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種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
男子やり投げ 決勝 松村　卓哉 ＮＴＦ　ＣＬＵＢ 60.37 57.80

小林　叶音
臼井　美紅
今井　希生
菅沼　美風

女子　400ｍ 決勝 臼井　美紅 東海大諏訪高 57.31 57.71
男子　高校砲丸投げ

(6.000Kg)
決勝 登内　啓一郎 高遠高 12.82 12.48

男子1500m 決勝 北原　崇志 EASTERS 3.59.30 4.00.41
徳竹　美友
小林　叶音
今井　希生
臼井　美紅

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
8:30 曇り 26.0 67.0 北東 0.2m/sec.
9:00 曇り 27.0 61.0 南東 0.2m/sec.
10:00 曇り 29.5 57.0 北東 0.4m/sec.
11:00 曇り 29.5 52.0 南西 1.8m/sec.
12:00 晴れ 31.0 48.0 南東 1.0m/sec.
13:00 晴れ 31.5 44.0 東 0.5m/sec.
14:00 晴れ 32.0 47.0 南 0.4m/sec.
15:00 晴れ 31.5 46.0 南西 0.4m/sec.
16:00 晴れ 31.5 42.0 南西 1.4m/sec.

決勝
女子三郡対抗4×

400mR
諏訪 3．59.64 4.02.21

女子　4×100ｍＲ 決勝 東海大諏訪高 48.49 49.15
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第26回南信陸上競技選手権大会 兼 第45回南信三郡対抗陸上競技会                    
主催：南信地区陸上競技協会                                                      
共催：長野日報社                                                                
後援：伊那市、伊那市教育委員会、南信高等学校体育連盟、南信中学校体育連盟        

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】172030  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
07/17 女子  -0.5 宮澤 希(3) 12.67 今井 希生(2) 12.80 藤本 遥(3) 12.86 小林 舞香(3) 13.06 北岡 依生希(3) 13.09 菅沼 美風(3) 13.14 有賀 雪乃(2) 13.25 宮下 真弥(1) 13.33

100m 上伊那･伊那北高 諏訪･東海大諏訪高 飯伊･緑ヶ丘中 諏訪･富士見中 上伊那･伊那東部中 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･南箕輪中 飯伊･飯田高
07/17 臼井 美紅(3) 57.31 小林 叶音(2) 59.17 金森 佑奈(2) 1,00.32 宮澤 風香(3) 1,01.97 牧野 明日香(2) 1,03.73 野村 優香(1) 1,04.54 篠田 萌(2) 1,05.46

400m 諏訪･東海大諏訪 GR 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･伊那北高 飯伊･飯田風越高 飯伊･松川高 上伊那･南箕輪中 飯伊･飯田高
07/17 瀬戸 郁美(3) 2,25.22 佐藤 悠花(1) 2,25.66 川口 ののは(2) 2,26.53 京澤 夏子(2) 2,29.58 宮下 綺実(3) 2,30.35 藤森 恵弥子(3) 2,31.25 宮島 志保美(4) 2,34.40 長見 京華(2) 2,44.80

800m 上伊那･辰野中 飯伊･下伊那松川中 諏訪･富士見中 上伊那･伊那北高 諏訪･諏訪西中 諏訪･上諏訪中 飯伊･信州大 諏訪･東海大諏訪高
07/17 五味 叶花(3) 10,57.09 阿部 真奈美(2) 11,02.20 森 ほのか(2) 11,05.96 長見 京華(2) 11,27.96 神部 紫音(1) 11,29.39 大蔵 こころ(2) 11,36.35 大槻 美亜(1) 11,49.52 金子 陽南(2) 11,50.75

3000m 諏訪･富士見中 諏訪･富士見中 上伊那･春富中 諏訪･東海大諏訪高 飯伊･飯田風越高 上伊那･赤穂中 諏訪･東海大諏訪高 飯伊･緑ヶ丘中
07/17 林 千尋(1) 15.70 池野 佳帆(3) 16.84 中島 瑠衣(2) 16.92 小林 尚美(2) 16.95 花岡 真咲(2) 18.70 菅沼 望子(1) 19.07 吉江 ほの美(3) 19.42 木下 未知(3) 19.76

100mH(0.838m) 上伊那･上伊那農高 飯伊･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･諏訪実業高 諏訪･茅野東部中 飯伊･OIDE長姫高 諏訪･岡谷東部中 飯伊･緑ヶ丘中
07/17  +0.4 大和 千秋 24,51.39 落合 早峰(2) 25,04.99 平澤 優佳(2) 27,32.68 矢澤 美代子 32,17.95

5000mW 飯伊･飯田病院 諏訪･東海大諏訪高 飯伊･松川高 飯伊･飯田市陸協
07/17 奥田 藍美(3) 1.50 百瀬 早姫(2) 1.45 濱 奏美(2) 諏訪･諏訪実業高 1.45 齊藤 由佳(2) 1.40 山田 加奈(3) 1.35 伊藤 結菜(2) 1.35 中嶋 珠久(2) 1.35

走高跳 上伊那･赤穂高 諏訪･下諏訪向陽高 北原 沙希(2) 飯伊･飯田風越高 飯伊･飯田高 諏訪･岡谷東部中 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･赤穂中
07/17 鎌倉 杏(3) 2.90 小林 由依(3) 2.90 清水 愛奈(1) 2.40 堀内 沙紀(3) 2.40 川嶋 成美(2) 諏訪･岡谷東部中 2.00

棒高跳 諏訪･原中 諏訪･原中 上伊那･高遠高 諏訪･原中 村松 由菜(2) 上伊那･伊那東部中
07/17 宮澤 香音(3) 5.09(+0.6) 長田 鼓美(3) 5.01(+2.2) 北原 小遥(2) 4.89(-0.4) 唐澤 純夏(1) 4.84(+0.8) 伊藤 絵夢(2) 4.66(-0.3) 関 理帆(1) 4.65(+0.2) 酒井 美玲(3) 4.62(+1.1) 百瀬 早姫(2) 4.58(+0.4)

走幅跳 飯伊･高森中 上伊那･辰野中 上伊那･春富中 上伊那･上伊那農高 諏訪･諏訪実業高 上伊那･日女体大 上伊那･南箕輪中 諏訪･下諏訪向陽高
07/17 有賀 愛夢(2) 8.95 金子 真菜(2) 8.95 津金 璃子(3) 8.50 荒井 日菜(2) 7.95 櫻本 奈々(1) 7.86 小松 茉央(2) 7.59 溝尾 茉優(3) 7.22 伊藤 舞(2) 7.15

砲丸投(4.000kg) 上伊那･辰野中 諏訪･諏訪実業高 諏訪･原中 諏訪･岡谷南部中 諏訪･岡谷工業高 上伊那･辰野中 上伊那･辰野中 飯伊･飯田風越高
07/17 細井 友香 28.97 清水 詩乃(3) 27.07 金子 真菜(2) 25.83 伊藤 舞(2) 22.71 鎌倉 杏(3) 22.37 若林 咲理菜(1) 16.88 宮下 喜久美(2) 15.48 藤森 佑奈(3) 14.38

円盤投(1.000kg) 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･伊那西高 諏訪･諏訪実業高 飯伊･飯田風越高 諏訪･原中 上伊那･上伊那農高 上伊那･赤穂高 諏訪･諏訪西中
07/17 北野 緋菜(2) 39.13 吉田  みさき(3) 36.11 向山 ますみ 26.20 小松 葉月(1) 23.70 伊藤 優直(1) 17.97 中島 友希(2) 17.55 熊谷 汐乃(2) 16.96 小出 千夏(2) 12.06

やり投(0.600kg) 飯伊･阿南高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･赤穂高 上伊那･辰野高 上伊那･赤穂高 飯伊･飯田女子高 上伊那･赤穂高
07/17 東海大諏訪高      48.49 春富中       50.88 飯田高       51.30 赤穂中       51.36 飯田風越高       51.76 南箕輪中       51.76 辰野中       52.88 緑ヶ丘中       53.47

4x100m 小林 叶音(2) GR 中原 希空(2) 齊藤 由佳(2) 森脇 涼羽(3) 松村 紫乃(2) 有賀 萌奈(3) 長田 鼓美(3) 木下 明里咲(2)
臼井 美紅(3) 北原 小遥(2) 島岡 日和(2) 田中 凜(2) 伊藤 鈴音(1) 有賀 雪乃(2) 三枝 千夏(2) 藤本 遥(3)
今井 希生(2) 大前 歌音(3) 篠田 萌(2) 氣賀澤 杏香(3) 北原 沙希(2) 酒井 美玲(3) 瀬戸 郁美(3) 竹村 菜々美(2)
菅沼 美風(3) 星野 陽花里(3) 宮下 真弥(1) 青田 梨世(3) 宮澤 風香(3) 小島 咲愛(2) 塚間 友香(2) 小林 菜月(2)

07/17 女子三郡対抗 諏訪     3,59.64 上伊那     4,09.81 飯伊     4,14.82
4x400m 徳竹 美友(2) GR 北原  寧々(3) 原田 未朱(2)

小林 叶音(2) 加藤 こころ(1) 牧野 明日香(2)
今井 希生(2) 林 千尋(1) 宮澤 風香(3)
臼井 美紅(3) 金森 佑奈(2) 篠田 萌(2)



男　　子 女　　子 男　　子 女　　子 男　　子 女　　子

１００ｍ 11 4 7 8 3 9

４００ｍ 0 5 8 5 13 11

８００ｍ 2 5 14 9 5 7

１５００ｍ 0 15 6

３０００ｍ 2 5 14

５０００ｍ 3 5 13

１００ｍＨ 6 6 9

１１０ｍＨ 4 8 9

５０００ｍＷ 1 13 5 0 15 5

４×１００ｍＲ 9 6 2 9 10 6

走　高　跳 14 5 4 6 3 10

棒　高　跳 0 0 16 5.5 5 15.5

走　幅　跳 2 6 0 13 19 2

砲　丸　投 15 0 5 7 1 14

高校砲丸投 7 14 0

円　盤　投 15 3 6 12 0 6

高校円盤投 7 7 7

や　り　投 8 6 7 15 6 0

４×４００ｍＲ 6 2 2 4 4 6

計 104 63 125 104.5 119 114.5

種別順位 3 3 1 2 2 1

合　　　計

総合順位

 得　点　表

3 2 1

167 229.5 233.5

飯　　　　　伊 上　　伊　　那 諏　　　　　訪チーム名

種　　目



予選 7月17日 10:35
決勝 7月17日 14:55

大会新(GR)          12.4

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -1.1

 1 松村 紫乃(2) 飯伊     13.42  1 北岡 依生希(3) 上伊那     13.17 q
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越高 ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中

 2 小林 靜句(2) 諏訪     13.52  2 宮澤 風香(3) 飯伊     13.37 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ 岡谷南高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 3 小林 香絵(3) 上伊那     14.10  3 有賀 萌奈(3) 上伊那     14.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 駒ヶ根東中 ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ 南箕輪中

 4 吉澤 芽衣(2) 上伊那     14.44  4 吉澤 詩乃(1) 飯伊     14.35 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 春富中 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 高森中

 5 本橋 奈央子(2) 諏訪     14.68  5 中山 ほのか(2) 飯伊     14.73 
ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷南部中 ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 飯田女子高

 6 小口 侑寿葉(3) 諏訪     14.96  6 川口 結(1) 諏訪     14.76 
ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 岡谷北部中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｲ 茅野北部中

 7 那須野 桜(1) 上伊那     16.18 高見澤 美香(3) 上伊那
ﾅｽﾉ ｻｸﾗ 宮田中 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾐｶ 伊那中
小平 芙菜(1) 諏訪 平澤 優香(2) 飯伊
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊｽﾅ 茅野北部中 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｶ OIDE長姫高

[ 3組] 風速 -1.8 [ 4組] 風速 -1.3

 1 島岡 日和(2) 飯伊     13.51  1 宮下 真弥(1) 飯伊     13.12 q
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田高 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田高

 2 中島 瑠衣(2) 諏訪     13.82  2 有賀 雪乃(2) 上伊那     13.22 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉高 ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 南箕輪中

 3 三枝 千夏(2) 上伊那     13.83  3 小林 茉由(2) 諏訪     14.13 
ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 岡谷東高

 4 根井 愛佳(3) 上伊那     14.58  4 竹村 彩也香(3) 上伊那     14.28 
ﾈｲ ﾏﾅｶ 中川中 ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中

 5 富山 唯奈(1) 上伊那     14.79  5 山田 美和(3) 諏訪     14.67 
ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那東部中 ﾔﾏﾀ ﾞﾐﾜ 長峰中

 6 平出 瑠奈(3) 諏訪     15.58  6 宮坂 麻絢(1) 諏訪     15.22 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部中 ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 諏訪二葉高

 7 鈴木 夏知花(3) 上伊那     16.13  7 山田 にこ(3) 諏訪     15.80 
ｽｽﾞｷ ﾅﾁｶ 赤穂中 ﾔﾏﾀﾞ ﾆｺ 岡谷北部中
成田 楓華(1) 諏訪  8 登内 未来(3) 上伊那     16.23 
ﾅﾘﾀ ﾌｳｶ 岡谷南部中 ﾄﾉｳﾁ ﾐｸ 箕輪中

[ 5組] 風速 -2.2 [ 6組] 風速 -1.2

 1 徳竹 美友(2) 諏訪     13.34  1 金森 佑奈(2) 上伊那     13.48 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪高 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 2 清水 愛奈(1) 上伊那     14.02  2 関島 友里佳 飯伊     13.74 
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠高 ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ DreamAC

 3 小林 万莉(2) 諏訪     14.32  3 名取 未希(3) 諏訪     14.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰中 ﾅﾄﾘ ﾐｷ 富士見中

 4 藤森 沙耶(1) 上伊那     14.62  4 北原 樹奈(2) 上伊那     15.46 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ 辰野中 ｷﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾅ 箕輪中

 5 戸枝 星(2) 上伊那     14.64  5 関 結菜(2) 諏訪     15.47 
ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ 赤穂高 ｾｷ ﾕｲﾅ 諏訪西中

 6 加藤 瑶唯(3) 諏訪     15.23  6 中島 友希(2) 上伊那     15.64 
ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 赤穂高

 7 荒井 日菜(2) 諏訪     15.27 川井田 望(1) 上伊那
ｱﾗｲ ﾋﾟﾅ 岡谷南部中 ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 赤穂中
星野 陽花里(3) 上伊那 髙木 佑菜(1) 諏訪
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 春富中 ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 下諏訪向陽高

[ 7組] 風速 -1.7 [ 8組] 風速 -2.5

 1 小林 舞香(3) 諏訪     13.15 q  1 北原  寧々(3) 上伊那     13.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高

 2 今村 詩乃(1) 飯伊     13.64  2 塚間 友香(2) 上伊那     13.79 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 松川高 ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野中

 3 山田 茉優(3) 諏訪     13.76  3 橋本 花甫(3) 諏訪     13.80 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明中 ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西中

 4 山内 萌衣(2) 飯伊     14.42  4 中城 美佳(3) 上伊那     14.09 
ﾔﾏｳﾁ ﾓｴ OIDE長姫高 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ 駒ヶ根東中

 5 小林 千紘(2) 諏訪     14.70  5 鍋島 楓(1) 飯伊     15.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 長峰中 ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ 豊丘中

 6 片桐 あゆ美(3) 上伊那     15.57 澁谷 果歩(1) 上伊那
ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾕﾐ 中川中 ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那北高

 7 阿部 彩菜(3) 諏訪     16.61 菅沼 望子(1) 飯伊
ｱﾍﾞ ｱﾔﾅ 岡谷東部中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ OIDE長姫高
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[ 9組] 風速 -1.7 [ 10組] 風速 -2.9

 1 宮澤 希(3) 上伊那     12.88 q  1 今井 希生(2) 諏訪     12.99 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高 ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪高

 2 丸山 いより(3) 飯伊     13.84  2 五味 優花(2) 諏訪     14.09 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中 ｺﾞﾐ ﾕｳｶ 岡谷東高

 3 中原 希空(2) 上伊那     13.92  3 小山 礼華(1) 上伊那     14.14 
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 春富中 ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農高

 4 鮎澤 ののか(1) 諏訪     14.06  4 関島 瑠愛(1) 飯伊     14.61 
ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 諏訪清陵高 ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 下伊那松川中

 5 宮坂 育(1) 諏訪     14.08  5 小倉 心音(1) 飯伊     14.63 
ﾐﾔｻｶ ｲｸ 諏訪二葉高 ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 松川高

 6 野村 夏月(1) 諏訪     14.92  6 篠原 花恋(1) 諏訪     14.68 
ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 茅野東部中 ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 下諏訪向陽高

 7 関 広菜(3) 上伊那     15.53  7 柳沢 愛莉(2) 諏訪     15.21 
ｾｷ ﾋﾛﾅ 赤穂中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 茅野東部中

[ 11組] 風速 -1.8 [ 12組] 風速 -1.5

 1 菅沼 美風(3) 諏訪     13.34  1 藤本 遥(3) 飯伊     13.09 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪高 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 2 小林 菜月(2) 飯伊     13.85  2 清水 華乃(1) 上伊那     13.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘中 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高

 3 山城 春菜(1) 飯伊     14.07  3 石吾 桃香(2) 諏訪     14.09 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中 ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ 岡谷東部中

 4 藤岡 薫子(3) 上伊那     14.12  4 小島 咲愛(2) 上伊那     14.16 
ﾌｼﾞｵｶ ﾕｷﾈ 信州大 ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 南箕輪中

 5 小平 聖乃(2) 諏訪     14.43  5 井口 空亜(2) 上伊那     14.29 
ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ 茅野北部中 ｲｸﾞﾁ ｿｱ 箕輪中

 6 望月 莉子(2) 諏訪     15.76  6 中嶋 真唯香(2) 上伊那     15.03 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｺ 富士見中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕｶ 赤穂高
熊谷 朋華(1) 飯伊  7 小池 愛心(2) 諏訪     15.39 
ｸﾏｶﾞｲ ﾓｴｶ 下伊那松川中 ｺｲｹ ﾏﾅﾐ 諏訪西中

[ 13組] 風速  0.0

 1 牧野 明日香(2) 飯伊     13.77 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川高

 2 前田 唯(3) 諏訪     13.78 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中

 3 林 知世(1) 諏訪     14.00 
ﾊﾔｼ ﾁｾ 岡谷南高

 4 木下 明里咲(2) 飯伊     14.27 
ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ 緑ヶ丘中

 5 宮﨑 汐音 上伊那     14.86 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼｵﾝ 中川中

 6 花岡 こなみ(3) 諏訪     15.21 
ﾊﾅｵｶ ｺﾅﾐ 岡谷東部中
今井 沙緒里 飯伊
ｲﾏｲ ｻｵﾘ 飯田病院

風速 -0.5

 1 宮澤 希(3) 上伊那     12.67 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高

 2 今井 希生(2) 諏訪     12.80 
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪高

 3 藤本 遥(3) 飯伊     12.86 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 4 小林 舞香(3) 諏訪     13.06 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中

 5 北岡 依生希(3) 上伊那     13.09 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中

 6 菅沼 美風(3) 諏訪     13.14 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪高

 7 有賀 雪乃(2) 上伊那     13.25 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 南箕輪中

 8 宮下 真弥(1) 飯伊     13.33 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田高
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予選 7月17日 12:20
決勝 7月17日 14:10

大会新(GR)          57.71

[ 1組] [ 2組]

 1 臼井 美紅(3) 諏訪     58.37 q  1 小林 叶音(2) 諏訪     58.61 q
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

 2 大前 歌音(3) 上伊那   1,03.05 q  2 宮澤 風香(3) 飯伊   1,01.57 q
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 春富中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 3 野村 優香(1) 上伊那   1,04.72 q  3 半田 永遠(2) 上伊那   1,06.04 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪中 ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 辰野高

 4 中山 愛梨(1) 飯伊   1,06.41  4 髙木 萌子(1) 上伊那   1,08.04 
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中 ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 南箕輪中

 5 菅沼 萌香(2) 上伊那   1,07.40  5 原田 なな(2) 諏訪   1,08.60 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ 赤穂高 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 諏訪西中

 6 小林 紗耶加(2) 上伊那   1,07.51  6 小平 夢加(1) 上伊那   1,08.97 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上伊那農高 ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 上伊那農高

 7 竹松 優(2) 諏訪   1,09.29  7 平澤 恋菜(2) 諏訪   1,11.10 
ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ 諏訪西中 ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ 岡谷東部中
青木 幸(1) 上伊那 池上 葵(2) 上伊那
ｱｵｷ ｻﾁ 伊那AC ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那北高

[ 3組] [ 4組]

 1 金森 佑奈(2) 上伊那   1,00.89 q  1 篠田 萌(2) 飯伊   1,04.34 q
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高 ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 飯田高

 2 牧野 明日香(2) 飯伊   1,03.81 q  2 加藤 こころ(1) 上伊那   1,05.56 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川高 ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高

 3 中原 彩絵(3) 上伊那   1,05.46  3 仲田 ほの(2) 飯伊   1,06.89 
ﾅｶﾊﾗ ｻｴ 春富中 ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越高

 4 伊藤 桃香(3) 諏訪   1,07.75  4 中島  愛(1) 飯伊   1,07.77 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西中 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 松川高

 5 戸枝 星(2) 上伊那   1,08.17  5 藤岡 薫子(3) 上伊那   1,08.89 
ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ 赤穂高 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｷﾈ 信州大

 6 山内 萌衣(2) 飯伊   1,08.97  6 中嶋 真唯香(2) 上伊那   1,13.71 
ﾔﾏｳﾁ ﾓｴ OIDE長姫高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕｶ 赤穂高

 7 池上 舞花 上伊那   1,11.25  7 田中 沙奈 上伊那   1,16.54 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川中 ﾀﾅｶ ｻﾅ 中川中

 8 春日 莉緒(1) 諏訪   1,11.46 木下 茜莉(1) 飯伊
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部中 ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 緑ヶ丘中

 1 臼井 美紅(3) 諏訪     57.31 
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪高

 2 小林 叶音(2) 諏訪     59.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

 3 金森 佑奈(2) 上伊那   1,00.32 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 4 宮澤 風香(3) 飯伊   1,01.97 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 5 牧野 明日香(2) 飯伊   1,03.73 
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川高

 6 野村 優香(1) 上伊那   1,04.54 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪中

 7 篠田 萌(2) 飯伊   1,05.46 
ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 飯田高
大前 歌音(3) 上伊那
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 春富中 棄権
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予選 7月17日 13:35
決勝 7月17日 15:05

大会新(GR)        2,18.40

[ 1組] [ 2組]

 1 宮下 綺実(3) 諏訪   2,30.78 Q  1 川口 ののは(2) 諏訪   2,26.76 Q
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見中

 2 中林 知紗(2) 上伊那   2,38.20  2 藤森 恵弥子(3) 諏訪   2,28.43 q
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 伊那北高 ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 上諏訪中

 3 野村 ひかり(2) 上伊那   2,41.22  3 法嶋 翠(3) 上伊那   2,36.57 
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 南箕輪中 ﾎｳｼﾞﾏ ﾐﾄﾞﾘ 中川中

 4 小出 千夏(2) 上伊那   2,47.53  4 北沢 美月(1) 諏訪   2,40.23 
ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 赤穂高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 諏訪二葉高

 5 上島 奈華(1) 諏訪   2,54.98  5 宮下 喜久美(2) 上伊那   2,40.42 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾅﾅｶ 岡谷東部中 ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 赤穂高

 6 髙橋 優乃(1) 諏訪   2,59.40  6 小澤 来空(1) 上伊那   2,42.17 
ﾀｶﾊｼ ﾕﾉ 原中 ｵｻﾞﾜ ﾗｲｱ 辰野中

 7 柘植 菜々子(2) 上伊那   3,02.96  7 仲田 ほの(2) 飯伊   2,45.36 
ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ 伊那西高 ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越高

 8 中曽根 叶(2) 上伊那   3,07.99  8 佐藤 綾花(1) 飯伊   2,48.28 
ﾅｶｿﾈ ｶﾅ 伊那中 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 下伊那松川中

 9 小松 礼佳(1) 上伊那   3,15.42  9 松村 美佑(1) 飯伊   2,51.19 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 箕輪中 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 緑ヶ丘中
小口 美来(1) 諏訪 10 伊藤 菜央(3) 上伊那   2,53.79 
ｵｸﾞﾁ ﾐｸ 岡谷南部中 ｲﾄｳ ﾅｵ 南箕輪中
塩澤 華奈(4) 飯伊
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 東海学園大

[ 3組] [ 4組]

 1 京澤 夏子(2) 上伊那   2,30.65 Q  1 瀬戸 郁美(3) 上伊那   2,27.86 Q
ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北高 ｾﾄ ｲｸﾐ 辰野中

 2 中島 偲(2) 上伊那   2,34.26  2 宮澤 紅葉(1) 上伊那   2,32.51 
ﾅｶｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 南箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野高

 3 宮下 聖菜(2) 飯伊   2,34.77  3 大槻 美亜(1) 諏訪   2,37.06 
ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ 高森中 ｵｵﾂｷ ﾐｱ 東海大諏訪高

 4 真柴 萌菜(1) 上伊那   2,40.49  4 田中 胡桃(2) 諏訪   2,38.92 
ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ 春富中 ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ 富士見中

 5 石田 ひかり(3) 飯伊   2,46.61  5 塩澤  かりん(1) 上伊那   2,44.01 
ｲｼﾀﾞ ﾋｶﾘ 緑ヶ丘中 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 伊那弥生ヶ丘高

 6 津田 充瑠(2) 諏訪   2,47.61  6 坂本 なお(1) 上伊那   2,44.53 
ﾂﾀﾞ ﾐﾁﾙ 岡谷北部中 ｻｶﾓﾄ ﾅｵ 春富中

 7 坂戸 愛佳(1) 諏訪   2,56.04  7 酒井 萌々香(3) 上伊那   2,48.32 
ｻｶﾄ ｱｲｶ 岡谷東部中 ｻｶｲ ﾓﾓｶ 赤穂中

 8 松見 すみれ(1) 上伊那   3,10.30  8 山田 舞(1) 飯伊   2,50.58 
ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ 箕輪中 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 飯田風越高
沖津 美咲(1) 諏訪  9 百瀬 まゆ(3) 諏訪   2,50.76 
ｵｷﾂ ﾐｻｷ 岡谷南部中 ﾓﾓｾ ﾏﾕ 岡谷北部中
藤岡 緩奈(2) 諏訪 藤森 七海(1) 諏訪
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

[ 5組] [ 6組]

 1 長見 京華(2) 諏訪   2,29.80 Q  1 宮島 志保美(4) 飯伊   2,34.76 Q
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 東海大諏訪高 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信州大

 2 佐藤 悠花(1) 飯伊   2,30.05 q  2 守屋 有彩(1) 上伊那   2,35.94 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川中 ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 春富中

 3 原田 未朱(2) 飯伊   2,31.23  3 黒田 琴音(3) 上伊那   2,36.17 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ 松川高 ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 伊那西高

 4 逸持治 奏愛(2) 上伊那   2,38.71  4 滝沢 初寧(1) 上伊那   2,37.55 
ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ 赤穂中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 駒ヶ根東中

 5 岡 瑞希(2) 上伊那   2,44.49  5 水野 香帆(2) 飯伊   2,41.19 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 箕輪中 ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ 鼎中

 6 青木 幸(1) 上伊那   2,49.34  6 赤羽 菜杏(2) 飯伊   2,56.91 
ｱｵｷ ｻﾁ 伊那AC ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ 高森中

 7 小林 穂々光(2) 諏訪   2,50.39  7 下島 莉紗子(1) 諏訪   3,00.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 富士見中 ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻｺ 岡谷南部中

 8 北原 知佳(1) 上伊那   3,04.02  8 古木 優羽(1) 諏訪   3,00.59 
ｷﾀﾊﾗ ﾄﾓｶ 辰野中 ﾌﾙｷ ﾕｳ 岡谷東部中
篠原 さら(1) 諏訪 本田 尚子(2) 上伊那
ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ 茅野東部中 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 伊那中
田中 実菜子(1) 諏訪 小松 夢來(1) 諏訪
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 諏訪二葉高 ｺﾏﾂ ﾕﾗ 諏訪西中
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 1 瀬戸 郁美(3) 上伊那   2,25.22 
ｾﾄ ｲｸﾐ 辰野中

 2 佐藤 悠花(1) 飯伊   2,25.66 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川中

 3 川口 ののは(2) 諏訪   2,26.53 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見中

 4 京澤 夏子(2) 上伊那   2,29.58 
ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北高

 5 宮下 綺実(3) 諏訪   2,30.35 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中

 6 藤森 恵弥子(3) 諏訪   2,31.25 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 上諏訪中

 7 宮島 志保美(4) 飯伊   2,34.40 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 信州大

 8 長見 京華(2) 諏訪   2,44.80 
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 東海大諏訪高
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決勝 7月17日 14:20

大会新(GR)        9,54.80

[ 1組] [ 2組]

 1 金子 陽南(2) 飯伊  11,50.75  1 五味 叶花(3) 諏訪  10,57.09 
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘中 ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見中

 2 佐藤 希美(2) 諏訪  11,55.68  2 阿部 真奈美(2) 諏訪  11,02.20 
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 岡谷南部中 ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見中

 3 宮本 珠里(2) 上伊那  11,58.82  3 森 ほのか(2) 上伊那  11,05.96 
ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 辰野中 ﾓﾘ ﾎﾉｶ 春富中

 4 日野 まほろ(1) 上伊那  11,59.52  4 長見 京華(2) 諏訪  11,27.96 
ﾋﾉ ﾏﾎﾛ 伊那北高 ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 東海大諏訪高

 5 西村 歩華(2) 飯伊  12,02.71  5 神部 紫音(1) 飯伊  11,29.39 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 高森中 ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田風越高

 6 金子 咲良(1) 飯伊  12,21.54  6 大蔵 こころ(2) 上伊那  11,36.35 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 飯田高 ｵｵｸﾗ ｺｺﾛ 赤穂中

 7 代田 有芽(1) 飯伊  12,23.55  7 大槻 美亜(1) 諏訪  11,49.52 
ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田女子高 ｵｵﾂｷ ﾐｱ 東海大諏訪高

 8 酒井 愛梨(1) 諏訪  12,26.23  8 中村 ななみ(3) 上伊那  11,58.42 
ｻｶﾘ ｱｲﾘ 岡谷東高 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾐ 伊那西高

 9 宮内 笑夢(2) 飯伊  12,28.96  9 小嶋 楓來(1) 諏訪  12,15.84 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 高森中 ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 原中

10 竹村 千咲己(2) 上伊那  12,34.72 10 小池 嶺花(2) 諏訪  12,17.26 
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻｷ 駒ヶ根東中 ｺｲｹ ﾚｲｶ 原中

11 杉本 梨緒(3) 上伊那  12,41.83 11 平松 愛純(2) 上伊那  12,25.67 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｵ 箕輪中 ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 箕輪中

12 廣島 歩佳(2) 上伊那  12,44.73 12 佐藤 京都(3) 上伊那  14,48.13 
ﾋﾛｼﾏ ﾎﾉｶ 辰野中 ｻﾄｳ ｹｲﾄ 箕輪中

13 池上 遼海(2) 上伊那  12,53.97 稲垣 和奏(1) 諏訪
ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 南箕輪中 ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 東海大諏訪高

14 小澤 明日香(2) 上伊那  13,05.15 小池 碧桜(2) 飯伊
ｵｻﾞﾜ ｱｽｶ 辰野中 ｺｲｹ ﾐｵ 松川高

15 笹古 幸穂(2) 上伊那  14,00.09 小口 紗弥(2) 諏訪
ｻｻｺ ﾕｷﾎ 伊那西高 ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 岡谷東部中

16 野崎 葵(2) 上伊那  16,15.38 高橋 凜(1) 上伊那
ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ 伊那中 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 上伊那農高
有賀 由紀恵(1) 上伊那 若狹 藍子(1) 諏訪
ｱﾘｶﾞ ﾕｷｴ 上伊那農高 ﾜｶｻ ｱｲｺ 下諏訪向陽高
山下 莉野(1) 飯伊
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾉ OIDE長姫高

   1 五味 叶花(3) 諏訪 富士見中    10,57.09   2   1
   2 阿部 真奈美(2) 諏訪 富士見中    11,02.20   2   2
   3 森 ほのか(2) 上伊那 春富中    11,05.96   2   3
   4 長見 京華(2) 諏訪 東海大諏訪高    11,27.96   2   4
   5 神部 紫音(1) 飯伊 飯田風越高    11,29.39   2   5
   6 大蔵 こころ(2) 上伊那 赤穂中    11,36.35   2   6
   7 大槻 美亜(1) 諏訪 東海大諏訪高    11,49.52   2   7
   8 金子 陽南(2) 飯伊 緑ヶ丘中    11,50.75   1   1
   9 佐藤 希美(2) 諏訪 岡谷南部中    11,55.68   1   2
  10 中村 ななみ(3) 上伊那 伊那西高    11,58.42   2   8
  11 宮本 珠里(2) 上伊那 辰野中    11,58.82   1   3
  12 日野 まほろ(1) 上伊那 伊那北高    11,59.52   1   4
  13 西村 歩華(2) 飯伊 高森中    12,02.71   1   5
  14 小嶋 楓來(1) 諏訪 原中    12,15.84   2   9
  15 小池 嶺花(2) 諏訪 原中    12,17.26   2  10
  16 金子 咲良(1) 飯伊 飯田高    12,21.54   1   6
  17 代田 有芽(1) 飯伊 飯田女子高    12,23.55   1   7
  18 平松 愛純(2) 上伊那 箕輪中    12,25.67   2  11
  19 酒井 愛梨(1) 諏訪 岡谷東高    12,26.23   1   8
  20 宮内 笑夢(2) 飯伊 高森中    12,28.96   1   9
  21 竹村 千咲己(2) 上伊那 駒ヶ根東中    12,34.72   1  10
  22 杉本 梨緒(3) 上伊那 箕輪中    12,41.83   1  11
  23 廣島 歩佳(2) 上伊那 辰野中    12,44.73   1  12
  24 池上 遼海(2) 上伊那 南箕輪中    12,53.97   1  13
  25 小澤 明日香(2) 上伊那 辰野中    13,05.15   1  14
  26 笹古 幸穂(2) 上伊那 伊那西高    14,00.09   1  15
  27 佐藤 京都(3) 上伊那 箕輪中    14,48.13   2  12
  28 野崎 葵(2) 上伊那 伊那中    16,15.38   1  16
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決勝 7月17日  8:30

大会新(GR)       23,53.57

 1 大和 千秋 飯伊  24,51.39 
ﾔﾏﾄ ﾁｱｷ 飯田病院

 2 落合 早峰(2) 諏訪  25,04.99 
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ 東海大諏訪高

 3 平澤 優佳(2) 飯伊  27,32.68 
ﾋﾗｻﾜ ﾕｶ 松川高

 4 矢澤 美代子 飯伊  32,17.95 
ﾔｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 飯田市陸協

女子

5000mW

決勝
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決勝 7月17日  9:20

大会新(GR)          15.00

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速  0.0

 1 中山 愛梨(1) 飯伊     19.76  1 花岡 真咲(2) 諏訪     18.70 
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中 ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部中

 2 藤森 あんり(2) 諏訪     21.25  2 菅沼 望子(1) 飯伊     19.07 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾘ 長峰中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ OIDE長姫高

 3 上田 朋花(2) 上伊那     23.56  3 吉江 ほの美(3) 諏訪     19.42 
ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 南箕輪中 ﾖｼｴ ﾎﾉﾐ 岡谷東部中

 4 有賀 聖菜(3) 上伊那     23.97  4 今村 詩乃(1) 飯伊     19.81 
ｱﾙｶﾞ ｾｲﾅ 南箕輪中 ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 松川高
宮坂 優那(1) 諏訪  5 熊谷 千尋(2) 飯伊     20.33 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中 ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 高森中
原 如美(2) 諏訪  6 宮坂 ひかり(2) 諏訪     22.77 
ﾊﾗ ﾕｷﾐ 茅野北部中 ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部中

[ 3組] 風速 -1.2

 1 林 千尋(1) 上伊那     15.70 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 2 池野 佳帆(3) 飯伊     16.84 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 中島 瑠衣(2) 諏訪     16.92 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉高

 4 小林 尚美(2) 諏訪     16.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 諏訪実業高
澁谷 果歩(1) 上伊那
ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那北高

   1 林 千尋(1) 上伊那 上伊那農高     15.70 (-1.2)   3   1
   2 池野 佳帆(3) 飯伊 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     16.84 (-1.2)   3   2
   3 中島 瑠衣(2) 諏訪 諏訪二葉高     16.92 (-1.2)   3   3
   4 小林 尚美(2) 諏訪 諏訪実業高     16.95 (-1.2)   3   4
   5 花岡 真咲(2) 諏訪 茅野東部中     18.70 (0.0)   2   1
   6 菅沼 望子(1) 飯伊 OIDE長姫高     19.07 (0.0)   2   2
   7 吉江 ほの美(3) 諏訪 岡谷東部中     19.42 (0.0)   2   3
   8 中山 愛梨(1) 飯伊 緑ヶ丘中     19.76 (+0.2)   1   1
   9 今村 詩乃(1) 飯伊 松川高     19.81 (0.0)   2   4
  10 熊谷 千尋(2) 飯伊 高森中     20.33 (0.0)   2   5
  11 藤森 あんり(2) 諏訪 長峰中     21.25 (+0.2)   1   2
  12 宮坂 ひかり(2) 諏訪 茅野東部中     22.77 (0.0)   2   6
  13 上田 朋花(2) 上伊那 南箕輪中     23.56 (+0.2)   1   3
  14 有賀 聖菜(3) 上伊那 南箕輪中     23.97 (+0.2)   1   4
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

5   381
欠場

女子

100mH(0.838m)
タイムレース

3   842

2   783

6   493

4    23

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
5   732 3   715

2   630 4    63

7  1314 2    85

3  1305 7   627

6   857 6    16

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   183 5   714

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



予選 7月17日 12:50
決勝 7月17日 15:15

大会新(GR)          49.15

[ 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 飯田高   126 齊藤 由佳(2)     51.28 q  1   1 春富中   451 中原 希空(2)     52.09 q

ｲｲﾀﾞｺｳ ｻｲﾄｳ ﾕｶ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ
  121 島岡 日和(2)   457 北原 小遥(2)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
  112 篠田 萌(2)   450 大前 歌音(3)

ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
  108 宮下 真弥(1)   460 濵田 みなと(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
 2   2 南箕輪中  1316 有賀 萌奈(3)     51.82 q  2   5 緑ヶ丘中   189 木下 明里咲(2)     52.81 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ
 1315 有賀 雪乃(2)   184 藤本 遥(3)

ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
 1303 酒井 美玲(3)   188 木下 未知(3)

ｻｶｲ ﾐﾚｲ ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ
 1304 小島 咲愛(2)   171 小林 菜月(2)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
 3   8 飯田風越高   152 松村 紫乃(2)     52.06 q  3   3 高森中    59 吉澤 詩乃(1)     52.88 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
  143 伊藤 鈴音(1)    57 丸山 いより(3)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
  160 北原 沙希(2)    65 山城 春菜(1)

ｷﾀﾊﾗ ｻｷ ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
  145 宮澤 風香(3)    62 宮澤 香音(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ
 4   7 諏訪西中     54.25  4   8 駒ヶ根東中   422 木下 弥采(2)     54.24 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｷﾉｼﾀ ﾐｺﾄ
  806 橋本 花甫(3)   411 小林 香絵(3)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ
  807 原田 なな(2)   421 中城 美佳(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ
  801 伊藤 桃香(3)   418 竹村 彩也香(3)

ｲﾄｳ ﾓﾓｶ ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ
 5   3 岡谷東部中   640 篠原 さくら(3)     54.79  5   2 長峰中   851 山田 美和(3)     55.03 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾔﾏﾀ ﾞﾐﾜ
  660 林 歩実(3)   854 小林 万莉(2)

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
  653 大場 ひかる(3)   853 小林 千紘(2)

ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
  633 江口 真尋(3)   852 小松 未唯奈(1)

ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ
 6   5 辰野高   554 北原 きらら(1)     56.12  6   6 岡谷南部中   675 武居 真衣(3)     57.69 

ﾀﾂﾉｺｳ ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞﾁｭｳ ﾀｹｲ ﾏｲ
  553 半田 永遠(2)   677 髙野 夏来(2)

ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ
  550 伊藤 優直(1)   671 佐藤 希美(2)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ
  551 宮澤 紅葉(1)   676 本橋 奈央子(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ
 7   6 茅野東部中   724 柳沢 愛莉(2)     56.94   4 上伊那農高   469 加藤 ほのか(1)

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 失格
  714 花岡 真咲(2)   493 林 千尋(1)

ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
  718 牛山 珠莉(2)   478 小山 礼華(1)

ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
  722 野村 夏月(1)   489 唐澤 純夏(1)

ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ
 8   1 箕輪中  1355 北原 樹奈(2)     57.05   7 伊那中   334 本田 尚子(2)

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾅ ｲﾅﾁｭｳ ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 欠場
 1325 井口 空亜(2)   324 金子 結香(3)

ｲｸﾞﾁ ｿｱ ｶﾈｺ ﾕｳｶ
 1338 戸田 美桜(2)   335 野崎 葵(2)

ﾄﾀﾞ ﾐｵ ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ
 1335 宮澤 遥(2)   320 関崎 茉莉(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ

女子

4x100m

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 東海大諏訪高   868 小林 叶音(2)     49.14 q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 大会新
  862 臼井 美紅(3)

ｳｽｲ ﾐｸ
  865 今井 希生(2)

ｲﾏｲ ｷｷ
  875 菅沼 美風(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ
 2   6 赤穂中   533 森脇 涼羽(3)     52.03 q

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
  542 田中 凜(2)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ
  546 氣賀澤 杏香(3)

ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
  535 青田 梨世(3)

ｱｵﾀ ﾘｾ
 3   7 辰野中   568 長田 鼓美(3)     52.70 q

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ
  560 三枝 千夏(2)

ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ
  566 瀬戸 郁美(3)

ｾﾄ ｲｸﾐ
  569 塚間 友香(2)

ﾂｶﾏ ﾕｶ
 4   1 松川高    85 今村 詩乃(1)     53.49 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ
   96 牧野 明日香(2)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ
   87 小倉 心音(1)

ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ
   94 中島  愛(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ
 5   8 富士見中   903 名取 未希(3)     56.19 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾅﾄﾘ ﾐｷ
  889 越川 えり(1)

ｺｼｶﾜ ｴﾘ
  902 望月 莉子(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｺ
  895 小林 舞香(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
 6   5 赤穂高   509 戸枝 星(2)     57.20 

ｱｶﾎｺｳ ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ
  516 中島 友希(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ
  515 菅沼 萌香(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ
  517 中嶋 真唯香(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕｶ
  2 岡谷北部中   683 小口 侑寿葉(3)

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 失格
  681 山田 にこ(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾆｺ
  686 百瀬 まゆ(3)

ﾓﾓｾ ﾏﾕ
  679 加藤 瑶唯(3)

ｶﾄｳ ﾖｲ
  3 下諏訪向陽高

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ 欠場

女子

4x100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 東海大諏訪高   868 小林 叶音(2)     48.49 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 大会新
  862 臼井 美紅(3)

ｳｽｲ ﾐｸ
  865 今井 希生(2)

ｲﾏｲ ｷｷ
  875 菅沼 美風(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ
 2   7 春富中   451 中原 希空(2)     50.88 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ
  457 北原 小遥(2)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
  450 大前 歌音(3)

ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
  449 星野 陽花里(3)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
 3   3 飯田高   126 齊藤 由佳(2)     51.30 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｻｲﾄｳ ﾕｶ
  121 島岡 日和(2)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ
  112 篠田 萌(2)

ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ
  108 宮下 真弥(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 4   6 赤穂中   533 森脇 涼羽(3)     51.36 

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
  542 田中 凜(2)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ
  546 氣賀澤 杏香(3)

ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
  535 青田 梨世(3)

ｱｵﾀ ﾘｾ
 5   8 飯田風越高   152 松村 紫乃(2)     51.76 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
  143 伊藤 鈴音(1)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
  160 北原 沙希(2)

ｷﾀﾊﾗ ｻｷ
  145 宮澤 風香(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 6   5 南箕輪中  1316 有賀 萌奈(3)     51.76 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ
 1315 有賀 雪乃(2)

ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ
 1303 酒井 美玲(3)

ｻｶｲ ﾐﾚｲ
 1304 小島 咲愛(2)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
 7   2 辰野中   568 長田 鼓美(3)     52.88 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ
  560 三枝 千夏(2)

ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ
  566 瀬戸 郁美(3)

ｾﾄ ｲｸﾐ
  569 塚間 友香(2)

ﾂｶﾏ ﾕｶ
 8   1 緑ヶ丘中   189 木下 明里咲(2)     53.47 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ
  184 藤本 遥(3)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
  182 竹村 菜々美(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ
  171 小林 菜月(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ

4x100m
決勝

女子



決勝 7月17日 16:05

大会新(GR)        4,02.21

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 諏訪   883 徳竹 美友(2)   3,59.64 

ｽﾜ ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 大会新
  868 小林 叶音(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
  865 今井 希生(2)

ｲﾏｲ ｷｷ
  862 臼井 美紅(3)

ｳｽｲ ﾐｸ
 2   3 上伊那   390 北原  寧々(3)   4,09.81 

ｶﾐｲﾅ ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
  468 加藤 こころ(1)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ
  493 林 千尋(1)

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
  364 金森 佑奈(2)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ
 3   4 飯伊    81 原田 未朱(2)   4,14.82 

ﾊﾝｲ ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ
   96 牧野 明日香(2)

ﾏｷﾉ ｱｽｶ
  145 宮澤 風香(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
  112 篠田 萌(2)

ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ

決勝

女子三郡対抗

4x400m



決勝 7月17日 13:30

大会新(GR)           1.65

井田 光咲(2) 上伊那
ｲﾀﾞ ｱﾘｻ 南箕輪中
田中 海羽(1) 上伊那
ﾀﾅｶ ﾐｳ 春富中
北原 舞香(1) 上伊那
ｷﾀﾊﾗ ﾏｲｶ 春富中
倉嶋 明結菜(3) 諏訪
ｸﾗｼﾏ ｱﾕﾅ 岡谷東部中
上田 美海(3) 上伊那
ｳｴﾀﾞ ﾐｳ 箕輪中
小平 真帆(3) 飯伊
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 高森中
松澤 澪(2) 飯伊
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｵ 緑ヶ丘中
倉田 紗優加(1) 上伊那
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪中
塩澤 姫和(3) 諏訪
ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 岡谷東部中
下平 佳穂里(2) 飯伊
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 飯田高
伊藤 鈴音(1) 飯伊
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越高
名取 未希(3) 諏訪
ﾅﾄﾘ ﾐｷ 富士見中
中嶋 珠久(2) 上伊那
ﾏｶｼﾞﾏ ﾐｸ 赤穂中
伊藤 結菜(2) 諏訪
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 諏訪清陵高
山田 加奈(3) 諏訪
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中
齊藤 由佳(2) 飯伊
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高
百瀬 早姫(2) 諏訪
ﾓﾓｾ ｻｷ 下諏訪向陽高
濱 奏美(2) 諏訪
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 諏訪実業高
北原 沙希(2) 飯伊
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高
奥田 藍美(3) 上伊那
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 赤穂高
北原 菜瑞奈(2) 上伊那
ｷﾀﾊﾗ ﾅｽﾞﾅ 伊那中
溝口 莉緒(2) 上伊那 欠場
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 南箕輪中

1  1301

XXX

3   332
XXX

- - - O O O
22   505

- - -

14   903
O O

- - O O XO XXX

XXX
11   107

- - O XO

XXO XXO XXX
9   624

O O

6  1306
O O O XO XXX

XXX
4   175

O O O XXO

O XXX
15    66

O O

10  1346
O O O

7   652
O O XXO XXX

5   458
O O XO XXX

8   454
O O XXX

1m50 1m55 記録 備考

XO XXO XXX

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15

- - - O XXO XXX
20   160

- - -

O O XXO XXX
19   787

- - - - O

- O O XO O XXX
18   700

- - -

O O XXX
17   126

- - - - O

- O O XXX
21   639

- - -

XO XXX
16   789

- - - - XO

XO O XXO XXX
12   539

- - O

O XO XXO XXX

13   143

XXX

女子

走高跳

2   600

決勝

順位



決勝 7月17日  9:30

大会新(GR)           3.61

鎌倉 杏(3) 諏訪
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中
小林 由依(3) 諏訪
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中
清水 愛奈(1) 上伊那
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠高
堀内 沙紀(3) 諏訪
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 原中
川嶋 成美(2) 諏訪
ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ 岡谷東部中
村松 由菜(2) 上伊那
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｲﾅ 伊那東部中
城 咲良(1) 諏訪
ｼﾞｮｳ ｻｸﾗ 岡谷東部中
瀧本 杏(2) 上伊那
ﾀｷﾓﾄ ｱﾝ 伊那東部中
山口 華奈(3) 諏訪
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 岡谷東部中
北原 きらら(1) 上伊那 欠場
ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 辰野高

 2.90

XXO

XXX

O -

XXX

XO O XXX

女子

棒高跳

1 9   747
O

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m00 2m20 2m40 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 記録 備考

- - - O O O  2.90

2 10   750
- - -

3 6   428
- - O  2.40

4 7   754
- XXO XXX  2.40

5 2   651
O XXX  2.00

5 5   348
O XXX  2.00

1   648
XXX

3   349
XXX

4   638
XXX

8   554



決勝 7月17日  9:00

大会新(GR)           6.06

宮澤 香音(3) 飯伊   4.97   5.04   5.08   5.05   5.09    X    5.09 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中   -0.4   +0.4   -1.0   +2.9   +0.6    +0.6
長田 鼓美(3) 上伊那   4.73   4.85   4.82   4.67   4.67   5.01    5.01 
ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 辰野中   -0.5   +0.3   -1.3   +0.7   +1.1   +2.2    +2.2
北原 小遥(2) 上伊那   4.89   4.63   4.71    X   4.88    X    4.89 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 春富中   -0.4   +0.5   -0.7   +0.9    -0.4
唐澤 純夏(1) 上伊那   4.84    X    X    X    X    X    4.84 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農高   +0.8    +0.8
伊藤 絵夢(2) 諏訪   4.54    X   4.66   4.62   4.49   4.63    4.66 
ｲﾄｳ ｴﾑ 諏訪実業高    0.0   -0.3   +0.9   -0.3   +0.7    -0.3
関 理帆(1) 上伊那   4.64   4.65   4.55   4.55    X   4.55    4.65 
ｾｷ ﾘﾎ 日女体大   -0.3   +0.2   -1.7   +0.2   +1.6    +0.2
酒井 美玲(3) 上伊那   4.32   4.60   4.48   4.49   4.40   4.62    4.62 
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 南箕輪中   -0.2   -0.3   -1.6   -0.5   +1.3   +1.1    +1.1
百瀬 早姫(2) 諏訪    X   4.46   4.58   4.57    X    -    4.58 
ﾓﾓｾ ｻｷ 下諏訪向陽高    0.0   +0.4   -0.5    +0.4
小林 千紘(2) 諏訪   4.40   4.39   4.29    4.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 長峰中   +0.3    0.0   -0.7    +0.3
小久保 茉耶(1) 飯伊   4.35   4.40   4.29    4.40 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 飯田高   +1.0   +0.4   -0.5    +0.4
関崎 茉莉(2) 上伊那   4.12   4.33   4.22    4.33 
ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ 伊那中   +1.0   +0.1   -0.8    +0.1
中平 留李花(3) 飯伊   4.31   4.32   4.11    4.32 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中   +1.1   +1.3   -1.4    +1.3
中島 さや香(2) 諏訪   4.23    X    X    4.23 
ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 岡谷東部中   +1.3    +1.3
小松 葉月(1) 上伊那    X   4.14   4.07    4.14 
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 赤穂高   +0.4   -0.9    +0.4
牛山 珠莉(2) 諏訪   3.99   3.43   4.14    4.14 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 茅野東部中   +1.0   -0.4   -0.9    -0.9
眞田 華香(3) 上伊那   4.13    X    X    4.13 
ｻﾅﾀﾞ ﾊﾅｶ 赤穂中   +0.3    +0.3
繁田 奈々世(2) 諏訪   4.01   4.12   4.07    4.12 
ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ 諏訪清陵高   +0.9   +1.1   +0.5    +1.1
千葉 ほの香(1) 飯伊    X   4.10    X    4.10 
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高   +0.2    +0.2
竹村 菜々美(2) 飯伊    X   3.92   4.09    4.09 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 緑ヶ丘中   +0.1   +0.2    +0.2
林 知世(1) 諏訪   4.07   4.03   3.89    4.07 
ﾊﾔｼ ﾁｾ 岡谷南高   +1.2   +0.1   -0.7    +1.2
小澤 佑奈(2) 上伊那    X   4.04   3.84    4.04 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 辰野中   +0.3   -0.5    +0.3
濵田 みなと(1) 上伊那   4.03   3.97   3.72    4.03 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 春富中   -0.3   +0.9   +0.7    -0.3
柿澤 摩歩(2) 諏訪   3.81   4.02   3.94    4.02 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 上諏訪中   +1.0   +0.6   -1.5    +0.6
小口 葉奈(1) 諏訪   3.90   4.01   3.83    4.01 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 諏訪西中   -0.3   -0.6   -0.2    -0.6
今村 実伶(1) 飯伊    X   4.00   3.89    4.00 
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 緑ヶ丘中   +1.3   -0.9    +1.3
今井 美月(1) 諏訪   3.99    X   3.90    3.99 
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 下諏訪向陽高   -0.6   +0.3    -0.6
埋橋 優菜(3) 上伊那    X   3.81   3.93    3.93 
ｳｽﾞﾊｼ ﾕｳﾅ 春富中   +1.2   -0.3    -0.3
下平 さら紗(1) 上伊那   3.90   3.31   3.80    3.90 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｻﾗｻ 伊那東部中   +0.9   +1.0   +0.5    +0.9
篠原 花恋(1) 諏訪    X   3.55   3.89    3.89 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 下諏訪向陽高   +1.0   -0.7    -0.7
宮坂 詩(2) 諏訪   3.88   3.83    X    3.88 
ﾐﾔｻｶ ｳﾀ 岡谷東部中   +0.1   -0.2    +0.1
中野 天音(3) 諏訪   3.51   3.57   3.84    3.84 
ﾅｶﾉ ｱﾏﾈ 長峰中   +0.1   +0.1   +0.7    +0.7
熊谷 真歩(3) 上伊那    X   3.83   3.81    3.83 
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ 赤穂中   -0.5   -0.8    -0.5
田中 ラリッサ(2) 上伊那   3.78   3.80   3.37    3.80 
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 伊那東部中   +0.1   +0.7   -0.8    +0.7
斎藤 亜里沙(3) 諏訪   3.68   3.79    X    3.79 
ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ 岡谷東部中   +1.2   +0.5    +0.5
黒澤 萌(2) 諏訪   3.78   3.73   3.55    3.78 
ｸﾛｻﾜ ﾓｴ 長峰中   -0.1   +0.9   -1.0    -0.1
戸田 美桜(2) 上伊那   3.73   3.76   3.71    3.76 
ﾄﾀﾞ ﾐｵ 箕輪中   -0.2   +0.9   -0.3    +0.9
金子 結香(3) 上伊那   3.76   3.69   3.67    3.76 
ｶﾈｺ ﾕｳｶ 伊那中   +1.3   +0.4   +0.1    +1.3

37 12   324

35 24   850

36 27  1338

33 28   351

34 15   635

31 17   856

32 37   525

29 39   693

30 36   628

27 40   459

28 32   338

25 42   169

26 49   691

23 44   757

24 30   812

21 23   564

22 50   460

19 31   182

20 22   665

女子

走幅跳

1 59    62

12 41    73

-3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考

2 62   568

3 61   457

-1- -2-

4 55   489

5 43   775

6 60  1318

7 58  1303

8 53   700

9 51   853

10 33   113

11 3   320

54   655

14 46   513

15 38   718

13

16 48   549

17 47   797

18 21   117



松下 陽音(1) 飯伊    X   3.75   3.61    3.75 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森中   -0.1   -1.2    -0.1
武居 真衣(3) 諏訪    X   3.68   3.51    3.68 
ﾀｹｲ ﾏｲ 岡谷南部中   +1.1   +0.6    +1.1
髙野 夏来(2) 諏訪   3.24   3.41   3.67    3.67 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 岡谷南部中   +0.1   +0.3   -0.6    -0.6
戸枝 恵依(3) 上伊那   3.63   3.60   3.44    3.63 
ﾄｴﾀﾞ ｹｲ 駒ヶ根東中   -0.3   -0.4   -0.9    -0.3
舟橋 里紗(1) 上伊那    X   3.62    X    3.62 
ﾌﾅﾊﾞｼ ﾘｻ 辰野中   -0.3    -0.3
日原 穂香(1) 上伊那   2.78   3.59   3.37    3.59 
ﾋﾊﾗ ﾎﾉｶ 箕輪中   +0.2   +0.7   +0.3    +0.7
橋詰 瑠菜(2) 諏訪    X   3.57   2.83    3.57 
ﾊｼｽﾞﾒ ﾙﾅ 岡谷南部中   -0.2   +0.5    -0.2
伊藤 愛(2) 上伊那   3.56   3.43   3.42    3.56 
ｲﾄｳ ﾏﾅ 南箕輪中   +0.2   +0.8   -0.7    +0.2
宮澤 瑠里(1) 諏訪    X   3.56   3.33    3.56 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾘ 茅野北部中   +0.9    0.0    +0.9
小池 理紗子(1) 諏訪   3.21   3.20   3.40    3.40 
ｺｲｹ ﾘｻｺ 諏訪西中    0.0   -0.2   +0.2    +0.2
安田 莉穂(1) 諏訪   2.77   3.31    X    3.31 
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪西中   +0.8   +0.7    +0.7
代田 那菜(1) 飯伊   2.99   3.30   2.99    3.30 
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 緑ヶ丘中   +0.2   +1.0   -0.3    +1.0
越川 えり(1) 諏訪   2.85   2.85   3.18    3.18 
ｺｼｶﾜ ｴﾘ 富士見中   +1.8   +1.4   -0.6    -0.6
小泉 美羽(1) 諏訪    X   3.02   3.16    3.16 
ｺｲｽﾞﾐ ﾐｳ 茅野北部中   +0.1   -0.7    -0.7
五味 桃花(1) 諏訪   3.05   3.11   3.12    3.12 
ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ 諏訪実業高   +0.6   +0.1   -0.7    -0.7
川嶋 亜衣梨(1) 諏訪   2.74    X   3.07    3.07 
ｶﾜｼﾏ ｱｲﾘ 茅野北部中   +1.3   -1.2    -1.2
吉村 千都子(1) 上伊那   2.66   2.59   3.01    3.01 
ﾖｼﾑﾗ ﾁﾂﾞｺ 伊那東部中   +0.1   +0.5   -0.8    -0.8
丸茂 愛莉(1) 上伊那   2.94   2.99   2.94    2.99 
ﾏﾙﾓ ｱｲﾘ 宮田中   +0.5   +0.7   -1.2    +0.7
太田 静流(1) 飯伊   2.99   2.70   2.71    2.99 
ｵｵﾀ ｼｽﾞﾙ 下伊那農業高   +0.4    0.0   -0.5    +0.4
井澤 夏帆(1) 上伊那   2.76   2.13   2.24    2.76 
ｲｻﾜ ｶﾎ 箕輪中   +1.2   +0.3   +0.3    +1.2
滝沢 きよら(1) 飯伊    X   2.19   2.55    2.55 
ﾀｷｻﾞﾜ ｷﾖﾗ 下伊那農業高   +0.6   -1.2    -1.2
髙木 佑菜(1) 諏訪 欠場
ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 下諏訪向陽高
百瀬 果奈(1) 上伊那 欠場
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那北高
宮澤 歩(2) 諏訪 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉高
加藤 ほのか(1) 上伊那    X    X    X 記録なし
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高

39 14   675

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

女子

走幅跳
氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

38 35    69

40 29   677

41 25   410

42 18   561

43 13  1352

44 20   669

45 6   598

46 5   731

47 19   816

48 16   800

49 9   179

50 8   889

51 2   733

52 34   782

53 10   739

54 26   341

55 7   395

56 1    55

57 11  1326

58 4    56

45   701

56   469

52   378

57   836



決勝 7月17日 12:00

大会新(GR)          12.05

有賀 愛夢(2) 上伊那
ｱﾙｶﾞ ｱｲﾑ 辰野中
金子 真菜(2) 諏訪
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪実業高
津金 璃子(3) 諏訪
ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ 原中
荒井 日菜(2) 諏訪
ｱﾗｲ ﾋﾟﾅ 岡谷南部中
櫻本 奈々(1) 諏訪
ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ 岡谷工業高
小松 茉央(2) 上伊那
ｺﾏﾂ ﾏｵ 辰野中
溝尾 茉優(3) 上伊那
ﾐｿﾞｵ ﾏﾕ 辰野中
伊藤 舞(2) 飯伊
ｲﾄｳ ﾏｲ 飯田風越高
奥田 藍美(3) 上伊那
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 赤穂高
小牧 理瑛(3) 上伊那
ｺﾏｷ ﾘｴ 春富中
藤森 佑奈(3) 諏訪
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾅ 諏訪西中
大牧 穂香(2) 飯伊
ｵｵﾏｷ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中
林 優舞(1) 諏訪
ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部中
長門 杏実(1) 諏訪
ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ 岡谷東部中

  4.42 

  6.93 

14 1   656
 4.42  3.85  4.00

  X   7.15 

9 12   505
 6.65  6.93  6.88

 6.88   7.22 

8 11   142
 6.95  7.15  6.89  6.51  6.64

 7.19   7.59 

7 6   557
 7.22  6.58  6.75  7.11  6.64

 7.55   7.86 

6 5   562
 7.59  7.25  6.78  6.42

  609
 7.52  7.77  7.86  7.62  7.82

 8.50   8.50 

4 3   670
 5.32  7.95  7.31  7.58  7.36

 8.78   8.95 

3 13   751
 8.07  7.96  8.40  8.41  8.40

2 14   779
 8.95  8.78   X

記録 備考

 8.95  8.11  8.00  8.24  8.04  8.90   8.95 

-1- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 8.18  8.69

  575

女子

砲丸投(4.000kg)

1 7
-2- -3- -4-

 7.42   7.95 

5 10

10 9   446
 6.38

 7.37

 6.22  6.57   6.57 

11 4   823
 4.86  5.52  4.20   5.52 

12 8   181
 4.42  5.51  4.78

  4.56 

  5.51 

13 2   661
 4.56  4.30  3.36



決勝 7月17日  9:00

大会新(GR)          38.38

細井 友香 上伊那
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 上伊那郡陸協
清水 詩乃(3) 上伊那
ｼﾐｽﾞ ｼﾉ 伊那西高
金子 真菜(2) 諏訪
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪実業高
伊藤 舞(2) 飯伊
ｲﾄｳ ﾏｲ 飯田風越高
鎌倉 杏(3) 諏訪
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中
若林 咲理菜(1) 上伊那
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 上伊那農高
宮下 喜久美(2) 上伊那
ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 赤穂高
藤森 佑奈(3) 諏訪
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾅ 諏訪西中
宮坂 優羽奈(1) 諏訪
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中
西川 茉亜莉(2) 飯伊
ﾆｼｶﾜ ﾏｱﾘ 下伊那農業高
菅沼 萌香(2) 上伊那
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ 赤穂高
小出 益実(1) 諏訪
ｺｲﾃﾞ ﾏｽﾐ 岡谷東部中

  X  22.71 

2 12   316
  O

  X   X

27.07   X

女子

円盤投(1.000kg)

1 11   463
-2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考

  O   X 28.97   O   X   X  28.97 

-1-

  O   X   X  27.07 

3 9   779
  O   O 25.50   O   O 25.83  25.83 

4 10   142
  O 22.71   O

5 7   747
22.37   O   O   O   X   -  22.37 

6 8   475
  X   O 16.88   O   O   O  16.88 

7 6   508
  O   O 15.48   O   X   X  15.48 

8 3   823
14.38   X   O   O   X   O  14.38 

9 1   629
  X   X 13.82  13.82 

10 5    54
  O 13.27   O  13.27 

11 4   515
  O   X 12.63

12 2   645
  X  9.07   X   9.07 

 12.63 



決勝 7月17日 14:30

大会新(GR)          39.90

北野 緋菜(2) 飯伊
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南高
吉田  みさき(3) 上伊那
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高
向山 ますみ 上伊那
ﾑｶｲﾔﾏ ﾏｽﾐ 上伊那郡陸協
小松 葉月(1) 上伊那
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 赤穂高
伊藤 優直(1) 上伊那
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 辰野高
中島 友希(2) 上伊那
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 赤穂高
熊谷 汐乃(2) 飯伊
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 飯田女子高
小出 千夏(2) 上伊那
ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 赤穂高

女子

やり投(0.600kg)

1 7    36
-2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考

  O   O 35.27   O   O 39.13  39.13 

-1-

  O

2 8   385
  O   O 34.50   O   O 36.11

  X

 36.11 

3 6   462
  X   O 25.94   O 26.20

  O

 26.20 

4 2   513
  O   X 23.70   O   X

  O

 23.70 

5 3   550
  O 17.97   O   O   O

  O

 17.97 

6 5   516
  O   X 15.28   X 17.55

  O

 17.55 

7 4   134
  X   O 15.62   O 16.96

 12.06 

 16.96 

8 1   512
  X 10.28   X 12.06   O
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