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月　日 種　　　　目 予・準・決 記　　　録 氏　　　　名 男女 所　　属 従来の記録 備　　　考

男子　400ｍ 予選 48秒30 小林　英和 男 高遠高３ 49秒02 大会新

男子　400ｍ 決勝 48秒03 小林　英和 男 高遠高３ 49秒02 大会新

女子　棒高跳 決勝 3ｍ６１ 原　奈津美 女 上伊那農高３
3ｍ40

3ｍ60

大会新

県高校新

女子　5000ｍｗ 決勝 24分15秒93 大和　千秋 女 飯田病院 25分59秒93 大会新

女子　5000ｍｗ 決勝 24分57秒29 吉田　英里子 女 東海大三高３ 25分59秒93 大会新

男子　1500ｍ 決勝 4分00秒41 湯澤　舜 男 東海大三高２ 4分01秒10 大会新

男子　1500ｍ 決勝 4分00秒53 高橋　悠平 男 東海大三高３ 4分01秒10 大会新

坂井　和人 諏訪(東海大三高2)

窪田　章吾 諏訪(諏訪清陵高2)

仲谷　龍貴 諏訪(諏訪二葉高3)

加賀見　一輝 諏訪(諏訪二葉高3)

登内　大地 上伊那(上伊那農高2)

大野　裕紀 上伊那(至学館大3)

浦野　亜嵐 上伊那(赤穂高1)

小林　英和 上伊那(高遠高3)

三郡対抗　4×400ｍR

三郡対抗　4×400ｍR

決勝

決勝

7／15

3分１9秒98

3分２0秒54

3分21秒33 大会新

男

男

グランドコンディション

月　　　　日 時　　刻 天　　候 気温　℃ 湿度　％ 風　　向 風速　m/s 計測場所

７／１５(月) ９：００ 晴 26.5 62 北北西 ０．２

１０：００ 晴 28.0 51 北西 １．３

１１：００ 曇 28.5 48 北西 ０．５

１２：００ 曇 29.0 46 北北西 ０．９

１３：００ 曇 29.0 46 西 ２．３

１４：００ 曇 28.5 46 西北西 １．２

１５：００ 曇 28.5 51 西 １．２

１６：００ 曇 28.0 48 北西 １．３



第22回南信陸上競技選手権大会                                                    
兼 第41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：茅野市、茅野市教育委員会、長野陸上競技協会　他    

決勝記録一覧表
(GR:大会新,KR:県高新  ) 女  子 【競技場】203100  茅野市総合運動公園陸上競技場

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
07/15 女子  +1.2菅沼 美風(2) 12.84 吉田 那緒(3) 12.90 高橋 美凪(2) 12.94 二宮 萌々(3) 13.04 北原 詩織(2) 13.06 小澤 未菜(2) 13.21 西村 千明(1) 13.38 伯耆原 由花(1) 13.68

100m 飯伊･豊丘中 上伊那･伊那AC 諏訪･諏訪清陵 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 上伊那･上伊那農高 飯伊･飯田風越高 上伊那･伊那北高 上伊那･伊那西高
07/15 原田 麻亜(3) 1,00.28 今井 美月(3) 1,01.56 手塚 日向子(2) 1,02.01 柴田 佳歩(3) 1,02.91 菅沼 真洸(1) 1,03.23 家苗  蒔(1) 1,03.78 高梨 美岐(2) 1,03.80 長谷川 未来(3) 1,05.20

400m 諏訪･東海大三高 諏訪･東海大三高 上伊那･上伊那農高 飯伊･飯田風越高 飯伊･飯田風越高 飯伊･松川高 上伊那･上伊那農高 上伊那･春富中
07/15 宮島 志保美(3) 2,19.47 今井 萌(3) 2,25.84 松村 彩乃(3) 2,28.24 山岸 鈴加(3) 2,31.32 関島 友里佳(1) 2,32.35 浦野 友里(2) 2,32.39 中山 桜来(2) 2,37.91 三井 咲良(2) 2,40.88

800m 飯伊･飯田高 諏訪･岡谷東部中 上伊那･中川中 飯伊･伊那松川中 飯伊･飯田風越高 上伊那･春富中 上伊那･伊那東部中 諏訪･上諏訪中
07/15 河西 いづみ(3) 10,16.53 荒木 瑞葉(2) 10,47.41 熊谷 美佑(2) 11,07.33 加藤 晴香(2) 11,13.08 宮坂 さくら(1) 11,21.46 黒田 琴音(2) 11,22.84 松本 のどか(2) 11,24.01 中塚 千和(3) 11,25.46

3000m 諏訪･東海大三高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･飯田高 上伊那･伊那中 諏訪･上諏訪中 上伊那･伊那中 上伊那･箕輪中 飯伊･飯田高
07/15 有賀 菜央(3) 15.91 串原 礼(2) 17.01 征矢 希(3) 17.25 野口 那奈美(2) 17.50 中村 日菜子(1) 17.59 池田 好(3) 17.80 小沼 千夏(2) 18.09 向山 ひより(1) 18.22

100mH(0.838m) 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 飯伊･下伊那農業高 上伊那･伊那西高 諏訪･諏訪清陵 諏訪･諏訪清陵 諏訪･長峰中 飯伊･飯田女子高 上伊那･上伊那農高
07/15 大和 千秋 24,15.93 吉田 英里子(3) 24,57.29 牛山 杏香(2) 30,13.60 渡邊 幸穂(3) 32,18.39

5000mW 飯伊･飯田病院 GR 諏訪･東海大三高 GR 飯伊･松川高 上伊那･伊那西高
07/15 鈴木 みのり(3) 1.54 前田 花奈(3) 1.48 加藤 まりな(3) 1.45 宮嶋 柚芽(1) 1.40 上澤 美波(1) 飯伊･飯田風越高 1.40 串原 礼(2) 1.35 奥田 藍美(2) 1.35

走高跳 上伊那･伊那東部中 上伊那･伊那東部中 飯伊･飯田風越高 諏訪･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 唐澤 遥南(1) 上伊那･伊那西高 飯伊･下伊那農業高 上伊那･宮田中
山田 紗帆(3)
諏訪･諏訪西中

07/15 原 奈津美(3) 3.61 有賀 友理(3) 3.30 田中 優奈(3) 2.70 井口 結花(1) 2.40 加賀見 麻里(3) 2.40 山口 なつき(2) 2.20 宮原 美紗(2) 2.00
棒高跳 上伊那･上伊那農 KR 上伊那･上伊那農高 諏訪･諏訪清陵 飯伊･飯田高 諏訪･永明中 上伊那･伊那東部中 上伊那･伊那東部中

07/15 桐山 明日香(3)5.56(+1.8) 西村 千明(1) 5.44(+1.7) 高見 李那(3) 4.87(+0.7) 堀井 満里奈(3)4.67(0.0) 関 理帆(3) 4.63(+1.1) 三浦 遥果(1) 4.57(+2.0) 五味 美桜奈(2)4.56(+1.1) 酒井 珠良(1) 4.52(+2.4)
走幅跳 上伊那･日本女子体育大 上伊那･伊那北高 諏訪･長峰中 上伊那･宮田中 上伊那･南箕輪中 飯伊･飯田高 諏訪･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 上伊那･上伊那農高

07/15 長沼 義亮子(3) 9.04 細井 友香(3) 8.63 登内 彩香(2) 8.11 瀬戸 玲奈(3) 7.56 清水 美佳(2) 6.66 平林 梨沙(3) 6.61 宮澤 あかね(2) 6.52 金子 真菜(1) 6.45
砲丸投 飯伊･飯田女子高 上伊那･春富中 上伊那･伊那西高 上伊那･辰野中 諏訪･原中 諏訪･諏訪西中 上伊那･辰野中 諏訪･諏訪西中

07/15 一ノ瀬 菜奈(3) 27.87 登内 彩香(2) 24.87 神谷 桃香(3) 23.97 竹入 愛彩美(1) 23.70 小口 あい(3) 15.38 両角 果穂(3) 15.07 清水 美佳(2) 14.53 北野 絢子(3) 13.99
円盤投 上伊那･辰野高 上伊那･伊那西高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･上伊那農高 諏訪･茅野北部中 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･原中 飯伊･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

07/15 原 奈津美(3) 31.73 有賀 渚(1) 27.43 稲垣 汐里(1) 26.74 岩佐 眞歩(3) 24.79 中山 真緒(2) 24.73 竹入 愛彩美(1) 21.36 向山 ひより(1) 20.31 肥後萌々花(3) 19.55
やり投 上伊那･上伊那農高 諏訪･岡谷東高 飯伊･飯田風越高 諏訪･岡谷東高 上伊那･赤穂高 上伊那･上伊那農高 上伊那･上伊那農高 飯伊･飯田女子高

07/15 飯田風越高       50.09 伊那弥生ヶ丘高      50.60 上伊那農高       51.02 諏訪清陵       52.15 長峰中       53.85 下伊那農業高      53.93 富士見中       54.05 春富中       54.16
4×100mR 小澤 未菜(2) 林 優花(3) 高梨 美岐(2) 中村 日菜子(1) 北原 由梨(3) 春日 優花(1) 唐澤 季里(3) 小田部 円(3)

清水 真希(3) 有賀 菜央(3) 北原 詩織(2) 梅垣 琴音(1) 高見 李那(3) 串原 礼(2) 小林 七味(3) 長谷川 未来(3)
菅沼 真洸(1) 二宮 萌々(3) 菅沼 菜摘(1) 野口 那奈美(2) 池田 好(3) 倉内 遥香(1) 玉田 菜穂(2) 福澤 彩芽(3)
三石 奈穂(2) 竹内 華奈子(3) 手塚 日向子(2) 高橋 美凪(2) 宮本 菜央(3) 岡山 未来(2) 小池 智里(3) 酒井 愛花(3)

07/15 三郡対抗女子 飯伊     4,06.08 上伊那     4,07.98 諏訪     4,10.61
対抗4×400mR 宮島 志保美(3) 手塚 日向子(2) 今井 美月(3)

清水 真希(3) 二宮 萌々(3) 高橋 美凪(2)
塩澤　華奈(3) 高梨 美岐(2) 丹羽 朱里(2)
柴田 佳歩(3) 竹内 華奈子(3) 原田 麻亜(3)



男　　子 女　　子 男　　子 女　　子 男　　子 女　　子

１００ｍ 10 7 2 10 9 4
４００ｍ 5 6 10 4 6 1
８００ｍ 5 11 5 5 11 5

１５００ｍ 0 5 16
３０００ｍ 4 4 13
５０００ｍ 3 0 18
１００ｍＨ 5 10 6
１１０ｍＨ 16 3 2

５０００ｍＷ 6 10 6 3 9 5
４×１００ｍＲ 12 7 5 9 4 5
走　高　跳 7 5.5 9 11 5 4.5
棒　高　跳 5 3 6 12 10 6
走　幅　跳 2 1 8 16 11 4
砲　丸　投 4 6 9 12 8 3

高校砲丸投 1 13 7
円　盤　投 1 0 8 14 12 7

高校円盤投 3 17 1
や　り　投 9 4 8 9 4 8

４×４００ｍＲ 2 6 4 4 6 2
計 91 75.5 118 123 139 73.5

順　　　位 3 2 2 1 1 3
合　　　計

総合順位 3 1 2
166.5 241

 得　点　表
飯　　　　　伊 上　　伊　　那 諏　　　　　訪

212.5



予選 7月15日 10:05
決勝 7月15日 15:15

大会新(GR)          12.40

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +0.6

 1 二宮 萌々(3) 上伊那     13.05 q  1 唐澤 季里(3) 諏訪     13.71 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高 ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 富士見中

 2 小澤 春那(3) 上伊那     13.85  2 梅垣 琴音(1) 諏訪     13.77 
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 辰野中 ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ 諏訪清陵

 3 宮本 菜央(3) 諏訪     14.14  3 小林 みずほ(2) 諏訪     14.04 
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 長峰中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中

 4 高橋 光(2) 上伊那     14.42  4 矢澤 舞香(2) 諏訪     14.32 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那中 ﾔｻﾞﾜﾏｲｶ 諏訪南中

 5 太田 美日(3) 諏訪     14.67  5 藤野 百花(2) 上伊那     14.44 
ｵｵﾀ ﾐｶ 茅野北部中 ﾌｼﾞﾉ ﾓﾓｶ 南箕輪中

 6 築島 由理恵(2) 飯伊     14.86  6 谷口 果歩(2) 諏訪     15.11 
ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 伊那松川中 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ 岡谷北部中

 7 市沢 日菜(1) 飯伊     14.96  7 門間ちさ穂(1) 諏訪     15.68 
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高 ﾓﾝﾏ ﾁｻﾎ 諏訪西中

 8 北澤 佳奈(1) 諏訪     16.21  8 伊藤 千夏(2) 諏訪     16.03 
ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅ 茅野東部中 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 茅野東部中
林口 琴海(1) 諏訪 清水 真希(3) 飯伊
ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 岡谷東高 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 +1.6

 1 吉田 那緒(3) 上伊那     12.96 q  1 高橋 美凪(2) 諏訪     13.14 q
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵

 2 宮澤 杏実(2) 諏訪     13.96  2 西村 千明(1) 上伊那     13.22 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 岡谷西部中 ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高

 3 北見 舞夏(1) 飯伊     14.20  3 北原 ゆめみ(2) 上伊那     14.27 
ｷﾀﾐ  ﾏｲｶ 松川高 ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ 伊那東部中

 4 味澤 胡春(2) 上伊那     15.20  4 桑澤 瑛江(1) 上伊那     14.72 
ｱｼﾞｻﾜ ｺﾊﾙ 辰野中 ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野高

 5 田中 里奈(1) 諏訪     15.46  5 鵜飼 遥香(1) 諏訪     14.78 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 茅野東部中 ｳｶｲﾊﾙｶ 諏訪南中

 6 上條 紗良(2) 諏訪     15.72  6 小林 美咲(2) 諏訪     14.85 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾗ 永明中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 岡谷西部中

 7 鷹野原 睦(3) 諏訪     15.85  7 太田 萌佳(1) 上伊那     14.86 
ﾀｶﾉﾊﾗ ﾁｶ 茅野北部中 ｵｵﾀ ﾓｴｶ 宮田中
長谷川 流奈 諏訪  8 瀬戸 真友香(1) 諏訪     15.50 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ 上諏訪陸上ｸﾗﾌﾞ ｾﾄ ﾏﾕｶ 諏訪中
小池 桃歌(2) 上伊那 吉田 みさき(2) 上伊那
ｺｲｹ ﾓﾓｶ 赤穂中 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 南箕輪中

[ 5組] 風速 +1.9 [ 6組] 風速  0.0

 1 菅沼 美風(2) 飯伊     12.86 q  1 上原 千夏(3) 飯伊     13.47 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中 ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 高森中

 2 丹羽 朱里(2) 諏訪     13.38  2 森本 紀乃(1) 諏訪     13.74 
ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉高 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉高

 3 玉田 菜穂(2) 諏訪     13.74  3 橋爪 郁未(1) 上伊那     13.87 
ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ 富士見中 ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 4 高山 晴美(1) 上伊那     14.00  4 小田部 円(3) 上伊那     14.23 
ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙﾐ 赤穂高 ｵﾀﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ 春富中

 5 宮﨑 星来(1) 上伊那     14.04  5 田邉 美森(3) 諏訪     14.51 
ﾐﾔｻﾞｷ  ｾｲﾗ 中川中 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中

 6 向山 みなみ(2) 上伊那     14.30  6 武村 佳穂(2) 諏訪     14.91 
ﾏｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ 箕輪中 ﾀｹﾑﾗ ｶﾎ 永明中

 7 長谷川 聖奈(2) 諏訪     14.45  7 小平 千佳(1) 諏訪     15.64 
ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 上諏訪中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾁｶ 長峰中

 8 北原 凪紗(2) 上伊那     14.61  8 小池 美樹(1) 上伊那     16.47 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 伊那中 ｺｲｹ ﾐｷ 伊那西高
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[ 7組] 風速 +0.5 [ 8組] 風速 +0.8

 1 北原 詩織(2) 上伊那     13.24 q  1 小澤 未菜(2) 飯伊     13.35 q
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農高 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越高

 2 小口 珠緒(1) 諏訪     13.77  2 小池 智里(3) 諏訪     13.49 
ｵｸﾞﾁﾀﾏｵ 諏訪二葉高 ｺｲｹ ﾁｻﾄ 富士見中

 3 樋口 由葵(1) 上伊那     13.81  3 北原 由梨(3) 諏訪     13.96 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ 長峰中

 4 宮下 しずく(3) 上伊那     13.90  4 佐藤 茜(1) 上伊那     14.16 
ﾐﾔｼﾀ  ｼｽﾞｸ 中川中 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 春富中

 5 酒井 愛花(3) 上伊那     14.34  5 本田 萌香(1) 上伊那     14.21 
ｻｶｲ ﾏﾅｶ 春富中 ﾎﾝﾀﾞ ﾓｴｶ 宮田中

 6 稲垣 汐里(1) 飯伊     14.38  6 前田 未央(2) 諏訪     14.43 
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越高 ﾏｴﾀﾞﾐｵ 諏訪南中

 7 田中 蘭(2) 上伊那     14.75  7 西山 幸花(2) 上伊那     14.47 
ﾀﾅｶ ﾗﾝ 伊那中 ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 箕輪中

 8 鈴木 菜々花(1) 諏訪     15.29  8 林 沙都美(1) 諏訪     15.57 
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中 ﾊﾔｼ ｻﾄﾐ 岡谷東部中

[ 9組] 風速 +0.4 [ 10組] 風速 +1.1

 1 家苗  蒔(1) 飯伊     13.46  1 征矢 希(3) 上伊那     13.48 
ｶﾅｴ  ﾏｷ 松川高 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西高

 2 川上 由華(2) 諏訪     13.91  2 髙木 聡美(1) 諏訪     13.51 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中 ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 下諏訪向陽高

 3 加納 葵(2) 諏訪     14.09  3 氣賀澤 柚希(2) 上伊那     13.88 
ｶﾉｳ ｱｵｲ 岡谷西部中 ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂中

 4 牧野 明日香(1) 飯伊     14.24  4 菅沼 菜摘(1) 上伊那     14.03 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 高森中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 上伊那農高

 5 石川 み咲き(3) 上伊那     14.49  5 春日 優花(1) 飯伊     14.33 
ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ 辰野中 ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ 下伊那農業高

 6 瀬戸 由乃(1) 上伊那     14.70  6 井口 咲(2) 諏訪     14.64 
ｾﾄ ﾕｳﾉ 南箕輪中 ｲｸﾞﾁ ｻｷ 岡谷北部中

 7 榊山 莉帆(3) 飯伊     14.76  7 春日 彩花(2) 上伊那     14.93 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｶｽｶﾞｻﾔｶ 伊那東部中

 8 今井 媛奈(1) 諏訪     15.13  8 長久保 麻衣(1) 諏訪     14.94 
ｲﾏｲ ﾋﾒﾅ 岡谷北部中 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｲ 岡谷東部中

[ 11組] 風速  0.0

 1 伯耆原 由花(1) 上伊那     13.37 q
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 2 宮澤 風香(2) 飯伊     13.62 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中

 3 春日 笑里(2) 上伊那     14.33 
ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ 伊那東部中

 4 朝日 りおん(2) 上伊那     14.35 
ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂中

 5 北澤 佑奈(3) 諏訪     14.49 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾅ 茅野北部中

 6 花岡 いろは(1) 諏訪     14.89 
ﾊﾅｵｶ ｲﾛﾊ 岡谷東部中

 7 下山 甘夏(2) 諏訪     15.35 
ｼﾓﾔﾏ ｶﾝﾅ 諏訪西中
川村 彩夏(1) 諏訪
ｶﾜﾑﾗ ｱﾔｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

風速 +1.2

 1 菅沼 美風(2) 飯伊     12.84 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中

 2 吉田 那緒(3) 上伊那     12.90 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC

 3 高橋 美凪(2) 諏訪     12.94 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵

 4 二宮 萌々(3) 上伊那     13.04 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高

 5 北原 詩織(2) 上伊那     13.06 
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農高

 6 小澤 未菜(2) 飯伊     13.21 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越高

 7 西村 千明(1) 上伊那     13.38 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高

 8 伯耆原 由花(1) 上伊那     13.68 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高
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予選 7月15日 11:50
決勝 7月15日 14:45

大会新(GR)          57.71

[ 1組] [ 2組]

 1 原田 麻亜(3) 諏訪   1,00.81 q  1 今井 美月(3) 諏訪   1,02.33 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三高 ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 東海大三高

 2 手塚 日向子(2) 上伊那   1,02.51 q  2 高梨 美岐(2) 上伊那   1,03.20 q
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農高 ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農高

 3 樋口 由葵(1) 上伊那   1,10.51  3 久保村 玲衣(1) 上伊那   1,07.18 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高

 4 濵 奏美(1) 諏訪   1,11.64  4 樋口 香苗(2) 諏訪   1,10.19 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中 ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中

 5 鈴木 蘭(1) 諏訪   1,13.09  5 稲村 舞(2) 上伊那   1,11.33 
ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 岡谷西部中 ｲﾅﾑﾗ ﾏｲ 箕輪中

 6 大島 七彩(1) 上伊那   1,26.06  6 中島 瑠衣(1) 諏訪   1,14.20 
ｵｵｼﾏ ﾅﾅｾ 辰野中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 岡谷西部中
高橋 美凪(2) 諏訪  7 片桐 瑠菜(1) 上伊那   1,19.94 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵 ｶﾀｷﾞﾘ ﾙﾅ 辰野中
宮下 綾乃(3) 諏訪 高橋優香 飯伊
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾉ 岡谷北部中 ﾀｶﾊｼﾕｳｶ DreawAC

[ 3組] [ 4組]

 1 澁谷 希望(2) 飯伊   1,06.44  1 家苗  蒔(1) 飯伊   1,04.41 q
ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田高 ｶﾅｴ  ﾏｷ 松川高

 2 山村 未悠(2) 諏訪   1,07.12  2 長谷川 未来(3) 上伊那   1,04.83 q
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 春富中

 3 金森 佑奈(1) 上伊那   1,09.95  3 岡山 未来(2) 飯伊   1,04.99 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中 ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農業高

 4 牛山 世梨奈(1) 諏訪   1,15.16  4 伯耆原 由花(1) 上伊那   1,05.77 
ｳｼﾔﾏｾﾘﾅ 諏訪南中 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 5 太田 美日(3) 諏訪   1,15.38  5 朝日 りおん(2) 上伊那   1,07.60 
ｵｵﾀ ﾐｶ 茅野北部中 ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂中

 6 伊藤 実(1) 諏訪   1,16.76  6 藤森 萌夏(2) 諏訪   1,08.53 
ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 茅野東部中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ 長峰中
三石 奈穂(2) 飯伊  7 中村 美音(1) 諏訪   1,14.42 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 茅野東部中
鮎澤郁恵 飯伊 平澤 優佳(1) 上伊那
ｱｲｻﾞﾜｲｸｴ DreawAC ﾋﾗｻﾜ  ﾕｶ 中川中

[ 5組] [ 6組]

 1 柴田 佳歩(3) 飯伊   1,03.86 q  1 菅沼 真洸(1) 飯伊   1,02.88 q
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高

 2 山本 玲奈(1) 諏訪   1,06.91  2 原 明香里(1) 飯伊   1,07.13 
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 岡谷東高 ﾊﾗ  ｱｶﾘ 松川高

 3 井口 結花(1) 飯伊   1,07.52  3 氣賀澤 柚希(2) 上伊那   1,07.75 
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田高 ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂中

 4 大前 彩花(2) 上伊那   1,09.88  4 小林 七味(3) 諏訪   1,08.42 
ｵｵﾏｴ ｱﾔｶ 春富中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 富士見中

 5 橋爪 郁未(1) 上伊那   1,10.37  5 下山 風音(3) 諏訪   1,10.26 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ｼﾓﾔﾏ ｶｻﾞﾈ 茅野北部中

 6 山田 楓(1) 諏訪   1,16.28  6 垣内 夕(1) 上伊那   1,11.86 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 岡谷西部中 ｶｷｳﾁ ﾕｳ 伊那北高

 7 芝﨑 優貴(1) 上伊那   1,17.39 宮澤 里奈(1) 諏訪
ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾕｳｷ 辰野中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ 上諏訪中
北見 舞夏(1) 飯伊 前島 奈々(2) 諏訪
ｷﾀﾐ  ﾏｲｶ 松川高 ﾏｴｼﾏ ﾅﾅ 諏訪実業 欠場
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 1 原田 麻亜(3) 諏訪   1,00.28 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三高

 2 今井 美月(3) 諏訪   1,01.56 
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 東海大三高

 3 手塚 日向子(2) 上伊那   1,02.01 
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農高

 4 柴田 佳歩(3) 飯伊   1,02.91 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高

 5 菅沼 真洸(1) 飯伊   1,03.23 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高

 6 家苗  蒔(1) 飯伊   1,03.78 
ｶﾅｴ  ﾏｷ 松川高

 7 高梨 美岐(2) 上伊那   1,03.80 
ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農高

 8 長谷川 未来(3) 上伊那   1,05.20 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 春富中
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予選 7月15日 13:25
決勝 7月15日 15:30

大会新(GR)        2,18.40

[ 1組] [ 2組]

 1 松尾 智美(2) 飯伊   2,36.76  1 松村 彩乃(3) 上伊那   2,30.81 q
ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田高 ﾏﾂﾑﾗ  ｱﾔﾉ 中川中

 2 杉原 美穂(2) 上伊那   2,39.96  2 中山 桜来(2) 上伊那   2,34.63 q
ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾎ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶﾔﾏ ｻｻﾗ 伊那東部中

 3 半田 永遠(1) 諏訪   2,40.10  3 長谷川 美波(1) 飯伊   2,41.02 
ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 岡谷北部中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高

 4 寺島 菜穂(1) 諏訪   2,47.05  4 原 彩花(1) 飯伊   2,43.91 
ﾃﾗｼﾏ ﾅﾎ 諏訪清陵 ﾊﾗ ｻﾔｶ 伊那松川中

 5 蟹澤 紗希(1) 上伊那   2,50.20  5 岩波 里奈(2) 諏訪   2,44.12 
ｶﾆｻﾜ ｻｷ 赤穂高 ｲﾜﾅﾐﾘﾅ 諏訪南中

 6 小平 紗矢香(2) 上伊那   2,51.39  6 武井 優奈(1) 上伊那   2,44.36 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾔｶ 辰野中 ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北高

 7 伊藤 彩(1) 諏訪   2,52.87  7 唐澤 七瀬(1) 上伊那   2,45.95 
ｲﾄｳ ｱﾔ 茅野東部中 ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 箕輪中

 8 高倉 楓花(1) 上伊那   2,54.47  8 熊谷 早恵(2) 上伊那   2,46.87 
ﾀｶｸﾗ ﾌｳｶ 箕輪中 ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那中

 9 三澤 茉南(2) 上伊那   2,57.13  9 後藤 紗希(1) 諏訪   2,48.70 
ﾐｻﾜ ﾏﾅ 伊那東部中 ｺﾞﾄｳ ｻｷ 上諏訪中

10 唐澤 寛花(2) 上伊那   3,05.14 10 今井 美里(1) 諏訪   2,54.79 
ｶﾗｻﾜ ﾋﾛｶ 南箕輪中 ｲﾏｲ ﾐｻﾄ 岡谷北部中

11 小林 夏美(3) 諏訪   3,40.96 11 小口 あい(3) 諏訪   2,57.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 富士見中 ｵｸﾞﾁ ｱｲ 茅野北部中
田中 杏子(3) 諏訪 12 市川 優佳(1) 上伊那   3,00.70 
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明中 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｶ 春富中
原 明香里(1) 飯伊 水上 茉優(2) 上伊那
ﾊﾗ  ｱｶﾘ 松川高 ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾕ 赤穂中

[ 3組] [ 4組]

 1 宮島 志保美(3) 飯伊   2,19.75 q  1 今井 萌(3) 諏訪   2,31.13 q
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高 ｲﾏｲ ﾓｴ 岡谷東部中

 2 三井 咲良(2) 諏訪   2,35.79 q  2 関島 友里佳(1) 飯伊   2,36.24 q
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中 ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 3 若狭 藍子(1) 諏訪   2,38.72  3 井尻 茉莉香(1) 諏訪   2,39.58 
ﾜｶｻ ｱｲｺ 永明中 ｲｼﾞﾘ ﾏﾘｶ 諏訪二葉高

 4 仲田 ほの(1) 飯伊   2,39.20  4 上原 萌花(2) 諏訪   2,42.40 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 旭ヶ丘中 ｳｴﾊﾗﾓｴｶ 諏訪南中

 5 小林 友貴(2) 諏訪   2,45.19  5 宮澤 沙織(2) 上伊那   2,43.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 茅野東部中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｵﾘ 赤穂高

 6 田中 楓(1) 諏訪   2,45.36  6 村上 紗世(2) 上伊那   2,45.75 
ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 富士見中 ﾑﾗｶﾐ ｻﾖ 辰野中

 7 塚田 光香(1) 諏訪   2,47.50  7 下平 綾子(2) 上伊那   2,46.05 
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾂｶ 岡谷北部中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ 赤穂中

 8 中島 野(2) 上伊那   2,47.91  8 北條 珠緒(3) 上伊那   2,50.28 
ﾅｶｼﾏ ﾅｵ 南箕輪中 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀﾏｵ 春富中

 9 大日方 碧(1) 上伊那   2,52.83  9 濱野 美結(2) 諏訪   2,58.24 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｵｲ 伊那中 ﾊﾏﾉ ﾐﾕ 岡谷東高

10 重盛 朱花(1) 上伊那   2,56.04 10 座光寺 未来(2) 飯伊   2,59.98 
ｼｹﾞﾓﾘ ｱﾔｶ 箕輪中 ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 伊那松川中

11 山田 紗椰(3) 諏訪   3,01.28 11 渡邉 瑞紀(1) 諏訪   3,00.15 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ 諏訪西中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 上諏訪中
上島 佑華(3) 諏訪 小塩 早紀(1) 上伊那
ｶﾐｼﾞﾏ ﾕｶ 下諏訪社中 ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘高

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
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[ 5組]

 1 山岸 鈴加(3) 飯伊   2,30.27 q
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 伊那松川中

 2 浦野 友里(2) 上伊那   2,32.57 q
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 春富中

 3 関 真理奈(1) 上伊那   2,46.61 
ｾｷ ﾏﾘﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 4 下平 尚(1) 上伊那   2,47.84 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵ 赤穂高

 5 下山 風音(3) 諏訪   2,53.73 
ｼﾓﾔﾏ ｶｻﾞﾈ 茅野北部中

 6 酒井 美優(2) 上伊那   2,54.41 
ｻｶｲ ﾐﾕ 辰野中

 7 橋爪 麻衣(1) 諏訪   2,54.71 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｲ 茅野東部中

 8 津金 真希(1) 諏訪   3,00.80 
ﾂｶﾞﾈ ﾏｷ 富士見中

 9 深井 梨央(3) 諏訪   3,03.27 
ﾌｶｲ ﾘｵ 長峰中
山岸 さくら(2) 上伊那
ﾔﾏｷﾞｼ ｻｸﾗ 伊那東部中
上島 実歩(1) 諏訪
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾎ 下諏訪社中
神戸 麻衣(1) 諏訪
ｺﾞｳﾄﾞ ﾏｲ 諏訪二葉高

 1 宮島 志保美(3) 飯伊   2,19.47 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高

 2 今井 萌(3) 諏訪   2,25.84 
ｲﾏｲ ﾓｴ 岡谷東部中

 3 松村 彩乃(3) 上伊那   2,28.24 
ﾏﾂﾑﾗ  ｱﾔﾉ 中川中

 4 山岸 鈴加(3) 飯伊   2,31.32 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 伊那松川中

 5 関島 友里佳(1) 飯伊   2,32.35 
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 6 浦野 友里(2) 上伊那   2,32.39 
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 春富中

 7 中山 桜来(2) 上伊那   2,37.91 
ﾅｶﾔﾏ ｻｻﾗ 伊那東部中

 8 三井 咲良(2) 諏訪   2,40.88 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

所属名 記録／備考
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決勝 7月15日 14:55

大会新(GR)        9,54.80

 1 河西 いづみ(3) 諏訪  10,16.53 
ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 東海大三高

 2 荒木 瑞葉(2) 諏訪  10,47.41 
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉高

 3 熊谷 美佑(2) 飯伊  11,07.33 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田高

 4 加藤 晴香(2) 上伊那  11,13.08 
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 伊那中

 5 宮坂 さくら(1) 諏訪  11,21.46 
ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ 上諏訪中

 6 黒田 琴音(2) 上伊那  11,22.84 
ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 伊那中

 7 松本 のどか(2) 上伊那  11,24.01 
ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 箕輪中

 8 中塚 千和(3) 飯伊  11,25.46 
ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田高

 9 西永 梨恵(2) 飯伊  11,29.99 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越高

10 笠原 百華(1) 諏訪  12,57.91 
ｶｻﾊﾗ ﾓﾓｶ 諏訪清陵

11 服部 智花(2) 飯伊  13,07.69 
ﾊｯﾄﾘ ﾁﾊﾙ 飯田高

12 水野 真帆(3) 諏訪  13,32.45 
ﾐｽﾞﾉ ﾏﾎ 長峰中

13 前島 由奈(1) 諏訪  13,38.41 
ﾏｴｼﾏ ﾕｳﾅ 富士見中

14 小平 紗矢香(2) 上伊那  13,51.49 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾔｶ 辰野中

15 柘植 菜々子(1) 上伊那  13,53.02 
ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ 辰野中

16 酒井 美優(2) 上伊那  14,08.63 
ｻｶｲ ﾐﾕ 辰野中
伊藤 美咲(3) 上伊那
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那中
清水 彩音(3) 上伊那
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪中
田中 杏子(3) 諏訪
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明中
前島 紀子 諏訪
ﾏｴｼﾏ ﾉﾘｺ 富士見体協
今井 萌(3) 諏訪
ｲﾏｲ ﾓｴ 岡谷東部中
浦野 友里(2) 上伊那
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 春富中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 7月15日  9:00

大会新(GR)          15.03

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +0.1

 1 有賀 菜央(3) 上伊那     15.91  1 征矢 希(3) 上伊那     17.25 
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西高

 2 中村 日菜子(1) 諏訪     17.59  2 向山 ひより(1) 上伊那     18.22 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 諏訪清陵 ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高

 3 池田 好(3) 諏訪     17.80  3 岡部 佳澄(3) 飯伊     18.26 
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子高

 4 小沼 千夏(2) 飯伊     18.09  4 赤羽 里香(3) 諏訪     20.25 
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子高 ｱｶﾊﾈ ﾘｶ 岡谷東高

 5 三浦 遥果(1) 飯伊     18.70  5 倉内 遥香(1) 飯伊     21.93 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高 ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ 下伊那農業高

 6 御園 麻衣(1) 諏訪     20.15 小林 愛実(2) 諏訪
ﾐｿﾉ ﾏｲ 富士見中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 茅野北部中

 7 赤羽 香子(1) 上伊那     20.35 
ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｺ 辰野高

[ 3組] 風速 +0.2

 1 串原 礼(2) 飯伊     17.01 
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業高

 2 野口 那奈美(2) 諏訪     17.50 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 3 澁谷 希望(2) 飯伊     18.32 
ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田高

 4 宮嶋 柚芽(1) 諏訪     19.75 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾒ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 堀井 眞菜子(2) 上伊那     20.24 
ﾎﾘｲ ﾏﾅｺ 南箕輪中
植栗 彩加(2) 諏訪
ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉高

   1 有賀 菜央(3) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高     15.91 (+1.6)   1   1
   2 串原 礼(2) 飯伊 下伊那農業高     17.01 (+0.2)   3   1
   3 征矢 希(3) 上伊那 伊那西高     17.25 (+0.1)   2   1
   4 野口 那奈美(2) 諏訪 諏訪清陵     17.50 (+0.2)   3   2
   5 中村 日菜子(1) 諏訪 諏訪清陵     17.59 (+1.6)   1   2
   6 池田 好(3) 諏訪 長峰中     17.80 (+1.6)   1   3
   7 小沼 千夏(2) 飯伊 飯田女子高     18.09 (+1.6)   1   4
   8 向山 ひより(1) 上伊那 上伊那農高     18.22 (+0.1)   2   2
   9 岡部 佳澄(3) 飯伊 飯田女子高     18.26 (+0.1)   2   3
  10 澁谷 希望(2) 飯伊 飯田高     18.32 (+0.2)   3   3
  11 三浦 遥果(1) 飯伊 飯田高     18.70 (+1.6)   1   5
  12 宮嶋 柚芽(1) 諏訪 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     19.75 (+0.2)   3   4
  13 御園 麻衣(1) 諏訪 富士見中     20.15 (+1.6)   1   6
  14 堀井 眞菜子(2) 上伊那 南箕輪中     20.24 (+0.2)   3   5
  15 赤羽 里香(3) 諏訪 岡谷東高     20.25 (+0.1)   2   4
  16 赤羽 香子(1) 上伊那 辰野高     20.35 (+1.6)   1   7
  17 倉内 遥香(1) 飯伊 下伊那農業高     21.93 (+0.1)   2   5
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決勝 7月15日 13:50

大会新(GR)       25,59.65

 1 大和 千秋 飯伊  24,15.93 
ﾔﾏﾄ  ﾁｱｷ 飯田病院

 2 吉田 英里子(3) 諏訪  24,57.29 
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 東海大三高

 3 牛山 杏香(2) 飯伊  30,13.60 
ｳｼﾔﾏ  ｷｮｳｶ 松川高

 4 渡邊 幸穂(3) 上伊那  32,18.39 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁﾎ 伊那西高
伊奈川紗映(1) 飯伊
ｲﾅｶﾞﾜ ｻｴ 飯田女子高
後藤 美礼(2) 上伊那
ｺﾞｳﾄｳ ﾐﾉﾘ 伊那西高

女子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

大会新
12    93

11   139
大会新

13   957

失格(W2)
10   311

失格(W3)

14   314

9   134



予選 7月15日 12:35
決勝 7月15日 15:45

大会新(GR)          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   4 伊那弥生ヶ丘高   403 林 優花(3)     51.39 q  1   3 南箕輪中  1306 瀬戸 由乃(1)     54.66 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾊﾔｼ ﾕｳｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｾﾄ ﾕｳﾉ
  402 有賀 菜央(3)   600 関 理帆(3)

ｱﾙｶﾞ ﾅｵ ｾｷ ﾘﾎ
  399 二宮 萌々(3)  1312 藤野 百花(2)

ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ ﾌｼﾞﾉ ﾓﾓｶ
  398 竹内 華奈子(3)  1303 金森 佑奈(1)

ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ
 2   6 高森中    85 牧野 明日香(1)     54.53  2   8 伊那東部中   357 春日 笑里(2)     55.81 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾏｷﾉ ｱｽｶ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ
   83 上原 千夏(3)   354 寺澤 純香(2)

ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ ﾃﾗｻﾜ ｽﾐｶ
   78 古谷 依里佳(3)   350 原 悠夏(2)

ﾌﾙﾔ ｴﾘｶ ﾊﾗ ﾕｳｶ
   77 宮澤 風香(2)   367 北原 ゆめみ(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ
 3   2 諏訪南中   896 中澤 毬乃(2)     55.63  3   7 伊那中   338 田中 蘭(2)     55.83 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ ｲﾅﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾗﾝ
  898 矢澤 舞香(2)   327 高橋 光(2)

ﾔｻﾞﾜﾏｲｶ ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
  895 前田 未央(2)   325 原 捺紀(3)

ﾏｴﾀﾞﾐｵ ﾊﾗ ﾅﾂｷ
  891 上原 萌花(2)   319 荻原 里奈(3)

ｳｴﾊﾗﾓｴｶ ｵｷﾞﾜﾗ ﾘﾅ
 4   7 岡谷西部中   643 小林 美咲(2)     56.26  4   5 箕輪中  1336 佐々木 望美(2)     57.77 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ
  636 宮澤 杏実(2)  1343 西山 幸花(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ
  635 加納 葵(2)  1344 川島 夕芽(2)

ｶﾉｳ ｱｵｲ ｶﾜｼﾏ ﾕﾒ
  650 鈴木 蘭(1)  1329 亀山 知世(2)

ｽｽﾞｷ ﾗﾝ ｶﾒﾔﾏ ﾄﾓﾖ
 7   3 茅野北部中   791 両角 莉子(1)     59.39   4 飯田女子高   138 肥後萌々花(3)

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｺ ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼｺｳ ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 途中棄権
  772 宮坂 奏江(2)   135 岡部 佳澄(3)

ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ
  773 荒井 悠妃(1)   137 長沼 義亮子(3)

ｱﾗｲ ﾕｳｷ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ
  790 柳平 麻梨(2)   136 小沼 千夏(2)

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ
  5 伊那西高   317 伯耆原 由花(1)   2 岡谷東高

ｲﾅﾆｼｺｳ ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 失格 ｵｶﾔﾋｶﾞｼｺｳ 欠場
  313 征矢 希(3)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
  315 登内 彩香(2)

ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ
  316 唐澤 遥南(1)

ｶﾗｻﾜ  ﾊﾙﾅ
  8 岡谷北部中   707 小澤 迪良衣   6 岡谷東部中

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾗｲ 失格 ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ 欠場
  703 今井 美帆(1)

ｲﾏｲ ﾐﾎ
  699 宮下 綾乃(3)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾉ
  710 谷口 果歩(2)

ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ

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   6 飯田風越高   156 小澤 未菜(2)     50.67 q  1   5 上伊那農高   484 高梨 美岐(2)     51.70 q

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾀｶﾅｼ ﾐｷ
  160 清水 真希(3)   504 北原 詩織(2)

ｼﾐｽﾞ ﾏｷ ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
  159 菅沼 真洸(1)   493 菅沼 菜摘(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ
  153 三石 奈穂(2)   486 手塚 日向子(2)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ
 2   4 富士見中   993 唐澤 季里(3)     53.49 q  2   7 諏訪清陵   851 中村 日菜子(1)     52.72 q

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｶﾗｻﾜ ｷﾘ ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ
  983 小林 七味(3)   856 梅垣 琴音(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ
  973 玉田 菜穂(2)   858 野口 那奈美(2)

ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ
  979 小池 智里(3)   843 高橋 美凪(2)

ｺｲｹ ﾁｻﾄ ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ
 3   3 春富中   455 小田部 円(3)     54.32 q  3   3 下伊那農業高    68 春日 優花(1)     53.66 q

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｵﾀﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ ｼﾓｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ
  460 長谷川 未来(3)    67 串原 礼(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ ｸｼﾊﾗ ﾚｲ
  464 福澤 彩芽(3)    69 倉内 遥香(1)

ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾔﾒ ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ
  450 酒井 愛花(3)    65 岡山 未来(2)

ｻｶｲ ﾏﾅｶ ｵｶﾔﾏ ﾐｷ
 4   5 上諏訪中   804 宮坂 さくら(1)     55.43  4   6 長峰中   950 北原 由梨(3)     53.88 q

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ
  820 田邉 美森(3)   935 高見 李那(3)

ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ ﾀｶ ﾐﾘﾅ
  819 長谷川 聖奈(2)   947 池田 好(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ
  812 小林 みずほ(2)   931 宮本 菜央(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
 5   7 松川高   101 北見 舞夏(1)     55.61  5   4 辰野中   577 味澤 胡春(2)     54.80 

ﾏﾂｶﾜ ｷﾀﾐ  ﾏｲｶ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｱｼﾞｻﾜ ｺﾊﾙ
   95 原 明香里(1)   551 今井 希生(1)

ﾊﾗ  ｱｶﾘ ｲﾏｲ ｷｷ
   93 牛山 杏香(2)   561 石川 み咲き(3)

ｳｼﾔﾏ  ｷｮｳｶ ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ
   90 家苗  蒔(1)   558 小澤 春那(3)

ｶﾅｴ  ﾏｷ ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
  2 諏訪西中   868 小池 梨華(3)  6   2 飯田高   130 澁谷 希望(2)     55.26 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｺｲｹ ﾘｶ 失格 ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
  873 本間 菜月(3)   113 三浦 遥果(1)

ﾎﾝﾏ ﾅﾂｷ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
  860 下山 甘夏(2)   114 市沢 日菜(1)

ｼﾓﾔﾏ ｶﾝﾅ ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ
  865 山田 紗帆(3)   103 井口 結花(1)

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾎ ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ
  8 諏訪二葉高

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ 欠場

女子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 飯田風越高   156 小澤 未菜(2)     50.09 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  160 清水 真希(3)

ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
  159 菅沼 真洸(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  153 三石 奈穂(2)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 2   5 伊那弥生ヶ丘高   403 林 優花(3)     50.60 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾊﾔｼ ﾕｳｶ
  402 有賀 菜央(3)

ｱﾙｶﾞ ﾅｵ
  399 二宮 萌々(3)

ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
  398 竹内 華奈子(3)

ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ
 3   6 上伊那農高   484 高梨 美岐(2)     51.02 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾀｶﾅｼ ﾐｷ
  504 北原 詩織(2)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
  493 菅沼 菜摘(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ
  486 手塚 日向子(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ
 4   4 諏訪清陵   851 中村 日菜子(1)     52.15 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ
  856 梅垣 琴音(1)

ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ
  858 野口 那奈美(2)

ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ
  843 高橋 美凪(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ
 5   1 長峰中   950 北原 由梨(3)     53.85 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ
  935 高見 李那(3)

ﾀｶ ﾐﾘﾅ
  947 池田 好(3)

ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ
  931 宮本 菜央(3)

ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
 6   8 下伊那農業高    68 春日 優花(1)     53.93 

ｼﾓｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ
   67 串原 礼(2)

ｸｼﾊﾗ ﾚｲ
   69 倉内 遥香(1)

ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ
   65 岡山 未来(2)

ｵｶﾔﾏ ﾐｷ
 7   7 富士見中   993 唐澤 季里(3)     54.05 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｶﾗｻﾜ ｷﾘ
  983 小林 七味(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ
  973 玉田 菜穂(2)

ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ
  979 小池 智里(3)

ｺｲｹ ﾁｻﾄ
 8   2 春富中   455 小田部 円(3)     54.16 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｵﾀﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ
  460 長谷川 未来(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ
  464 福澤 彩芽(3)

ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾔﾒ
  450 酒井 愛花(3)

ｻｶｲ ﾏﾅｶ

4×100mR
決勝

女子



決勝 7月15日 16:20

大会新(GR)        4,05.44

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 飯伊   107 宮島 志保美(3)   4,06.08 

ﾊﾝｲ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
  160 清水 真希(3)

ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
  166 塩澤　華奈(3)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ
  155 柴田 佳歩(3)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 2   2 上伊那   486 手塚 日向子(2)   4,07.98 

ｶﾐｲﾅ ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ
  399 二宮 萌々(3)

ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
  484 高梨 美岐(2)

ﾀｶﾅｼ ﾐｷ
  398 竹内 華奈子(3)

ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ
 3   4 諏訪   963 今井 美月(3)   4,10.61 

ｽﾜ ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ
  843 高橋 美凪(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ
  918 丹羽 朱里(2)

ﾆﾜ ｱｶﾘ
  960 原田 麻亜(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ

三郡対抗女子

対抗4×400mR

決勝



決勝 7月15日 13:30

大会新(GR)           1.65

1m54 1m57
鈴木 みのり(3) 上伊那 - - - - - - O O O XO
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那東部中 XO XXX
前田 花奈(3) 上伊那 - - - - - O O XXO XXO XXX
ﾏｴﾀ ﾞｶﾅ 伊那東部中
加藤 まりな(3) 飯伊 - - - - O O O O XXX
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高
宮嶋 柚芽(1) 諏訪 - - - - O O O XXX
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾒ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
上澤 美波(1) 飯伊 - - - O O O XO XXX
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越高
唐澤 遥南(1) 上伊那 - - - - O O XO XXX
ｶﾗｻﾜ  ﾊﾙﾅ 伊那西高
串原 礼(2) 飯伊 - - - - - O XXX
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業高
奥田 藍美(2) 上伊那 - - - - O XO XXX
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 宮田中
山田 紗帆(3) 諏訪 - - - - O XO XXX
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾎ 諏訪西中
山口 はづき(2) 上伊那 - - O XO O XO XXX
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 箕輪中
田中 瑞己(2) 上伊那 O O O O XO XO XXX
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 南箕輪中
酒井 茜(3) 上伊那 - - - XO O XO XXX
ｻｶｲ ｱｶﾈ 春富中
小澤 来未(2) 諏訪 - - O O XO XXX
ｵｻﾞﾜ ｸﾙﾐ 茅野東部中
中澤 毬乃(2) 諏訪 O O O O XXO XXX
ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ 諏訪南中
戸田 すみれ(1) 上伊那 O O O O XXX
ﾄﾀﾞ ｽﾐﾚ 南箕輪中
藤森 郁実(1) 諏訪 - - O O XXX
ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｸﾐ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
小池 梨華(3) 諏訪 - O O XO XXX
ｺｲｹ ﾘｶ 諏訪西中
淺田 美桜(2) 上伊那 O O O XO XXX
ｱｻﾀﾞ ﾐｵ 辰野中
荻原 里奈(3) 上伊那 O O O XXX
ｵｷﾞﾜﾗ ﾘﾅ 伊那中
吉川 つづり(1) 上伊那 O O O XXX
ｷｯｶﾜ ﾂﾂﾞﾘ 南箕輪中
伊藤 結菜(1) 諏訪 O O O XXX
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 茅野東部中
市沢 日菜(1) 飯伊 O O O XXX
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高
下平 里紗(1) 上伊那 XO O O XXX
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｻ 春富中
諏訪 春乃(2) 諏訪 XXO XO O XXX
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中
西村 恵実(1) 上伊那 O O XO XXX
ﾆｼﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 伊那中
小尾 友音(1) 諏訪 O O XXO XX/
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 岡谷西部中
小川 菜々穂(1) 諏訪 O O XXO XXX
ｵｶﾞﾜ ﾅﾅﾎ 富士見中
坂本 美優(1) 諏訪 O XXX
ｻｶﾓﾄ ﾐﾕｳ 岡谷西部中
髙沢 杏菜(1) 上伊那 XO XXX
ﾀｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 辰野中
小林 尚美(1) 諏訪 XXX 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 岡谷西部中
鎌倉 歩未(1) 上伊那 XXX 記録なし
ｶﾏｸﾗ ｱﾕﾐ 伊那中
百瀬 早姫(1) 諏訪 XXX 記録なし
ﾓﾓｾ ｻｷ 富士見中
柘植 みなみ(1) 諏訪 欠場
ﾂｹ ﾞﾐﾅﾐ 下諏訪向陽高

氏  名 所属名
1m20 1m25 1m45 1m48 1m51

記録

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 33   369
 1.54

備考
1m10 1m15 1m30 1m35 1m40

3 32   143
 1.45

2 31   361
 1.48

5 27   158
 1.40

4 29   729
 1.40

7 25    67
 1.35

5 28   316
 1.40

8 23   865
 1.35

8 19   405
 1.35

10 20  1310
 1.35

10 13  1337
 1.35

13 24   755
 1.30

10 22   451
 1.35

15 12  1304
 1.25

14 16   896
 1.30

17 17   868
 1.25

15 21   736
 1.25

19 1   319
 1.20

17 18   578
 1.25

19 10   745
 1.20

19 7  1301
 1.20

23 9   445
 1.20

19 26   114
 1.20

25 5   333
 1.20

24 11   814
 1.20

26 14   978
 1.20

26 8   641
 1.20

29 15   579
 1.10

28 4   638
 1.10

3   321

2   642

30   720

6   997



決勝 7月15日  9:30

県高新  (KR )        3.60
大会新  (GR )        3.40

3m30 3m40 3m50 3m61 3m70
原 奈津美(3) 上伊那 - - - - - - - - O O 県高新
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農高 O O XO XXO XXX
有賀 友理(3) 上伊那 - - - - - - O O O O
ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農高 O XXX
田中 優奈(3) 諏訪 - - XO O XXO XXX
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵
井口 結花(1) 飯伊 XXO O XO XXX
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田高
加賀見 麻里(3) 諏訪 - O XXO XXX
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 永明中
山口 なつき(2) 上伊那 O O XXX
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 伊那東部中
宮原 美紗(2) 上伊那 XXO XXX
ﾐﾔﾊﾗ ﾐｻ 伊那東部中
仁科 柊花(2) 上伊那 XXX 記録なし
ﾆｼﾅ ｼｭｳｶ 伊那東部中
原 裕美佳(2) 上伊那 - - - XXX 記録なし
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠高
鎌倉 未有(1) 諏訪 欠場
ｶﾏｸﾗ ﾐﾕ 原中
荒井 菜々風(1) 諏訪 欠場
ｱﾗｲ ﾅﾅｶ 原中

氏  名 所属名
2m40 2m60 3m00 3m10 3m20

記録

女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 11   482
 3.61

備考
2m00 2m20 2m70 2m80 2m90

3 10   854
 2.70

2 9   505
 3.30

5 7   605
 2.40

4 6   103
 2.40

7 1   348
 2.00

6 5   353
 2.20

8   431

3   359

4   795

2   793



決勝 7月15日 13:30

大会新(GR)           6.06

桐山 明日香(3) 上伊那   5.56    X    X    X   5.17   5.47    5.56 
ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ 日本女子体育大   +1.8   +1.4  +10.5    +1.8
西村 千明(1) 上伊那    X   5.27   5.02   5.44   5.29   5.42    5.44 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高   +0.6   +1.1   +1.7   +0.9   +0.9    +1.7
高見 李那(3) 諏訪    X   4.87   4.87   4.81    X   4.53    4.87 
ﾀｶ ﾐﾘﾅ 長峰中   +0.7   +1.6   +1.6   +0.6    +0.7
堀井 満里奈(3) 上伊那   4.54   3.04    X    X    X   4.67    4.67 
ﾎﾘｲ ﾏﾘﾅ 宮田中   +0.9   +2.1    0.0     0.0
関 理帆(3) 上伊那    X    X   4.63   4.61   4.20    X    4.63 
ｾｷ ﾘﾎ 南箕輪中   +1.1   +0.9   +0.5    +1.1
三浦 遥果(1) 飯伊   4.40   4.34    X   4.52   4.57   4.52    4.57 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高   +2.0   +2.2   +2.3   +2.0   +1.1    +2.0
五味 美桜奈(2) 諏訪    X    X   4.47    X   4.56    X    4.56 
ｺﾞﾐ ﾐｵﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.2   +1.1    +1.1
酒井 珠良(1) 上伊那   4.49   4.32   4.38   4.27   4.52    X    4.52 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農高   +0.4   +1.3   +0.5   +0.4   +2.4    +2.4
名取 奈々海(2) 諏訪   4.27   3.56   3.44    4.27 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中   +1.6   +1.3   +3.1    +1.6
深江 愛美(2) 諏訪   4.18   4.20   3.86    4.20 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中   +1.7   +1.4    0.0    +1.4
井口 咲(2) 諏訪    X    X   4.15    4.15 
ｲｸﾞﾁ ｻｷ 岡谷北部中   +0.5    +0.5
古谷 依里佳(3) 飯伊   3.66   4.08    X    4.08 
ﾌﾙﾔ ｴﾘｶ 高森中   +1.3   +1.4    +1.4
吉川 夏鈴(1) 飯伊    X   3.54   3.93    3.93 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高   +0.5   +1.5    +1.5
下山 甘夏(2) 諏訪   3.88   3.59   3.65    3.88 
ｼﾓﾔﾏ ｶﾝﾅ 諏訪西中   +1.6   +1.3   +1.1    +1.6
牛山 世梨奈(1) 諏訪   3.65    X   3.85    3.85 
ｳｼﾔﾏｾﾘﾅ 諏訪南中   +1.3   +1.6    +1.6
本間 菜月(3) 諏訪   3.72   3.76   3.29    3.76 
ﾎﾝﾏ ﾅﾂｷ 諏訪西中   +3.3   -0.2   +0.6    -0.2
伊藤 絵夢(1) 諏訪   3.62    X   3.76    3.76 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中   +1.1   +2.2    +2.2
進藤 綺良々(1) 諏訪   3.47   3.43   3.76    3.76 
ｼﾝﾄﾞｳｷﾗﾗ 諏訪南中   +0.7   +1.1   +1.1    +1.1
岩下 早紀(3) 上伊那   3.41   3.76    X    3.76 
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 辰野中   +1.6   +1.8    +1.8
福澤 彩芽(3) 上伊那   3.61   3.51   3.52    3.61 
ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾔﾒ 春富中   +0.9   +1.0   +1.3    +0.9
五味 雅乃音(2) 諏訪    X   3.38   3.59    3.59 
ｺﾞﾐ ｶﾉﾝ 岡谷西部中   +0.7   +0.9    +0.9
北野 緋菜(1) 飯伊    X    X   3.58    3.58 
ｷﾀﾉ ﾋﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.9    +0.9
西郷 ののか(3) 諏訪   3.49   3.57    X    3.57 
ｻｲｺﾞｳ ﾉﾉｶ 茅野北部中   +0.2   +0.1    +0.1
下村 菜々子(1) 上伊那   2.77   3.51    X    3.51 
ｼﾓﾑﾗ ﾅﾅｺ 宮田中    0.0   +1.6    +1.6
門間ちさ穂(1) 諏訪   3.50   3.46   3.46    3.50 
ﾓﾝﾏ ﾁｻﾎ 諏訪西中   +0.7   +2.9   +0.8    +0.7
後藤 奈々(3) 諏訪   3.39   3.43   3.43    3.43 
ｺﾞﾄｳ ﾅﾅ 岡谷北部中   +1.4   +0.6   +1.4    +0.6
千葉 愛海華(2) 諏訪   3.15   2.92   3.22    3.22 
ﾁﾊﾞ ｱﾐｶ 岡谷西部中   +2.5   +0.6   +1.4    +1.4
山名 桃歌(1) 諏訪    X   3.04    X    3.04 
ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ 茅野北部中   +0.2    +0.2
斉藤 美羽(2) 諏訪   2.69   2.98   2.91    2.98 
ｻｲﾄｳ ﾐｳ 岡谷西部中   +1.8   +1.3   +0.7    +1.3
牛山 愛莉(1) 諏訪   2.56    X    X    2.56 
ｳｼﾔﾏｱｲﾘ 諏訪南中   +0.8    +0.8
糀谷 桃李(2) 諏訪    X    X    X 記録なし
ｺｳｼﾞﾔ ﾄｳﾘ 富士見中
飯ヶ浜 茉耶(1) 上伊那 欠場
ｲｲｶﾞﾊﾏ ﾏﾔ 辰野中
長久保 麻衣(1) 諏訪 欠場
ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｲ 岡谷東部中
横内 真晴(1) 諏訪 欠場
ﾖｺｳﾁ ﾏﾊﾙ 茅野北部中
塚間 美貴(1) 上伊那 欠場
ﾂｶﾏ ﾐｷ 辰野中
小池 桃歌(2) 上伊那 欠場
ｺｲｹ ﾓﾓｶ 赤穂中

12   571

27   530

4   681

9   768

3   999

1   574

29 35   644

30 7   884

27 8   645

28 2   776

25 13   874

26 19   702

23 20   780

24 14   406

21 6   637

22 23    29

19 22   545

20 5   464

17 11   927

18 10   893

15 15   885

16 16   873

13 17   145

14 18   860

11 26   698

12 21    78

9 32   620

10 28   943

7 30   730

8 24   487

5 29   600

6 25   113

 1315
-5-

3 31   935

4 33   418

記録-2- -3- -4-

2 36   377

-6-
1 34

備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 7月15日 12:30

大会新(GR)          12.05

長沼 義亮子(3) 飯伊
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ 飯田女子高
細井 友香(3) 上伊那
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 春富中
登内 彩香(2) 上伊那
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高
瀬戸 玲奈(3) 上伊那
ｾﾄ ﾚｲﾅ 辰野中
清水 美佳(2) 諏訪
ｼﾐｽﾞ ﾐｶ 原中
平林 梨沙(3) 諏訪
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 諏訪西中
宮澤 あかね(2) 上伊那
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ 辰野中
金子 真菜(1) 諏訪
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪西中
千葉 恵玲菜(3) 諏訪
ﾁﾊﾞ ｴﾚﾅ 岡谷西部中
柳澤 彩夏(3) 諏訪
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ 岡谷西部中
宮腰 佳弥乃(1) 上伊那 欠場
ﾐﾔｺｼ ｶﾔﾉ 辰野中
笠原 絵美華(2) 上伊那 欠場
ｶｻﾊﾗ ｴﾐｶ 南箕輪中
清水 安美(2) 上伊那 欠場
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 南箕輪中

6  1307

4   599

3

  5.38 

  546

  5.19  5.19  4.80

 6.35  6.34

10 1   649
 4.86

 6.45   6.45 

9 7   646
 5.07  5.00  5.38

8 2

 6.50   6.61 

  863
 6.45  5.92  5.86

 6.03  6.52  6.34   6.52  5.88  6.52

 6.52   X

7 8   547
 6.21

 6.30  6.43

 6.66   6.66 

6 5   872
 6.53  6.45  6.61

5 11

 7.77   8.11 

  797
 6.25  5.98  6.41

  X  7.56  7.23   7.56  7.28  6.75

 6.42  8.31

4 10   560
 7.28

 7.66  7.41
3 13   315

  -   -  8.11

 6.46  8.15

 7.16  8.37  9.04   9.04 

 8.63   8.63 

1 12   137
 7.67

  448
 8.37

2 9

-5- -6- 記録 備考

  -  8.30

-3- -4-

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-



決勝 7月15日  9:30

大会新(GR)          38.38

一ノ瀬 菜奈(3) 上伊那
ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野高
登内 彩香(2) 上伊那
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高
神谷 桃香(3) 諏訪
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高
竹入 愛彩美(1) 上伊那
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農高
小口 あい(3) 諏訪
ｵｸﾞﾁ ｱｲ 茅野北部中
両角 果穂(3) 諏訪
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 諏訪二葉高
清水 美佳(2) 諏訪
ｼﾐｽﾞ ﾐｶ 原中
北野 絢子(3) 飯伊
ｷﾀﾉ ｱﾔｺ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
久島 菜々子(2) 諏訪
ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 長峰中
片倉 未来(2) 諏訪
ｶﾀｸﾗ ﾐｷ 岡谷西部中
柳澤 彩夏(3) 諏訪
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ 岡谷西部中
川上 由華(2) 諏訪
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中

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-

  O   O

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

  X   O

記録 備考
1 12   536

  O   O 27.80

  O   O

27.87  27.87 

2 11   315
  X   O 24.87

  X 23.70

  O  24.87 

3 10   915
23.97   O   X

15.38   O

  O  23.97 

4 9   497
  X 22.64   O

  O   O

  X  23.70 

5 4   777
  O   O 14.56

  X   X

  O  15.38 

6 7   926
  O 15.07   O

  X   O

  O  15.07 

7 6   797
  X 14.53   X   O  14.53 

8 8    28
12.92   X 13.99  13.99 

9 5   929
  O   O 12.19  12.19 

10 1   648
  O 12.02   O

12 2   876
 8.71

 12.02 

11 3   649
  O   9.60 

  O   -   8.71 

 9.60   O



決勝 7月15日 14:30

大会新(GR)          39.90

原 奈津美(3) 上伊那
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農高
有賀 渚(1) 諏訪
ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ 岡谷東高
稲垣 汐里(1) 飯伊
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越高
岩佐 眞歩(3) 諏訪
ｲﾜｻ ﾏﾅﾎ 岡谷東高
中山 真緒(2) 上伊那
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂高
竹入 愛彩美(1) 上伊那
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農高
向山 ひより(1) 上伊那
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高
肥後萌々花(3) 飯伊
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子高
外間 久美子(1) 上伊那
ｿﾄﾏ ｸﾐｺ 高遠高

  O   O   X  19.55 

 15.98 

7 4

  O   O

20.31   O

9 3   430
15.98

  O  21.36 

  X  20.31 

8 1   138
  O 19.55   X

24.69 24.73   O  24.73 

  483
  X   X 19.28

  X   X

4 7

  O 21.36

24.79   O

6 2   497
  O

  O  26.74 

  O  24.79 

5 8   524
  X   O 23.92

  O 27.43   O  27.43 

  652
  O 24.47   O

  O 26.74

1 9

  O 25.27

  O   O

3 6   141
  O

2 5   660
26.38   O   O

  482
31.73   O   O   O  31.73 

氏  名 所属名 -3- -4- -5- -6--1- -2- 記録 備考

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
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