
 

 大会コード 16202002 

 

平成２８年度 南信高等学校総合体育大会陸上競技大会 

 記録集 
 

 

期 日 ： 平成 28 年 5 月 13 日（金）、14 日（土）、15 日（日） 

主 催 ： (一財)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 ： 城田 忠承（トラック）、北沢 豊治（フィールド） 

記録主任： 田中 聡 

 

■ 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 

5/13 男子 ハンマー投げ 決勝 40m93 奥垣内 崇史 男 東海大諏訪(2) 39m82 大会新

5/14 女子 4×100mR 決勝 48”61
今井・臼井 
小林・菅沼 

女 東海大諏訪 48”84 大会新

5/14 男子 八種競技 決勝 5156 点 荻原 勇吹 男 諏訪二葉(3) 4941 点 大会新

5/15 女子 七種競技 決勝 4012 点 前田 花奈 女 伊那弥生ヶ丘(3) 3767 点 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 ％ 

5 月 13 日 

10:00 晴れ 西南西 1.8 24.0 46.0 

11:00 晴れ 西 2.1 24.5 43.0 

12:00 晴れ 西 2.0 25.5 41.0 

13:00 晴れ 南西 2.2 26.0 42.0 

14:00 晴れ 南 2.1 27.0 43.0 

15:00 晴れ 南 2.1 27.0 43.0 

16:00 晴れ 南西 3.4 26.5 43.0 

月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 

5 月 14 日 

9:30 曇り 北東 2.2 27.5 43.0 

10:00 曇り 北東 1.5 27.5 32.0 

11:00 晴れ 東北東 2.4 28.0 33.0 

12:00 晴れ 北 0.8 29.0 35.0 

13:00 晴れ 北東 2.5 29.0 35.0 

14:00 晴れ 北東 1.8 29.0 35.0 

15:00 晴れ 北東 1.8 28.5 33.0 

月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 

5 月 15 日 

9:30 曇り 南 1.1 24.0 46.0 

10:00 晴れ 南東 1.1 25.0 44.0 

11:00 晴れ 東南東 1.1 26.0 42.0 

12:00 晴れ 南東 2.0 26.0 45.0 

13:00 晴れ 南 2.0 25.5 41.0 

14:00 晴れ 南南東 1.5 26.0 49.0 

 



平成28年度南信高等学校総合体育大会陸上競技大会
　　主催：南信高等学校体育連盟・長野陸上競技協会
　　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
(GR:大会新) 女  子 【競技場】202030  伊那市陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/14 女子  +0.8菅沼 美風(2) 12.65 今井 希生(1) 12.79 北原  寧々(2) 12.91 廣瀬 澄玲(3) 12.92 上原 千夏(3) 13.18 宮澤 歩(1) 13.20 江崎 奈美(3) 13.31 河野 恵理子(3) 13.44

１００ｍ 東海大諏訪 東海大諏訪 伊那弥生ヶ丘 諏訪二葉 松川 諏訪二葉 赤穂 伊那北
05/15  -3.4臼井 美紅(2) 25.67 菅沼 美風(2) 25.97 小林 叶音(1) 26.31 宮澤 希(2) 26.87 廣瀬 澄玲(3) 27.11 北原  寧々(2) 27.14 宮澤 風香(2) 27.36 金森 佑奈(1) 27.53

２００ｍ 東海大諏訪 東海大諏訪 東海大諏訪 伊那北 諏訪二葉 伊那弥生ヶ丘 飯田風越 伊那北
05/13 臼井 美紅(2) 1,00.10 加賀見 麻里(3) 1,01.26 上原 千夏(3) 1,01.35 廣瀬 澄玲(3) 1,01.35 髙見 李那(3) 1,02.47 金森 佑奈(1) 1,03.46 宮本 菜央(3) 1,03.77 熊谷 早恵(2) 1,05.26

４００ｍ 東海大諏訪 下諏訪向陽 松川 諏訪二葉 諏訪二葉 伊那北 下諏訪向陽 伊那北
05/15 藤岡 緩奈(1) 2,19.40 竹村 瑞香(3) 2,21.38 桜井 菜緒(3) 2,28.22 宮坂 万理(2) 2,29.60 加賀見 麻里(3) 2,30.63 河原 里紗(3) 2,33.56 原田 未朱(1) 2,33.61 堀内 智加(3) 2,34.17

８００ｍ 東海大諏訪 東海大諏訪 飯田風越 諏訪清陵 下諏訪向陽 諏訪二葉 松川 赤穂
05/13 竹村 瑞香(3) 4,49.86 永山 実来(3) 4,53.67 藤岡 緩奈(1) 4,56.14 田中 杏子(3) 4,59.49 浦野 友里(2) 4,59.95 上原 舞(3) 5,00.16 高橋 未来(3) 5,00.30 桜井 菜緒(3) 5,04.38

１５００ｍ 東海大諏訪 飯田 東海大諏訪 諏訪二葉 伊那西 諏訪清陵 上伊那農 飯田風越
05/15 高橋 未来(3) 10,33.32 竹内 優花(3) 10,33.36 浦野 友里(2) 10,39.51 上原 舞(3) 10,46.81 永山 実来(3) 10,52.35 小池 七海(2) 11,02.00 三村 杏佑夏(2) 11,03.83 田中 杏子(3) 11,06.56

３０００ｍ 上伊那農 東海大諏訪 伊那西 諏訪清陵 飯田 諏訪二葉 諏訪二葉 諏訪二葉
05/13  -2.8前田 花奈(3) 15.50 宮澤 希(2) 15.61 樋屋 彩(3) 17.25 宮崎 真衣奈(3) 17.31 中島 瑠衣(1) 17.95 池戸 日彩(2) 18.14 池田 好(3) 18.50 榊山 莉帆(3) 18.96

100mH(0.838m) 伊那弥生ヶ丘 伊那北 伊那北 飯田風越 諏訪二葉 飯田女子 諏訪実 飯田女子
05/14 髙見 李那(3) 1,08.89 高橋 結子(2) 1,09.87 宮澤 風香(2) 1,11.19 中澤 毬乃(2) 1,11.77 長谷川 未来(3) 1,11.85 野崎 優奈(2) 1,13.07 樋屋 彩(3) 1,14.16 石見 彩音(2) 1,14.88

400mH(0.762m) 諏訪二葉 諏訪二葉 飯田風越 下諏訪向陽 赤穂 飯田風越 伊那北 下諏訪向陽
05/13 片桐 さくら(3) 30,06.79 平澤 優佳(1) 31,49.50

５０００ｍＷ 飯田女子 松川
05/15 鈴木 みのり(3) 1.67 奥田 藍美(2) 1.52 北原 沙希(1) 1.49 樋口 朋果(3) 1.46 村松 明日見(3) 1.46 齊藤 由佳(1) 1.43 百瀬 早姫(1) 1.35 伊藤 結菜(1) 1.35

走高跳 伊那北 赤穂 飯田風越 岡谷東 飯田 飯田 下諏訪向陽 諏訪清陵
05/14 加賀見 麻里(3) 2.80

棒高跳 下諏訪向陽
05/13 長澤 妙(3) 5.54(+4.1) 宮澤 歩(1) 5.32(+5.4) 宮崎真衣奈(3)5.09(+3.1) 関 理帆(3) 5.09(+3.3) 石見 彩音(2) 5.00(+3.2) 髙見 李那(3) 4.88(+3.1) 篠原 舞(2) 4.84(+3.4) 深江 愛美(2) 4.79(+2.3)

走幅跳 諏訪清陵 諏訪二葉 飯田風越 赤穂 下諏訪向陽 諏訪二葉 岡谷南 諏訪二葉
05/14 細井 友香(3) 10.56 金子 真菜(1) 8.99 竹内 乃亜(2) 8.17 北原 遥香(3) 8.07 吉田  みさき(2) 7.79 岩崎 紗佑美(3) 6.11 北原 沙希(1) 5.15 仲田 ほの(1) 4.62

砲丸投 伊那西 諏訪実 飯田女子 上伊那農 伊那弥生ヶ丘 阿南 飯田風越 飯田風越
05/15 北原 遥香(3) 28.87 細井 友香(3) 28.30 溝尾 里菜(3) 21.48 岩崎 紗佑美(3) 21.36 宮澤 あかね(2) 21.20 清水 希(2) 19.63 酒井 麗(3) 18.68 金子 真菜(1) 17.82

円盤投 上伊那農 伊那西 岡谷東 阿南 伊那西 岡谷東 伊那西 諏訪実
05/13 吉田  みさき(2) 35.97 三澤 葵(3) 33.54 北野 緋菜(1) 30.35 細井 友香(3) 27.93 小池 雅絵(2) 23.94 小池 美穂(3) 23.76 桜井 菜緒(3) 21.58 酒井 茜(3) 19.85

やり投 伊那弥生ヶ丘 飯田 阿南 伊那西 下伊那農 下伊那農 飯田風越 赤穂
05/14 東海大諏訪       48.61 伊那北       50.69 諏訪二葉       51.86 赤穂       51.97 下諏訪向陽       52.43 飯田       52.78 諏訪清陵       53.13 飯田風越       53.24

４×１００ｍＲ 今井 希生(1) GR 熊谷 早恵(2) 廣瀬 澄玲(3) 氣賀澤 柚希(2) 西山 幸花(2) 小椋 万柚(2) 唐澤 季里(3) 野崎 優奈(2)
臼井 美紅(2) 河野 恵理子(3) 髙見 李那(3) 江崎 奈美(3) 宮本 菜央(3) 齊藤 由佳(1) 名取 奈々海(2) 宮崎 真衣奈(3)
小林 叶音(1) 鈴木 みのり(3) 深江 愛美(2) 朝日 りおん(2) 石見 彩音(2) 三澤 葵(3) 川上 由華(2) 佐々木 果穂(2)
菅沼 美風(2) 宮澤 希(2) 宮澤 歩(1) 長谷川 未来(3) 加賀見 麻里(3) 村松 明日見(3) 長澤 妙(3) 宮澤 風香(2)

05/15 東海大諏訪     4,05.43 伊那北     4,09.64 下諏訪向陽     4,15.40 諏訪二葉     4,16.40 諏訪清陵     4,21.72 松川     4,22.80 飯田風越     4,23.19 赤穂     4,24.08
４×４００ｍＲ 菅沼 美風(2) 金森 佑奈(1) 中澤 毬乃(2) 廣瀬 澄玲(3) 唐澤 季里(3) 原田 未朱(1) 桜井 菜緒(3) 長谷川 未来(3)

臼井 美紅(2) 河野 恵理子(3) 宮本 菜央(3) 田中 杏子(3) 上原 舞(3) 牧野 明日香(1) 野崎 優奈(2) 堀内 智加(3)
竹村 瑞香(3) 熊谷 早恵(2) 石見 彩音(2) 高橋 結子(2) 宮坂 万理(2) 小池 碧桜(1) 森本 恵生(2) 朝日 りおん(2)
小林 叶音(1) 宮澤 希(2) 加賀見 麻里(3) 髙見 李那(3) 長澤 妙(3) 上原 千夏(3) 宮澤 風香(2) 氣賀澤 柚希(2)

05/15 前田 花奈(3) 4012 宮崎 真衣奈(3) 3559 三澤 葵(3) 3338
七種競技 伊那弥生ヶ丘 GR 飯田風越 飯田

東海大諏訪 96 諏訪二葉 76 飯田風越 50 伊那北 48 下諏訪向陽 43 伊那弥生ヶ丘 37 伊那西 36 飯田 34
対校得点

05/15 女子オープン 伊藤 絵夢(1) 9.92(+3.1)
三段跳 諏訪実

05/13 北原 遥香(3) 36.10
ﾊﾝﾏｰ投 上伊那農



予選 5月13日 15:40
準決勝 5月14日 11:00
決勝 5月14日 12:30

県高校新(KR)        12.03
大会新(GR)          12.44
南信新(AR)          12.16

[ 1組] 風速 -3.6 [ 2組] 風速 -3.1

 1 上原 千夏(3)     13.39 Q  1 宮澤 歩(1)     13.33 Q
ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 松川 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉

 2 川上 由華(2)     13.81 Q  2 江崎 奈美(3)     13.45 Q
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵 ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂

 3 松村 紫乃(1)     14.02 q  3 天野 悠美(1)     14.09 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越 ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 下諏訪向陽

 4 島岡 日和(1)     14.07 q  4 中島 夏美(2)     14.44 
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 諏訪実

 5 篠原 舞(2)     14.53  5 中山 ほのか(1)     15.00 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷南 ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 飯田女子

 6 戸枝 星(1)     15.48  6 山内 萌衣(1)     15.48 
ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ 赤穂 ﾔﾏｳﾁ ﾓｴ 飯田OIDE長姫
住吉 遥夏(2)  7 小平 紗矢香(2)     15.98 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 下伊那農 ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾔｶ 辰野
仁平 樹里(1)  8 小田切 美咲(1)     16.14 
ﾆﾍｲ ｼﾞｭﾘ 高遠 ｺﾀｷﾞﾘ ﾐｻｷ 伊那西

[ 3組] 風速 -1.8 [ 4組] 風速 -3.0

 1 北原  寧々(2)     13.35 Q  1 河野 恵理子(3)     13.56 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘 ｺｳﾉ ｴﾘｺ 伊那北

 2 牧野 明日香(1)     14.08 Q  2 村松 明日見(3)     13.75 Q
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川 ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田

 3 野崎 優奈(2)     14.09  3 徳竹 美友(1)     13.82 q
ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越 ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪

 4 熊谷 汐乃(1)     14.27  4 清水 詩乃(2)     14.87 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 飯田女子 ｼﾐｽﾞ ｼﾉ 伊那西

 5 山口 穂菜美(2)     14.88 朝日 りおん(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 下伊那農 ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂

 6 宮坂 彩夏(3)     15.00 深江 愛美(2)
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ 岡谷南 ﾌｶｴ ｱﾐ 諏訪二葉

 7 池上 葵(1)     15.26 山田 花菜(3)
ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那北 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 諏訪清陵

 8 平澤 優香(1)     15.91 
ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｶ 飯田OIDE長姫

[ 5組] 風速 -0.5 [ 6組] 風速 -2.3

 1 廣瀬 澄玲(3)     12.97 Q  1 菅沼 美風(2)     12.89 Q
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪

 2 今井 希生(1)     13.06 Q  2 長澤 妙(3)     13.75 Q
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 諏訪清陵

 3 石見 彩音(2)     13.88 q  3 小椋 万柚(2)     14.15 
ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽 ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田

 4 倉澤 まりあ(2)     14.20  4 両角  あずさ(2)     14.46 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ 下伊那農 ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘

 5 小林 紗耶加(1)     14.76  5 西山 幸花(2)     14.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上伊那農 ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 下諏訪向陽

 6 鎌倉 夏美(1)     15.86  6 五味 優花(1)     14.83 
ｶﾏｸﾗ ﾅﾂﾐ 伊那西 ｺﾞﾐ ﾕｳｶ 岡谷東
向山 弥那(1)  7 藤森 春陽(1)     16.30 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅ 高遠 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾋ 岡谷南
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1   446

8   437

ﾚｰﾝ No.
6   298

4   384

2   332

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

8   473

4   208

7    54

1   441

6   349

3   116

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
5    86

2   486
欠場

8   253

7   185

1   356

3   456

5   407

6  2051

女子

１００ｍ

予選 通過基準  6組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4   403



[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 +3.3

 1 菅沼 美風(2)     12.51 Q  1 今井 希生(1)     12.69 Q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪 ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪

 2 上原 千夏(3)     13.08 Q  2 北原  寧々(2)     12.79 Q
ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 松川 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘

 3 江崎 奈美(3)     13.08 Q  3 廣瀬 澄玲(3)     12.89 Q
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂 ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉

 4 宮澤 歩(1)     13.16 q  4 河野 恵理子(3)     13.17 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉 ｺｳﾉ ｴﾘｺ 伊那北

 5 村松 明日見(3)     13.34  5 石見 彩音(2)     13.46 
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田 ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽

 6 長澤 妙(3)     13.50  6 島岡 日和(1)     13.55 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 諏訪清陵 ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田

 7 徳竹 美友(1)     13.59  7 川上 由華(2)     13.61 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵

 8 松村 紫乃(1)     13.69  8 牧野 明日香(1)     13.81 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越 ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川

風速 +0.8

 1 菅沼 美風(2)     12.65 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪

 2 今井 希生(1)     12.79 
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪

 3 北原  寧々(2)     12.91 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘

 4 廣瀬 澄玲(3)     12.92 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉

 5 上原 千夏(3)     13.18 
ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 松川

 6 宮澤 歩(1)     13.20 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉

 7 江崎 奈美(3)     13.31 
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂

 8 河野 恵理子(3)     13.44 
ｺｳﾉ ｴﾘｺ 伊那北

8   349

1   272

4   403

2    86

6   298

7    97

3    29

5    33

8   384

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1   407

7  2051

4   272

2   135

6   298

3    97

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
5    33

No. 氏  名

7   418

8  2047

1   456

2    32

3   349

5    86

4    29

6   403

準決勝 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 記録／備考 所属名

女子

１００ｍ



予選 5月15日  9:30
準決勝 5月15日 11:25
決勝 5月15日 13:20

県高校新(KR)        24.72
大会新(GR)          25.43
南信新(AR)          25.08

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +0.6

 1 宮澤 希(2)      26.7  1 菅沼 美風(2)      26.7 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪

 2 廣瀬 澄玲(3)      27.4  2 金森 佑奈(1)      27.4 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北

 3 長谷川 未来(3)      28.2  3 氣賀澤 柚希(2)      27.6 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 赤穂 ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂

 4 牧野 明日香(1)      28.6  4 宮本 菜央(3)      28.1 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 下諏訪向陽

 5 柏原 千夏(3)      28.8  5 松村 紫乃(1)      29.1 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 上伊那農 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越

 6 宮坂 奏江(2)      30.1  6 篠原 舞(2)      29.6 
ﾐﾔｻｶ ｶﾈｴ 下諏訪向陽 ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷南
倉澤 まりあ(2)  7 小林 紗耶加(1)      30.0 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ 下伊那農 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上伊那農
山田 花菜(3) 中山 ほのか(1)
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 諏訪清陵 ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 飯田女子

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 -1.6

 1 小林 叶音(1)      26.6  1 臼井 美紅(2)      26.3 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪 ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪

 2 河野 恵理子(3)      27.3  2 北原  寧々(2)      27.7 
ｺｳﾉ ｴﾘｺ 伊那北 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘

 3 上原 千夏(3)      28.6  3 宮澤 風香(2)      27.9 
ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 松川 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越

 4 西山 幸花(2)      29.0  4 江崎 奈美(3)      28.0 
ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 下諏訪向陽 ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂

 5 野崎 優奈(2)      29.3  5 川上 由華(2)      29.3 
ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵

 6 髙橋  光(2)      29.8 井口 恵(2)
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那弥生ヶ丘 ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 下伊那農

 6 五味 優花(1)      29.8 熊谷 汐乃(1)
ｺﾞﾐ ﾕｳｶ 岡谷東 ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 飯田女子

 8 宮坂 彩夏(3)      30.3 
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ 岡谷南

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -2.0

 1 臼井 美紅(2)     26.04 Q  1 小林 叶音(1)     26.38 Q
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪

 2 宮澤 希(2)     27.01 Q  2 菅沼 美風(2)     26.73 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪

 3 北原  寧々(2)     27.39 Q  3 廣瀬 澄玲(3)     27.14 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘 ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉

 4 河野 恵理子(3)     27.40  4 宮澤 風香(2)     27.29 q
ｺｳﾉ ｴﾘｺ 伊那北 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越

 5 氣賀澤 柚希(2)     27.99  5 金森 佑奈(1)     27.32 q
ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北

 6 江崎 奈美(3)     28.42  6 長谷川 未来(3)     28.14 
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 赤穂

 7 柏原 千夏(3)     29.19  7 宮本 菜央(3)     28.37 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 上伊那農 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 下諏訪向陽
上原 千夏(3)  8 牧野 明日香(1)     28.65 
ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 松川 ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5   273

3    97

女子

２００ｍ

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考順

  134

6   344

7   384

2   483
欠場

4  2049

1   242

8

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
5    29

6   290

4   354

3   124

7   456

1   185

8   243

  441
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

欠場

3    31

6   272

2

2   297

4   403

1   133

6   298

5   138

7   446

氏  名 所属名 記録／備考
4    30

ﾚｰﾝ No.

3   447

5   349

7  2051

1   481
欠場

2   437
欠場

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

8   172

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5    30

4   273

3   298

6   272

7   354

2   349

1   242

8   403

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    31

3    29

4    97

8   447

6   290

7   344

1   124

2   384



風速 -3.4

 1 臼井 美紅(2)     25.67 
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪

 2 菅沼 美風(2)     25.97 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪

 3 小林 叶音(1)     26.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪

 4 宮澤 希(2)     26.87 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北

 5 廣瀬 澄玲(3)     27.11 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉

 6 北原  寧々(2)     27.14 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘

 7 宮澤 風香(2)     27.36 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越

 8 金森 佑奈(1)     27.53 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北

女子

２００ｍ
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    30

3    29

1   447

6    31

4   273

2   290

8    97

7   298



予選 5月13日 11:35
決勝 5月13日 14:50

県高校新(KR)        55.42
大会新(GR)          57.38
南信新(AR)          55.74

[ 1組] [ 2組]

 1 加賀見 麻里(3)   1,01.99 Q  1 上原 千夏(3)   1,02.14 Q
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽 ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 松川

 2 金森 佑奈(1)   1,03.17 Q  2 髙見 李那(3)   1,03.28 Q
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北 ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉

 3 宮澤 風香(2)   1,04.02  3 西山 幸花(2)   1,07.81 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越 ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 下諏訪向陽

 4 柏原 千夏(3)   1,04.60  4 佐々木 果穂(2)   1,08.97 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 上伊那農 ｻｻｷ ｶﾎ 飯田風越

 5 原田 未朱(1)   1,05.15  5 髙橋  光(2)   1,09.16 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那弥生ヶ丘

 6 高橋 結子(2)   1,05.61  6 池上 葵(1)   1,10.50 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 諏訪二葉 ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那北

 7 小椋 万柚(2)   1,07.03 朝日 りおん(2)
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田 ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂

 8 諏訪 春乃(2)   1,14.36 唐澤 季里(3)
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 諏訪清陵 ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 諏訪清陵

[ 3組]

 1 臼井 美紅(2)   1,02.07 Q
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪

 2 廣瀬 澄玲(3)   1,02.39 Q
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉

 3 宮本 菜央(3)   1,02.50 q
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 下諏訪向陽

 4 熊谷 早恵(2)   1,03.96 q
ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那北

 5 牧野 明日香(1)   1,05.44 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川

 6 氣賀澤 柚希(2)   1,05.95 
ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂

 7 両角  あずさ(2)   1,08.75 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘

 8 宮坂 彩夏(3)   1,10.98 
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ 岡谷南

 1 臼井 美紅(2)   1,00.10 
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪

 2 加賀見 麻里(3)   1,01.26 
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽

 3 上原 千夏(3)   1,01.35 
ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 松川

 4 廣瀬 澄玲(3)   1,01.35 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉

 5 髙見 李那(3)   1,02.47 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉

 6 金森 佑奈(1)   1,03.46 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北

 7 宮本 菜央(3)   1,03.77 
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 下諏訪向陽

 8 熊谷 早恵(2)   1,05.26 
ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那北

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4   123

6   290

女子

４００ｍ

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

順 ﾚｰﾝ

  103

3   447

2   242

1   410

8  2052

5   382

7

No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
4   403

3    98

2   133

7   449

5   297

8   292

1   353
欠場

6  2048
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    30

4    97

5   124

8   275

3   384

2   354

7   299

1   172

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    30

4   123

6   403

5    97

8    98

7   290

1   124

2   275



予選 5月14日 10:40
決勝 5月15日 13:00

県高校新(KR)      2,06.07
大会新(GR)        2,16.40
南信新(AR)        2,11.84

[ 1組] [ 2組]

 1 加賀見 麻里(3)   2,28.90 Q  1 竹村 瑞香(3)   2,21.75 Q
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽 ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大諏訪

 2 原田 未朱(1)   2,29.17 q  2 堀内 智加(3)   2,29.95 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川 ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 赤穂

 3 長見 京華(1)   2,30.32  3 三井 咲良(2)   2,30.94 
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 東海大諏訪 ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 諏訪清陵

 4 半田 永遠(1)   2,35.58  4 山岸 鈴加(3)   2,34.65 
ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 辰野 ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 飯田

 5 相良 琴美(2)   2,45.06  5 上原 萌花(2)   2,35.16 
ｻｶﾞﾗ ｺﾄﾐ 諏訪清陵 ｳｴﾊﾗ ﾓｴｶ 岡谷東

 6 向山 亜美(3)   2,55.89  6 木下 野乃花(3)   2,41.34 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾐ 赤穂 ｷﾉｼﾀ ﾉﾉｶ 諏訪二葉

 7 市川 優佳(1)   2,56.22 中林 知紗(1)
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｶ 伊那西 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 伊那北

 8 木下 菫(2)   3,17.98 
ｷﾉｼﾀ ｽﾐﾚ 飯田

[ 3組] [ 4組]

 1 藤岡 緩奈(1)   2,21.69 Q  1 河原 里紗(3)   2,31.50 Q
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪 ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 諏訪二葉

 2 桜井 菜緒(3)   2,28.00 q  2 黒田 琴音(2)   2,35.34 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越 ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 伊那西

 3 宮坂 万理(2)   2,28.00 q  3 京澤 夏子(1)   2,37.26 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 諏訪清陵 ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北

 4 小林 茉由(1)   2,55.50  4 仲田 ほの(1)   2,43.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 岡谷東 ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越

 5 中村 ななみ(2)   2,58.02  5 篠田 萌(1)   2,44.26 
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾐ 伊那西 ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 飯田

 6 小平 紗矢香(2)   3,14.50 小池 碧桜(1)
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾔｶ 辰野 ｺｲｹ ﾐｵ 松川
若狹 藍子(1) 田中 里奈(1)
ﾜｶｻ ｱｲｺ 下諏訪向陽 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 下諏訪向陽

 1 藤岡 緩奈(1)   2,19.40 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪

 2 竹村 瑞香(3)   2,21.38 
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大諏訪

 3 桜井 菜緒(3)   2,28.22 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越

 4 宮坂 万理(2)   2,29.60 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 諏訪清陵

 5 加賀見 麻里(3)   2,30.63 
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽

 6 河原 里紗(3)   2,33.56 
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 諏訪二葉

 7 原田 未朱(1)   2,33.61 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川

 8 堀内 智加(3)   2,34.17 
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 赤穂

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5   123

3   382

女子

８００ｍ

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

記録／備考
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6    36

4   209

7   330

2   411

8  2055

1

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
6    27

4   347

5  2053

3   413

8   146

7   102

2   293
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    35

3   468

8   208

5  2056

2   139

4   120
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

4   325

7   327

氏  名 所属名 記録／備考
5   101

6   291

8   459

7   409

2   383
欠場

3   118
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    35

6    27

8   468

7  2056

4   123

5   101

2   382

1   347



予選 5月13日 10:25
決勝 5月13日 15:20

県高校新(KR)      4,19.98
大会新(GR)        4,42.48
南信新(AR)        4,22.18

[ 1組] [ 2組]

 1 上原 舞(3)   5,04.37 Q  1 竹村 瑞香(3)   4,53.43 Q
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 諏訪清陵 ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大諏訪

 2 高橋 未来(3)   5,04.42 Q  2 浦野 友里(2)   4,59.29 Q
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 上伊那農 ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 伊那西

 3 永山 実来(3)   5,04.52 Q  3 田中 杏子(3)   5,06.95 Q
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 飯田 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 諏訪二葉

 4 藤岡 緩奈(1)   5,04.57 Q  4 長見 京華(1)   5,08.78 Q
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪 ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 東海大諏訪

 5 伊藤 美咲(3)   5,04.58 Q  5 宮坂 万理(2)   5,13.12 Q
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那西 ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 諏訪清陵

 6 桜井 菜緒(3)   5,04.90 q  6 三村 杏佑夏(2)   5,14.11 q
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越 ﾐﾑﾗｱﾕｶ 諏訪二葉

 7 堀内 智加(3)   5,17.86  7 山岸 鈴加(3)   5,19.33 
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 赤穂 ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 飯田

 8 三井 咲良(2)   5,28.76  8 京澤 夏子(1)   5,23.12 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 諏訪清陵 ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北

 9 半田 永遠(1)   5,33.29  9 酒井 美優(3)   5,27.98 
ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 辰野 ｻｶｲ ﾐﾕ 伊那西

10 森本 恵生(2)   5,37.99 10 仲田 ほの(1)   5,30.40 
ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ 飯田風越 ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越

11 小池 碧桜(1)   5,44.04 11 小出 千夏(1)   5,39.05 
ｺｲｹ ﾐｵ 松川 ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 赤穂

12 伊藤 梢(2)   6,12.83 12 座光寺 未来(2)   5,50.38 
ｲﾄｳ ｺｽﾞｴ 飯田女子 ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 飯田女子
若狹 藍子(1) 13 小林 茉由(1)   6,08.99 
ﾜｶｻ ｱｲｺ 下諏訪向陽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 岡谷東
小池 七海(2) 高倉 風花(1)
ｺｲｹ ﾅﾅﾐ 諏訪二葉 ﾀｶｸﾗ ﾌｳｶ 上伊那農
中林 知紗(1) 田中 里奈(1)
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 伊那北 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 下諏訪向陽

 1 竹村 瑞香(3)   4,49.86 
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大諏訪

 2 永山 実来(3)   4,53.67 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 飯田

 3 藤岡 緩奈(1)   4,56.14 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪

 4 田中 杏子(3)   4,59.49 
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 諏訪二葉

 5 浦野 友里(2)   4,59.95 
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 伊那西

 6 上原 舞(3)   5,00.16 
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 諏訪清陵

 7 高橋 未来(3)   5,00.30 
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 上伊那農

 8 桜井 菜緒(3)   5,04.38 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越

 9 宮坂 万理(2)   5,07.94 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 諏訪清陵

10 三村 杏佑夏(2)   5,09.60 
ﾐﾑﾗｱﾕｶ 諏訪二葉

11 伊藤 美咲(3)   5,09.91 
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那西

12 長見 京華(1)   5,12.95 
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 東海大諏訪

6   335

4    36

8  2056

2   108

12   241

5   468

11   321

10  2046

9    35

1   100

3    27

7   416

欠場

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

10   244
欠場

15   118

14   444

1   139

13   459

12   355

11   291

3   336

6   108

2   413

5    36

4  2056

7   321

8   100

No. 氏  名 所属名 記録／備考
9    27

欠場
15   293

欠場

順

3   120
欠場

9   106

11   383

1   442

2   209

13   448

4   347

14  2053

12   335

5   468

10   416

7    35

記録／備考
8  2046

6   241

女子

１５００ｍ

予選 通過基準  2組  5着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名



決勝 5月15日 11:05

県高校新(KR)      9,11.58
大会新(GR)        9,47.30
南信新(AR)        9,16.29

 1 高橋 未来(3)  10,33.32 
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 上伊那農

 2 竹内 優花(3)  10,33.36 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 東海大諏訪

 3 浦野 友里(2)  10,39.51 
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 伊那西

 4 上原 舞(3)  10,46.81 
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 諏訪清陵

 5 永山 実来(3)  10,52.35 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 飯田

 6 小池 七海(2)  11,02.00 
ｺｲｹ ﾅﾅﾐ 諏訪二葉

 7 三村 杏佑夏(2)  11,03.83 
ﾐﾑﾗｱﾕｶ 諏訪二葉

 8 田中 杏子(3)  11,06.56 
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 諏訪二葉

 9 小池 碧桜(1)  11,59.02 
ｺｲｹ ﾐｵ 松川

10 酒井 美優(3)  12,02.89 
ｻｶｲ ﾐﾕ 伊那西

11 半田 永遠(1)  12,13.72 
ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 辰野

12 森本 恵生(2)  12,26.33 
ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ 飯田風越

13 落合 早峰(1)  12,28.62 
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ 東海大諏訪

14 相良 琴美(2)  12,45.14 
ｻｶﾞﾗ ｺﾄﾐ 諏訪清陵

15 平澤 優佳(1)  13,29.01 
ﾋﾗｻﾜ ﾕｶ 松川

16 中尾 晴香(2)  14,50.31 
ﾅｶｵ ﾊﾙｶ 飯田OIDE長姫
伊藤 美咲(3)
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那西
高倉 風花(1)
ﾀｶｸﾗ ﾌｳｶ 上伊那農

6   335
欠場

16   244
欠場

1   385

2   471

5    34

18  2055

3   209

17   448

15   383

4   336

13   108

7   100

10   416

11   106

14   321

8  2046

12   241

9    28

女子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月13日 12:35
決勝 5月13日 14:15

県高校新(KR)        14.28
大会新(GR)          15.31
南信新(AR)          14.95

[ 1組] 風速 -2.8 [ 2組] 風速 -2.1

 1 宮澤 希(2)     15.89 Q  1 前田 花奈(3)     15.67 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘

 2 中島 瑠衣(1)     17.89 Q  2 樋屋 彩(3)     17.56 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉 ﾋｵｸ ｱﾔ 伊那北

 3 池田 好(3)     18.29 Q  3 宮崎 真衣奈(3)     17.81 Q
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 諏訪実 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越

 4 池戸 日彩(2)     18.30 q  4 榊山 莉帆(3)     18.58 q
ｲｹﾄﾞ ﾋｲﾛ 飯田女子 ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子

 5 中島 夏美(2)     18.96  5 小林 尚美(1)     19.22 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 諏訪実 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 諏訪実

 6 鈴木 菜々花(1)     19.17 
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽

風速 -2.8

 1 前田 花奈(3)     15.50 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘

 2 宮澤 希(2)     15.61 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北

 3 樋屋 彩(3)     17.25 
ﾋｵｸ ｱﾔ 伊那北

 4 宮崎 真衣奈(3)     17.31 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越

 5 中島 瑠衣(1)     17.95 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉

 6 池戸 日彩(2)     18.14 
ｲｹﾄﾞ ﾋｲﾛ 飯田女子

 7 池田 好(3)     18.50 
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 諏訪実

 8 榊山 莉帆(3)     18.96 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子

7    52

2   423

5    87

1   438

4   288

8   467

記録／備考
3   296

6   273

6    57

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   467

4   423

記録／備考
5   296

7   288

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6    54

7   117

2    52

3   438

記録／備考
4   273

5    87

女子

１００ｍＨ(0.838m)

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



予選 5月14日 11:30
決勝 5月14日 13:25

県高校新(KR)        58.80
大会新(GR)        1,03.90
南信新(AR)        1,02.75

[ 1組] [ 2組]

 1 宮澤 風香(2)   1,10.62 Q  1 髙見 李那(3)   1,10.29 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越 ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉

 2 高橋 結子(2)   1,11.09 Q  2 野崎 優奈(2)   1,13.09 Q
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 諏訪二葉 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越

 3 長谷川 未来(3)   1,12.06 Q  3 樋屋 彩(3)   1,13.52 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 赤穂 ﾋｵｸ ｱﾔ 伊那北

 4 中澤 毬乃(2)   1,12.68 q  4 石見 彩音(2)   1,13.72 q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 下諏訪向陽 ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽

 5 池田 好(3)   1,18.04  5 榊山 莉帆(3)   1,13.96 
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 諏訪実 ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子
宮坂 奏江(2)
ﾐﾔｻｶ ｶﾈｴ 下諏訪向陽

 1 髙見 李那(3)   1,08.89 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉

 2 高橋 結子(2)   1,09.87 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 諏訪二葉

 3 宮澤 風香(2)   1,11.19 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越

 4 中澤 毬乃(2)   1,11.77 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 下諏訪向陽

 5 長谷川 未来(3)   1,11.85 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 赤穂

 6 野崎 優奈(2)   1,13.07 
ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越

 7 樋屋 彩(3)   1,14.16 
ﾋｵｸ ｱﾔ 伊那北

 8 石見 彩音(2)   1,14.88 
ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽

8   288

2   135

7   344

5   446

3   447

1   132

記録／備考
4    98

6   103

7   423

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5   288

4   135

記録／備考
6    98

3   446

失格(T6)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2    52

3   134

6   344

5   132

記録／備考
4   447

7   103

女子

４００ｍＨ(0.762m)

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



決勝 5月13日 13:30

県高校新(KR)     23,10.04
大会新(GR)       24,32.35
南信新(AR)       23,36.12

 1 片桐 さくら(3)  30,06.79 
ｶﾀｷﾞﾘ ｻｸﾗ 飯田女子

 2 平澤 優佳(1)  31,49.50 
ﾋﾗｻﾜ ﾕｶ 松川
加藤 晴香(2)
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 伊那西

2   324
欠場

1   422

3   385

女子

５０００ｍＷ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月13日 10:00
決勝 5月14日 14:10

県高校新(KR)        47.82
大会新(GR)          48.84
南信新(AR)          47.90

[ 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 東海大諏訪    33 今井 希生(1)     48.93 Q  1   5 伊那北   275 熊谷 早恵(2)     50.57 Q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｲﾏｲ ｷｷ ｲﾅｷﾀ ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ
   30 臼井 美紅(2)   272 河野 恵理子(3)

ｳｽｲ ﾐｸ ｺｳﾉ ｴﾘｺ
   31 小林 叶音(1)   287 鈴木 みのり(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ
   29 菅沼 美風(2)   273 宮澤 希(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 2   2 諏訪二葉    97 廣瀬 澄玲(3)     51.57 Q  2   7 赤穂   354 氣賀澤 柚希(2)     52.08 Q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ ｱｶﾎ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
   98 髙見 李那(3)   349 江崎 奈美(3)

ﾀｶﾐ ﾘﾅ ｴｻﾞｷ ﾅﾐ
  107 深江 愛美(2)   353 朝日 りおん(2)

ﾌｶｴ ｱﾐ ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
   86 宮澤 歩(1)   344 長谷川 未来(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ
 3   3 下諏訪向陽   133 西山 幸花(2)     52.23 Q  3   2 飯田風越   446 野崎 優奈(2)     52.38 Q

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ
  124 宮本 菜央(3)   467 宮崎 真衣奈(3)

ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ
  135 石見 彩音(2)   449 佐々木 果穂(2)

ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ ｻｻｷ ｶﾎ
  123 加賀見 麻里(3)   447 宮澤 風香(2)

ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 4   7 飯田   410 小椋 万柚(2)     52.38 q  4   4 伊那弥生ヶ丘   300 吉田  みさき(2)     52.79 

ｲｲﾀﾞ ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ
  406 齊藤 由佳(1)   298 北原  寧々(2)

ｻｲﾄｳ ﾕｶ ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
  415 三澤 葵(3)   297 髙橋  光(2)

ﾐｻﾜ ｱｵｲ ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
  418 村松 明日見(3)   299 両角  あずさ(2)

ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ
 5   6 諏訪清陵  2048 唐澤 季里(3)     52.76 q  5   3 下伊那農   482 今村 月愛(2)     54.32 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｶﾗｻﾜ ｷﾘ ｼﾓｲﾅﾉｳ ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ
 2054 名取 奈々海(2)   485 山口 穂菜美(2)

ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ
 2051 川上 由華(2)   483 倉澤 まりあ(2)

ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ
 2047 長澤 妙(3)   481 井口 恵(2)

ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ
 6   5 飯田女子   443 竹内 乃亜(2)     53.72  6   6 諏訪実    55 伊藤 絵夢(1)     55.07 

ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼ ﾀｹｳﾁ ﾉｱ ｽﾜｼﾞﾂ ｲﾄｳ ｴﾑ
  423 榊山 莉帆(3)    56 濵 奏美(1)

ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ ﾊﾏ ｶﾅﾐ
  445 田中 優(2)    54 中島 夏美(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
  437 熊谷 汐乃(1)    52 池田 好(3)

ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ
 7   8 松川   383 小池 碧桜(1)     54.53 

ﾏﾂｶﾜ ｺｲｹ ﾐｵ
  384 牧野 明日香(1)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ
  382 原田 未朱(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ
  403 上原 千夏(3)

ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ

女子

４×１００ｍＲ

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 東海大諏訪    33 今井 希生(1)     48.61 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｲﾏｲ ｷｷ 大会新
   30 臼井 美紅(2)

ｳｽｲ ﾐｸ
   31 小林 叶音(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
   29 菅沼 美風(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ
 2   3 伊那北   275 熊谷 早恵(2)     50.69 

ｲﾅｷﾀ ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ
  272 河野 恵理子(3)

ｺｳﾉ ｴﾘｺ
  287 鈴木 みのり(3)

ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ
  273 宮澤 希(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 3   6 諏訪二葉    97 廣瀬 澄玲(3)     51.86 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ
   98 髙見 李那(3)

ﾀｶﾐ ﾘﾅ
  107 深江 愛美(2)

ﾌｶｴ ｱﾐ
   86 宮澤 歩(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ
 4   4 赤穂   354 氣賀澤 柚希(2)     51.97 

ｱｶﾎ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
  349 江崎 奈美(3)

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ
  353 朝日 りおん(2)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
  344 長谷川 未来(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ
 5   8 下諏訪向陽   133 西山 幸花(2)     52.43 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ
  124 宮本 菜央(3)

ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
  135 石見 彩音(2)

ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ
  123 加賀見 麻里(3)

ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ
 6   2 飯田   410 小椋 万柚(2)     52.78 

ｲｲﾀﾞ ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ
  406 齊藤 由佳(1)

ｻｲﾄｳ ﾕｶ
  415 三澤 葵(3)

ﾐｻﾜ ｱｵｲ
  418 村松 明日見(3)

ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
 7   1 諏訪清陵  2048 唐澤 季里(3)     53.13 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｶﾗｻﾜ ｷﾘ
 2054 名取 奈々海(2)

ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ
 2051 川上 由華(2)

ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ
 2047 長澤 妙(3)

ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ
 8   7 飯田風越   446 野崎 優奈(2)     53.24 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ
  467 宮崎 真衣奈(3)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ
  449 佐々木 果穂(2)

ｻｻｷ ｶﾎ
  447 宮澤 風香(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ

４×１００ｍＲ
決勝

女子



予選 5月14日 15:30
決勝 5月15日 14:10

県高校新(KR)      3,46.50
大会新(GR)        4,00.70
南信新(AR)        3,53.38

[ 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   2 伊那北   290 金森 佑奈(1)   4,09.98 Q  1   2 下諏訪向陽   132 中澤 毬乃(2)   4,14.59 Q

ｲﾅｷﾀ ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ
  272 河野 恵理子(3)   124 宮本 菜央(3)

ｺｳﾉ ｴﾘｺ ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
  275 熊谷 早恵(2)   133 西山 幸花(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ
  273 宮澤 希(2)   123 加賀見 麻里(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ
 2   7 東海大諏訪    30 臼井 美紅(2)   4,10.93 Q  2   3 諏訪清陵  2048 唐澤 季里(3)   4,19.09 Q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｳｽｲ ﾐｸ ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｶﾗｻﾜ ｷﾘ
   29 菅沼 美風(2)  2046 上原 舞(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ ｳｴﾊﾗ ﾏｲ
   31 小林 叶音(1)  2056 宮坂 万理(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ
   27 竹村 瑞香(3)  2047 長澤 妙(3)

ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ
 3   8 諏訪二葉    97 廣瀬 澄玲(3)   4,19.34 Q  3   7 飯田風越   468 桜井 菜緒(3)   4,21.67 Q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｻｸﾗｲ ﾅｵ
  103 高橋 結子(2)   446 野崎 優奈(2)

ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ
  107 深江 愛美(2)   448 森本 恵生(2)

ﾌｶｴ ｱﾐ ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ
   98 髙見 李那(3)   447 宮澤 風香(2)

ﾀｶﾐ ﾘﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 4   5 松川   382 原田 未朱(1)   4,19.90 q  4   5 飯田   410 小椋 万柚(2)   4,22.79 

ﾏﾂｶﾜ ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ ｲｲﾀﾞ ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ
  384 牧野 明日香(1)   413 山岸 鈴加(3)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ
  383 小池 碧桜(1)   418 村松 明日見(3)

ｺｲｹ ﾐｵ ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ
  403 上原 千夏(3)   416 永山 実来(3)

ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ
 5   6 赤穂   344 長谷川 未来(3)   4,22.36 q  5   6 上伊那農   242 柏原 千夏(3)   4,36.21 

ｱｶﾎ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ ｶﾐｲﾅﾉｳ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ
  349 江崎 奈美(3)   244 高倉 風花(1)

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ ﾀｶｸﾗ ﾌｳｶ
  353 朝日 りおん(2)   241 高橋 未来(3)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ ﾀｶﾊｼ ﾐｸ
  354 氣賀澤 柚希(2)   243 小林 紗耶加(1)

ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
 6   3 伊那弥生ヶ丘   298 北原  寧々(2)   4,33.45  6   4 諏訪実    54 中島 夏美(2)   4,47.45 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ ｽﾜｼﾞﾂ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
  299 両角  あずさ(2)    52 池田 好(3)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ
  297 髙橋  光(2)    56 濵 奏美(1)

ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ ﾊﾏ ｶﾅﾐ
  300 吉田  みさき(2)    57 小林 尚美(1)

ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ
  4 飯田女子

ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼ 欠場

女子

４×４００ｍＲ

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 東海大諏訪    29 菅沼 美風(2)   4,05.43 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ
   30 臼井 美紅(2)

ｳｽｲ ﾐｸ
   27 竹村 瑞香(3)

ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ
   31 小林 叶音(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
 2   5 伊那北   290 金森 佑奈(1)   4,09.64 

ｲﾅｷﾀ ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ
  272 河野 恵理子(3)

ｺｳﾉ ｴﾘｺ
  275 熊谷 早恵(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ
  273 宮澤 希(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 3   3 下諏訪向陽   132 中澤 毬乃(2)   4,15.40 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ
  124 宮本 菜央(3)

ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
  135 石見 彩音(2)

ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ
  123 加賀見 麻里(3)

ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ
 4   8 諏訪二葉    97 廣瀬 澄玲(3)   4,16.40 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ
  100 田中 杏子(3)

ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ
  103 高橋 結子(2)

ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ
   98 髙見 李那(3)

ﾀｶﾐ ﾘﾅ
 5   6 諏訪清陵  2048 唐澤 季里(3)   4,21.72 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｶﾗｻﾜ ｷﾘ
 2046 上原 舞(3)

ｳｴﾊﾗ ﾏｲ
 2056 宮坂 万理(2)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ
 2047 長澤 妙(3)

ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ
 6   1 松川   382 原田 未朱(1)   4,22.80 

ﾏﾂｶﾜ ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ
  384 牧野 明日香(1)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ
  383 小池 碧桜(1)

ｺｲｹ ﾐｵ
  403 上原 千夏(3)

ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ
 7   7 飯田風越   468 桜井 菜緒(3)   4,23.19 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｻｸﾗｲ ﾅｵ
  446 野崎 優奈(2)

ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ
  448 森本 恵生(2)

ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ
  447 宮澤 風香(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 8   2 赤穂   344 長谷川 未来(3)   4,24.08 

ｱｶﾎ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ
  347 堀内 智加(3)

ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ
  353 朝日 りおん(2)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
  354 氣賀澤 柚希(2)

ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ

４×４００ｍＲ
決勝

女子



決勝 5月15日 10:00

県高校新(KR)         1.77
大会新(GR)           1.68
南信新(AR)           1.77

1m55 1m58 1m61 1m64 1m67 1m70
鈴木 みのり(3) - - - - - - - O - -
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那北 XO O O O XXO XXX
奥田 藍美(2) - - - - - - O O XO O
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 赤穂 XXX
北原 沙希(1) - - - - O O XO O O XXX
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越
樋口 朋果(3) - - - O O O O O XXX
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 岡谷東
村松 明日見(3) - - - O O O XO O XXX
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田
齊藤 由佳(1) - - - O O O O XXX
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田
百瀬 早姫(1) - - O O O XXX
ﾓﾓｾ ｻｷ 下諏訪向陽
伊藤 結菜(1) - - O O XO XXX
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 諏訪清陵
中島 瑠衣(1) - - O O XXX
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉
井口 恵(2) - - XO O XXX
ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 下伊那農
渡邉 友香(3) - - O XXX
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 赤穂
濵 奏美(1) - - O XXX
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 諏訪実
下平 佳穂里(1) O O XXX
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 飯田
山口 穂菜美(2) 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 下伊那農
今村 月愛(2) 欠場
ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ 下伊那農

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m15 1m20 1m35 1m40 1m43 1m46 1m49 1m52

1 14   287
 1.67

記録
1m25 1m30

2 12   351
 1.52

3 15   458
 1.49

4 10   144
 1.46

5 13   418
 1.46

6 11   406
 1.43

7 8   119
 1.35

8 5  2057
 1.35

9 9    87
 1.30

10 4   481
 1.30

11 6   345
 1.25

11 7    56
 1.25

13 3   408
 1.20

1   485

2   482



決勝 5月14日 10:00

県高校新(KR)         3.65
大会新(GR)           3.40
南信新(AR)           3.65

3m20
加賀見 麻里(3) - - O - XO O O - - -
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽 XXX
佐々木 果穂(2) XXX 記録なし
ｻｻｷ ｶﾎ 飯田風越

1   449

3m00 3m10

1 2   123
 2.80

記録
2m40 2m50

備考
2m00 2m20 2m60 2m70 2m80 2m90

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月13日 10:30

県高校新(KR)         6.06
大会新(GR)           5.61
南信新(AR)           6.06

長澤 妙(3)   5.34   5.21   5.09    X   5.18   5.54    5.54 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 諏訪清陵   +2.0   +2.3   +2.7   +2.5   +4.1    +4.1
宮澤 歩(1)    X   5.14   5.32    X   5.25    X    5.32 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉   +2.6   +5.4   +1.0    +5.4
宮崎 真衣奈(3)    X   4.72   5.03   4.95   4.89   5.09    5.09 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越   +1.1   +2.4   +2.8   +1.9   +3.1    +3.1
関 理帆(3)    X   4.95    X   4.99    X   5.09    5.09 
ｾｷ ﾘﾎ 赤穂   +2.7   +3.6   +3.3    +3.3
石見 彩音(2)   4.96   4.77   4.70   4.84   4.91   5.00    5.00 
ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽   +2.5   +2.8   +3.7   +2.2   +2.1   +3.2    +3.2
髙見 李那(3)    X    X   4.88   4.85   4.60    X    4.88 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉   +3.1   +0.5   +3.9    +3.1
篠原 舞(2)   4.44   4.77   4.56   4.60   4.84   4.67    4.84 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷南   +3.2   +3.2   +2.5   +3.4   +3.4   +2.7    +3.4
深江 愛美(2)    X   4.79    X    X   4.50   4.74    4.79 
ﾌｶｴ ｱﾐ 諏訪二葉   +2.3   +1.7   +3.1    +2.3
伊藤 絵夢(1)   4.34   4.42   4.58    4.58 
ｲﾄｳ ｴﾑ 諏訪実   +2.2   +1.4   +1.7    +1.7
竹内 乃亜(2)   4.44   4.49    X    4.49 
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田女子   +0.1   +1.9    +1.9
齊藤 由佳(1)    X   4.39   4.48    4.48 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田    0.0   +3.7    +3.7
濵 奏美(1)    X   4.33   4.16    4.33 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 諏訪実   +2.3   +2.3    +2.3
北原 沙希(1)   4.30   4.27   4.32    4.32 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越   +3.6   +2.1   +3.2    +3.2
住吉 遥夏(2)   4.18   4.26   4.32    4.32 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 下伊那農   -0.5   +1.7   +2.2    +2.2
松村 紫乃(1)   4.11   4.07   4.30    4.30 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越   +1.5   +3.3   +2.0    +2.0
繁田 奈々世(1)   4.21   4.25   4.08    4.25 
ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ 諏訪清陵    0.0   +3.5   +1.2    +3.5
守屋 綺乃(3)    X   3.79   4.22    4.22 
ﾓﾘﾔ ｱﾔﾉ 伊那西   +3.5   +1.5    +1.5
名取 奈々海(2)   4.01   4.19   4.21    4.21 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵   +2.1   +2.7   +2.9    +2.9
北野 緋菜(1)   4.12    X   4.13    4.13 
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南   +3.0   +3.3    +3.3
今村 月愛(2)   4.07    X    X    4.07 
ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ 下伊那農   +1.2    +1.2
百瀬 早姫(1)   3.87   3.28   4.03    4.03 
ﾓﾓｾ ｻｷ 下諏訪向陽   +1.5   +4.6   +3.5    +3.5
田中 優(2)   3.58   3.98   3.68    3.98 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 飯田女子   +2.8   +2.4   +2.6    +2.4
藤森 春陽(1)   3.14   3.35   2.96    3.35 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾋ 岡谷南   +1.4   +1.4   +2.2    +1.4
島岡 日和(1)    X    X    X 記録なし
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田
小池 美穂(3) 欠場
ｺｲｹ ﾐﾎ 下伊那農

4   490

23 3   186

22   407

21 5   119

22 2   445

19 14   547

20 8   482

17 10   322

18 9  2054

15 1   456

16 11  2058

13 13   458

14 6   486

11 16   406

12 19    56

9 15    55

10 7   443

7 17   185

8 12   107

5 20   135

6 23    98

3 18   467

4 21   346

1 24  2047
-5-

2 25    86

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月15日 11:00

県高校新(KR)        12.40
南信新(AR)          11.92

伊藤 絵夢(1)   9.79   9.92   9.66    9.92 
ｲﾄｳ ｴﾑ 諏訪実   +2.1   +3.1   +1.9    +3.1

備考

女子オープン

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
1 1    55

-5- -6- 記録-2- -3- -4-



決勝 5月14日 11:30

県高校新(KR)        13.65
大会新(GR)          11.49
南信新(AR)          12.56

細井 友香(3)
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西
金子 真菜(1)
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪実
竹内 乃亜(2)
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田女子
北原 遥香(3)
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農
吉田  みさき(2)
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘
岩崎 紗佑美(3)
ｲﾜｻｷ ｻﾕﾐ 阿南
北原 沙希(1)
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越
仲田 ほの(1)
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越

  4.62  3.37  4.59  4.53

 5.15  4.51  4.88   5.15 

8 1   459
 4.27  4.62  4.57

 5.78  6.09  6.11   6.11 

7 2   458
 4.62  4.46  4.89

 7.35  7.69  6.93   7.79 

6 3   546
 4.99  5.93  5.61

 7.82  7.36  7.65   8.07 

5 7   300
 7.79   X  6.00

 7.40  7.73  7.66   8.17 

4 5   240
 7.58  8.07  7.63

 8.58  8.89  8.96   8.99 

3 6   443
 6.80  8.17  8.06

10.39 10.08 10.17  10.56 

2 4    58
 8.16  8.99  7.94

1 8   334
10.32 10.56  9.54

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月15日 12:30

県高校新(KR)        44.69
大会新(GR)          37.08
南信新(AR)          39.91

北原 遥香(3)
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農
細井 友香(3)
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西
溝尾 里菜(3)
ﾐｿﾞｵ ﾘﾅ 岡谷東
岩崎 紗佑美(3)
ｲﾜｻｷ ｻﾕﾐ 阿南
宮澤 あかね(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ 伊那西
清水 希(2)
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東
酒井 麗(3)
ｻｶｲ ﾚｲ 伊那西
金子 真菜(1)
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪実
森本 恵生(2)
ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ 飯田風越
佐々木 果穂(2)
ｻｻｷ ｶﾎ 飯田風越
吉田  みさき(2) 欠場
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 11   240

28.87   O   O   X   X   O  28.87 

2 10   334
25.59   X   X   O 28.30   X  28.30 

3 9   145
  O   O 21.29   X 21.48   O  21.48 

4 7   546
  O   O 21.15   O   X 21.36  21.36 

5 8   329
  X 20.16   O 21.20   O   O  21.20 

6 5   147
  O 19.63   O   X   O   O  19.63 

7 6   323
  X   O 17.95 18.68   -   X  18.68 

8 2    58
  O   O 17.30 17.82   O   O  17.82 

9 3   448
  O 15.31   O  15.31 

10 1   449
  O   O 13.91

4   300

 13.91 



決勝 5月13日 10:15

北原 遥香(3)
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農

 36.10 
1 1   240

  O   X 36.10

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子オープン

ハンマー投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月13日 14:30

県高校新(KR)        48.07
大会新(GR)          37.02
南信新(AR)          40.90

吉田  みさき(2)
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘
三澤 葵(3)
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田
北野 緋菜(1)
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南
細井 友香(3)
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西
小池 雅絵(2)
ｺｲｹ ﾏｻｴ 下伊那農
小池 美穂(3)
ｺｲｹ ﾐﾎ 下伊那農
桜井 菜緒(3)
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越
酒井 茜(3)
ｻｶｲ ｱｶﾈ 赤穂
本田 梨音(2)
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｵﾝ 赤穂
知久 遥紀(2)
ﾁｸ ﾊﾙｷ 飯田女子
北原 凪紗(2)
ｷﾀﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 赤穂

 17.32 

 17.78 

11 4   352
  O   O 17.32

 19.17 

10 3   440
  O 17.78   O

  O   O   O  19.85 

9 2   350
  X   O 19.17

  -   -   -  21.58 

8 7   343
  O   O 19.85

23.76   O   O  23.76 

7 6   468
  O   O 21.58

  O   O   O  23.94 

6 8   490
  O 20.86   O

  O   O   O  27.93 

5 1   484
23.94   O   O

  O   O 30.35  30.35 

4 9   334
27.93   O   X

  -   O   X  33.54 

3 5   547
  X 23.77   X

  O   O   O  35.97 

2 10   415
  O 33.54   O

1 11   300
35.97   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



P

期日：平成28年5月13日(金曜)～平成28年5月15日(日曜 審判長

陸協名　　長野
ｺｰﾄﾞ 2 0 1 6 2 0 2 0 0 2

記録主任

主催団体名
2 0 2 0 3 0

記録員

3 3 3

（陸連No.15）

注１： 左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向・風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。 風向・風速を必要とする競技で＋4.0ｍを超えた場合、または平均が＋2.0ｍを超えた場合は、セカ
注2：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89) ンド記録（＋4.0以下）で平均すると＋2.1m以下のものがあればそれを付記して下さい。
注３：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1~3(High school)、中学生はJ1~3(Junior high school)で記入する。

混 成 競 技 記 録 得 点 表 （ 男 ・ 女 ）

種 目 七種競技 城 田 忠 承

競 技 会 名 平成28年度南信高等学校総合体育大会陸上競技大会 田 中 聡

南信高等学校体育連盟 長野陸上競技協会 競 技 場 名 伊那市陸上競技場 小 関 篤

ナンバー 296 467 415

競技者名（生年） 前田　花奈 宮崎　真衣奈 三澤　葵

都道府県・所属・学年 伊那弥生ヶ丘 飯田風越 飯田

第

１

日

種

目

１００ｍＨ
15.17 819 17.01 595 17.46 546

+2.9 +2.9 +2.9

走高跳
1.46 577 1.30 409 1.40 512

1,396 1,004 1,058

砲丸投
7.17 346 7.79 386 7.54 370

1,742 1,390 1,428

２００ｍ
26.82 727 27.94 636 27.71 654

+1.9 2,469 +1.9 2,026 +1.9 2,082

第　１　日
得　点　計

2,469 2,026 2,082

順　　位 1 3 2

第

２

日

種

目

走幅跳
4.90 532 5.01 562 4.37 396

-0.6 +0.3 +0.9

やり投
26.01 401 27.82 435 31.68 508

933 997 904

８００ｍ
2.36.77 610 2.43.23 536 3.01.43 352

1,543 1,533 1,256

第　2　日
得　点　計

1,543 1,533 1,256

総　得　点 4012(大会新) 3,559 3,338

順　　位 1 2 3



決勝 5月14日 14:40

県高校新            24.72

風速 +1.9

 1 前田 花奈(3) 26.82(727)
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘

 2 三澤 葵(3) 27.71(654)
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田

 3 宮崎 真衣奈(3) 27.94(636)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越

決勝 5月15日 13:40

県高校新          2,09.64
大会新            2,16.40

 1 前田 花奈(3) 2,36.77(610)
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘

 2 宮崎 真衣奈(3) 2,43.23(536)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越

 3 三澤 葵(3) 3,01.43(352)
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田

決勝 5月14日  9:30

県高校新            14.28

風速 +2.9

 1 前田 花奈(3) 15.17(819)
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘

 2 宮崎 真衣奈(3) 17.01(595)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越

 3 三澤 葵(3) 17.46(546)
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田

女子七種

１００ｍＨ(0.838m)  

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   415

4   296

5   467

女子七種

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   296

5   415

3   467

女子七種

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   415

1   296

2   467



決勝 5月14日 10:30

県高校新             1.77
大会新               1.68

前田 花奈(3)
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘 (577)
三澤 葵(3)
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田 (512)
宮崎 真衣奈(3)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越 (409)

決勝 5月15日  9:30

県高校新             6.06
大会新               5.61

宮崎 真衣奈(3)   4.86    X   5.01    5.01 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越   +0.4   +0.3    +0.3 (562)
前田 花奈(3)   4.86   4.89   4.90    4.90 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘   +1.3   +0.2   -0.6    -0.6 (532)
三澤 葵(3)   4.37   4.27   4.07    4.37 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田   +0.9   +0.2   -0.6    +0.9 (396)

決勝 5月14日 13:00

県高校新            13.65
大会新              11.49

宮崎 真衣奈(3)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越 (386)
三澤 葵(3)
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田 (370)
前田 花奈(3)
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘 (346)

決勝 5月15日 11:30

県高校新            48.07
大会新              37.02

三澤 葵(3)
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田 (508)
宮崎 真衣奈(3)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越 (435)
前田 花奈(3)
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘 (401)

  7.17 

  7.54 

3 3   296
 7.17  7.01  6.94

  7.79 

2 1   415
 7.54   X   X

備考
1 2   467

 7.35  7.79  7.77

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

 1.30

女子七種

ﾅﾝﾊﾞｰ試技

 1.40

3 3   467
O XO O XXO XXX

O XO XXX
1   415

- - - O

O O O XXX  1.46

1m49
1 2   296

- - - - O

記録1m25 1m30 備考1m15 1m20 1m35 1m40 1m43 1m46

女子七種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

2

1 1   467
記録 備考

女子七種

走幅跳

決勝

順位

女子七種

やり投(0.600kg)

3 2   415

2 3   296

砲丸投(4.000kg)

決勝

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   415

31.68   O   O  31.68 

2 1   467
27.82   O   O  27.82 

3 2   296
26.01   O   O  26.01 

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-



決勝 5月13日 16:00

県高校新            12.09

風速 -1.9

 1 齊藤 由佳(1)     14.16 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田

 2 佐藤 茜(1)     14.55 
ｻﾄｳ ｱｶﾈ 箕輪進修

 3 名取 奈々海(2)     14.81 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 4 宮坂 奏江(2)     15.12 
ﾐﾔｻｶ ｶﾈｴ 下諏訪向陽

 5 繁田 奈々世(1)     15.21 
ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ 諏訪清陵

7  2058

5  2054

4   134

6   406

8   217

女子オープン

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月15日  9:50

風速 -4.0

 1 熊谷 早恵(2)     28.08 
ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那北

 2 天野 悠美(1)     29.03 
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 下諏訪向陽

 3 鈴木 菜々花(1)     29.76 
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽

 4 佐藤 茜(1)     30.64 
ｻﾄｳ ｱｶﾈ 箕輪進修

女子オープン

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   275

6   116

4   117

5   217



決勝 5月13日 10:25

 1 柘植 菜々子(1)   6,15.28 
ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ 伊那西

順 No.

女子オープン

１５００ｍ

決勝

16   333
氏  名 所属名 記録／備考
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