
第49回上伊那秋季記録会　兼　第19回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ                           
　　主催：(一財)長野陸上競技協会・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
(JR: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
09/06 女子 伯耆原 由花(2) 13.02 御子柴 優花(3) 13.18 今井 希生(2) 13.40 中山 美奈(2) 13.55 樋口 由葵(2) 13.67 上條 のあ(2) 13.81 金森 佑奈(2) 13.82 久保田 梨奈(2) 13.89

１００ｍ 高校･伊那西高 中学･鉢盛中 中学･辰野中 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･鉢盛中 中学･南箕輪中 中学･箕輪中
齊藤 由佳(2)
中学･飯田高陵中

09/06 関島 友里佳(2) 58.46 中村 朱里(2) 1,01.08 伯耆原 由花(2) 1,01.26 中山 美奈(2) 1,01.89 高安 結衣(2) 1,01.93 菅沼 真洸(2) 1,03.48 宮澤 歩(2) 1,03.76 金森 佑奈(2) 1,04.61
４００ｍ 高校･飯田風越高 中学･鉢盛中 高校･伊那西高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･鉢盛中 高校･飯田風越高 中学･箕輪中 中学･南箕輪中

09/06 安田 三奈美(3) 2,29.71 村上 明日香(3) 2,30.60 三浦 遥果(2) 2,31.72 春日 桃桜(3) 2,32.12 長谷川 美波(2) 2,32.69 瀧澤 優奈(2) 2,33.24 市沢 日菜(2) 2,35.49 宮﨑 星来(2) 2,40.25
８００ｍ 中学･鉢盛中 中学･鉢盛中 高校･飯田高 中学･駒ヶ根東中 高校･飯田高 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 高校･飯田高 中学･中川中

09/06 松澤 綾音(3) 10,15.04 所河 二千花(3) 10,39.00 蛭田 杏(2) 10,49.66 高橋 未来(1) 10,56.65 浦野 友里(3) 10,59.29 下島 梨紗(2) 11,00.44 高安 結衣(2) 11,09.32 小原 茉莉(1) 11,12.98
３０００ｍ 中学･喬木中 中学･駒ヶ根東中 中学･鉢盛中 高校･上伊那農高 中学･駒ヶ根中沢RC 中学･駒ヶ根東中 中学･鉢盛中 中学･赤穂中

09/06 唐澤 遥南(2) 1.46 上澤 美波(2) 1.46 村松 明日見(1) 1.40 北原 沙希(2) 1.40 市沢 日菜(2) 高校･飯田高 1.35 原 萌夏(1) 1.30
走高跳 高校･伊那西高 高校･飯田風越高 高校･飯田高 中学･飯田高陵中 吉川 夏鈴(2) 高校･飯田風越高 中学･伊那東部中

前田 花奈(1) 高校･伊那弥生ヶ丘高
09/06 井口 結花(2) 2.70 田中 真彩(1) 2.50 宮崎 希(2) 2.50 飯島 葵(1) 2.20 山田 都子(1) 2.10 田中 志野(1) 2.00

棒高跳 高校･飯田高 高校･伊那北高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中
09/06 宮澤 歩(2) 4.90(+1.2) 酒井 珠良(2) 4.80(0.0) 清水 晶絵(2) 4.71(-0.8) 三浦 遥果(2) 4.46(-0.5) 吉田 みさき(3)4.38(-0.5) 御子柴 優花(3)4.29(-0.6) 小林 にじほ(2)4.29(-1.0) 守屋 綺乃(1) 4.26(-0.9)

走幅跳 中学･箕輪中 高校･上伊那農高 高校･小諸高 高校･飯田高 中学･南箕輪中 中学･鉢盛中 高校･伊那西高 高校･伊那西高
09/06 細井 友香(1) 8.61 堀内 美佳(2) 7.99 向山 ひより(2) 7.80

砲丸投(4.000kg) 高校･伊那西高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高
09/06 竹入 愛彩美(2) 31.58 細井 友香(1) 22.61 北原 遥香(1) 20.84 堀内 美佳(2) 18.57 横前 章子(2) 13.57 近藤 由梨(2) 12.07 外間 久美子(2) 8.61 池田 恭子(2) 8.33

円盤投(1.000kg) 高校･上伊那農高 高校･伊那西高 高校･上伊那農高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 高校･高遠高 中学･飯田高陵中
09/06 飯田風越高       51.39 伊那弥生ヶ丘高      51.46 赤穂中(A)       52.95 上伊那農高       53.11 飯田高       53.17 伊那北高       53.31 箕輪中(A)       54.12 鉢盛中       54.17

４×１００ｍＲ 稲垣 汐里(2) 久保村 玲衣(2) 戸枝 星(2) 竹入 愛彩美(2) 三浦 遥果(2) 樋屋 彩(1) 林 知世(1) 野口 沙彩(1)
関島 友里佳(2) 中山 美奈(2) 唐澤  花実(1) 酒井 珠良(2) 井口 結花(2) 鈴木 みのり(1) 宮澤 歩(2) 塙 茜音(1)
菅沼 真洸(2) 樋口 由葵(2) 久保村 優衣(2) 菅沼 菜摘(2) 三澤 葵(1) 河野 恵理子(1) 久保田 梨奈(2) 倉沢 真奈(1)
上澤 美波(2) 前田 花奈(1) 倉田   亜美(2) 向山 ひより(2) 村松 明日見(1) 西村 千明(2) 小山 礼華(1) 上條 のあ(2)

09/06 中学女子 吉川 つづり(2) 8.50 重盛 朱花(2) 8.38 平澤 優佳(2) 8.28 齊藤 由佳(2) 7.88 寺澤 瞳子(1) 7.70 髙沢 杏菜(2) 6.64 横前 章子(2) 5.86 大島 七彩(2) 5.70
砲丸投(2.721kg) 中学･南箕輪中 中学･箕輪中 中学･中川中 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 中学･辰野中 中学･飯田高陵中 中学･辰野中

09/06 吉田 みさき(3) 45.45
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･南箕輪中 JR

09/06 小学4年女子  -1.7野村 優香(4) 15.98 青沼 のどか(4) 16.49 山田 優芽(4) 16.73 川井田 望(4) 16.97 池上 舞花(4) 16.98 渡辺 梓沙(4) 17.13 鎮西 花(4) 17.15 舟橋 里紗(4) 17.41
１００ｍ 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･辰野南小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･辰野南小

09/06 小学5年女子  -0.7塚間 友香(5) 15.24 北原 小遥(5) 15.62 山本 花歩(5) 15.70 三澤 菜々美(5) 15.76 小島 咲愛(5) 16.10 大槻 美波(5) 16.40 加藤 莉子(5) 16.53 飯島 莉紗(5) 16.65
１００ｍ 小学･辰野南小 小学･伊那AC 小学･箕輪中部小 小学･伊那AC 小学･南箕輪小 小学･伊那AC 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

09/06 小学6年女子  -2.3星野 陽花里(6) 14.78 下平 愛恵(6) 15.38 伊藤 花音(6) 15.48 森脇 涼羽(6) 15.49 気賀沢 杏香(6) 15.66 有賀 萌奈(6) 15.70 有賀 彩音(6) 15.80 青田 梨世(6) 15.95
１００ｍ 小学･伊那AC 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 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

09/06 小学共通女子 滝澤 朱莉(6) 3,22.72 田中 利奈(6) 3,27.76 佐藤 京都(6) 3,41.12 唐澤 瑠香(4) 3,41.66 新谷 円夏(6) 3,51.62 滝沢 初寧(4) 3,53.01 小林 香絵(6) 3,56.18 小林 悠奈(5) 3,56.49
１０００ｍ 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･箕輪中部小

09/06 松﨑 木葉(5) 2.98(0.0)
走幅跳 小学･西箕輪AC

09/06 南箕輪小(A)     1,00.41 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(C    1,00.71 南箕輪小(B)     1,02.29 南箕輪小(C)     1,04.12 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B    1,04.18 辰野南小     1,05.13 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A    1,05.59 南箕輪小(F)     1,06.88
４×１００ｍＲ 有賀 萌奈(6) 竹村 彩也香(6) 水 優月(6) 井田 光咲(5) 飯島 莉紗(5) 渡辺 梓沙(4) 川井田 望(4) 青沼 のどか(4)

小島 明莉(6) 熊谷 真歩(6) 有賀 彩音(6) 加藤 莉子(5) 青田 梨世(6) 藤森 沙耶(4) 鎮西 花(4) 野村 優香(4)
伊藤 花音(6) 森脇 涼羽(6) 池上 玲音(6) 野村 ひかり(5) 関 広菜(5) 山崎 栞菜(6) 中嶋 由希(4) 前野 遥(4)
矢﨑 小春(6) 気賀沢 杏香(6) 寳 茉央(6) 小島 咲愛(5) 坂間 星南(5) 塚間 友香(5) 山田 優芽(4) 髙木 萌子(4)

09/06 オープン小学 深澤 あまね(6) 14.15 南山 歩乃伽(6) 14.31 伊藤 優凪(6) 14.57 戸谷 優花(6) 14.86 上原 萌(6) 14.94 望月 想(5) 15.19 松村 みすゞ(6) 15.26 金田 萌(5) 15.31
１００ｍ 小学･TeamU 小学･TeamU 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･穂高西AC 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

09/06 原 妃奈乃(6) 3,25.96 松下 朋佳(5) 3,35.92 佐々木 美羽(5) 3,47.98 水野 香帆(5) 3,48.71 金子 陽南(5) 3,59.63
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･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ

09/06   0.0清水 叶華(5) 15.03 吉川 円香(6) 15.46
80mH(0.700m) 小学･TeamU 小学･TeamU



第49回上伊那秋季記録会　兼　第19回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ                           
　　主催：(一財)長野陸上競技協会・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
(JR: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
09/06 池野 佳帆(6) 4.08(0.0) 牛丸 叶理(6) 3.76(+0.1) 中平 ひより(6)3.54(+0.2) 木下 明里咲(5)3.22(+0.6) 山口 蒼衣(6) 3.06(+1.3)

走幅跳 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･木祖小 小学･TeamU 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･TeamU
09/06 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(A)      57.82 穂高西AC(A)       59.31 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(B)    1,00.07 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(C)    1,02.74

４×１００ｍＲ 戸谷 優花(6) 中嶋 諒(5) 金田 萌(5) 市瀬 瑠華(4)
池野 佳帆(6) 矢口 ほの夏(5) 福澤 紗耶(6) 木下 明里咲(5)
上原 萌(6) 望月 想(5) 藤本 穂花(6) 塩澤 舞(4)
伊藤 優凪(6) 寺島 佑奈(5) 松村 みすゞ(6) 西島 美幸(5)

09/06 中学１年女子 唐澤  花実(1) 13.04 友田 有紀(1) 13.65 德武 瑠夏(1) 13.75 林 知世(1) 13.86 寺澤 瞳子(1) 14.02 塙 茜音(1) 14.05 清水 華乃(1) 14.09 宮下 真弥(1) 14.10
１００ｍ 中学･赤穂中 中学･伊那東部中 中学･堀金中 中学･箕輪中 中学･飯田高陵中 中学･鉢盛中 中学･西箕輪中 中学･豊丘中

09/06 大槻 美亜(1) 2,35.58 高橋 凜(1) 2,38.10 代田 有芽(1) 2,44.83 宮澤 紅葉(1) 2,46.89 千葉 ほの香(1) 2,48.15 上條 優里(1) 2,48.48 明間 礼峰(1) 2,48.51 工藤 愛菜(1) 2,49.46
８００ｍ 中学･箕輪中 中学･赤穂中 中学･飯田高陵中 中学･辰野中 中学･飯田高陵中 中学･鉢盛中 中学･鉢盛中 中学･堀金中

09/06 那須野りさ子(1)4.38(-1.4) 伊藤 鈴音(1) 4.22(-1.4) 唐澤   純夏(1)4.08(-1.0) 中村 凜(1) 3.91(-0.2) 加藤 ほのか(1)3.90(-0.4) 金子 碧(1) 3.85(-1.0) 小田切すずらん(1)3.66(-0.1) 中村 純子(1) 3.63(-2.9)
走幅跳 中学･伊那東部中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･赤穂中 中学･辰野中 中学･箕輪中 中学･鉢盛中 中学･宮田中 中学･辰野中



予選 9月6日 10:05
決勝 9月6日 13:05

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -0.4

 1 野村 優香(4) 小学     16.06 q  1 池上 舞花(4) 小学     16.31 q
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪小 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 鎮西 花(4) 小学     16.70 q  2 川井田 望(4) 小学     16.49 q
ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 藤森 沙耶(4) 小学     16.86  3 舟橋 里紗(4) 小学     16.82 q
ﾌｼﾞﾓﾘｻﾔ 辰野南小 ﾌﾅﾊﾞｼﾘｻ 辰野南小

 4 有賀 美紅(4) 小学     17.08  4 髙木 萌子(4) 小学     17.20 
ｱﾙｶﾞ ﾐｸ 南箕輪小 ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 南箕輪小

 5 稲垣 しずく(4) 小学     17.55  5 倉田 紗優加(4) 小学     17.34 
ｲﾅｶﾞｷ ｼｽﾞｸ 南箕輪小 ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪小

 6 有賀 彩乃(4) 小学     18.30  6 清水 涼香(4) 小学     19.08 
ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾉ 南箕輪小 ｼﾐｽﾞ ｽｽﾞｶ 南箕輪小

 7 田中 沙奈(4) 小学     18.55  7 原 ひなの(4) 小学     19.72 
ﾀﾅｶ ｻﾅ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾗ ﾋﾅﾉ 南箕輪小

 8 原 美遥(4) 小学     19.25 
ﾊﾗ ﾐﾕ 南箕輪小

[ 3組] 風速  0.0

 1 山田 優芽(4) 小学     16.26 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 渡辺 梓沙(4) 小学     16.49 q
ﾜﾀﾅﾍﾞｱｽﾞｻ 辰野南小

 3 青沼 のどか(4) 小学     16.54 q
ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ 南箕輪小

 4 中嶋 由希(4) 小学     17.27 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 竹村 七星(4) 小学     17.42 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅｾ 南箕輪小

 6 前野 遥(4) 小学     17.62 
ﾏｴﾉ ﾊﾙｶ 南箕輪小

 7 有賀 夢来(4) 小学     18.43 
ｱﾙｶﾞ ﾕﾗ 南箕輪小

 8 城取 萌々花(4) 小学     19.41 
ｼﾛﾄﾘ ﾓﾓｶ 南箕輪小

風速 -1.7

 1 野村 優香(4) 小学     15.98 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪小

 2 青沼 のどか(4) 小学     16.49 
ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ 南箕輪小

 3 山田 優芽(4) 小学     16.73 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 川井田 望(4) 小学     16.97 
ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 池上 舞花(4) 小学     16.98 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 渡辺 梓沙(4) 小学     17.13 
ﾜﾀﾅﾍﾞｱｽﾞｻ 辰野南小

 7 鎮西 花(4) 小学     17.15 
ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 8 舟橋 里紗(4) 小学     17.41 
ﾌﾅﾊﾞｼﾘｻ 辰野南小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4    86

7    42

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

記録／備考

   89

3    56

1    90

5    60

6    68

8    64

2

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
4    59

2    39

6    53

1    94

7    80

5    77

3    67

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    35

4    55

7    78

6    41

5    82

1    79

3    92

8   130

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    86

8    78

5    35

7    39

4    59

3    55

2    42

1    53



予選 9月6日 10:25
決勝 9月6日 13:15

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -0.4

 1 三澤 菜々美(5) 小学     15.67 q  1 北原 小遥(5) 小学     15.29 q
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那AC ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 伊那AC

 2 飯島 莉紗(5) 小学     16.07 q  2 加藤 莉子(5) 小学     16.31 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｶﾄｳ ﾘｺ 南箕輪小

 3 小島 咲愛(5) 小学     16.11 q  3 山崎 栞菜(6) 小学     16.67 
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 南箕輪小 ﾔﾏｻﾞｷｶﾝﾅ 辰野南小

 4 松澤 怜莉(5) 小学     16.84  4 渡邊 菜々香(5) 小学     16.98 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｲﾘ 南箕輪小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅｺ 箕輪中部小

 5 原 さくら(5) 小学     17.03  5 上田 朋花(5) 小学     17.10 
ﾊﾗ ｻｸﾗ 南箕輪小 ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 南箕輪小

 6 古畑 優希(5) 小学     17.47  6 堀 心寧(5) 小学     17.49 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳｷ 南箕輪小 ﾎﾘ ｺｺﾈ 南箕輪小

 7 伊藤 愛(5) 小学     17.69  7 松澤 夢那(5) 小学     18.24 
ｲﾄｳ ﾏﾅ 南箕輪小 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾒﾅ 南箕輪小

[ 3組] 風速  0.0

 1 塚間 友香(5) 小学     15.13 q
ﾂｶﾏﾕｶ 辰野南小

 2 山本 花歩(5) 小学     15.50 q
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ 箕輪中部小

 3 大槻 美波(5) 小学     16.04 q
ｵｵﾂｷ ﾐﾅﾐ 伊那AC

 4 坂間 星南(5) 小学     16.58 
ｻｶﾏ ｾﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 井田 光咲(5) 小学     16.65 
ｲﾀﾞ ｱﾘｻ 南箕輪小

 6 野村 ひかり(5) 小学     17.01 
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 南箕輪小

 7 北條 智子(5) 小学     17.03 
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓｺ 南箕輪小

 8 関 広菜(5) 小学     17.16 
ｾｷ ﾋﾛﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

風速 -0.7

 1 塚間 友香(5) 小学     15.24 
ﾂｶﾏﾕｶ 辰野南小

 2 北原 小遥(5) 小学     15.62 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 伊那AC

 3 山本 花歩(5) 小学     15.70 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ 箕輪中部小

 4 三澤 菜々美(5) 小学     15.76 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那AC

 5 小島 咲愛(5) 小学     16.10 
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 南箕輪小

 6 大槻 美波(5) 小学     16.40 
ｵｵﾂｷ ﾐﾅﾐ 伊那AC

 7 加藤 莉子(5) 小学     16.53 
ｶﾄｳ ﾘｺ 南箕輪小

 8 飯島 莉紗(5) 小学     16.65 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

小学5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 記録／備考
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    54

6    30

5   109

3    26

2    70

7    28

1    65

8    43



予選 9月6日 10:45
決勝 9月6日 13:25

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -0.1

 1 伊藤 花音(6) 小学     15.20 q  1 星野 陽花里(6) 小学     14.46 q
ｲﾄｳ ﾊﾉﾝ 南箕輪小 ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那AC

 2 気賀沢 杏香(6) 小学     15.31 q  2 青田 梨世(6) 小学     15.41 q
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｱｵﾀ ﾘｾ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 小島 明莉(6) 小学     15.64  3 有賀 萌奈(6) 小学     15.46 q
ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ 南箕輪小 ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ 南箕輪小

 4 熊谷 真歩(6) 小学     15.82  4 竹村 彩也香(6) 小学     15.65 
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 唐澤 菜智(6) 小学     15.89  5 寳 茉央(6) 小学     16.10 
ｶﾗｻﾜ ﾅﾁ 伊那AC ﾀｶﾗ ﾏｵ 南箕輪小

 6 池上 玲音(6) 小学     16.26  6 根井 愛佳(6) 小学     16.42 
ｲｹｶﾞﾐ ﾚｲﾈ 南箕輪小 ﾈｲ ﾏﾅｶ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 3組] 風速 -1.2

 1 森脇 涼羽(6) 小学     15.17 q
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 下平 愛恵(6) 小学     15.21 q
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅｴ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 有賀 彩音(6) 小学     15.50 q
ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪小

 4 矢﨑 小春(6) 小学     15.52 
ﾔｻﾞｷ ｺﾊﾙ 南箕輪小

 5 水 優月(6) 小学     16.00 
ﾐｽﾞ ﾕｳﾅ 南箕輪小

風速 -2.3

 1 星野 陽花里(6) 小学     14.78 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那AC

 2 下平 愛恵(6) 小学     15.38 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅｴ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 伊藤 花音(6) 小学     15.48 
ｲﾄｳ ﾊﾉﾝ 南箕輪小

 4 森脇 涼羽(6) 小学     15.49 
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 気賀沢 杏香(6) 小学     15.66 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 有賀 萌奈(6) 小学     15.70 
ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ 南箕輪小

 7 有賀 彩音(6) 小学     15.80 
ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪小

 8 青田 梨世(6) 小学     15.95 
ｱｵﾀ ﾘｾ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

小学6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

   33

記録／備考
7    62

2    32

6    29

5    81

3    71

4

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    27

3    38

4    91

5    40

6    93

2    58

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    37
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7    76

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    27

5    57

6    62

3    37

8    32

2    91

1    88

7    38



決勝 9月6日 11:05

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -1.5

 1 深澤 あまね(6) 小学     14.15  1 戸谷 優花(6) 小学     14.86 
ﾌｶｻﾞﾜ ｱﾏﾈ TeamU ﾄﾔ ﾕｳｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 伊藤 優凪(6) 小学     14.57  2 中嶋 諒(5) 小学     15.41 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 穂高西AC

 3 金田 萌(5) 小学     15.31  3 西島 美幸(5) 小学     15.61 
ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 福澤 紗耶(6) 小学     15.54  4 伊藤 沙優香(4) 小学     15.66 
ﾌｸｻﾞﾜ ｻﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｲﾄｳ ｻﾔｶ 穂高西AC

 5 塩澤 舞(4) 小学     16.64  5 寺島 佑奈(5) 小学     15.80 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ 穂高西AC

 6 下里 真弥(4) 小学     16.68  6 石垣 愛梨(4) 小学     16.68 
ｼﾓｻﾄ ﾏﾔ TeamU ｲｼｶﾞｷ ｱｲﾘ 穂高西AC

[ 3組] 風速 -2.6

 1 南山 歩乃伽(6) 小学     14.31 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ TeamU

 2 上原 萌(6) 小学     14.94 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 望月 想(5) 小学     15.19 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ 穂高西AC

 4 松村 みすゞ(6) 小学     15.26 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 藤本 穂花(6) 小学     15.40 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾎﾉｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 6 矢口 ほの夏(5) 小学     15.47 
ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 穂高西AC

 7 市瀬 瑠華(4) 小学     16.34 
ｲﾁﾉｾ ﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

7    18

8    23

6   100

4    99

3    19

2    13

5    20

2    97

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    95

7    96

3    98

4    21

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    17

5    15

2     7

7    16

6    24

4    10

3    14

オープン小学女

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 深澤 あまね(6) 小学 TeamU     14.15 (-1.2)   1   1
   2 南山 歩乃伽(6) 小学 TeamU     14.31 (-2.6)   3   1
   3 伊藤 優凪(6) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     14.57 (-1.2)   1   2
   4 戸谷 優花(6) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     14.86 (-1.5)   2   1
   5 上原 萌(6) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     14.94 (-2.6)   3   2
   6 望月 想(5) 小学 穂高西AC     15.19 (-2.6)   3   3
   7 松村 みすゞ(6) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.26 (-2.6)   3   4
   8 金田 萌(5) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.31 (-1.2)   1   3
   9 藤本 穂花(6) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.40 (-2.6)   3   5
  10 中嶋 諒(5) 小学 穂高西AC     15.41 (-1.5)   2   2
  11 矢口 ほの夏(5) 小学 穂高西AC     15.47 (-2.6)   3   6
  12 福澤 紗耶(6) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.54 (-1.2)   1   4
  13 西島 美幸(5) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     15.61 (-1.5)   2   3
  14 伊藤 沙優香(4) 小学 穂高西AC     15.66 (-1.5)   2   4
  15 寺島 佑奈(5) 小学 穂高西AC     15.80 (-1.5)   2   5
  16 市瀬 瑠華(4) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.34 (-2.6)   3   7
  17 塩澤 舞(4) 小学 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.64 (-1.2)   1   5
  18 下里 真弥(4) 小学 TeamU     16.68 (-1.2)   1   6
  18 石垣 愛梨(4) 小学 穂高西AC     16.68 (-1.5)   2   6   97
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

オープン小学女

１００ｍ
タイムレース



決勝 9月6日 12:45

県小学新(ER)      3,03.46

 1 滝澤 朱莉(6) 小学   3,22.72 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱｶﾘ 駒ヶ根中沢RC

 2 田中 利奈(6) 小学   3,27.76 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 駒ヶ根中沢RC

 3 佐藤 京都(6) 小学   3,41.12 
ｻﾄｳ ｹｲﾄ 箕輪中部小

 4 唐澤 瑠香(4) 小学   3,41.66 
ｶﾗｻﾜ ﾙｶ 箕輪中部小

 5 新谷 円夏(6) 小学   3,51.62 
ｼﾝﾔ ﾏﾄﾞｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 滝沢 初寧(4) 小学   3,53.01 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 駒ヶ根中沢RC

 7 小林 香絵(6) 小学   3,56.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 駒ヶ根中沢RC

 8 小林 悠奈(5) 小学   3,56.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ 箕輪中部小

 9 松崎 こころ(4) 小学   3,56.53 
ﾏﾂｻﾞｷ ｺｺﾛ 駒ヶ根中沢RC

10 出澤 幸芽(2) 小学   4,00.39 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｺｳﾒ 駒ヶ根中沢RC

11 岡 瑞希(5) 小学   4,08.77 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 箕輪中部小

決勝 9月6日 12:45

県小学新(ER)      3,03.46

 1 原 妃奈乃(6) 小学   3,25.96 
ﾊﾗ ﾋﾅﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 松下 朋佳(5) 小学   3,35.92 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 佐々木 美羽(5) 小学   3,47.98 
ｻｻｷ ﾐｳ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 水野 香帆(5) 小学   3,48.71 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 金子 陽南(5) 小学   3,59.63 
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

小学共通女子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    48

6    49

9   108

7   112

2    36

5    47

1    45

3   110

11   106

10    46

4    44

オープン小学女

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14     2

13     4

12     1

16     3

15     5



決勝 9月6日  9:10

県小学新(ER)        12.70

風速  0.0

 1 清水 叶華(5) 小学     15.03 
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ TeamU

 2 吉川 円香(6) 小学     15.46 
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ TeamU

66     8    8

77    11   11
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.

オープン小学女

８０ｍＨ(0.700m)８０ｍＨ(0.700m)

決勝決勝決勝



決勝 9月6日 14:40

県小学新(ER)        53.27

[ 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   6 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A   39 川井田 望(4)   1,05.59  1   2 南箕輪小(A)    91 有賀 萌奈(6)   1,00.41 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ
   42 鎮西 花(4)    71 小島 明莉(6)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ
   41 中嶋 由希(4)    62 伊藤 花音(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ ｲﾄｳ ﾊﾉﾝ
   35 山田 優芽(4)    87 矢﨑 小春(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ ﾔｻﾞｷ ｺﾊﾙ
 2   7 南箕輪小(F)    78 青沼 のどか(4)   1,06.88  2   5 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    40 竹村 彩也香(6)   1,00.71 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳF ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳC ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ
   86 野村 優香(4)    33 熊谷 真歩(6)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ
   79 前野 遥(4)    37 森脇 涼羽(6)

ﾏｴﾉ ﾊﾙｶ ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
   94 髙木 萌子(4)    32 気賀沢 杏香(6)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
 3   4 南箕輪小(D)    83 北條 智子(5)   1,07.89  3   6 南箕輪小(B)    76 水 優月(6)   1,02.29 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳD ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓｺ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ﾐｽﾞ ﾕｳﾅ
   66 原 さくら(5)    88 有賀 彩音(6)

ﾊﾗ ｻｸﾗ ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾈ
   74 上田 朋花(5)    81 池上 玲音(6)

ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ ｲｹｶﾞﾐ ﾚｲﾈ
   73 松澤 怜莉(5)    93 寳 茉央(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｲﾘ ﾀｶﾗ ﾏｵ
 4   2 南箕輪小(E)    72 松澤 夢那(5)   1,10.01  4   4 南箕輪小(C)    63 井田 光咲(5)   1,04.12 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳE ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾒﾅ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ｲﾀﾞ ｱﾘｻ
   61 伊藤 愛(5)    65 加藤 莉子(5)

ｲﾄｳ ﾏﾅ ｶﾄｳ ﾘｺ
   69 古畑 優希(5)    85 野村 ひかり(5)

ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳｷ ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ
   84 堀 心寧(5)    70 小島 咲愛(5)

ﾎﾘ ｺｺﾈ ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
 5   3 南箕輪小(G)    64 稲垣 しずく(4)   1,10.93  5   3 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    43 飯島 莉紗(5)   1,04.18 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳG ｲﾅｶﾞｷ ｼｽﾞｸ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ
   82 竹村 七星(4)    38 青田 梨世(6)

ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅｾ ｱｵﾀ ﾘｾ
   90 有賀 美紅(4)    31 関 広菜(5)

ｱﾙｶﾞ ﾐｸ ｾｷ ﾋﾛﾅ
   77 清水 涼香(4)    34 坂間 星南(5)

ｼﾐｽﾞ ｽｽﾞｶ ｻｶﾏ ｾﾅ
 6   5 南箕輪小(H)    68 原 美遥(4)   1,13.27  6   7 辰野南小    55 渡辺 梓沙(4)   1,05.13 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳH ﾊﾗ ﾐﾕ ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞｱｽﾞｻ
   89 有賀 彩乃(4)    56 藤森 沙耶(4)

ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾉ ﾌｼﾞﾓﾘｻﾔ
   92 有賀 夢来(4)    52 山崎 栞菜(6)

ｱﾙｶﾞ ﾕﾗ ﾔﾏｻﾞｷｶﾝﾅ
   80 倉田 紗優加(4)    54 塚間 友香(5)

ｸﾗﾀ ｻﾕｶ ﾂｶﾏﾕｶ

小学共通女子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 南箕輪小(A)   1,00.41 有賀 萌奈(6) 小島 明莉(6) 伊藤 花音(6) 矢﨑 小春(6)   2   1
   2 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(C)   1,00.71 竹村 彩也香(6) 熊谷 真歩(6) 森脇 涼羽(6) 気賀沢 杏香(6)   2   2
   3 南箕輪小(B)   1,02.29 水 優月(6) 有賀 彩音(6) 池上 玲音(6) 寳 茉央(6)   2   3
   4 南箕輪小(C)   1,04.12 井田 光咲(5) 加藤 莉子(5) 野村 ひかり(5) 小島 咲愛(5)   2   4
   5 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B)   1,04.18 飯島 莉紗(5) 青田 梨世(6) 関 広菜(5) 坂間 星南(5)   2   5
   6 辰野南小   1,05.13 渡辺 梓沙(4) 藤森 沙耶(4) 山崎 栞菜(6) 塚間 友香(5)   2   6
   7 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A)   1,05.59 川井田 望(4) 鎮西 花(4) 中嶋 由希(4) 山田 優芽(4)   1   1
   8 南箕輪小(F)   1,06.88 青沼 のどか(4) 野村 優香(4) 前野 遥(4) 髙木 萌子(4)   1   2
   9 南箕輪小(D)   1,07.89 北條 智子(5) 原 さくら(5) 上田 朋花(5) 松澤 怜莉(5)   1   3
  10 南箕輪小(E)   1,10.01 松澤 夢那(5) 伊藤 愛(5) 古畑 優希(5) 堀 心寧(5)   1   4
  11 南箕輪小(G)   1,10.93 稲垣 しずく(4) 竹村 七星(4) 有賀 美紅(4) 清水 涼香(4)   1   5
  12 南箕輪小(H)   1,13.27 原 美遥(4) 有賀 彩乃(4) 有賀 夢来(4) 倉田 紗優加(4)   1   6

決勝 9月6日 14:40

県小学新(ER)        53.27

[ 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   1 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(A)    17 戸谷 優花(6)     57.82  1   1 穂高西AC(A)    98 中嶋 諒(5)     59.31 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞA ﾄﾔ ﾕｳｶ ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰA ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
   22 池野 佳帆(6)   100 矢口 ほの夏(5)

ｲｹﾉ ｶﾎ ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ
   20 上原 萌(6)    99 望月 想(5)

ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ
   14 伊藤 優凪(6)    96 寺島 佑奈(5)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ
 2   8 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(B)    16 金田 萌(5)   1,00.07  2   8 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(C)    18 市瀬 瑠華(4)   1,02.74 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞB ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞC ｲﾁﾉｾ ﾙｶ
   24 福澤 紗耶(6)    25 木下 明里咲(5)

ﾌｸｻﾞﾜ ｻﾔ ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ
   23 藤本 穂花(6)    15 塩澤 舞(4)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾎﾉｶ ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ
   19 松村 みすゞ(6)    21 西島 美幸(5)

ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ

   1 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(A)     57.82 戸谷 優花(6) 池野 佳帆(6) 上原 萌(6) 伊藤 優凪(6)   1   1
   2 穂高西AC(A)     59.31 中嶋 諒(5) 矢口 ほの夏(5) 望月 想(5) 寺島 佑奈(5)   2   1
   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(B)   1,00.07 金田 萌(5) 福澤 紗耶(6) 藤本 穂花(6) 松村 みすゞ(6)   1   2
   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(C)   1,02.74 市瀬 瑠華(4) 木下 明里咲(5) 塩澤 舞(4) 西島 美幸(5)   2   2

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2

ｵｰﾀﾞｰ1

小学共通女子

４×１００ｍＲ
タイムレース

オープン小学女

４×１００ｍＲ

決勝

オープン小学女

４×１００ｍＲ
タイムレース

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



決勝 9月6日  9:00

県小学新(ER)         5.47

伊東 龍生(6) 小学   4.05   4.13   4.11    4.13 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 高遠小   -0.1   +1.0   +0.6    +1.0
林 大翔(6) 小学    X   3.81   4.01    4.01 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 高遠小   +0.3   +0.4    +0.4
古屋 孝太郎(6) 小学   3.55   3.88   3.57    3.88 
ﾌﾙﾔ ｺｳﾀﾛｳ 南箕輪小   +0.3   -0.1   +0.3    -0.1
斎藤 貴之(6) 小学   3.69   3.67   3.49    3.69 
ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 西箕輪AC    0.0   -0.2   +0.2     0.0
羽生 智輝(5) 小学   2.99   3.29   3.53    3.53 
ﾊﾆｭｳ ﾄﾓｷ 南箕輪小   +0.4    0.0   +0.1    +0.1
福澤 洸士(5) 小学   3.37   3.39   3.46    3.46 
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那AC    0.0   +0.1   +0.6    +0.6
大森 光稀(4) 小学   2.82   3.03   2.87    3.03 
ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少   +0.7    0.0   +0.1     0.0
畠山 大洋(4) 小学    X   2.53   2.76    2.76 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 南箕輪小    0.0    0.0     0.0
竹内 陽緑(6) 小学   2.39    X   2.54    2.54 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾖﾘ 高遠小   +0.2   +0.4    +0.4

小学共通男子

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    44

-5-

2 9    54

3 8    75

4 10    60

5 3    73

6 6    20

9 5    52

7 4    33

8 2    81



決勝 9月6日 12:00

県新(NR)            11.86
県高校新(HR)        12.09
県中学新(JR)        12.29

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -0.7

 1 小林 葉月(2) 中学     14.60  1 向山 弥那(2) 中学     14.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ 箕輪中 ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅ 伊那東部中

 2 井澤 あやの(2) 中学     15.22  2 北條 陽香(2) 中学     14.45 
ｲｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 堀金中 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 伊那東部中

 3 山崎 まみこ(2) 中学     15.24  3 宮下 喜久美(2) 中学     14.80 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾐｺ 堀金中 ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 駒ヶ根東中

 4 小松 鈴佳(2) 中学     15.32  4 太田 萌佳(2) 中学     14.82 
ｺﾏﾂ ｽｽﾞｶ 箕輪中 ｵｵﾀ ﾓｴｶ 宮田中

 5 小池 美樹(2) 高校     15.56  5 髙沢 杏菜(2) 中学     15.16 
ｺｲｹ ﾐｷ 伊那西高 ﾀｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 辰野中

 6 芝﨑 優貴(2) 中学     16.22  6 藤原 未結(2) 中学     15.18 
ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾕｳｷ 辰野中 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾕ 箕輪中
守屋 杏樹(2) 中学  7 清沢 果穂(2) 中学     15.25 
ﾓﾘﾔ ｱﾝｼﾞｭ 伊那東部中 ｷﾖｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -0.5

 1 小林 紗耶加(2) 中学     14.30  1 上條 のあ(2) 中学     13.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛中

 2 菅沼 萌香(2) 中学     14.40  2 久保田 梨奈(2) 中学     13.89 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ 駒ヶ根東中 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 箕輪中

 3 重盛 朱花(2) 中学     14.42  3 牧内 麗(2) 中学     14.05 
ｼｹﾞﾓﾘ ｱﾔｶ 箕輪中 ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中

 4 矢萩 紀代乃(2) 中学     14.83  4 池上 真琴(1) 高校     14.19 
ﾔﾊｷﾞ ｷﾖﾉ 箕輪中 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 伊那西高

 5 三澤 結衣(1) 高校     14.94  5 瀬戸 由乃(2) 中学     14.30 
ﾐｻﾜ ﾕｲ 伊那西高 ｾﾄ ﾕｳﾉ 南箕輪中

 6 塚間 美貴(2) 中学     15.09  6 本田 萌香(2) 中学     14.56 
ﾂｶﾏ ﾐｷ 辰野中 ﾎﾝﾀﾞ ﾓｴｶ 宮田中
矢野 妙(2) 中学  7 杉村 奈津穂(2) 中学     15.39 
ﾔﾉ ﾀｴ 伊那東部中 ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 女鳥羽中

[ 5組] 風速 -2.3 [ 6組] 風速 -1.1

 1 中山 美奈(2) 高校     13.55  1 伯耆原 由花(2) 高校     13.02 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 2 金森 佑奈(2) 中学     13.82  2 御子柴 優花(3) 中学     13.18 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中 ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中

 3 齊藤 由佳(2) 中学     13.89  3 今井 希生(2) 中学     13.40 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中 ｲﾏｲ ｷｷ 辰野中

 4 前田 花奈(1) 高校     14.19  4 樋口 由葵(2) 高校     13.67 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高

 5 倉田   亜美(2) 中学     14.22 橋爪 郁未(2) 高校
ｸﾗﾀ ｱﾐ 赤穂中 ﾊｼｽﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 6 久保村 優衣(2) 中学     14.34 安田 三奈美(3) 中学
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾕｲ 赤穂中 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中
戸枝 星(2) 中学
ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ 赤穂中

欠場
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女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 伯耆原 由花(2) 高校 伊那西高     13.02 (-1.1)   6   1
   2 御子柴 優花(3) 中学 鉢盛中     13.18 (-1.1)   6   2
   3 今井 希生(2) 中学 辰野中     13.40 (-1.1)   6   3
   4 中山 美奈(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     13.55 (-2.3)   5   1
   5 樋口 由葵(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     13.67 (-1.1)   6   4
   6 上條 のあ(2) 中学 鉢盛中     13.81 (-0.5)   4   1
   7 金森 佑奈(2) 中学 南箕輪中     13.82 (-2.3)   5   2
   8 久保田 梨奈(2) 中学 箕輪中     13.89 (-0.5)   4   2
   8 齊藤 由佳(2) 中学 飯田高陵中     13.89 (-2.3)   5   3
  10 牧内 麗(2) 中学 飯田高陵中     14.05 (-0.5)   4   3
  11 池上 真琴(1) 高校 伊那西高     14.19 (-0.5)   4   4
  11 前田 花奈(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     14.19 (-2.3)   5   4
  13 倉田   亜美(2) 中学 赤穂中     14.22 (-2.3)   5   5
  14 小林 紗耶加(2) 中学 駒ヶ根東中     14.30 (-1.6)   3   1
  14 瀬戸 由乃(2) 中学 南箕輪中     14.30 (-0.5)   4   5
  16 久保村 優衣(2) 中学 赤穂中     14.34 (-2.3)   5   6
  17 菅沼 萌香(2) 中学 駒ヶ根東中     14.40 (-1.6)   3   2
  18 向山 弥那(2) 中学 伊那東部中     14.42 (-0.7)   2   1
  18 重盛 朱花(2) 中学 箕輪中     14.42 (-1.6)   3   3
  20 北條 陽香(2) 中学 伊那東部中     14.45 (-0.7)   2   2
  21 本田 萌香(2) 中学 宮田中     14.56 (-0.5)   4   6
  22 小林 葉月(2) 中学 箕輪中     14.60 (+0.3)   1   1
  23 宮下 喜久美(2) 中学 駒ヶ根東中     14.80 (-0.7)   2   3
  24 太田 萌佳(2) 中学 宮田中     14.82 (-0.7)   2   4
  25 矢萩 紀代乃(2) 中学 箕輪中     14.83 (-1.6)   3   4
  26 三澤 結衣(1) 高校 伊那西高     14.94 (-1.6)   3   5
  27 塚間 美貴(2) 中学 辰野中     15.09 (-1.6)   3   6
  28 髙沢 杏菜(2) 中学 辰野中     15.16 (-0.7)   2   5
  29 藤原 未結(2) 中学 箕輪中     15.18 (-0.7)   2   6
  30 井澤 あやの(2) 中学 堀金中     15.22 (+0.3)   1   2
  31 山崎 まみこ(2) 中学 堀金中     15.24 (+0.3)   1   3
  32 清沢 果穂(2) 中学 鉢盛中     15.25 (-0.7)   2   7
  33 小松 鈴佳(2) 中学 箕輪中     15.32 (+0.3)   1   4
  34 杉村 奈津穂(2) 中学 女鳥羽中     15.39 (-0.5)   4   7
  35 小池 美樹(2) 高校 伊那西高     15.56 (+0.3)   1   5
  36 芝﨑 優貴(2) 中学 辰野中     16.22 (+0.3)   1   6
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決勝 9月6日 11:25

県中学新(JR)        12.05

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -0.1

 1 西田 リエ(1) 中学     15.24  1 木下 千花(1) 中学     15.09 
ﾆｼﾀﾞ  ﾘｴ 伊那東部中 ｷﾉｼﾀ ﾁｶ 飯田高陵中

 2 渡邊 琴音(1) 中学     15.64  2 吉川 若那(1) 中学     15.46 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ 伊那東部中 ｷｯｶﾜ ﾓﾅ 女鳥羽中

 3 田畑 朱理(1) 中学     15.72  3 北原 さくら(1) 中学     15.52 
ﾀﾊﾞﾀ ｼｭﾘ 飯田高陵中 ｷﾀﾊﾗ ｻｸﾗ 伊那東部中

 4 金子 碧(1) 中学     15.75  4 小田切 彩乃(1) 中学     15.62 
ｶﾈｺ ｱｵｲ 鉢盛中 ｺﾀｷﾞﾘ ｱﾔﾉ 宮田中

 5 洞 祥子(1) 中学     16.19  5 畑野 実優(1) 中学     15.72 
ﾎﾗ ｼｮｳｺ 堀金中 ﾊﾀﾉ ﾐｳ 女鳥羽中

 6 工藤 愛菜(1) 中学     16.21  6 松下 楓果(1) 中学     15.81 
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ 堀金中 ﾏﾂｼﾀ ﾌｳｶ 辰野中
久保田 舞(1) 中学  7 臼井 涼葉(1) 中学     16.74 
ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ 女鳥羽中 ｳｽｲ ｽｽﾞﾊ 女鳥羽中

[ 3組] 風速 -0.2 [ 4組] 風速 -1.0

 1 加藤 ほのか(1) 中学     14.66  1 中嶋  杏彩(1) 中学     14.88 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 箕輪中 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 赤穂中

 2 後藤 優月(1) 中学     14.83  2 小澤 桃子(1) 中学     15.28 
ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 宮田中 ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ 堀金中

 3 赤羽 稀帆(1) 中学     14.91  3 小池  美月(1) 中学     15.29 
ｱｶﾊﾈ ｷﾎ 箕輪中 ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ 赤穂中

 4 今井 歌乃(1) 中学     15.32  4 北原 果林(1) 中学     15.32 
ｲﾏｲ ｶﾉ 箕輪中 ｷﾀﾊﾗ ｶﾘﾝ 辰野中

 5 鈴木  舞夏(1) 中学     15.95  5 菅沼 望子(1) 中学     15.32 
ｽｽﾞｷ ﾏﾅ 赤穂中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中

 6 有賀 恵美(1) 中学     16.60  6 小倉  心音(1) 中学     15.37 
ｱﾙｶﾞ ｴﾐ 箕輪中 ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 赤穂中

 7 加藤 こころ(1) 中学     17.00  7 上村 蓮花(1) 中学     15.40 
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 箕輪中 ｶﾐｸﾗ ﾚﾝｹﾞ 駒ヶ根東中

[ 5組] 風速 -0.8 [ 6組] 風速 -0.4

 1 野口 沙彩(1) 中学     14.26  1 塙 茜音(1) 中学     14.05 
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 鉢盛中 ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ 鉢盛中

 2 木村 果蓮(1) 中学     14.69  2 千葉 ほの香(1) 中学     14.49 
ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ 箕輪中 ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高陵中

 3 塩原 琴葉(1) 中学     14.82  3 萩原 芽生(1) 中学     14.52 
ｼｵﾊﾗ ｺﾄﾊ 鉢盛中 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾒｲ 駒ヶ根東中

 4 北原 きらら(1) 中学     14.83  4 戸枝 未佳(1) 中学     14.72 
ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 箕輪中 ﾄｴﾀﾞ ﾐｶ 駒ヶ根東中

 5 小松 葉月(1) 中学     14.83  5 小西 英瑠真(1) 中学     14.76 
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 春富中 ｺﾆｼ ｴﾙﾏ 飯田高陵中

 6 澁谷 果歩(1) 中学     15.17  6 小山 礼華(1) 中学     14.87 
ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那東部中 ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 箕輪中
倉沢 真奈(1) 中学 原 花織(1) 中学
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 鉢盛中 ﾊﾗ ｶｵﾘ 駒ヶ根東中

[ 7組] 風速 +0.1

 1 唐澤  花実(1) 中学     13.04 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂中

 2 友田 有紀(1) 中学     13.65 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部中

 3 德武 瑠夏(1) 中学     13.75 
ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ 堀金中

 4 林 知世(1) 中学     13.86 
ﾊﾔｼ ﾁｾ 箕輪中

 5 寺澤 瞳子(1) 中学     14.02 
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 飯田高陵中

 6 清水 華乃(1) 中学     14.09 
ｼﾐｽﾞ7 ﾊﾅﾉ 西箕輪中

 7 宮下 真弥(1) 中学     14.10 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中

中学１年女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
5  8138

7  8125

 6680

3  8428

4  7437

8  7288
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

6  6678

2

所属名 記録／備考
7  8433

4  7285

3  8132

5  8199

2  7286

8  7971

6  7287

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8022

5  8195

4  8026

6  8013

2  8020

8  8023

順 ﾚｰﾝ No.

5  6679

7  8234

氏  名 所属名 記録／備考
4  8236

6  8239

3  7978

7  8541

8  8240

2  8267

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7439

7  8019

8  8129

2  7434

3  8024

6  7436
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

7  8437

5  8165

氏  名 所属名 記録／備考
4  7440

8  8271

2  8270

5  8435

3  8017

6  8272
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8237

6  8130

7  6681

5  8018

3  8429

2  8152

8  8542



   1 唐澤  花実(1) 中学 赤穂中     13.04 (+0.1)   7   1
   2 友田 有紀(1) 中学 伊那東部中     13.65 (+0.1)   7   2
   3 德武 瑠夏(1) 中学 堀金中     13.75 (+0.1)   7   3
   4 林 知世(1) 中学 箕輪中     13.86 (+0.1)   7   4
   5 寺澤 瞳子(1) 中学 飯田高陵中     14.02 (+0.1)   7   5
   6 塙 茜音(1) 中学 鉢盛中     14.05 (-0.4)   6   1
   7 清水 華乃(1) 中学 西箕輪中     14.09 (+0.1)   7   6
   8 宮下 真弥(1) 中学 豊丘中     14.10 (+0.1)   7   7
   9 野口 沙彩(1) 中学 鉢盛中     14.26 (-0.8)   5   1
  10 千葉 ほの香(1) 中学 飯田高陵中     14.49 (-0.4)   6   2
  11 萩原 芽生(1) 中学 駒ヶ根東中     14.52 (-0.4)   6   3
  12 加藤 ほのか(1) 中学 箕輪中     14.66 (-0.2)   3   1
  13 木村 果蓮(1) 中学 箕輪中     14.69 (-0.8)   5   2
  14 戸枝 未佳(1) 中学 駒ヶ根東中     14.72 (-0.4)   6   4
  15 小西 英瑠真(1) 中学 飯田高陵中     14.76 (-0.4)   6   5
  16 塩原 琴葉(1) 中学 鉢盛中     14.82 (-0.8)   5   3
  17 後藤 優月(1) 中学 宮田中     14.83 (-0.2)   3   2
  17 北原 きらら(1) 中学 箕輪中     14.83 (-0.8)   5   4
  17 小松 葉月(1) 中学 春富中     14.83 (-0.8)   5   5
  20 小山 礼華(1) 中学 箕輪中     14.87 (-0.4)   6   6
  21 中嶋  杏彩(1) 中学 赤穂中     14.88 (-1.0)   4   1
  22 赤羽 稀帆(1) 中学 箕輪中     14.91 (-0.2)   3   3
  23 木下 千花(1) 中学 飯田高陵中     15.09 (-0.1)   2   1
  24 澁谷 果歩(1) 中学 伊那東部中     15.17 (-0.8)   5   6
  25 西田 リエ(1) 中学 伊那東部中     15.24 (-0.8)   1   1
  26 小澤 桃子(1) 中学 堀金中     15.28 (-1.0)   4   2
  27 小池  美月(1) 中学 赤穂中     15.29 (-1.0)   4   3
  28 今井 歌乃(1) 中学 箕輪中     15.32 (-0.2)   3   4
  28 北原 果林(1) 中学 辰野中     15.32 (-1.0)   4   4
  28 菅沼 望子(1) 中学 豊丘中     15.32 (-1.0)   4   5
  31 小倉  心音(1) 中学 赤穂中     15.37 (-1.0)   4   6
  32 上村 蓮花(1) 中学 駒ヶ根東中     15.40 (-1.0)   4   7
  33 吉川 若那(1) 中学 女鳥羽中     15.46 (-0.1)   2   2
  34 北原 さくら(1) 中学 伊那東部中     15.52 (-0.1)   2   3
  35 小田切 彩乃(1) 中学 宮田中     15.62 (-0.1)   2   4
  36 渡邊 琴音(1) 中学 伊那東部中     15.64 (-0.8)   1   2
  37 田畑 朱理(1) 中学 飯田高陵中     15.72 (-0.8)   1   3
  37 畑野 実優(1) 中学 女鳥羽中     15.72 (-0.1)   2   5
  39 金子 碧(1) 中学 鉢盛中     15.75 (-0.8)   1   4
  40 松下 楓果(1) 中学 辰野中     15.81 (-0.1)   2   6
  41 鈴木  舞夏(1) 中学 赤穂中     15.95 (-0.2)   3   5
  42 洞 祥子(1) 中学 堀金中     16.19 (-0.8)   1   5
  43 工藤 愛菜(1) 中学 堀金中     16.21 (-0.8)   1   6
  44 有賀 恵美(1) 中学 箕輪中     16.60 (-0.2)   3   6
  45 臼井 涼葉(1) 中学 女鳥羽中     16.74 (-0.1)   2   7
  46 加藤 こころ(1) 中学 箕輪中     17.00 (-0.2)   3   7

中学１年女子
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決勝 9月6日  9:20

県新(NR)            54.56
県高校新(HR)        55.42
県中学新(JR)        58.70

[ 1組] [ 2組]

 1 宮﨑 星来(2) 中学   1,07.31  1 稲垣 汐里(2) 高校   1,05.24 
ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾗ 中川中 ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越高

 2 戸枝 未佳(1) 中学   1,10.94  2 渡邉 希(2) 高校   1,07.32 
ﾄｴﾀﾞ ﾐｶ 駒ヶ根東中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 小諸高

 3 萩原 芽生(1) 中学   1,10.95  3 菅沼 萌香(2) 中学   1,07.43 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾒｲ 駒ヶ根東中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ 駒ヶ根東中

 4 代田 有芽(1) 中学   1,12.77  4 塙 茜音(1) 中学   1,08.45 
ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田高陵中 ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ 鉢盛中

 5 清沢 果穂(2) 中学   1,13.15  5 宮下 喜久美(2) 中学   1,09.63 
ｷﾖｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中 ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 駒ヶ根東中

 6 山田 里花(3) 中学   1,13.73  6 小林 紗耶加(2) 中学   1,09.95 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｶ 鉢盛中 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中

 7 小國 真穂(2) 中学   1,14.28  7 倉沢 真奈(1) 中学   1,12.96 
ｵｸﾆ ﾏﾎ 飯田高陵中 ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 鉢盛中
原 花織(1) 中学  8 野口 沙彩(1) 中学   1,14.71 
ﾊﾗ ｶｵﾘ 駒ヶ根東中 ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 鉢盛中

[ 3組] [ 4組]

 1 宮澤 歩(2) 中学   1,03.76  1 関島 友里佳(2) 高校     58.46 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 箕輪中 ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 2 金森 佑奈(2) 中学   1,04.61  2 中村 朱里(2) 中学   1,01.08 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鉢盛中

 3 上條 のあ(2) 中学   1,04.64  3 伯耆原 由花(2) 高校   1,01.26 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛中 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 4 菅沼 菜摘(2) 高校   1,04.81  4 中山 美奈(2) 高校   1,01.89 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 上伊那農高 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 5 柏原 千夏(1) 高校   1,07.52  5 高安 結衣(2) 中学   1,01.93 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 上伊那農高 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中
宮下 真弥(1) 中学  6 菅沼 真洸(2) 高校   1,03.48 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高
橋爪 郁未(2) 高校  7 樋口 由葵(2) 高校   1,05.46 
ﾊｼｽﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高
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   1 関島 友里佳(2) 高校 飯田風越高       58.46   4   1
   2 中村 朱里(2) 中学 鉢盛中     1,01.08   4   2
   3 伯耆原 由花(2) 高校 伊那西高     1,01.26   4   3
   4 中山 美奈(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,01.89   4   4
   5 高安 結衣(2) 中学 鉢盛中     1,01.93   4   5
   6 菅沼 真洸(2) 高校 飯田風越高     1,03.48   4   6
   7 宮澤 歩(2) 中学 箕輪中     1,03.76   3   1
   8 金森 佑奈(2) 中学 南箕輪中     1,04.61   3   2
   9 上條 のあ(2) 中学 鉢盛中     1,04.64   3   3
  10 菅沼 菜摘(2) 高校 上伊那農高     1,04.81   3   4
  11 稲垣 汐里(2) 高校 飯田風越高     1,05.24   2   1
  12 樋口 由葵(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,05.46   4   7
  13 宮﨑 星来(2) 中学 中川中     1,07.31   1   1
  14 渡邉 希(2) 高校 小諸高     1,07.32   2   2
  15 菅沼 萌香(2) 中学 駒ヶ根東中     1,07.43   2   3
  16 柏原 千夏(1) 高校 上伊那農高     1,07.52   3   5
  17 塙 茜音(1) 中学 鉢盛中     1,08.45   2   4
  18 宮下 喜久美(2) 中学 駒ヶ根東中     1,09.63   2   5
  19 小林 紗耶加(2) 中学 駒ヶ根東中     1,09.95   2   6
  20 戸枝 未佳(1) 中学 駒ヶ根東中     1,10.94   1   2
  21 萩原 芽生(1) 中学 駒ヶ根東中     1,10.95   1   3
  22 代田 有芽(1) 中学 飯田高陵中     1,12.77   1   4
  23 倉沢 真奈(1) 中学 鉢盛中     1,12.96   2   7
  24 清沢 果穂(2) 中学 鉢盛中     1,13.15   1   5
  25 山田 里花(3) 中学 鉢盛中     1,13.73   1   6
  26 小國 真穂(2) 中学 飯田高陵中     1,14.28   1   7
  27 野口 沙彩(1) 中学 鉢盛中     1,14.71   2   8 7439
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決勝 9月6日 14:10

県新(NR)          2,05.78
県高校新(HR)      2,05.78
県中学新(JR)      2,14.96

[ 1組] [ 2組]

 1 宮原 萌里(2) 中学   2,44.34  1 安田 三奈美(3) 中学   2,29.71 
ﾐﾔﾊﾗ ﾓｴﾘ 伊那東部中 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中

 2 小國 真穂(2) 中学   2,49.94  2 村上 明日香(3) 中学   2,30.60 
ｵｸﾆ ﾏﾎ 飯田高陵中 ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 鉢盛中

 3 池田 恭子(2) 中学   2,51.57  3 長谷川 美波(2) 高校   2,32.69 
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｺ 飯田高陵中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高

 4 中村 仁美(2) 中学   2,52.30  4 宮﨑 星来(2) 中学   2,40.25 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 赤穂中 ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾗ 中川中

 5 市川 優佳(2) 中学   2,54.73  5 杉村 奈津穂(2) 中学   2,40.26 
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｶ 春富中 ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 女鳥羽中

 6 高倉 楓花(2) 中学   3,12.20  6 山崎 まみこ(2) 中学   2,42.12 
ﾀｶｸﾗ ﾌｳｶ 箕輪中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾐｺ 堀金中
北原 すず那(3) 中学 久保村 玲衣(2) 高校
ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 駒ヶ根東中 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高
春日 莉杏(2) 中学 小出 裕香(3) 中学
ｶｽｶﾞ ﾘｺ 伊那東部中 ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ 駒ヶ根東中
高梨 菜々(3) 中学 中村 藤子(3) 中学
ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ 駒ヶ根東中 ﾅｶﾑﾗ ﾄｳｺ 駒ヶ根東中
三澤 亜優(2) 中学 桜井 菜緒(1) 高校
ﾐｻﾜ ｱﾕ 伊那東部中 ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高
下平 美悠(3) 中学
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕ 駒ヶ根東中

[ 3組]

 1 三浦 遥果(2) 高校   2,31.72 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高

 2 春日 桃桜(3) 中学   2,32.12 
ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ヶ根東中

 3 瀧澤 優奈(2) 中学   2,33.24 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 市沢 日菜(2) 高校   2,35.49 
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高
所河 二千花(3) 中学
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 駒ヶ根東中
唐澤 七瀬(2) 中学
ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 箕輪中
長見 京華(2) 中学
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 駒ヶ根東中
下島 梨紗(2) 中学
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根東中
小塩 早紀(2) 高校
ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘高
小出 千夏(2) 中学
ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中
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   1 安田 三奈美(3) 中学 鉢盛中     2,29.71   2   1
   2 村上 明日香(3) 中学 鉢盛中     2,30.60   2   2
   3 三浦 遥果(2) 高校 飯田高     2,31.72   3   1
   4 春日 桃桜(3) 中学 駒ヶ根東中     2,32.12   3   2
   5 長谷川 美波(2) 高校 飯田高     2,32.69   2   3
   6 瀧澤 優奈(2) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ     2,33.24   3   3
   7 市沢 日菜(2) 高校 飯田高     2,35.49   3   4
   8 宮﨑 星来(2) 中学 中川中     2,40.25   2   4
   9 杉村 奈津穂(2) 中学 女鳥羽中     2,40.26   2   5
  10 山崎 まみこ(2) 中学 堀金中     2,42.12   2   6
  11 宮原 萌里(2) 中学 伊那東部中     2,44.34   1   1
  12 小國 真穂(2) 中学 飯田高陵中     2,49.94   1   2
  13 池田 恭子(2) 中学 飯田高陵中     2,51.57   1   3
  14 中村 仁美(2) 中学 赤穂中     2,52.30   1   4
  15 市川 優佳(2) 中学 春富中     2,54.73   1   5
  16 高倉 楓花(2) 中学 箕輪中     3,12.20   1   6
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決勝 9月6日 14:00

県中学新(JR)      2,13.56

[ 1組] [ 2組]

 1 上條 優里(1) 中学   2,48.48  1 大槻 美亜(1) 中学   2,35.58 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾘ 鉢盛中 ｵｵﾂｷ ﾐｱ 箕輪中

 2 明間 礼峰(1) 中学   2,48.51  2 高橋 凜(1) 中学   2,38.10 
ｱｹﾏ ｱﾔﾈ 鉢盛中 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 赤穂中

 3 工藤 愛菜(1) 中学   2,49.46  3 代田 有芽(1) 中学   2,44.83 
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ 堀金中 ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田高陵中

 4 畠山 陽南(1) 中学   2,50.25  4 宮澤 紅葉(1) 中学   2,46.89 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾅ 宮田中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野中

 5 松澤 椿皐(1) 中学   2,54.08  5 千葉 ほの香(1) 中学   2,48.15 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 伊那東部中 ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高陵中

 6 畑野 実優(1) 中学   2,58.83  6 寺門 萌々花(1) 中学   2,50.01 
ﾊﾀﾉ ﾐｳ 女鳥羽中 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾓﾓｶ 宮田中

 7 宮澤 ゆめみ(1) 中学   2,59.59 上村 蓮花(1) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕﾒﾐ 辰野中 ｶﾐｸﾗ ﾚﾝｹﾞ 駒ヶ根東中

 8 田畑 朱理(1) 中学   3,03.40 瀧村 彩音(1) 中学
ﾀﾊﾞﾀ ｼｭﾘ 飯田高陵中 ﾀｷﾑﾗ ｱﾔﾈ 駒ヶ根東中

 9 久保田 舞(1) 中学   3,08.80 清水 里彩子(1) 中学
ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ 女鳥羽中 ｼﾐｽﾞ ﾘｻｺ 駒ヶ根東中

10 臼井 涼葉(1) 中学   3,12.06 
ｳｽｲ ｽｽﾞﾊ 女鳥羽中
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   1 大槻 美亜(1) 中学 箕輪中     2,35.58   2   1
   2 高橋 凜(1) 中学 赤穂中     2,38.10   2   2
   3 代田 有芽(1) 中学 飯田高陵中     2,44.83   2   3
   4 宮澤 紅葉(1) 中学 辰野中     2,46.89   2   4
   5 千葉 ほの香(1) 中学 飯田高陵中     2,48.15   2   5
   6 上條 優里(1) 中学 鉢盛中     2,48.48   1   1
   7 明間 礼峰(1) 中学 鉢盛中     2,48.51   1   2
   8 工藤 愛菜(1) 中学 堀金中     2,49.46   1   3
   9 寺門 萌々花(1) 中学 宮田中     2,50.01   2   6
  10 畠山 陽南(1) 中学 宮田中     2,50.25   1   4
  11 松澤 椿皐(1) 中学 伊那東部中     2,54.08   1   5
  12 畑野 実優(1) 中学 女鳥羽中     2,58.83   1   6
  13 宮澤 ゆめみ(1) 中学 辰野中     2,59.59   1   7
  14 田畑 朱理(1) 中学 飯田高陵中     3,03.40   1   8
  15 久保田 舞(1) 中学 女鳥羽中     3,08.80   1   9
  16 臼井 涼葉(1) 中学 女鳥羽中     3,12.06   1  10
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決勝 9月6日 15:25

県新(NR)          9,16.29
県高校新(HR)      9,16.29
県中学新(JR)      9,25.24

 1 松澤 綾音(3) 中学  10,15.04 大槻 美亜(1) 中学
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 喬木中 ｵｵﾂｷ ﾐｱ 箕輪中

 2 所河 二千花(3) 中学  10,39.00 
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 駒ヶ根東中

 3 蛭田 杏(2) 中学  10,49.66 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 鉢盛中

 4 高橋 未来(1) 高校  10,56.65 
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 上伊那農高

 5 浦野 友里(3) 中学  10,59.29 
ｳﾗﾉ ﾕﾘ 駒ヶ根中沢RC

 6 下島 梨紗(2) 中学  11,00.44 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根東中

 7 高安 結衣(2) 中学  11,09.32 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中

 8 小原 茉莉(1) 中学  11,12.98 
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 赤穂中

 9 小出 千夏(2) 中学  11,13.43 
ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中

10 落合 早峰(2) 中学  11,14.89 
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ 駒ヶ根中沢RC

11 高梨 菜々(3) 中学  11,15.41 
ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ 駒ヶ根東中

12 長見 京華(2) 中学  11,18.12 
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 駒ヶ根東中

13 唐澤 七瀬(2) 中学  11,18.48 
ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 箕輪中

14 京澤 夏子(2) 中学  11,30.97 
ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 赤穂中

15 小出 裕香(3) 中学  11,32.79 
ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ 駒ヶ根東中

16 伊藤 美咲(1) 高校  11,34.33 
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那西高

17 瀧村 彩音(1) 中学  11,36.12 
ﾀｷﾑﾗ ｱﾔﾈ 駒ヶ根東中

18 中村 藤子(3) 中学  12,14.29 
ﾅｶﾑﾗ ﾄｳｺ 駒ヶ根東中

19 田近 亜紀(2) 中学  12,19.49 
ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 鉢盛中

20 柘植 菜々子(2) 中学  12,29.86 
ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ 辰野中

21 清水 里彩子(1) 中学  12,39.95 
ｼﾐｽﾞ ﾘｻｺ 駒ヶ根東中

22 有賀 由紀恵(1) 中学  12,53.21 
ｱﾙｶﾞ  ﾕｷｴ 箕輪中

23 片桐 美波(3) 中学  13,15.24 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾐﾅﾐ 豊丘中

24 北原 すず那(3) 中学  13,20.67 
ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 駒ヶ根東中

25 大貫 なつみ(1) 中学  13,34.30 
ｵｵﾇｷ ﾅﾂﾐ 辰野中

26 唐沢 朋花(3) 中学  13,38.17 
ｶﾗｻﾜ ﾄﾓｶ 豊丘中

27 酒井 美優(1) 高校  13,47.78 
ｻｶｲ ﾐﾕ 伊那西高

28 松岡 寛奈(3) 中学  13,48.17 
ﾏﾂｵｶ ﾋﾛﾅ 豊丘中

29 下平 美悠(3) 中学  14,03.05 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕ 駒ヶ根東中

30 矢澤 優佳(3) 中学  14,16.21 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳｶ 豊丘中

31 丸岡 馨(3) 中学  14,27.24 
ﾏﾙｵｶ ｶｵﾘ 豊丘中

32 日野 まほろ(1) 中学  14,42.60 
ﾋﾉ ﾏﾎﾛ 箕輪中
村上 明日香(3) 中学
ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 鉢盛中
中村 朱里(2) 中学
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鉢盛中
春日 桃桜(3) 中学
ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ヶ根東中
満澤 加奈子(1) 高校
ﾐﾂｻﾞﾜ ｶﾅｺ 伊那西高

欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考
26  8016

17  8250
欠場

25   337
欠場

12  7426
欠場

14  7429
欠場

34   101

36  8012

35  8252

28   105

37   336

30   102

16  7973

8   103

6   104

33  8251

11  8268

24  8021

2  7433

18  7961

23  8269

9  8254

19  8256

1   335

32  8006

7  8230

21  8257

3  8260

5  8265

20    50

22  7430

29  8235

4  8160

31  8266

10  7431

27   241

15  8530

13  8253

女子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 9月6日 15:00

県新(NR)            47.82
県高校新(HR)        47.82
県中学新(JR)        48.17

[ 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 南箕輪中  8048 瀬戸 由乃(2)     56.32  1   6 赤穂中(A)  8226 戸枝 星(2)     52.95 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｾﾄ ﾕｳﾉ ｱｶﾎﾁｭｳA ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ
 8047 金森 佑奈(2)  8237 唐澤  花実(1)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
 8049 吉川 つづり(2)  8231 久保村 優衣(2)

ｷｯｶﾜ ﾂﾂﾞﾘ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾕｲ
 8053 平島 麻衣(1)  8232 倉田   亜美(2)

ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ ｸﾗﾀ ｱﾐ
 2   2 辰野中(A)  7960 髙沢 杏菜(2)     56.33  2   5 飯田高   409 三浦 遥果(2)     53.17 

ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾀｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ ｲｲﾀﾞｺｳ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
 7965 今井 希生(2)   406 井口 結花(2)

ｲﾏｲ ｷｷ ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ
 7966 塚間 美貴(2)   415 三澤 葵(1)

ﾂｶﾏ ﾐｷ ﾐｻﾜ ｱｵｲ
 7978 北原 果林(1)   418 村松 明日見(1)

ｷﾀﾊﾗ ｶﾘﾝ ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
 3   5 飯田高陵中(B)  8437 千葉 ほの香(1)     57.05  3   3 伊那北高   288 樋屋 彩(1)     53.31 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ ｲﾅｷﾀｺｳ ﾋｵｸ ｱﾔ
 8418 中田 桃子(2)   287 鈴木 みのり(1)

ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ
 8421 横前 章子(2)   272 河野 恵理子(1)

ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ ｺｳﾉ ｴﾘｺ
 8435 小西 英瑠真(1)   268 西村 千明(2)

ｺﾆｼ ｴﾙﾏ ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ
 4   7 伊那東部中  8121 綿貫 あや(2)     57.42  4   4 鉢盛中  7439 野口 沙彩(1)     54.17 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾜﾀﾇｷ ｱﾔ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ
 8120 北條 陽香(2)  7440 塙 茜音(1)

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ
 8130 友田 有紀(1)  7436 倉沢 真奈(1)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ
 8116 向山 弥那(2)  7432 上條 のあ(2)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
  3 駒ヶ根東中(A)  8263 宮下 喜久美(2)  5   7 伊那西高   330 伯耆原 由花(2)     54.65 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 失格 ｲﾅﾆｼｺｳ ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ
 8262 菅沼 萌香(2)   339 池上 真琴(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ
 8271 萩原 芽生(1)   331 唐澤 遥奈(2)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾒｲ ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ
 8261 小林 紗耶加(2)   321 三澤 結衣(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ ﾐｻﾜ ﾕｲ
  6 女鳥羽中(A)  7281 杉村 奈津穂(2)  6   2 赤穂中(B)  8239 小池  美月(1)     57.65 

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳA ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 失格 ｱｶﾎﾁｭｳB ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ
 7286 畑野 実優(1)  8233 唐澤   純夏(1)

ﾊﾀﾉ ﾐｳ ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ
 7285 吉川 若那(1)  8236 中嶋  杏彩(1)

ｷｯｶﾜ ﾓﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ
 7288 久保田 舞(1)  8240 小倉  心音(1)

ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ

女子

４×１００ｍＲ

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 飯田風越高   461 稲垣 汐里(2)     51.39 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ
  462 関島 友里佳(2)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
  460 菅沼 真洸(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  459 上澤 美波(2)

ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ
 2   5 伊那弥生ヶ丘高   310 久保村 玲衣(2)     51.46 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
  312 中山 美奈(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
  311 樋口 由葵(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  296 前田 花奈(1)

ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ
 3   6 上伊那農高   239 竹入 愛彩美(2)     53.11 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ
  238 酒井 珠良(2)

ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ
  235 菅沼 菜摘(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ
  236 向山 ひより(2)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ
 4   3 箕輪中(A)  8018 林 知世(1)     54.12 

ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾊﾔｼ ﾁｾ
 8010 宮澤 歩(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ
 8009 久保田 梨奈(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ
 8017 小山 礼華(1)

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
 5   4 飯田高陵中(A)  8420 牧内 麗(2)     54.70 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾏｷｳﾁ ﾚｲ
 8429 寺澤 瞳子(1)

ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ
 8419 北原 沙希(2)

ｷﾀﾊﾗ ｻｷ
 8423 齊藤 由佳(2)

ｻｲﾄｳ ﾕｶ

女子

４×１００ｍＲ



   1 飯田風越高     51.39 稲垣 汐里(2) 関島 友里佳(2) 菅沼 真洸(2) 上澤 美波(2)   3   1
   2 伊那弥生ヶ丘高     51.46 久保村 玲衣(2) 中山 美奈(2) 樋口 由葵(2) 前田 花奈(1)   3   2
   3 赤穂中(A)     52.95 戸枝 星(2) 唐澤  花実(1) 久保村 優衣(2) 倉田   亜美(2)   2   1
   4 上伊那農高     53.11 竹入 愛彩美(2) 酒井 珠良(2) 菅沼 菜摘(2) 向山 ひより(2)   3   3
   5 飯田高     53.17 三浦 遥果(2) 井口 結花(2) 三澤 葵(1) 村松 明日見(1)   2   2
   6 伊那北高     53.31 樋屋 彩(1) 鈴木 みのり(1) 河野 恵理子(1) 西村 千明(2)   2   3
   7 箕輪中(A)     54.12 林 知世(1) 宮澤 歩(2) 久保田 梨奈(2) 小山 礼華(1)   3   4
   8 鉢盛中     54.17 野口 沙彩(1) 塙 茜音(1) 倉沢 真奈(1) 上條 のあ(2)   2   4
   9 伊那西高     54.65 伯耆原 由花(2) 池上 真琴(1) 唐澤 遥奈(2) 三澤 結衣(1)   2   5
  10 飯田高陵中(A)     54.70 牧内 麗(2) 寺澤 瞳子(1) 北原 沙希(2) 齊藤 由佳(2)   3   5
  11 南箕輪中     56.32 瀬戸 由乃(2) 金森 佑奈(2) 吉川 つづり(2) 平島 麻衣(1)   1   1
  12 辰野中(A)     56.33 髙沢 杏菜(2) 今井 希生(2) 塚間 美貴(2) 北原 果林(1)   1   2
  13 飯田高陵中(B)     57.05 千葉 ほの香(1) 中田 桃子(2) 横前 章子(2) 小西 英瑠真(1)   1   3
  14 伊那東部中     57.42 綿貫 あや(2) 北條 陽香(2) 友田 有紀(1) 向山 弥那(2)   1   4
  15 赤穂中(B)     57.65 小池  美月(1) 唐澤   純夏(1) 中嶋  杏彩(1) 小倉  心音(1)   2   6

記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

女子

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

４×１００ｍＲ
タイムレース

順位 所属名 都道府県



決勝 9月6日 10:00

県新(NR)             1.81
県高校新(HR)         1.77
県中学新(JR)         1.75

唐澤 遥南(2) 高校
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 伊那西高
上澤 美波(2) 高校
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越高
村松 明日見(1) 高校
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高
北原 沙希(2) 中学
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中
市沢 日菜(2) 高校
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高
吉川 夏鈴(2) 高校
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高
前田 花奈(1) 高校
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高
原 萌夏(1) 中学
ﾊﾗ ﾓｴｶ 伊那東部中
下平 里紗(2) 中学
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｻ 春富中
宮崎 真衣奈(1) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高
小西 英瑠真(1) 中学
ｺﾆｼ ｴﾙﾏ 飯田高陵中
宮林 彩未(2) 中学
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾐ 春富中
片桐 瑠菜(2) 中学
ｶﾀｷﾞﾘ ﾙﾅ 辰野中
塩原 琴葉(1) 中学
ｼｵﾊﾗ ｺﾄﾊ 鉢盛中
上條 琴葉(1) 中学
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺﾄﾊ 伊那東部中
洞 祥子(1) 中学
ﾎﾗ ｼｮｳｺ 堀金中
中田 桃子(2) 中学 欠場
ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ 飯田高陵中
守屋 綺乃(1) 高校 欠場
ﾓﾘﾔ  ｱﾔﾉ 伊那西高

11   322

 1.10

1  8418

15 6  6678
O XXX

 1.10

 1.15

15 4  8137
O XXX

14 2  7434
O XXO XXX

 1.15

 1.15

13 5  7962
XO XO XXX

12 3  8168
O XO XXX

 1.25

 1.25

11 7  8435
O O XO XO XXX

O XXX
10 10   467

O O XXO

 1.25

 1.30

9 8  8164
- - O O XXX

O O XXX
8 9  8135

O O O

O XXX  1.35

 1.35

5 18   296
- - - - O

O O O XXX
5 13   463

O O O

O XXX  1.35

 1.40

5 12   420
- - - O O

O O XO XXO XXX
4 14  8419

- - O

XXO XO XXX  1.40

XXX  1.46

3 16   418
- - - - O

- - O XO O XXO
2 15   459

- - -

- O XO XO XXX  1.46

1m46 1m50
1 17   331

- - - - -

記録1m20 1m25 備考1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m43

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月6日  9:00

県新(NR)             4.01
県高校新(HR)         3.65
県中学新(JR)         3.10

2m80
井口 結花(2) 高校 - - - - - - O O O XXO
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田高 XXX
田中 真彩(1) 高校 - - - - O - O XO XXX
ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那北高
宮崎 希(2) 高校 - - - - - - XO XXO XXX
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高
飯島 葵(1) 中学 O O O O O XXX
ｲｲｼﾞﾏ ｱｵｲ 伊那東部中
山田 都子(1) 中学 O O O XXO XXX
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾔｺ 伊那東部中
田中 志野(1) 中学 O XO XO XXX
ﾀﾅｶ ｼﾉ 伊那東部中

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 2m60 2m70

1 5   406
 2.70

記録
2m00 2m10

 8128
 2.10

2 6   286
 2.50

3 4   313
 2.50

6 1  8131
 2.00

4 2  8126
 2.20

5 3



決勝 9月6日 13:00

県新(NR)             6.41
県高校新(HR)         6.06
県中学新(JR)         5.74

宮澤 歩(2) 中学   4.58   4.82   4.90    4.90 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 箕輪中   -2.1   -1.0   +1.2    +1.2
酒井 珠良(2) 高校   4.71   4.44   4.80    4.80 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農高   -3.1   -2.0    0.0     0.0
清水 晶絵(2) 高校   4.42   4.71   4.71    4.71 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 小諸高   -2.6   -0.8    0.0    -0.8
三浦 遥果(2) 高校   4.46    X   4.39    4.46 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高   -0.5   -1.7    -0.5
吉田 みさき(3) 中学   4.38   4.31   4.14    4.38 
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 南箕輪中   -0.5   -0.1   -1.2    -0.5
御子柴 優花(3) 中学   3.51   4.16   4.29    4.29 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中   -0.8   -2.3   -0.6    -0.6
小林 にじほ(2) 高校    X   4.29   3.91    4.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾆｼﾞﾎ 伊那西高   -1.0   -1.3    -1.0
守屋 綺乃(1) 高校   4.26   4.13    X    4.26 
ﾓﾘﾔ  ｱﾔﾉ 伊那西高   -0.9   -1.9    -0.9
吉川 夏鈴(2) 高校   4.22   3.85   4.17    4.22 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高    0.0   -2.3   -0.7     0.0
井澤 あやの(2) 中学   4.07   3.74   3.88    4.07 
ｲｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 堀金中   -0.5   -2.6   -0.7    -0.5
宮崎 真衣奈(1) 高校    X    X   4.07    4.07 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高   -0.8    -0.8
宮崎 希(2) 高校    X   3.84   4.02    4.02 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高   -1.7   -0.6    -0.6
塚間 美貴(2) 中学   3.94   4.00    X    4.00 
ﾂｶﾏ ﾐｷ 辰野中   -2.2   -0.9    -0.9
中田 桃子(2) 中学   3.93   3.94   3.99    3.99 
ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ 飯田高陵中   -0.5   -1.3    0.0     0.0
北原 沙希(2) 中学   3.93   3.91   3.99    3.99 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中   +0.1   -1.4   -0.1    -0.1
牧内 麗(2) 中学   3.93   3.70   2.23    3.93 
ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中   -1.2   -1.6   -0.4    -1.2
松崎  楓奈(2) 中学   3.84   3.76   3.85    3.85 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌｳﾅ 赤穂中    0.0   -1.2   -0.8    -0.8
綿貫 あや(2) 中学   3.69   3.85   3.67    3.85 
ﾜﾀﾇｷ ｱﾔ 伊那東部中   -1.0   -0.4    0.0    -0.4
小池 まみ(1) 高校   3.21   2.80   3.57    3.57 
ｺｲｹ ﾏﾐ 伊那西高   +0.1    0.0   -0.3    -0.3
ﾏﾘｱﾉ ｶﾚﾝ  ﾊﾙﾐ(2) 中学   3.11   3.25   2.93    3.25 
ﾏﾘｱﾉ ｶﾚﾝ  ﾊﾙﾐ 春富中   -1.0   -1.3   -1.0    -1.3
酒井 麗(1) 高校   2.92   3.14   2.84    3.14 
ｻｶｲ ﾚｲ 伊那西高   -1.9   -1.5   -0.2    -1.5
近藤 由梨(2) 中学 欠場
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ 飯田高陵中

21 5   323

6  8425

19 2   324

20 4  8167

17 13  8229

18 7  8121

15 12  8419

16 8  8420

13 16  7966

14 10  8418

11 19   467

12 14   313

9 11   463

10 9  6672

7 15   326

8 17   322

5 3  8043

6 18  7421

3 21  1350

4 20   409

1 23  8010
-5-

2 22   238

-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6日 13:00

県中学新(JR)         5.74

那須野 りさ子(1) 中学    X   4.17   4.38    4.38 
ﾅｽﾉ ﾘｻｺ 伊那東部中    0.0   -1.4    -1.4
伊藤 鈴音(1) 中学    X    X   4.22    4.22 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -1.4    -1.4
唐澤   純夏(1) 中学   3.98   4.08   3.06    4.08 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 赤穂中   -1.4   -1.0   -1.4    -1.0
中村 凜(1) 中学   3.85   3.91   3.86    3.91 
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ 辰野中   -1.4   -0.2   -1.4    -0.2
加藤 ほのか(1) 中学   3.69   3.90   3.60    3.90 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 箕輪中   -2.6   -0.4   -0.8    -0.4
金子 碧(1) 中学   3.61   3.85    X    3.85 
ｶﾈｺ ｱｵｲ 鉢盛中   -1.5   -1.0    -1.0
小田切 すずらん(1)中学   3.54   3.60   3.66    3.66 
ｺﾀｷﾞﾘ ｽｽﾞﾗﾝ 宮田中   -0.1   -2.1   -0.1    -0.1
中村 純子(1) 中学   3.63   3.49   3.20    3.63 
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 辰野中   -2.9   -2.2   -2.0    -2.9
村上 晴香(1) 中学    X   3.60   3.20    3.60 
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 辰野中   -0.9   -2.2    -0.9
荒木 美海(1) 中学   3.51   3.46   3.50    3.51 
ｱﾗｷ ﾐｳ 辰野中   -2.7   -0.8   +0.1    -2.7
德武 瑠夏(1) 中学   3.49    X   3.49    3.49 
ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ 堀金中    0.0   -1.7     0.0
笹尾 美宙(1) 中学    X    X   3.46    3.46 
ｻｻｵ ﾐｿﾗ 宮田中   -1.1    -1.1
有賀 希々花(1) 中学   3.23   2.74   3.34    3.34 
ｱﾙｶﾞ ﾉﾉｶ 宮田中   -2.0   -1.7   -2.2    -2.2
髙木 誉(1) 中学   3.32   3.13   3.06    3.32 
ﾀｶｷﾞ ﾎﾏﾚ 南箕輪中   -1.0   -1.6   -1.0    -1.0
木下 千花(1) 中学    X   3.29   2.87    3.29 
ｷﾉｼﾀ ﾁｶ 飯田高陵中   -1.1   -3.1    -1.1
小澤 桃子(1) 中学    X   3.12   2.85    3.12 
ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ 堀金中   -1.2   -1.9    -1.2
平島 麻衣(1) 中学   3.04    X    X    3.04 
ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ 南箕輪中   -2.3    -2.3
武居 梓(1) 中学   2.97   2.90   2.99    2.99 
ﾀｹｲ ｱｽﾞｻ 宮田中   -0.3   -0.7   -0.1    -0.1
吉野 直歩(1) 中学   2.92   2.73   2.62    2.92 
ﾖｼﾉ ﾅｵ 春富中   -0.6   -1.2   -0.8    -0.6
安江 瑞希(1) 中学   2.25    X   2.06    2.25 
ﾔｽｴ ﾐｽﾞｷ 伊那東部中   -1.2   -0.4    -1.2
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2 19  8641

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学１年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月6日  9:00

県新(NR)            13.70
県高校新(HR)        13.65

細井 友香(1) 高校
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
堀内 美佳(2) 高校
ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ 伊那弥生ヶ丘高
向山 ひより(2) 高校
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3   334

 8.19  7.93  8.61   8.61 

2 1   317
 7.65  7.42  7.99

3 2   236
 7.80  7.56  7.65   7.80 

  7.99 



決勝 9月6日  9:00

県中学新(JR)        13.49

吉川 つづり(2) 中学
ｷｯｶﾜ ﾂﾂﾞﾘ 南箕輪中
重盛 朱花(2) 中学
ｼｹﾞﾓﾘ ｱﾔｶ 箕輪中
平澤 優佳(2) 中学
ﾋﾗｻﾜ ﾕｶ 中川中
齊藤 由佳(2) 中学
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中
寺澤 瞳子(1) 中学
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 飯田高陵中
髙沢 杏菜(2) 中学
ﾀｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 辰野中
横前 章子(2) 中学
ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ 飯田高陵中
大島 七彩(2) 中学
ｵｵｼﾏ ﾅﾅｾ 辰野中
櫻井 結月(2) 中学
ｻｸﾗｲ ﾕﾂﾞｷ 伊那東部中
二木 愛海(2) 中学 欠場
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾏﾅﾐ 堀金中
大月 愛央(2) 中学 欠場
ｵｵﾂｷ ﾏﾋﾛ 堀金中

中学女子

砲丸投(2.721kg)

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 9  8049

 8.50  8.32  8.35   8.50 

2 11  8008
 8.38  7.40  8.24   8.38 

3 10  8310
 7.64  7.94  8.28   8.28 

4 8  8423
 7.88  6.92  7.70   7.88 

5 5  8429
 7.17   X  7.70   7.70 

6 4  7960
 6.64  5.69  6.33   6.64 

7 2  8421
 5.73  5.86  5.48   5.86 

8 7  7964
 5.39  5.52  5.70   5.70 

9 6  8123
 4.88  4.99  5.17   5.17 

1  6675

3  6673



決勝 9月6日 12:30

県新(NR)            45.73
県高校新(HR)        44.69

竹入 愛彩美(2) 高校
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農高
細井 友香(1) 高校
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
北原 遥香(1) 高校
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農高
堀内 美佳(2) 高校
ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ 伊那弥生ヶ丘高
横前 章子(2) 中学
ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ 飯田高陵中
近藤 由梨(2) 中学
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ 飯田高陵中
外間 久美子(2) 高校
ｿﾄﾏ ｸﾐｺ 高遠高
池田 恭子(2) 中学
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｺ 飯田高陵中

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 8   239

  O 31.58   O  31.58 

2 7   334
  X 22.61   X  22.61 

3 6   240
20.84   O   O  20.84 

4 4   317
  X 18.57   X  18.57 

5 5  8421
  O   X 13.57  13.57 

6 3  8425
  O 12.07   O  12.07 

7 2   251
  X   O  8.61

8 1  8424
  O  8.33   X   8.33 

  8.61 



決勝 9月6日 11:00

県中学新(JR)        43.68

吉田 みさき(3) 中学 県中学新
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 南箕輪中

 45.45 
1 1  8043

45.45   O   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-
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