﾘ 辰野中   0.0   0.0     0.0
5 26  2013 鷲山 令珠(3) 中学  4.02  3.63  4.34    4.34 

ﾜｼﾔﾏ ﾚｲｼﾞｭ 高森中  -0.7  -2.2   0.0     0.0
6 23  1543 畑 瑠衣菜(3) 中学  4.33  4.19  4.20    4.33 

ﾊﾀ ﾙｲﾅ 辰野中  -0.5  -0.4  -0.6    -0.5
7 19  1609 宮坂 彩夏(1) 中学  4.14  3.70  3.58    4.14 

ﾐﾔｻｷ ｱﾔｶ 南箕輪中  -1.2  -0.8  -1.2    -1.2
8 16  6078 曽根原 まろみ(2) 中学  3.63   X  4.01    4.01 

ｿﾈﾊﾗ ﾏﾛﾐ 鉢盛中  -0.7  -1.3    -1.3
9 20  1730 寺本 聡美(2) 中学  3.94  3.99  3.99    3.99 

ﾃﾗﾓﾄ ｻﾄﾐ 春富中  -2.0  -1.1  -0.7    -1.1
10 22  1606 関 理帆(1) 中学   X  3.86  3.98    3.98 

ｾｷ ﾘﾎ 南箕輪中  -0.5  -0.4    -0.4
11 18  2646 吉川 夏鈴(2) 中学  3.74  3.80  3.93    3.93 

ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 鼎中  -1.3  +0.1  -0.6    -0.6
12 12  1203 河西 七海(2) 中学  3.61  3.63  3.92    3.92 

ｶｻｲ ﾅﾅﾐ 上諏訪中  -0.5  +0.7  -0.4    -0.4
13 13  1533 根橋 なつみ(2) 中学   X   X  3.92    3.92 

ﾈﾊﾞｼ ﾅﾂﾐ 辰野中  -0.7    -0.7
14 7  1629 宮崎 希(2) 中学   X  3.85  3.89    3.89 

ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那中  -0.3  -0.6    -0.6
15 11  2057 宮崎 真衣奈(1) 中学  3.89  3.60  3.71    3.89 

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中  -0.8  +0.7  -2.2    -0.8
16 8  6084 倉沢 果歩(1) 中学  3.29  3.10  3.86    3.86 

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中  -2.0   0.0  -0.2    -0.2
17 5  1683 池上 真琴(1) 中学  3.71  3.85  3.69    3.85 

ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 伊那東部中  -1.6  -1.6  -0.8    -1.6
18 15  1544 吉沢 千咲(2) 中学  3.10  3.63  3.21    3.63 

ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｻｷ 辰野中  -1.0  -0.3  -0.8    -0.3
19 3  1685 田中 真彩(1) 中学  3.51  3.42  3.55    3.55 

ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那東部中  -1.0  -0.3  +0.4    +0.4
20 1  1205 長谷川 流奈(2) 中学  2.93  2.99  3.52    3.52 

ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ 上諏訪中   0.0  -0.4  +0.6    +0.6
21 14  8736 北原 瑛里香(1) 中学  3.30  3.37  3.38    3.38 

ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 伊那AC  -2.0  -0.7  -2.2    -2.2
22 4  1204 小林 紗弥香(2) 中学   X   X  3.34    3.34 

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上諏訪中  +1.1    +1.1
23 10  1202 河西 綾香(2) 中学  3.24   X   X    3.24 

ｶｻｲ ｱﾔｶ 上諏訪中  -1.1    -1.1
24 17  1531 赤羽 香子(2) 中学  3.15   X   X    3.15 

ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｺ 辰野中  -0.8    -0.8
25 2  1735 北條 珠緒(1) 中学  3.07  3.11   X    3.11 

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀﾏｵ 春富中  -1.6   0.0     0.0
29  1617 酒井 珠良(2) 中学   X   X   X 記録なし

ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 南箕輪中
6  1556 溝尾 里菜(1) 中学 欠場

ﾐｿﾞｵ ﾘﾅ 辰野中
9  8738 吉田 那緒(1) 中学 欠場

ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC
21  1540 鈴木 幸恵(3) 中学 欠場

ｽｽﾞｷ ｻﾁｴ 辰野中
27  1754 堀井 満里奈(1) 中学 欠場

ﾎﾘｲ ﾏﾘﾅ 宮田中



中学女子 決勝 9月10日 9:00

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 8  1662 登内 彩香(3) 中学

 8.47  8.93  8.74   8.93 
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那東部中

2 11  1534 堀内 美佳(2) 中学
 7.80  8.49  8.52   8.52 

ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ 辰野中
3 12  1597 高井 ジャンユキ(2) 中学

 7.98  7.98  8.18   8.18 
ﾀｶｲ ｼﾞｬﾝﾕｷ 南箕輪中

4 7  1739 細井 友香(1) 中学
 7.86  7.64  7.83   7.86 

ﾎｿｲ ﾕｳｶ 春富中
5 6  1573 重盛 友希(1) 中学

 7.22  7.74  7.68   7.74 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾕｷ 箕輪中

6 10  1677 生駒 名菜(2) 中学
 7.54  6.49  7.39   7.54 

ｲｺﾏ ﾅﾅ 伊那東部中
7 2  2052 征矢野 美結(2) 中学

 7.22  6.82  7.14   7.22 
ｿﾔﾉ ﾐﾕ 飯田高陵中

8 9  2048 高橋 みほか(2) 中学
 6.51  6.95  7.07   7.07 

ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｶ 飯田高陵中
9 5  2056 三澤 葵(1) 中学

  X  6.98  6.70   6.98 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵中

10 4  1576 佐々木 真実(1) 中学
 6.14  6.62  6.76   6.76 

ｻｻｷ ﾏﾐ 箕輪中
11 1  1659 原 捺紀(1) 中学

  X  5.65  5.90   5.90 
ﾊﾗ ﾅﾂｷ 伊那中

12 3  6081 大槻 沙也加(2) 中学
 5.35  5.53  5.66   5.66 

ｵｵﾂｷ ｻﾔｶ 鉢盛中



女子 決勝 9月10日 12:30

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1  2048 高橋 みほか(2) 中学

17.03   O   O  17.03 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｶ 飯田高陵中



中学女子 決勝 9月10日 11:00

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- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1  1740 村松 佐恵(1) 中学

  O   O 22.91  22.91 
ﾑﾗﾏﾂ ｻｴ 春富中


