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第５５回 上伊那陸上競技選手権大会 
記録集 

 

 
 
期  日： 平成２７年 ８月３０日（日） 
主  催： 上伊那陸上競技協会 ／ 伊那市体育協会陸上部 
共  催： 信濃毎日新聞社 
後  援： 伊那市 ／ 伊那市教育委員会 
会  場： 伊那市陸上競技場（202030） 
審 判 長： 有賀 保義(ﾄﾗｯｸ)  遠山 正洋(ﾌｨｰﾙﾄﾞ) 
記録主任： 竹内 秀樹 

 
■ この大会で樹立された記録 

種  目 予・決 男女 氏 名 所 属 記 録 従来の記録 備考 

男子 5000m 決 男子 桃沢 大祐 上伊那郡陸協 15,09.62 15,18.24 大会新 

   高梨 良介 トーハツ 15,17.85  大会新 

   樋口 正晃 上伊那郡陸協 15,17.96  大会新 

女子 400m 決 女子 中山 美奈 伊那弥生ヶ丘高(3) 59.49 1,00.01 大会新 

中学女子 200m 決 女子 唐澤 花実 赤穂中(2) 27.08  大会タイ 

中学男子走高跳 決 男子 矢島 竜成 箕輪中(3) 1m77 1m75 大会新 

女子 4×100mR 決 女子 前田 花奈(2) 伊那弥生ヶ丘高 51.07 51.82 大会新 

   橋爪 郁未(3)     

   北原 寧々(1)     

   中山 美奈(3)     

 
■グラウンドコンディション 

時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s 

9：00 雨 21.5 56.0 南 2.1 

10：00 雨 21.5 61.0 南 2.4 

11：00 雨 22.5 58.0 南東 3.5 

12：00 雨 23.0 57.0 南東 3.6 

13：00 雨 23.0 58.0 東南東 2.5 

14：00 雨 22.5 59.0 南東 2.4 

 



第55回上伊那陸上競技選手権大会                                                  
　　主催：(一財)長野陸上競技協会・上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部      
　　期日：2015年8月30日（日）                                                   

決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会タイ) 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
08/30 女子  -2.1橋爪 郁未(3) 13.40 中山 美奈(3) 13.43 伯耆原 由花(3) 13.58 北原  寧々(1) 14.13 江崎 奈美(2) 14.37 萩原 美空(1) 14.63

１００ｍ 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那西高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･赤穂高 高校･伊那西高
08/30  -3.3伯耆原 由花(3) 28.20 長谷川 未来(2) 28.48 酒井 珠良(3) 28.62 氣賀澤 柚希(1) 29.40 萩原 美空(1) 30.86 朝日 りおん(1) 31.41

２００ｍ 高校･伊那西高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･伊那西高 高校･赤穂高
08/30 中山 美奈(3) 59.49 橋爪 郁未(3) 1,02.80 向山 ひより(3) 1,03.85 長谷川 未来(2) 1,05.30 菅沼 菜摘(3) 1,06.44 柏原 千夏(2) 1,06.61 樋屋 彩(2) 1,07.85 熊谷 早恵(1) 1,08.58

４００ｍ 高校･伊那弥生ヶ丘高    GR 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･伊那北高 高校･伊那北高
08/30 堀内 智加(2) 2,36.38 滝澤 朱莉(1) 2,36.85 高橋 凜(2) 2,38.18 黒田 琴音(1) 2,39.75 宮澤 紅葉(2) 2,42.33 酒井 萌々香(1) 2,42.97 木下 利奈(1) 2,46.53 寺門 萌々花(2) 2,47.15

８００ｍ 高校･赤穂高 中学･駒ヶ根東中 中学･赤穂中 高校･伊那西高 中学･辰野中 中学･赤穂中 中学･赤穂中 中学･宮田中
08/30 小原 茉莉(2) 10,37.12 伊藤 美咲(2) 10,47.36 浦野 友里(1) 10,47.74 下島 梨紗(3) 10,58.74 唐澤 七瀬(3) 11,22.86 稲垣 和奏 11,24.00 小出 千夏(3) 11,32.53 高倉 楓花(3) 11,35.20

３０００ｍ 中学･赤穂中 高校･伊那西高 高校･伊那西高 中学･駒ヶ根東中 中学･箕輪中 中学･赤穂中 中学･駒ヶ根東中 中学･箕輪中
08/30  -3.5前田 花奈(2) 16.74

100mH(0.838m) 高校･伊那弥生ヶ丘高
08/30 鈴木 みのり(2) 1.55 奥田 藍美(1) 1.45 前田 花奈(2) 1.40 山口 はづき(1) 1.30

走高跳 高校･伊那北高 高校･赤穂高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那北高
08/30 田中 真彩(2) 2.60 田中 志野(2) 2.30

棒高跳 高校･伊那北高 中学･伊那東部中
08/30 西村 千明(3) 5.60(+1.4) 酒井 珠良(3) 4.99(+0.5) 関 理帆(2) 4.69(+1.5) 守屋 綺乃(2) 4.14(+0.2) 山口はづき(1)4.12(+1.5) 小牧 真衣(1) 3.76(+2.3)

走幅跳 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･伊那西高 高校･伊那北高 高校･赤穂高
08/30 細井 友香(2) 10.25 小野 智子 8.11 宮澤 あかね(1) 7.38

砲丸投(4.000kg) 高校･伊那西高 一般･上伊那郡陸協 高校･伊那西高
08/30 細井 友香(2) 26.16 北原 遥香(2) 23.85 宮澤 あかね(1) 20.14 酒井 麗(2) 17.15

円盤投(1.000kg) 高校･伊那西高 高校･上伊那農高 高校･伊那西高 高校･伊那西高
08/30 吉田 みさき(1) 34.80 向山 ひより(3) 31.30 向山 ますみ 24.73 本田 梨音(1) 17.58

やり投(0.600kg) 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高 高校･上伊那郡陸協 高校･赤穂高
08/30 伊那弥生ヶ丘高      51.07 上伊那農高       53.05 赤穂高       53.84 伊那北高       54.24

４×１００ｍＲ 前田 花奈(2) GR 菅沼 菜摘(3) 氣賀澤 柚希(1) 樋屋 彩(2)
橋爪 郁未(3) 向山 ひより(3) 江崎 奈美(2) 鈴木 みのり(2)
北原 寧々(1) 柏原 千夏(2) 朝日 りおん(1) 山口 はづき(1)
中山 美奈(3) 酒井 珠良(3) 長谷川 未来(2) 熊谷 早恵(1)

08/30 中学女子  -2.8今井 希生(3) 13.52 唐澤 花実(2) 13.66 金森 佑奈(3) 13.99 林 知世(2) 14.17 清水 華乃(2) 14.30 星野 陽花里(1) 14.41 北原 きらら(2) 14.85 加藤 ほのか(2) 14.93
１００ｍ 中学･辰野中 中学･赤穂中 中学･南箕輪中 中学･箕輪中 中学･伊那AC 中学･春富中 中学･箕輪中 中学･箕輪中

08/30  -2.7唐澤 花実(2) 27.08 金森 佑奈(3) 27.98 友田 有紀(2) 28.24 大前 歌音(1) 28.39 唐澤 純夏(2) 30.19 中嶋 杏彩(2) 30.52 氣賀澤 杏香(1) 30.82
２００ｍ 中学･赤穂中 GT 中学･南箕輪中 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･赤穂中 中学･赤穂中 中学･赤穂中

08/30  -3.5垣内 鈴(2) 18.00 澁谷 果歩(2) 20.02 小池 美月(2) 20.26 有賀 恵美(2) 21.52 小田切すずらん(2) 21.57
100mH(0.762m) 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 中学･赤穂中 中学･箕輪中 中学･宮田中

08/30 原 萌夏(2) 1.35 今井 歌乃(2) 1.30 上條 琴葉(2) 1.30
走高跳 中学･伊那東部中 中学･箕輪中 中学･伊那東部中

08/30 北岡依生希(1)4.90(+0.8) 加藤ほのか(2)4.39(+3.7) 那須野りさ子(2) 4.13(+3.7) 中村 凜(2) 4.05(+1.2) 中村 純子(2) 4.03(+1.9) 氣賀澤杏香(1)3.91(+0.7) 長田 鼓美(1) 3.89(+3.8) 小田切すずらん(2)3.69(+3.3)

走幅跳 中学･伊那東部中 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 中学･辰野中 中学･辰野中 中学･赤穂中 中学･辰野中 中学･宮田中
08/30 吉川 つづり(3) 9.71 高山 梨帆(2) 8.84 松下 楓果(2) 7.66 溝尾 茉優(1) 6.04 若林 咲理菜(2) 5.94 笹尾 美宙(2) 4.71 武居 梓(2) 4.64

砲丸投(2.721kg) 中学･南箕輪中 中学･箕輪中 中学･辰野中 中学･辰野中 中学･箕輪中 中学･宮田中 中学･宮田中
08/30 伊那東部中(A)      53.54 赤穂中(A)       54.66 箕輪中(A)       55.34 春富中(A)       56.80 箕輪中(B)       57.12 南箕輪中       57.18 駒ヶ根東中       58.00 辰野中       59.15

４×１００ｍＲ 那須野 りさ子(2) 森脇 涼羽(1) 加藤 ほのか(2) 小牧 理瑛(1) 北原 きらら(2) 有賀 萌奈(1) 戸枝 恵依(1) 北原 果林(2)
友田 有紀(2) 唐澤 花実(2) 林 知世(2) 小松 葉月(2) 宮澤 佳蓮(1) 伊藤 花音(1) 竹村 彩也香(1) 村上 晴香(2)
澁谷 果歩(2) 中嶋 杏彩(2) 小山 礼華(2) 大前 歌音(1) 今井 歌乃(2) 上田 陽菜(2) 中城 美佳(1) 荒木 美海(2)
北岡 依生希(1) 唐澤 純夏(2) 加藤 こころ(2) 星野 陽花里(1) 木村 果蓮(2) 平島 麻衣(2) 原 花織(2) 中村 純子(2)



決勝 8月30日 13:05

県新(KR)            11.56
大会新(GR)          12.62

風速 -2.1

 1 橋爪 郁未(3) 高校     13.40 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 2 中山 美奈(3) 高校     13.43 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 3 伯耆原 由花(3) 高校     13.58 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 4 北原  寧々(1) 高校     14.13 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高

 5 江崎 奈美(2) 高校     14.37 
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂高

 6 萩原 美空(1) 高校     14.63 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ 伊那西高
清水 詩乃(1) 高校
ｼﾐｽﾞ ｼﾉ 伊那西高

女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   314

6   312

3   330

2   298

4   349

5   333

7   329
欠場



予選 8月30日 10:50
決勝 8月30日 13:00

県中学新(CR)        12.05
大会新(GR)          13.00

[ 1組] 風速 -2.5 [ 2組] 風速 -4.9

 1 今井 希生(3) 中学     13.64 q  1 林 知世(2) 中学     14.64 q
ｲﾏｲ ｷｷ 辰野中 ﾊﾔｼ ﾁｾ 箕輪中

 2 小松 葉月(2) 中学     14.89  2 清水 華乃(2) 中学     14.75 q
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 春富中 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 伊那AC

 3 唐澤 純夏(2) 中学     14.98  3 青田 梨世(1) 中学     15.65 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 赤穂中 ｱｵﾀ ﾘｾ 赤穂中

 4 木村 果蓮(2) 中学     15.39  4 今井 歌乃(2) 中学     15.82 
ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ 箕輪中 ｲﾏｲ ｶﾉ 箕輪中

 5 後藤 優月(2) 中学     15.57  5 有賀 萌奈(1) 中学     15.96 
ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 宮田中 ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ 南箕輪中

 6 木下 愛梨(1) 中学     15.74  6 小牧 理瑛(1) 中学     16.25 
ｷﾉｼﾀ ｱｲﾘ 赤穂中 ｺﾏｷ ﾘｴ 春富中

 7 上田 美海(1) 中学     16.40  7 春日 如乃(1) 中学     16.90 
ｳｴﾀﾞ ﾐｳ 箕輪中 ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂中

 8 眞田 華香(1) 中学     16.47  8 宮嶋 杏(1) 中学     18.08 
ｻﾅﾀﾞ ﾊﾅｶ 赤穂中 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾝ 辰野中

[ 3組] 風速 -5.6 [ 4組] 風速 -3.2

 1 友田 有紀(2) 中学     14.80  1 星野 陽花里(1) 中学     14.43 q
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部中 ﾎｼﾉ  ﾋｶﾘ 春富中

 2 小倉 心音(2) 中学     16.00  2 竹村 彩也香(1) 中学     15.13 
ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 赤穂中 ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中

 3 宮澤 佳蓮(1) 中学     16.00  3 中嶋 杏彩(2) 中学     15.28 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 箕輪中 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 赤穂中

 4 垣内 鈴(2) 中学     16.04  4 加藤 こころ(2) 中学     15.40 
ｶｷｳﾁ ﾚｲ 箕輪中 ｶﾄｳ ｺｺﾛ 箕輪中

 5 原 花織(2) 中学     16.04  5 小池 美月(2) 中学     16.30 
ﾊﾗ ｶｵﾘ 駒ヶ根東中 ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ 赤穂中

 6 酒井 美玲(1) 中学     16.75  6 有賀 聖菜(1) 中学     16.77 
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 南箕輪中 ｱﾙｶﾞ ｾｲﾅ 南箕輪中

 7 松村 美咲(1) 中学     17.10  7 北原 さくら(2) 中学     17.24 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｻｷ 赤穂中 ｷﾀﾊﾗ ｻｸﾗ 伊那東部中

 8 上田 菜乃(1) 中学     18.32  8 溝尾 茉優(1) 中学     17.61 
ｳｴﾀﾞ ﾅﾉ 箕輪中 ﾐｿﾞｵ ﾏﾕ 辰野中

[ 5組] 風速 -4.5 [ 6組] 風速 -2.1

 1 唐澤 花実(2) 中学     14.08 q  1 金森 佑奈(3) 中学     13.68 q
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂中 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中

 2 小山 礼華(2) 中学     14.98  2 加藤 ほのか(2) 中学     14.63 q
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 箕輪中 ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 箕輪中

 3 伊藤 花音(1) 中学     15.24  3 北原 きらら(2) 中学     14.73 q
ｲﾄｳ ﾊﾉﾝ 南箕輪中 ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 箕輪中

 4 長田 鼓美(1) 中学     15.78  4 森脇 涼羽(1) 中学     15.03 
ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 辰野中 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂中

 5 赤羽 稀帆(2) 中学     16.02  5 北原 果林(2) 中学     15.46 
ｱｶﾊﾈ ｷﾎ 箕輪中 ｷﾀﾊﾗ ｶﾘﾝ 辰野中

 6 渡邊 琴音(2) 中学     16.11  6 小田切 彩乃(2) 中学     15.87 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ 伊那東部中 ｺﾀｷﾞﾘ ｱﾔﾉ 宮田中

 7 鈴木 舞夏(2) 中学     16.92  7 鈴木 夏知花(1) 中学     16.35 
ｽｽﾞｷ ﾏﾅ 赤穂中 ｽｽﾞｷ ﾅﾁｶ 赤穂中

 8 登内 未来(1) 中学     17.63 
ﾄﾉｳﾁ ﾐｸ 箕輪中

中学女子

１００ｍ

予選 通過基準  6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 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  7965 2  8018

4  8165 6  5013

7  8233 1  8246

8  8019 8  8020

3  8195 7  8055

1  8242 4  8162

2  7992 3  8248

5  8243 5  7983

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  8130 1  8180

1  8240 5  8253

6  7990 6  8236

8  8011 2  8023

3  8272 8  8239

2  8058 7  8059

5  8222 4  8132

4  7991 3  7984

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  8237 2  8047

7  8017 7  8022

1  8056 3  8024

4  7980 8  8245

3  8013 5  7978

2  8125 6  8199

8  8234 4  8221

5  7994



風速 -2.8

 1 今井 希生(3) 中学     13.52 
ｲﾏｲ ｷｷ 辰野中

 2 唐澤 花実(2) 中学     13.66 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂中

 3 金森 佑奈(3) 中学     13.99 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中

 4 林 知世(2) 中学     14.17 
ﾊﾔｼ ﾁｾ 箕輪中

 5 清水 華乃(2) 中学     14.30 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 伊那AC

 6 星野 陽花里(1) 中学     14.41 
ﾎｼﾉ  ﾋｶﾘ 春富中

 7 北原 きらら(2) 中学     14.85 
ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 箕輪中

 8 加藤 ほのか(2) 中学     14.93 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 箕輪中

中学女子

１００ｍ
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  7965

5  8237

4  8047

7  8018

2  5013

6  8180

1  8024

8  8022



決勝 8月30日 11:40

県新(KR)            24.17
大会新(GR)          26.20

風速 -3.3

 1 伯耆原 由花(3) 高校     28.20 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 2 長谷川 未来(2) 高校     28.48 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 赤穂高

 3 酒井 珠良(3) 高校     28.62 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農高

 4 氣賀澤 柚希(1) 高校     29.40 
ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂高

 5 萩原 美空(1) 高校     30.86 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ 伊那西高

 6 朝日 りおん(1) 高校     31.41 
ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂高

女子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   330

4   344

5   238

6   354

3   333

8   353



予選 8月30日 10:05
決勝 8月30日 11:35

県中学新(CR)        25.16
大会新(GR)          27.08

[ 1組] 風速 -3.7 [ 2組] 風速 -3.2

 1 唐澤 花実(2) 中学     27.71 q  1 金森 佑奈(3) 中学     28.01 q
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂中 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中

 2 森脇 涼羽(1) 中学     31.51  2 大前 歌音(1) 中学     28.58 q
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂中 ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 春富中

 3 竹村 彩也香(1) 中学     31.58  3 唐澤 純夏(2) 中学     29.87 q
ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中 ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 赤穂中

 4 渡邊 琴音(2) 中学     32.99  4 澁谷 果歩(2) 中学     31.22 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ 伊那東部中 ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那東部中

 5 鈴木 舞夏(2) 中学     35.82  5 青田 梨世(1) 中学     31.40 
ｽｽﾞｷ ﾏﾅ 赤穂中 ｱｵﾀ ﾘｾ 赤穂中
北岡 依生希(1) 中学  6 後藤 優月(2) 中学     32.43 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中 ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 宮田中
赤羽 稀帆(2) 中学  7 掛野 ゆき(1) 中学     33.88 
ｱｶﾊﾈ ｷﾎ 箕輪中 ｶｹﾉ ﾕｷ 伊那東部中

[ 3組] 風速 -2.1

 1 友田 有紀(2) 中学     28.25 q
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部中

 2 今井 希生(3) 中学     28.58 q
ｲﾏｲ ｷｷ 辰野中

 3 氣賀澤 杏香(1) 中学     30.33 q
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 赤穂中

 4 中嶋 杏彩(2) 中学     30.37 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 赤穂中

 5 原 花織(2) 中学     30.99 
ﾊﾗ ｶｵﾘ 駒ヶ根東中

 6 小倉 心音(2) 中学     31.28 
ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 赤穂中

 7 上條 琴葉(2) 中学     31.57 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺﾄﾊ 伊那東部中

風速 -2.7

 1 唐澤 花実(2) 中学     27.08 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂中

 2 金森 佑奈(3) 中学     27.98 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中

 3 友田 有紀(2) 中学     28.24 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部中

 4 大前 歌音(1) 中学     28.39 
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 春富中

 5 唐澤 純夏(2) 中学     30.19 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 赤穂中

 6 中嶋 杏彩(2) 中学     30.52 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 赤穂中

 7 氣賀澤 杏香(1) 中学     30.82 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 赤穂中
今井 希生(3) 中学
ｲﾏｲ ｷｷ 辰野中

2  8220

欠場
7  7965

8  8233

1  8236

5  8130

4  8160

3  8237
大会タイ

6  8047

3  8137

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  8272

8  8240

4  8220

2  8236

5  8130

6  7965

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  8195

2  8142

4  8129

3  8246

6  8160

5  8233

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  8047

欠場
6  8013

欠場

順 ﾚｰﾝ

4  8234

3  8143

5  8253

7  8125

記録／備考
2  8237

8  8245

中学女子

２００ｍ

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



決勝 8月30日 13:30

大会新(GR)        1,00.01

[ 1組] [ 2組]

 1 橋爪 郁未(3) 高校   1,02.80  1 中山 美奈(3) 高校     59.49 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 2 向山 ひより(3) 高校   1,03.85  2 長谷川 未来(2) 高校   1,05.30 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 赤穂高

 3 菅沼 菜摘(3) 高校   1,06.44  3 柏原 千夏(2) 高校   1,06.61 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 上伊那農高 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 上伊那農高

 4 熊谷 早恵(1) 高校   1,08.58  4 樋屋 彩(2) 高校   1,07.85 
ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那北高 ﾋｵｸ ｱﾔ 伊那北高

 5 髙橋  光(1) 高校   1,14.76  5 北原  寧々(1) 高校   1,08.89 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那弥生ヶ丘高 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高

 6 吉田  みさき(1) 高校   1,18.24  6 両角  あずさ(1) 高校   1,14.08 
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘高

   1 中山 美奈(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高       59.49 大会新   2   1
   2 橋爪 郁未(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,02.80   1   1
   3 向山 ひより(3) 高校 上伊那農高     1,03.85   1   2
   4 長谷川 未来(2) 高校 赤穂高     1,05.30   2   2
   5 菅沼 菜摘(3) 高校 上伊那農高     1,06.44   1   3
   6 柏原 千夏(2) 高校 上伊那農高     1,06.61   2   3
   7 樋屋 彩(2) 高校 伊那北高     1,07.85   2   4
   8 熊谷 早恵(1) 高校 伊那北高     1,08.58   1   4
   9 北原  寧々(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,08.89   2   5
  10 両角  あずさ(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,14.08   2   6
  11 髙橋  光(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,14.76   1   5
  12 吉田  みさき(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,18.24   1   6

女子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5   314

6   236

4   235

8   275

3   297

7   300

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   312

大会新
3   344

7   242

5   288

8   298

6   299

女子

４００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
  312
  314

  298
  299
  297
  300

  236
  344
  235
  242
  288
  275



決勝 8月30日 12:50

大会新(GR)        2,22.47

[ 1組] [ 2組]

 1 堀内 智加(2) 高校   2,36.38  1 滝澤 朱莉(1) 中学   2,36.85 
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 赤穂高 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｶﾘ 駒ヶ根東中

 2 高橋 凜(2) 中学   2,38.18  2 黒田 琴音(1) 高校   2,39.75 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 赤穂中 ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 伊那西高

 3 宮澤 紅葉(2) 中学   2,42.33  3 木下 利奈(1) 中学   2,46.53 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野中 ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 赤穂中

 4 酒井 萌々香(1) 中学   2,42.97  4 中原 彩絵(1) 中学   2,47.39 
ｻｶｲ ﾓﾓｶ 赤穂中 ﾅｶﾊﾗ ｻｴ 春富中

 5 寺門 萌々花(2) 中学   2,47.15  5 畠山 陽南(2) 中学   2,56.20 
ﾃﾗｶﾄﾞ ﾓﾓｶ 宮田中 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾅ 宮田中

 6 中村 ななみ(1) 高校   2,47.20  6 宮澤 ゆめみ(2) 中学   2,57.17 
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾐ 伊那西高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕﾒﾐ 辰野中

 7 小林 香絵(1) 中学   2,48.92  7 南部 和(1) 中学   2,58.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 駒ヶ根東中 ﾅﾝﾌﾞ ﾅｺﾞﾐ 伊那東部中

 8 松澤 椿皐(1) 中学   2,50.30  8 向山 亜美(2) 高校   2,58.63 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 伊那東部中 ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾐ 赤穂高

 9 唐澤 諒子(1) 中学   3,14.44  9 伊藤 菜央(1) 中学   3,02.93 
ｶﾗｻﾜ ﾘｺ 伊那東部中 ｲﾄｳ ﾅｵ 南箕輪中

   1 堀内 智加(2) 高校 赤穂高     2,36.38   1   1
   2 滝澤 朱莉(1) 中学 駒ヶ根東中     2,36.85   2   1
   3 高橋 凜(2) 中学 赤穂中     2,38.18   1   2
   4 黒田 琴音(1) 高校 伊那西高     2,39.75   2   2
   5 宮澤 紅葉(2) 中学 辰野中     2,42.33   1   3
   6 酒井 萌々香(1) 中学 赤穂中     2,42.97   1   4
   7 木下 利奈(1) 中学 赤穂中     2,46.53   2   3
   8 寺門 萌々花(2) 中学 宮田中     2,47.15   1   5
   9 中村 ななみ(1) 高校 伊那西高     2,47.20   1   6
  10 中原 彩絵(1) 中学 春富中     2,47.39   2   4
  11 小林 香絵(1) 中学 駒ヶ根東中     2,48.92   1   7
  12 松澤 椿皐(1) 中学 伊那東部中     2,50.30   1   8
  13 畠山 陽南(2) 中学 宮田中     2,56.20   2   5
  14 宮澤 ゆめみ(2) 中学 辰野中     2,57.17   2   6
  15 南部 和(1) 中学 伊那東部中     2,58.51   2   7
  16 向山 亜美(2) 高校 赤穂高     2,58.63   2   8
  17 伊藤 菜央(1) 中学 南箕輪中     3,02.93   2   9
  18 唐澤 諒子(1) 中学 伊那東部中     3,14.44   1   9

女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

 8247

2   347

6  8238

3  8136

9  8198

8   327

順 No.

7  8256

5  7976

4

所属名 記録／備考
6  8251

1   325

4  8244

9  8179

7  8202

2  7972

8  8140

5   348

3  8057

女子

８００ｍ

1  8139

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
  347
 8251
 8238
  325
 7976
 8247
 8244
 8198

 8140
  348
 8057
 8139

  327
 8179
 8256
 8136
 8202
 7972



決勝 8月30日  9:15

大会新(GR)       10,24.07

 1 小原 茉莉(2) 中学  10,37.12 
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 赤穂中

 2 伊藤 美咲(2) 高校  10,47.36 
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那西高

 3 浦野 友里(1) 高校  10,47.74 
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 伊那西高

 4 下島 梨紗(3) 中学  10,58.74 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ヶ根東中

 5 唐澤 七瀬(3) 中学  11,22.86 
ｶﾗｻﾜ ﾅﾅｾ 箕輪中

 6 稲垣 和奏 中学  11,24.00 
ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 赤穂中

 7 小出 千夏(3) 中学  11,32.53 
ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中

 8 高倉 楓花(3) 中学  11,35.20 
ﾀｶｸﾗ ﾌｳｶ 箕輪中

 9 宮下 喜久美(3) 中学  11,39.80 
ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 駒ヶ根東中

10 瀧村 彩音(2) 中学  11,50.21 
ﾀｷﾑﾗ ｱﾔﾈ 駒ヶ根東中

11 長見 京華(3) 中学  11,53.80 
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 駒ヶ根東中

12 中林 知紗(3) 中学  12,00.15 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 箕輪中

13 日野 まほろ(2) 中学  12,00.36 
ﾋﾉ ﾏﾎﾛ 箕輪中

14 有賀 由紀恵(2) 中学  12,04.84 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷｴ 箕輪中

15 酒井 美優(2) 高校  12,21.40 
ｻｶｲ ﾐﾕ 伊那西高

16 清水 里彩子(2) 中学  12,21.85 
ｼﾐｽﾞ ﾘｻｺ 駒ヶ根東中

17 杉本 梨緒(1) 中学  12,57.60 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｵ 箕輪中

18 柘植 菜々子(3) 中学  13,28.32 
ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ 辰野中
佐藤 京都(1) 中学
ｻﾄｳ ｹｲﾄ 箕輪中
加藤 晴香(1) 高校
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 伊那西高
京澤 夏子(3) 中学
ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 赤穂中
上村 蓮花(2) 中学
ｶﾐﾑﾗ ﾚﾝｹﾞ 駒ヶ根東中

1515  8267 8267
欠場欠場

1010  8230 8230
欠場欠場

77   324  324
欠場欠場

44  7993 7993
欠場欠場

1818  7961 7961

1212  7995 7995

1919  8268 8268

99   336  336

1616  8021 8021

88  8012 8012

22  8001 8001

1111  8260 8260

1717  8269 8269

2121  8263 8263

1414  8005 8005

1313  8265 8265

2222  8241 8241

2020  8006 8006

33  8266 8266

55   321  321

11   335  335

66  8235 8235
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 8月30日 12:20

県新(KR)            13.81
大会新(GR)          16.06

風速 -3.5

 1 前田 花奈(2) 高校     16.74 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高
宮澤 希(1) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高

決勝 8月30日 12:10

県中学新(CR)        14.54
大会新(GR)          15.58

風速 -3.5

 1 垣内 鈴(2) 中学     18.00 
ｶｷｳﾁ ﾚｲ 箕輪中

 2 澁谷 果歩(2) 中学     20.02 
ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那東部中

 3 小池 美月(2) 中学     20.26 
ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ 赤穂中

 4 有賀 恵美(2) 中学     21.52 
ｱﾙｶﾞ ｴﾐ 箕輪中

 5 小田切 すずらん(中学     21.57 
ｺﾀｷﾞﾘ ｽｽﾞﾗﾝ 宮田中

女子

１００ｍＨ(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   296

5   273
欠場

中学女子

１００ｍＨ(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  8011

4  8129

5  8200

6  8239

3  8026



決勝 8月30日 12:00

県新(KR)             1.81
大会新(GR)           1.64

鈴木 みのり(2) 高校
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那北高
奥田 藍美(1) 高校
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 赤穂高
前田 花奈(2) 高校
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高
山口 はづき(1) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 伊那北高
渡邉 友香(2) 高校 記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 赤穂高

決勝 8月30日 12:00

県中学新(CR)         1.75
大会新(GR)           1.57

原 萌夏(2) 中学
ﾊﾗ ﾓｴｶ 伊那東部中
今井 歌乃(2) 中学
ｲﾏｲ ｶﾉ 箕輪中
上條 琴葉(2) 中学
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺﾄﾊ 伊那東部中
六波羅 璃菜(1) 中学 記録なし
ﾛｸﾊﾗ ﾘﾅ 伊那東部中
原 緋奈乃(1) 中学 記録なし
ﾊﾗ ﾋﾅﾉ 伊那東部中
宮嶋 杏(1) 中学 記録なし
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾝ 辰野中
塩原 美里(3) 中学 欠場
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 高瀬中

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m30 1m35 備考1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55 1m58
1 5   287

- - - - - - O XXO XXX  1.55

2 4   351
- - - O O XXO XXX  1.45

3 3   296
- - - O XXO XXX  1.40

4 2   274
- O XO XXX  1.30

1   345
- XXX

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 記録 備考
1 6  8135

O O XO XO XXX  1.35

2 5  8020
O O O XXX  1.30

3 4  8137
O O XXO XXX  1.30

1  8144
XXX

2  8141
XXX

3  7983
XXX

7  6757



決勝 8月30日  9:00

大会新(GR)           3.80

田中 真彩(2) 高校
ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那北高
田中 志野(2) 中学
ﾀﾅｶ ｼﾉ 伊那東部中
飯島 葵(2) 中学 記録なし
ｲｲｼﾞﾏ ｱｵｲ 伊那東部中
山田 都子(2) 中学 欠場
ﾔﾏﾀ ﾞﾐﾔｺ 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 記録2m40 2m50 備考2m20 2m30 2m60 2m70 2m80 2m90
1 4   286

O - XXO - O - XXX  2.60

2 2  8131
O XXO XXX  2.30

3  8126
XXX

1  8128



決勝 8月30日  9:00

県新(KR)             6.41
大会新(GR)           5.71

西村 千明(3) 高校   5.20   3.23   5.06    X   5.51   5.60    5.60 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高   +3.6   +1.8   +2.8   +1.6   +1.4    +1.4
酒井 珠良(3) 高校   4.81   4.68   4.96   4.95    X   4.99    4.99 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農高   +1.1   +2.5   +1.2   +0.9   +0.5    +0.5
関 理帆(2) 高校   4.61   4.61    X   4.55   4.69   4.33    4.69 
ｾｷ ﾘﾎ 赤穂高   +2.7   +3.1   +1.3   +1.5   +0.4    +1.5
守屋 綺乃(2) 高校   3.95   2.63   3.94    X   4.14   3.94    4.14 
ﾓﾘﾔ ｱﾔﾉ 伊那西高   +0.5   +2.1   +2.0   +0.2   +0.9    +0.2
山口 はづき(1) 高校   3.65    X   3.88    X    X   4.12    4.12 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 伊那北高   +0.2   +2.2   +1.5    +1.5
小牧 真衣(1) 高校    X   3.26   3.56   3.76   3.70   3.41    3.76 
ｺﾏｷ ﾏｲ 赤穂高   +3.5   +3.3   +2.3   +1.3   +1.4    +2.3
宮澤 希(1) 高校 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高

決勝 8月30日  9:00

県中学新(CR)         5.73
大会新(GR)           5.13

北岡 依生希(1) 中学    X    X   4.63   4.90    X    X    4.90 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中   +2.4   +0.8    +0.8
加藤 ほのか(2) 中学   4.27   4.39   4.15   4.21   4.36   4.24    4.39 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 箕輪中   +1.2   +3.7   +3.1   +1.8   +0.5   +0.9    +3.7
那須野 りさ子(2) 中学   4.07   4.13    X   4.03    X    X    4.13 
ﾅｽﾉ ﾘｻｺ 伊那東部中   +2.6   +3.7   +0.9    +3.7
中村 凜(2) 中学   3.92    X    X    X   4.05    X    4.05 
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ 辰野中   +5.5   +1.2    +1.2
中村 純子(2) 中学   3.75    X   3.64   3.51   4.03   3.82    4.03 
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 辰野中   +1.7   +2.7    0.0   +1.9   +0.5    +1.9
氣賀澤 杏香(1) 中学   3.41   3.73   3.76    X   2.94   3.91    3.91 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 赤穂中   +3.3   +1.3   +2.6   +1.2   +0.7    +0.7
長田 鼓美(1) 中学   2.99   3.89   3.12   3.39   3.64   3.60    3.89 
ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 辰野中   +1.2   +3.8   +2.4   +0.5   +1.2    0.0    +3.8
小田切 すずらん(2)中学   3.69   3.53   3.43   3.49   3.59   3.62    3.69 
ｺﾀｷﾞﾘ ｽｽﾞﾗﾝ 宮田中   +3.3   +1.6   +1.3   +1.1   +1.6   +1.1    +3.3
荒木 美海(2) 中学    X    X   3.64    3.64 
ｱﾗｷ ﾐｳ 辰野中   +1.1    +1.1
村上 晴香(2) 中学   3.63   3.59    X    3.63 
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 辰野中   +2.9   +3.5    +2.9
戸枝 恵依(1) 中学    X   3.59   3.59    3.59 
ﾄｴﾀﾞ ｹｲ 駒ヶ根東中   +2.3   +2.0    +2.3
上田 陽菜(2) 中学    X   3.56   3.52    3.56 
ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ 南箕輪中   +5.4   +3.8    +5.4
有賀 希々花(2) 中学    X   3.55    X    3.55 
ｱﾙｶﾞ ﾉﾉｶ 宮田中   +1.9    +1.9
平島 麻衣(2) 中学   3.46   3.37   3.10    3.46 
ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ 南箕輪中   +2.3   +2.2   +1.6    +2.3
吉野 直歩(2) 中学    X   3.40   3.17    3.40 
ﾖｼﾉ ﾅｵ 春富中   +1.2   +1.8    +1.2
栗林 優実(1) 中学   3.11   3.08   2.94    3.11 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾐ 宮田中   +1.7   +0.9   +0.3    +1.7
春日 如乃(1) 中学   2.60   3.01   2.62    3.01 
ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂中   +3.2   +2.4   +1.8    +2.4
熊谷 真歩(1) 中学   2.73    X   2.62    2.73 
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ 赤穂中   +1.4   +1.0    +1.4
中城 美佳(1) 中学    X    X    X
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ 駒ヶ根東中
松村 美咲(1) 中学 欠場
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｻｷ 赤穂中

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 7   268

-5-

2 6   238

3 2   346

4 4   322

5 5   274

6 1   355

3   273

中学女子

走幅跳

決勝

-5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考
1 18  8143

2 19  8022

-2- -3- -4-

3 20  8133

4 13  7970

5 15  7974

6 2  8220

7 11  7980

8 16  8200

9 9  7977

10 17  7975

11 3  8257

12 12  8054

13 14  8197

14 10  8953

15 5  8166

16 1  8203

17 8  8248

18 6  8249

19 7  8264

4  8222



決勝 8月30日  9:00

県新(KR)            13.70
大会新(GR)          10.98

細井 友香(2) 高校
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
小野 智子 一般
ｵﾉ ﾄﾓｺ 上伊那郡陸協
宮澤 あかね(1) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ 伊那西高

決勝 8月30日  9:00

県中学新(CR)        13.49
大会新(GR)          11.64

吉川 つづり(3) 中学
ｷｯｶﾜ ﾂﾂﾞﾘ 南箕輪中
高山 梨帆(2) 中学
ﾀｶﾔﾏ ﾘﾎ 箕輪中
松下 楓果(2) 中学
ﾏﾂｼﾀ ﾌｳｶ 辰野中
溝尾 茉優(1) 中学
ﾐｿﾞｵ ﾏﾕ 辰野中
若林 咲理菜(2) 中学
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 箕輪中
笹尾 美宙(2) 中学
ｻｻｵ ﾐｿﾗ 宮田中
武居 梓(2) 中学
ﾀｹｲ ｱｽﾞｻ 宮田中

  O   O   O   7.38 

  O   O   O   8.11 

3 1   328
 7.38   O   O

  O   O 10.25  10.25 

2 2   102
  O  8.11   O

1 3   334
  O 10.07   O

-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-

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 7  8049

 9.42   O   X   O  9.71   O   9.71 

2 6  8014
  O   O  8.84   O   O   O   8.84 

3 5  7971
 7.66   O   O   O   O   O   7.66 

4 3  7984
  X  5.90   X   O  6.04   O   6.04 

5 4  8025
  O   O  5.94   O   O   O   5.94 

6 2  8196
  X   O  4.71

7 1  8201
  O   O  4.64   O   O   O   4.64 

  O   O   O   4.71 



決勝 8月30日 11:15

県新(KR)            45.73
大会新(GR)          38.90

細井 友香(2) 高校
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
北原 遥香(2) 高校
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農高
宮澤 あかね(1) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ 伊那西高
酒井 麗(2) 高校
ｻｶｲ ﾚｲ 伊那西高

 17.15   O   O   O

  O 20.14   X  20.14 

4 1   323
  X   O 17.15

  O   X 23.85  23.85 

3 2   328
  O 20.05   O

  X   X   X  26.16 

2 3   240
  O   X 21.34

1 4   334
  X 26.16   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 8月30日 13:00

県新(KR)            57.17
大会新(GR)          40.46

吉田  みさき(1) 高校
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高
向山 ひより(3) 高校
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農高
向山 ますみ 高校
ﾑｶｲﾔﾏ ﾏｽﾐ 上伊那郡陸協
本田 梨音(1) 高校
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｵﾝ 赤穂高
北原 凪紗(1) 高校 欠場
ｷﾀﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 赤穂高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 5   300

  O 34.80   O   O   O   O  34.80 

2 4   236
  O   O 31.30   O   O   O  31.30 

3 3   101
24.42   O   O   O 24.73   O  24.73 

4 2   350
  X 17.58   O

1   352

  O   O   O  17.58 



決勝 8月30日 14:30

県新(KR)            47.82
大会新(GR)          51.82

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 伊那弥生ヶ丘高   296 前田 花奈(2)     51.07 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 大会新
  314 橋爪 郁未(3)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
  298 北原  寧々(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
  312 中山 美奈(3)

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
 2   3 上伊那農高   235 菅沼 菜摘(3)     53.05 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ
  236 向山 ひより(3)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ
  242 柏原 千夏(2)

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ
  238 酒井 珠良(3)

ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ
 3   2 赤穂高   354 氣賀澤 柚希(1)     53.84 

ｱｶﾎｺｳ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
  349 江崎 奈美(2)

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ
  353 朝日 りおん(1)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
  344 長谷川 未来(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ
 4   5 伊那北高   288 樋屋 彩(2)     54.24 

ｲﾅｷﾀｺｳ ﾋｵｸ ｱﾔ
  287 鈴木 みのり(2)

ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ
  274 山口 はづき(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ
  275 熊谷 早恵(1)

ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ
  4 伊那西高   329 清水 詩乃(1)

ｲﾅﾆｼｺｳ ｼﾐｽﾞ ｼﾉ 失格
  333 萩原 美空(1)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ
  334 細井 友香(2)

ﾎｿｲ ﾕｳｶ
  330 伯耆原 由花(3)

ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ

女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 8月30日 14:20

県中学新(CR)        48.17
大会新(GR)          52.66

[ 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 箕輪中(B)  8024 北原 きらら(2)     57.12  1   7 伊那東部中(A)  8133 那須野 りさ子(2)     53.54 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾅｽﾉ ﾘｻｺ
 7990 宮澤 佳蓮(1)  8130 友田 有紀(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾚﾝ ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
 8020 今井 歌乃(2)  8129 澁谷 果歩(2)

ｲﾏｲ ｶﾉ ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ
 8019 木村 果蓮(2)  8143 北岡 依生希(1)

ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ
 2   7 南箕輪中  8055 有賀 萌奈(1)     57.18  2   2 赤穂中(A)  8245 森脇 涼羽(1)     54.66 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ ｱｶﾎﾁｭｳA ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
 8056 伊藤 花音(1)  8237 唐澤 花実(2)

ｲﾄｳ ﾊﾉﾝ ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
 8054 上田 陽菜(2)  8236 中嶋 杏彩(2)

ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ
 8053 平島 麻衣(2)  8233 唐澤 純夏(2)

ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ
 3   8 辰野中  7978 北原 果林(2)     59.15  3   5 箕輪中(A)  8022 加藤 ほのか(2)     55.34 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ｶﾘﾝ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
 7975 村上 晴香(2)  8018 林 知世(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ ﾊﾔｼ ﾁｾ
 7977 荒木 美海(2)  8017 小山 礼華(2)

ｱﾗｷ ﾐｳ ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
 7974 中村 純子(2)  8023 加藤 こころ(2)

ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ ｶﾄｳ ｺｺﾛ
 4   2 宮田中  8203 栗林 優実(1)   1,00.87  4   3 春富中(A)  8162 小牧 理瑛(1)     56.80 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾐ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳA ｺﾏｷ ﾘｴ
 8199 小田切 彩乃(2)  8165 小松 葉月(2)

ｺﾀｷﾞﾘ ｱﾔﾉ ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ
 8200 小田切 すずらん(2)  8160 大前 歌音(1)

ｺﾀｷﾞﾘ ｽｽﾞﾗﾝ ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
 8195 後藤 優月(2)  8180 星野 陽花里(1)

ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ ﾎｼﾉ  ﾋｶﾘ
 5   4 箕輪中(C)  8011 垣内 鈴(2)   1,01.14  5   6 駒ヶ根東中  8257 戸枝 恵依(1)     58.00 

ﾐﾉﾜﾁｭｳC ｶｷｳﾁ ﾚｲ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾄｴﾀﾞ ｹｲ
 8014 髙山 梨帆(2)  8253 竹村 彩也香(1)

ﾀｶﾔﾏ ﾘﾎ ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ
 8025 若林 咲理菜(2)  8264 中城 美佳(1)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ
 8013 赤羽 稀帆(2)  8272 原 花織(2)

ｱｶﾊﾈ ｷﾎ ﾊﾗ ｶｵﾘ
 6   5 伊那東部中(B)  8142 掛野 ゆき(1)   1,01.37  6   4 赤穂中(C)  8239 小池 美月(2)     59.44 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｶｹﾉ ﾕｷ ｱｶﾎﾁｭｳC ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ
 8131 田中 志野(2)  8240 小倉 心音(2)

ﾀﾅｶ ｼﾉ ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ
 8132 北原 さくら(2)  8234 鈴木 舞夏(2)

ｷﾀﾊﾗ ｻｸﾗ ｽｽﾞｷ ﾏﾅ
 8125 渡邊 琴音(2)  8220 氣賀澤 杏香(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
 7   3 赤穂中(B)  8243 眞田 華香(1)   1,01.71 

ｱｶﾎﾁｭｳB ｻﾅﾀﾞ ﾊﾅｶ
 8221 鈴木 夏知花(1)

ｽｽﾞｷ ﾅﾁｶ
 8249 熊谷 真歩(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ
 8242 木下 愛梨(1)

ｷﾉｼﾀ ｱｲﾘ

中学女子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 伊那東部中(A)     53.54 那須野 りさ子( 友田 有紀(2) 澁谷 果歩(2) 北岡 依生希(1)   2   1
   2 赤穂中(A)     54.66 森脇 涼羽(1) 唐澤 花実(2) 中嶋 杏彩(2) 唐澤 純夏(2)   2   2
   3 箕輪中(A)     55.34 加藤 ほのか(2) 林 知世(2) 小山 礼華(2) 加藤 こころ(2)   2   3
   4 春富中(A)     56.80 小牧 理瑛(1) 小松 葉月(2) 大前 歌音(1) 星野 陽花里(1)   2   4
   5 箕輪中(B)     57.12 北原 きらら(2) 宮澤 佳蓮(1) 今井 歌乃(2) 木村 果蓮(2)   1   1
   6 南箕輪中     57.18 有賀 萌奈(1) 伊藤 花音(1) 上田 陽菜(2) 平島 麻衣(2)   1   2
   7 駒ヶ根東中     58.00 戸枝 恵依(1) 竹村 彩也香(1) 中城 美佳(1) 原 花織(2)   2   5
   8 辰野中     59.15 北原 果林(2) 村上 晴香(2) 荒木 美海(2) 中村 純子(2)   1   3
   9 赤穂中(C)     59.44 小池 美月(2) 小倉 心音(2) 鈴木 舞夏(2) 氣賀澤 杏香(1)   2   6
  10 宮田中   1,00.87 栗林 優実(1) 小田切 彩乃(2) 小田切 すずらん後藤 優月(2)   1   4
  11 箕輪中(C)   1,01.14 垣内 鈴(2) 髙山 梨帆(2) 若林 咲理菜(2) 赤羽 稀帆(2)   1   5
  12 伊那東部中(B)   1,01.37 掛野 ゆき(1) 田中 志野(2) 北原 さくら(2) 渡邊 琴音(2)   1   6
  13 赤穂中(B)   1,01.71 眞田 華香(1) 鈴木 夏知花(1) 熊谷 真歩(1) 木下 愛梨(1)   1   7

ｵｰﾀﾞｰ1

中学女子

４×１００ｍＲ
タイムレース
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