
大会コード 13200525 

第４８回 上伊那秋季陸上競技記録会 

兼 第１８回上伊那スポーツフェスティバル’13 

記録集 

 

期  日： 平成２５年９月７日（土） 

会  場： 伊那市陸上競技場（202030） 

主  催： 上伊那陸上競技協会  伊那市体育協会陸上部 

      上伊那スポーツ振興協議会 

後  援： 南信教育事務所、上伊那市町村教育委員会連絡協議会 

      上伊那地区社会教育委員会連絡協議会、上伊那教育会、上伊那公民館連絡協議会 

      上伊那校長会、上伊那体育指導委員連絡協議会、上伊那ＰＴＡ連合会 

審 判 長： 城田 忠承      

記録主任： 竹内 秀樹 

 

■この大会で樹立された記録 
月日 種目 予・決 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

9／7 中学女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 43m68 吉田 みさき 女子 南箕輪(2) 43m39 県中学新

         

         

 

■グラウンドコンディション 

     2013 年 9 月 7 日（土） 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 
 9:00 曇り 南 １．５ ２６．５ ４３ 
10:00 曇り 南西 １．２ ２６．５ ４５ 
11:00 曇り 南南西 １．０ ２６．０ ４５ 
12:00 曇り 南南西 １．１ ２６．５ ４５ 
13:00 曇り 南西 ２．３ ２６．０ ４５ 
14:00 曇り 南西 ０．６ ２６．０ ４６ 
15:00 曇り 北 ０．１ ２６．０ ４８ 

 



第48回上伊那秋季記録会　兼　第18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
（CR：県中学新　） 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
09/07 女子 菅沼 美風(2) 12.95 御子柴 優花(2) 13.35 伯耆原 由花(1) 13.46 小椋 万柚(2) 13.65 橋爪 郁未(1) 13.74 萩原 美空(2) 13.79 中山 美奈(1) 13.92 上條 のあ(1) 13.93

１００ｍ 一般･豊丘中 中学･鉢盛中 高校･伊那西高 中学･飯田高陵中 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･駒ヶ根東中 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･鉢盛中
09/07 伯耆原 由花(1) 1,04.96 山本 玲奈(1) 1,05.47 中山 美奈(1) 1,05.73 久保村 玲衣(1) 1,06.49 金森 佑奈(1) 1,06.79 御子柴 優花(2) 1,07.11 川井 海帆(2) 1,07.38 上條 のあ(1) 1,07.44

４００ｍ 高校･伊那西高 高校･岡谷東高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･南箕輪中 中学･鉢盛中 中学･鉢盛中 中学･鉢盛中
09/07 堀内 智加(3) 2,25.00 所河 二千花(2) 2,28.07 中村 朱里(1) 2,29.50 白川 みほ(3) 2,29.60 薛 崚子(2) 2,33.45 小出 裕香(2) 2,33.54 花村 菜々子(3) 2,34.62 瀧澤 優奈(1) 2,35.00

８００ｍ 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･北安松川中 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･ISｼﾞｭﾆｱ
09/07 堀内 智加(3) 10,14.97 白川 みほ(3) 10,28.12 所河 二千花(2) 10,29.79 千野 恵実(3) 10,36.01 高橋 未来(3) 10,41.62 浦野 友里(2) 10,42.11 小出 裕香(2) 10,50.72 伊藤 美咲(3) 10,54.52

３０００ｍ 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･戸倉上山田中 中学･赤穂中 中学･春富中 中学･駒ヶ根東中 中学･伊那中
09/07 唐澤 遥南(1) 1.38 奥田 藍美(2) 1.38 原 嶺夏(2) 1.35 山口 はづき(2) 1.30 戸田 すみれ(1) 中学･南箕輪中 1.25 下平 里紗(1) 中学･春富中 1.20

走高跳 高校･伊那西高 中学･宮田中 中学･伊那東部中 中学･箕輪中 田中 瑞己(2) 中学･南箕輪中 淺田 美桜(2) 中学･辰野中
09/07 原 奈津美(3) 3.50 有賀 友理(3) 3.30 原 裕美佳(2) 2.90 山口 なつき(2) 2.40 宮原 美紗(2) 2.20 高野 愛花(2) 1.80

棒高跳 高校･上伊那農業高 高校･上伊那農業高 高校･高遠高 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･箕輪中
09/07 宮澤 歩(1) 4.59(+0.2) 横田 風音(2) 4.30(+0.9) 吉田 みさき(2)4.18(+0.8) 久保田樺乃(2) 4.04(+1.7) 森永 歩野(2) 3.97(+1.3) 深江 愛美(2) 3.94(+1.2) 塩澤 花怜(2) 3.90(+0.6) 久保田梨奈(1) 3.89(+0.9)

走幅跳 中学･箕輪中 中学･飯田高陵中 中学･南箕輪中 中学･鉢盛中 中学･北安松川中 中学･長峰中 中学･飯田高陵中 中学･箕輪中
09/07 竹入 愛彩美(1) 6.52

砲丸投(4.000kg) 高校･上伊那農業高
09/07 竹入 愛彩美(1) 24.69 登内 彩香(2) 22.23 桑澤 瑛江(1) 16.13

円盤投(1.000kg) 高校･上伊那農業高 高校･伊那西高 高校･辰野高
09/07 上伊那農業高       52.80 伊那弥生ヶ丘高      53.23 鉢盛中       53.37 箕輪中       53.91 飯田高陵中(A)      54.69 伊那東部中       56.69 南箕輪中       56.80 北安松川中(A)      57.29

４×１００ｍＲ 高梨 美岐(2) 中山 美奈(1) 上條 のあ(1) 向山 みなみ(2) 小椋 万柚(2) 春日 笑里(2) 瀬戸 由乃(1) 森永 歩野(2)
北原 詩織(2) 橋爪 郁未(1) 御子柴 優花(2) 宮澤 希(2) 齊藤 由佳(1) 寺澤 純香(2) 金森 佑奈(1) 金井 向日葵(1)
菅沼 菜摘(1) 樋口 由葵(1) 川井 海帆(2) 久保田 梨奈(2) 牧内 麗(1) 原 悠夏(2) 藤野 百花(2) 北澤 詩織(1)
向山 ひより(1) 久保村 玲衣(1) 安田 三奈美(2) 宮澤 歩(2) 塩澤 花怜(2) 北原 ゆめみ(2) 吉川 つづり(1) 北澤 朱里(2)

09/07 中学女子 中村 公香(2) 8.32 宮澤 あかね(2) 7.27 久島 菜々子(2) 6.96 塩澤 花怜(2) 6.87 伊藤 咲季(1) 6.13 中村 花鈴(2) 5.97 鎌倉 歩未(1) 5.81 伊藤 舞(1) 5.68
砲丸投(2.721kg) 中学･鉢盛中 中学･辰野中 中学･長峰中 中学･飯田高陵中 中学･北安松川中 中学･駒ヶ根東中 中学･伊那中 中学･北安松川中

09/07 吉田 みさき(2) 43.68 山口 なつき(2) 32.99 中村 公香(2) 25.09 西山 幸花(2) 23.01 向山 みなみ(2) 17.40
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･南箕輪中 CR 中学･伊那東部中 中学･鉢盛中 中学･箕輪中 中学･箕輪中

09/07 小学4年女子  -1.1 三澤 菜々美(4) 16.28 北條 智子(4) 17.07 加藤 莉子(4) 17.10 伊藤 舞(4) 17.26 坂間 星南(4) 17.27 池上 遼海(4) 17.41 小島 咲愛(4) 17.61 飯島 莉紗(4) 17.88
１００ｍ 小学･伊那AC 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

09/07 小学5年女子  -2.0 星野 陽花里(5) 14.99 気賀沢 杏香(5) 15.87 伊藤 花音(5) 16.01 青田 梨世(5) 16.08 下平 愛恵(5) 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 16.41 有賀 萌奈(5) 16.54 小島 明莉(5) 16.75
１００ｍ 小学･西春近北小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 竹村 彩也香(5) 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小

09/07 小学6年女子  -1.2 唐澤 花実(6) 14.78 清水 華乃(6) 15.12 友田 有紀(6) 15.65 赤羽 稀帆(6) 15.76 今井 七星(6) 15.78 上田 陽菜(6) 16.25 中嶋 杏彩(6) 16.48 山﨑 愛子(6) 16.51
１００ｍ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･西箕輪小 小学･伊那AC 小学･伊那AC 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･南箕輪小

09/07 小学共通女子 小原 茉莉(6) 3,18.50 田中 利奈(5) 3,32.69 坂元 夏希(3) 3,37.77 大槻 美亜(6) 3,43.73 佐藤 京都(5) 3,48.74 平島 麻衣(6) 3,53.15 薩摩林 真和(6) 4,02.57 榎掘 和音(6) 4,02.65
１０００ｍ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･辰野南小 小学･伊那AC 小学･箕輪中部小RC 小学･南箕輪小 小学･西箕輪小 小学･西箕輪小

09/07  -0.3 林 千尋(6) 13.93
８０ｍＨ 小学･ﾁｰﾑJIAN

09/07 唐澤 純夏(6) 3.61(-0.3) 小松野々花(6) 3.43(-1.8) 矢﨑 小春(5) 2.95(-1.2) 冨澤 さえ(5) 2.90(-0.3) 前澤 奏子(4) 2.74(-0.8)
走幅跳 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･高遠小 小学･南箕輪小 小学･西箕輪小 小学･高遠小

09/07 箕輪中部小RC(A)      58.98 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A)      59.42 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B)    1,03.05 南箕輪小(B)     1,03.06 南箕輪小(C)     1,05.35 箕輪中部小RC(B)    1,09.15 南箕輪小(F)     1,10.26 南箕輪小(E)     1,13.61
４×１００ｍＲ 北原 きらら(6) 唐澤 純夏(6) 青田 梨世(5) 有賀 萌奈(5) 堀 優莉(5) 大内 柚乃(5) 伊藤 舞(4) 加藤 莉子(4)

木村 果蓮(6) 唐澤 花実(6) 新谷 円夏(5) 伊藤 花音(5) 水 優月(5) 柴 ひなた(5) 原 さくら(4) 池上 遼海(4)
小山 礼華(6) 中嶋 杏彩(6) 森脇 涼羽(5) 宝 茉央(5) 矢﨑 小春(5) 河野 菜々穂(5) 伊東 瑠菜(4) 松澤 茜(4)
林 知世(6) 小原 茉莉(6) 気賀沢 杏香(5) 小島 明莉(5) 有賀 彩音(5) 金澤 理子(5) 北條 智子(4) 小島 咲愛(4)

09/07 オープン小学  -0.8 菅沼 望子(6) 15.71
１００ｍ 小学･豊丘南小

09/07 金子 咲良(6) 3,34.93 松下 朋佳(4) 3,45.80 佐々木 美羽(4) 4,00.00 白澤 優里佳(5) 4,08.75 金子 陽南(4) 4,11.85 水野 香帆(4) 4,14.62
１０００ｍ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･北安松川小 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ

09/07 田中 未佳(6) 3.24(-0.7) 田中 珠未(4) 2.70(-1.3)
走幅跳 小学･諏訪FA 小学･諏訪FA



決勝 9月7日 11:45

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -1.2

 1 川島 夕芽(2) 中学     15.14  1 吉岡 栞(1) 中学     15.29 
ｶﾜｼﾏ ﾕﾒ 箕輪中 ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 北安松川中

 2 稲村 舞(2) 中学     15.16  2 髙沢 杏菜(1) 中学     15.33 
ｲﾅﾑﾗ ﾏｲ 箕輪中 ﾀｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 辰野中

 3 清沢 果穂(1) 中学     16.00  3 味澤 胡春(2) 中学     15.47 
ｷﾖｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中 ｱｼﾞｻﾜ ｺﾊﾙ 辰野中

 4 伊藤 舞(1) 中学     16.23  4 赤羽 香子(1) 高校     15.74 
ｲﾄｳ ﾏｲ 北安松川中 ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｺ 辰野高

 5 岩崎 みなみ(1) 中学     16.90  5 宮下 喜久美(1) 中学     15.82 
ｲﾜｻｷ ﾐﾅﾐ 駒ヶ根東中 ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 駒ヶ根東中
守屋 杏樹(1) 中学  6 伊藤 咲季(1) 中学     15.84 
ﾓﾘﾔ ｱﾝｼﾞｭ 伊那東部中 ｲﾄｳ ｻｷ 北安松川中
伊藤 舞(1) 中学  7 芝﨑 優貴(1) 中学     16.02 
ｲﾄｳ ﾏｲ 北安松川中 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾕｳｷ 辰野中
三井 咲良(2) 中学
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -0.1

 1 小池 桃歌(2) 中学     14.94  1 久保村 優衣(1) 中学     15.02 
ｺｲｹ ﾓﾓｶ 赤穂中 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾕｲ 赤穂中

 2 矢萩 紀代乃(1) 中学     15.14  2 久島 菜々子(2) 中学     15.05 
ﾔﾊｷﾞ ｷﾖﾉ 箕輪中 ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 長峰中

 3 塚間 美貴(1) 中学     15.24  3 太田 萌佳(1) 中学     15.15 
ﾂｶﾏ ﾐｷ 辰野中 ｵｵﾀ ﾓｴｶ 宮田中

 4 越崎 貴咲(1) 中学     15.34  4 北條 陽香(1) 中学     15.20 
ｺｼｻﾞｷ ﾀｶﾐ 伊那東部中 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 伊那東部中

 5 西村 恵実(1) 中学     15.52  5 宮﨑 希(1) 高校     15.30 
ﾆｼﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 伊那中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 6 藤原 未結(1) 中学     16.07  6 横田 風音(2) 中学     15.47 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾕ 箕輪中 ﾖｺﾀ ｶｻﾞﾈ 飯田高陵中

 7 中田 桃子(1) 中学     16.38  7 小出 千夏(1) 中学     15.75 
ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ 飯田高陵中 ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中

 8 北原 沙希(1) 中学     16.43  8 小池 美樹(1) 高校     16.35 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中 ｺｲｹ ﾐｷ 伊那西高

[ 5組] 風速 -2.1 [ 6組] 風速 -0.8

 1 倉田 亜美(1) 中学     14.73  1 菅沼 萌香(1) 中学     14.75 
ｸﾗﾀ ｱﾐ 赤穂中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ 駒ヶ根東中

 2 佐々木 望美(2) 中学     14.74  2 桑澤 瑛江(1) 高校     14.79 
ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中 ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野高

 3 小林 紗耶加(1) 中学     14.76  3 北澤 詩織(1) 中学     14.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 北安松川中

 4 田中 蘭(2) 中学     15.01  4 赤羽 菜央(2) 中学     15.28 
ﾀﾅｶ ﾗﾝ 伊那中 ｱｶﾊﾈ ﾅｵ 伊那東部中

 5 西澤 亜優(1) 中学     15.22  5 向山 弥那(1) 中学     15.37 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕ 長峰中 ﾑｶｲﾔ ﾏﾐﾅ 伊那東部中

 6 深江 愛美(2) 中学     15.34  6 笠原 絵美華(2) 中学     17.04 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中 ｶｻﾊﾗｴﾐｶ 南箕輪中

 7 松崎 楓奈(1) 中学     15.65 春日 彩花(2) 中学
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌｳﾅ 赤穂中 ｶｽｶﾞ ｻﾔｶ 伊那東部中
北原 凪紗(2) 中学 黒川 芹奈(2) 中学
ｷﾀﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 伊那中 ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ 飯田高陵中

[ 7組] 風速 -0.7 [ 8組] 風速 -1.4

 1 濵 奏美(1) 中学     14.50  1 上條 のあ(1) 中学     13.93 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛中

 2 川井 海帆(2) 中学     14.69  2 高橋 光(2) 中学     14.51 
ｶﾜｲ ｶﾎ 鉢盛中 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那中

 3 西山 幸花(2) 中学     14.72  3 金井 向日葵(1) 中学     14.83 
ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 箕輪中 ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 北安松川中

 4 藤野 百花(2) 中学     14.75  4 原 悠夏(2) 中学     14.89 
ﾌｼﾞﾉﾓﾓｶ 南箕輪中 ﾊﾗ ﾚｲｶ 伊那東部中

 5 瀬戸 由乃(1) 中学     14.82  5 森永 歩野(2) 中学     15.18 
ｾﾄﾕｳﾉ 南箕輪中 ﾓﾘﾅｶﾞ ｱﾕﾉ 北安松川中

 6 牧内 麗(1) 中学     14.95  6 吉川 つづり(1) 中学     15.27 
ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中 ｷｯｶﾜﾂﾂﾞﾘ 南箕輪中

 7 寺澤 純香(2) 中学     15.03 
ﾃﾗｻﾜ ｽﾐｶ 伊那東部中

 8 岩崎 芽衣(2) 中学     15.13 
ｲﾜｻｷ ﾒｲ 飯田高陵中
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[ 9組] 風速 -1.5 [ 10組] 風速 -0.6

 1 佐藤 茜(1) 中学     14.04  1 中山 美奈(1) 高校     13.92 
ｻﾄｳ ｱｶﾈ 春富中 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 2 金森 佑奈(1) 中学     14.35  2 宮澤 希(2) 中学     13.94 
ｶﾅﾓﾘﾕｳﾅ 南箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中

 3 山口 はづき(2) 中学     14.45  3 菅沼 菜摘(1) 高校     14.11 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 箕輪中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高

 4 中村 花鈴(2) 中学     14.47  4 齊藤 由佳(1) 中学     14.21 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 駒ヶ根東中 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中

 5 本田 萌香(1) 中学     14.60  5 向山 みなみ(2) 中学     14.30 
ﾎﾝﾀﾞ ﾓｴｶ 宮田中 ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ 箕輪中

 6 春日 笑里(2) 中学     15.21  6 林口 琴海(1) 高校     14.46 
ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ 伊那東部中 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 岡谷東高
久保田 樺乃(2) 中学  7 北原 ゆめみ(2) 中学     14.62 
ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ 鉢盛中 ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ 伊那東部中

[ 11組] 風速 -1.2 [ 12組] 風速 -0.7

 1 橋爪 郁未(1) 高校     13.74  1 菅沼 美風(2) 一般     12.95 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ｽｶﾞﾇﾏ  ﾐﾌｳ 豊丘中

 2 萩原 美空(2) 中学     13.79  2 御子柴 優花(2) 中学     13.35 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ 駒ヶ根東中 ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中

 3 樋口 由葵(1) 高校     13.94  3 伯耆原 由花(1) 高校     13.46 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 4 今井 希生(1) 中学     13.99  4 小椋 万柚(2) 中学     13.65 
ｲﾏｲ ｷｷ 辰野中 ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中

 4 安田 三奈美(2) 中学     13.99  5 有賀 渚(1) 高校     14.39 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中 ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ 岡谷東高

 6 酒井 珠良(1) 高校     14.21  6 横前 章子(1) 中学     16.01 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農業高 ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ 飯田高陵中
山村 未悠(2) 中学 川上 由華(2) 中学
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中
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   1 菅沼 美風(2) 一般 豊丘中     12.95 (-0.7)  12   1
   2 御子柴 優花(2) 中学 鉢盛中     13.35 (-0.7)  12   2
   3 伯耆原 由花(1) 高校 伊那西高     13.46 (-0.7)  12   3
   4 小椋 万柚(2) 中学 飯田高陵中     13.65 (-0.7)  12   4
   5 橋爪 郁未(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     13.74 (-1.2)  11   1
   6 萩原 美空(2) 中学 駒ヶ根東中     13.79 (-1.2)  11   2
   7 中山 美奈(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     13.92 (-0.6)  10   1
   8 上條 のあ(1) 中学 鉢盛中     13.93 (-1.4)   8   1
   9 宮澤 希(2) 中学 箕輪中     13.94 (-0.6)  10   2
   9 樋口 由葵(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     13.94 (-1.2)  11   3
  11 今井 希生(1) 中学 辰野中     13.99 (-1.2)  11   4
  11 安田 三奈美(2) 中学 鉢盛中     13.99 (-1.2)  11   4
  13 佐藤 茜(1) 中学 春富中     14.04 (-1.5)   9   1
  14 菅沼 菜摘(1) 高校 上伊那農業高     14.11 (-0.6)  10   3
  15 齊藤 由佳(1) 中学 飯田高陵中     14.21 (-0.6)  10   4
  15 酒井 珠良(1) 高校 上伊那農業高     14.21 (-1.2)  11   6
  17 向山 みなみ(2) 中学 箕輪中     14.30 (-0.6)  10   5
  18 金森 佑奈(1) 中学 南箕輪中     14.35 (-1.5)   9   2
  19 有賀 渚(1) 高校 岡谷東高     14.39 (-0.7)  12   5
  20 山口 はづき(2) 中学 箕輪中     14.45 (-1.5)   9   3
  21 林口 琴海(1) 高校 岡谷東高     14.46 (-0.6)  10   6
  22 中村 花鈴(2) 中学 駒ヶ根東中     14.47 (-1.5)   9   4
  23 濵 奏美(1) 中学 長峰中     14.50 (-0.7)   7   1
  24 高橋 光(2) 中学 伊那中     14.51 (-1.4)   8   2
  25 本田 萌香(1) 中学 宮田中     14.60 (-1.5)   9   5
  26 北原 ゆめみ(2) 中学 伊那東部中     14.62 (-0.6)  10   7
  27 川井 海帆(2) 中学 鉢盛中     14.69 (-0.7)   7   2
  28 西山 幸花(2) 中学 箕輪中     14.72 (-0.7)   7   3
  29 倉田 亜美(1) 中学 赤穂中     14.73 (-2.1)   5   1
  30 佐々木 望美(2) 中学 箕輪中     14.74 (-2.1)   5   2
  31 菅沼 萌香(1) 中学 駒ヶ根東中     14.75 (-0.8)   6   1
  31 藤野 百花(2) 中学 南箕輪中     14.75 (-0.7)   7   4
  33 小林 紗耶加(1) 中学 駒ヶ根東中     14.76 (-2.1)   5   3
  34 桑澤 瑛江(1) 高校 辰野高     14.79 (-0.8)   6   2
  35 瀬戸 由乃(1) 中学 南箕輪中     14.82 (-0.7)   7   5
  36 金井 向日葵(1) 中学 北安松川中     14.83 (-1.4)   8   3
  37 原 悠夏(2) 中学 伊那東部中     14.89 (-1.4)   8   4
  38 小池 桃歌(2) 中学 赤穂中     14.94 (-0.7)   3   1
  39 牧内 麗(1) 中学 飯田高陵中     14.95 (-0.7)   7   6
  40 北澤 詩織(1) 中学 北安松川中     14.99 (-0.8)   6   3
  41 田中 蘭(2) 中学 伊那中     15.01 (-2.1)   5   4
  42 久保村 優衣(1) 中学 赤穂中     15.02 (-0.1)   4   1
  43 寺澤 純香(2) 中学 伊那東部中     15.03 (-0.7)   7   7
  44 久島 菜々子(2) 中学 長峰中     15.05 (-0.1)   4   2
  45 岩崎 芽衣(2) 中学 飯田高陵中     15.13 (-0.7)   7   8
  46 川島 夕芽(2) 中学 箕輪中     15.14 (-0.7)   1   1
  46 矢萩 紀代乃(1) 中学 箕輪中     15.14 (-0.7)   3   2
  48 太田 萌佳(1) 中学 宮田中     15.15 (-0.1)   4   3
  49 稲村 舞(2) 中学 箕輪中     15.16 (-0.7)   1   2
  50 森永 歩野(2) 中学 北安松川中     15.18 (-1.4)   8   5
  51 北條 陽香(1) 中学 伊那東部中     15.20 (-0.1)   4   4
  52 春日 笑里(2) 中学 伊那東部中     15.21 (-1.5)   9   6
  53 西澤 亜優(1) 中学 長峰中     15.22 (-2.1)   5   5
  54 塚間 美貴(1) 中学 辰野中     15.24 (-0.7)   3   3
  55 吉川 つづり(1) 中学 南箕輪中     15.27 (-1.4)   8   6
  56 赤羽 菜央(2) 中学 伊那東部中     15.28 (-0.8)   6   4
  57 吉岡 栞(1) 中学 北安松川中     15.29 (-1.2)   2   1
  58 宮﨑 希(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     15.30 (-0.1)   4   5
  59 髙沢 杏菜(1) 中学 辰野中     15.33 (-1.2)   2   2
  60 越崎 貴咲(1) 中学 伊那東部中     15.34 (-0.7)   3   4
  60 深江 愛美(2) 中学 長峰中     15.34 (-2.1)   5   6
  62 向山 弥那(1) 中学 伊那東部中     15.37 (-0.8)   6   5
  63 味澤 胡春(2) 中学 辰野中     15.47 (-1.2)   2   3
  63 横田 風音(2) 中学 飯田高陵中     15.47 (-0.1)   4   6
  65 西村 恵実(1) 中学 伊那中     15.52 (-0.7)   3   5
  66 松崎 楓奈(1) 中学 赤穂中     15.65 (-2.1)   5   7
  67 赤羽 香子(1) 高校 辰野高     15.74 (-1.2)   2   4
  68 小出 千夏(1) 中学 駒ヶ根東中     15.75 (-0.1)   4   7
  69 宮下 喜久美(1) 中学 駒ヶ根東中     15.82 (-1.2)   2   5
  70 伊藤 咲季(1) 中学 北安松川中     15.84 (-1.2)   2   6
  71 清沢 果穂(1) 中学 鉢盛中     16.00 (-0.7)   1   3
  72 横前 章子(1) 中学 飯田高陵中     16.01 (-0.7)  12   6
  73 芝﨑 優貴(1) 中学 辰野中     16.02 (-1.2)   2   7
  74 藤原 未結(1) 中学 箕輪中     16.07 (-0.7)   3   6
  75 伊藤 舞(1) 中学 北安松川中     16.23 (-0.7)   1   4
  76 小池 美樹(1) 高校 伊那西高     16.35 (-0.1)   4   8
  77 中田 桃子(1) 中学 飯田高陵中     16.38 (-0.7)   3   7
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  78 北原 沙希(1) 中学 飯田高陵中     16.43 (-0.7)   3   8
  79 岩崎 みなみ(1) 中学 駒ヶ根東中     16.90 (-0.7)   1   5
  80 笠原 絵美華(2) 中学 南箕輪中     17.04 (-0.8)   6   6

女子
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決勝 9月7日 12:40

[ 1組] [ 2組]

 1 小塩 早紀(1) 高校   1,08.46  1 中山 美奈(1) 高校   1,05.73 
ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 2 宮﨑 希(1) 高校   1,12.16  2 上條 のあ(1) 中学   1,07.44 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛中

 3 清沢 果穂(1) 中学   1,14.47  3 樋口 由葵(1) 高校   1,07.94 
ｷﾖｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高

 4 牧内 麗(1) 中学   1,14.53  4 稲村 舞(2) 中学   1,11.62 
ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中 ｲﾅﾑﾗ ﾏｲ 箕輪中

 5 宮原 萌里(1) 中学   1,15.56  5 大前 彩花(2) 中学   1,11.96 
ﾐﾔﾊﾗ ﾓｴﾘ 伊那東部中 ｵｵﾏｴ ｱﾔｶ 春富中

 6 小國 真穂(1) 中学   1,15.87  6 春日 莉杏(1) 中学   1,14.28 
ｵｸﾆ ﾏﾎ 飯田高陵中 ｶｽｶﾞ ﾘｺ 伊那東部中

 7 池田 恭子(1) 中学   1,16.97 篠田 杏奈(2) 中学
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｺ 飯田高陵中 ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 飯田高陵中
三澤 亜優(1) 中学
ﾐｻﾜ ｱﾕ 伊那東部中

[ 3組] [ 4組]

 1 山本 玲奈(1) 高校   1,05.47  1 伯耆原 由花(1) 高校   1,04.96 
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 岡谷東高 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 2 久保村 玲衣(1) 高校   1,06.49  2 金森 佑奈(1) 中学   1,06.79 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高 ｶﾅﾓﾘﾕｳﾅ 南箕輪中

 3 御子柴 優花(2) 中学   1,07.11  3 曽根原 可菜(3) 中学   1,08.31 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中 ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 北安松川中

 4 川井 海帆(2) 中学   1,07.38  4 北澤 朱里(2) 中学   1,09.56 
ｶﾜｲ ｶﾎ 鉢盛中 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ 北安松川中

 5 橋爪 郁未(1) 高校   1,07.46 安田 三奈美(2) 中学
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中

 6 杉原 美穂(2) 高校   1,08.17 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾎ 伊那弥生ヶ丘高
鳥羽 美宇(3) 中学
ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科中

欠場

6  3779

3  6096

7  1591

4  3773

3  3279
欠場
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2   314

6   309

5  6090

7  6092

4   141

8   310
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5  1688

7  2047

8  1569

3  1730

6  6101

2   311
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4   312

2  2056

3  1678
欠場

5  1679

8  2054

4  6097

6  2052

7   316

1   313

女子
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 伯耆原 由花(1) 高校 伊那西高     1,04.96   4   1
   2 山本 玲奈(1) 高校 岡谷東高     1,05.47   3   1
   3 中山 美奈(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,05.73   2   1
   4 久保村 玲衣(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,06.49   3   2
   5 金森 佑奈(1) 中学 南箕輪中     1,06.79   4   2
   6 御子柴 優花(2) 中学 鉢盛中     1,07.11   3   3
   7 川井 海帆(2) 中学 鉢盛中     1,07.38   3   4
   8 上條 のあ(1) 中学 鉢盛中     1,07.44   2   2
   9 橋爪 郁未(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,07.46   3   5
  10 樋口 由葵(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,07.94   2   3
  11 杉原 美穂(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,08.17   3   6
  12 曽根原 可菜(3) 中学 北安松川中     1,08.31   4   3
  13 小塩 早紀(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,08.46   1   1
  14 北澤 朱里(2) 中学 北安松川中     1,09.56   4   4
  15 稲村 舞(2) 中学 箕輪中     1,11.62   2   4
  16 大前 彩花(2) 中学 春富中     1,11.96   2   5
  17 宮﨑 希(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,12.16   1   2
  18 春日 莉杏(1) 中学 伊那東部中     1,14.28   2   6
  19 清沢 果穂(1) 中学 鉢盛中     1,14.47   1   3
  20 牧内 麗(1) 中学 飯田高陵中     1,14.53   1   4
  21 宮原 萌里(1) 中学 伊那東部中     1,15.56   1   5
  22 小國 真穂(1) 中学 飯田高陵中     1,15.87   1   6
  23 池田 恭子(1) 中学 飯田高陵中     1,16.97   1   7
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決勝 9月7日 10:05

[ 1組] [ 2組]

 1 小塩 早紀(1) 高校   2,40.88  1 久保村 玲衣(1) 高校   2,35.10 
ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高

 2 高倉 楓花(1) 中学   2,47.97  2 菅沼 萌香(1) 中学   2,37.91 
ﾀｶｸﾗ ﾌｳｶ 箕輪中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ 駒ヶ根東中

 3 大日方 碧(1) 中学   2,48.78  3 垣内 夕(1) 高校   2,44.27 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｵｲ 伊那中 ｶｷｳﾁ ﾕｳ 伊那北高

 4 村上 紗世(2) 中学   2,49.92  4 長見 京華(1) 中学   2,47.11 
ﾑﾗｶﾐ ｻﾖ 辰野中 ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 駒ヶ根東中

 5 池田 恭子(1) 中学   2,50.53  5 小出 千夏(1) 中学   2,47.39 
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｺ 飯田高陵中 ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中

 6 小國 真穂(1) 中学   2,51.65  6 北原すず那(2) 中学   2,48.33 
ｵｸﾆ ﾏﾎ 飯田高陵中 ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 駒ヶ根東中

 7 柘植 菜々子(1) 中学   2,52.82  7 湯澤 和(2) 中学   2,49.25 
ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ 辰野中 ﾕｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾐ 駒ヶ根東中

 8 春日 莉杏(1) 中学   2,54.42  8 中村 仁美(1) 中学   2,50.26 
ｶｽｶﾞ ﾘｺ 伊那東部中 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 赤穂中

 9 三澤 茉南(2) 中学   2,55.53  9 水上 茉優(2) 中学   2,50.36 
ﾐｻﾜ ﾏﾅ 伊那東部中 ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾕ 赤穂中

10 小平 紗矢香(2) 中学   3,03.55 10 山岸 さくら(2) 中学   2,51.31 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾔｶ 辰野中 ﾔﾏｷﾞｼ ｻｸﾗ 伊那東部中

11 市川 優佳(1) 中学   3,09.03 11 熊谷 早恵(2) 中学   2,51.99 
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｶ 春富中 ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那中
堀 彩夏(2) 中学 北原 野乃(2) 中学
ﾎﾘｱﾔｶ 南箕輪中 ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉ 伊那東部中
中島 野(2) 中学 濱野 美結(2) 高校
ﾅｶｼﾏﾅｵ 南箕輪中 ﾊﾏﾉ ﾐﾕ 岡谷東高

[ 3組] [ 4組]

 1 薛 崚子(2) 中学   2,33.45  1 堀内 智加(3) 中学   2,25.00 
ｾﾂ ﾘｮｳｺ 北安松川中 ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根東中

 2 瀧澤 優奈(1) 中学   2,35.00  2 所河 二千花(2) 中学   2,28.07 
ﾀｷｻﾞﾜ  ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 駒ヶ根東中

 3 下島 梨紗(1) 中学   2,36.69  3 中村 朱里(1) 中学   2,29.50 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根東中 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鉢盛中

 4 杉原 美穂(2) 高校   2,36.71  4 白川 みほ(3) 中学   2,29.60 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾎ 伊那弥生ヶ丘高 ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 駒ヶ根東中

 5 中山 桜来(2) 中学   2,39.85  5 小出 裕香(2) 中学   2,33.54 
ﾅｶﾔﾏ ｻｻﾗ 伊那東部中 ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ 駒ヶ根東中

 6 京澤 夏子(1) 中学   2,39.97  6 花村 菜々子(3) 中学   2,34.62 
ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 赤穂中 ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ 駒ヶ根東中

 7 唐澤 七瀬(1) 中学   2,40.63  7 三井 咲良(2) 中学   2,39.61 
ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 箕輪中 ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

 8 下平 美悠(2) 中学   2,41.75  8 仲田 ほの(1) 中学   2,42.18 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕ 駒ヶ根東中 ﾅｶﾀ  ﾎﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 廣田 奈子(3) 中学   2,41.84  9 後藤 美礼(2) 高校   2,54.84 
ﾋﾛﾀ ﾅｺ 駒ヶ根東中 ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾘ 伊那西高

10 武井 優奈(1) 高校   2,44.95 中村 藤子(2) 中学
ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北高 ﾅｶﾑﾗ ﾄｳｺ 駒ヶ根東中

11 宮原 萌里(1) 中学   2,45.17 春日 桃桜(2) 中学
ﾐﾔﾊﾗ ﾓｴﾘ 伊那東部中 ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ヶ根東中

12 下平 綾子(2) 中学   2,47.41 鳥羽 美宇(3) 中学
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ 赤穂中 ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科中

高梨 菜々(2) 中学
ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ 駒ヶ根東中

女子

８００ｍ
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   1 堀内 智加(3) 中学 駒ヶ根東中     2,25.00   4   1
   2 所河 二千花(2) 中学 駒ヶ根東中     2,28.07   4   2
   3 中村 朱里(1) 中学 鉢盛中     2,29.50   4   3
   4 白川 みほ(3) 中学 駒ヶ根東中     2,29.60   4   4
   5 薛 崚子(2) 中学 北安松川中     2,33.45   3   1
   6 小出 裕香(2) 中学 駒ヶ根東中     2,33.54   4   5
   7 花村 菜々子(3) 中学 駒ヶ根東中     2,34.62   4   6
   8 瀧澤 優奈(1) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ     2,35.00   3   2
   9 久保村 玲衣(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,35.10   2   1
  10 下島 梨紗(1) 中学 駒ヶ根東中     2,36.69   3   3
  11 杉原 美穂(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,36.71   3   4
  12 菅沼 萌香(1) 中学 駒ヶ根東中     2,37.91   2   2
  13 三井 咲良(2) 中学 上諏訪中     2,39.61   4   7
  14 中山 桜来(2) 中学 伊那東部中     2,39.85   3   5
  15 京澤 夏子(1) 中学 赤穂中     2,39.97   3   6
  16 唐澤 七瀬(1) 中学 箕輪中     2,40.63   3   7
  17 小塩 早紀(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,40.88   1   1
  18 下平 美悠(2) 中学 駒ヶ根東中     2,41.75   3   8
  19 廣田 奈子(3) 中学 駒ヶ根東中     2,41.84   3   9
  20 仲田 ほの(1) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ     2,42.18   4   8
  21 垣内 夕(1) 高校 伊那北高     2,44.27   2   3
  22 武井 優奈(1) 高校 伊那北高     2,44.95   3  10
  23 宮原 萌里(1) 中学 伊那東部中     2,45.17   3  11
  24 長見 京華(1) 中学 駒ヶ根東中     2,47.11   2   4
  25 小出 千夏(1) 中学 駒ヶ根東中     2,47.39   2   5
  26 下平 綾子(2) 中学 赤穂中     2,47.41   3  12
  27 高倉 楓花(1) 中学 箕輪中     2,47.97   1   2
  28 北原すず那(2) 中学 駒ヶ根東中     2,48.33   2   6
  29 大日方 碧(1) 中学 伊那中     2,48.78   1   3
  30 湯澤 和(2) 中学 駒ヶ根東中     2,49.25   2   7
  31 村上 紗世(2) 中学 辰野中     2,49.92   1   4
  32 中村 仁美(1) 中学 赤穂中     2,50.26   2   8
  33 水上 茉優(2) 中学 赤穂中     2,50.36   2   9
  34 池田 恭子(1) 中学 飯田高陵中     2,50.53   1   5
  35 山岸 さくら(2) 中学 伊那東部中     2,51.31   2  10
  36 小國 真穂(1) 中学 飯田高陵中     2,51.65   1   6
  37 熊谷 早恵(2) 中学 伊那中     2,51.99   2  11
  38 柘植 菜々子(1) 中学 辰野中     2,52.82   1   7
  39 春日 莉杏(1) 中学 伊那東部中     2,54.42   1   8
  40 後藤 美礼(2) 高校 伊那西高     2,54.84   4   9
  41 三澤 茉南(2) 中学 伊那東部中     2,55.53   1   9
  42 小平 紗矢香(2) 中学 辰野中     3,03.55   1  10
  43 市川 優佳(1) 中学 春富中     3,09.03   1  11
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決勝 9月7日 14:15

 1 堀内 智加(3) 中学  10,14.97 
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根東中

 2 白川 みほ(3) 中学  10,28.12 
ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 駒ヶ根東中

 3 所河 二千花(2) 中学  10,29.79 
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 駒ヶ根東中

 4 千野 恵実(3) 中学  10,36.01 
戸倉上山田中

 5 高橋 未来(3) 中学  10,41.62 
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 赤穂中

 6 浦野 友里(2) 中学  10,42.11 
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 春富中

 7 小出 裕香(2) 中学  10,50.72 
ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ 駒ヶ根東中

 8 伊藤 美咲(3) 中学  10,54.52 
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那中

 9 有賀 八枝美(3) 中学  11,05.58 
ｱﾙｶﾞ ﾔｴﾐ 箕輪中

10 黒田 琴音(2) 中学  11,08.37 
ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 伊那中

11 松本 のどか(2) 中学  11,11.58 
ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 箕輪中

12 唐澤 自希(3) 中学  11,22.26 
ｶﾗｻﾜ ﾐｽﾞｷ 箕輪中

13 湯澤 和(2) 中学  11,44.75 
ﾕｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾐ 駒ヶ根東中

14 下島 梨紗(1) 中学  11,51.75 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根東中

15 加藤 晴香(2) 中学  12,02.76 
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 伊那中

16 北原すず那(2) 中学  12,29.80 
ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 駒ヶ根東中

17 落合 早峰(1) 中学  12,29.87 
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ 宮田中
廣田 奈子(3) 中学
ﾋﾛﾀ ﾅｺ 駒ヶ根東中
花村 菜々子(3) 中学
ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ 駒ヶ根東中
高梨 菜々(2) 中学
ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ 駒ヶ根東中
春日 桃桜(2) 中学
ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ヶ根東中
中村 藤子(2) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾄｳｺ 駒ヶ根東中
下平 美悠(2) 中学
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕ 駒ヶ根東中
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15  1829

12  5313

10  1801

16  1731

17  1832

14  1658

6    83

20  1624

8  1575

18    82

23  1831

21  1837

4  1622

1  1826

2  1766

3  1821
欠場

5  1816
欠場

7  1833
欠場

22  1828
欠場

9  1825
欠場

19  1830
欠場



決勝 9月7日 10:00

1m36
唐澤 遥南(1) 高校 - - - - O O XXX O X X
ｶﾗｻﾜ  ﾊﾙﾅ 伊那西高 O
奥田 藍美(2) 中学 - - - O O O XXX O X X
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 宮田中 X
原 嶺夏(2) 中学 - - O O O XO XXX
ﾊﾗ ﾚｲｶ 伊那東部中
山口 はづき(2) 中学 - - O O O XXX
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 箕輪中
戸田 すみれ(1) 中学 O O O O XXX
ﾄﾀﾞｽﾐﾚ 南箕輪中
田中 瑞己(2) 中学 - - O O XXX
ﾀﾅｶﾐｽﾞｷ 南箕輪中
下平 里紗(1) 中学 O O O XXX
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｻ 春富中
淺田 美桜(2) 中学 - O O XXX
ｱｻﾀﾞ ﾐｵ 辰野中
北原 沙希(1) 中学 O XO XXO XXX
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中
矢野 妙(1) 中学 O O XXX
ﾔﾉ ﾀｴ 伊那東部中
片桐 瑠菜(1) 中学 O XXO XXX
ｶﾀｷﾞﾘ ﾙﾅ 辰野中
中田 桃子(1) 中学 XO XXX
ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ 飯田高陵中
宮下 喜久美(1) 中学 XXX 記録なし
ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 駒ヶ根東中
長見 京華(1) 中学 XXX 記録なし
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 駒ヶ根東中
中島 野(2) 中学 欠場
ﾅｶｼﾏﾅｵ 南箕輪中
鈴木 みのり(3) 中学 欠場
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那東部中

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m38 1m40 1m38

1 16   331
 1.38

記録
1m20 1m25

2 13  1762
 1.38

3 12  1669
 1.35

4 11  1574
 1.30

5 5  1617
 1.25

5 14  1614
 1.25

7 9  1733
 1.20

7 10  1541
 1.20

9 3  2051
 1.20

10 2  1686
 1.15

11 4  1542
 1.15

 1599

12 1  2050
 1.10

6  1827

15  1687

8  1812

7



決勝 9月7日 10:30

宮澤 歩(1) 中学   4.54   4.59   4.50    4.59 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 箕輪中   +1.2   +0.2   +1.5    +0.2
横田 風音(2) 中学   4.23   4.30    X    4.30 
ﾖｺﾀ ｶｻﾞﾈ 飯田高陵中   +1.4   +0.9    +0.9
吉田 みさき(2) 中学    -   4.18   3.35    4.18 
ﾖｼﾀﾞﾐｻｷ 南箕輪中   +0.8   +1.4    +0.8
久保田 樺乃(2) 中学   4.04    X    X    4.04 
ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ 鉢盛中   +1.7    +1.7
森永 歩野(2) 中学   3.81   3.47   3.97    3.97 
ﾓﾘﾅｶﾞ ｱﾕﾉ 北安松川中   +1.5   +0.7   +1.3    +1.3
深江 愛美(2) 中学   3.94   3.82    X    3.94 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中   +1.2   +0.7    +1.2
塩澤 花怜(2) 中学   3.64   3.90   3.67    3.90 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵中   +1.7   +0.6   +1.3    +0.6
久保田 梨奈(1) 中学   3.89   3.75    X    3.89 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 箕輪中   +0.9   +1.8    +0.9
小椋 万柚(2) 中学   2.92   3.86    X    3.86 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中   +0.7   +0.1    +0.1
綿貫 あや(1) 中学   3.61   3.85   3.77    3.85 
ﾜﾀﾇｷ ｱﾔ 伊那東部中   +0.8   +0.2   +0.6    +0.2
齋藤 舞莉(1) 中学   3.83    X    X    3.83 
ｻｲﾄｳ ﾏｲﾘ 北安松川中   +1.0    +1.0
岩崎 芽衣(2) 中学   3.75   3.73   3.70    3.75 
ｲﾜｻｷ ﾒｲ 飯田高陵中   +1.0   +0.9   +0.2    +1.0
下村 菜々子(1) 中学   3.69   3.47   3.62    3.69 
ｼﾓﾑﾗ ﾅﾅｺ 宮田中   +1.7   +0.5   +1.3    +1.7
塚間 美貴(1) 中学   3.39   3.69    X    3.69 
ﾂｶﾏ ﾐｷ 辰野中   +0.6   +1.5    +1.5
濵 奏美(1) 中学   3.15   3.20   3.64    3.64 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中   +0.5   +1.3   +1.1    +1.1
川島 夕芽(2) 中学   3.28   3.57   3.63    3.63 
ｶﾜｼﾏ ﾕﾒ 箕輪中   +0.5   +0.4   +1.0    +1.0
唐澤 寛花(2) 中学   3.10   3.32   3.51    3.51 
ｶﾗｻﾜﾋﾛｶ 南箕輪中   +0.7    0.0   +1.4    +1.4
横前 章子(1) 中学   3.41    X   3.08    3.41 
ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ 飯田高陵中   +0.9   +1.2    +0.9
萩原 美空(2) 中学    X   3.39   3.18    3.39 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ 駒ヶ根東中   +1.6   +0.6    +1.6
中澤 菜月(2) 中学   3.36   3.37    X    3.37 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂﾞｷ 伊那東部中   +0.4   +1.0    +1.0
小林 紗耶加(1) 中学    X    X   3.16    3.16 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中   +0.7    +0.7
岩崎 みなみ(1) 中学    X    X   2.91    2.91 
ｲﾜｻｷ ﾐﾅﾐ 駒ヶ根東中   +1.7    +1.7
櫻井 結月(1) 中学   2.63   2.40   2.73    2.73 
ｻｸﾗｲ ﾕﾂﾞｷ 伊那東部中   +0.3   +1.4   +2.3    +2.3
瀬戸 由乃(1) 中学 欠場
ｾﾄﾕｳﾉ 南箕輪中
吉川 つづり(1) 中学 欠場
ｷｯｶﾜﾂﾂﾞﾘ 南箕輪中
篠田 杏奈(2) 中学 欠場
ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 飯田高陵中
近藤 由梨(1) 中学 欠場
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ 飯田高陵中

12  2057

5  1596

9  2047

23 4  1668

1  1595

21 16  1818

22 2  1835

19 18  1839

20 15  1666

17 3  1598

18 11  2053

15 20  1385

16 6  1568

13 10  1769

14 19  1539

11 8  3781

12 17  2048

9 27  2042

10 7  1681

7 14  2049

8 21  1584

5 22  3777

6 23  1398

3 13  1601

4 26  6093

1 24  1585
-5-

2 25  2046

-6- 記録-2- -3- -4- 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 9月7日  9:00

3m10 3m20 3m30 3m40 3m50 3m60
原 奈津美(3) 高校 - - - - - - - - - -
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高 - O O XXO XO XXX
有賀 友理(3) 高校 - - - - - - - - XO O
ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農業高 O XXO O XXX
原 裕美佳(2) 高校 - - - - - - - - O XXX
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠高
山口 なつき(2) 中学 - - - O O XO XO XXX
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 伊那東部中
宮原 美紗(2) 中学 - - XO XO O XXX
ﾐﾔﾊﾗ ﾐｻ 伊那東部中
高野 愛花(2) 中学 O XXX
ﾀｶﾉ ｱｲｶ 箕輪中
酒井 理帆(2) 中学 - - XXX 記録なし
ｻｶｲ ﾘﾎ 伊那東部中
亀山 知世(2) 中学 XXX 記録なし
ｶﾒﾔﾏ ﾄﾓﾖ 箕輪中
仁科 柊花(2) 中学 - - XXX 記録なし
ﾆｼﾅ ｼｭｳｶ 伊那東部中
戸田 すみれ(1) 中学 欠場
ﾄﾀﾞｽﾐﾚ 南箕輪中

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m80 1m90 2m20 2m30 2m40 2m50 2m90 3m00

1 8   242
 3.50

記録
2m00 2m10

2 10   243
 3.30

3 9   250
 2.90

4 7  1663
 2.40

5 1  1667
 2.20

 1674

6 6  1567
 1.80

3  1672

2  1617

4  1570

5



決勝 9月7日  9:00

竹入 愛彩美(1) 高校
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農業高

決勝 9月7日  9:00

中村 公香(2) 中学
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 鉢盛中
宮澤 あかね(2) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ 辰野中
久島 菜々子(2) 中学
ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 長峰中
塩澤 花怜(2) 中学
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵中
伊藤 咲季(1) 中学
ｲﾄｳ ｻｷ 北安松川中
中村 花鈴(2) 中学
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 駒ヶ根東中
鎌倉 歩未(1) 中学
ｶﾏｸﾗ ｱﾕﾐ 伊那中
伊藤 舞(1) 中学
ｲﾄｳ ﾏｲ 北安松川中
大島 七彩(1) 中学
ｵｵｼﾏ ﾅﾅｾ 辰野中
清水 安美(2) 中学
ｼﾐｽﾞｱﾐ 南箕輪中
齊藤 由佳(1) 中学
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中
近藤 由梨(1) 中学 欠場
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ 飯田高陵中
黒川 芹奈(2) 中学 欠場
ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ 飯田高陵中

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

 6.52  6.42

-3- -4--1- -2- -5- -6-

  6.52 

記録

中学女子

砲丸投(2.721kg)

1 1   239
 6.20

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- 記録 備考
1 11  6094

 7.39  8.16  8.32   8.32 

2 7  1536
 6.88  7.06  7.27   7.27 

3 9  1391
 5.21  6.62  6.96   6.96 

4 10  2049
 6.87  6.79  6.70   6.87 

5 12  3784
 6.13  5.71  6.00   6.13 

6 4  1834
 5.97  5.68  5.33   5.97 

7 1  1650
 5.42  5.81  5.15   5.81 

8 13  3785
 5.53  5.53  5.68   5.68 

9 3  1537
 5.51  5.63  4.80   5.63 

10 5  1618
  X  5.27  5.48   5.48 

11 6  2055
  X  5.28  5.22   5.28 

2  2057

8  2045



決勝 9月7日 13:00

竹入 愛彩美(1) 高校
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農業高
登内 彩香(2) 高校
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高
桑澤 瑛江(1) 高校
ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2   239

  X 24.69   O  24.69 

2 3   338
  O   X 22.23

3 1   205
  O 16.13   O  16.13 

 22.23 



決勝 9月7日 11:00

県中学新            43.39

吉田 みさき(2) 中学 県中学新
ﾖｼﾀﾞﾐｻｷ 南箕輪中
山口 なつき(2) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 伊那東部中
中村 公香(2) 中学
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 鉢盛中
西山 幸花(2) 中学
ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 箕輪中
向山 みなみ(2) 中学
ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ 箕輪中

中学女子

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 5  1601

43.68   O   O  43.68 

2 4  1663
  O 32.99   O  32.99 

3 2  6094
  O 25.09   O  25.09 

4 1  1572
  O   O 23.01

5 3  1571
17.40   O   O  17.40 

 23.01 



予選 9月7日 10:35
決勝 9月7日 13:30

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -1.2

 1 三澤 菜々美(4) 小学     16.10 q  1 加藤 莉子(4) 小学     17.18 q
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那AC ｶﾄｳ ﾘｺ 南箕輪小

 2 北條 智子(4) 小学     17.12 q  2 伊藤 舞(4) 小学     17.52 q
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓｺ 南箕輪小 ｲﾄｳ ﾏｲ 南箕輪小

 3 秋城 桃香(4) 小学     17.95  3 飯島 莉紗(4) 小学     17.71 q
ｱｷｼﾛ ﾓﾓｶ 西箕輪小 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 野村 ひかり(4) 小学     18.19  4 原 さくら(4) 小学     17.98 
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 南箕輪小 ﾊﾗ ｻｸﾗ 南箕輪小

 5 中島 偲(4) 小学     18.50  5 松澤 茜(4) 小学     18.96 
ﾅｶｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 南箕輪小 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｶﾈ 南箕輪小

 6 井田 光咲(4) 小学     18.74  6 唐沢 茉桜(4) 小学     20.03 
ｲﾀﾞ ｱﾘｻ 南箕輪小 ｶﾗｻﾜ ﾏｵ 南箕輪小
唐澤 凜子(4) 小学
ｶﾗｻﾜ ﾘﾝｺ 南箕輪小

[ 3組] 風速 -0.2

 1 池上 遼海(4) 小学     17.30 q
ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 南箕輪小

 2 坂間 星南(4) 小学     17.39 q
ｻｶﾏ ｾﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 小島 咲愛(4) 小学     17.46 q
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 南箕輪小

 4 伊藤 愛(4) 小学     18.67 
ｲﾄｳ ﾏﾅ 南箕輪小

 5 伊東 瑠菜(4) 小学     18.82 
ｲﾄｳ ﾙﾅ 南箕輪小
下平 愛恵(5) 小学
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅｴ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

風速 -1.1

 1 三澤 菜々美(4) 小学     16.28 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那AC

 2 北條 智子(4) 小学     17.07 
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓｺ 南箕輪小

 3 加藤 莉子(4) 小学     17.10 
ｶﾄｳ ﾘｺ 南箕輪小

 4 伊藤 舞(4) 小学     17.26 
ｲﾄｳ ﾏｲ 南箕輪小

 5 坂間 星南(4) 小学     17.27 
ｻｶﾏ ｾﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 池上 遼海(4) 小学     17.41 
ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 南箕輪小

 7 小島 咲愛(4) 小学     17.61 
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 南箕輪小

 8 飯島 莉紗(4) 小学     17.88 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

8    56

1    24

7    15

6    61

5    49

2    46

記録／備考
4     7

3    69

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3    43

6    41
欠場

5    56

8    44

7    61

4    15

8    64

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7    50

3    58

6    46

4    24

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    49

2    65
欠場

順 ﾚｰﾝ

6    63

8    47

7    36

3    71

記録／備考
5     7

4    69

小学4年女子

１００ｍ

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 9月7日 10:55
決勝 9月7日 13:40

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -1.2

 1 星野 陽花里(5) 小学     14.64 q  1 竹村 彩也香(5) 小学     15.90 q
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 西春近北小 ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 気賀沢 杏香(5) 小学     15.48 q  2 小島 明莉(5) 小学     16.12 q
ｷｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ 南箕輪小

 3 有賀 彩音(5) 小学     16.37  3 下平 愛恵(5) 小学     16.23 q
ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪小 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅｴ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 宝 茉央(5) 小学     16.54  4 新谷 円夏(5) 小学     16.64 
ﾀｶﾗ ﾏｵ 南箕輪小 ｼﾝﾔ ﾏﾄﾞｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 安藤 楓夏(5) 小学     19.51  5 水 優月(5) 小学     17.09 
ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 南箕輪小 ﾐｽﾞ ﾕｳﾅ 南箕輪小
熊谷 真歩(5) 小学  6 永田 光(5) 小学     17.46 
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾅｶﾞﾀ ﾋｶﾙ 西箕輪小

 7 池上 玲音(5) 小学     17.49 
ｲｹｶﾞﾐ ﾚｲﾈ 南箕輪小

[ 3組] 風速 -1.4

 1 青田 梨世(5) 小学     15.84 q
ｱｵﾀ ﾘｾ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 伊藤 花音(5) 小学     15.86 q
ｲﾄｳ ﾊﾉﾝ 南箕輪小

 3 有賀 萌奈(5) 小学     16.06 q
ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ 南箕輪小

 4 森脇 涼羽(5) 小学     16.43 
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 堀 優莉(5) 小学     17.42 
ﾎﾘ ﾕｳﾘ 南箕輪小

 6 帆苅 優香(5) 小学     17.60 
ﾎｶﾘ ﾕｳｶ 南箕輪小

風速 -2.0

 1 星野 陽花里(5) 小学     14.99 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 西春近北小

 2 気賀沢 杏香(5) 小学     15.87 
ｷｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 伊藤 花音(5) 小学     16.01 
ｲﾄｳ ﾊﾉﾝ 南箕輪小

 4 青田 梨世(5) 小学     16.08 
ｱｵﾀ ﾘｾ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 下平 愛恵(5) 小学     16.41 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅｴ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 竹村 彩也香(5) 小学     16.41 
ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 7 有賀 萌奈(5) 小学     16.54 
ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ 南箕輪小

 8 小島 明莉(5) 小学     16.75 
ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ 南箕輪小
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 9月7日 11:05
決勝 9月7日 13:50

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -0.8

 1 上田 陽菜(6) 小学     16.15 q  1 唐澤 花実(6) 小学     14.57 q
ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ 南箕輪小 ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 中嶋 杏彩(6) 小学     16.48 q  2 清水 華乃(6) 小学     15.11 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 西箕輪小

 3 井田 汐音(6) 小学     17.88  3 友田 有紀(6) 小学     15.64 q
ｲﾀﾞ ｼｵﾈ 南箕輪小 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那AC
百瀬 果奈(6) 小学  4 今井 七星(6) 小学     15.70 q
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那AC ｲﾏｲ ﾅﾅｾ 南箕輪小

 5 赤羽 稀帆(6) 小学     15.81 q
ｱｶﾊﾈ ｷﾎ 伊那AC

 6 山﨑 愛子(6) 小学     16.09 q
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｺ 南箕輪小

風速 -1.2

 1 唐澤 花実(6) 小学     14.78 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 清水 華乃(6) 小学     15.12 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 西箕輪小

 3 友田 有紀(6) 小学     15.65 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那AC

 4 赤羽 稀帆(6) 小学     15.76 
ｱｶﾊﾈ ｷﾎ 伊那AC

 5 今井 七星(6) 小学     15.78 
ｲﾏｲ ﾅﾅｾ 南箕輪小

 6 上田 陽菜(6) 小学     16.25 
ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ 南箕輪小

 7 中嶋 杏彩(6) 小学     16.48 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 8 山﨑 愛子(6) 小学     16.51 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｺ 南箕輪小

決勝 9月7日 11:05

風速 -0.8

 1 菅沼 望子(6) 小学     15.71 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘南小

所属名
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決勝 9月7日 14:05

 1 小原 茉莉(6) 小学   3,18.50 
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 田中 梨奈(5) 小学   3,32.69 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 駒ヶ根中沢RC

 3 坂元 夏希(3) 小学   3,37.77 
ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 辰野南小

 4 大槻 美亜(6) 小学   3,43.73 
ｵｵﾂｷ ﾐｱ 伊那AC

 5 佐藤 京都(5) 小学   3,48.74 
ｻﾄｳ ｹｲﾄ 箕輪中部小RC

 6 平島 麻衣(6) 小学   3,53.15 
ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ 南箕輪小

 7 薩摩林 真和(6) 小学   4,02.57 
ｻﾂﾏﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 西箕輪小

 8 榎掘 和音(6) 小学   4,02.65 
ｴﾉｷﾎﾞﾘ ｶｽﾞﾈ 西箕輪小

 9 岡田 桃(5) 小学   4,02.98 
ｵｶﾀﾞ ﾓﾓ 駒ヶ根中沢RC

10 古畑 優希(4) 小学   4,15.66 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳｷ 南箕輪小

11 古畑 瑞希(4) 小学   4,16.61 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 南箕輪小

12 高坂 千里(5) 小学   4,26.60 
ｺｳｻｶ ﾁﾘ 南箕輪小
高橋 凜(6) 小学
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 駒ヶ根中沢RC
稲垣 和奏(6) 小学
ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
増田 友希乃(5) 小学
ﾏｽﾀﾞ ﾕｷﾉ 西箕輪小

小学共通女子
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決勝 9月7日  9:00

風速 -0.3

 1 林 千尋(6) 小学     13.93 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ ﾁｰﾑJIAN

小学共通女子

８０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6     6



予選 9月7日  9:45
決勝 9月7日 15:00

[ 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   5 箕輪中部小RC(A)   90 北原 きらら(6)     59.37 q  1   3 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A)    23 唐澤 純夏(6)     58.93 q

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳRCA ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ
   91 木村 果蓮(6)    22 唐澤 花実(6)

ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
   88 小山 礼華(6)    21 中嶋 杏彩(6)

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ
   92 林 知世(6)    16 小原 茉莉(6)

ﾊﾔｼ ﾁｾ ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ
 2   7 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B)    19 青田 梨世(5)   1,02.97 q  2   2 南箕輪小(B)    74 有賀 萌奈(5)   1,01.74 q

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ｱｵﾀ ﾘｾ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ
   17 新谷 円夏(5)    45 伊藤 花音(5)

ｼﾝﾔ ﾏﾄﾞｶ ｲﾄｳ ﾊﾉﾝ
   18 森脇 涼羽(5)    68 宝 茉央(5)

ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ ﾀｶﾗ ﾏｵ
   13 気賀沢 杏香(5)    57 小島 明莉(5)

ｷｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ
 3   2 南箕輪小(C)    70 堀 優莉(5)   1,05.65 q  3   5 箕輪中部小RC(B)   89 大内 柚乃(5)   1,08.15 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ﾎﾘ ﾕｳﾘ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳRCB ｵｵｳﾁ ﾕｽﾞﾉ
   60 水 優月(5)    87 柴 ひなた(5)

ﾐｽﾞ ﾕｳﾅ ｼﾊﾞ ﾋﾅﾀ
   72 矢﨑 小春(5)    84 河野 菜々穂(5)

ﾔｻﾞｷ ｺﾊﾙ ｺｳﾉ ﾅﾅﾎ
   73 有賀 彩音(5)    85 金澤 理子(5)

ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾈ ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｺ
 4   4 南箕輪小(F)    46 伊藤 舞(4)   1,09.44 q  4   4 南箕輪小(E)    49 加藤 莉子(4)   1,09.66 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳF ｲﾄｳ ﾏｲ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳE ｶﾄｳ ﾘｺ
   50 原 さくら(4)    61 池上 遼海(4)

ﾊﾗ ｻｸﾗ ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ
   43 伊東 瑠菜(4)    64 唐沢 茉桜(4)

ｲﾄｳ ﾙﾅ ｶﾗｻﾜ ﾏｵ
   69 北條 智子(4)    56 小島 咲愛(4)

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓｺ ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
 5   6 南箕輪小(D)    53 高坂 千里(5)   1,10.51  5   6 南箕輪小(G)    71 野村 ひかり(4)   1,11.11 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳD ｺｳｻｶ ﾁﾘ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳG ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ
   66 帆苅 優香(5)    44 伊藤 愛(4)

ﾎｶﾘ ﾕｳｶ ｲﾄｳ ﾏﾅ
   42 安藤 楓夏(5)    47 井田 光咲(4)

ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅ ｲﾀﾞ ｱﾘｻ
   62 池上 玲音(5)    63 中島 偲(4)

ｲｹｶﾞﾐ ﾚｲﾈ ﾅｶｼﾏ ｼﾉﾌﾞ
  3 南箕輪小(A)    55 山﨑 愛子(6)

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲｺ 失格
   54 今井 七星(6)

ｲﾏｲ ﾅﾅｾ
   59 上田 陽菜(6)

ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ
   48 井田 汐音(6)

ｲﾀﾞ ｼｵﾈ

小学共通女子

４×１００ｍＲ

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 箕輪中部小RC(A)   90 北原 きらら(6)     58.98 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳRCA ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ
   91 木村 果蓮(6)

ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ
   88 小山 礼華(6)

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
   92 林 知世(6)

ﾊﾔｼ ﾁｾ
 2   5 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A   23 唐澤 純夏(6)     59.42 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ
   22 唐澤 花実(6)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
   21 中嶋 杏彩(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ
   16 小原 茉莉(6)

ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ
 3   6 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    19 青田 梨世(5)   1,03.05 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ｱｵﾀ ﾘｾ
   17 新谷 円夏(5)

ｼﾝﾔ ﾏﾄﾞｶ
   18 森脇 涼羽(5)

ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
   13 気賀沢 杏香(5)

ｷｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
 4   3 南箕輪小(B)    74 有賀 萌奈(5)   1,03.06 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ
   45 伊藤 花音(5)

ｲﾄｳ ﾊﾉﾝ
   68 宝 茉央(5)

ﾀｶﾗ ﾏｵ
   57 小島 明莉(5)

ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ
 5   8 南箕輪小(C)    70 堀 優莉(5)   1,05.35 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ﾎﾘ ﾕｳﾘ
   60 水 優月(5)

ﾐｽﾞ ﾕｳﾅ
   72 矢﨑 小春(5)

ﾔｻﾞｷ ｺﾊﾙ
   73 有賀 彩音(5)

ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾈ
 6   7 箕輪中部小RC(B)   89 大内 柚乃(5)   1,09.15 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳRCB ｵｵｳﾁ ﾕｽﾞﾉ
   87 柴 ひなた(5)

ｼﾊﾞ ﾋﾅﾀ
   84 河野 菜々穂(5)

ｺｳﾉ ﾅﾅﾎ
   85 金澤 理子(5)

ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｺ
 7   1 南箕輪小(F)    46 伊藤 舞(4)   1,10.26 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳF ｲﾄｳ ﾏｲ
   50 原 さくら(4)

ﾊﾗ ｻｸﾗ
   43 伊東 瑠菜(4)

ｲﾄｳ ﾙﾅ
   69 北條 智子(4)

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓｺ
 8   2 南箕輪小(E)    49 加藤 莉子(4)   1,13.61 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳE ｶﾄｳ ﾘｺ
   61 池上 遼海(4)

ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ
   58 松澤 茜(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｶﾈ
   56 小島 咲愛(4)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ

４×１００ｍＲ
決勝

小学共通女子



決勝 9月7日  9:00

唐澤 純夏(6) 小学   3.30   3.61   3.46    3.61 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少   -0.7   -0.3   -0.5    -0.3
小松 野々花(6) 小学   3.43   3.23    X    3.43 
ｺﾏﾂ ﾉﾉｶ 高遠小   -1.8   -1.4    -1.8
矢﨑 小春(5) 小学   2.65   2.85   2.95    2.95 
ﾔｻﾞｷ ｺﾊﾙ 南箕輪小   -0.9   -2.1   -1.2    -1.2
冨澤 さえ(5) 小学   2.50   2.63   2.90    2.90 
ﾄﾐｻﾞﾜ ｻｴ 西箕輪小   -1.6   -1.7   -0.3    -0.3
前澤 奏子(4) 小学    X   2.74   2.64    2.74 
ﾏｴｻﾞﾜ ｶﾅｺ 高遠小   -0.8   -2.2    -0.8

小学共通女子

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 7    23

-5-

2 6    28

5 4    29

3 3    72

4 5    39


	男子
	m100
	m400
	m800
	m1500
	tm3000
	m5000
	m400R
	mHJ
	mPV
	mLJ
	mSP
	mDT
	tmJT
	sm4100
	sm5100
	sm6100
	sm1000
	sm80H
	sm400R
	smLJ

	女子
	w100
	w400
	w800
	w3000
	wHJ
	wLJ
	wPV
	wSP
	wDT
	twJT
	sw4100
	sw5100
	sw6100
	sw1000
	sw80H
	sw400R
	swLJ


