
第６６回長野県陸上競技伊那大会                                                  
主催　長野陸上競技協会、伊那市、伊那市教育委員会                                
　　　伊那市体育協会、上伊那陸上競技協会                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】202030  伊那市陸上競技場

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
05/03 女子  -2.3髙橋 奈弓(2) 12.94 林 美朱(3) 13.04 加藤 恭香(2) 13.20 高橋 美凪(2) 13.27 清水 真希(3) 13.51 片桐 穂花(1) 13.76 柴田 佳歩(3) 13.97 原田 結希(3) 14.00

１００ｍ 高校･上田東高 高校･上田染谷丘高 高校･上田東高 高校･諏訪清陵高 高校･飯田風越高 高校･丸子修学館高 高校･飯田風越高 高校･塩尻志学館高
05/03 柴田 佳歩(3) 1,02.36 二宮 萌々(3) 1,02.46 竹内 華奈子(3) 1,03.44 高橋優香 1,04.78 土屋 みなみ(3) 1,05.17 菅沼 真洸(1) 1,06.40

４００ｍ 高校･飯田風越高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 一般･DreamAC 高校･上田染谷丘高 高校･飯田風越高
05/03 熊谷 美佑(2) 10,57.67 松尾 智美(2) 11,16.12 植松 優季子(3) 11,22.30 岩波 宏佳(3) 11,34.07 三村 静香(1) 11,45.67 酒井 優梨愛(1) 12,06.61 中島 和華(2) 12,15.68 後藤 美礼(2) 12,28.99

３０００ｍ 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･諏訪二葉高 高校･諏訪清陵高 高校･塩尻志学館高 高校･塩尻志学館高 高校･上田染谷丘高 高校･伊那西高
05/03 有賀 菜央(3) 16.27 橋本 紗季(3) 17.36 佐藤 くるみ(2) 17.39 征矢 希(3) 17.57 立花 千春(4) 17.65 野口 那奈美(2) 18.35 土屋 みなみ(3) 18.51 向山 ひより(1) 18.67

100mH(0.838m) 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･赤穂高 高校･丸子修学館高 高校･伊那西高 大学･松本大 高校･諏訪清陵高 高校･上田染谷丘高 高校･上伊那農業高
05/03 串原 礼(2) 1.45 溝尾 彩夏(2) 1.40 関島 友里佳(1) 1.35 唐澤 遙南(1) 1.35 上澤 美波(1) 1.30 春日 小雪(3) 1.30 吉川 夏鈴(1) 高校･飯田風越高 1.20

走高跳 高校･下伊那農業高 高校･塩尻志学館高 高校･飯田風越高 高校･伊那西高 高校･飯田風越高 高校･伊那西高 伊東 泉朋(3) 高校･諏訪実業高
05/03 原 奈津美(3) 3.20 有賀 友理(3) 2.90 両角 果穂(3) 2.80 田中 優奈(3) 高校･諏訪清陵高 2.60 原 裕美佳(2) 2.40

棒高跳 高校･上伊那農業高 高校･上伊那農業高 高校･諏訪二葉高 江原成美(1) 高校･上田東高 高校･高遠高
05/03 西村 千明(1) 5.20(+3.1) 加藤 恭香(2) 5.15(+2.9) 安田 弘江 5.05(+2.3) 栗空 亜沙美(1)4.79(-0.2) 安田 若菜(1) 4.75(+1.9) 花岡 美憂(3) 4.70(-0.9) 原田 結希(3) 4.65(+2.5) 上原 悠紀(3) 4.58(+0.3)

走幅跳 高校･伊那北高 高校･上田東高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･木曽青峰高 高校･木曽青峰高 高校･上田東高 高校･塩尻志学館高 高校･諏訪清陵高
05/03 巣山 夏歩(3) 10.09 登内 彩香(2) 8.71 林 優花(3) 8.54 笠原 美奈代(3) 8.44 勝又 すず佳(3) 8.20 永井 琴美(1) 8.19 藤 未左衣(2) 7.50 佐々木 梨香(2) 7.44

砲丸投 高校･丸子修学館高 高校･伊那西高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･諏訪清陵高 高校･阿南高 高校･上田東高 高校･丸子修学館高 高校･丸子修学館高
05/03 巣山 夏歩(3) 29.84 北野 未紗(3) 29.34 出口 真奈美(3) 28.01 一ノ瀬 菜奈(3) 25.61 登内 彩香(2) 24.95 神谷 桃香(3) 24.83 土屋 鈴花(2) 24.61 中山 真緒(2) 22.89

円盤投 高校･丸子修学館高 高校･阿南高 高校･塩尻志学館高 高校･辰野高 高校･伊那西高 高校･諏訪二葉高 高校･上田染谷丘高 高校･赤穂高
05/03 伊藤 彩佳(3) 33.24 良波 美恵(2) 28.70 笠原 美奈代(3) 27.33 中山 真緒(2) 26.33 佐々木 梨香(2) 26.17 小西 真奈(3) 26.14 下村 芽生(1) 26.10 林 優花(3) 21.37

やり投 高校･明科高 高校･塩尻志学館高 高校･諏訪清陵高 高校･赤穂高 高校･丸子修学館高 高校･明科高 高校･木曽青峰高 高校･伊那弥生ヶ丘高
05/03 飯田風越高       50.95 上田東高       51.64 伊那弥生ヶ丘高      52.22 諏訪清陵高       52.69 上田染谷丘高      52.87 上伊那農業高      53.30 諏訪二葉高       53.84 丸子修学館高      53.86

４×１００ｍＲ 小澤 未菜(2) 江原成美(1) 樋口 由葵(1) 田中 優奈(3) 金井 梨里(1) 酒井 珠良(1) 神谷 桃香(3) 佐々木 梨香(2)
清水 真希(3) 髙橋 奈弓(2) 有賀 菜央(3) 上原 悠紀(3) 林 美朱(3) 北原 詩織(2) 丹羽 朱里(2) 片桐 穂花(1)
菅沼 真洸(1) 花岡 美憂(3) 二宮 萌々(3) 梶谷 みさき(3) 土屋 みなみ(3) 手塚 日向子(2) 両角 果穂(3) 佐藤 くるみ(2)
柴田 佳歩(3) 加藤 恭香(2) 橋爪 郁未(1) 高橋 美凪(2) 細田 真央(1) 高梨 美岐(2) 植栗 彩加(2) 巣山 夏歩(3)

05/03 中学女子  -2.9吉田 那緒(3) 13.24 木村 凌(2) 13.27 菅沼 美風(2) 13.42 齊藤 静花(2) 13.51 山田 彩加(3) 13.61 徳竹 美友(1) 13.69 山田 花菜(3) 13.88 西澤 羽純(3) 14.21
１００ｍ 中学･伊那AC 中学･豊科北中 中学･豊丘中 中学･豊科北中 中学･岡谷東部中 中学･天竜SC 中学･岡谷東部中 中学･豊科北中

05/03 永山 実来(3) 2,23.94 田中 杏子(3) 2,26.26 鳥羽 美宇(3) 2,27.07 竹村 瑞香(3) 2,27.97 松澤 綾音(2) 2,28.20 清水 彩音(3) 2,28.64 今井 萌(3) 2,29.65 河原 里紗(3) 2,30.67
８００ｍ 中学･緑ヶ丘中 中学･永明中 中学･明科中 中学･赤穂中 中学･喬木中 中学･南箕輪中 中学･岡谷東部中 中学･上諏訪中

05/03 鰍澤 さやか(3) 17.20 小口 ゆり(3) 17.75 樋屋 彩(3) 17.86 野村 朱里(3) 17.91 池田 好(3) 17.96 福澤 彩芽(3) 18.21 三澤 葵(3) 18.40 吉岡 綾子(2) 18.56
100mH(0.762m) 中学･駒ヶ根東中 中学･浅間中 中学･駒ヶ根東中 中学･岡谷東部中 中学･長峰中 中学･春富中 中学･飯田高陵中 中学･岡谷東部中

05/03 鈴木 みのり(3) 1.51 樋口 朋果(3) 1.40 高見澤 菜央(2) 中学･上田第五中 1.35 村松 明日見(3) 1.35 松井 美奈実 1.35 臼井 美紅(2) 1.30 小澤 来未(2) 1.30
走高跳 中学･伊那東部中 中学･富士見中 中井 遙菜(2) 中学･豊科北中 中学･飯田高陵中 中学･福島中 中学･豊科北中 中学･茅野東部中

酒井 茜(3)
中学･春富中

05/03 加賀見 麻里(3) 2.40 小林 奏(2) 2.40 田中 真彩(3) 2.40 清水 亜美(3) 2.00 金子 未羽(2) 2.00 三澤 野乃香(3) 1.80 金屋 千奈帆(2) 1.80
棒高跳 中学･永明中 中学･丸子北中 中学･伊那東部中 中学･丸子北中 中学･丸子北中 中学･伊那東部中 中学･上田第五中

05/03 森本 知隼(2) 5.02(-3.3) 髙見 李那(3) 4.71(-3.3) 堀井 満里奈(3)4.65(-2.7) 湯本 珠実(2) 4.56(-1.3) 赤羽 愛葵(3) 4.46(+1.0) 武江 真歩(2) 4.46(-1.1) 関 理帆(3) 4.45(-0.8) 鈴木 香琳(2) 4.35(-1.1)
走幅跳 中学･塩尻中 中学･長峰中 中学･宮田中 中学･豊科北中 中学･丸子北中 中学･穂高西中 中学･南箕輪中 中学･浅間中

05/03 細井 友香(3) 10.27 村松 佐恵(3) 9.62 堀内 瑞季(3) 9.31 三澤 葵(3) 9.25 重盛 友希(3) 9.13 土屋 花梨(2) 9.01 瀬戸 玲奈(3) 8.58 竹内 乃亜(2) 8.42
砲丸投 中学･春富中 中学･春富中 中学･丸子北中 中学･飯田高陵中 中学･箕輪中 中学･丸子北中 中学･辰野中 中学･飯田高陵中

05/03 豊科北中       50.52 岡谷東部中       52.90 飯田高陵中       54.21 丸子北中       54.40 駒ヶ根東中       54.44 赤穂中       54.61 浅間中       54.75 高森中       55.60
４×１００ｍＲ 臼井 美紅(2) GR 宮坂 桃夏(2) 小椋 万柚(2) 赤羽 愛葵(3) 萩原 美空(2) 氣賀澤 柚希(2) 荒井 祐里奈(3) 牧野 明日香(1)

木村 凌(2) 山田 彩加(3) 村松 明日見(3) 宮下 彩奈(3) 樋屋 彩(3) 江崎 奈美(3) 小林 千夏(3) 上原 千夏(3)
齊藤 静花(2) 山田 花菜(3) 三澤 葵(3) 春原 朱里(2) 花村 菜々子(3) 朝日 りおん(2) 柳澤 莉子(3) 古谷 依里佳(3)
西澤 羽純(3) 中島 夏美(2) 宮崎 真衣奈(3) 小林 奏(2) 北原 咲来(3) 北原 寧々(2) 栁澤 光季子(3) 宮澤 風香(2)



予選 5月3日 10:15
決勝 5月3日 13:50

長野県新            11.98
大会新(GR)          12.23

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -2.2

 1 林 美朱(3) 高校     13.03 q  1 髙橋 奈弓(2) 高校     13.22 q
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘高 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 2 片桐 穂花(1) 高校     13.66 q  2 柴田 佳歩(3) 高校     13.53 q
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 丸子修学館高 ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高

 3 小澤 未菜(2) 高校     13.85  3 伯耆原 由花(1) 高校     13.77 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越高 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 4 橋爪 郁未(1) 高校     14.11  4 丹羽 朱里(2) 高校     13.97 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉高

 5 出口 真奈美(3) 高校     14.25  5 良波 美恵(2) 高校     14.66 
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館高 ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館高

 6 北見 舞夏(1) 高校     14.93  6 金井 梨里(1) 高校     14.69 
ｷﾀﾐ   ﾏｲｶ 松川高 ｶﾅｲ ﾘﾘ 上田染谷丘高

 7 遠藤 優華(3) 高校     16.27  7 樋口 由葵(1) 高校     14.87 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 北佐久農業高 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高
森本 紀乃(1) 高校  8 菅沼 菜摘(1) 高校     15.00 
ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高

[ 3組] 風速 -1.2 [ 4組] 風速 -1.3

 1 加藤 恭香(2) 高校     13.11 q  1 高橋 美凪(2) 高校     13.33 q
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵高

 2 清水 真希(3) 高校     13.37 q  2 原田 結希(3) 高校     13.71 q
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 塩尻志学館高

 3 北原 詩織(2) 高校     14.09  3 花岡 美憂(3) 高校     13.73 
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農業高 ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東高

 4 高木 聡美(1) 高校     14.18  4 下島 彩夢(2) 高校     13.73 
ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 下諏訪向陽高 ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北高

 5 大平 有紀奈(3) 高校     14.78  5 立花 千春(4) 大学     14.07 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ 下伊那農業高 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大

 6 宮崎 希(1) 高校     16.11  6 大野 真琴(1) 高校     15.34 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ｵｵﾉ  ﾏｺ 岡谷南高
家苗  蒔(1) 高校  7 堀内 槙乃(1) 高校     15.49 
ｶﾅｴ    ﾏｷ 松川高 ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 上田染谷丘高
畑 美織(1) 高校 白鳥 有紗(1) 高校
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰高 ｼﾛﾄﾘ ｱﾘｻ 上伊那農業高

風速 -2.3

 1 髙橋 奈弓(2) 高校     12.94 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 2 林 美朱(3) 高校     13.04 
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘高

 3 加藤 恭香(2) 高校     13.20 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高

 4 高橋 美凪(2) 高校     13.27 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵高

 5 清水 真希(3) 高校     13.51 
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高

 6 片桐 穂花(1) 高校     13.76 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 丸子修学館高

 7 柴田 佳歩(3) 高校     13.97 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高

 8 原田 結希(3) 高校     14.00 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 塩尻志学館高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
7   210

5   134

女子

１００ｍ

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

記録／備考

  192

6   338

1    53

3   386

8   244

4    76

2

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
4   221

2   337

7    26

1   246

5    81

6   204

3    57

8   199

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
3   218

7   341

1   201

6   117

2   116

8    52

4   189
欠場

5   412
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
8   229

4    72

2   219

3    45

6   193

1   111

7   209

5   200
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   221

4   210

6   218

5   229

8   341

2   134

7   337

1    72



予選 5月3日 11:15
決勝 5月3日 14:05

長野県新            54.56
大会新(GR)          59.49

[ 1組] [ 2組]

 1 三石 奈穂(2) 高校   1,02.74 q  1 髙橋 奈弓(2) 高校   1,02.40 q
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高 ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高

 2 宮島 志保美(3) 高校   1,04.56  2 二宮 萌々(3) 高校   1,02.77 q
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高 ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高

 3 梶谷 みさき(3) 高校   1,04.96  3 塩澤 華奈(3) 高校   1,03.82 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 諏訪清陵高 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高

 4 田中 美菜(1) 高校   1,04.97  4 前島 奈々(2) 高校   1,05.04 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高 ﾏｴｼﾏ ﾅﾅ 諏訪実業高

 5 中島 鈴華(2) 高校   1,08.08  5 野口 那奈美(2) 高校   1,07.55 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 北佐久農業高 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高

 6 宮坂 季恵(1) 高校   1,14.82  6 北澤 志穂(2) 高校   1,07.70 
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館高 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館高

 7 小池 裕香(1) 高校   1,16.40  7 原 明香里(1) 高校   1,11.76 
ｺｲｹ ﾕｶ 伊那北高 ﾊﾗ  ｱｶﾘ 松川高
林 美朱(3) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｱｶ 上田染谷丘高

[ 3組] [ 4組]

 1 菅沼 真洸(1) 高校   1,03.44 q  1 柴田 佳歩(3) 高校   1,02.41 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高 ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高

 2 土屋 みなみ(3) 高校   1,03.60 q  2 高橋優香 一般   1,03.43 q
ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘高 ﾀｶﾊｼﾕｳｶ DreamAC

 3 竹内 華奈子(3) 高校   1,03.82  3 高梨 美岐(2) 高校   1,05.52 
ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農業高

 4 長澤 茜(3) 高校   1,06.01  4 岡山 未来(2) 高校   1,06.56 
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 諏訪清陵高 ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農業高

 5 金井 亜美(3) 高校   1,06.50  5 清水 由紀子(3) 高校   1,06.63 
ｶﾅｲ ｱﾐ 明科高 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ 飯田高
矢彦沢 夏希(1) 高校  6 垣内 夕(1) 高校   1,13.10 
ﾔﾋｺｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 塩尻志学館高 ｶｷｳﾁ ﾕｳ 伊那北高
武井 優奈(1) 高校 杉原 美穂(2) 高校
ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北高 ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾎ 伊那弥生ヶ丘高

 1 柴田 佳歩(3) 高校   1,02.36 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高

 2 二宮 萌々(3) 高校   1,02.46 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高

 3 竹内 華奈子(3) 高校   1,03.44 
ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高

 4 高橋優香 一般   1,04.78 
ﾀｶﾊｼﾕｳｶ DreamAC

 5 土屋 みなみ(3) 高校   1,05.17 
ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘高

 6 菅沼 真洸(1) 高校   1,06.40 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高
髙橋 奈弓(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ 上田東高
三石 奈穂(2) 高校
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高

5   221

欠場

欠場
6   336

2   207

8   340

1    55

7     1

記録／備考
3   337

4    56

2    54
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8   317

3    46

7   196

6   114

氏  名 所属名 記録／備考
5   337

4    51
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

4     1

6   404

3    80
欠場

7    55

2   232

5   340

8   207

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    79

2   191

4   225

8   234

6    56

7   313

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
3   221

4    48

7   210

6   388

1    71

5   227

2   411

8   314

女子

４００ｍ

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

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
3   336



決勝 5月3日 11:00

長野県新          9,16.29
大会新(GR)       10,06.25

 1 熊谷 美佑(2) 高校  10,57.67 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田高

 2 松尾 智美(2) 高校  11,16.12 
ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田高

 3 植松 優季子(3) 高校  11,22.30 
ｳｴﾏﾂﾕｷｺ 諏訪二葉高

 4 岩波 宏佳(3) 高校  11,34.07 
ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ 諏訪清陵高

 5 三村 静香(1) 高校  11,45.67 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 塩尻志学館高

 6 酒井 優梨愛(1) 高校  12,06.61 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館高

 7 中島 和華(2) 高校  12,15.68 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜｶ 上田染谷丘高

 8 後藤 美礼(2) 高校  12,28.99 
ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾘ 伊那西高
西永 梨恵(2) 高校
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越高

55   342  342
欠場欠場

33    20   20

88   206  206

44    75   75

66    74   74

22   228  228

77   243  243

11   316  316

99   315  315
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 No.No.

女子

３０００ｍ３０００ｍ

決勝決勝決勝



決勝 5月3日 12:25

長野県新            13.81
大会新(GR)          15.21

[ 1組] 風速 -2.2 [ 2組] 風速 -0.4

 1 橋本 紗季(3) 高校     17.36  1 野口 那奈美(2) 高校     18.35 
ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 赤穂高 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高

 2 向山 ひより(1) 高校     18.67  2 土屋 みなみ(3) 高校     18.51 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農業高 ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ 上田染谷丘高

 3 加藤 まりな(3) 高校     18.74  3 澁谷 希望(2) 高校     19.23 
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高 ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田高

 4 小澤 佳純(3) 高校     21.44  4 細田 真央(1) 高校     19.54 
ｵｻﾞﾜ  ｶｽﾐ 岡谷南高 ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ 上田染谷丘高
手塚 日向子(2) 高校 中村 日菜子(1) 高校
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農業高 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 諏訪清陵高
植栗 彩加(2) 高校 岸田 藍(1) 高校
ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉高 ｷｼﾀﾞ ｱｲ 上田染谷丘高

[ 3組] 風速 -2.4

 1 有賀 菜央(3) 高校     16.27 
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高

 2 佐藤 くるみ(2) 高校     17.39 
ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館高

 3 征矢 希(3) 高校     17.57 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西高

 4 立花 千春(4) 大学     17.65 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大

 5 遊橋 里佳子(3) 高校     24.76 
ﾕｳﾊｼ ﾘｶｺ 明科高

   1 有賀 菜央(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高     16.27 (-2.4)   3   1
   2 橋本 紗季(3) 高校 赤穂高     17.36 (-2.2)   1   1
   3 佐藤 くるみ(2) 高校 丸子修学館高     17.39 (-2.4)   3   2
   4 征矢 希(3) 高校 伊那西高     17.57 (-2.4)   3   3
   5 立花 千春(4) 大学 松本大     17.65 (-2.4)   3   4
   6 野口 那奈美(2) 高校 諏訪清陵高     18.35 (-0.4)   2   1
   7 土屋 みなみ(3) 高校 上田染谷丘高     18.51 (-0.4)   2   2
   8 向山 ひより(1) 高校 上伊那農業高     18.67 (-2.2)   1   2
   9 加藤 まりな(3) 高校 飯田風越高     18.74 (-2.2)   1   3
  10 澁谷 希望(2) 高校 飯田高     19.23 (-0.4)   2   3
  11 細田 真央(1) 高校 上田染谷丘高     19.54 (-0.4)   2   4
  12 小澤 佳純(3) 高校 岡谷南高     21.44 (-2.2)   1   4
  13 遊橋 里佳子(3) 高校 明科高     24.76 (-2.4)   3   5  406
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  110
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  193
  234
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備考 組 順位
   58
  248
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6   406

女子
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3   193
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失格
6   203
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 5月3日 16:25

長野県新            47.90
大会新(GR)          50.32

[ 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   8 諏訪二葉高   245 神谷 桃香(3)     53.84  1   7 飯田風越高   338 小澤 未菜(2)     50.95 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  246 丹羽 朱里(2)   341 清水 真希(3)

ﾆﾜ ｱｶﾘ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
  247 両角 果穂(3)   340 菅沼 真洸(1)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  242 植栗 彩加(2)   337 柴田 佳歩(3)

ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 2   6 丸子修学館高   130 佐々木 梨香(2)     53.86  2   6 上田東高   220 江原成美(1)     51.64 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ｻｻｷ ﾘｶ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ
  134 片桐 穂花(1)   221 髙橋 奈弓(2)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ ﾀｶﾊｼ ﾅﾕﾐ
  131 佐藤 くるみ(2)   219 花岡 美憂(3)

ｻﾄｳ ｸﾙﾐ ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ
  132 巣山 夏歩(3)   218 加藤 恭香(2)

ｽﾔﾏ ｶﾎ ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
 3   2 伊那北高    47 桐山 彩織(3)     54.43  3   8 伊那弥生ヶ丘高    57 樋口 由葵(1)     52.22 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｷﾘﾔﾏ ｻｵﾘ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
   45 下島 彩夢(2)    58 有賀 菜央(3)

ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ ｱﾙｶﾞ ﾅｵ
   49 西村 千明(1)    56 二宮 萌々(3)

ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
   46 垣内 夕(1)    53 橋爪 郁未(1)

ｶｷｳﾁ ﾕｳ ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
 4   4 塩尻志学館高    76 出口 真奈美(3)     54.45  4   5 諏訪清陵高   233 田中 優奈(3)     52.69 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾀﾅｶ ﾕﾅ
   72 原田 結希(3)   230 上原 悠紀(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ ｳｴﾊﾗ ﾕｷ
   81 良波 美恵(2)   227 梶谷 みさき(3)

ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ
   79 北澤 志穂(2)   229 高橋 美凪(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ
 5   3 飯田高   319 澁谷 希望(2)     55.43  5   4 上田染谷丘高   204 金井 梨里(1)     52.87 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｶﾅｲ ﾘﾘ
  313 塩澤 華奈(3)   210 林 美朱(3)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ ﾊﾔｼ ﾐｱｶ
  317 清水 由紀子(3)   207 土屋 みなみ(3)

ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ ﾂﾁﾔ ﾐﾅﾐ
  314 宮島 志保美(3)   205 細田 真央(1)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ ﾎｿﾀﾞ ﾏｵ
  5 松川高  6   3 上伊那農業高   198 酒井 珠良(1)     53.30 

ﾏﾂｶﾜｺｳ 欠場 ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ
  201 北原 詩織(2)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
  197 手塚 日向子(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ
  196 高梨 美岐(2)

ﾀｶﾅｼ ﾐｷ
  7 伊那西高

ｲﾅﾆｼｺｳ 欠場

女子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 飯田風越高     50.95 小澤 未菜(2) 清水 真希(3) 菅沼 真洸(1) 柴田 佳歩(3)   2   1
   2 上田東高     51.64 江原成美(1) 髙橋 奈弓(2) 花岡 美憂(3) 加藤 恭香(2)   2   2
   3 伊那弥生ヶ丘高     52.22 樋口 由葵(1) 有賀 菜央(3) 二宮 萌々(3) 橋爪 郁未(1)   2   3
   4 諏訪清陵高     52.69 田中 優奈(3) 上原 悠紀(3) 梶谷 みさき(3) 高橋 美凪(2)   2   4
   5 上田染谷丘高     52.87 金井 梨里(1) 林 美朱(3) 土屋 みなみ(3) 細田 真央(1)   2   5
   6 上伊那農業高     53.30 酒井 珠良(1) 北原 詩織(2) 手塚 日向子(2) 高梨 美岐(2)   2   6
   7 諏訪二葉高     53.84 神谷 桃香(3) 丹羽 朱里(2) 両角 果穂(3) 植栗 彩加(2)   1   1
   8 丸子修学館高     53.86 佐々木 梨香(2) 片桐 穂花(1) 佐藤 くるみ(2) 巣山 夏歩(3)   1   2
   9 伊那北高     54.43 桐山 彩織(3) 下島 彩夢(2) 西村 千明(1) 垣内 夕(1)   1   3
  10 塩尻志学館高     54.45 出口 真奈美(3) 原田 結希(3) 良波 美恵(2) 北澤 志穂(2)   1   4
  11 飯田高     55.43 澁谷 希望(2) 塩澤 華奈(3) 清水 由紀子(3) 宮島 志保美(3)   1   5

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

女子

４×１００ｍＲ
タイムレース



決勝 5月3日 15:30

長野県新             1.81
大会新(GR)           1.65

串原 礼(2) 高校
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業高
溝尾 彩夏(2) 高校
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館高
関島 友里佳(1) 高校
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高
唐澤 遙南(1) 高校
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 伊那西高
上澤 美波(1) 高校
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越高
春日 小雪(3) 高校
ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ 伊那西高
吉川 夏鈴(1) 高校
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高
伊東 泉朋(3) 高校
ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 諏訪実業高

決勝 5月3日  9:00

長野県新             4.01
大会新(GR)           3.90

原 奈津美(3) 高校
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高
有賀 友理(3) 高校
ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農業高
両角 果穂(3) 高校
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 諏訪二葉高
田中 優奈(3) 高校
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵高
江原成美(1) 高校
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 上田東高
原 裕美佳(2) 高校
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m35 1m40 備考1m20 1m30 1m45 1m50
1 7   115

O XXO O XXO O XXX  1.45

2 8    73
- - XXO O XXX  1.40

3 3   334
XO O O XXX  1.35

4 2    25
- O XO XXX  1.35

5 6   339
XO O XXX  1.30

6 5    21
- XO XXX  1.30

7 1   335
O XXX  1.20

7 4   224
O XXX  1.20

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録2m80 2m90 備考2m40 2m60 3m00 3m10 3m20 3m30
1 6   194

- - O - O O XXO XXX  3.20

2 4   202
- XXO O XXO XXX  2.90

3 1   247
O O XXO XXX  2.80

4 3   233
O O XXX  2.60

4 5   220
O O XXX  2.60

6 2   165
XO XXX  2.40



決勝 5月3日 12:00

長野県新             6.41
大会新(GR)           5.61

西村 千明(1) 高校   5.06   5.09    X   5.01   5.20   4.20    5.20 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高   -0.5   -0.9   +0.5   +3.1   +0.4    +3.1
加藤 恭香(2) 高校   4.51   4.73   5.15   4.83    X   4.97    5.15 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 上田東高   +1.4   +2.4   +2.9   +0.4   +2.1    +2.9
安田 弘江 一般   4.81    X   4.91    X   5.00   5.05    5.05 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ   -1.0   +2.1   +2.8   +2.3    +2.3
栗空 亜沙美(1) 高校   4.70   4.77   4.75   4.79   4.63    X    4.79 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高   -0.6   +1.2   +1.5   -0.2   +2.3    -0.2
安田 若菜(1) 高校   4.72   4.75   4.75   4.57   4.57    X    4.75 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高   +1.8   +1.9   -0.1   +1.0   +3.0    +1.9
花岡 美憂(3) 高校   4.70   4.55    X    /    4.70 
ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東高   -0.9   +2.5    -0.9
原田 結希(3) 高校    X    X   4.65   4.55   4.62   4.31    4.65 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 塩尻志学館高   +2.5   +0.8   +2.6    0.0    +2.5
上原 悠紀(3) 高校   4.58   4.45    X   4.47   4.55   4.41    4.58 
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 諏訪清陵高   +0.3   -0.1   +0.3   +1.0   -0.1    +0.3
遊橋 里佳子(3) 高校    X    X   4.57    4.57 
ﾕｳﾊｼ ﾘｶｺ 明科高   +1.1    +1.1
酒井 珠良(1) 高校   4.16   4.24   4.16    4.24 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農業高   -0.6   +1.0   +1.7    +1.0
木下 直美(2) 高校   3.88   3.55    X    3.88 
ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ 飯田風越高   +0.4   +0.4    +0.4
遠藤 優華(3) 高校   3.64   3.64    X    3.64 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 北佐久農業高   +0.3   +1.4    +0.3
清水 真希(3) 高校   2.86   2.80   3.64    3.64 
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高   +0.9   -0.2   +2.9    +2.9
田畑 真琴(1) 高校   3.41   3.30   3.24    3.41 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館高   +3.5   -0.8   +2.3    +3.5
三石 奈穂(2) 高校    X   2.55    /    2.55 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高   -1.0    -1.0

15 9   336

13 7   341

14 1    78

11 5   343

12 2   386

9 6   406

10 8   198

7 11    72

8 10   230

5 13   408

6 14   219

3 16     9

4 17   410

1 18    49
-5-

2 12   218

-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 5月3日 13:00

長野県新            13.70
大会新(GR)          11.53

巣山 夏歩(3) 高校
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
登内 彩香(2) 高校
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高
林 優花(3) 高校
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 伊那弥生ヶ丘高
笠原 美奈代(3) 高校
ｶｻﾊﾗ ﾐﾅﾖ 諏訪清陵高
勝又 すず佳(3) 高校
ｶﾂﾏﾀ ｽｽﾞｶ 阿南高
永井 琴美(1) 高校
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 上田東高
藤 未左衣(2) 高校
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高
佐々木 梨香(2) 高校
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
加藤 まりな(3) 高校
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高

決勝 5月3日 10:30

長野県新            45.73
大会新(GR)          40.04

巣山 夏歩(3) 高校
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
北野 未紗(3) 高校
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南高
出口 真奈美(3) 高校
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館高
一ノ瀬 菜奈(3) 高校
ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野高
登内 彩香(2) 高校
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高
神谷 桃香(3) 高校
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高
土屋 鈴花(2) 高校
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 上田染谷丘高
中山 真緒(2) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂高
下村 芽生(1) 高校
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰高
北澤 志穂(2) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館高
藤 未左衣(2) 高校 記録なし
ﾌｼﾞ ﾐｻｷ 丸子修学館高

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 11   132

  O   O 29.84   O   O   O  29.84 

2 8    11
  O   O 29.34   O   O   O  29.34 

3 10    76
  X   O 28.01   O   O   O  28.01 

4 7   271
  O 25.61   O   O   O   O  25.61 

5 4    23
  O 24.51   O   O 24.95   O  24.95 

6 6   245
  O 24.83   O   O   O   X  24.83 

7 5   208
  X 24.61   O   O   O   O  24.61 

8 1   249
21.90   O   X 22.89   O   X  22.89 

9 3   409
  O   O 21.16  21.16 

10 2    79
  O   O 20.58  20.58 

9   133
  X   X   X

  6.17 

 7.15  7.03  7.38   7.44 

9 1   333
 6.17  6.16  5.93

 7.35  6.39  7.14   7.50 

8 6   130
 7.44  7.38  6.83

 7.84  7.09  7.77   8.19 

7 4   133
 7.50  7.34  6.10

 8.20   X   X   8.20 

6 8   216
 7.42  8.19  8.14

 7.98  7.09  7.77   8.44 

5 5    10
 7.87  7.78   X

 7.56  8.54  8.30   8.54 

4 7   226
 7.50  8.12  8.44

 8.05  8.22  8.71   8.71 

3 3    59
 7.73  8.30  7.96

10.02  9.85  9.54  10.09 

2 2    23
 8.16  8.22  7.96

1 9   132
 9.57 10.09  9.83

-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-



決勝 5月3日 13:30

長野県新            57.17
大会新(GR)          45.10

伊藤 彩佳(3) 高校
ｲﾄｳ ｱﾔｶ 明科高
良波 美恵(2) 高校
ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館高
笠原 美奈代(3) 高校
ｶｻﾊﾗ ﾐﾅﾖ 諏訪清陵高
中山 真緒(2) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂高
佐々木 梨香(2) 高校
ｻｻｷ ﾘｶ 丸子修学館高
小西 真奈(3) 高校
ｺﾆｼ ﾏﾅ 明科高
下村 芽生(1) 高校
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰高
林 優花(3) 高校
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 伊那弥生ヶ丘高
有賀 菜央(3) 高校
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高
向山 ひより(1) 高校
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農業高
稲垣 汐里(1) 高校
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越高
小澤 未菜(2) 高校
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越高

 17.02 

 17.75 

12 2   338
17.02   X   X

 18.81 

11 1   332
  X 17.75   X

 19.58 

10 3   195
  O 18.81   O

21.37   X   X  21.37 

9 11    58
19.58   O   X

  O   O 26.10  26.10 

8 4    59
  X 20.57   -

  O   O 26.14  26.14 

7 9   409
  X   X 22.75

  O 26.17   O  26.17 

6 7   405
  X   X 24.77

  O   O   O  26.33 

5 12   130
  O   O 24.27

  O   O   O  27.33 

4 6   249
  O   O 26.33

  O   O 28.70  28.70 

3 5   226
27.33   O   -

  O 33.24   O  33.24 

2 8    81
  O 25.60   O

1 10   403
30.79   X   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



予選 5月3日  9:25
決勝 5月3日 13:55

県中学新            12.29
大会新(GR)          12.56

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -0.9

 1 菅沼 美風(2) 中学     13.25 q  1 木村 凌(2) 中学     13.20 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中

 2 小椋 万柚(2) 中学     13.94  2 長谷川 未来(3) 中学     13.92 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 春富中

 3 北原 咲来(3) 中学     14.24  2 木田村 美央 中学     13.92 
ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ 駒ヶ根東中 ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 福島中

 4 山村 未悠(2) 中学     14.50  4 矢澤 瑠佳(2) 中学     14.43 
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕｳ 長峰中 ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢A&AC

 5 玉田 菜穂(2) 中学     14.69  5 宮本 彩里(3) 中学     14.95 
ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ 富士見中 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾘ 塩尻広陵中

 6 中畑 夏菜 中学     14.87  6 石川 み咲き(3) 中学     14.96 
ﾅｶﾊﾀ ｶﾅ 福島中 ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ 辰野中

 7 紫 美海(1) 中学     15.66  7 岩崎 芽衣(2) 中学     15.13 
ﾑﾗｻｷ ﾐｳ 軽井沢A&AC ｲﾜｻｷ ﾒｲ 飯田高陵中
小野 瑛子(3) 中学  8 伊藤 千夏(2) 中学     16.44 
ｵﾉ ｴｲｺ 下諏訪中 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 茅野東部中

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 -1.9

 1 齊藤 静花(2) 中学     13.53 q  1 両角 若菜(3) 中学     14.11 
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北中 ﾓﾛｽﾞﾐﾜｶﾅ 諏訪南中

 2 小池 智里(3) 中学     14.08  2 中島 夏美(2) 中学     14.25 
ｺｲｹ ﾁｻﾄ 富士見中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 岡谷東部中

 3 柳澤 莉子(3) 中学     14.42  3 唐澤 季里(3) 中学     14.30 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｺ 浅間中 ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 富士見中

 4 春原 朱里(2) 中学     14.91  4 朝日 りおん(2) 中学     14.73 
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 丸子北中 ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂中

 5 名取 奈々海(2) 中学     15.03  5 牧野 明日香(1) 中学     14.95 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中 ﾏｷﾉ ｱｽｶ 高森中

 6 清水 千亜紀(2) 中学     15.45  6 荒井 祐里奈(3) 中学     14.96 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC ｱﾗｲ ﾕﾘﾅ 浅間中
谷口 果歩(2) 中学  7 伊藤 舞優梨(3) 中学     15.62 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ 岡谷北部中 ｲﾄｳ ﾏﾕﾘ 伊那東部中
萩原 夏妃(1) 中学  8 後藤 彩衣(2) 中学     15.74 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅﾂｷ 伊那松川中 ｺﾞﾄｳ ｻｴ 塩尻広陵中

[ 5組] 風速 -1.4 [ 6組] 風速 -2.6

 1 上原 千夏(3) 中学     14.04  1 宮下 彩奈(3) 中学     14.09 
ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 高森中 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 丸子北中

 2 江崎 奈美(3) 中学     14.33  2 牧元 美沙(3) 中学     14.32 
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂中 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 大町第一中

 3 酒井 愛花(3) 中学     14.69  3 田邉 美森(3) 中学     15.06 
ｻｶｲ ﾏﾅｶ 春富中 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中

 4 宮坂 彩夏(3) 中学     14.75  4 味澤 胡春(2) 中学     15.58 
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ 南箕輪中 ｱｼﾞｻﾜ ｺﾊﾙ 辰野中

 5 前田 未央(2) 中学     15.07  5 三澤 結(3) 中学     15.73 
ﾏｴﾀﾞﾐｵ 諏訪南中 ﾐｻﾜ ﾕｲ 塩尻中

 6 花村 菜々子(3) 中学     15.18  6 今井 巴絵(3) 中学     16.08 
ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ 駒ヶ根東中 ｲﾏｲ ﾄﾓｴ 塩尻広陵中

 7 久保田 菜月(3) 中学     15.46 柏原 千夏(3) 中学
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂｷ 大町第一中 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中
高橋 うらら(2) 中学 前田 花奈(3) 中学
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 軽井沢A&AC ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部中

[ 7組] 風速  0.0 [ 8組] 風速 -0.3

 1 徳竹 美友(1) 中学     13.35 q  1 山田 花菜(3) 中学     13.84 q
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 天竜SC ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中

 2 小林 千夏(3) 中学     14.02  2 宮澤 風香(2) 中学     13.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 浅間中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中

 3 原 七瀬(3) 中学     14.35  3 小林 みずほ(2) 中学     14.34 
ﾊﾗ ﾅﾅｾ 南箕輪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中

 4 池田 好(3) 中学     14.71  4 小澤 春那(3) 中学     14.42 
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中 ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 辰野中

 5 小田部 円(3) 中学     14.89  5 向山 みなみ(2) 中学     14.55 
ｵﾀﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ 春富中 ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ 箕輪中

 6 原 悠夏(3) 中学     15.07  6 矢澤 舞香(2) 中学     14.57 
ﾊﾗ ﾕｳｶ 伊那東部中 ﾔｻﾞﾜﾏｲｶ 諏訪南中

 7 斉藤 美羽(2) 中学     15.18  7 山田 栞(3) 中学     14.74 
ｻｲﾄｳ ﾐｳ 岡谷西部中 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 岡谷西部中
小田切 緑(3) 中学  8 桶野 美羽 中学     15.43 
ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ 箕輪中 ｵｹﾉ ﾐｳ 福島中
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[ 9組] 風速 -0.7 [ 10組] 風速 -0.6

 1 西澤 羽純(3) 中学     13.82 q  1 山田 彩加(3) 中学     13.34 q
ﾆｼｻﾞﾜ  ﾊｽﾐ 豊科北中 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 岡谷東部中

 2 北原 寧々(2) 中学     13.85  2 吉田 みさき(2) 中学     13.85 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 赤穂中 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 南箕輪中

 3 川上 由華(2) 中学     13.92  3 宮下 しずく(3) 中学     14.14 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中 ﾐﾔｼﾀ  ｼｽﾞｸ 中川中

 4 赤羽 愛葵(3) 中学     14.29  4 河野 恵理子(3) 中学     14.47 
ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ 丸子北中 ｺｳﾉ ｴﾘｺ 箕輪中

 5 宮澤 杏実 中学     14.35  5 宮下 真奈(2) 中学     14.55 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 岡谷西部中 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中

 6 松村 紫乃(1) 中学     14.47  6 長谷川 聖奈(2) 中学     14.80 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｼｭAC ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 上諏訪中

 7 胡桃 沙紀(2) 中学     14.55  7 島岡 日和(1) 中学     15.35 
ｸﾙﾐ ｻｷ 穂高西中 ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｼｭAC
中村 愛海(2) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ 下諏訪中

[ 11組] 風速 -2.4

 1 吉田 那緒(3) 中学     13.18 q
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC

 2 髙見 李那(3) 中学     14.36 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中

 3 土屋 かなめ(2) 中学     14.39 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC

 4 熊谷 汐乃(1) 中学     14.41 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 天竜SC

 5 廣瀬 澄玲(3) 中学     14.56 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 茅野東部中

 6 築島 由理恵(2) 中学     15.19 
ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 伊那松川中

 7 杉山 舞莉(1) 中学     15.21 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ ｲｲﾀﾞｼｭAC

風速 -2.9

 1 吉田 那緒(3) 中学     13.24 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC

 2 木村 凌(2) 中学     13.27 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中

 3 菅沼 美風(2) 中学     13.42 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中

 4 齊藤 静花(2) 中学     13.51 
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北中

 5 山田 彩加(3) 中学     13.61 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 岡谷東部中

 6 徳竹 美友(1) 中学     13.69 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 天竜SC

 7 山田 花菜(3) 中学     13.88 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中

 8 西澤 羽純(3) 中学     14.21 
ﾆｼｻﾞﾜ  ﾊｽﾐ 豊科北中
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決勝 5月3日 14:15

県中学新          2,15.53
大会新(GR)        2,23.07

[ 1組] [ 2組]

 1 稲村 舞(2) 中学   2,46.95  1 鈴木 彩華(3) 中学   2,50.85 
ｲﾅﾑﾗ ﾏｲ 箕輪中 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 緑ヶ丘中

 2 賀来 真穂(2) 中学   2,48.18  2 水野 真帆(3) 中学   2,53.90 
ｶﾗｲ ﾏﾎ 長峰中 ﾐｽﾞﾉ ﾏﾎ 長峰中

 3 関澤 せいじゅ 中学   2,50.52  3 竹内 美空(3) 中学   2,55.31 
ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ 福島中 ﾀｹｳﾁ ﾐｸ 飯田高陵中

 4 北條 珠緒(3) 中学   2,51.26  4 桑澤 瑠華(3) 中学   2,56.56 
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀﾏｵ 春富中 ｸﾜｻﾞﾜ ﾙｶ 辰野中

 5 小林 友貴(2) 中学   2,53.82  5 尾崎 芙優 中学   3,02.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 茅野東部中 ｵｻﾞｷ ﾌﾕ 福島中

 6 小林 夏美(3) 中学   2,58.08  6 小松 瞳(3) 中学   3,03.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 富士見中 ｺﾏﾂ ﾋﾄﾐ 辰野中

 7 諏訪 春乃(2) 中学   3,06.02  7 塩瀬 茉依(3) 中学   3,06.96 
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中 ｼｵｾ ﾏｲ 飯田高陵中

 8 原 彩香(1) 中学   3,07.65  8 唐澤 寛花(2) 中学   3,08.41 
ﾊﾗ ｻﾔｶ 伊那松川中 ｶﾗｻﾜ ﾋﾛｶ 南箕輪中

[ 3組] [ 4組]

 1 岩波 里奈(2) 中学   2,45.49  1 三井 咲良(2) 中学   2,41.64 
ｲﾜﾅﾐﾘﾅ 諏訪南中 ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

 2 中島 野(2) 中学   2,46.78  2 小林 七味(3) 中学   2,46.64 
ﾅｶｼﾏ ﾅｵ 南箕輪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 富士見中

 3 野中 梨紗子(2) 中学   2,48.66  3 橋本 環(3) 中学   2,49.17 
ﾉﾅｶ ﾘｻｺ 佐久東中 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾏｷ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 4 林 知紘(3) 中学   2,49.09  4 下平 綾子(2) 中学   2,55.42 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 箕輪中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ 赤穂中

 5 塩原 美月(3) 中学   2,49.66  5 芳賀 美保(2) 中学   2,58.21 
ｼｵﾊﾗ  ﾐﾂｷ 塩尻中 ﾊｶﾞ ﾐﾎ 上田第五中

 6 酒井 美優(3) 中学   2,56.45  6 座光寺 未来(2) 中学   3,01.32 
ｻｶｲ ﾐﾕ 辰野中 ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 伊那松川中

 7 深井 梨央(3) 中学   2,56.70 原山 乃愛(2) 中学
ﾌｶｲ ﾘｵ 長峰中 ﾊﾗﾔﾏ ﾉｱ 浅間中

[ 5組] [ 6組]

 1 桜井 菜緒(3) 中学   2,39.57  1 臼田 悠花(1) 中学   2,31.34 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ ｲｲﾀﾞｼｭAC ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ 下諏訪中

 2 中澤 紫音(2) 中学   2,40.11  2 浦野 友里(2) 中学   2,31.64 
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ 豊科北中 ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 春富中

 3 矢野口 弘乃(3) 中学   2,43.55  3 吉江 美季(3) 中学   2,33.72 
ﾔﾉｸﾁ ﾋﾛﾉ 豊科北中 ﾖｼｴ ﾐｷ 豊科北中

 4 伊藤 優香(3) 中学   2,48.24  4 臼田 彩花(1) 中学   2,33.91 
ｲﾄｳ ﾕｳｶ 春富中 ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 下諏訪中

 5 清水 亜美(3) 中学   2,50.74  5 上原 萌花(2) 中学   2,36.57 
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 丸子北中 ｳｴﾊﾗﾓｴｶ 諏訪南中

 6 小川 綾 中学   2,54.81  6 中山 桜来(2) 中学   2,41.17 
ｵｶﾞﾜ ｱﾔ 福島中 ﾅｶﾔﾏ ｻｻﾗ 伊那東部中
山岸 さくら(2) 中学 名取 萌花(3) 中学
ﾔﾏｷﾞｼ ｻｸﾗ 伊那東部中 ﾅﾄﾘ ﾓｴｶ 塩尻広陵中

[ 7組] [ 8組]

 1 河原 里紗(3) 中学   2,30.67  1 永山 実来(3) 中学   2,23.94 
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 緑ヶ丘中

 2 春日 桃桜(2) 中学   2,31.32  2 鳥羽 美宇(3) 中学   2,27.07 
ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ヶ根東中 ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科中

 3 遠藤 尚(3) 中学   2,33.43  3 清水 彩音(3) 中学   2,28.64 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵ 佐久東中 ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪中

 4 高橋 未来(3) 中学   2,35.56  4 今井 萌(3) 中学   2,29.65 
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 赤穂中 ｲﾏｲ ｵｴ 岡谷東部中

 5 花原 薫(3) 中学   2,36.73  5 松村 彩乃(3) 中学   2,31.26 
ﾊﾅﾊﾗ ｶｵﾙ 富士見中 ﾏﾂﾑﾗ  ｱﾔﾉ 中川中

 6 大塚 華れん(3) 中学   2,40.37  6 白川 みほ(3) 中学   2,32.96 
ｵｵﾂｶ ｶﾚﾝ 浅間中 ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 駒ヶ根東中

 7 中山 葵泉(1) 中学   2,40.40  7 小林 奏(2) 中学   2,33.02 
ﾅｶﾔﾏ ｱｵｲ 下諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 丸子北中

[ 9組]

 1 田中 杏子(3) 中学   2,26.26 
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明中

 2 竹村 瑞香(3) 中学   2,27.97 
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 赤穂中

 3 松澤 綾音(2) 中学   2,28.20 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 喬木中

 4 堀内 智加(3) 中学   2,32.39 
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根東中

 5 山岸 鈴加(3) 中学   2,32.76 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 伊那松川中

 6 成澤 優(3) 中学   2,49.72 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳ 丸子北中
上原 舞(3) 中学
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 永明中
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   1 永山 実来(3) 中学 緑ヶ丘中     2,23.94   8   1
   2 田中 杏子(3) 中学 永明中     2,26.26   9   1
   3 鳥羽 美宇(3) 中学 明科中     2,27.07   8   2
   4 竹村 瑞香(3) 中学 赤穂中     2,27.97   9   2
   5 松澤 綾音(2) 中学 喬木中     2,28.20   9   3
   6 清水 彩音(3) 中学 南箕輪中     2,28.64   8   3
   7 今井 萌(3) 中学 岡谷東部中     2,29.65   8   4
   8 河原 里紗(3) 中学 上諏訪中     2,30.67   7   1
   9 松村 彩乃(3) 中学 中川中     2,31.26   8   5
  10 春日 桃桜(2) 中学 駒ヶ根東中     2,31.32   7   2
  11 臼田 悠花(1) 中学 下諏訪中     2,31.34   6   1
  12 浦野 友里(2) 中学 春富中     2,31.64   6   2
  13 堀内 智加(3) 中学 駒ヶ根東中     2,32.39   9   4
  14 山岸 鈴加(3) 中学 伊那松川中     2,32.76   9   5
  15 白川 みほ(3) 中学 駒ヶ根東中     2,32.96   8   6
  16 小林 奏(2) 中学 丸子北中     2,33.02   8   7
  17 遠藤 尚(3) 中学 佐久東中     2,33.43   7   3
  18 吉江 美季(3) 中学 豊科北中     2,33.72   6   3
  19 臼田 彩花(1) 中学 下諏訪中     2,33.91   6   4
  20 高橋 未来(3) 中学 赤穂中     2,35.56   7   4
  21 上原 萌花(2) 中学 諏訪南中     2,36.57   6   5
  22 花原 薫(3) 中学 富士見中     2,36.73   7   5
  23 桜井 菜緒(3) 中学 ｲｲﾀﾞｼｭAC     2,39.57   5   1
  24 中澤 紫音(2) 中学 豊科北中     2,40.11   5   2
  25 大塚 華れん(3) 中学 浅間中     2,40.37   7   6
  26 中山 葵泉(1) 中学 下諏訪中     2,40.40   7   7
  27 中山 桜来(2) 中学 伊那東部中     2,41.17   6   6
  28 三井 咲良(2) 中学 上諏訪中     2,41.64   4   1
  29 矢野口 弘乃(3) 中学 豊科北中     2,43.55   5   3
  30 岩波 里奈(2) 中学 諏訪南中     2,45.49   3   1
  31 小林 七味(3) 中学 富士見中     2,46.64   4   2
  32 中島 野(2) 中学 南箕輪中     2,46.78   3   2
  33 稲村 舞(2) 中学 箕輪中     2,46.95   1   1
  34 賀来 真穂(2) 中学 長峰中     2,48.18   1   2
  35 伊藤 優香(3) 中学 春富中     2,48.24   5   4
  36 野中 梨紗子(2) 中学 佐久東中     2,48.66   3   3
  37 林 知紘(3) 中学 箕輪中     2,49.09   3   4
  38 橋本 環(3) 中学 ｲｲﾀﾞｼｭAC     2,49.17   4   3
  39 塩原 美月(3) 中学 塩尻中     2,49.66   3   5
  40 成澤 優(3) 中学 丸子北中     2,49.72   9   6
  41 関澤 せいじゅ 中学 福島中     2,50.52   1   3
  42 清水 亜美(3) 中学 丸子北中     2,50.74   5   5
  43 鈴木 彩華(3) 中学 緑ヶ丘中     2,50.85   2   1
  44 北條 珠緒(3) 中学 春富中     2,51.26   1   4
  45 小林 友貴(2) 中学 茅野東部中     2,53.82   1   5
  46 水野 真帆(3) 中学 長峰中     2,53.90   2   2
  47 小川 綾 中学 福島中     2,54.81   5   6
  48 竹内 美空(3) 中学 飯田高陵中     2,55.31   2   3
  49 下平 綾子(2) 中学 赤穂中     2,55.42   4   4
  50 酒井 美優(3) 中学 辰野中     2,56.45   3   6
  51 桑澤 瑠華(3) 中学 辰野中     2,56.56   2   4
  52 深井 梨央(3) 中学 長峰中     2,56.70   3   7
  53 小林 夏美(3) 中学 富士見中     2,58.08   1   6
  54 芳賀 美保(2) 中学 上田第五中     2,58.21   4   5
  55 座光寺 未来(2) 中学 伊那松川中     3,01.32   4   6
  56 尾崎 芙優 中学 福島中     3,02.61   2   5
  57 小松 瞳(3) 中学 辰野中     3,03.15   2   6
  58 諏訪 春乃(2) 中学 上諏訪中     3,06.02   1   7
  59 塩瀬 茉依(3) 中学 飯田高陵中     3,06.96   2   7
  60 原 彩香(1) 中学 伊那松川中     3,07.65   1   8
  61 唐澤 寛花(2) 中学 南箕輪中     3,08.41   2   8  311
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  413
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録

中学女子

８００ｍ
タイムレース



決勝 5月3日 12:40

県中学新            14.54
大会新(GR)          15.71

[ 1組] 風速 -4.0 [ 2組] 風速 -3.0

 1 斉藤 美咲(2) 中学     19.79  1 宮澤 希(2) 中学     18.58 
ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ 佐久東中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中

 2 伊藤 絵夢(1) 中学     20.11  2 塩澤 花怜(2) 中学     18.75 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵中

 3 田口 琉衣 中学     20.54  3 篠田 杏奈(2) 中学     18.84 
ﾀｸﾞﾁ ﾙｲ 福島中 ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 飯田高陵中

 4 田中 杏(3) 中学     20.94  4 樋口 莉緒花(2) 中学     19.27 
ﾀﾅｶ ｱﾝ 宮田中 ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻広陵中

 5 工藤 仁美(2) 中学     21.30  5 後藤 彩衣(2) 中学     20.33 
ｸﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ 佐久東中 ｺﾞﾄｳ ｻｴ 塩尻広陵中
関 ちなつ(3) 中学  6 山田 汐莉(2) 中学     20.54 
ｾｷ ﾁﾅﾂ 富士見中 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 豊科北中
神津 梨乃(3) 中学 重盛 朱花(1) 中学
ｺｳﾂﾞ ﾘﾉ 佐久東中 ｼｹﾞﾓﾘ ｱﾔｶ 箕輪中

[ 3組] 風速 -1.4 [ 4組] 風速 -1.4

 1 吉岡 綾子(2) 中学     18.56  1 鰍澤 さやか(3) 中学     17.20 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 岡谷東部中 ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中

 2 氣賀澤 柚希(2) 中学     19.26  2 小口 ゆり(3) 中学     17.75 
ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂中 ｵｸﾞﾁ ﾕﾘ 浅間中

 3 中村 あかね(3) 中学     19.35  3 野村 朱里(3) 中学     17.91 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 仁科台中 ﾉﾑﾗ ｱｶﾘ 岡谷東部中

 4 丸山 優佳(2) 中学     20.92  4 池田 好(3) 中学     17.96 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 豊科北中 ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中

 5 榊山 莉帆(3) 中学     21.27  5 福澤 彩芽(3) 中学     18.21 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ ｲｲﾀﾞｼｭAC ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾔﾒ 春富中

 6 堀井 眞菜子(2) 中学     21.47  6 池上 真琴(3) 中学     19.40 
ﾎﾘｲ ﾏﾅｺ 南箕輪中 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 伊那東部中

 7 木下 美波(3) 中学     21.66 瀬林 夕姫(3) 中学
ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ 駒ヶ根東中 ｾﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 福島中

[ 5組] 風速 -1.5

 1 樋屋 彩(3) 中学     17.86 
ﾋｵｸ ｱﾔ 駒ヶ根東中

 2 三澤 葵(3) 中学     18.40 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵中

 3 高橋 うらら(2) 中学     18.61 
ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ 軽井沢A&AC

 4 矢澤 瑠佳(2) 中学     21.18 
ﾔｻﾞﾜ ﾙｶ 軽井沢A&AC
前田 花奈(3) 中学
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部中
土屋 みやび(1) 中学
ﾂﾁﾔ  ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢A&AC

中学女子

１００ｍＨ(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
8   176

7   285

  345
欠場

5   363

2   144

6   175
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

4   174

3

所属名 記録／備考
2   392

5   321

7   327

6    69

4    65

3   375

8   397
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   101

5   257

3   312

6   223

7   372

4   160

順 ﾚｰﾝ No.

7   261

2     3

氏  名 所属名 記録／備考
3   149

8   108

5   296

6   187

2    38

4   361
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   156

4   326

3   161

5   164

6    37
欠場

7   163
欠場



   1 鰍澤 さやか(3) 中学 駒ヶ根東中     17.20 (-1.4)   4   1
   2 小口 ゆり(3) 中学 浅間中     17.75 (-1.4)   4   2
   3 樋屋 彩(3) 中学 駒ヶ根東中     17.86 (-1.5)   5   1
   4 野村 朱里(3) 中学 岡谷東部中     17.91 (-1.4)   4   3
   5 池田 好(3) 中学 長峰中     17.96 (-1.4)   4   4
   6 福澤 彩芽(3) 中学 春富中     18.21 (-1.4)   4   5
   7 三澤 葵(3) 中学 飯田高陵中     18.40 (-1.5)   5   2
   8 吉岡 綾子(2) 中学 岡谷東部中     18.56 (-1.4)   3   1
   9 宮澤 希(2) 中学 箕輪中     18.58 (-3.0)   2   1
  10 高橋 うらら(2) 中学 軽井沢A&AC     18.61 (-1.5)   5   3
  11 塩澤 花怜(2) 中学 飯田高陵中     18.75 (-3.0)   2   2
  12 篠田 杏奈(2) 中学 飯田高陵中     18.84 (-3.0)   2   3
  13 氣賀澤 柚希(2) 中学 赤穂中     19.26 (-1.4)   3   2
  14 樋口 莉緒花(2) 中学 塩尻広陵中     19.27 (-3.0)   2   4
  15 中村 あかね(3) 中学 仁科台中     19.35 (-1.4)   3   3
  16 池上 真琴(3) 中学 伊那東部中     19.40 (-1.4)   4   6
  17 斉藤 美咲(2) 中学 佐久東中     19.79 (-4.0)   1   1
  18 伊藤 絵夢(1) 中学 長峰中     20.11 (-4.0)   1   2
  19 後藤 彩衣(2) 中学 塩尻広陵中     20.33 (-3.0)   2   5
  20 田口 琉衣 中学 福島中     20.54 (-4.0)   1   3
  20 山田 汐莉(2) 中学 豊科北中     20.54 (-3.0)   2   6
  22 丸山 優佳(2) 中学 豊科北中     20.92 (-1.4)   3   4
  23 田中 杏(3) 中学 宮田中     20.94 (-4.0)   1   4
  24 矢澤 瑠佳(2) 中学 軽井沢A&AC     21.18 (-1.5)   5   4
  25 榊山 莉帆(3) 中学 ｲｲﾀﾞｼｭAC     21.27 (-1.4)   3   5
  26 工藤 仁美(2) 中学 佐久東中     21.30 (-4.0)   1   5
  27 堀井 眞菜子(2) 中学 南箕輪中     21.47 (-1.4)   3   6
  28 木下 美波(3) 中学 駒ヶ根東中     21.66 (-1.4)   3   7

中学女子

１００ｍＨ(0.762m)
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
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  187
  326
  101
  392
  161
  321
  327
  257
   69
  223
   38
  176
  285
   65
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  375
  372
  144
  164

  160

    3
  174
  312



予選 5月3日 13:25
決勝 5月3日 16:20

県中学新            49.90
大会新(GR)          51.04

[ 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 丸子北中   141 赤羽 愛葵(3)     54.63  1   6 豊科北中   371 臼井 美紅(2)     50.72 

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｳｽｲ ﾐｸ 大会新
  135 宮下 彩奈(3)   381 木村 凌(2)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
  137 春原 朱里(2)   383 齊藤 静花(2)

ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
  138 小林 奏(2)   380 湯本 珠実(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ
 2   1 赤穂中   257 氣賀澤 柚希(2)     54.76  2   5 岡谷東部中   102 宮坂 桃夏(2)     52.74 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ
  251 江崎 奈美(3)   105 山田 彩加(3)

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
  255 朝日 りおん(2)   104 山田 花菜(3)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
  256 北原 寧々(2)   107 中島 夏美(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
 3   6 富士見中   353 唐澤 季里(3)     55.41  3   4 飯田高陵中   328 小椋 万柚(2)     54.09 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｶﾗｻﾜ ｷﾘ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ
  351 小林 七味(3)   329 村松 明日見(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
  346 玉田 菜穂(2)   326 三澤 葵(3)

ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ ﾐｻﾜ ｱｵｲ
  349 小池 智里(3)   325 宮崎 真衣奈(3)

ｺｲｹ ﾁｻﾄ ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ
 4   4 春富中   184 小田部 円(3)     56.55  4   7 浅間中   259 荒井 祐里奈(3)     54.63 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｵﾀﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ ｱｻﾏﾁｭｳ ｱﾗｲ ﾕﾘﾅ
  186 長谷川 未来(3)   262 小林 千夏(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ
  187 福澤 彩芽(3)   266 柳澤 莉子(3)

ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾔﾒ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｺ
  182 酒井 愛花(3)   268 栁澤 光季子(3)

ｻｶｲ ﾏﾅｶ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｷｺ
 5   8 福島中   356 桶野 美羽     57.17  5   1 高森中   169 牧野 明日香(1)     54.79 

ﾌｸｼﾏﾁｭｳ ｵｹﾉ ﾐｳ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾏｷﾉ ｱｽｶ
  366 木田村 美央   168 上原 千夏(3)

ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ
  361 瀬林 夕姫(3)   167 古谷 依里佳(3)

ｾﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ ﾌﾙﾔ ｴﾘｶ
  362 中畑 夏菜   166 宮澤 風香(2)

ﾅｶﾊﾀ ｶﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 6   7 ｲｲﾀﾞｼｭAC     6 杉山 舞莉(1)     57.56  6   8 南箕輪中   305 諏訪 朋花(3)     55.66 

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｽﾜ ﾄﾓｶ
    5 松村 紫乃(1)   303 宮坂 彩夏(3)

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ
    7 島岡 日和(1)   304 原 七瀬(3)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ﾊﾗ ﾅﾅｾ
    3 榊山 莉帆(3)   301 関 理帆(3)

ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ ｾｷ ﾘﾎ
  2 岡谷西部中    96 小林 美咲(2)  7   3 塩尻広陵中    69 樋口 莉緒花(2)     58.25 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 失格 ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ
   94 山田 栞(3)    65 後藤 彩衣(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ ｺﾞﾄｳ ｻｴ
   97 斉藤 美羽(2)    67 今井 巴絵(3)

ｻｲﾄｳ ﾐｳ ｲﾏｲ ﾄﾓｴ
   91 宮澤 杏実    64 宮本 彩里(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾘ
  3 軽井沢A&AC  8   2 伊那松川中    18 築島 由理恵(2)   1,00.05 

ｶﾙｲｻﾞﾜｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ 欠場 ｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ
   17 山岸 鈴加(3)

ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ
   16 座光寺 未来(2)

ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ
   14 原 彩花(1)

ﾊﾗ ｻﾔｶ

中学女子

４×１００ｍＲ

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 駒ヶ根東中   153 萩原 美空(2)     54.42 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ
  156 樋屋 彩(3)

ﾋｵｸ ｱﾔ
  148 花村 菜々子(3)

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
  157 北原 咲来(3)

ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ
 2   8 箕輪中   393 向山 みなみ(2)     55.07 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ
  392 宮澤 希(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
  390 河野 恵理子(3)

ｺｳﾉ ｴﾘｺ
  399 小田切 緑(3)

ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ
 3   4 長峰中   288 久島 菜々子(2)     55.45 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｸｼﾏ ﾅﾅｺ
  298 髙見 李那(3)

ﾀｶﾐ ﾘﾅ
  296 池田 好(3)

ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ
  291 山村 未悠(2)

ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕｳ
 4   2 上諏訪中   415 河原 里紗(3)     56.06 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ
  417 小林 みずほ(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ
  419 長谷川 聖奈(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ
  420 田邉 美森(3)

ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ
 5   3 辰野中   281 味澤 胡春(2)     56.77 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｱｼﾞｻﾜ ｺﾊﾙ
  272 岩下 早紀(3)

ｲﾜｼﾀ ｻｷ
  280 石川 み咲き(3)

ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ
  278 小澤 春那(3)

ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
 6   5 佐久東中   174 工藤 仁美(2)     57.58 

ｻｸﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｸﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ
  170 遠藤 尚(3)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵ
  177 木内 麻衣子(2)

ｷｳﾁ ﾏｲｺ
  176 斉藤 美咲(2)

ｻｲﾄｳ ﾐｻｷ
  6 伊那東部中    33 春日 彩花(2)

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｶｽｶﾞ ｱﾔｶ 失格
   32 寺澤 純香(2)

ﾃﾗｻﾜ ｽﾐｶ
   42 北原 ゆめみ(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ
   34 春日 笑里(2)

ｶｽｶ ﾞｴﾐﾘ

中学女子

４×１００ｍＲ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 豊科北中   371 臼井 美紅(2)     50.52 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｳｽｲ ﾐｸ 大会新
  381 木村 凌(2)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
  383 齊藤 静花(2)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
  377 西澤 羽純(3)

ﾆｼｻﾞﾜ  ﾊｽﾐ
 2   3 岡谷東部中   102 宮坂 桃夏(2)     52.90 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ
  105 山田 彩加(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
  104 山田 花菜(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
  107 中島 夏美(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
 3   6 飯田高陵中   328 小椋 万柚(2)     54.21 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ
  329 村松 明日見(3)

ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
  326 三澤 葵(3)

ﾐｻﾜ ｱｵｲ
  325 宮崎 真衣奈(3)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ
 4   8 丸子北中   141 赤羽 愛葵(3)     54.40 

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ
  135 宮下 彩奈(3)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ
  137 春原 朱里(2)

ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ
  138 小林 奏(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 5   5 駒ヶ根東中   153 萩原 美空(2)     54.44 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ
  156 樋屋 彩(3)

ﾋｵｸ ｱﾔ
  148 花村 菜々子(3)

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
  157 北原 咲来(3)

ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ
 6   1 赤穂中   257 氣賀澤 柚希(2)     54.61 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
  251 江崎 奈美(3)

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ
  255 朝日 りおん(2)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
  256 北原 寧々(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
 7   7 浅間中   259 荒井 祐里奈(3)     54.75 

ｱｻﾏﾁｭｳ ｱﾗｲ ﾕﾘﾅ
  262 小林 千夏(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ
  266 柳澤 莉子(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｺ
  268 栁澤 光季子(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｷｺ
 8   2 高森中   169 牧野 明日香(1)     55.60 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾏｷﾉ ｱｽｶ
  168 上原 千夏(3)

ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ
  167 古谷 依里佳(3)

ﾌﾙﾔ ｴﾘｶ
  166 宮澤 風香(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ

４×１００ｍＲ
決勝

中学女子



決勝 5月3日 13:00

県中学新             1.75
大会新(GR)           1.53

鈴木 みのり(3) 中学
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那東部中
樋口 朋果(3) 中学
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 富士見中
高見澤 菜央(2) 中学
ﾀｶﾐｻﾜ ﾅｵ 上田第五中
中井 遙菜(2) 中学
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 豊科北中
村松 明日見(3) 中学
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高陵中
松井 美奈実 中学
ﾏﾂｲ ﾐﾅﾐ 福島中
臼井 美紅(2) 中学
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中
小澤 来未(2) 中学
ｵｻﾞﾜ ｸﾙﾐ 茅野東部中
酒井 茜(3) 中学
ｻｶｲ ｱｶﾈ 春富中
原 嶺夏(2) 中学
ﾊﾗ ﾚｲｶ 伊那東部中
諏訪 朋花(3) 中学
ｽﾜ ﾄﾓｶ 南箕輪中
神津 梨乃(3) 中学
ｺｳﾂﾞ ﾘﾉ 佐久東中
北原 瑛里香(3) 中学
ｷﾀﾊﾗ  ｴﾘｶ 伊那AC
久保村 沙那(2) 中学
ｸﾎﾞﾑﾗ ｻﾅ 佐久東中
柳澤 夏菜子(2) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅｺ 茅野東部中
山田 汐莉(2) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 豊科北中
田中 瑞己(2) 中学
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 南箕輪中
淺田 美桜(2) 中学
ｱｻﾀﾞ ﾐｵ 辰野中
山口 はづき(2) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 箕輪中
宮下 真奈(2) 中学
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中
竹内 乃亜(2) 中学
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中
荒井 葵凪(2) 中学
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻広陵中
中澤 毬乃(2) 中学
ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ 諏訪南中
佐々木 はな実(3) 中学
ｻｻｷ ﾊﾅﾐ 浅間中
渡辺 真礼(2) 中学
ﾜﾅﾀﾍﾞ ﾏｱﾔ 塩尻広陵中
宮沢 凜子(2) 中学 記録なし
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾝｺ 佐久東中
野平 彩(3) 中学 記録なし
ﾉﾋﾗ ｱﾔ 岡谷東部中
小林 茉菜美(3) 中学 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 浅間中
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決勝 5月3日  9:00

県中学新             3.10
大会新(GR)           2.80

加賀見 麻里(3) 中学
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 永明中
小林 奏(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 丸子北中
田中 真彩(3) 中学
ﾀﾅｶ ﾏｱﾔ 伊那東部中
清水 亜美(3) 中学
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 丸子北中
金子 未羽(2) 中学
ｶﾈｺ ﾐｳ 丸子北中
三澤 野乃香(3) 中学
ﾐｻﾜ ﾉﾉｶ 伊那東部中
金屋 千奈帆(2) 中学
ｶﾅﾔ ﾁﾅﾎ 上田第五中
清水 苑美(3) 中学 記録なし
ｼﾐｽﾞ ｿﾉﾐ 伊那東部中
鈴木 結衣(2) 中学 記録なし
ｽｽﾞｷ ﾕｲ 上田第五中
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決勝 5月3日  9:00

県中学新             5.59
大会新(GR)           5.17

森本 知隼(2) 中学   4.74   4.73    O    X   4.86   5.02    5.02 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中   -1.9   -1.1   -2.5   -3.3    -3.3
髙見 李那(3) 中学   4.48    X   4.09   4.33   4.65   4.71    4.71 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中   -1.4   -1.5   -1.3   -2.5   -3.3    -3.3
堀井 満里奈(3) 中学   4.22   4.46   4.44    X   4.59   4.65    4.65 
ﾎﾘｲ ﾏﾘﾅ 宮田中   -1.4   +1.0   -1.5   -1.3   -2.7    -2.7
湯本 珠実(2) 中学   4.23   4.34   4.35   4.49   4.56   4.37    4.56 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科北中   -0.9   -0.2    0.0   -1.3   -1.3   -2.5    -1.3
赤羽 愛葵(3) 中学   4.22   4.46   4.14   4.42   4.45    X    4.46 
ｱｶﾊﾞﾈ ﾏﾅｷ 丸子北中   -1.4   +1.0   -1.5   -1.9   -1.3    +1.0
武江 真歩(2) 中学   4.46   4.40   4.22   4.28   4.35   4.45    4.46 
ﾀｹｴ ﾏﾎ 穂高西中   -1.1   -1.0   -0.8   -1.3   -1.3   -2.7    -1.1
関 理帆(3) 中学   4.05    X   4.45   4.29    X   4.11    4.45 
ｾｷ ﾘﾎ 南箕輪中   -1.1   -0.8   -1.8   -2.7    -0.8
鈴木 香琳(2) 中学   4.35    X    X   4.30    X   4.21    4.35 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 浅間中   -1.1   -1.3   -2.5    -1.1
臼井 美紅(2) 中学    X   4.32    X    4.32 
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中   -1.1    -1.1
宮崎 真衣奈(3) 中学   4.25   4.09    X    4.25 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中   -1.1   -1.0    -1.1
井口 咲(2) 中学   3.64    O   4.23    4.23 
ｲｸﾞﾁ ｻｷ 岡谷北部中   -0.3   -0.6    -0.6
五味 美桜奈(2) 中学    X    X   4.23    4.23 
ｺﾞﾐ ﾐｵﾅ 富士見中   -0.8    -0.8
古谷 依里佳(3) 中学   4.12   3.83    O    4.12 
ﾌﾙﾔ ｴﾘｶ 高森中   -0.9   -0.7    -0.9
西原 叶子(3) 中学   4.07   4.03   4.09    4.09 
ﾆｼﾊﾗ ｶﾅｺ 浅間中   -1.1   -1.0    0.0     0.0
清水 千亜紀(2) 中学   4.08   4.06   3.82    4.08 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC    0.0   -2.4   -0.6     0.0
栗空 実穂(1) 中学   4.08   3.80   3.98    4.08 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 王滝中   -0.3   -2.4   -0.6    -0.3
小松 晴菜(3) 中学    X   3.93   4.08    4.08 
ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ 岡谷東部中   -2.4   -1.5    -1.5
春原 朱里(2) 中学   4.06    O   3.97    4.06 
ｽﾉﾊﾗ ｱｶﾘ 丸子北中    0.0   -0.8     0.0
宮本 彩里(3) 中学   3.43   4.05    X    4.05 
ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾘ 塩尻広陵中    0.0   -0.6    -0.6
名取 奈々海(2) 中学   4.03   4.01   4.04    4.04 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中   -1.4   +1.0   -1.5    -1.5
横田 風音(2) 中学    X   4.02    X    4.02 
ﾖｺﾀ ｶｻﾞﾈ 飯田高陵中   -1.1    -1.1
木内 麻衣子(2) 中学   3.96   3.90   3.97    3.97 
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 佐久東中   -0.9   -2.4   -1.5    -1.5
所河 二千花(2) 中学   3.88   3.93    X    3.93 
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 駒ヶ根東中   -2.1   -0.7    -0.7
岩下 早紀(3) 中学   3.27   3.93   3.81    3.93 
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 辰野中   -0.3   -0.7   -0.6    -0.7
深江 愛美(2) 中学   3.79   3.86   3.83    3.86 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中   -0.3   -0.4   -0.6    -0.4
北野 緋菜(1) 中学    X   3.72   3.80    3.80 
ｷﾀﾉ ﾋﾅ ｲｲﾀﾞｼｭAC   -0.6   -1.5    -1.5
北原 野乃(2) 中学   3.75    O    O    3.75 
ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉ 伊那東部中   -1.6    -1.6
志水 季里 中学   3.64    O    O    3.64 
ｼﾐｽﾞ ｷﾘ 福島中   -0.2    -0.2
荒井 葵凪(2) 中学   3.54    O    O    3.54 
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻広陵中   -2.2    -2.2
土屋 かなめ(2) 中学   3.52    O    O    3.52 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC   -2.1    -2.1
青島 まど華(1) 中学   3.47    O    O    3.47 
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 王滝中   -1.3    -1.3
亀山 知世(2) 中学   3.44    O    O    3.44 
ｶﾒﾔﾏ ﾄﾓﾖ 箕輪中   -1.0    -1.0
溝尾 里菜(3) 中学    X   3.40    O    3.40 
ﾐｿﾞｵ ﾘﾅ 辰野中   -2.4    -2.4
萩原 美空(2) 中学   3.36    O    O    3.36 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ 駒ヶ根東中   -0.4    -0.4
深渡 由季(3) 中学   3.34    O    O    3.34 
ﾌｶﾜﾀﾘ ﾕｷ 富士見中   -0.9    -0.9
川島 夕芽(2) 中学    X   3.31    O    3.31 
ｶﾜｼﾏ ﾕﾒ 箕輪中   +0.9    +0.9
五味 雅乃音(2) 中学   3.30    O    O    3.30 
ｺﾞﾐ ｶﾉﾝ 岡谷西部中   -0.8    -0.8
小池 桃歌(2) 中学    X   2.98    O    2.98 
ｺｲｹ ﾓﾓｶ 赤穂中   -0.7    -0.7
小林 美咲(2) 中学   2.91    O    O    2.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 岡谷西部中   -1.4    -1.4
中澤 菜月(2) 中学   2.70    O    O    2.70 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂﾞｷ 伊那東部中    0.0     0.0
渡邉 麗奈(2) 中学    X   2.67    O    2.67 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚﾅ 上田第五中   -0.3    -0.3
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27 13    43

28 15   358

25 22   294

26 12     8

23 10   151

24 23   272

21 37   322

22 17   177
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5 39   141
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1 38    84
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決勝 5月3日 13:00

県中学新            13.49
大会新(GR)          12.06

細井 友香(3) 中学
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 春富中
村松 佐恵(3) 中学
ﾑﾗﾏﾂ ｻｴ 春富中
堀内 瑞季(3) 中学
ﾎﾘｳﾁ ﾐｽﾞｷ 丸子北中
三澤 葵(3) 中学
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高陵中
重盛 友希(3) 中学
ｼｹﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 箕輪中
土屋 花梨(2) 中学
ﾂﾁﾔ ｶﾘﾝ 丸子北中
瀬戸 玲奈(3) 中学
ｾﾄ ﾚｲﾅ 辰野中
竹内 乃亜(2) 中学
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中
山口 樹々(3) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ 豊科北中
内山 奈央(2) 中学
ｳﾁﾔﾏ ﾅｵ 穂高西中
細川 さやか(2) 中学
ﾎｿｶﾜ ｻﾔｶ 穂高西中
宮崎 真衣奈(3) 中学
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中
栁澤 光季子(3) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｷｺ 浅間中
久島 菜々子(2) 中学
ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 長峰中
佐々木 真実(3) 中学
ｻｻｷ ﾏﾐ 箕輪中
北原 遙香(3) 中学
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 駒ヶ根東中
田中 優衣 中学
ﾀﾅｶ ﾕｲ 福島中
山本 佳奈(2) 中学
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 豊科北中
宮澤 あかね(2) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ 辰野中
茅野 葵(3) 中学
ﾁﾉ ｱｵｲ 仁科台中
清水 安美(2) 中学
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 南箕輪中
藤本 優佳(1) 中学
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 王滝中
巾 こと美(1) 中学
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 王滝中
井口 由梨(3) 中学
ｲｸﾞﾁ ﾕﾘ 駒ヶ根東中
中村 花鈴(2) 中学
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 駒ヶ根東中
柳澤 彩夏(3) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ 岡谷西部中
片倉 未来(2) 中学
ｶﾀｸﾗ ﾐｷ 岡谷西部中
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