
 

 

 大会コード 13202008 

 

 

平成２５年度 南信高等学校新人体育大会陸上競技大会 

記録集 
 

 

期 日 ： 平成 25 年 9 月 14 日（土）～15 日（日） 

主 催 ： 長野陸上競技協会 南信高等学校体育連盟  

後 援 ： 伊那市教育委員会 上伊那陸上競技協会 

会 場 ： 伊那市陸上競技場（202030） 

審判長 ： トラック／北澤 豊治 フィールド／城田 忠承 招集所／赤羽 稔章 

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 
9/14 砲丸投(6.000kg) 決勝 12m18 林  滉介 男 上伊那農業(2) 11m70 大会新 
9/14 ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 決勝 34m65 落合 恒輝 男 上伊那農業(2) 31m43 大会新 

9/14 ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 決勝 31m74 小松  央 男 赤穂(1) 31m43 大会新 

9/14 棒高跳 決勝 3m20 原 裕美佳 女 高遠(2) 3m20 大会タイ

9/15 円盤投(1.750kg) 決勝 37m14 林  滉介 男 上伊那農業(2) 33m77 大会新 

9/15 円盤投(1.750kg) 決勝 34m71 片倉 一穂 男 上伊那農業(2) 33m77 大会新 

         

 

■グラウンドコンディション 

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

9 月 14 日 

9:30 曇り 東南東 0.5 30.0 36 

10:00 曇り 南東 1.0 29.5 46 

11:00 曇り 西南西 0.2 29.0 58 

12:00 曇り 北北東 0.5 31.0 54 

13:00 曇り 南 0.1 31.5 49 

14:00 曇り 東南東 0.2 31.0 48 

15:00 曇り 南西 1.5 31.0 48 

16:00 曇り 南西 1.8 29.0 58 

月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 

9 月 15 日 

9:15 雨 北東 0.8 23.5 83 

10:00 雨 東北東 0.5 23.0 87 

11:00 雨 南東 0.2 23.5 83 

12:00 曇り 南東 0.1 25.5 78 

13:00 曇り 北東 1.0 27.5 68 

14:00 曇り 南東 0.2 27.5 68 

      

 

■学校対校得点 

 

総合 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 

男子 
上伊那農業 

151 点 
諏訪清陵 
78 点 

東海大三 
72 点 

松川 
60 点 

飯田風越 
55 点 

諏訪二葉 
54 点 

飯田 
43 点 

赤穂 
36 点 

女子 
飯田風越 
110 点 

諏訪二葉 
75 点 

飯田 
74 点 

上伊那農業
66 点 

諏訪清陵 
42 点 

伊那北 
35 点 

伊那西 
30 点 

下伊那農業
29 点 



平成25年度　南信高等学校新人体育大会陸上競技大会
主催：長野陸上競技協会・南信高等学校体育連盟
後援：伊那市教育委員会・上伊那陸上競技協会

決勝記録一覧表
(GT:大会タイ) 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
09/14 女子  -0.2高橋 美凪(2) 12.87 北原 詩織(2) 12.93 菅沼 真洸(1) 13.12 小澤 未菜(2) 13.24 西村 千明(1) 13.24 丹羽 朱里(2) 13.48 橋爪 郁未(1) 13.52 伯耆原 由花(1) 13.55

100m 諏訪清陵 上伊那農 飯田風越 飯田風越 伊那北 諏訪二葉 伊那弥生ヶ丘 伊那西
09/15  +0.6菅沼 真洸(1) 26.75 小口 珠緒(1) 26.91 高橋 美凪(2) 27.25 森本 紀乃(1) 27.37 小澤 未菜(2) 27.76 高梨 美岐(2) 28.13 丹羽 朱里(2) 28.19 三石 奈穂(2) 31.95

200m 飯田風越 諏訪二葉 諏訪清陵 諏訪二葉 飯田風越 上伊那農 諏訪二葉 飯田風越
09/14 小口 珠緒(1) 1,01.14 森本 紀乃(1) 1,01.82 菅沼 真洸(1) 1,02.29 手塚 日向子(2) 1,03.16 髙木 聡美(1) 1,03.20 高梨 美岐(2) 1,03.49 関島 友里佳(1) 1,04.54 岡山 未来(2) 1,06.65

400m 諏訪二葉 諏訪二葉 飯田風越 上伊那農 下諏訪向陽 上伊那農 飯田風越 下伊那農
09/15 関島 友里佳(1) 2,31.32 西永 梨恵(2) 2,32.12 久保村 玲衣(1) 2,34.37 長谷川 美波(1) 2,35.90 杉原 美穂(2) 2,39.35 吉川 夏鈴(1) 2,41.09 宮澤 沙織(2) 2,46.72 武井 優奈(1) 2,47.02

800m 飯田風越 飯田風越 伊那弥生ヶ丘 飯田 伊那弥生ヶ丘 飯田風越 赤穂 伊那北
09/14 荒木 瑞葉(2) 4,55.86 熊谷 美佑(2) 5,10.15 小塩 早紀(1) 5,11.74 松尾 智美(2) 5,14.01 原 明香里(1) 5,14.18 井尻 茉莉香(1) 5,14.42 西永 梨恵(2) 5,17.44 長谷川 美波(1) 5,25.31

1500m 諏訪二葉 飯田 伊那弥生ヶ丘 飯田 松川 諏訪二葉 飯田風越 飯田
09/15 荒木 瑞葉(2) 10,33.57 熊谷 美佑(2) 11,15.05 松尾 智美(2) 11,17.41 笠原 百華(1) 13,17.53

3000m 諏訪二葉 飯田 飯田 諏訪清陵
09/14  -1.6串原 礼(2) 16.85 野口 那奈美(2) 17.20 小沼 千夏(2) 17.35 植栗 彩加(2) 17.57 中村 日菜子(1) 17.79 澁谷 希望(2) 18.12 三浦 遥果(1) 18.66 中山 真緒(2) 21.57

100mH(0.838m) 下伊那農 諏訪清陵 飯田女子 諏訪二葉 諏訪清陵 飯田 飯田 赤穂
09/15 手塚 日向子(2) 1,09.84 三石 奈穂(2) 1,11.38 岡山 未来(2) 1,11.55 澁谷 希望(2) 1,12.81 小沼 千夏(2) 1,15.03 野口 那奈美(2) 1,17.06

400mH(0.762m) 上伊那農 飯田風越 下伊那農 飯田 飯田女子 諏訪清陵
09/14 牛山 杏香(2) 30,11.80 後藤 美礼(2) 32,49.67 服部 智花(2) 33,27.01 伊奈川 紗映(1) 36,41.11

5000mW 松川 伊那西 飯田 飯田女子
09/14 上澤 美波(1) 1.43 唐澤 遥南(1) 1.43 柘植 みなみ(1) 1.43 市沢 日菜(1) 1.40 関島 友里佳(1) 1.30

走高跳 飯田風越 伊那西 下諏訪向陽 飯田 飯田風越
09/14 原 裕美佳(2) 3.20 井口 結花(1) 2.60

棒高跳 高遠 GT 飯田
09/15 西村 千明(1) 5.37(+0.9) 三石 奈穂(2) 4.46(+0.2) 酒井 珠良(1) 4.41(0.0) 三浦 遥果(1) 4.40(+0.2) 原 裕美佳(2) 4.25(+1.0) 倉内 遥香(1) 4.23(+0.8) 宮﨑 希(1) 4.12(+0.9) 吉川 夏鈴(1) 4.05(+1.2)

走幅跳 伊那北 飯田風越 上伊那農 飯田 高遠 下伊那農 伊那弥生ヶ丘 飯田風越
09/15 登内 彩香(2) 8.47 竹入 愛彩美(1) 7.52 小池 裕香(1) 5.94 垣内 夕(1) 5.51

砲丸投 伊那西 上伊那農 伊那北 伊那北
09/14 竹入 愛彩美(1) 27.51 登内 彩香(2) 26.83 中山 真緒(2) 24.32 桑澤 瑛江(1) 17.41 上澤 美波(1) 17.38 吉川 夏鈴(1) 16.77 小池 裕香(1) 16.03 小澤 未菜(2) 15.68

円盤投 上伊那農 伊那西 赤穂 辰野 飯田風越 飯田風越 伊那北 飯田風越
09/14 有賀 渚(1) 27.97 稲垣 汐里(1) 26.93 中山 真緒(2) 25.86 植栗 彩加(2) 22.88 赤羽 香子(1) 19.58 外間 久美子(1) 13.55

やり投 岡谷東 飯田風越 赤穂 諏訪二葉 辰野 高遠
09/14 飯田風越       50.67 諏訪二葉       50.92 上伊那農       51.44 諏訪清陵       52.22 伊那弥生ヶ丘      52.63 下伊那農       54.55 伊那北       55.64 飯田       55.93

4×100mR 小澤 未菜(2) 丹羽 朱里(2) 高梨 美岐(2) 中村 日菜子(1) 中山 美奈(1) 春日 優花(1) 西村 千明(1) 澁谷 希望(2)
関島 友里佳(1) 森本 紀乃(1) 北原 詩織(2) 梅垣 琴音(1) 橋爪 郁未(1) 串原 礼(2) 下島 彩夢(2) 三浦 遥果(1)
菅沼 真洸(1) 植栗 彩加(2) 菅沼 菜摘(1) 野口 那奈美(2) 樋口 由葵(1) 倉内 遥香(1) 武井 優奈(1) 市沢 日菜(1)
三石 奈穂(2) 小口 珠緒(1) 手塚 日向子(2) 高橋 美凪(2) 久保村 玲衣(1) 岡山 未来(2) 垣内 夕(1) 服部 智花(2)

09/15 飯田風越     4,10.57 諏訪二葉     4,10.92 上伊那農     4,15.23 伊那弥生ヶ丘    4,16.90 諏訪清陵     4,21.40 飯田     4,28.48 伊那北     4,31.96 松川     4,35.49
4×400mR 三石 奈穂(2) 森本 紀乃(1) 手塚 日向子(2) 中山 美奈(1) 梅垣 琴音(1) 三浦 遥果(1) 西村 千明(1) 原 明香里(1)

小澤 未菜(2) 丹羽 朱里(2) 高梨 美岐(2) 久保村 玲衣(1) 野口 那奈美(2) 澁谷 希望(2) 垣内 夕(1) 家苗  蒔(1)
菅沼 真洸(1) 植栗 彩加(2) 竹入 愛彩美(1) 樋口 由葵(1) 中村 日菜子(1) 市沢 日菜(1) 武井 優奈(1) 牛山 杏香(2)
関島 友里佳(1) 小口 珠緒(1) 北原 詩織(2) 橋爪 郁未(1) 高橋 美凪(2) 長谷川 美波(1) 下島 彩夢(2) 北見 舞夏(1)

09/15 串原 礼(2) 3358 向山 ひより(1) 3253 三浦 遥果(1) 2712 下島 彩夢(2) 2500
七種競技 下伊那農 上伊那農 飯田 伊那北

学校対校得点 110 75 74 66 42 35 30 29
飯田風越 諏訪二葉 飯田 上伊那農業 諏訪清陵 伊那北 伊那西 下伊那農業



予選 9月14日 11:25
決勝 9月14日 14:10

県高新(KR)          12.09
大会新(GR)          12.59

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.5

 1 西村 千明(1)     13.25 q  1 北原 詩織(2)     12.97 q
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北 ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農

 2 伯耆原 由花(1)     13.52 q  2 菅沼 真洸(1)     13.16 q
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越

 3 酒井 珠良(1)     13.83  3 橋爪 郁未(1)     13.47 q
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農 ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘

 4 林口 琴海(1)     14.19  4 梅垣 琴音(1)     13.70 
ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 岡谷東 ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ 諏訪清陵

 5 稲垣 汐里(1)     14.47  5 巻渕 奈央(1)     13.75 
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾅｵ 岡谷南

 6 北見 舞夏(1)     14.49  6 春日 優花(1)     14.43 
ｷﾀﾐ ﾏｲｶ 松川 ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ 下伊那農

 7 宮﨑 希(1)     15.01  7 小池 美樹(1)     15.52 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘 ｺｲｹ ﾐｷ 伊那西
小口 珠緒(1)  8 赤羽 香子(1)     15.56 
ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 諏訪二葉 ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｺ 辰野

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +0.3

 1 小澤 未菜(2)     13.20 q  1 高橋 美凪(2)     13.00 q
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵

 2 髙木 聡美(1)     13.54  2 丹羽 朱里(2)     13.22 q
ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 下諏訪向陽 ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉

 3 樋口 由葵(1)     13.58  3 家苗  蒔(1)     13.75 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘 ｶﾅｴ ﾏｷ 松川

 4 大野 真琴(1)     14.07  4 菅沼 菜摘(1)     13.78 
ｵｵﾉ ﾏｺ 岡谷南 ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 上伊那農

 5 桑澤 瑛江(1)     14.51  5 高山 晴美(1)     14.04 
ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野 ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙﾐ 赤穂

 6 井口 結花(1)     14.55  6 倉内 遥香(1)     14.22 
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田 ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ 下伊那農
森本 紀乃(1)  7 市沢 日菜(1)     14.36 
ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉 ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田

風速 -0.2

 1 高橋 美凪(2)     12.87 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵

 2 北原 詩織(2)     12.93 
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農

 3 菅沼 真洸(1)     13.12 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越

 4 小澤 未菜(2)     13.24 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越

 5 西村 千明(1)     13.24 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北

 6 丹羽 朱里(2)     13.48 
ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉

 7 橋爪 郁未(1)     13.52 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘

 8 伯耆原 由花(1)     13.55 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5   268

1   330

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

  398

8   238

7   143

2   313

6    96

3   461

4

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
8   234

2   460

7   314

1    80

5   169

4   491

3   332

6   206

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
5   453

7   121

No.
   79

2   406

8   311

6   175

4    93
欠場

順 ﾚｰﾝ
6

3   205

3    90

4   397

8   235

2   369

5   492

7   420

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    79

6   234

3   460

4   453

7   268

8    90

1   314

2   330



予選 9月15日 11:00
決勝 9月15日 12:30

県高新(KR)          24.72
大会新(GR)          25.58

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -0.9

 1 高橋 美凪(2)     27.58 Q  1 森本 紀乃(1)     27.62 Q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉

 2 小澤 未菜(2)     27.67 q  2 高梨 美岐(2)     28.12 q
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越 ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農

 3 伯耆原 由花(1)     28.24  3 中山 美奈(1)     28.41 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘

 4 橋爪 郁未(1)     28.81  4 髙木 聡美(1)     28.59 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘 ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 下諏訪向陽

 5 山本 玲奈(1)     28.90  5 有賀 渚(1)     30.11 
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 岡谷東 ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ 岡谷東

 6 市沢 日菜(1)     29.67  6 服部 智花(2)     31.78 
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田 ﾊｯﾄﾘ ﾁﾊﾙ 飯田

 7 春日 優花(1)     30.95 家苗  蒔(1)
ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ 下伊那農 ｶﾅｴ ﾏｷ 松川

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 +0.4

 1 菅沼 真洸(1)     27.16 Q  1 小口 珠緒(1)     27.22 Q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越 ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 諏訪二葉

 2 丹羽 朱里(2)     27.75 q  2 三石 奈穂(2)     27.80 q
ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉 ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越

 3 樋口 由葵(1)     28.43  3 梅垣 琴音(1)     28.60 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘 ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ 諏訪清陵

 4 林口 琴海(1)     29.23  4 前島 奈々(2)     28.87 
ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 岡谷東 ﾏｴｼﾏ ﾅﾅ 諏訪実

 5 菅沼 菜摘(1)     29.38  5 高山 晴美(1)     28.92 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 上伊那農 ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙﾐ 赤穂
岡山 未来(2)  6 井口 結花(1)     30.42 
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田
西村 千明(1) 北原 詩織(2)
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北 ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農

風速 +0.6

 1 菅沼 真洸(1)     26.75 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越

 2 小口 珠緒(1)     26.91 
ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 諏訪二葉

 3 高橋 美凪(2)     27.25 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵

 4 森本 紀乃(1)     27.37 
ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉

 5 小澤 未菜(2)     27.76 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越

 6 高梨 美岐(2)     28.13 
ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農

 7 丹羽 朱里(2)     28.19 
ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉

 8 三石 奈穂(2)     31.95 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越
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5   453

女子

200m

予選 通過基準  4組  1着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 9月14日 10:50
決勝 9月14日 13:50

県高新(KR)          55.42
大会新(GR)          58.25

[ 1組] [ 2組]

 1 森本 紀乃(1)   1,02.08 q  1 手塚 日向子(2)   1,03.36 q
ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農

 2 菅沼 真洸(1)   1,03.16 q  2 中山 美奈(1)   1,04.71 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘

 3 高梨 美岐(2)   1,04.14 q  3 前島 奈々(2)   1,04.79 
ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農 ﾏｴｼﾏ ﾅﾅ 諏訪実

 4 山本 玲奈(1)   1,06.76  4 伯耆原 由花(1)   1,05.43 
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 岡谷東 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西

 5 久保村 玲衣(1)   1,06.95  5 家苗  蒔(1)   1,05.91 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘 ｶﾅｴ ﾏｷ 松川

 6 垣内 夕(1)   1,10.08  6 濱野 美結(2)   1,17.20 
ｶｷｳﾁ ﾕｳ 伊那北 ﾊﾏﾉ ﾐﾕ 岡谷東

 7 下平 尚(1)   1,14.67 小沼 千夏(2)
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵ 赤穂 ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子

[ 3組] [オープン女子]

 1 小口 珠緒(1)   1,02.18 q  1 小池 裕香(1)   1,15.87 
ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 諏訪二葉 ｺｲｹ ﾕｶ 伊那北

 2 関島 友里佳(1)   1,03.37 q
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越

 3 髙木 聡美(1)   1,03.41 q
ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 下諏訪向陽

 4 岡山 未来(2)   1,04.12 q
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農

 5 杉原 美穂(2)   1,07.66 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾎ 伊那弥生ヶ丘

 6 原 明香里(1)   1,08.59 
ﾊﾗ ｱｶﾘ 松川

 1 小口 珠緒(1)   1,01.14 
ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 諏訪二葉

 2 森本 紀乃(1)   1,01.82 
ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉

 3 菅沼 真洸(1)   1,02.29 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越

 4 手塚 日向子(2)   1,03.16 
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農

 5 髙木 聡美(1)   1,03.20 
ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 下諏訪向陽

 6 高梨 美岐(2)   1,03.49 
ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農

 7 関島 友里佳(1)   1,04.54 
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越

 8 岡山 未来(2)   1,06.65 
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農

女子

400m

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 記録／備考
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予選 9月15日 10:10
決勝 9月15日 12:10

県高新(KR)        2,06.07
大会新(GR)        2,14.79

[ 1組] [ 2組]

 1 西永 梨恵(2)   2,34.29 q  1 久保村 玲衣(1)   2,33.20 q
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘

 2 杉原 美穂(2)   2,35.46 q  2 関島 友里佳(1)   2,33.81 q
ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾎ 伊那弥生ヶ丘 ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越

 3 武井 優奈(1)   2,36.07 q  3 吉川 夏鈴(1)   2,34.64 q
ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北 ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越

 4 小塩 早紀(1)   2,37.42  4 長谷川 美波(1)   2,36.42 q
ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田

 5 寺島 菜穂(1)   2,47.93  5 宮澤 沙織(2)   2,37.35 q
ﾃﾗｼﾏ ﾅﾎ 諏訪清陵 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｵﾘ 赤穂

 6 下平 尚(1)   2,49.05  6 垣内 夕(1)   2,40.99 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵ 赤穂 ｶｷｳﾁ ﾕｳ 伊那北

 7 濱野 美結(2)   2,58.92  7 蟹澤 紗希(1)   2,51.23 
ﾊﾏﾉ ﾐﾕ 岡谷東 ｶﾆｻﾜ ｻｷ 赤穂

 1 関島 友里佳(1)   2,31.32 
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越

 2 西永 梨恵(2)   2,32.12 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越

 3 久保村 玲衣(1)   2,34.37 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘

 4 長谷川 美波(1)   2,35.90 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田

 5 杉原 美穂(2)   2,39.35 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾐﾎ 伊那弥生ヶ丘

 6 吉川 夏鈴(1)   2,41.09 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越

 7 宮澤 沙織(2)   2,46.72 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｵﾘ 赤穂

 8 武井 優奈(1)   2,47.02 
ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北
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女子

800m

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 No. 氏  名 所属名



県高新(KR)        4,22.18 県高新(KR)        9,16.29
大会新(GR)        4,39.34 大会新(GR)        9,51.28

決勝 9月14日 15:40 決勝 9月15日  9:50

 1 荒木 瑞葉(2)   4,55.86  1 荒木 瑞葉(2)  10,33.57 
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉 ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉

 2 熊谷 美佑(2)   5,10.15  2 熊谷 美佑(2)  11,15.05 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田

 3 小塩 早紀(1)   5,11.74  3 松尾 智美(2)  11,17.41 
ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田

 4 松尾 智美(2)   5,14.01  4 笠原 百華(1)  13,17.53 
ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田 ｶｻﾊﾗ ﾓﾓｶ 諏訪清陵

 5 原 明香里(1)   5,14.18 
ﾊﾗ ｱｶﾘ 松川

 6 井尻 茉莉香(1)   5,14.42 
ｲｼﾞﾘ ﾏﾘｶ 諏訪二葉

 7 西永 梨恵(2)   5,17.44 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越

 8 長谷川 美波(1)   5,25.31 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田

 9 神戸 麻衣(1)   5,29.23 
ｺﾞｳﾄﾞ ﾏｲ 諏訪二葉

10 蟹澤 紗希(1)   5,38.62 
ｶﾆｻﾜ ｻｷ 赤穂

11 宮澤 沙織(2)   5,48.12 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｵﾘ 赤穂

12 武井 優奈(1)   5,53.33 
ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北

13 寺島 菜穂(1)   6,02.20 
ﾃﾗｼﾏ ﾅﾎ 諏訪清陵

14 笠原 百華(1)   6,04.89 
ｶｻﾊﾗ ﾓﾓｶ 諏訪清陵

15 後藤 未来(1)   6,23.39 
ｺﾞﾄｳ ﾐｷ 諏訪清陵
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予選 9月14日 12:30
決勝 9月14日 14:35

県高新(KR)          14.28
大会新(GR)          15.47

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -0.7

 1 野口 那奈美(2)     17.65 Q  1 串原 礼(2)     17.66 Q
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵 ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農

 2 小沼 千夏(2)     17.73 Q  2 植栗 彩加(2)     17.68 Q
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子 ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉

 3 三浦 遥果(1)     18.74 Q  3 中村 日菜子(1)     17.97 Q
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 諏訪清陵

 4 中山 真緒(2)     20.68 q  4 澁谷 希望(2)     18.03 q
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂 ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田

 5 唐澤 遥南(1)     25.59  5 上澤 美波(1)     20.80 
ｶﾗｻﾜ  ﾊﾙﾅ 伊那西 ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越

風速 -1.6

 1 串原 礼(2)     16.85 
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農

 2 野口 那奈美(2)     17.20 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 3 小沼 千夏(2)     17.35 
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子

 4 植栗 彩加(2)     17.57 
ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉

 5 中村 日菜子(1)     17.79 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 諏訪清陵

 6 澁谷 希望(2)     18.12 
ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田

 7 三浦 遥果(1)     18.66 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田

 8 中山 真緒(2)     21.57 
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂

決勝 9月15日 13:00

県高新(KR)          58.80
大会新(GR)        1,04.92

 1 手塚 日向子(2)   1,09.84 
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農

 2 三石 奈穂(2)   1,11.38 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越

 3 岡山 未来(2)   1,11.55 
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 下伊那農

 4 澁谷 希望(2)   1,12.81 
ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ 飯田

 5 小沼 千夏(2)   1,15.03 
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子

 6 野口 那奈美(2)   1,17.06 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



県高新(KR)       23,10.04
大会新(GR)       24,31.69

決勝 9月14日 12:50

 1 牛山 杏香(2)  30,11.80 
ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 松川

 2 後藤 美礼(2)  32,49.67 
ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾘ 伊那西

 3 服部 智花(2)  33,27.01 
ﾊｯﾄﾘ ﾁﾊﾙ 飯田

 4 伊奈川 紗映(1)  36,41.11 
ｲﾅｶﾞﾜ ｻｴ 飯田女子

女子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
10   400

11   333

12   412

13   421



予選 9月14日  9:55
決勝 9月14日 16:00

県高新(KR)          47.32
大会新(GR)          50.17

[ 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 諏訪二葉    90 丹羽 朱里(2)     50.91 q  1   4 飯田風越   461 稲垣 汐里(1)     51.65 q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾆﾜ ｱｶﾘ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ
   93 森本 紀乃(1)   462 関島 友里佳(1)

ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
   91 植栗 彩加(2)   460 菅沼 真洸(1)

ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
   96 小口 珠緒(1)   452 三石 奈穂(2)

ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 2   7 諏訪清陵    78 中村 日菜子(1)     52.46 q  2   5 上伊那農   232 高梨 美岐(2)     51.89 q

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ ｶﾐｲﾅﾉｳ ﾀｶﾅｼ ﾐｷ
   80 梅垣 琴音(1)   234 北原 詩織(2)

ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
   76 野口 那奈美(2)   235 菅沼 菜摘(1)

ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ
   79 高橋 美凪(2)   233 手塚 日向子(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ
 3   3 下伊那農   491 春日 優花(1)     53.71 q  3   6 伊那弥生ヶ丘   312 中山 美奈(1)     52.76 q

ｼﾓｲﾅﾉｳ ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
  488 串原 礼(2)   314 橋爪 郁未(1)

ｸｼﾊﾗ ﾚｲ ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
  492 倉内 遥香(1)   311 樋口 由葵(1)

ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  489 岡山 未来(2)   310 久保村 玲衣(1)

ｵｶﾔﾏ ﾐｷ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
 4   5 伊那北   268 西村 千明(1)     54.99 q  4   7 飯田   411 澁谷 希望(2)     55.52 q

ｲﾅｷﾀ ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ ｲｲﾀﾞ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
  267 下島 彩夢(2)   409 三浦 遥果(1)

ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
  271 武井 優奈(1)   420 市沢 日菜(1)

ﾀｹｲ ﾕｳﾅ ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ
  269 垣内 夕(1)   412 服部 智花(2)

ｶｷｳﾁ ﾕｳ ﾊｯﾄﾘ ﾁﾊﾙ
 5   6 松川   398 北見 舞夏(1)     55.97  5   3 伊那西   330 伯耆原 由花(1)     57.16 

ﾏﾂｶﾜ ｷﾀﾐ ﾏｲｶ ｲﾅﾆｼ ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ
  402 原 明香里(1)   331 唐澤 遥南(1)

ﾊﾗ ｱｶﾘ ｶﾗｻﾜ  ﾊﾙﾅ
  400 牛山 杏香(2)   338 登内 彩香(2)

ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ
  397 家苗  蒔(1)   332 小池 美樹(1)

ｶﾅｴ ﾏｷ ｺｲｹ ﾐｷ

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   6 飯田風越   453 小澤 未菜(2)     50.67 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  462 関島 友里佳(1)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
  460 菅沼 真洸(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  452 三石 奈穂(2)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 2   3 諏訪二葉    90 丹羽 朱里(2)     50.92 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾆﾜ ｱｶﾘ
   93 森本 紀乃(1)

ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ
   91 植栗 彩加(2)

ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ
   96 小口 珠緒(1)

ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ
 3   5 上伊那農   232 高梨 美岐(2)     51.44 

ｶﾐｲﾅﾉｳ ﾀｶﾅｼ ﾐｷ
  234 北原 詩織(2)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
  235 菅沼 菜摘(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ
  233 手塚 日向子(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ
 4   4 諏訪清陵    78 中村 日菜子(1)     52.22 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ
   80 梅垣 琴音(1)

ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ
   76 野口 那奈美(2)

ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ
   79 高橋 美凪(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ
 5   8 伊那弥生ヶ丘   312 中山 美奈(1)     52.63 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
  314 橋爪 郁未(1)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
  311 樋口 由葵(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  310 久保村 玲衣(1)

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
 6   7 下伊那農   491 春日 優花(1)     54.55 

ｼﾓｲﾅﾉｳ ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ
  488 串原 礼(2)

ｸｼﾊﾗ ﾚｲ
  492 倉内 遥香(1)

ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ
  489 岡山 未来(2)

ｵｶﾔﾏ ﾐｷ
 7   1 伊那北   268 西村 千明(1)     55.64 

ｲﾅｷﾀ ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ
  267 下島 彩夢(2)

ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ
  271 武井 優奈(1)

ﾀｹｲ ﾕｳﾅ
  269 垣内 夕(1)

ｶｷｳﾁ ﾕｳ
 8   2 飯田   411 澁谷 希望(2)     55.93 

ｲｲﾀﾞ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ

4×100mR
決勝

女子



  409 三浦 遥果(1)
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ

  420 市沢 日菜(1)
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ

  412 服部 智花(2)
ﾊｯﾄﾘ ﾁﾊﾙ



決勝 9月15日 14:20

県高新(KR)        3,46.50
大会新(GR)        4,05.80

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 飯田風越   452 三石 奈穂(2)   4,10.57 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
  453 小澤 未菜(2)

ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  460 菅沼 真洸(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  462 関島 友里佳(1)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
 2   4 諏訪二葉    93 森本 紀乃(1)   4,10.92 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ
   90 丹羽 朱里(2)

ﾆﾜ ｱｶﾘ
   91 植栗 彩加(2)

ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ
   96 小口 珠緒(1)

ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ
 3   3 上伊那農   233 手塚 日向子(2)   4,15.23 

ｶﾐｲﾅﾉｳ ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ
  232 高梨 美岐(2)

ﾀｶﾅｼ ﾐｷ
  239 竹入 愛彩美(1)

ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ
  234 北原 詩織(2)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
 4   6 伊那弥生ヶ丘   312 中山 美奈(1)   4,16.90 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
  310 久保村 玲衣(1)

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
  311 樋口 由葵(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  314 橋爪 郁未(1)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
 5   1 諏訪清陵    80 梅垣 琴音(1)   4,21.40 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ
   76 野口 那奈美(2)

ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ
   78 中村 日菜子(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ
   79 高橋 美凪(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ
 6   7 飯田   409 三浦 遥果(1)   4,28.48 

ｲｲﾀﾞ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
  411 澁谷 希望(2)

ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ
  420 市沢 日菜(1)

ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ
  407 長谷川 美波(1)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ
 7   8 伊那北   268 西村 千明(1)   4,31.96 

ｲﾅｷﾀ ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ
  269 垣内 夕(1)

ｶｷｳﾁ ﾕｳ
  271 武井 優奈(1)

ﾀｹｲ ﾕｳﾅ
  267 下島 彩夢(2)

ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ
 8   2 松川   402 原 明香里(1)   4,35.49 

女子

4×400mR

決勝



ﾏﾂｶﾜ ﾊﾗ ｱｶﾘ
  397 家苗  蒔(1)

ｶﾅｴ ﾏｷ
  400 牛山 杏香(2)

ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ
  398 北見 舞夏(1)

ｷﾀﾐ ﾏｲｶ



決勝 9月14日  9:30 決勝 9月14日 15:30

風速 -0.2 風速 -0.9

 1 串原 礼(2) 16.84(615)  1 下島 彩夢(2)     28.44 
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農 ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北

 2 向山 ひより(1) 18.02(486)  2 串原 礼(2)     28.87 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農 ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農

 3 三浦 遥果(1) 18.52(436)  3 向山 ひより(1)     29.33 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田 ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農

 4 下島 彩夢(2) 19.34(359)  4 三浦 遥果(1)     29.69 
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北 ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田

決勝 9月15日 13:50

 1 串原 礼(2) 2,36.99(608)
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農

 2 下島 彩夢(2) 2,39.12(583)
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北

 3 向山 ひより(1) 2,42.00(550)
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農

 4 三浦 遥果(1) 2,44.19(526)
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田

4   236

5   409

3   488

6   267

七種女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

66   267  267

55   409  409

44   236  236

33   488  488
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

七種女子

100mH(0.838m)100mH(0.838m)

決勝決勝決勝

5   236

4   409

3   267

6   488

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月14日 13:00

県高新(KR)           1.77
大会新(GR)           1.65

上澤 美波(1)
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越
唐澤 遥南(1)
ｶﾗｻﾜ  ﾊﾙﾅ 伊那西
柘植 みなみ(1)
ﾂｹ ﾞﾐﾅﾐ 下諏訪向陽
市沢 日菜(1)
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田
関島 友里佳(1)
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越

決勝 9月14日  9:30

県高新(KR)           3.61
大会新(GR)           3.20

原 裕美佳(2) 大会タイ
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠
井口 結花(1)
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田

決勝 9月15日 10:00

県高新(KR)           6.06
大会新(GR)           5.62

西村 千明(1)   5.37    X   5.19   5.32   5.29   5.17    5.37 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北   +0.9   +0.9   +0.4   -0.3   -1.3    +0.9
三石 奈穂(2)   4.43   4.41   4.46    X   3.68   4.37    4.46 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越   +0.5    0.0   +0.2   -0.2    0.0    +0.2
酒井 珠良(1)   4.19   4.41   4.31    X    X   4.40    4.41 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農   +0.6    0.0   +0.4   +0.6     0.0
三浦 遥果(1)   3.88   4.40    X    -    -    X    4.40 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田   +1.0   +0.2    +0.2
原 裕美佳(2)   4.25   4.03   4.11   4.06   4.03   4.16    4.25 
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠   +1.0   +0.7   +0.3   +0.3    0.0   +0.7    +1.0
倉内 遥香(1)    X    X   4.23    X   3.76   3.93    4.23 
ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ 下伊那農   +0.8    0.0   +0.8    +0.8
宮﨑 希(1)   4.10   4.00   4.12   3.97   4.00   4.07    4.12 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘   +0.5   +1.5   +0.9    0.0   +0.3    0.0    +0.9
吉川 夏鈴(1)    X   4.00    -   3.78   4.05   3.90    4.05 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越   +1.3    0.0   +1.2    0.0    +1.2
柘植 みなみ(1)   3.38   3.59   3.84    3.84 
ﾂｹ ﾞﾐﾅﾐ 下諏訪向陽   +1.1   +0.3   +0.9    +0.9
稲垣 汐里(1)   3.52   3.56   3.81    3.81 
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越   +2.2   +0.6   +0.2    +0.2

女子

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m25 1m30 備考1m15 1m20 1m35 1m40 1m43 1m46
1 5   459

- - - - O O O XXX  1.43

2 3   331
- - - - O XO O XXX  1.43

3 4   122
- - - - O O XO XXX  1.43

4 1   420
XO O O XO XXO XXO XXX  1.40

5 2   462
O O O O XXX  1.30

XXO XXX  2.60
2 1   406

O XO XXO

O O XXO O XXX  3.20

3m20 3m30
1 2   250

- - - - -

記録2m50 2m60 備考2m20 2m40 2m70 2m90 3m00 3m10

女子

棒高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 10   268

-5-

2 9   452

3 8   238

4 7   409

5 5   250

6 3   492

7 1   313

8 2   463

9 4   122

10 6   461



決勝 9月15日 10:30

県高新(KR)          13.65
大会新(GR)          10.72

登内 彩香(2)
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西
竹入 愛彩美(1)
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農
小池 裕香(1)
ｺｲｹ ﾕｶ 伊那北
垣内 夕(1)
ｶｷｳﾁ ﾕｳ 伊那北

決勝 9月14日 12:00

県高新(KR)          44.69
大会新(GR)          34.20

竹入 愛彩美(1)
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農
登内 彩香(2)
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西
中山 真緒(2)
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂
桑澤 瑛江(1)
ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野
上澤 美波(1)
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越
吉川 夏鈴(1)
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越
小池 裕香(1)
ｺｲｹ ﾕｶ 伊那北
小澤 未菜(2)
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越

決勝 9月14日  9:30

県高新(KR)          48.07
大会新(GR)          35.62

有賀 渚(1)
ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ 岡谷東
稲垣 汐里(1)
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越
中山 真緒(2)
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂
植栗 彩加(2)
ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉
赤羽 香子(1)
ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｺ 辰野
外間 久美子(1)
ｿﾄﾏ ｸﾐｺ 高遠

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 7   239

  O 27.51   O   O   X   O  27.51 

2 8   338
  O 26.83   O   O   O   O  26.83 

3 6   365
  O 24.32   X   O   -   -  24.32 

4 4   205
  O   O 16.08   X 17.41   O  17.41 

5 5   459
  X   X   X   O 17.38   O  17.38 

6 1   463
15.49   X   X   X 16.77   O  16.77 

7 2   270
  O   X 14.81 16.03   O   O  16.03 

8 3   453
  O   O 15.37  15.68 15.68   O   X

女子

やり投(0.600kg)

-6-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  O   O

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

26.93   O

記録 備考
1 5   142

27.97   O   O

  O   O

  O  27.97 

2 4   461
25.56   -   -

  O   -

  -  26.93 

3 3   365
23.27   O   O

  O   O

25.86  25.86 

4 6    91
  O 22.88   -

 13.55   O

  -  22.88 

5 1   206
  O 19.58   X

13.55   O

  O  19.58 

6 2   251
  O   O 13.02

女子

砲丸投(4.000kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 4   338

 7.68  7.71  8.07  7.95  8.47  8.10   8.47 

2 3   239
 6.76  7.38  6.87  7.52  7.00   7.52 

3 1   270
 5.16  4.98

4 2   269
 5.44  5.51

 6.93

 5.37   5.51  5.26  5.23  4.61

 5.94  5.79  5.13  5.88   5.94 



決勝 9月14日 10:30

串原 礼(2)
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農 (512)
向山 ひより(1)
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農 (460)
下島 彩夢(2)
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北 (409)
三浦 遥果(1)
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田 (359)

決勝 9月14日 13:30

向山 ひより(1)
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農 (369)
串原 礼(2)
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農 (341)
三浦 遥果(1)
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田 (312)
下島 彩夢(2)
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北 (278)

決勝 9月15日  9:15

向山 ひより(1)    X   4.77   4.88    4.88 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農    0.0   +0.2    +0.2 (527)
串原 礼(2)   4.50   4.43   4.06    4.50 
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農   +1.3   +0.3   +0.6    +1.3 (428)
三浦 遥果(1)    X   4.06    X    4.06 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田   +0.6    +0.6 (322)
下島 彩夢(2)   2.86    X    X    2.86 
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北   +0.8    +0.8 ( 84)

決勝 9月15日 11:00

向山 ひより(1)
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農 (331)
串原 礼(2)
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農 (290)
三浦 遥果(1)
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田 (253)
下島 彩夢(2)
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北 (190)

七種女子

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

1 1   488
- - O XO O O XXX  1.40

2 2   236
O O XO O XXO XXX  1.35

3 4   267
- O XXO O XXX  1.30

4 3   409
O O XXO XXX  1.25

  6.64 

4 3   267
  X  5.15  6.11   6.11 

  7.10 

3 4   409
 6.26  6.11  6.64

  7.53 

2 2   488
 6.93  7.10  7.05

記録 備考
1 1   236

 7.30  7.53  7.02

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

七種女子

砲丸投(4.000kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

七種女子

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

  267

1 4   236
-5-

2 3   488

  O  14.62 

3 1   409

4 2

18.07  18.07 

4 1   267
14.62   O

  O  20.06 

3 2   409
  O   O

22.27  22.27 

2 4   488
20.06   O

-4- -5- -6- 記録 備考
1 3   236

  O   O

七種女子

やり投(0.600kg)
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-
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