
第８５回諏訪大社陸上競技大会記録集 
（大会コード：１２２００５２２） 

 

主 催 諏訪大社、長野陸上競技協会 

主 管 諏訪陸上競技協会 

後 援 下諏訪町 諏訪地方市町村教育委員会協議会 信濃毎日新聞社 長野日報社 

エルシーブイ㈱ 下諏訪町体育協会 

期 日 平成２４年１０月 ７日（日） 

会 場 下諏訪町営陸上競技場（２０４０５０） 

審判長 堀 晃  記録主任 中島 公徳 

 

各賞 

最優秀選手  

一般男子・諏訪大社名誉総代杯 高森ＡＣ 

一般女子・下諏訪町、町長盾 伊那弥生ヶ丘高 

中学男子・諏訪陸上競技協会旗 櫻ヶ岡中 

中学女子・下諏訪町教育委員会盾 櫻ヶ岡中 

 

○ この大会で樹立された記録 

項目 種目 氏名 記録 所属 従来の記録 

大会新 4×100mR 
小川原、矢崎、野澤、

加賀見 
47.47 諏訪二葉高校 47.96 

 

○ 気象状況 

時刻 天候 風 風速 気温(℃) 湿度(%) 

 9:00 曇り  0.0m/sec. 15.0 78.0 

10:00 曇り 西 3.1m/sec. 17.0 70.0 

11:00 曇り 西南西 1.5m/sec. 17.5 70.0 

12:00 曇り 西 2.7m/sec. 19.5 63.0 

13:00 曇り 西 3.2m/sec. 20.0 56.0 

14:00 曇り 西 2.1m/sec. 20.5 52.0 

15:00 曇り 西 1.8m/sec. 20.0 56.0 

16:00 曇り 北 0.6m/sec. 19.0 59.0 

 



第85回諏訪大社陸上競技大会                                                      
主催：諏訪大社、長野陸上競技協会                                                
主管：諏訪陸上競技協会                                                          
審判長：堀晃　記録主任：中島公徳                                                

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】204050  下諏訪町営陸上競技場

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
10/07 女子 長村 紋(3) 14.01 二宮 萌々(2) 14.23 野村 あずさ(3) 14.61 前島 奈々(1) 14.79 有賀 菜央(2) 15.14 竹内 華奈子(2) 15.42 林 優花(2) 15.91 倉田 優美(1) 16.47

100m 創造学園高 伊那弥生ヶ丘高 東海大三高 諏訪実業高 伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高
10/07 長村 紋(3) 1,03.38 原田 麻亜(2) 1,04.06 二宮 萌々(2) 1,05.32 竹内 華奈子(2) 1,09.42 林 優花(2) 1,14.68 倉田 優美(1) 1,18.24

400m 創造学園高 東海大三高 伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高
10/07 武井 萌美(1) 1.40 伊東 泉朋(2) 1.20

走高跳 下諏訪向陽 諏訪実業高
10/07 有賀 菜央(2) 4.38(-0.6) 長村 紋(3) 4.30(+0.1)

走幅跳 伊那弥生ヶ丘高 創造学園高
10/07 松坂 春子(1) 8.95

砲丸投 東海大三高
10/07 伊那弥生ヶ丘高      56.54 諏訪二葉高       58.16

4×100m 林 優花(2) 植栗 彩加(1)
有賀 菜央(2) 丹羽 朱里(1)
二宮 萌々(2) 両角 果穂(2)
竹内 華奈子(2) 神谷 桃香(2)

10/07 中学女子 加納 采弥(2) 櫻ヶ岡中 13.84 山田 彩加(2) 14.16 三澤 葵(2) 14.50 中島 夏美(1) 14.52 山田 花菜(2) 14.55 小椋 万柚(1) 14.56 樋口 香苗(1) 14.58
100m 加納 茉弥(3) 櫻ヶ岡中 岡谷東部中 飯田高陵中 岡谷東部中 岡谷東部中 飯田高陵中 茅野北部中

10/07 加納 采弥(2) 1,06.27 加納 茉弥(3) 1,07.18 白倉 杏美(3) 1,11.02 宮坂 奈緒(2) 1,11.98 小野 菜摘(2) 1,13.30 川上 由華(1) 1,13.54 村松 明日見(2) 1,13.74 宮下 真奈(1) 1,14.55
400m 櫻ヶ岡中 櫻ヶ岡中 櫻ヶ岡中 櫻ヶ岡中 櫻ヶ岡中 諏訪中 飯田高陵中 飯田高陵中

10/07 今井 萌(2) 2,36.56 花原 薫(2) 2,39.10 河原 里紗(2) 2,39.17 山﨑 さくら(3) 2,39.41 山崎 夏穂(1) 2,41.57 小池 智里(2) 2,42.41 宮坂 奈緒(2) 2,48.96 宮坂 万理(1) 2,51.04
800m 岡谷東部中 富士見中 上諏訪中 櫻ヶ岡中 長野東部中 富士見中 櫻ヶ岡中 岡谷東部中

10/07 今井 萌(2) 5,20.19 山﨑 さくら(3) 5,24.18 高橋 結子(1) 5,35.74 上原 萌花(1) 5,41.30 大井 遥(2) 5,41.74 岡村 智可(2) 5,43.37 岩波 里奈(1) 5,45.10 三井 咲良(1) 5,53.14
1500m 岡谷東部中 櫻ヶ岡中 岡谷東部中 諏訪南中 長野東部中 下諏訪中 諏訪南中 上諏訪中

10/07 宮坂 奈緒(2) 1.30 村松 明日見(2) 1.25 樋口 朋果(2) 1.25 武田 奈々美(1) 1.20 中澤 毬乃(1) 諏訪南中 1.15
走高跳 櫻ヶ岡中 飯田高陵中 富士見中 長野東部中 柳沢 夏菜子(1) 茅野東部中

小池 梨華(2) 諏訪西中
藤森 郁実(3) 諏訪西中
池田 好(2) 長峰中

10/07 高見 李那(2) 4.47(+0.8) 藤井 遥(1) 4.25(+0.7) 加納 采弥(2) 4.20(+0.4) 吉岡 綾子(1) 4.18(-0.6) 小林 みずほ(1)4.02(-0.9) 中山 寛香(2) 4.02(-2.1) 名取 奈々海(1)3.93(-1.5) 土屋 友佳(1) 3.88(-1.9)
走幅跳 長峰中 櫻ヶ岡中 櫻ヶ岡中 岡谷東部中 上諏訪中 櫻ヶ岡中 永明中 長野東部中

10/07 井上 悦子(2) 11.28 三澤 葵(2) 8.48 宮崎 真衣奈(2) 8.44 加納 茉弥(3) 8.27 平林 梨沙(2) 7.89 林 真咲(1) 7.28 赤羽 紗也加(1) 7.11 竹内 乃亜(1) 6.82
砲丸投 櫻ヶ岡中 飯田高陵中 飯田高陵中 櫻ヶ岡中 諏訪西中 櫻ヶ岡中 岡谷東部中 飯田高陵中

10/07 岡谷東部中(A)      55.61 櫻ヶ岡中(A)       56.33 飯田高陵中       56.47 富士見中       57.12 上諏訪中       57.65 長野東部中(A)      58.18 長峰中       58.43 長野東部中(B)      58.84
4×100m 吉岡 綾子(1) 小野 菜摘(2) 小椋 万柚(1) 唐澤 季里(2) 河原 里紗(2) 武田 奈々美(1) 久島 菜々子(1) 土屋 友佳(1)

山田 彩加(2) 加納 采弥(2) 三澤 葵(2) 小林 七味(2) 小林 みずほ(1) 伊能 史織(1) 高見 李那(2) 渡辺 ゆきの(3)
山田 花菜(2) 井上 悦子(2) 村松 明日見(2) 玉田 菜穂(1) 長谷川 聖奈(1) 鈴木 朋香(2) 池田 好(2) 村松 莉緒(3)
中島 夏美(1) 依田 恵(2) 宮崎 真衣奈(2) 小池 智里(2) 田邉 美森(2) 小松 紗菜(1) 山村 未悠(1) 霜村 明里(3)



決勝 10月7日 13:05

大会新(GR)          12.80

[ 1組] 風速 -3.9 [ 2組] 風速 -4.0

 1 二宮 萌々(2) 高校生     14.23  1 長村 紋(3) 高校生     14.01 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 2 前島 奈々(1) 高校生     14.79  2 野村 あずさ(3) 高校生     14.61 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾅﾅ 諏訪実業高 ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高

 3 竹内 華奈子(2) 高校生     15.42  3 有賀 菜央(2) 高校生     15.14 
ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高 ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高

 4 倉田 優美(1) 高校生     16.47  4 林 優花(2) 高校生     15.91 
ｸﾗﾀ ｽｸﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 伊那弥生ヶ丘高

   1 長村 紋(3) 高校生 創造学園高     14.01 (-4.0)   2   1
   2 二宮 萌々(2) 高校生 伊那弥生ヶ丘高     14.23 (-3.9)   1   1
   3 野村 あずさ(3) 高校生 東海大三高     14.61 (-4.0)   2   2
   4 前島 奈々(1) 高校生 諏訪実業高     14.79 (-3.9)   1   2
   5 有賀 菜央(2) 高校生 伊那弥生ヶ丘高     15.14 (-4.0)   2   3
   6 竹内 華奈子(2) 高校生 伊那弥生ヶ丘高     15.42 (-3.9)   1   3
   7 林 優花(2) 高校生 伊那弥生ヶ丘高     15.91 (-4.0)   2   4
   8 倉田 優美(1) 高校生 伊那弥生ヶ丘高     16.47 (-3.9)   1   4    9
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決勝 10月7日 11:30

大会新(GR)          12.90

[ 1組] 風速 -1.9 [ 2組] 風速 -0.9

 1 中島 夏美(1) 中学生     14.52  1 小椋 万柚(1) 中学生     14.56 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 岡谷東部中 ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中

 2 河西 綾香(3) 中学生     15.71  2 川上 由華(1) 中学生     14.68 
ｶｻｲ ｱﾔｶ 上諏訪中 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中

 3 山田 栞(2) 中学生     15.80  3 吉岡 綾子(1) 中学生     15.24 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 岡谷西部中 ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 岡谷東部中

 4 澤口 実侑(1) 中学生     16.24  4 前田 未央(1) 中学生     15.67 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中 ﾏｴﾀﾞﾐｵ 諏訪南中
宮坂 奏江(1) 中学生  5 柳平 麻梨(1) 中学生     16.16 
ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ 茅野北部中 ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ 茅野北部中
藤森 萌夏(1) 中学生 三井 咲良(1) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ 長峰中 ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中
関 ちなつ(2) 中学生 橋本 真理子(1) 中学生
ｾｷ ﾁﾅﾂ 富士見中 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 櫻ヶ岡中

[ 3組] 風速 -1.5 [ 4組] 風速 -3.1

 1 三澤 葵(2) 中学生     14.50  1 山田 彩加(2) 中学生     14.16 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵中 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 岡谷東部中

 2 小野 菜摘(2) 中学生     15.00  2 中山 寛香(2) 中学生     15.28 
ｵﾉ ﾅﾂﾐ 櫻ヶ岡中 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 櫻ヶ岡中

 3 長谷川 聖奈(1) 中学生     15.18  3 高見 李那(2) 中学生     15.31 
ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 上諏訪中 ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中

 4 矢澤 舞香(1) 中学生     15.24  4 関澤 みゆ(1) 中学生     16.56 
ﾔｻﾞﾜﾏｲｶ 諏訪南中 ｾｷｻﾞﾜ ﾐﾕ 長野東部中

 5 原 歩美(1) 中学生     16.09  5 鷹野原 睦(2) 中学生     17.11 
ﾊﾗ ｱﾕﾐ 岡谷東部中 ﾀｶﾉﾊﾗ ﾁｶ 茅野北部中

 6 藤森 成美(1) 中学生     16.54  6 伊藤 千夏(1) 中学生     17.14 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾙﾐ 長野東部中 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 茅野東部中

 7 小口 実夏(2) 中学生     17.35  7 小口 瑞貴(2) 中学生     17.84 
ｵｸﾞﾁ ﾐｶ 下諏訪中 ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 下諏訪中

[ 5組] 風速 -3.2 [ 6組] 風速 -2.1

 1 加納 采弥(2) 中学生     13.84  1 加納 茉弥(3) 中学生     13.84 
ｶﾉｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡中 ｶﾉｳ ﾏﾔ 櫻ヶ岡中

 2  宮澤  杏実(1) 中学生     15.48  2 伊能 史織(1) 中学生     14.97 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 岡谷西部中 ｲﾉｳ ｼｵﾘ 長野東部中

 3 小松 紗菜(1) 中学生     16.18  3 長谷川 流奈(3) 中学生     15.24 
ｺﾏﾂ ｻﾅ 長野東部中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ 上諏訪中

 4 武村 佳穂(1) 中学生     16.20  4 中村 愛海(1) 中学生     16.02 
ﾀｹﾑﾗ ｶﾎ 永明中 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ 下諏訪中

 5 小野 瑛子(2) 中学生     17.84  5 阿部 春菜(1) 中学生     16.42 
ｵﾉ ｴｲｺ 下諏訪中 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾅ 岡谷東部中

 6 諏訪 春乃(1) 中学生     18.00  7 深沢 真帆(1) 中学生     17.56 
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中 ﾌｶｻﾜ ﾏﾎ 富士見中
北原 瑠華(1) 中学生 千葉 恵玲菜(2) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ﾙｶ 岡谷東部中 ﾁﾊﾞ ｴﾚﾅ 岡谷西部中

[ 7組] 風速 -2.4 [ 8組] 風速 -1.4

 1 井上 悦子(2) 中学生     14.79  1 山田 花菜(2) 中学生     14.55 
ｲﾉｳｴ ｴﾂｺ 櫻ヶ岡中 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中

 2 小林 みずほ(1) 中学生     15.20  2 白倉 杏美(3) 中学生     15.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中 ｼﾗｸﾗ ｱﾐ 櫻ヶ岡中

 3 小口 ゆうり(2) 中学生     15.88  3 玉田 菜穂(1) 中学生     15.68 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾘ 岡谷東部中 ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ 富士見中

 4 宮澤 千夏(1) 中学生     16.00  4 倉石 ほのか(1) 中学生     15.91 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁｶ 長野東部中 ｸﾗｲｼ ﾎﾉｶ 長野東部中

 5 細川 佑郁(1) 中学生     16.17  5 久島 菜々子(1) 中学生     16.60 
ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 富士見中 ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 長峰中
深江 愛美(1) 中学生  6 小林 愛実(1) 中学生     16.78 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 茅野北部中
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[ 9組] 風速 -1.8 [ 10組] 風速 -3.3

 1 唐澤 季里(2) 中学生     14.73  1 樋口 香苗(1) 中学生     14.58 
ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 富士見中 ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中

 2 田邉 美森(2) 中学生     15.45  2 宮坂 桃夏(1) 中学生     15.02 
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾁ 上諏訪中 ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ 岡谷東部中

 3  小林 美咲(1) 中学生     16.16  3 廣瀬 澄玲(2) 中学生     15.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 岡谷西部中 ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 茅野東部中

 4 上條 紗良(1) 中学生     16.23  4 池田 好(2) 中学生     15.58 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾗ 永明中 ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中

 5 髙橋 麻奈華(1) 中学生     17.54  5 林 真咲(1) 中学生     15.77 
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｶ 岡谷東部中 ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 櫻ヶ岡中
依田 恵(2) 中学生  齊藤  美羽(1) 中学生
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 櫻ヶ岡中 ｻｲﾄｳ ﾐｳ 岡谷西部中

[ 11組] 風速 -3.0

 1 小池 智里(2) 中学生     14.60 
ｺｲｹ ﾁｻﾄ 富士見中

 2 山村 未悠(1) 中学生     15.02 
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中

 3 宮田 かりん(1) 中学生     15.85 
ﾐﾔﾀ ｶﾘﾝ 上諏訪中

 4 北澤 佑奈(2) 中学生     15.99 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾅ 茅野北部中

 5 藤木 杏奈(2) 中学生     16.07 
ﾌｼﾞｷ ｱﾝﾅ 下諏訪中

 6 藤井 遥(1) 中学生     16.10 
ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 櫻ヶ岡中
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   1 加納 采弥(2) 中学生 櫻ヶ岡中     13.84 (-3.2)   5   1
   1 加納 茉弥(3) 中学生 櫻ヶ岡中     13.84 (-2.1)   6   1
   3 山田 彩加(2) 中学生 岡谷東部中     14.16 (-3.1)   4   1
   4 三澤 葵(2) 中学生 飯田高陵中     14.50 (-1.5)   3   1
   5 中島 夏美(1) 中学生 岡谷東部中     14.52 (-1.9)   1   1
   6 山田 花菜(2) 中学生 岡谷東部中     14.55 (-1.4)   8   1
   7 小椋 万柚(1) 中学生 飯田高陵中     14.56 (-0.9)   2   1
   8 樋口 香苗(1) 中学生 茅野北部中     14.58 (-3.3)  10   1
   9 小池 智里(2) 中学生 富士見中     14.60 (-3.0)  11   1
  10 川上 由華(1) 中学生 諏訪中     14.68 (-0.9)   2   2
  11 唐澤 季里(2) 中学生 富士見中     14.73 (-1.8)   9   1
  12 井上 悦子(2) 中学生 櫻ヶ岡中     14.79 (-2.4)   7   1
  13 伊能 史織(1) 中学生 長野東部中     14.97 (-2.1)   6   2
  14 小野 菜摘(2) 中学生 櫻ヶ岡中     15.00 (-1.5)   3   2
  15 宮坂 桃夏(1) 中学生 岡谷東部中     15.02 (-3.3)  10   2
  15 山村 未悠(1) 中学生 長峰中     15.02 (-3.0)  11   2
  17 廣瀬 澄玲(2) 中学生 茅野東部中     15.10 (-3.3)  10   3
  18 白倉 杏美(3) 中学生 櫻ヶ岡中     15.17 (-1.4)   8   2
  19 長谷川 聖奈(1) 中学生 上諏訪中     15.18 (-1.5)   3   3
  20 小林 みずほ(1) 中学生 上諏訪中     15.20 (-2.4)   7   2
  21 吉岡 綾子(1) 中学生 岡谷東部中     15.24 (-0.9)   2   3
  21 長谷川 流奈(3) 中学生 上諏訪中     15.24 (-2.1)   6   3
  21 矢澤 舞香(1) 中学生 諏訪南中     15.24 (-1.5)   3   4
  24 中山 寛香(2) 中学生 櫻ヶ岡中     15.28 (-3.1)   4   2
  25 高見 李那(2) 中学生 長峰中     15.31 (-3.1)   4   3
  26 田邉 美森(2) 中学生 上諏訪中     15.45 (-1.8)   9   2
  27  宮澤  杏実(1) 中学生 岡谷西部中     15.48 (-3.2)   5   2
  28 池田 好(2) 中学生 長峰中     15.58 (-3.3)  10   4
  29 前田 未央(1) 中学生 諏訪南中     15.67 (-0.9)   2   4
  30 玉田 菜穂(1) 中学生 富士見中     15.68 (-1.4)   8   3
  31 河西 綾香(3) 中学生 上諏訪中     15.71 (-1.9)   1   2
  32 林 真咲(1) 中学生 櫻ヶ岡中     15.77 (-3.3)  10   5
  33 山田 栞(2) 中学生 岡谷西部中     15.80 (-1.9)   1   3
  34 宮田 かりん(1) 中学生 上諏訪中     15.85 (-3.0)  11   3
  35 小口 ゆうり(2) 中学生 岡谷東部中     15.88 (-2.4)   7   3
  36 倉石 ほのか(1) 中学生 長野東部中     15.91 (-1.4)   8   4
  37 北澤 佑奈(2) 中学生 茅野北部中     15.99 (-3.0)  11   4
  38 宮澤 千夏(1) 中学生 長野東部中     16.00 (-2.4)   7   4
  39 中村 愛海(1) 中学生 下諏訪中     16.02 (-2.1)   6   4
  40 藤木 杏奈(2) 中学生 下諏訪中     16.07 (-3.0)  11   5
  41 原 歩美(1) 中学生 岡谷東部中     16.09 (-1.5)   3   5
  42 藤井 遥(1) 中学生 櫻ヶ岡中     16.10 (-3.0)  11   6
  43  小林 美咲(1) 中学生 岡谷西部中     16.16 (-1.8)   9   3
  43 柳平 麻梨(1) 中学生 茅野北部中     16.16 (-0.9)   2   5
  45 細川 佑郁(1) 中学生 富士見中     16.17 (-2.4)   7   5
  46 小松 紗菜(1) 中学生 長野東部中     16.18 (-3.2)   5   3
  47 武村 佳穂(1) 中学生 永明中     16.20 (-3.2)   5   4
  48 上條 紗良(1) 中学生 永明中     16.23 (-1.8)   9   4
  49 澤口 実侑(1) 中学生 櫻ヶ岡中     16.24 (-1.9)   1   4
  50 阿部 春菜(1) 中学生 岡谷東部中     16.42 (-2.1)   6   5
  51 藤森 成美(1) 中学生 長野東部中     16.54 (-1.5)   3   6
  52 関澤 みゆ(1) 中学生 長野東部中     16.56 (-3.1)   4   4
  53 久島 菜々子(1) 中学生 長峰中     16.60 (-1.4)   8   5
  54 小林 愛実(1) 中学生 茅野北部中     16.78 (-1.4)   8   6
  55 千葉 恵玲菜(2) 中学生 岡谷西部中     16.87 (-2.1)   6
  56 鷹野原 睦(2) 中学生 茅野北部中     17.11 (-3.1)   4   5
  57 伊藤 千夏(1) 中学生 茅野東部中     17.14 (-3.1)   4   6
  58 小口 実夏(2) 中学生 下諏訪中     17.35 (-1.5)   3   7
  59 髙橋 麻奈華(1) 中学生 岡谷東部中     17.54 (-1.8)   9   5
  60 深沢 真帆(1) 中学生 富士見中     17.56 (-2.1)   6   7
  61 小野 瑛子(2) 中学生 下諏訪中     17.84 (-3.2)   5   5
  61 小口 瑞貴(2) 中学生 下諏訪中     17.84 (-3.1)   4   7
  63 諏訪 春乃(1) 中学生 上諏訪中     18.00 (-3.2)   5   6
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決勝 10月7日 15:00

大会新(GR)        1,02.97

 1 長村 紋(3) 高校生   1,03.38 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 2 原田 麻亜(2) 高校生   1,04.06 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三高

 3 二宮 萌々(2) 高校生   1,05.32 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高

 4 竹内 華奈子(2) 高校生   1,09.42 
ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高

 5 林 優花(2) 高校生   1,14.68 
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 伊那弥生ヶ丘高

 6 倉田 優美(1) 高校生   1,18.24 
ｸﾗﾀ ｽｸﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高
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決勝 10月7日 10:50

大会新(GR)        1,05.60

[ 1組] [ 2組]

 1 加納 采弥(2) 中学生   1,06.27  1 宮坂 奈緒(2) 中学生   1,11.98 
ｶﾉｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡中 ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 櫻ヶ岡中

 2 中山 寛香(2) 中学生   1,15.88  2 小野 菜摘(2) 中学生   1,13.30 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 櫻ヶ岡中 ｵﾉ ﾅﾂﾐ 櫻ヶ岡中

 3 田邉 美森(2) 中学生   1,16.52  3 宮下 真奈(1) 中学生   1,14.55 
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾁ 上諏訪中 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中

 4 竹内 美空(2) 中学生   1,17.84  4 小林 七味(2) 中学生   1,14.60 
ﾀｹｳﾁ ﾐｸ 飯田高陵中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 富士見中

 5 小林 千夏(1) 中学生   1,23.65  5 武村 佳穂(1) 中学生   1,18.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 長野東部中 ﾀｹﾑﾗ ｶﾎ 永明中
両角 若菜(2) 中学生  6 長谷川 聖奈(1) 中学生   1,25.15 
ﾓﾛｽﾞﾐﾜｶﾅ 諏訪南中 ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 上諏訪中

[ 3組] [ 4組]

 1 白倉 杏美(3) 中学生   1,11.02  1 加納 茉弥(3) 中学生   1,07.18 
ｼﾗｸﾗ ｱﾐ 櫻ヶ岡中 ｶﾉｳ ﾏﾔ 櫻ヶ岡中

 2 川上 由華(1) 中学生   1,13.54  2 村松 明日見(2) 中学生   1,13.74 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中 ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高陵中

 3 鈴木 朋香(2) 中学生   1,16.41  3 山﨑 さくら(3) 中学生   1,15.58 
ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶ 長野東部中 ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 櫻ヶ岡中

 4 宮坂 季恵(3) 中学生   1,18.89  4 大井 まどか(1) 中学生   1,21.42 
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 上諏訪中 ｵｵｲ ﾏﾄﾞｶ 長野東部中

 5 黒川 芹奈(1) 中学生   1,20.79 依田 恵(2) 中学生
ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ 飯田高陵中 ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 櫻ヶ岡中
戸谷 涼乃(2) 中学生
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 櫻ヶ岡中

   1 加納 采弥(2) 中学生 櫻ヶ岡中     1,06.27   1   1
   2 加納 茉弥(3) 中学生 櫻ヶ岡中     1,07.18   4   1
   3 白倉 杏美(3) 中学生 櫻ヶ岡中     1,11.02   3   1
   4 宮坂 奈緒(2) 中学生 櫻ヶ岡中     1,11.98   2   1
   5 小野 菜摘(2) 中学生 櫻ヶ岡中     1,13.30   2   2
   6 川上 由華(1) 中学生 諏訪中     1,13.54   3   2
   7 村松 明日見(2) 中学生 飯田高陵中     1,13.74   4   2
   8 宮下 真奈(1) 中学生 飯田高陵中     1,14.55   2   3
   9 小林 七味(2) 中学生 富士見中     1,14.60   2   4
  10 山﨑 さくら(3) 中学生 櫻ヶ岡中     1,15.58   4   3
  11 中山 寛香(2) 中学生 櫻ヶ岡中     1,15.88   1   2
  12 鈴木 朋香(2) 中学生 長野東部中     1,16.41   3   3
  13 田邉 美森(2) 中学生 上諏訪中     1,16.52   1   3
  14 竹内 美空(2) 中学生 飯田高陵中     1,17.84   1   4
  15 武村 佳穂(1) 中学生 永明中     1,18.56   2   5
  16 宮坂 季恵(3) 中学生 上諏訪中     1,18.89   3   4
  17 黒川 芹奈(1) 中学生 飯田高陵中     1,20.79   3   5
  18 大井 まどか(1) 中学生 長野東部中     1,21.42   4   4
  19 小林 千夏(1) 中学生 長野東部中     1,23.65   1   5
  20 長谷川 聖奈(1) 中学生 上諏訪中     1,25.15   2   6  200
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決勝 10月7日 13:30

大会新(GR)    2,25.23

[ 1組] [ 2組]

 1 宮坂 万理(1) 中学生   2,51.04  1 今井 萌(2) 中学生   2,36.56 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 岡谷東部中 ｲﾏｲ ﾓｴ 岡谷東部中

 2 原田 千磨莉(1) 中学生   2,54.04  2 花原 薫(2) 中学生   2,39.10 
ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾏﾘ 櫻ヶ岡中 ﾊﾅﾊﾗ ｶｵﾙ 富士見中

 3 中島 美波(2) 中学生   2,57.95  3 河原 里紗(2) 中学生   2,39.17 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 岡谷東部中 ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中

 4 下山 風音(2) 中学生   3,01.12  4 山﨑 さくら(3) 中学生   2,39.41 
ｼﾓﾔﾏ ｶｻﾞﾈ 茅野北部中 ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 櫻ヶ岡中

 5 竹内 美空(2) 中学生   3,02.22  5 山崎 夏穂(1) 中学生   2,41.57 
ﾀｹｳﾁ ﾐｸ 飯田高陵中 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ 長野東部中

 6 白倉 杏美(3) 中学生   3,06.19  6 小池 智里(2) 中学生   2,42.41 
ｼﾗｸﾗ ｱﾐ 櫻ヶ岡中 ｺｲｹ ﾁｻﾄ 富士見中

 7 塩瀬 茉依(2) 中学生   3,12.73  7 宮坂 奈緒(2) 中学生   2,48.96 
ｼｵｾ ﾏｲ 飯田高陵中 ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 櫻ヶ岡中
戸谷 涼乃(2) 中学生  8 鈴木 実奈(1) 中学生   2,54.01 
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 櫻ヶ岡中 ｽｽﾞｷ ﾐﾅ 長野東部中
 加納 葵(1) 中学生  9 宮坂 季恵(3) 中学生   3,00.51 
ｶﾉｳ ｱｵｲ 岡谷西部中 ﾐﾔｻｶ ｷｴ 上諏訪中

   1 今井 萌(2) 中学生 岡谷東部中     2,36.56   2   1
   2 花原 薫(2) 中学生 富士見中     2,39.10   2   2
   3 河原 里紗(2) 中学生 上諏訪中     2,39.17   2   3
   4 山﨑 さくら(3) 中学生 櫻ヶ岡中     2,39.41   2   4
   5 山崎 夏穂(1) 中学生 長野東部中     2,41.57   2   5
   6 小池 智里(2) 中学生 富士見中     2,42.41   2   6
   7 宮坂 奈緒(2) 中学生 櫻ヶ岡中     2,48.96   2   7
   8 宮坂 万理(1) 中学生 岡谷東部中     2,51.04   1   1
   9 鈴木 実奈(1) 中学生 長野東部中     2,54.01   2   8
  10 原田 千磨莉(1) 中学生 櫻ヶ岡中     2,54.04   1   2
  11 中島 美波(2) 中学生 岡谷東部中     2,57.95   1   3
  12 宮坂 季恵(3) 中学生 上諏訪中     3,00.51   2   9
  13 下山 風音(2) 中学生 茅野北部中     3,01.12   1   4
  14 竹内 美空(2) 中学生 飯田高陵中     3,02.22   1   5
  15 白倉 杏美(3) 中学生 櫻ヶ岡中     3,06.19   1   6
  16 塩瀬 茉依(2) 中学生 飯田高陵中     3,12.73   1   7  351
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決勝 10月7日 15:10

大会新(GR)    5,08.29

湯本 愛菜(3) 高校生
ﾕﾓﾄ ｱｲﾅ 諏訪二葉高
植松 優季子(2) 高校生
ｳｴﾏﾂ ﾕｷｺ 諏訪二葉高

決勝 10月7日 15:10

大会新(GR)    5,06.20

 1 今井 萌(2) 中学生   5,20.19 
ｲﾏｲ ﾓｴ 岡谷東部中

 2 山﨑 さくら(3) 中学生   5,24.18 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 櫻ヶ岡中

 3 高橋 結子(1) 中学生   5,35.74 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 岡谷東部中

 4 上原 萌花(1) 中学生   5,41.30 
ｳｴｶﾗﾓｴｶ 諏訪南中

 5 大井 遥(2) 中学生   5,41.74 
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 長野東部中

 6 岡村 智可(2) 中学生   5,43.37 
ｵｶﾑﾗ ﾄﾓｶ 下諏訪中

 7 岩波 里奈(1) 中学生   5,45.10 
ｲﾜﾅﾐﾘﾅ 諏訪南中

 8 三井 咲良(1) 中学生   5,53.14 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

 9 原田 千磨莉(1) 中学生   5,57.70 
ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾏﾘ 櫻ヶ岡中

10 山田 紗椰(2) 中学生   5,59.17 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ 諏訪西中

11 諏訪 春乃(1) 中学生   6,19.60 
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中

12 小口 あい(2) 中学生   6,24.31 
ｵｸﾞﾁ ｱｲ 茅野北部中
戸谷 涼乃(2) 中学生
ﾄﾔ ｽｽﾞﾉ 櫻ヶ岡中
河原 里紗(2) 中学生
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中
小林 夏美(2) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 富士見中

欠場

1    44
欠場
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決勝 10月7日 15:55

大会新(GR)          52.30

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 伊那弥生ヶ丘高     4 林 優花(2)     56.54 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾊﾔｼ ﾕｳｶ
    5 有賀 菜央(2)

ｱﾙｶﾞ ﾅｵ
    7 二宮 萌々(2)

ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
    8 竹内 華奈子(2)

ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ
 2   3 諏訪二葉高    48 植栗 彩加(1)     58.16 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ
   45 丹羽 朱里(1)

ﾆﾜ ｱｶﾘ
   41 両角 果穂(2)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ
   46 神谷 桃香(2)

ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ

女子

4×100m

決勝



決勝 10月7日 14:20

大会新(GR)          52.70

[ 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 櫻ヶ岡中(A)   409 小野 菜摘(2)     56.33  1   4 岡谷東部中(A)   124 吉岡 綾子(1)     55.61 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳA ｵﾉ ﾅﾂﾐ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ
  422 加納 采弥(2)   112 山田 彩加(2)

ｶﾉｳ ｻﾔ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
  427 井上 悦子(2)   113 山田 花菜(2)

ｲﾉｳｴ ｴﾂｺ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
  428 依田 恵(2)    99 中島 夏美(1)

ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
 2   4 飯田高陵中   335 小椋 万柚(1)     56.47  2   5 富士見中   359 唐澤 季里(2)     57.12 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｶﾗｻﾜ ｷﾘ
  338 三澤 葵(2)   370 小林 七味(2)

ﾐｻﾜ ｱｵｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ
  331 村松 明日見(2)   382 玉田 菜穂(1)

ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ
  343 宮崎 真衣奈(2)   374 小池 智里(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ ｺｲｹ ﾁｻﾄ
 3   2 長野東部中(B)   274 土屋 友佳(1)     58.84  3   2 長峰中   262 久島 菜々子(1)     58.43 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾂﾁﾔ ﾄﾓｶ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｸｼﾏ ﾅﾅｺ
  276 渡辺 ゆきの(3)   259 高見 李那(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾉ ﾀｶﾐ ﾘﾅ
  282 村松 莉緒(3)   252 池田 好(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｵ ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ
  283 霜村 明里(3)   257 山村 未悠(1)

ｼﾓﾑﾗ  ｱｶﾘ ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ
 4   6 岡谷東部中(B)   122 宮坂 桃夏(1)   1,00.42  4   3 櫻ヶ岡中(C)   393 藤井 遥(1)   1,00.53 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳC ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ
  116 坂本 唯(1)   386 澤口 実侑(1)

ｻｶﾓﾄ ﾕｲ ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ
  110 小口 ゆうり(2)   387 林 真咲(1)

ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾘ ﾊﾔｼ ﾏｻｷ
  106 小松 春菜(1)   417 橋本 真理子(1)

ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ
 5   1 岡谷西部中    86  加納 葵(1)   1,00.85  5   6 茅野北部中(B)   172 鷹野原 睦(2)   1,01.33 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｶﾉｳ ｱｵｲ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ﾀｶﾉﾊﾗ ﾁｶ
   77 千葉 恵玲菜(2)   174 西郷 ののか(2)

ﾁﾊﾞ ｴﾚﾅ ｻｲｺﾞｳ ﾉﾉｶ
   82 山田 栞(2)   182 下山 風音(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ ｼﾓﾔﾏ ｶｻﾞﾈ
   85  宮澤  杏実(1)   170 田村 春花(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ
 6   5 茅野北部中(C)   169  湯田坂 奈々子(1)   1,02.29 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳC ﾕﾀﾞｻｶ ﾅﾅｺ
  164 両角 恭佳(1)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｷｮｳｶ
  175 小林 愛実(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ
  166 柳平 麻梨(1)

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ

中学女子

4×100m

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 上諏訪中   221 河原 里紗(2)     57.65 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ
  207 小林 みずほ(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ
  200 長谷川 聖奈(1)

ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ
  198 田邉 美森(2)

ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾁ
 2   6 長野東部中(A)   270 武田 奈々美(1)     58.18 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ
  318 伊能 史織(1)

ｲﾉｳ ｼｵﾘ
  265 鈴木 朋香(2)

ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶ
  296 小松 紗菜(1)

ｺﾏﾂ ｻﾅ
 3   4 茅野北部中(A)   167 北澤 佑奈(2)     59.27 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾅ
  181 柿澤 綾菜(2)

ｶｷｻﾞﾜ ｱﾔﾅ
  180 宮坂 奏江(1)

ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ
  168 樋口 香苗(1)

ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ
 4   5 櫻ヶ岡中(B)   400 中山 寛香(2)   1,01.85 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳB ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ
  421 加納 茉弥(3)

ｶﾉｳ ﾏﾔ
  390 白倉 杏美(3)

ｼﾗｸﾗ ｱﾐ
  418 宮坂 奈緒(2)

ﾐﾔｻｶ ﾅｵ
  2 諏訪西中

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ 欠場

   1 岡谷東部中(A)     55.61 吉岡 綾子(1) 山田 彩加(2) 山田 花菜(2) 中島 夏美(1)   2   1
   2 櫻ヶ岡中(A)     56.33 小野 菜摘(2) 加納 采弥(2) 井上 悦子(2) 依田 恵(2)   1   1
   3 飯田高陵中     56.47 小椋 万柚(1) 三澤 葵(2) 村松 明日見(2) 宮崎 真衣奈(2)   1   2
   4 富士見中     57.12 唐澤 季里(2) 小林 七味(2) 玉田 菜穂(1) 小池 智里(2)   2   2
   5 上諏訪中     57.65 河原 里紗(2) 小林 みずほ(1) 長谷川 聖奈(1) 田邉 美森(2)   3   1
   6 長野東部中(A)     58.18 武田 奈々美(1) 伊能 史織(1) 鈴木 朋香(2) 小松 紗菜(1)   3   2
   7 長峰中     58.43 久島 菜々子(1) 高見 李那(2) 池田 好(2) 山村 未悠(1)   2   3
   8 長野東部中(B)     58.84 土屋 友佳(1) 渡辺 ゆきの(3) 村松 莉緒(3) 霜村 明里(3)   1   3
   9 茅野北部中(A)     59.27 北澤 佑奈(2) 柿澤 綾菜(2) 宮坂 奏江(1) 樋口 香苗(1)   3   3
  10 岡谷東部中(B)   1,00.42 宮坂 桃夏(1) 坂本 唯(1) 小口 ゆうり(2) 小松 春菜(1)   1   4
  11 櫻ヶ岡中(C)   1,00.53 藤井 遥(1) 澤口 実侑(1) 林 真咲(1) 橋本 真理子(1)   2   4
  12 岡谷西部中   1,00.85  加納 葵(1) 千葉 恵玲菜(2) 山田 栞(2)  宮澤  杏実(1)   1   5
  13 茅野北部中(B)   1,01.33 鷹野原 睦(2) 西郷 ののか(2) 下山 風音(2) 田村 春花(2)   2   5
  14 櫻ヶ岡中(B)   1,01.85 中山 寛香(2) 加納 茉弥(3) 白倉 杏美(3) 宮坂 奈緒(2)   3   4
  15 茅野北部中(C)   1,02.29  湯田坂 奈々子(1)両角 恭佳(1) 小林 愛実(1) 柳平 麻梨(1)   1   6

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

4×100m
タイムレース

順位 所属名

中学女子

4×100m

中学女子



決勝 10月7日  9:00

大会新(GR)    1.53

武井 萌美(1) 高校生
ﾀｹｲ ﾓｴﾐ 下諏訪向陽
伊東 泉朋(2) 高校生
ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 諏訪実業高

決勝 10月7日  9:00

大会新(GR)    1.57

宮坂 奈緒(2) 中学生
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 櫻ヶ岡中
村松 明日見(2) 中学生
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高陵中
樋口 朋果(2) 中学生
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 富士見中
武田 奈々美(1) 中学生
ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ 長野東部中
中澤 毬乃(1) 中学生
ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ 諏訪南中
柳沢 夏菜子(1) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅｺ 茅野東部中
小池 梨華(2) 中学生
ｺｲｹ ﾘｶ 諏訪西中
藤森 郁実(3) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｸﾐ 諏訪西中
池田 好(2) 中学生
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中
宮坂 万理(1) 中学生
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 岡谷東部中
小林 珠菜(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾏﾅ 長野東部中
御子柴 遥華(1) 中学生
ﾐｺｼﾊﾞ ﾊﾙｶ 岡谷東部中
野平 彩(2) 中学生
ﾉﾋﾗ ｱﾔ 岡谷東部中
増澤 紅音(1) 中学生 記録なし
ﾏｽｻﾞﾜ ｱｶﾈ 岡谷東部中
山田 紗帆(2) 中学生 欠場
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾎ 諏訪西中
小口 朋花(2) 中学生 欠場
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 岡谷東部中
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決勝 10月7日 12:15

大会新(GR)    5.36

有賀 菜央(2) 高校生   4.33   4.36    -   4.23   4.38   4.32    4.38 
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高   -1.1   +0.6    0.0   -0.6   -2.4    -0.6
長村 紋(3) 高校生   4.30   4.19    -    X    X   4.13    4.30 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高   +0.1   +0.6   -1.0    +0.1

-6- 記録所属名 -1-

2 1    55

備考
1 2     5

-5-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

女子

走幅跳

決勝

-2- -3- -4-氏  名



決勝 10月7日 12:15

大会新(GR)    5.48

高見 李那(2) 中学生   4.08   4.25   4.20    X   4.47    X    4.47 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中   -1.3   -2.0   -0.9   +0.8    +0.8
藤井 遥(1) 中学生   3.71   4.03   3.88   4.11   4.17   4.25    4.25 
ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 櫻ヶ岡中   -1.4    0.0   +0.2   -0.8   -1.1   +0.7    +0.7
加納 采弥(2) 中学生   3.79   4.04   3.98   4.02   4.20   3.74    4.20 
ｶﾉｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡中   -0.9   -1.5   -1.1   +0.8   +0.4   -1.2    +0.4
吉岡 綾子(1) 中学生   3.94   3.78   4.04    X   4.18   3.73    4.18 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 岡谷東部中   -1.4   -1.3   -1.3   -0.6   +1.2    -0.6
小林 みずほ(1) 中学生   4.02   3.90   3.92   3.96   3.57   3.31    4.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中   -0.9   -0.3   +0.5   -0.6   -2.6   -0.6    -0.9
中山 寛香(2) 中学生   3.86    X   4.02   3.56    X   3.90    4.02 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 櫻ヶ岡中    0.0   -2.1   -0.7   -1.0    -2.1
名取 奈々海(1) 中学生   3.80    X   3.93    X   3.85   3.84    3.93 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中   +2.1   -1.5   -0.3   +1.6    -1.5
土屋 友佳(1) 中学生   3.47   3.88    X   3.31   3.50    X    3.88 
ﾂﾁﾔ ﾄﾓｶ 長野東部中   -0.2   -1.9   -1.0   +0.2    -1.9
篠原 舞(1) 中学生   3.83   3.71   3.86    3.86 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷東部中   -0.3   +1.3   -0.5    -0.5
宮田 かりん(1) 中学生   3.27   3.50   3.80    3.80 
ﾐﾔﾀ ｶﾘﾝ 上諏訪中   -0.5   -2.9   -1.2    -1.2
小松 晴菜(2) 中学生   3.75   3.50   3.79    3.79 
ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ 岡谷東部中   -0.7   -0.4   -0.5    -0.5
野村 朱里(2) 中学生   3.73   3.17   3.35    3.73 
ﾉﾑﾗ ｱｶﾘ 岡谷東部中   +0.7   +0.4   +0.8    +0.7
澤口 実侑(1) 中学生   3.63   3.55   3.56    3.63 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中   +0.5   -1.5   -1.3    +0.5
小野 菜摘(2) 中学生   3.41   3.53   3.57    3.57 
ｵﾉ ﾅﾂﾐ 櫻ヶ岡中   +0.3   -1.5   -0.1    -0.1
小椋 万柚(1) 中学生   3.56    X   3.12    3.56 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中   +0.1   -0.7    +0.1
深渡 由季(2) 中学生   3.41   3.38   3.53    3.53 
ﾌﾜｶﾜﾀﾘ ﾕｷ 富士見中   +0.8   +0.1   -0.1    -0.1
増澤 紅音(1) 中学生   3.39   3.45   3.39    3.45 
ﾏｽｻﾞﾜ ｱｶﾈ 岡谷東部中   -2.2   +1.7   +0.4    +1.7
西郷 ののか(2) 中学生   3.45   3.32   3.33    3.45 
ｻｲｺﾞｳ ﾉﾉｶ 茅野北部中   -0.8   -0.6   +1.3    -0.8
竹内 乃亜(1) 中学生   2.55   3.20   3.32    3.32 
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中   -0.2   -1.2   -0.1    -0.1
五味 雅乃音(1) 中学生   3.30    X   3.10    3.30 
ｺﾞﾐ ｶﾉﾝ 岡谷西部中   +0.3   -1.6    +0.3
糀谷 桃李(1) 中学生   2.81   3.25   2.91    3.25 
ｺｳｼﾞﾔ ﾄｳﾘ 富士見中   +0.2   -0.7   -0.1    -0.7
小林 友貴(1) 中学生   3.24   3.21   2.99    3.24 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 茅野東部中   -0.7    0.0   -0.4    -0.7
柳澤 彩夏(2) 中学生   2.96   2.91   3.20    3.20 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ 茅野北部中   -0.4   -2.3   -1.2    -1.2
千葉 愛海華(1) 中学生   2.85   3.09    X    3.09 
ﾁﾊﾞ ｱﾐｶ 岡谷西部中   +1.1   -0.5    -0.5
両角 恭佳(1) 中学生   2.46   2.54   2.36    2.54 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｷｮｳｶ 茅野北部中   -0.8   -0.8   -1.1    -0.8
宮崎 真衣奈(2) 中学生    X    X    X 記録なし
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中
後藤 愛莉(1) 中学生 欠場
ｺﾞﾄｳｱｲﾘ 諏訪南中
本間 菜月(2) 中学生 欠場
ﾎﾝﾏ ﾅﾂｷ 諏訪西中
小林 紗弥香(3) 中学生 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上諏訪中
深江 愛美(1) 中学生 欠場
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中
藤森 萌夏(1) 中学生 欠場
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ 長峰中
依田 恵(2) 中学生 欠場
ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 櫻ヶ岡中
五味 美桜奈(1) 中学生 欠場
ｺﾞﾐ ﾐｵﾅ 富士見中
川上 由華(1) 中学生 欠場
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中
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決勝 10月7日  9:00

大会新(GR)    11.35

松坂 春子(1) 高校生
ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾙｺ 東海大三高

決勝 10月7日  9:00

大会新(GR)    14.14

井上 悦子(2) 中学生
ｲﾉｳｴ ｴﾂｺ 櫻ヶ岡中
三澤 葵(2) 中学生
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵中
宮崎 真衣奈(2) 中学生
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中
加納 茉弥(3) 中学生
ｶﾉｳ ﾏﾔ 櫻ヶ岡中
平林 梨沙(2) 中学生
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 諏訪西中
林 真咲(1) 中学生
ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 櫻ヶ岡中
赤羽 紗也加(1) 中学生
ｱｶﾊﾈ ｻﾔｶ 岡谷東部中
竹内 乃亜(1) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中
久島 菜々子(1) 中学生
ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 長峰中
坂本 唯(1) 中学生
ｻｶﾓﾄ ﾕｲ 岡谷東部中
 湯田坂 奈々子(1) 中学生
ﾕﾀﾞｻｶ ﾅﾅｺ 茅野北部中
宮下 真奈(1) 中学生
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中
黒川 芹奈(1) 中学生
ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ 飯田高陵中
片倉 未来(1) 中学生
ｶﾀｸﾗ ﾐｷ 岡谷西部中
清水 希(1) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東部中
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