
平成24年度南信高等学校総合体育大会陸上競技大会                                  
　　主催：南信高等学校体育連盟・長野陸上競技協会                                
　　後援：伊那市教育委員会・上伊那陸上競技協会                                  

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
05/12 女子  +4.9 野村 あずさ(3) 12.79 青木 亜里沙(3) 12.83 清水 真希(2) 12.90 坂井 聖奈(3) 12.91 二宮 萌々(2) 12.92 小澤 未菜(1) 13.35 三石 奈穂(1) 13.40 大脇 愛菜(2) 13.46

１００ｍ 南信･東海大三 南信･伊那弥生ヶ丘 南信･飯田風越 南信･辰野 南信･伊那弥生ヶ丘 南信･飯田風越 南信･飯田風越 南信･伊那北
05/13   0.0 野村 あずさ(3) 26.89 二宮 萌々(2) 27.28 原田 麻亜(2) 27.42 山田 結花(3) 27.83 今井 美月(2) 28.13 小池 梓(3) 28.17 竹内 華奈子(2) 28.83 清水 真希(2) 32.30

２００ｍ 南信･東海大三 南信･伊那弥生ヶ丘 南信･東海大三 南信･諏訪清陵 南信･東海大三 南信･飯田 南信･伊那弥生ヶ丘 南信･飯田風越
05/11 山田 結花(3) 1,01.68 梅村 映美(3) 1,01.97 二宮 萌々(2) 1,02.23 今井 美月(2) 1,03.92 小池 梓(3) 1,04.40 竹内 華奈子(2) 1,04.68 宮島 志保美(2) 1,04.79 原田 麻亜(2) 1,05.38

４００ｍ 南信･諏訪清陵 南信･東海大三 南信･伊那弥生ヶ丘 南信･東海大三 南信･飯田 南信･伊那弥生ヶ丘 南信･飯田 南信･東海大三
05/13 梅村 映美(3) 2,21.66 宮島 志保美(2) 2,24.83 塩澤 華奈(2) 2,25.19 吉田 英里子(2) 2,25.23 鶯巣 美冴(3) 2,26.24 中本 愛里(3) 2,26.48 落合 悟花(3) 2,34.91 長澤 茜(2) 2,44.61

８００ｍ 南信･東海大三 南信･飯田 南信･飯田 南信･東海大三 南信･松川 南信･飯田風越 南信･伊那北 南信･諏訪清陵
05/11 吉田 夏子(3) 4,42.48 鶯巣 美冴(3) 5,05.38 関川 美波(3) 5,08.06 中塚 千和(2) 5,09.00 植松 優季子(2) 5,09.82 岩波 宏佳(2) 5,10.21 中本 愛里(3) 5,12.90 荒木 瑞葉(1) 5,16.80

１５００ｍ 南信･東海大三 GR 南信･松川 南信･伊那北 南信･飯田 南信･諏訪二葉 南信･諏訪清陵 南信･飯田風越 南信･諏訪二葉
05/13  +0.7 吉田 夏子(3) 10,00.55 関川 美波(3) 10,48.28 鶯巣 美冴(3) 10,49.21 熊谷 美佑(1) 11,01.62 中塚 千和(2) 11,08.42 岩波 宏佳(2) 11,11.13 中島 悠(3) 11,30.29 西永 梨恵(1) 11,35.13

３０００ｍ 南信･東海大三 南信･伊那北 南信･松川 南信･飯田 南信･飯田 南信･諏訪清陵 南信･飯田女子 南信･飯田風越
05/11  +4.7 有賀 菜央(2) 16.19 井口 恵里佳(3) 16.35 篠原 麻衣子(3) 16.78 町田 佳穂(3) 17.15 野口 那奈美(1) 17.73 平林 靜香(3) 17.81 神谷 桃香(2) 17.82 小澤 佳純(2) 18.40

100mH(0.838m) 南信･伊那弥生ヶ丘 南信･諏訪二葉 南信･諏訪実 南信･伊那北 南信･諏訪清陵 南信･岡谷南 南信･諏訪二葉 南信･岡谷南
05/12 宮澤  智優(2) 1,12.68 竹内 華奈子(2) 1,12.79 小池 梓(3) 1,14.47 梶谷 みさき(2) 1,14.98 井口 恵里佳(3) 1,15.72 征矢 希(2) 1,28.01

400mH(0.762m) 南信･下諏訪向陽 南信･伊那弥生ヶ丘 南信･飯田 南信･諏訪清陵 南信･諏訪二葉 南信･伊那西
05/11 江口 由真(3) 24,32.35 清水 真唯(3) 25,24.64 吉田 英里子(2) 25,44.44 伊東 玲奈(3) 30,33.71 牛山 杏香(1) 31,14.09 渡邉 幸穂(2) 34,13.97

５０００ｍＷ 南信･東海大三 GR 南信･上伊那農 GR 南信･東海大三 GR 南信･東海大三 南信･松川 南信･伊那西
05/13 大脇 愛菜(2) 1.50 青木 友里恵(3) 南信･伊那北 1.40 鷲山 令珠(1) 1.40 春日 小雪(2) 1.35 井口 恵里佳(3) 南信･諏訪二葉 1.30

走高跳 南信･伊那北 加藤 まりな(2) 南信･飯田風越 南信･飯田風越 南信･伊那西 伊東 泉朋(2) 南信･諏訪実
05/12 櫻井 まどか(3) 3.00 竹松 多恵子(3) 3.00 原 奈津美(2) 2.90 田中 優奈(2) 2.80 上原 悠紀(2) 2.70 両角 果穂(2) 2.70 有賀 友理(2) 2.60 原 裕美佳(1) 2.00

棒高跳 南信･高遠 南信･高遠 南信･上伊那農 南信･諏訪清陵 南信･諏訪清陵 南信･諏訪二葉 南信･上伊那農 南信･高遠
05/11 青木 亜里沙(3)5.48(+2.0) 橋本 紗季(2) 5.03(+3.1) 三村 捺美(3) 4.92(+5.7) 林  美歩(3) 4.75(+2.5) 松坂 春子(1) 4.59(+4.6) 上原 悠紀(2) 4.47(+1.9) 吉川 里緒奈(3)4.38(+3.0) 武井 萌美(1) 4.15(+1.2)

走幅跳 南信･伊那弥生ヶ丘 南信･赤穂 南信･飯田風越 南信･諏訪二葉 南信･東海大三 南信･諏訪清陵 南信･飯田 南信･下諏訪向陽
05/12 笠原 美奈代(2) 9.06 勝又 すず佳(2) 8.38 青木 友里恵(3) 8.21 長沼 義亮子(2) 8.19 登内 彩香(1) 8.04 酒井 菜津希(3) 7.91 有賀 菜央(2) 7.38 一ノ瀬 菜奈(2) 7.30

砲丸投(4.000kg) 南信･諏訪清陵 南信･阿南 南信･伊那北 南信･飯田女子 南信･伊那西 南信･諏訪実 南信･伊那弥生ヶ丘 南信･辰野
05/13 北野 未紗(2) 26.66 酒井 菜津希(3) 26.55 一ノ瀬 菜奈(2) 24.14 金木 彩見(2) 23.47 神谷 桃香(2) 22.26 中山 真緒(1) 20.70 増澤摩耶佳(3) 20.19 青木 友里恵(3) 20.11

円盤投(1.000kg) 南信･阿南 南信･諏訪実 南信･辰野 南信･伊那西 南信･諏訪二葉 南信･赤穂 南信･辰野 南信･伊那北
05/11 落合 悟花(3) 34.05 原 奈津美(2) 32.04 若狭 杏子(3) 29.80 有賀 友理(2) 24.37 笠原 美奈代(2) 24.15 金木 彩見(2) 24.05 岩佐 眞歩(2) 22.20 神谷 桃香(2) 20.37

やり投(0.600kg) 南信･伊那北 南信･上伊那農 南信･諏訪二葉 南信･上伊那農 南信･諏訪清陵 南信･伊那西 南信･岡谷東 南信･諏訪二葉
05/12 伊那弥生ヶ丘       52.04 飯田風越       52.80 諏訪清陵       53.23 飯田       53.83 諏訪実       53.91 伊那北       54.74 辰野       54.81 飯田女子       55.18

４×１００ｍＲ 青木 亜里沙(3) 清水 真希(2) 田中 優奈(2) 小池 梓(3) 酒井 菜津希(3) 桐山 彩織(2) 増澤摩耶佳(3) 肥後 萌々花(2)
有賀 菜央(2) 柴田 佳歩(2) 山田 結花(3) 宮島 志保美(2) 前島 奈々(1) 大脇 愛菜(2) 味澤 七星(3) 岡部 佳澄(2)
二宮 萌々(2) 三村 捺美(3) 上原 悠紀(2) 吉川 里緒奈(3) 上原 亜里沙(3) 町田 佳穂(3) 一ノ瀬 菜奈(2) 長沼 義亮子(2)
竹内 華奈子(2) 加藤 まりな(2) 梶谷 みさき(2) 塩澤 華奈(2) 篠原 麻衣子(3) 下島 彩夢(1) 坂井 聖奈(3) 田畑 三紗(3)

05/13 東海大三     4,06.65 飯田     4,14.92 伊那弥生ヶ丘     4,17.01 諏訪清陵     4,21.15 飯田風越     4,22.58 伊那北     4,28.90 諏訪実     4,30.64 諏訪二葉     4,35.50
４×４００ｍＲ 野村 あずさ(3) 小池 梓(3) 竹内 華奈子(2) 上原 悠紀(2) 柴田 佳歩(2) 大脇 愛菜(2) 酒井 菜津希(3) 湯本 愛菜(2)

梅村 映美(3) 塩澤 華奈(2) 二宮 萌々(2) 岩波 宏佳(2) 中本 愛里(3) 町田 佳穂(3) 伊東 泉朋(2) 荒木 瑞葉(1)
原田 麻亜(2) 吉川 里緒奈(3) 有賀 菜央(2) 梶谷 みさき(2) 小澤 未菜(1) 桐山 彩織(2) 上原 亜里沙(3) 井口 恵里佳(3)
今井 美月(2) 宮島 志保美(2) 青木 亜里沙(3) 山田 結花(3) 加藤 まりな(2) 落合 悟花(3) 篠原 麻衣子(3) 植松 優季子(2)

05/13 有賀 菜央(2) 3332 町田 佳穂(3) 3127 若狭 杏子(3) 2939 吉川 里緒奈(3) 2673 肥後 萌々花(2) 2173
七種競技 南信･伊那弥生ヶ丘 南信･伊那北 南信･諏訪二葉 南信･飯田 南信･飯田女子

05/13 東海大三 99 伊那弥生ヶ丘 76 諏訪清陵 64 伊那北 63.5 飯田 61 飯田風越 46.5 諏訪二葉 46.5 上伊那農業 27
対校得点



予選 5月11日 15:30
準決勝 5月12日 11:25
決勝 5月12日 12:40

県高校新            12.09
大会新              12.62

[ 1組] 風速 +2.5 [ 2組] 風速 +4.2

 1 三石 奈穂(1) 南信     13.50 Q  1 坂井 聖奈(3) 南信     13.03 Q
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越 ｻｶｲ ｾﾅ 辰野

 2 高梨 美岐(1) 南信     13.69 Q  2 上原 亜里沙(3) 南信     14.19 Q
ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農 ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ 諏訪実

 3 竹松 多恵子(3) 南信     13.76 q  3 長沼 義亮子(2) 南信     14.35 
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ 飯田女子

 4 下島 彩夢(1) 南信     14.08 q  4 手塚 日向子(1) 南信     14.82 
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農

 5 大平 有紀奈(2) 南信     14.21  5 岩佐 眞歩(2) 南信     14.86 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ 下伊那農 ｲﾜｻ ﾏﾅﾎ 岡谷東

 6 三浦 悠香(1) 南信     15.18  6 服部 智花(1) 南信     15.47 
ﾐｳﾗ ﾕｳｶ 飯田工 ﾊｯﾄﾘ ﾁﾊﾙ 飯田

 7 勝又 すず佳(2) 南信     15.54 小澤 佳純(2) 南信
ｶﾂﾏﾀ ｽｽﾞｶ 阿南 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾐ 岡谷南
藤森 絢音(1) 南信 武田 真緒(3) 南信
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔﾈ 諏訪二葉 ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘

[ 3組] 風速 +4.0 [ 4組] 風速 +5.1

 1 清水 真希(2) 南信     13.07 Q  1 二宮 萌々(2) 南信     13.10 Q
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越 ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘

 2 大脇 愛菜(2) 南信     13.58 Q  2 小澤 未菜(1) 南信     13.63 Q
ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ 伊那北 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越

 3 高橋 美凪(1) 南信     13.61 q  3 春日 小雪(2) 南信     13.74 q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵 ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ 伊那西

 4 林  美歩(3) 南信     13.95 q  4 野口 那奈美(1) 南信     14.12 
ﾊﾔｼ ﾐﾎ 諏訪二葉 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 5 北野 未紗(2) 南信     14.23  5 濱野 美結(1) 南信     15.36 
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南 ﾊﾏﾉ ﾐﾕ 岡谷東

 6 林 歩美(3) 南信     14.48 北原 詩織(1) 南信
ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 下伊那農 ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農

 7 赤羽 里香(2) 南信     14.94 岡部 佳澄(2) 南信
ｱｶﾊﾈ ﾘｶ 岡谷東 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子

[ 5組] 風速 +3.6

 1 野村 あずさ(3) 南信     12.79 Q
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三

 2 青木 亜里沙(3) 南信     12.99 Q
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘

 3 酒井 菜津希(3) 南信     13.67 q
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 諏訪実

 4 味澤 七星(3) 南信     14.26 
ｱｼﾞｻﾜ ﾅﾅｾ 辰野

 5 丹羽 朱里(1) 南信     14.31 
ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉

 6 長瀬 実菜(3) 南信     14.79 
ﾅｶﾞｾ ﾐﾅ 下伊那農
平林 靜香(3) 南信
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｶ 岡谷南

[ 1組] 風速 +4.1 [ 2組] 風速 +3.6

 1 青木 亜里沙(3) 南信     12.95 Q  1 野村 あずさ(3) 南信     12.82 Q
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘 ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三

 2 坂井 聖奈(3) 南信     12.95 Q  2 二宮 萌々(2) 南信     12.95 Q
ｻｶｲ ｾﾅ 辰野 ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘

 3 清水 真希(2) 南信     13.04 Q  3 三石 奈穂(1) 南信     13.41 Q
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越 ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越

 4 大脇 愛菜(2) 南信     13.53 q  4 小澤 未菜(1) 南信     13.58 q
ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ 伊那北 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越

 5 竹松 多恵子(3) 南信     13.65  5 高梨 美岐(1) 南信     13.61 
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠 ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農

 6 高橋 美凪(1) 南信     13.75  6 酒井 菜津希(3) 南信     13.66 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵 ｻｶｲ ﾅﾂｷ 諏訪実

 7 林  美歩(3) 南信     14.08  7 春日 小雪(2) 南信     13.76 
ﾊﾔｼ ﾐﾎ 諏訪二葉 ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ 伊那西

 8 上原 亜里沙(3) 南信     14.21 下島 彩夢(1) 南信
ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ 諏訪実 ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北

風速 +4.9

 1 野村 あずさ(3) 南信     12.79 
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三

 2 青木 亜里沙(3) 南信     12.83 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘

 3 清水 真希(2) 南信     12.90 
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越

 4 坂井 聖奈(3) 南信     12.91 
ｻｶｲ ｾﾅ 辰野

 5 二宮 萌々(2) 南信     12.92 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘

 6 小澤 未菜(1) 南信     13.35 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越

 7 三石 奈穂(1) 南信     13.40 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越

 8 大脇 愛菜(2) 南信     13.46 
ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ 伊那北

7   452

2   286

3   305

1   453

8   455

6   215

5    39

4   301

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   337

1   267
欠場

8   232

7    48

6   452

4   453

5    39

3   305

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   109

8    46

1   248

7    79

3   455

6   286

4   301

5   215

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   194
欠場

準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

2    90

7   491

3    48

8   201

4    39

5   301

欠場
8   430

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   140

7   234

  453

6   337

4    76

6   139

順 ﾚｰﾝ
3

3   552

5

8   481

5    79

4   109

所属名 記録／備考
2   455

7   286

No.
  305

7   302
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

1   412

3   168
欠場

4   233

5   138

2    46

6   427

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
8   215

7   553

3    94

5   486

4   471

6   248

1   267

2   232

女子

１００ｍ

予選 通過基準  5組  2着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
8   452



予選 5月13日 9:30
決勝 5月13日 13:00

県高校新            24.72
大会新              25.43

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +2.0

 1 清水 真希(2) 南信    27.57 Q 1 野村 あずさ(3) 南信    26.94 Q
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越 ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三

 2 坂井 聖奈(3) 南信    28.13 2 山田 結花(3) 南信    27.56 q
ｻｶｲ ｾﾅ 辰野 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 諏訪清陵

 3 梶谷 みさき(2) 南信    29.15 3 竹内 華奈子(2) 南信    27.96 q
ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 諏訪清陵 ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘

 4 前島 奈々(1) 南信    31.45 4 小池 梓(3) 南信    27.99 q
ﾏｴｼﾞﾏ ﾅﾅ 諏訪実 ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 飯田

 5 植栗 彩加(1) 南信    31.49 5 大平 有紀奈(2) 南信    29.49 
ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ 下伊那農

 6 澁谷 希望(1) 南信    31.92 6 味澤 七星(3) 南信    30.39 
ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田 ｱｼﾞｻﾜ ﾅﾅｾ 辰野
下島 彩夢(1) 南信
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 +2.0

 1 原田 麻亜(2) 南信    27.61 Q 1 二宮 萌々(2) 南信    27.50 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三 ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘

 2 木下 直美(1) 南信    30.29 2 今井 美月(2) 南信    27.94 q
ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ 飯田風越 ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 東海大三

 3 丹羽 朱里(1) 南信    30.52 3 高梨 美岐(1) 南信    28.73 
ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉 ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農
武田 真緒(3) 南信 4 三村 捺美(3) 南信    29.02 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘 ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ 飯田風越
北原 詩織(1) 南信 5 林  美歩(3) 南信    29.28 
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農 ﾊﾔｼ ﾐﾎ 諏訪二葉
宮澤  智優(2) 南信 6 清水 由紀子(2) 南信    30.21 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ 飯田

風速  0.0

 1 野村 あずさ(3) 南信    26.89 
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三

 2 二宮 萌々(2) 南信    27.28 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘

 3 原田 麻亜(2) 南信    27.42 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三

 4 山田 結花(3) 南信    27.83 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 諏訪清陵

 5 今井 美月(2) 南信    28.13 
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 東海大三

 6 小池 梓(3) 南信    28.17 
ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 飯田

 7 竹内 華奈子(2) 南信    28.83 
ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘

 8 清水 真希(2) 南信    32.30 
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越

女子

２００ｍ

予選 通過基準  4組  1着 + 4 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 記録／備考
4   455

3   215

7   411

6  2054

5    49

8   267

順 ﾚｰﾝ

2    91

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    39

5    82

6   306

7   406

3   486

2   201

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    29

6   448

5    90

2   302
欠場

3   234
欠場

4   127
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   305

4    28

6   232

7   457

5   109

2   416

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    39

5   305

3    29

7    82

8    28

1   406

2   306

4   455



予選 5月11日 11:40
決勝 5月11日 14:30

県高校新            55.74
大会新              57.38

[ 1組] [ 2組]

 1 山田 結花(3) 南信   1,02.71 Q  1 梅村 映美(3) 南信   1,02.35 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 諏訪清陵 ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三

 2 原田 麻亜(2) 南信   1,03.62 Q  2 二宮 萌々(2) 南信   1,03.11 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三 ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘

 3 宮島 志保美(2) 南信   1,04.02 Q  3 小池 梓(3) 南信   1,03.19 Q
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田 ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 飯田

 4 柴田 佳歩(2) 南信   1,06.16  4 今井 美月(2) 南信   1,03.25 q
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越 ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 東海大三

 5 岡山 未来(1) 南信   1,07.05  5 竹内 華奈子(2) 南信   1,04.32 q
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農 ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘

 6 桐山 彩織(2) 南信   1,07.75  6 塩澤 華奈(2) 南信   1,04.93 
ｷﾘﾔﾏ ｻｵﾘ 伊那北 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田
武田 真緒(3) 南信  7 加藤 まりな(2) 南信   1,06.52 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘 ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越

 1 山田 結花(3) 南信   1,01.68  1 清水 由紀子(2) 南信   1,11.07 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 諏訪清陵 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ 飯田

 2 梅村 映美(3) 南信   1,01.97 
ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三

 3 二宮 萌々(2) 南信   1,02.23 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘

 4 今井 美月(2) 南信   1,03.92 
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 東海大三

 5 小池 梓(3) 南信   1,04.40 
ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 飯田

 6 竹内 華奈子(2) 南信   1,04.68 
ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘

 7 宮島 志保美(2) 南信   1,04.79 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田

 8 原田 麻亜(2) 南信   1,05.38 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三

女子

４００ｍ

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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 記録／備考
3    82

2    29

5   287

4   415

6   446

7   302
欠場

順 ﾚｰﾝ

1   489

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    27

4   305

5   406

6    28

8   306

7   417

3   447

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 所属名 記録／備考
4    82

5    27

6   305

2    28

7   406

1   306

8   415

3    29

8   416

オープン決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



予選 5月12日 10:45
決勝 5月13日 12:40

県高校新          2,09.64
大会新            2,16.40

[ 1組] [ 2組]

 1 鶯巣 美冴(3) 南信  2,27.04 Q 1 梅村 映美(3) 南信  2,23.35 Q
ｳｸﾞｽ ﾐｻｴ 松川 ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三

 2 吉田 英里子(2) 南信  2,28.11 Q 2 塩澤 華奈(2) 南信  2,30.20 Q
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 東海大三 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田

 3 長澤 茜(2) 南信  2,30.33 q 3 櫛原 彩香(3) 南信  2,39.27 
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 諏訪清陵 ｸｼﾊﾗ ｱﾔｶ 下伊那農

 4 落合 悟花(3) 南信  2,32.63 q 4 桐山 彩織(2) 南信  2,43.30 
ｵﾁｱｲ ｻﾄｺ 伊那北 ｷﾘﾔﾏ ｻｵﾘ 伊那北

 5 荒木 瑞葉(1) 南信  2,32.67 5 田畑 三紗(3) 南信  2,45.27 
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉 ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ 飯田女子

 6 桃澤 あかり(1) 南信  3,12.40 6 湯本 愛菜(2) 南信  2,49.34 
ﾓﾓｻﾞﾜ ｱｶﾘ 伊那西 ﾕﾓﾄ ｱｲﾅ 諏訪二葉
濱野 美結(1) 南信 7 倉田 優美(1) 南信  3,03.40 
ﾊﾏﾉ ﾐﾕ 岡谷東 ｸﾗﾀ ｽｸﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘
中島 悠(3) 南信
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 飯田女子

[ 3組]

 1 宮島 志保美(2) 南信  2,27.94 Q 1 梅村 映美(3) 南信  2,21.66 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田 ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三

 2 中本 愛里(3) 南信  2,29.21 Q 2 宮島 志保美(2) 南信  2,24.83 
ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田

 3 岩波 宏佳(2) 南信  2,32.98 3 塩澤 華奈(2) 南信  2,25.19 
ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ 諏訪清陵 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田

 4 植松 優季子(2) 南信  2,36.87 4 吉田 英里子(2) 南信  2,25.23 
ｳｴﾏﾂ ﾕｷｺ 諏訪二葉 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 東海大三

 5 小沼 千夏(1) 南信  2,44.24 5 鶯巣 美冴(3) 南信  2,26.24 
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子 ｳｸﾞｽ ﾐｻｴ 松川

 6 氣賀澤 愛香(3) 南信  2,55.77 6 中本 愛里(3) 南信  2,26.48 
ｹｶﾞｻﾜ ﾁｶ 伊那北 ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越

 7 後藤 美礼(1) 南信  3,17.75 7 落合 悟花(3) 南信  2,34.91 
ｺﾞﾄｳ ｱﾔﾐ 伊那西 ｵﾁｱｲ ｻﾄｺ 伊那北

8 長澤 茜(2) 南信  2,44.61 
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 諏訪清陵

順 No. 氏  名 所属名
3   388

7    32

女子

８００ｍ

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

  335

5  2053

1   283

2   140
欠場

8   429

4    92

6

欠場

順 No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
8    27

5   417

2   494

6   287

3   421

7    88

4   308

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   415

2   466

8   281

6  2055

7    87

3   333

決勝

順 No. 氏  名

4   422

所属名 記録／備考
5    27

3   415

8   417

4    32

6   388

7   466

1   283

2  2053



予選 5月11日 10:35
決勝 5月11日 15:20

県高校新(KR )     4,23.10
大会新  (GR )     4,44.37

[ 1組] [ 2組]

 1 吉田 夏子(3) 南信  4,42.64 Q 1 鶯巣 美冴(3) 南信  5,11.75 Q
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三 ｳｸﾞｽ ﾐｻｴ 松川

 2 植松 優季子(2) 南信  5,09.22 Q 2 中塚 千和(2) 南信  5,16.05 Q
ｳｴﾏﾂ ﾕｷｺ 諏訪二葉 ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田

 3 関川 美波(3) 南信  5,09.90 Q 3 荒木 瑞葉(1) 南信  5,19.33 Q
ｾｷｶﾜ ﾐﾅﾐ 伊那北 ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉

 4 中本 愛里(3) 南信  5,10.11 Q 4 西永 梨恵(1) 南信  5,19.59 Q
ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越 ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越

 5 岩波 宏佳(2) 南信  5,11.24 q 5 宮﨑 莉那(2) 南信  5,20.30 q
ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ 諏訪清陵 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 赤穂

 6 湯本 愛菜(2) 南信  5,43.32 6 松尾 智美(1) 南信  5,33.58 q
ﾕﾓﾄ ｱｲﾅ 諏訪二葉 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田

 7 後沢 絢香(2) 南信  5,43.40 7 中島 悠(3) 南信  5,39.09 q
ｺﾞｻﾞﾜ ｱﾔｶ 飯田 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 飯田女子

 8 小沼 千夏(1) 南信  5,47.86 8 植松 ゆき(3) 南信  5,47.10 
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子 ｳｴﾏﾂ ﾕｷ 諏訪清陵

 9 高橋 知世(2) 南信  6,13.06 河西 いづみ(2) 南信
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾖ 赤穂 ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 東海大三
白鳥 知佳(2) 南信 田畑 三紗(3) 南信
ｼﾛﾄﾘ ﾁｶ 赤穂 ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ 飯田女子

 1 吉田 夏子(3) 南信  4,42.48 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三

 2 鶯巣 美冴(3) 南信  5,05.38 
ｳｸﾞｽ ﾐｻｴ 松川

 3 関川 美波(3) 南信  5,08.06 
ｾｷｶﾜ ﾐﾅﾐ 伊那北

 4 中塚 千和(2) 南信  5,09.00 
ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田

 5 植松 優季子(2) 南信  5,09.82 
ｳｴﾏﾂ ﾕｷｺ 諏訪二葉

 6 岩波 宏佳(2) 南信  5,10.21 
ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ 諏訪清陵

 7 中本 愛里(3) 南信  5,12.90 
ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越

 8 荒木 瑞葉(1) 南信  5,16.80 
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉

 9 西永 梨恵(1) 南信  5,25.93 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越

10 松尾 智美(1) 南信  5,33.47 
ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田

11 中島 悠(3) 南信  5,33.74 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 飯田女子

所属名

   87

女子

１５００ｍ          

予選 通過基準  2組  4着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名

6   285

2   466

記録／備考
3    33

大会新
1

  422

10  2055

9    88

8   364

4   361

7   419

5

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   388

3   418

7    92

4   449

6   363

5   410

8   429

9    77

2    30
欠場

10   421
欠場

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

5    33
大会新

8   388

12   285

2   418

3    87

11  2055

9   466

6    92

10   429

7   449

4   410



決勝 5月13日 11:25

県高校新          9,16.29
大会新            9,47.30

 1 吉田 夏子(3) 南信 10,00.55 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三

 2 関川 美波(3) 南信 10,48.28 
ｾｷｶﾜ ﾐﾅﾐ 伊那北

 3 鶯巣 美冴(3) 南信 10,49.21 
ｳｸﾞｽ ﾐｻｴ 松川

 4 熊谷 美佑(1) 南信 11,01.62 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田

 5 中塚 千和(2) 南信 11,08.42 
ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田

 6 岩波 宏佳(2) 南信 11,11.13 
ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ 諏訪清陵

 7 中島 悠(3) 南信 11,30.29 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 飯田女子

 8 西永 梨恵(1) 南信 11,35.13 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越

 9 長澤 茜(2) 南信 11,37.82 
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 諏訪清陵

10 田畑 三紗(3) 南信 11,54.23 
ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ 飯田女子

11 後沢 絢香(2) 南信 12,25.65 
ｺﾞｻﾞﾜ ｱﾔｶ 飯田

12 植松 ゆき(3) 南信 12,48.74 
ｳｴﾏﾂ ﾕｷ 諏訪清陵

13 濱野 美結(1) 南信 14,04.06 
ﾊﾏﾉ ﾐﾕ 岡谷東
小沼 千夏(1) 南信
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子
中本 愛里(3) 南信
ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越
河西 いづみ(2) 南信
ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 東海大三
伊東 玲奈(3) 南信
ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 東海大三

女子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    33

15   285

6   388

7   408

1   418

11  2055

14   429

3   449

9  2053

8   421

17   419

13    77

16   140

4   422
欠場

12    37
欠場

5   466
欠場

10    30
欠場



決勝 5月11日 13:20

県高校新(KR )    23,10.04
大会新  (GR )    27,14.11

 1 江口 由真(3) 南信 24,32.35 
ｴｸﾞﾁ ﾕﾏ 東海大三

 2 清水 真唯(3) 南信 25,24.64 
ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 上伊那農

 3 吉田 英里子(2) 南信 25,44.44 
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 東海大三

 4 伊東 玲奈(3) 南信 30,33.71 
ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 東海大三

 5 牛山 杏香(1) 南信 31,14.09 
ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 松川

 6 渡邉 幸穂(2) 南信 34,13.97 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁﾎ 伊那西

女子

５０００ｍＷ        

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1    36

大会新
6   231

大会新
5    32

大会新
3    37

2   400

4   325



予選 5月11日 12:30
決勝 5月11日 14:00

県高校新            14.28
大会新              15.31

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +3.1

 1 有賀 菜央(2) 南信     16.04 Q  1 篠原 麻衣子(3) 南信     16.83 Q
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘 ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実

 2 井口 恵里佳(3) 南信     16.28 Q  2 町田 佳穂(3) 南信     17.54 Q
ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉 ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北

 3 平林 靜香(3) 南信     17.53 Q  3 小澤 佳純(2) 南信     17.96 Q
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｶ 岡谷南 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾐ 岡谷南

 4 野口 那奈美(1) 南信     17.91 q  4 征矢 希(2) 南信     18.04 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西

 5 神谷 桃香(2) 南信     17.96 q  5 田中 優奈(2) 南信     19.71 
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉 ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵

 6 赤羽 里香(2) 南信     19.88  6 荒木 瑞葉(1) 南信     19.73 
ｱｶﾊﾈ ﾘｶ 岡谷東 ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉

 7 岡部 佳澄(2) 南信     23.74 長瀬 実菜(3) 南信
ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子 ﾅｶﾞｾ ﾐﾅ 下伊那農

風速 +4.7

 1 有賀 菜央(2) 南信     16.19 
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘

 2 井口 恵里佳(3) 南信     16.35 
ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉

 3 篠原 麻衣子(3) 南信     16.78 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実

 4 町田 佳穂(3) 南信     17.15 
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北

 5 野口 那奈美(1) 南信     17.73 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 6 平林 靜香(3) 南信     17.81 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｶ 岡谷南

 7 神谷 桃香(2) 南信     17.82 
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉

 8 小澤 佳純(2) 南信     18.40 
ｵｻﾞﾜ ｶｽﾐ 岡谷南

決勝 5月12日 13:35

県高校新          1,00.74
大会新            1,03.90

 1 宮澤  智優(2) 南信   1,12.68 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽

 2 竹内 華奈子(2) 南信   1,12.79 
ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘

 3 小池 梓(3) 南信   1,14.47 
ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 飯田

 4 梶谷 みさき(2) 南信   1,14.98 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 諏訪清陵

 5 井口 恵里佳(3) 南信   1,15.72 
ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉

 6 征矢 希(2) 南信   1,28.01 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西
篠原 麻衣子(3) 南信
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実

8    47
失格

6   110

5   334

2   406

4  2054

3   127

7   306

女子

４００ｍＨ(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

１００ｍＨ(0.838m)

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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 記録／備考
2   304

8   110

5   139

3   194

7    76

4   430

順 ﾚｰﾝ

6    86

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    47

8   282

2   168

6   334

3  2052

4    92

7   491
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   304

3   110

5    47

4   282

1    76

7   194

2    86

8   168



予選 5月11日 10:10
決勝 5月12日 14:20

県高校新            47.90
大会新              48.84

[ 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   4 飯田風越   455 清水 真希(2)    53.15 Q 1  7 伊那弥生ヶ丘  301 青木 亜里沙(3)    52.20 Q

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ｱｵｷ ｱﾘｻ
  446 柴田 佳歩(2)  304 有賀 菜央(2)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ ｱﾙｶﾞ ﾅｵ
  457 三村 捺美(3)  305 二宮 萌々(2)

ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
  447 加藤 まりな(2)  306 竹内 華奈子(2)

ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ
 2   5 諏訪実    48 酒井 菜津希(3)    53.84 Q 2  2 諏訪清陵 2052 田中 優奈(2)    53.68 Q

ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳ ｻｶｲ ﾅﾂｷ ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾀﾅｶ ﾕﾅ
   49 前島 奈々(1)   82 山田 結花(3)

ﾏｴｼﾞﾏ ﾅﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ
   46 上原 亜里沙(3) 2050 上原 悠紀(2)

ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ ｳｴﾊﾗ ﾕｷ
   47 篠原 麻衣子(3) 2054 梶谷 みさき(2)

ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ
 3   3 飯田   406 小池 梓(3)    54.19 Q 3  6 伊那北  287 桐山 彩織(2)    54.45 Q

ｲｲﾀﾞｺｳ ｺｲｹ ｱｽﾞｻ ｲﾅｷﾀ ｷﾘﾔﾏ ｻｵﾘ
  415 宮島 志保美(2)  286 大脇 愛菜(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ
  407 吉川 里緒奈(3)  282 町田 佳穂(3)

ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ
  417 塩澤 華奈(2)  267 下島 彩夢(1)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ
 4   2 辰野   202 増澤摩耶佳(3)    55.63 q 4  3 飯田女子  424 肥後 萌々花(2)    55.19 q

ﾀﾂﾉ ﾏｽｻﾞﾜ ﾏﾔｶ ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼ ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ
  201 味澤 七星(3)  430 岡部 佳澄(2)

ｱｼﾞｻﾜ ﾅﾅｾ ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ
  203 一ノ瀬 菜奈(2)  427 長沼 義亮子(2)

ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ
  215 坂井 聖奈(3)  421 田畑 三紗(3)

ｻｶｲ ｾﾅ ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ
 5   6 下伊那農   486 大平 有紀奈(2)    55.64 5  4 伊那西  332 井上 七海(1)    58.01 

ｼﾓｲﾅﾉｳ ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ ｲﾅﾆｼ ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ
  488 串原 礼(1)  334 征矢 希(2)

ｸｼﾊﾗ ﾚｲ ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
  481 林 歩美(3)  328 金木 彩見(2)

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ ｶﾈｷ ｱﾔﾐ
  489 岡山 未来(1)  337 春日 小雪(2)

ｵｶﾔﾏ ﾐｷ ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ
  7 上伊那農  5 諏訪二葉   86 神谷 桃香(2)

ｶﾐｲﾅﾉｳ 欠場 ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 失格
 110 井口 恵里佳(3)

ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ
 108 若狭 杏子(3)

ﾜｶｻ ｷｮｳｺ
 109 林  美歩(3)

ﾊﾔｼ ﾐﾎ

女子

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ

予選予選予選 通過基準  2組  3着 + 2通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 伊那弥生ヶ丘   301 青木 亜里沙(3)    52.04 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ｱｵｷ ｱﾘｻ
  304 有賀 菜央(2)

ｱﾙｶﾞ ﾅｵ
  305 二宮 萌々(2)

ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
  306 竹内 華奈子(2)

ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ
 2   5 飯田風越   455 清水 真希(2)    52.80 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
  446 柴田 佳歩(2)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
  457 三村 捺美(3)

ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ
  447 加藤 まりな(2)

ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ
 3   3 諏訪清陵  2052 田中 優奈(2)    53.23 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾀﾅｶ ﾕﾅ
   82 山田 結花(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ
 2050 上原 悠紀(2)

ｳｴﾊﾗ ﾕｷ
 2054 梶谷 みさき(2)

ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ
 4   8 飯田   406 小池 梓(3)    53.83 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｺｲｹ ｱｽﾞｻ
  415 宮島 志保美(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
  407 吉川 里緒奈(3)

ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ
  417 塩澤 華奈(2)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ
 5   4 諏訪実    48 酒井 菜津希(3)    53.91 

ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳ ｻｶｲ ﾅﾂｷ
   49 前島 奈々(1)

ﾏｴｼﾞﾏ ﾅﾅ
   46 上原 亜里沙(3)

ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ
   47 篠原 麻衣子(3)

ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ
 6   7 伊那北   287 桐山 彩織(2)    54.74 

ｲﾅｷﾀ ｷﾘﾔﾏ ｻｵﾘ
  286 大脇 愛菜(2)

ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ
  282 町田 佳穂(3)

ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ
  267 下島 彩夢(1)

ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ
 7   1 辰野   202 増澤摩耶佳(3)    54.81 

ﾀﾂﾉ ﾏｽｻﾞﾜ ﾏﾔｶ
  201 味澤 七星(3)

ｱｼﾞｻﾜ ﾅﾅｾ
  203 一ノ瀬 菜奈(2)

ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ
  215 坂井 聖奈(3)

ｻｶｲ ｾﾅ
 8   2 飯田女子   424 肥後 萌々花(2)    55.18 

ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼ ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ
  430 岡部 佳澄(2)

ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ
  427 長沼 義亮子(2)

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ
  421 田畑 三紗(3)

ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ

女子女子

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ
決勝決勝決勝



決勝 5月13日 14:00

県高校新          3,53.12
大会新            4,00.70

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 東海大三    39 野村 あずさ(3)  4,06.65 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝ ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ
   27 梅村 映美(3)

ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ
   29 原田 麻亜(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ
   28 今井 美月(2)

ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ
 2   3 飯田   406 小池 梓(3)  4,14.92 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｺｲｹ ｱｽﾞｻ
  417 塩澤 華奈(2)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ
  407 吉川 里緒奈(3)

ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ
  415 宮島 志保美(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
 3   1 伊那弥生ヶ丘   306 竹内 華奈子(2)  4,17.01 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ
  305 二宮 萌々(2)

ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
  304 有賀 菜央(2)

ｱﾙｶﾞ ﾅｵ
  301 青木 亜里沙(3)

ｱｵｷ ｱﾘｻ
 4   5 諏訪清陵  2050 上原 悠紀(2)  4,21.15 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｳｴﾊﾗ ﾕｷ
 2055 岩波 宏佳(2)

ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ
 2054 梶谷 みさき(2)

ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ
   82 山田 結花(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ
 5   4 飯田風越   446 柴田 佳歩(2)  4,22.58 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
  466 中本 愛里(3)

ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ
  453 小澤 未菜(1)

ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  447 加藤 まりな(2)

ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ
 6   7 伊那北   286 大脇 愛菜(2)  4,28.90 

ｲﾅｷﾀ ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ
  282 町田 佳穂(3)

ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ
  287 桐山 彩織(2)

ｷﾘﾔﾏ ｻｵﾘ
  283 落合 悟花(3)

ｵﾁｱｲ ｻﾄｺ
 7   8 諏訪実    48 酒井 菜津希(3)  4,30.64 

ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳ ｻｶｲ ﾅﾂｷ
   65 伊東 泉朋(2)

ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ
   46 上原 亜里沙(3)

ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ
   47 篠原 麻衣子(3)

ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ
 8   6 諏訪二葉    88 湯本 愛菜(2)  4,35.50 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾕﾓﾄ ｱｲﾅ
   92 荒木 瑞葉(1)

ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ
  110 井口 恵里佳(3)

ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ
   87 植松 優季子(2)

ｳｴﾏﾂ ﾕｷｺ

女子

４×４００ｍＲ

決勝



決勝 5月13日 10:00

県高校新             1.77
大会新               1.68

大脇 愛菜(2) 南信
ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ 伊那北
青木 友里恵(3) 南信
ｱｵｷ ﾕﾘｴ 伊那北
加藤 まりな(2) 南信
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越
鷲山 令珠(1) 南信
ﾜｼﾔﾏ ﾚｲｼﾞｭ 飯田風越
春日 小雪(2) 南信
ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ 伊那西
井口 恵里佳(3) 南信
ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉
伊東 泉朋(2) 南信
ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 諏訪実
武井 萌美(1) 南信
ﾀｹｲ ﾓｴﾐ 下諏訪向陽

決勝 5月12日 10:00

県高校新             3.60
大会新               3.20

櫻井 まどか(3) 南信
ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高遠
竹松 多恵子(3) 南信
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠
原 奈津美(2) 南信
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農
田中 優奈(2) 南信
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵
上原 悠紀(2) 南信
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 諏訪清陵
両角 果穂(2) 南信
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 諏訪二葉
有賀 友理(2) 南信
ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農
原 裕美佳(1) 南信
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠

決勝 5月11日 10:30

県高校新             6.06
大会新               5.61

青木 亜里沙(3) 南信    X   5.35   5.07   5.48   5.31   4.99    5.48 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘   +1.9   +3.1   +2.0   +2.5   +1.5    +2.0
橋本 紗季(2) 南信   5.03   5.03   5.02   4.83    X    X    5.03 
ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 赤穂   +3.1   +3.2   +3.7   +3.0    +3.1
三村 捺美(3) 南信   4.34   4.48   4.54   4.80   4.83   4.92    4.92 
ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ 飯田風越   +3.0   +2.6   +2.9   +3.0   +2.6   +5.7    +5.7
林  美歩(3) 南信    X   4.59   4.47    X   4.75    X    4.75 
ﾊﾔｼ ﾐﾎ 諏訪二葉   +3.0   +2.6   +2.5    +2.5
松坂 春子(1) 南信   4.42   4.40   4.39   4.59   4.41   4.31    4.59 
ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾙｺ 東海大三   +2.6   +1.3   +2.6   +4.6   +3.6   +1.6    +4.6
上原 悠紀(2) 南信   4.46   4.32   4.47   4.39   4.37    -    4.47 
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 諏訪清陵   +2.6   +3.2   +1.9   +1.9   +2.8    +1.9
吉川 里緒奈(3) 南信   3.33   4.32   3.56   3.81   4.08   4.38    4.38 
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田   +3.1   +2.1   +2.3   +2.6   +3.0   +3.0    +3.0
武井 萌美(1) 南信   4.10   3.77   4.05   4.00   3.89   4.15    4.15 
ﾀｹｲ ﾓｴﾐ 下諏訪向陽   +2.5   +1.7   +2.2   +4.1   +3.0   +1.2    +1.2
丹羽 朱里(1) 南信    X   3.90   3.78    3.90 
ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉   +2.2   +2.7    +2.2
植栗 彩加(1) 南信   3.89    X   3.80    3.89 
ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉   +3.0   +2.0    +3.0
肥後 萌々花(2) 南信   3.44   3.52   3.52    3.52 
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子   +1.8   +2.2   +2.0    +2.2

 2.00
8 3   250

XXO XXX

XXX  2.60

 2.70

7 2   243
- - - - O

XO XXO XXO XXX
6 1    89

- - O

XO XXX  2.70

 2.80

5 7  2050
- - - XO O

XO XO XO XXO XXX
4 5  2052

- - O

XO XXO XXO XXX  2.90

XXX  3.00

3 4   242
- - - - O

- O XO O O XO
2 8   248

- - -

- O O O XXX  3.00

3m00 3m10
1 6   246

- - - - O

記録2m40 2m50 備考2m00 2m20 2m60 2m70 2m80 2m90

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

女子

走高跳

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m53 記録 備考

1 6   286
- - - - - O XO O XXX  1.50

2 8   275
- - - - O XO XXX  1.40

2 9   447
- - - O O XO XXX  1.40

4 5   450
- - O XO XO XXO XXX  1.40

5 3   337
- - O XO XO XXX  1.35

6 1   110
- O O O XXX  1.30

6 2    65
- O O O XXX  1.30

7   128
- - - XXX 記録なし

女子

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 10   301

2 3   362

3 9   457

4 8   109

5 11    26

6 5  2050

7 7   407

8 6   128

11 1   424

9 2    90

10 4    91



決勝 5月12日 12:00

県高校新            13.65
大会新              11.49

笠原 美奈代(2) 南信
ｶｻﾊﾗ ﾐﾅﾖ 諏訪清陵
勝又 すず佳(2) 南信
ｶﾂﾏﾀ ｽｽﾞｶ 阿南
青木 友里恵(3) 南信
ｱｵｷ ﾕﾘｴ 伊那北
長沼 義亮子(2) 南信
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ 飯田女子
登内 彩香(1) 南信
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西
酒井 菜津希(3) 南信
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 諏訪実
有賀 菜央(2) 南信
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘
一ノ瀬 菜奈(2) 南信
ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野
若狭 杏子(3) 南信
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉
串原 礼(1) 南信
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農
加藤 まりな(2) 南信
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越
町田 佳穂(3) 南信
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北
上原 亜里沙(3) 南信
ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ 諏訪実
増澤摩耶佳(3) 南信
ﾏｽｻﾞﾜ ﾏﾔｶ 辰野

決勝 5月13日 12:30

県高校新            44.69
大会新              27.41

北野 未紗(2) 南信
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南
酒井 菜津希(3) 南信
ｻｶｲ ﾅﾂｷ 諏訪実
一ノ瀬 菜奈(2) 南信
ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野
金木 彩見(2) 南信
ｶﾈｷ ｱﾔﾐ 伊那西
神谷 桃香(2) 南信
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉
中山 真緒(1) 南信
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂
増澤摩耶佳(3) 南信
ﾏｽｻﾞﾜ ﾏﾔｶ 辰野
青木 友里恵(3) 南信
ｱｵｷ ﾕﾘｴ 伊那北
柴田 佳歩(2) 南信
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越
両角 果穂(2) 南信
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 諏訪二葉
氣賀澤 愛香(3) 南信
ｹｶﾞｻﾜ ﾁｶ 伊那北
井上 七海(1) 南信
ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ 伊那西
登内 彩香(1) 南信
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西

  6.06 

  6.08 

14 4   202
 5.92  5.97  6.06

  6.67 

13 2    46
 6.08  5.64  5.98

  6.77 

12 8   282
 6.67  6.12  6.23

  6.98 

11 6   447
 6.61  6.77  6.67

  7.12 

10 1   488
 6.90  6.24  6.98

 7.06  6.77  6.20   7.30 

9 11   108
 6.50  7.12  7.00

 7.38  6.97  5.92   7.38 

8 10   203
 6.87  6.70  7.30

 7.90  7.80  7.91   7.91 

7 13   304
 7.14  7.14  6.90

 6.80  7.88  7.64   8.04 

6 15    48
 7.85  6.61  7.78

 7.81  6.88  8.07   8.19 

5 12   338
 8.04  7.83  7.77

 7.32  8.20  7.82   8.21 

4 7   427
 8.06  7.19  8.19

 6.90  7.63   X   8.38 

3 16   275
 6.46  8.05  8.21

 8.36  8.15  9.06   9.06 

2 9   553
 8.05  7.15  8.38

1 14  2051
 8.22  7.46  8.33

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-

 15.52 

 15.85 

13 7   338
  O 15.52   X

 16.47 

12 5   332
  O 15.85   O

 17.82 

11 3   281
  O   O 16.47

 18.47 

10 4    89
17.82   O   O

  O   O   X  20.11 

9 1   446
  O 18.47   O

  O 20.19   O  20.19 

8 9   275
  O   O 20.11

  O   O   O  20.70 

7 6   202
  O   O 19.83

  O   X   O  22.26 

6 2   365
  O 20.70   O

23.47   O   O  23.47 

5 11    86
22.26   X   X

24.14   O   X  24.14 

4 10   328
  X   O 20.32

  X   O   O  26.55 

3 13   203
  X 23.30   X

  O   O 26.66  26.66 

2 12    48
  O   O 26.55

1 14   552
  O   O 26.20

-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 5月11日 14:30

県高校新            48.07
大会新              37.02

落合 悟花(3) 南信
ｵﾁｱｲ ｻﾄｺ 伊那北
原 奈津美(2) 南信
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農
若狭 杏子(3) 南信
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉
有賀 友理(2) 南信
ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農
笠原 美奈代(2) 南信
ｶｻﾊﾗ ﾐﾅﾖ 諏訪清陵
金木 彩見(2) 南信
ｶﾈｷ ｱﾔﾐ 伊那西
岩佐 眞歩(2) 南信
ｲﾜｻ ﾏﾅﾎ 岡谷東
神谷 桃香(2) 南信
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉
登内 彩香(1) 南信
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西
肥後 萌々花(2) 南信
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子
小澤 未菜(1) 南信
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越
三石 奈穂(1) 南信
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越

女子

やり投(0.600kg)

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 12   283

  O 34.05   O   X   O   O  34.05 

2 14   242
32.04   O   X   O   O   O  32.04 

3 13   108
26.33   O   O   O   O 29.80  29.80 

4 11   243
  O   O 21.93   O   O 24.37  24.37 

5 10  2051
  X   O 24.15   O   O   O  24.15 

6 9   328
  O 24.05   O   O   O   O  24.05 

7 6   138
  O   O 22.20   O   O   O  22.20 

8 7    86
20.37   O   O   O   O   O  20.37 

9 5   338
  O   O 20.30  20.30 

10 8   424
19.90   X   O  19.90 

11 1   453
12.15   O   O

12 2   452
  X   X 10.30  10.30 

 12.15 



県高校新            14.28 県高校新            24.72
大会新              15.31 大会新              25.43

決勝 5月12日  9:30

風速 +1.7 風速 +4.0

 1 有賀 菜央(2) 南信 16.35(672)  1 有賀 菜央(2) 南信 28.09(624)
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘 ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘

 2 町田 佳穂(3) 南信 17.46(546)  2 吉川 里緒奈(3) 南信 28.74(574)
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北 ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田

 3 若狭 杏子(3) 南信 18.17(471)  3 町田 佳穂(3) 南信 28.82(568)
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉 ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北

 4 吉川 里緒奈(3) 南信 19.77(322)  4 若狭 杏子(3) 南信 29.70(503)
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田 ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉

 5 肥後 萌々花(2) 南信 20.65(251)  5 肥後 萌々花(2) 南信 30.54(445)
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子 ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子

県高校新          2,09.64
大会新            2,16.40

決勝 5月13日 13:20

 1 吉川 里緒奈(3) 南信 2,40.33(569)
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田

 2 有賀 菜央(2) 南信 2,43.79(530)
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘

 3 町田 佳穂(3) 南信 2,46.86(497)
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北

 4 若狭 杏子(3) 南信 2,52.65(436)
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉

 5 肥後 萌々花(2) 南信 3,00.17(364)
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子

4   424

１００ｍＨ(0.838m)
女子七種 女子七種

２００ｍ

2   282

3   304

6   407

No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   108

決勝

3   108

2   407

順 ﾚｰﾝ
  304

6   282

4   424

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

5

4   407

1   304

5   424

　女子七種

2   282

3   108



決勝 5月12日 10:30

県高校新             1.77
大会新               1.68

町田 佳穂(3) 南信
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北 (460)
有賀 菜央(2) 南信
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘 (409)
吉川 里緒奈(3) 南信
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田 (409)
若狭 杏子(3) 南信
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉 (359)
肥後 萌々花(2) 南信
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子 (266)

決勝 5月12日 13:00

県高校新            13.65
大会新              11.49

有賀 菜央(2) 南信
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘 (387)
若狭 杏子(3) 南信
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉 (365)
町田 佳穂(3) 南信
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北 (345)
吉川 里緒奈(3) 南信
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田 (235)
肥後 萌々花(2) 南信
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子 (235)

決勝 5月13日  9:30

県高校新             6.06
大会新               5.61

町田 佳穂(3) 南信    X   4.66   4.58    4.66 
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北   +0.9   +2.2    +0.9 (469)
有賀 菜央(2) 南信   4.43   4.49   4.52    4.52 
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘   +1.5   +2.5   +1.5    +1.5 (433)
若狭 杏子(3) 南信   3.86   4.08   4.14    4.14 
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉   +0.5   +2.1   +1.6    +1.6 (340)
吉川 里緒奈(3) 南信   3.23   3.96   3.59    3.96 
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田   +0.3   +1.2   +2.4    +1.2 (299)
肥後 萌々花(2) 南信   3.85   3.69   3.95    3.95 
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子   +2.2   -0.3   +0.8    +0.8 (296)

決勝 5月13日 11:30

県高校新            48.07
大会新              37.02

若狭 杏子(3) 南信
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉 (465)
肥後 萌々花(2) 南信
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子 (316)
有賀 菜央(2) 南信
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘 (277)
吉川 里緒奈(3) 南信
ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ 飯田 (265)
町田 佳穂(3) 南信
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北 (242)

女子七種

砲丸投(4.000kg)

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 4   304
 6.22  7.41  7.81   7.81 

2 1   108
 7.47  7.41  7.26   7.47 

3 3   282
 7.15  6.54  6.78   7.15 

4 2   407
 5.43  5.28  5.31

5 5   424
  X  4.91  5.43   5.43 

  5.43 

 1.15

 1.25

5 3   424
O O XO XXO XXX

- O O XXX
4 2   108

- - -

O XO XXX  1.30

 1.30

3 1   407
- - - O XO

- - O O XXX
2 4   304

- - -

O O O XXX  1.35

1m40
1 5   282

- - - - -

記録1m10 1m15 備考1m00 1m05 1m20 1m25 1m30 1m35

女子七種

走高跳

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

女子七種

走幅跳

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考

1 2   282
-5-

2 1   304

3 4   108

4 3   407

5 5   424

女子七種

やり投(0.600kg)

決勝

記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 備考
1 3   108

  O 29.39   O  29.39 

2 2   424
21.45   O   O  21.45 

3 1   304
  X   X 19.34  19.34 

4 4   407
  O 18.69   O

 17.48 

 18.69 

5 5   282
  O 17.48   O



Ｐ

コード

コード

16"35 672 17"46 546 18"17 471 19"77 322 20"65 251

+1.7 672 +1.7 546 +1.7 471 +1.7 322 +1.7 251

1m30 409 1m35 460 1m25 359 1m30 409 1m15 266

1081 1006 830 731 517

7m81 387 7m15 345 7m47 365 5m43 235 5m43 235

1468 1351 1195 966 752

28"09 624 28"82 568 29"70 503 28"74 574 30"54 445

2092 1919 1698 1540 1197

第　１　日

得　点　計

順　　　位

4m52 433 4m66 469 4m14 340 3m96 299 3m95 296

2525 2388 2038 1839 1493

19m34 277 17m48 242 29m39 465 18m69 265 21m45 316

2802 2630 2503 2104 1809

2´43"79 530 2´46"86 497 2´52"65 436 2´40"33 569 3´00"17 364

3332 3127 2939 2673 2173

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

競技会名

競技場名

2092

1 3

1540

4

1133

5

976

2173

424

肥後　萌々花

飯田女子 2伊那弥生ヶ丘 2

2

1197

主催団体

吉川　里緒奈

飯田 3

有賀　菜央

１００ｍＨ

走高跳

若狭　杏子

諏訪二葉 3

282

町田　佳穂

砲丸投

304

伊那北 3

2 3 5

1919

108 407

２００ｍ

走幅跳

2939

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

4

3127

124112081240

3332

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

2673

1698

８００ｍ

1

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード

やり投

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナンバー

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員

記録主任

審 判 長２ ０ １ ２ ２ ０ １ ５ ０ ２

２ ０ ２ ０ ３ ０

北沢　豊治

竹内　秀樹

寺澤　摩美

南信高校総体陸上競技大会

伊那市総合運動場長野陸上競技協会

平成　２４年　５月　１２日（土曜）　～　５月　１３日（日曜）

４６
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