
 
大会コード：17170525 

 

第５２回 上伊那秋季陸上競技記録会 

第２２回 上伊那スポーツフェスティバル‘１７ 

記 録 集 
 

期 日 ： ２０１７年(平成２９年)９月２日（土） 

会 場 ： 伊那市陸上競技場（競技場コード：172030） 

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  上伊那スポーツ振興協議会 

後 援 ：  南信教育事務所  上伊那市町村教育委員会連絡協議会 

上伊那地区社会教育委員会連絡協議会  上伊那公民館連絡協議会 

上伊那校長会  上伊那教育会  上伊那体育指導員連絡協議会 

上伊那 PTA 連合会 

主 管 ： 上伊那陸上競技協会 

審 判 長 ： 遠山 正洋 

記録情報主任 ： 井原 成経 

 

 

■ この大会で樹立された記録 

 

な し 

 

 

■ 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 

8：50 晴れ 27.5 43.0 北東 3.0 

9：00 晴れ 27.5 43.0 北北東 2.5 

10：00 晴れ 28.0 43.0 北東 2.4 

11：00 晴れ 27.5 50.0 北東 4.8 

12：00 晴れ 28.5 43.0 北北東 2.6 

13：00 晴れ 28.5 40.0 北東 2.6 

14：00 晴れ 28.5 40.0 北北東 4.6 

15：00 晴れ 28.0 42.0 北北東 2.9 

16：00 晴れ 26.5 45.0 北 2.9 
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決勝記録一覧表
女  子 【競技場】172030  伊那市総合運動場陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/02 女子 窪田 結衣(2) 12.96 宮下 真弥(1) 13.12 松本 恵実(1) 13.31 三枝 千夏(2) 中学･辰野中 13.39 清水 華乃(1) 13.40 加藤 ほのか(1) 13.57 小山 礼華(1) 13.60

１００ｍ 中学･信明中 高校･飯田高 中学･堀金中 有賀 雪乃(2) 中学･南箕輪中 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高
09/02 篠田 萌(2) 1,03.57 加藤 こころ(1) 1,04.35 中嶋 杏彩(1) 1,06.30 小林 紗耶加(2) 1,06.43 小平 夢加(1) 1,06.97 千葉 ほの香(1) 1,08.49 丸山 結愛(2) 1,12.58 塩澤 かりん(1) 1,13.45

４００ｍ 高校･飯田高 高校･上伊那農高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･飯田高 中学･堀金中 高校･伊那弥生ヶ丘高
09/02 中林 樹里(2) 2,26.34 松下 朋佳(2) 2,38.37 宮下 喜久美(2) 2,40.83 平松 愛純(2) 2,40.88 野村 ひかり(2) 2,41.68 小山 夏葵(1) 2,42.13 加藤 杏由夏(2) 2,42.65 岡 瑞希(2) 2,43.98

８００ｍ 中学･箕輪中 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 高校･赤穂高 中学･箕輪中 中学･南箕輪中 中学･王滝中 中学･山辺中 中学･箕輪中
09/02 中村 柚音(2) 10,51.20 中林 樹里(2) 11,20.14 瀬戸 郁美(3) 11,45.97 平松 愛純(2) 12,03.70 宮本 珠里(2) 12,14.52 岡 瑞希(2) 12,15.12 金子 咲良(1) 12,23.03 廣島 歩佳(2) 12,35.29

３０００ｍ 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･辰野中 中学･箕輪中 中学･辰野中 中学･箕輪中 高校･飯田高 中学･辰野中
09/02 林 千尋(1) 1,10.06 中島 友希(2) 1,28.15

400mH(0.726m) 高校･上伊那農高 高校･赤穂高
09/02 関崎 茉莉(2) 中学･伊那中 1.40 今井 歌乃(1) 1.40 佐野 紗葵(2) 1.35 下平 佳穂里(2) 1.30 本田 尚子(2) 1.25

走高跳 齊藤 由佳(2) 高校･飯田高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･堀金中 高校･飯田高 中学･伊那中
09/02 唐澤 純夏(1) 4.75(+1.5) 加藤 ほのか(1)4.58(+3.9) 小久保茉耶(1)4.45(+2.8) 小松 葉月(1) 4.36(+5.0) 戸田 美桜(2) 3.98(+0.7) 舟橋 里紗(1) 3.62(+3.2) 日原 穂香(1) 3.59(+3.0) 河口 桜奈(1) 3.25(+2.2)

走幅跳 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･飯田高 高校･赤穂高 中学･箕輪中 中学･辰野中 中学･箕輪中 中学･王滝中
09/02 田近 嵯季(3) 9.64 齊藤 由佳(2) 7.04

砲丸投 中学･王滝中 高校･飯田高
09/02 田近 嵯季(3) 23.23 若林 咲理菜(1) 18.22 宮下 喜久美(2) 14.80 中嶋 真唯香(2) 14.12 小出 千夏(2) 13.75

円盤投 中学･王滝中 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･赤穂高 高校･赤穂高
09/02 若林 咲理菜(1) 24.79

ﾊﾝﾏｰ投(4.000 高校･上伊那農高
09/02 上伊那農高       51.93 飯田高       53.53 辰野中(A)       54.79 堀金中       55.02 伊那中(A)       56.47 赤穂高       56.75 箕輪中(A)       57.09 辰野中(B)       57.80

４×１００ｍＲ 清水 華乃(1) 齊藤 由佳(2) 渡辺 梓沙(1) 前田 百葉(1) 野崎 葵(2) 小松 葉月(1) 北原 樹奈(2) 藤森 沙耶(1)
林 千尋(1) 小嶋 織(1) 小澤 佑奈(2) 丸山 結愛(2) 関崎 茉莉(2) 中嶋 真唯香(2) 井口 空亜(2) 舟橋 里紗(1)
小山 礼華(1) 篠田 萌(2) 三枝 千夏(2) 松本 恵実(1) 北原 菜瑞奈(2) 菅沼 萌香(2) 戸田 美桜(2) 上島 澪里(1)
加藤 こころ(1) 宮下 真弥(1) 塚間 友香(2) 佐野 紗葵(2) 本田 尚子(2) 中島 友希(2) 宮澤 遥(2) 荻原 瞳(1)

09/02 中学女子 有賀 愛夢(2) 10.39 小松 茉央(2) 8.62 野崎 葵(2) 8.49 松本 恵実(1) 6.61 前田 百葉(1) 6.55
砲丸投 中学･辰野中 中学･辰野中 中学･伊那中 中学･堀金中 中学･堀金中

09/02 倉田 紗優加(1) 40.64 那須野 桜(1) 10.42
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･南箕輪中 中学･宮田中

09/02 小学123年女 三宅 真生(3) 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 9.98 伊藤 希実(3) 10.38 荻原 真柚(3) 10.46 宮下 華凜(3) 10.66 永田 夢(3) 10.74 池上 桜都(3) 10.82 小林 日菜花(3) 10.88
６０ｍ 笹平 倖希(3) 小学･南箕輪小 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･伊那AC

09/02 小学4年女子  +3.5中野 ことは(4) 15.20 鈴木 翠央(4) 15.84 岡 美来(4) 15.90 河野 亜衣菜(4) 16.10 中村 明香(4) 16.68 唐澤 真衣(4) 16.78 巻渕 陽満里(4) 16.90 鈴木 ひかり(4) 16.93
１００ｍ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

09/02 小学5年女子  +1.9西村 陽菜(5) 14.59 今井 遥香(5) 14.69 池田 りん(5) 14.88 井原 由奈(5) 15.30 北原 萌衣(5) 15.40 大和田 明日風(5 15.41 森本 真衣(5) 15.94 武村 美尋(5) 15.97
１００ｍ 小学･高遠小 小学･箕輪中部小 小学･伊那AC 小学･南箕輪小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･伊那AC 小学･箕輪中部小 小学･箕輪東小

09/02 小学6年女子  +3.6佐野 涼楓(6) 14.11 海沼 結(6) 14.35 宮澤 けい(6) 14.49 髙橋 つきみ(6) 14.53 三澤 和(6) 15.43 小松 ちひろ(6) 15.92 原 久瑠美(6) 16.09
１００ｍ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･伊那AC 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･伊那AC 小学･南箕輪小 小学･飯島小 小学･南箕輪小

09/02 小学共通女子 唐澤 美琴(6) 3,25.43 戸枝 くるみ(6) 3,25.47 青木 日和(6) 3,26.42 坂元 唯花(4) 3,30.18 小松 凜(6) 3,35.05 小田桐 真央(6) 3,48.36 逢坂 百花(5) 3,48.74 桃澤 まなか(6) 3,50.85
１０００ｍ 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･箕輪中部小 小学･辰野南小 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･飯島小

09/02  +3.0唐澤 さくら(6) 13.41 福澤 さくら(5) 16.05
80mH(0.700m) 小学･箕輪西小 小学･伊那AC

09/02 向山 飛鳥(6) 3.98(+3.1) 小日向 慧(6) 3.74(+2.7) 丸山 あずさ(5)3.45(+1.6) 伊藤 さよ(5) 3.18(+1.8) 小林 柚花(5) 2.69(+1.5) 北原 瑠菜(5) 2.45(+1.5) 小野 真実(4) 2.03(+1.5)
走幅跳 小学･箕輪西小 小学･箕輪中部小 小学･高遠小 小学･箕輪中部小 小学･箕輪中部小 小学･飯島小 小学･箕輪中部小

09/02 武井 みずき(5) 39.41 唐澤 すみれ(6) 37.58 横山 あむ(6) 34.52 原 鈴花(5) 29.95 下村 美優(5) 29.40 馬場 美遥(5) 19.59 福島 笑心(5) 14.93
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･南箕輪小 小学･飯島小 小学･飯島小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･飯島小

09/02 伊那AC       58.73 箕輪中部小(D)      59.41 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A    1,01.42 南箕輪小(A)     1,02.66 箕輪中部小(C)    1,02.74 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B    1,05.07 南箕輪小(B)     1,06.31 飯島小(D)     1,07.04
４×１００ｍＲ 大和田 明日風(5) 小日向 慧(6) 竹内 ひかり(5) 原 久瑠未(6) 神田 珠里(5) 木ノ島 夏生(5) 伊野 日菜子(5) 入田 珠璃(6)

海沼 結(6) 唐澤 美琴(6) 宮澤 けい(6) 小田桐 真央(6) 今井 遥香(5) 石曽根 葵(5) 津村 妃茉里(5) 桃澤 まなか(6)
池田 りん(5) 青木 日和(6) 中野 ことは(4) 伊藤 千紘(6) 森本 真衣(5) 山本 奏葉(5) 丸山 杏珠(5) 横山 あむ(6)
髙橋 つきみ(6) 伊藤 朱里(6) 佐野 涼楓(6) 三澤 和(6) 伊藤 さよ(5) 北原 萌衣(5) 有賀 日向子(5) 唐澤 すみれ(6)

09/02 ｵｰﾌﾟﾝ小学女 齋藤 奏絵(6) 3,20.34 下嶋 優菜(6) 3,28.24 御子柴 清美(4) 3,38.85 桐生 瑞希(5) 3,39.57 原 亜真乃(4) 3,39.62 松下 真奈(5) 3,48.34 小倉 杏(4) 3,48.55 梅木 莉子(5) 3,48.61
１０００ｍ 小学･諏訪FA 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･諏訪FA 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･諏訪FA 小学･ISｼﾞｭﾆｱ

09/02  +3.0河西 真依(6) 14.36
80mH(0.700m) 小学･諏訪FA
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決勝記録一覧表
女  子 【競技場】172030  伊那市総合運動場陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/02 ｵｰﾌﾟﾝ小学女 小山紗於里(5)3.80(+2.5) 栖村 有希(6) 2.85(+3.2)

走幅跳 小学･王滝小 小学･王滝小
09/02 古畑 姫乃(6) 42.52

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･三岳小
09/02 堀金小     1,02.90

４×１００ｍＲ 一志 琉月(6)
五十嵐 千陽(6)
柴野 亜紗実(6)
福田 笑未(6)

09/02 ｵｰﾌﾟﾝ小6女子 福田 笑未(6) 14.69 小松 美沙季(6) 15.00 一志 琉月(6) 15.80 柴野 亜紗実(6) 16.18 五十嵐 千陽(6) 17.05
１００ｍ 小学･堀金小 小学･諏訪FA 小学･堀金小 小学･堀金小 小学･堀金小

09/02 ｵｰﾌﾟﾝ小5女子 羽生 彩華(5) 15.33
１００ｍ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ

09/02 ｵｰﾌﾟﾝ小123女  +3.0遠藤 浬(1) 11.59
６０ｍ 小学･諏訪FA



決勝 9月2日 12:10

県新(KR)            11.56
県高校新(HR)        12.03
県中学新(JR)        12.05

[ 1組] 風速 +3.0 [ 2組] 風速 +3.6

 1 窪田 結衣(2) 中学     12.96  1 三枝 千夏(2) 中学     13.39 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明中 ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野中

 2 宮下 真弥(1) 高校     13.12  2 清水 華乃(1) 高校     13.40 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田高 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高

 3 松本 恵実(1) 中学     13.31  3 加藤 ほのか(1) 高校     13.57 
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金中 ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高

 4 有賀 雪乃(2) 中学     13.39  4 唐澤 純夏(1) 高校     13.78 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 南箕輪中 ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農高

 5 小山 礼華(1) 高校     13.60  5 福田 莉子(3) 中学     13.93 
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農高 ﾌｸﾀﾞ ﾘｺ 堀金中

 6 塚間 友香(2) 中学     13.68  6 関崎 茉莉(2) 中学     14.07 
ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野中 ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ 伊那中
島岡 日和(2) 高校  7 佐野 紗葵(2) 中学     14.25 
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田高 ｻﾉ ｻｷ 堀金中

[ 3組] 風速 +3.3 [ 4組] 風速 +4.8

 1 本田 尚子(2) 中学     13.68  1 中嶋 杏彩(1) 高校     14.03 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 伊那中 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘高

 2 丸山 結愛(2) 中学     13.72  2 小澤 佑奈(2) 中学     14.32 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 堀金中 ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 辰野中

 3 渡辺 梓沙(1) 中学     13.72  3 中嶋 真唯香(2) 高校     14.34 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ 辰野中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕｶ 赤穂高

 4 井口 空亜(2) 中学     13.80  4 井田 光咲(2) 中学     14.69 
ｲｸﾞﾁ ｿｱ 箕輪中 ｲﾀﾞ ｱﾘｻ 南箕輪中

 5 小嶋 織(1) 高校     13.87  5 北原 樹奈(2) 中学     14.71 
ｺｼﾞﾏ ﾊﾄﾘ 飯田高 ｷﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾅ 箕輪中

 6 宮澤 遥(2) 中学     13.96  6 遠藤 彩莉(2) 中学     14.83 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 箕輪中 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ 辰野中

 7 藤森 沙耶(1) 中学     14.09 戸枝 星(2) 高校
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ 辰野中 ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ 赤穂高

[ 5組] 風速 +3.6 [ 6組] 風速 +2.9

 1 上島 澪里(1) 中学     14.15  1 溝口 莉緒(2) 中学     14.76 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ 辰野中 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 南箕輪中

 2 日原 穂香(1) 中学     14.56  2 前田 百葉(1) 中学     14.78 
ﾋﾊﾗ ﾎﾉｶ 箕輪中 ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ 堀金中

 3 野崎 葵(2) 中学     14.66  3 荻原 瞳(1) 中学     14.89 
ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ 伊那中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾄﾐ 辰野中

 4 下平 佳穂里(2) 高校     14.83  4 北原 菜瑞奈(2) 中学     15.07 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 飯田高 ｷﾀﾊﾗ ﾅｽﾞﾅ 伊那中

 5 中曽根 叶(2) 中学     14.84  5 松下 茉鈴(2) 中学     15.15 
ﾅｶｿﾈ ｶﾅ 伊那中 ﾏﾂｼﾀ ﾏﾘﾝ 辰野中

 6 戸田 美桜(2) 中学     14.95  6 那須野 桜(1) 中学     15.54 
ﾄﾀﾞ ﾐｵ 箕輪中 ﾅｽﾉ ｻｸﾗ 宮田中

 7 小田切 美結(1) 中学     15.75  7 井澤 夏帆(1) 中学     15.66 
ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾕ 宮田中 ｲｻﾜ ｶﾎ 箕輪中
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   1 窪田 結衣(2) 中学 信明中     12.96 (+3.0)   1   1
   2 宮下 真弥(1) 高校 飯田高     13.12 (+3.0)   1   2
   3 松本 恵実(1) 中学 堀金中     13.31 (+3.0)   1   3
   4 三枝 千夏(2) 中学 辰野中     13.39 (+3.6)   2   1
   4 有賀 雪乃(2) 中学 南箕輪中     13.39 (+3.0)   1   4
   6 清水 華乃(1) 高校 上伊那農高     13.40 (+3.6)   2   2
   7 加藤 ほのか(1) 高校 上伊那農高     13.57 (+3.6)   2   3
   8 小山 礼華(1) 高校 上伊那農高     13.60 (+3.0)   1   5
   9 本田 尚子(2) 中学 伊那中     13.68 (+3.3)   3   1
   9 塚間 友香(2) 中学 辰野中     13.68 (+3.0)   1   6
  11 丸山 結愛(2) 中学 堀金中     13.72 (+3.3)   3   2
  11 渡辺 梓沙(1) 中学 辰野中     13.72 (+3.3)   3   3
  13 唐澤 純夏(1) 高校 上伊那農高     13.78 (+3.6)   2   4
  14 井口 空亜(2) 中学 箕輪中     13.80 (+3.3)   3   4
  15 小嶋 織(1) 高校 飯田高     13.87 (+3.3)   3   5
  16 福田 莉子(3) 中学 堀金中     13.93 (+3.6)   2   5
  17 宮澤 遥(2) 中学 箕輪中     13.96 (+3.3)   3   6
  18 中嶋 杏彩(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     14.03 (+4.8)   4   1
  19 関崎 茉莉(2) 中学 伊那中     14.07 (+3.6)   2   6
  20 藤森 沙耶(1) 中学 辰野中     14.09 (+3.3)   3   7
  21 上島 澪里(1) 中学 辰野中     14.15 (+3.6)   5   1
  22 佐野 紗葵(2) 中学 堀金中     14.25 (+3.6)   2   7
  23 小澤 佑奈(2) 中学 辰野中     14.32 (+4.8)   4   2
  24 中嶋 真唯香(2) 高校 赤穂高     14.34 (+4.8)   4   3
  25 日原 穂香(1) 中学 箕輪中     14.56 (+3.6)   5   2
  26 野崎 葵(2) 中学 伊那中     14.66 (+3.6)   5   3
  27 井田 光咲(2) 中学 南箕輪中     14.69 (+4.8)   4   4
  28 北原 樹奈(2) 中学 箕輪中     14.71 (+4.8)   4   5
  29 溝口 莉緒(2) 中学 南箕輪中     14.76 (+2.9)   6   1
  30 前田 百葉(1) 中学 堀金中     14.78 (+2.9)   6   2
  31 下平 佳穂里(2) 高校 飯田高     14.83 (+3.6)   5   4
  31 遠藤 彩莉(2) 中学 辰野中     14.83 (+4.8)   4   6
  33 中曽根 叶(2) 中学 伊那中     14.84 (+3.6)   5   5
  34 荻原 瞳(1) 中学 辰野中     14.89 (+2.9)   6   3
  35 戸田 美桜(2) 中学 箕輪中     14.95 (+3.6)   5   6
  36 北原 菜瑞奈(2) 中学 伊那中     15.07 (+2.9)   6   4
  37 松下 茉鈴(2) 中学 辰野中     15.15 (+2.9)   6   5
  38 那須野 桜(1) 中学 宮田中     15.54 (+2.9)   6   6
  39 井澤 夏帆(1) 中学 箕輪中     15.66 (+2.9)   6   7
  40 小田切 美結(1) 中学 宮田中     15.75 (+3.6)   5   7
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決勝 9月2日 13:35

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

[ 1組] [ 2組]

 1 篠田 萌(2) 高校   1,03.57  1 中嶋 杏彩(1) 高校   1,06.30 
ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 飯田高 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘高

 2 加藤 こころ(1) 高校   1,04.35  2 丸山 結愛(2) 中学   1,12.58 
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 堀金中

 3 小林 紗耶加(2) 高校   1,06.43  3 塩澤 かりん(1) 高校   1,13.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上伊那農高 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 伊那弥生ヶ丘高

 4 小平 夢加(1) 高校   1,06.97  4 北原 菜瑞奈(2) 中学   1,13.85 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 上伊那農高 ｷﾀﾊﾗ ﾅｽﾞﾅ 伊那中

 5 千葉 ほの香(1) 高校   1,08.49  5 中曽根 叶(2) 中学   1,14.93 
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高 ﾅｶｿﾈ ｶﾅ 伊那中
菅沼 萌香(2) 高校
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ 赤穂高

   1 篠田 萌(2) 高校 飯田高     1,03.57   1   1
   2 加藤 こころ(1) 高校 上伊那農高     1,04.35   1   2
   3 中嶋 杏彩(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,06.30   2   1
   4 小林 紗耶加(2) 高校 上伊那農高     1,06.43   1   3
   5 小平 夢加(1) 高校 上伊那農高     1,06.97   1   4
   6 千葉 ほの香(1) 高校 飯田高     1,08.49   1   5
   7 丸山 結愛(2) 中学 堀金中     1,12.58   2   2
   8 塩澤 かりん(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,13.45   2   3
   9 北原 菜瑞奈(2) 中学 伊那中     1,13.85   2   4
  10 中曽根 叶(2) 中学 伊那中     1,14.93   2   5
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決勝 9月2日 10:00

県新(KR)          2,05.78
県高校新(HR)      2,05.78
県中学新(JR)      2,13.56

[ 1組] [ 2組]

 1 中林 樹里(2) 中学   2,26.34  1 平松 愛純(2) 中学   2,40.88 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 箕輪中 ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 箕輪中

 2 松下 朋佳(2) 中学   2,38.37  2 小山 夏葵(1) 中学   2,42.13 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ 王滝中

 3 宮下 喜久美(2) 高校   2,40.83  3 北原 知佳(1) 中学   2,58.25 
ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 赤穂高 ｷﾀﾊﾗ ﾄﾓｶ 辰野中

 4 野村 ひかり(2) 中学   2,41.68  4 松見 すみれ(1) 中学   3,02.30 
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 南箕輪中 ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ 箕輪中

 5 加藤 杏由夏(2) 中学   2,42.65  5 小松 礼佳(1) 中学   3,04.62 
ｶﾄｳ ｱﾕｶ 山辺中 ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 箕輪中

 6 岡 瑞希(2) 中学   2,43.98  6 正木 春佳(1) 中学   3,15.48 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 箕輪中 ﾏｻｷ ﾊﾙｶ 辰野中

 7 小出 千夏(2) 高校   2,49.23 小澤 来空(1) 中学
ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 赤穂高 ｵｻﾞﾜ ﾗｲｱ 辰野中

   1 中林 樹里(2) 中学 箕輪中     2,26.34   1   1
   2 松下 朋佳(2) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ     2,38.37   1   2
   3 宮下 喜久美(2) 高校 赤穂高     2,40.83   1   3
   4 平松 愛純(2) 中学 箕輪中     2,40.88   2   1
   5 野村 ひかり(2) 中学 南箕輪中     2,41.68   1   4
   6 小山 夏葵(1) 中学 王滝中     2,42.13   2   2
   7 加藤 杏由夏(2) 中学 山辺中     2,42.65   1   5
   8 岡 瑞希(2) 中学 箕輪中     2,43.98   1   6
   9 小出 千夏(2) 高校 赤穂高     2,49.23   1   7
  10 北原 知佳(1) 中学 辰野中     2,58.25   2   3
  11 松見 すみれ(1) 中学 箕輪中     3,02.30   2   4
  12 小松 礼佳(1) 中学 箕輪中     3,04.62   2   5
  13 正木 春佳(1) 中学 辰野中     3,15.48   2   6
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決勝 9月2日 15:15

県新(KR)          9,04.25
県高校新(HR)      9,04.25
県中学新(JR)      9,25.24

 1 中村 柚音(2) 中学  10,51.20 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 箕輪中

 2 中林 樹里(2) 中学  11,20.14 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 箕輪中

 3 瀬戸 郁美(3) 中学  11,45.97 
ｾﾄ ｲｸﾐ 辰野中

 4 平松 愛純(2) 中学  12,03.70 
ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 箕輪中

 5 宮本 珠里(2) 中学  12,14.52 
ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 辰野中

 6 岡 瑞希(2) 中学  12,15.12 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 箕輪中

 7 金子 咲良(1) 高校  12,23.03 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 飯田高

 8 廣島 歩佳(2) 中学  12,35.29 
ﾋﾛｼﾏ ﾎﾉｶ 辰野中

 9 小澤 明日香(2) 中学  12,36.54 
ｵｻﾞﾜ ｱｽｶ 辰野中
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決勝 9月2日 13:55

県新(KR)            58.27
県高校新(HR)        58.27

 1 林 千尋(1) 高校   1,10.06 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 2 中島 友希(2) 高校   1,28.15 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 赤穂高

6   231

5   357

女子

４００ｍＨ(0.726m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 15:55

県新(KR)            47.46
県高校新(HR)        47.46
県中学新(JR)        48.17

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 伊那中(A)  8089 野崎 葵(2)     56.47  1   3 上伊那農高   233 清水 華乃(1)     51.93 

ｲﾅﾁｭｳA ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ
 8085 関崎 茉莉(2)   231 林 千尋(1)

ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
 8088 北原 菜瑞奈(2)   234 小山 礼華(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾅｽﾞﾅ ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
 8087 本田 尚子(2)   236 加藤 こころ(1)

ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ ｶﾄｳ ｺｺﾛ
 2   4 赤穂高   362 小松 葉月(1)     56.75  2   5 飯田高   406 齊藤 由佳(2)     53.53 

ｱｶﾎｺｳ ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ ｲｲﾀﾞｺｳ ｻｲﾄｳ ﾕｶ
  359 中嶋 真唯香(2)   417 小嶋 織(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕｶ ｺｼﾞﾏ ﾊﾄﾘ
  360 菅沼 萌香(2)   409 篠田 萌(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ
  357 中島 友希(2)   416 宮下 真弥(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 3   5 辰野中(B)  7963 藤森 沙耶(1)     57.80  3   4 辰野中(A)  7967 渡辺 梓沙(1)     54.79 

ﾀﾂﾉﾁｭｳB ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ
 7966 舟橋 里紗(1)  7952 小澤 佑奈(2)

ﾌﾅﾊﾞｼ ﾘｻ ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ
 7968 上島 澪里(1)  7955 三枝 千夏(2)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ
 7964 荻原 瞳(1)  7954 塚間 友香(2)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾄﾐ ﾂｶﾏ ﾕｶ
 4   6 箕輪中(B)  8014 松見 すみれ(1)   1,03.09  4   6 堀金中  6692 前田 百葉(1)     55.02 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ
 8012 井澤 夏帆(1)  6691 丸山 結愛(2)

ｲｻﾜ ｶﾎ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ
 8013 小松 礼佳(1)  6693 松本 恵実(1)

ｺﾏﾂ ｱﾔｶ ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ
 8011 日原 穂香(1)  6690 佐野 紗葵(2)

ﾋﾊﾗ ﾎﾉｶ ｻﾉ ｻｷ
 5   2 箕輪中(A)  8004 北原 樹奈(2)     57.09 

ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｷﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾅ
 8003 井口 空亜(2)

ｲｸﾞﾁ ｿｱ
 8006 戸田 美桜(2)

ﾄﾀﾞ ﾐｵ
 8007 宮澤 遥(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ

   1 上伊那農高     51.93 清水 華乃(1) 林 千尋(1) 小山 礼華(1) 加藤 こころ(1)   2   1
   2 飯田高     53.53 齊藤 由佳(2) 小嶋 織(1) 篠田 萌(2) 宮下 真弥(1)   2   2
   3 辰野中(A)     54.79 渡辺 梓沙(1) 小澤 佑奈(2) 三枝 千夏(2) 塚間 友香(2)   2   3
   4 堀金中     55.02 前田 百葉(1) 丸山 結愛(2) 松本 恵実(1) 佐野 紗葵(2)   2   4
   5 伊那中(A)     56.47 野崎 葵(2) 関崎 茉莉(2) 北原 菜瑞奈(2) 本田 尚子(2)   1   1
   6 赤穂高     56.75 小松 葉月(1) 中嶋 真唯香(2) 菅沼 萌香(2) 中島 友希(2)   1   2
   7 箕輪中(A)     57.09 北原 樹奈(2) 井口 空亜(2) 戸田 美桜(2) 宮澤 遥(2)   2   5
   8 辰野中(B)     57.80 藤森 沙耶(1) 舟橋 里紗(1) 上島 澪里(1) 荻原 瞳(1)   1   3
   9 箕輪中(B)   1,03.09 松見 すみれ(1) 井澤 夏帆(1) 小松 礼佳(1) 日原 穂香(1)   1   4

所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

女子

４×１００ｍＲ

決勝

タイムレース

順位



決勝 9月2日 13:00

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

関崎 茉莉(2) 中学
ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ 伊那中
齊藤 由佳(2) 高校
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高
今井 歌乃(1) 高校
ｲﾏｲ ｶﾉ 伊那弥生ヶ丘高
佐野 紗葵(2) 中学
ｻﾉ ｻｷ 堀金中
下平 佳穂里(2) 高校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 飯田高
本田 尚子(2) 中学
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 伊那中

 1.25
6 1  8087

- O XXX

 1.30

 1.35

5 2   408
O O O XXX

O XXX
4 4  6690

- O O

XXX  1.40

 1.40

3 5   303
- - O XO XO

O O XXX
1 6   406

- - O

XXX  1.40
1 3  8085

- O O O O

記録1m30 1m35 備考1m20 1m25 1m40 1m45 1m50

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月2日 10:30

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

唐澤 純夏(1) 高校   4.75   4.44   4.60    4.75 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農高   +1.5   +2.4   +4.2    +1.5
加藤 ほのか(1) 高校   4.58    X   4.55    4.58 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高   +3.9   +3.1    +3.9
小久保 茉耶(1) 高校   4.42   4.45   4.44    4.45 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 飯田高   +2.9   +2.8   +5.1    +2.8
小松 葉月(1) 高校   4.36   4.12   3.92    4.36 
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 赤穂高   +5.0   +4.1   +4.0    +5.0
戸田 美桜(2) 中学    X   3.69   3.98    3.98 
ﾄﾀﾞ ﾐｵ 箕輪中   +3.3   +0.7    +0.7
舟橋 里紗(1) 中学   3.60    X   3.62    3.62 
ﾌﾅﾊﾞｼ ﾘｻ 辰野中   +1.5   +3.2    +3.2
日原 穂香(1) 中学   3.50   3.15   3.59    3.59 
ﾋﾊﾗ ﾎﾉｶ 箕輪中   +2.0   +4.0   +3.0    +3.0
河口 桜奈(1) 中学   3.25   3.16   3.15    3.25 
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ 王滝中   +2.2   +3.8   +1.8    +2.2
宮澤 遥(2) 中学    X   3.21    X    3.21 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 箕輪中   +2.9    +2.9
小澤 佑奈(2) 中学   2.98   2.62    X    2.98 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 辰野中   +3.8   +3.2    +3.8
井澤 夏帆(1) 中学   2.55    X   2.19    2.55 
ｲｻﾜ ｶﾎ 箕輪中   +3.1   +3.4    +3.1
丸茂 愛莉(1) 中学    X    X    X 記録なし
ﾏﾙﾓ ｱｲﾘ 宮田中

3  8192

10 9  7952

11 1  8012

8 5  6337

9 7  8007

6 6  7966

7 2  8011

4 8   362

5 4  8006

2 12   235

3 10   415

-2- -3- 備考
1 11   232

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 記録



決勝 9月2日  9:10

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

田近 嵯季(3) 中学
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 王滝中
齊藤 由佳(2) 高校
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高
戸枝 星(2) 高校 欠場
ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ 赤穂高

決勝 9月2日  9:10

県中学新(JR)        13.55

有賀 愛夢(2) 中学
ｱﾙｶﾞ ｱｲﾑ 辰野中
小松 茉央(2) 中学
ｺﾏﾂ ﾏｵ 辰野中
野崎 葵(2) 中学
ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ 伊那中
松本 恵実(1) 中学
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金中
前田 百葉(1) 中学
ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ 堀金中
那須野 桜(1) 中学 欠場
ﾅｽﾉ ｻｸﾗ 宮田中

  6.55 

2  8193

5 1  6692
 6.55  6.43  6.24

  8.49 

4 3  6693
 6.61  5.74  6.35   6.61 

1 6  7960

  8.62 

3 5  8089
 7.06  8.49  8.45

2 4  7957
 8.62  6.62  7.82

10.39  9.89 10.13

-3- 記録 備考

 10.39 

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-

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- 備考
1 3  6336

 8.68  9.07  9.64   9.64 

  406
 6.86  6.23  7.04

-3- 記録

  7.04 

1   356

2 2



決勝 9月2日 13:00

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

田近 嵯季(3) 中学
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 王滝中
若林 咲理菜(1) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 上伊那農高
宮下 喜久美(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 赤穂高
中嶋 真唯香(2) 高校
ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕｶ 赤穂高
小出 千夏(2) 高校
ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 赤穂高

 13.75 

 14.12 

5 3   355
13.75   O   O

 14.80 

4 1   359
  O   O 14.12

1 5  6336

 18.22 

3 2   358
  O   O 14.80

2 4   240
  O 18.22   O

  O   X 23.23

-3- 記録 備考

 23.23 

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 9月2日 14:30

県新(KR)            60.40
県高校新(HR)        44.45

若林 咲理菜(1) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 上伊那農高

 24.79 
1 1   240

24.79   O   O

女子

ハンマー投(4.000㎏)

決勝

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



決勝 9月2日 11:30

県中学新(JR)        45.45

倉田 紗優加(1) 中学
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪中
那須野 桜(1) 中学
ﾅｽﾉ ｻｸﾗ 宮田中

 10.42 

 40.64 

2 1  8193
  O   O 10.42

1 2  8051
  O   O 40.64

-3- 記録-2- 備考

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月2日 10:30

[ 1組] 風速 +3.0 [ 2組] 風速 +3.5

 1 三宅 真生(3) 小学      9.98  1 荻原 真柚(3) 小学     10.46 
ﾐﾔｹ ﾏｵ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕ 箕輪中部小

 2 池上 桜都(3) 小学     10.82  2 永田 夢(3) 小学     10.74 
ｲｹｶﾞﾐ ｵﾄ 南箕輪小 ﾅｶﾞﾀ ﾕﾒ 南箕輪小

 3 小林 日菜花(3) 小学     10.88  3 松下 妃月(3) 小学     11.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ 伊那AC ﾏﾂｼﾀ ｷﾗﾗ 飯島小

 4 福島 凛心(3) 小学     11.10  4 宮下 絆(2) 小学     11.68 
ﾌｸｼﾏ ﾘｺ 飯島小 ﾐﾔｼﾀ ｷｽﾞﾅ 伊那東小

 5 村澤 佑衣(2) 小学     11.80  5 長谷川 もも(2) 小学     11.94 
ﾑﾗｻﾜ ﾕｲ 南箕輪小 ﾊｾｶﾞﾜ ﾓﾓ 南箕輪小

 6 出羽澤 真維(2) 小学     13.60  6 赤羽 芽(2) 小学     11.97 
ﾃﾞﾜｻﾞﾜ ﾏｲ 南箕輪小 ｱｶﾊﾈ ﾒｲ 南箕輪小

 7 諸田 くるみ(1) 小学     12.03 
ﾓﾛﾀ ｸﾙﾐ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 3組] 風速 +3.2 [ 4組] 風速 +1.8

 1 伊藤 希実(3) 小学     10.38  1 笹平 倖希(3) 小学      9.98 
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中部小 ｻｻﾋﾗ ﾕｷ 南箕輪小

 2 毛賀澤 心晴(3) 小学     11.16  2 北沢 心美(3) 小学     11.08 
ｹｶﾞｻﾜ ｺﾊﾙ 飯島小 ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾐ 箕輪中部小

 3 丸山 姫奈(1) 小学     12.17  3 宮澤 和(3) 小学     11.12 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾅ 南箕輪小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 中村 麻由奈(2) 小学     12.21  4 山際 そら(3) 小学     11.59 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕﾅ 南箕輪小 ﾔﾏｷﾞﾜ ｿﾗ 飯島小

 5 湊 結衣(1) 小学     12.54  5 原 萌歌(2) 小学     12.26 
ﾐﾅﾄ ﾕｲ 南箕輪小 ﾊﾗ ﾓｴｶ 南箕輪小

 6 片桐 佳音(1) 小学     13.47  6 大槻 虹(1) 小学     13.04 
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾉﾝ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｵﾂｷ ｺｳ 南箕輪小

 7 竹内 優奈(1) 小学     13.73 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾅ 伊那東小

[ 5組] 風速 +3.8 [ 6組] 風速 +3.1

 1 宮下 華凜(3) 小学     10.66  1 中村 葉(3) 小学     10.98 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ 南箕輪小 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳ 高遠小

 2 福澤 みこと(2) 小学     10.89  2 小林 あいか(3) 小学     11.05 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾐｺﾄ 南箕輪小 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ 箕輪中部小

 3 宮澤 宇多(3) 小学     10.98  3 三浦 愛美(3) 小学     11.56 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾀ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐｳﾗ ﾏﾅﾐ 南箕輪小

 4 原田 愛巳(2) 小学     10.99  4 宮澤 乃亜(1) 小学     11.76 
ﾊﾗﾀﾞ ｱｺ 南箕輪小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｱ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 宮坂 瑠南(3) 小学     11.20  5 片岡 由宇(2) 小学     12.31 
ﾐﾔｻｶ ﾙﾅ 箕輪中部小 ｶﾀｵｶ ﾕｳ 南箕輪小

 6 中原 鈴葉(3) 小学     12.41  6 小林 未奈(2) 小学     13.04 
ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞﾊ 飯島小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅ 南箕輪小

小学1・2・3年女子

６０ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5    59
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決勝 9月2日 10:30

   1 三宅 真生(3) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ      9.98 (+3.0)   1   1
   1 笹平 倖希(3) 小学 南箕輪小      9.98 (+1.8)   4   1
   3 伊藤 希実(3) 小学 箕輪中部小     10.38 (+3.2)   3   1
   4 荻原 真柚(3) 小学 箕輪中部小     10.46 (+3.5)   2   1
   5 宮下 華凜(3) 小学 南箕輪小     10.66 (+3.8)   5   1
   6 永田 夢(3) 小学 南箕輪小     10.74 (+3.5)   2   2
   7 池上 桜都(3) 小学 南箕輪小     10.82 (+3.0)   1   2
   8 小林 日菜花(3) 小学 伊那AC     10.88 (+3.0)   1   3
   9 福澤 みこと(2) 小学 南箕輪小     10.89 (+3.8)   5   2
  10 中村 葉(3) 小学 高遠小     10.98 (+3.1)   6   1
  10 宮澤 宇多(3) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     10.98 (+3.8)   5   3
  12 原田 愛巳(2) 小学 南箕輪小     10.99 (+3.8)   5   4
  13 松下 妃月(3) 小学 飯島小     11.01 (+3.5)   2   3
  14 小林 あいか(3) 小学 箕輪中部小     11.05 (+3.1)   6   2
  15 北沢 心美(3) 小学 箕輪中部小     11.08 (+1.8)   4   2
  16 福島 凛心(3) 小学 飯島小     11.10 (+3.0)   1   4
  17 宮澤 和(3) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     11.12 (+1.8)   4   3
  18 毛賀澤 心晴(3) 小学 飯島小     11.16 (+3.2)   3   2
  19 宮坂 瑠南(3) 小学 箕輪中部小     11.20 (+3.8)   5   5
  20 三浦 愛美(3) 小学 南箕輪小     11.56 (+3.1)   6   3
  21 山際 そら(3) 小学 飯島小     11.59 (+1.8)   4   4
  22 宮下 絆(2) 小学 伊那東小     11.68 (+3.5)   2   4
  23 宮澤 乃亜(1) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.76 (+3.1)   6   4
  24 村澤 佑衣(2) 小学 南箕輪小     11.80 (+3.0)   1   5
  25 長谷川 もも(2) 小学 南箕輪小     11.94 (+3.5)   2   5
  26 赤羽 芽(2) 小学 南箕輪小     11.97 (+3.5)   2   6
  27 諸田 くるみ(1) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     12.03 (+3.5)   2   7
  28 丸山 姫奈(1) 小学 南箕輪小     12.17 (+3.2)   3   3
  29 中村 麻由奈(2) 小学 南箕輪小     12.21 (+3.2)   3   4
  30 原 萌歌(2) 小学 南箕輪小     12.26 (+1.8)   4   5
  31 片岡 由宇(2) 小学 南箕輪小     12.31 (+3.1)   6   5
  32 中原 鈴葉(3) 小学 飯島小     12.41 (+3.8)   5   6
  33 湊 結衣(1) 小学 南箕輪小     12.54 (+3.2)   3   5
  34 大槻 虹(1) 小学 南箕輪小     13.04 (+1.8)   4   6
  34 小林 未奈(2) 小学 南箕輪小     13.04 (+3.1)   6   6
  36 片桐 佳音(1) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.47 (+3.2)   3   6
  37 出羽澤 真維(2) 小学 南箕輪小     13.60 (+3.0)   1   6
  38 竹内 優奈(1) 小学 伊那東小     13.73 (+3.2)   3   7

決勝 9月2日 10:30

風速 +3.0

 1 遠藤 浬(1) 小学     11.59 
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲﾘ 諏訪FA

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   59
   79
  133
  137
   71
   66
   91
   11
   96
   40
   57
   76
  111
  147
  162
  121
   22
  126
  140
   80
  107
   16
   58
   89
   93
   87
   60
   70
   92
   77
   97
  115

8    42

ｵｰﾌﾟﾝ小学1・2・3年女子

６０ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学1・2・3年女子

６０ｍ

  100

   82
   17

   90
   85
   63



予選 9月2日 11:05
決勝 9月2日 14:10

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 +4.0 [ 2組] 風速 +5.8

 1 鈴木 翠央(4) 小学     16.36 q  1 中野 ことは(4) 小学     15.07 q
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 巻渕 陽満里(4) 小学     16.53 q  2 岡 美来(4) 小学     15.78 q
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾋﾏﾘ 箕輪中部小 ｵｶ ﾐﾗｲ 箕輪中部小

 3 中村 明香(4) 小学     16.60 q  3 唐澤 真衣(4) 小学     16.47 q
ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ 箕輪中部小 ｶﾗｻﾜ ﾏｲ 箕輪中部小

 4 下島 伶花(4) 小学     16.87  4 原 結花(4) 小学     16.72 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾚｲｶ 飯島小 ﾊﾗ ﾕｲｶ 南箕輪小

 5 八坂 優菜(4) 小学     18.10  5 小出 来海(4) 小学     17.53 
ﾔｻｶ ﾕﾅ 西箕輪AC ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 伊藤 心奈(4) 小学     18.65 大月 瑠風(4) 小学
ｲﾄｳ ｺｺﾅ 高遠小 ｵｵﾂｷ ﾙｶ 飯島小

 7 堀越 由茉(4) 小学     19.01 
ﾎﾘｺｼ ﾕﾏ 飯島小

[ 3組] 風速 +4.4 [ 4組] 風速 +3.6

 1 原 茉奈(4) 小学     16.71  1 河野 亜衣菜(4) 小学     16.20 q
ﾊﾗ ﾏﾅ 伊那AC ｺｳﾉ ｱｲﾅ 箕輪中部小

 2 野口 妃乃里(4) 小学     16.79  2 鈴木 ひかり(4) 小学     16.62 q
ﾉｸﾞﾁ ﾋﾉﾘ 南箕輪小 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 田口 久瑠美(4) 小学     16.96  3 穂刈 未愛(4) 小学     17.04 
ﾀｸﾞﾁ ｸﾙﾐ 箕輪中部小 ﾎｶﾘ ﾐｸｱ 箕輪中部小

 4 片桐 百望(4) 小学     17.28  4 三澤 英(4) 小学     17.19 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾓﾓﾐ 飯島小 ﾐｻﾜ ﾊﾅ 南箕輪小

 5 羽柴 りえ(4) 小学     17.55  5 北原 葵(4) 小学     17.32 
ﾊｼﾊﾞ ﾘｴ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｷﾀﾊﾗ ｱｵｲ 南箕輪小

 6 柄澤 小春(4) 小学     17.76  6 倉田 望羽(4) 小学     20.37 
ｶﾗｻﾜ ｺﾊﾙ 箕輪中部小 ｸﾗﾀ ﾐｳ 飯島小

 7 小池 聖央羽(4) 小学     17.83  7 大月 悠風(4) 小学     20.85 
ｺｲｹ ﾐｵｳ 飯島小 ｵｵﾂｷ ﾕｳｶ 飯島小

風速 +3.5

 1 中野 ことは(4) 小学     15.20 
ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 鈴木 翠央(4) 小学     15.84 
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 岡 美来(4) 小学     15.90 
ｵｶ ﾐﾗｲ 箕輪中部小

 4 河野 亜衣菜(4) 小学     16.10 
ｺｳﾉ ｱｲﾅ 箕輪中部小

 5 中村 明香(4) 小学     16.68 
ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ 箕輪中部小

 6 唐澤 真衣(4) 小学     16.78 
ｶﾗｻﾜ ﾏｲ 箕輪中部小

 7 巻渕 陽満里(4) 小学     16.90 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾋﾏﾘ 箕輪中部小

 8 鈴木 ひかり(4) 小学     16.93 
ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

小学4年女子

１００ｍ

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    32

7   139

4    35

5   153

6   105

2   125

順 ﾚｰﾝ

8    54

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    28

2   136

6   156

4    75

5    25

7   114
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2     8

8   167

7   160

5   154

6   122

4   109

順 ﾚｰﾝ No.

2    31

3    20

氏  名 所属名 記録／備考
5   138

7   161

8   180

3    98

6   112

4   113

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    28

4    32

3   136

6   138

1   153

7   156

8   139

2    31



予選 9月2日 11:35
決勝 9月2日 14:20

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 +2.7 [ 2組] 風速 +3.8

 1 西村 陽菜(5) 小学     14.69 q  1 北原 萌衣(5) 小学     15.33 q
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 高遠小 ｷﾀﾊﾗ ﾒｲ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 森本 真衣(5) 小学     15.85 q  2 神田 珠里(5) 小学     16.22 
ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ 箕輪中部小 ｶﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾘ 箕輪中部小

 3 石曽根 葵(5) 小学     15.99  3 南 咲良(5) 小学     16.56 
ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾐﾅﾐ ｻｸﾗ 箕輪中部小

 4 加藤 美奈(5) 小学     16.14  4 伊野 日菜子(5) 小学     16.59 
ｶﾄｳ ﾐﾅ 南箕輪小 ｲﾉ ﾋﾅｺ 南箕輪小

 5 三澤 由佳(5) 小学     16.33  5 唐澤 咲楽(5) 小学     17.16 
ﾐｻﾜ ﾕｳｶ 伊那AC ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 飯島小

 6 赤羽 実咲(5) 小学     17.94  6 唐澤 柚(5) 小学     17.31 
ｱｶﾊﾈ ﾐｻｷ 南箕輪小 ｶﾗｻﾜ ﾕｽﾞ 西箕輪AC
小島 美喜(5) 小学  7 小松 史歩(5) 小学     17.95 
ｺｼﾞﾏ ﾐｷ 箕輪中部小 ｺﾏﾂ ｼﾎ 高遠小

[ 3組] 風速 +5.0 [ 4組] 風速 +5.7

 2 武村 美尋(5) 小学     15.80 q  1 今井 遥香(5) 小学     14.54 q
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪東小 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪中部小

 3 木ノ島 夏生(5) 小学     16.22  2 大和田 明日風(5)小学     15.16 q
ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那AC

 4 有賀 日向子(5) 小学     16.46  3 髙橋 咲紀(5) 小学     15.98 
ｱﾙｶﾞ ﾋﾅｺ 南箕輪小 ﾀｶﾊｼ ｻｷ 西箕輪AC

 5 登内 空未(5) 小学     16.72  4 小林 芽生(5) 小学     16.61 
ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ 箕輪中部小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 南箕輪小

 6 村澤 彩優(5) 小学     16.73  5 竹内 ひかり(5) 小学     16.62 
ﾑﾗｻﾜ ｱﾕ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 7 林 愛実(5) 小学     19.07  6 小林 繭里(5) 小学     16.80 
ﾊﾔｼ ｱｲﾐ 箕輪中部小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾘ 飯島小

 7 本田 凛々花(5) 小学     17.49 
ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾘｶ 箕輪中部小

[ 5組] 風速 +2.8

 1 池田 りん(5) 小学     14.67 q
ｲｹﾀ ﾞﾘﾝ 伊那AC

 2 井原 由奈(5) 小学     15.14 q
ｲﾊﾗ ﾕﾅ 南箕輪小

 3 山本 奏葉(5) 小学     16.30 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾊ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 小林 翠(5) 小学     16.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｲ 箕輪中部小

 5 今井 青空(5) 小学     16.98 
ｲﾏｲ ｱｵｿﾞﾗ 箕輪中部小

 6 原 亜希(5) 小学     17.20 
ﾊﾗ ｱｷ 飯島小

 7 堀 七瑛(5) 小学     17.73 
ﾎﾘ ﾅﾅｴ 南箕輪小

風速 +1.9

 1 西村 陽菜(5) 小学     14.59 
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 高遠小

 2 今井 遥香(5) 小学     14.69 
ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪中部小

 3 池田 りん(5) 小学     14.88 
ｲｹﾀ ﾞﾘﾝ 伊那AC

 4 井原 由奈(5) 小学     15.30 
ｲﾊﾗ ﾕﾅ 南箕輪小

 5 北原 萌衣(5) 小学     15.40 
ｷﾀﾊﾗ ﾒｲ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 大和田 明日風(5)小学     15.41 
ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那AC

 7 森本 真衣(5) 小学     15.94 
ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ 箕輪中部小

 8 武村 美尋(5) 小学     15.97 
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪東小

小学5年女子

１００ｍ

予選 通過基準  5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
6    39

7   150

2    88

8    26

4    68

3   144
欠場

順 ﾚｰﾝ

5     9

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    29

6   151

2   159

4    65

3   117

7    53

5    37

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
3   166

2    30

6   101

7   155

5    61

4   164

氏  名 所属名 記録／備考
8   143

2    12

4    55

3    84

5    27

7   110

6   163

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    13

8   177

3    24

6   148

2   142

4   106

7    99

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    39

6   143

3    13

5   177

8    29

7    12

2   150

1   166



予選 9月2日 12:00
決勝 9月2日 14:30

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 +3.1 [ 2組] 風速 +3.2

 1 佐野 涼楓(6) 小学     13.97 q  1 海沼 結(6) 小学     14.26 q
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 伊那AC

 2 髙橋 つきみ(6) 小学     14.51 q  2 宮澤 けい(6) 小学     14.44 q
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 伊那AC ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 三澤 和(6) 小学     15.01 q  3 山崎 彩矢(6) 小学     14.75 q
ﾐｻﾜ ﾅｺﾞﾐ 南箕輪小 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 伊那AC

 4 遠藤 奏心(6) 小学     17.00  4 小松 ちひろ(6) 小学     15.47 q
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾐ 飯島小 ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ 飯島小

 5 清水 芹蓮(6) 小学     17.25  5 原 久瑠美(6) 小学     16.10 q
ｼﾐｽﾞ ｾﾚﾝ 南箕輪小 ﾊﾗ ｸﾙﾐ 南箕輪小

風速 +3.6

 1 佐野 涼楓(6) 小学     14.11 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 海沼 結(6) 小学     14.35 
ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 伊那AC

 3 宮澤 けい(6) 小学     14.49 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 髙橋 つきみ(6) 小学     14.53 
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 伊那AC

 5 三澤 和(6) 小学     15.43 
ﾐｻﾜ ﾅｺﾞﾐ 南箕輪小

 6 小松 ちひろ(6) 小学     15.92 
ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ 飯島小

 7 原 久瑠美(6) 小学     16.09 
ﾊﾗ ｸﾙﾐ 南箕輪小
山崎 彩矢(6) 小学
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 伊那AC

小学6年女子

１００ｍ

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   103

記録／備考
2    23

5    15

4    86

順 ﾚｰﾝ

7    81
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決勝
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5    15

7    81

2   108

1    73

棄権
8    10



決勝 9月2日 15:00

県小学新(ER)      3,03.46

[ 1組] [ 2組]

 1 唐澤 美琴(6) 小学   3,25.43  1 小田桐 真央(6) 小学   3,48.36 
ｶﾗｻﾜ ﾐｺﾄ 箕輪中部小 ｵﾀｷﾞﾘ ﾏｵ 南箕輪小

 2 戸枝 くるみ(6) 小学   3,25.47  2 逢坂 百花(5) 小学   3,48.74 
ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 駒ヶ根中沢RC ｵｳｻｶ ﾓﾓｶ 南箕輪小

 3 青木 日和(6) 小学   3,26.42  3 桃澤 まなか(6) 小学   3,50.85 
ｱｵｷ ﾋﾖﾘ 箕輪中部小 ﾓﾓｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 飯島小

 4 坂元 唯花(4) 小学   3,30.18  4 塩原 明夢(5) 小学   3,54.96 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野南小 ｼｵﾊﾗ ｱﾑ 西箕輪AC

 5 小松 凜(6) 小学   3,35.05  5 宮崎 琴羽(4) 小学   4,10.73 
ｺﾏﾂ ﾘﾝ 駒ヶ根中沢RC ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾄﾈ 南箕輪小
伊藤 朱里(6) 小学  6 桑山 美貴(5) 小学   4,18.17 
ｲﾄｳ ｱｶﾘ 箕輪中部小 ｸﾜﾔﾏ ﾐｷ 箕輪中部小

 7 田中 琉奈(5) 小学   4,39.78 
ﾀﾅｶ ﾙﾅ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 藤沢 遥花(5) 小学   4,41.50 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙｶ 箕輪中部小
小松 天花(5) 小学
ｺﾏﾂﾃﾝｶ 高遠小
入田 珠璃(6) 小学
ｲﾘﾀ ｼﾞｭﾘ 飯島小

   1 唐澤 美琴(6) 小学 箕輪中部小     3,25.43   1   1
   2 戸枝 くるみ(6) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,25.47   1   2
   3 青木 日和(6) 小学 箕輪中部小     3,26.42   1   3
   4 坂元 唯花(4) 小学 辰野南小     3,30.18   1   4
   5 小松 凜(6) 小学 駒ヶ根中沢RC     3,35.05   1   5
   6 小田桐 真央(6) 小学 南箕輪小     3,48.36   2   1
   7 逢坂 百花(5) 小学 南箕輪小     3,48.74   2   2
   8 桃澤 まなか(6) 小学 飯島小     3,50.85   2   3
   9 塩原 明夢(5) 小学 西箕輪AC     3,54.96   2   4
  10 宮崎 琴羽(4) 小学 南箕輪小     4,10.73   2   5
  11 桑山 美貴(5) 小学 箕輪中部小     4,18.17   2   6
  12 田中 琉奈(5) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     4,39.78   2   7
  13 藤沢 遥花(5) 小学 箕輪中部小     4,41.50   2   8

小学共通女子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
10   157

5    33

6   152

13    56

1    34

4   134
欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    83

14   178

10   118

3    52

6    72

7   141

2    62

1   158

8    38
欠場

12   119
欠場

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
  157
   33
  152
   56
   34
   83
  178
  118
   52

  158

   72
  141
   62



決勝 9月2日 15:00

県小学新(ER)      3,03.46

[ 1組] [ 2組]

 1 齋藤 奏絵(6) 小学   3,20.34  1 松下 真奈(5) 小学   3,48.34 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 諏訪FA ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 下嶋 優菜(6) 小学   3,28.24  2 御子柴 直美(3) 小学   3,58.12 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ 諏訪FA

 3 御子柴 清美(4) 小学   3,38.85  3 池田 汐里(5) 小学   4,01.71 
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪FA ｲｹﾀﾞ ｼｵﾘ 諏訪FA

 4 桐生 瑞希(5) 小学   3,39.57  4 北原 凜佳(3) 小学   4,26.63 
ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ ｷﾀﾊﾗ ﾘﾝｶ 諏訪FA

 5 原 亜真乃(4) 小学   3,39.62 
ﾊﾗ ｱﾏﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 小倉 杏(4) 小学   3,48.55 
ｵｸﾞﾗ ｱﾝｽﾞ 諏訪FA

 7 梅木 莉子(5) 小学   3,48.61 
ｳﾒｷ ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

   1 齋藤 奏絵(6) 小学 諏訪FA     3,20.34   1   1
   2 下嶋 優菜(6) 小学 ISｼﾞｭﾆｱ     3,28.24   1   2
   3 御子柴 清美(4) 小学 諏訪FA     3,38.85   1   3
   4 桐生 瑞希(5) 小学 ISｼﾞｭﾆｱ     3,39.57   1   4
   5 原 亜真乃(4) 小学 ISｼﾞｭﾆｱ     3,39.62   1   5
   6 松下 真奈(5) 小学 ISｼﾞｭﾆｱ     3,48.34   2   1
   7 小倉 杏(4) 小学 諏訪FA     3,48.55   1   6
   8 梅木 莉子(5) 小学 ISｼﾞｭﾆｱ     3,48.61   1   7
   9 御子柴 直美(3) 小学 諏訪FA     3,58.12   2   2
  10 池田 汐里(5) 小学 諏訪FA     4,01.71   2   3
  11 北原 凜佳(3) 小学 諏訪FA     4,26.63   2   4

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    51 9     5

2     2 13    46

11    45 11    49

14     3 5    50

8     4

3    48

12     6

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
   51
    2

   46
   49
   50

   45
    3
    4
    5
   48
    6



決勝 9月2日  9:00

県小学新(ER)        12.70

風速 +3.0

 1 唐澤 さくら(6) 小学     13.41 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪西小

 2 福澤 さくら(5) 小学     16.05 
ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那AC

決勝 9月2日  9:00

県小学新(ER)        12.70

風速 +3.0

 1 河西 真依(6) 小学     14.36 
ｶｻｲ ﾏｲ 諏訪FA
古畑 美桜(6) 小学
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵ 諏訪FA

3    43

6    44
欠場

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子

８０ｍＨ(0.700m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   131

5    14

小学共通女子

８０ｍＨ(0.700m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月2日  9:30
決勝 9月2日 15:45

県小学新(ER)        53.07

[ 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 伊那AC    14 福澤 さくら(5)     58.38 q  1   4 箕輪中部小(D)   145 小日向 慧(6)     59.05 q

ｲﾅｴｰｼｰ ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳD ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ
    7 海沼 結(6)   157 唐澤 美琴(6)

ｶｲﾇﾏ ﾕｳ ｶﾗｻﾜ ﾐｺﾄ
   13 池田 りん(5)   152 青木 日和(6)

ｲｹﾀ ﾞﾘﾝ ｱｵｷ ﾋﾖﾘ
   15 髙橋 つきみ(6)   134 伊藤 朱里(6)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ ｲﾄｳ ｱｶﾘ
 2   1 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A   27 竹内 ひかり(5)   1,00.35 q  2   5 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    30 木ノ島 夏生(5)   1,03.05 q

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ
   21 宮澤 けい(6)    26 石曽根 葵(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ
   28 中野 ことは(4)    24 山本 奏葉(5)

ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾊ
   23 佐野 涼楓(6)    29 北原 萌衣(5)

ｻﾉ ｽｽﾞｶ ｷﾀﾊﾗ ﾒｲ
 3   6 南箕輪小(A)    74 原 久瑠未(6)   1,01.60 q  3   1 飯島小(D)   103 遠藤 奏心(6)   1,04.25 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ﾊﾗ ｸﾙﾐ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳD ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾐ
   83 小田桐 真央(6)   108 小松 ちひろ(6)

ｵﾀｷﾞﾘ ﾏｵ ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ
   64 伊藤 千紘(6)   104 横山 あむ(6)

ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ ﾖｺﾔﾏ ｱﾑ
   81 三澤 和(6)   119 入田 珠璃(6)

ﾐｻﾜ ﾅｺﾞﾐ ｲﾘﾀ ｼﾞｭﾘ
 4   3 箕輪中部小(C)   151 神田 珠里(5)   1,01.88 q  4   3 南箕輪小(B)    65 伊野 日菜子(5)   1,04.78 q

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳC ｶﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾘ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｲﾉ ﾋﾅｺ
  143 今井 遥香(5)    94 津村 妃茉里(5)

ｲﾏｲ ﾊﾙｶ ﾂﾑﾗ ﾋﾏﾘ
  150 森本 真衣(5)    69 丸山 杏珠(5)

ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ ﾏﾙﾔﾏ ｱﾝｼﾞｭ
  132 伊藤 さよ(5)   101 有賀 日向子(5)

ｲﾄｳ ｻﾖ ｱﾙｶﾞ ﾋﾅｺ
 5   2 飯島小(C)   117 唐澤 咲楽(5)   1,06.50  5   6 箕輪中部小(A)   138 河野 亜衣菜(4)   1,05.88 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳC ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳA ｺｳﾉ ｱｲﾅ
  123 北原 瑠菜(5)   136 岡 美来(4)

ｷﾀﾊﾗ ﾙﾅ ｵｶ ﾐﾗｲ
  110 小林 繭里(5)   139 巻渕 陽満里(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾘ ﾏｷﾌﾞﾁ ﾋﾏﾘ
  106 原 亜希(5)   156 唐澤 真衣(4)

ﾊﾗ ｱｷ ｶﾗｻﾜ ﾏｲ
 6   7 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    25 小出 来海(4)   1,09.63  6   7 飯島小(B)   112 倉田 望羽(4)   1,19.78 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳC ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ｸﾗﾀ ﾐｳ
   31 鈴木 ひかり(4)   113 大月 悠風(4)

ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ ｵｵﾂｷ ﾕｳｶ
   20 羽柴 りえ(4)   125 堀越 由茉(4)

ﾊｼﾊﾞ ﾘｴ ﾎﾘｺｼ ﾕﾏ
   32 鈴木 翠央(4)   102 ゴメス スエミ(4)

ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ ｺﾞﾒｽ ｽｴﾐ
 7   8 飯島小(A)   122 片桐 百望(4)   1,09.82 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｶﾀｷﾞﾘ ﾓﾓﾐ
  109 小池 聖央羽(4)

ｺｲｹ ﾐｵｳ
  105 下島 伶花(4)

ｼﾓｼﾞﾏ ﾚｲｶ
  124 北澤 愛(4)

ｷﾀｻﾞﾜ ｱｲ
  5 箕輪中部小(B)

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳB 欠場

小学共通女子

４×１００ｍＲ

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 伊那AC    12 大和田 明日風(5)     58.73 

ｲﾅｴｰｼｰ ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ
    7 海沼 結(6)

ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
   13 池田 りん(5)

ｲｹﾀ ﾞﾘﾝ
   15 髙橋 つきみ(6)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
 2   4 箕輪中部小(D)   145 小日向 慧(6)     59.41 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳD ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ
  157 唐澤 美琴(6)

ｶﾗｻﾜ ﾐｺﾄ
  152 青木 日和(6)

ｱｵｷ ﾋﾖﾘ
  134 伊藤 朱里(6)

ｲﾄｳ ｱｶﾘ
 3   6 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A   27 竹内 ひかり(5)   1,01.42 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ
   21 宮澤 けい(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ
   28 中野 ことは(4)

ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ
   23 佐野 涼楓(6)

ｻﾉ ｽｽﾞｶ
 4   3 南箕輪小(A)    74 原 久瑠未(6)   1,02.66 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ﾊﾗ ｸﾙﾐ
   83 小田桐 真央(6)

ｵﾀｷﾞﾘ ﾏｵ
   64 伊藤 千紘(6)

ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ
   81 三澤 和(6)

ﾐｻﾜ ﾅｺﾞﾐ
 5   8 箕輪中部小(C)   151 神田 珠里(5)   1,02.74 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳC ｶﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾘ
  143 今井 遥香(5)

ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
  150 森本 真衣(5)

ﾓﾘﾓﾄ ﾏｲ
  132 伊藤 さよ(5)

ｲﾄｳ ｻﾖ
 6   7 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(    30 木ノ島 夏生(5)   1,05.07 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ
   26 石曽根 葵(5)

ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ
   24 山本 奏葉(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾊ
   29 北原 萌衣(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾒｲ
 7   1 南箕輪小(B)    65 伊野 日菜子(5)   1,06.31 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｲﾉ ﾋﾅｺ
   94 津村 妃茉里(5)

ﾂﾑﾗ ﾋﾏﾘ
   69 丸山 杏珠(5)

ﾏﾙﾔﾏ ｱﾝｼﾞｭ
  101 有賀 日向子(5)

ｱﾙｶﾞ ﾋﾅｺ
 8   2 飯島小(D)   119 入田 珠璃(6)   1,07.04 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳD ｲﾘﾀ ｼﾞｭﾘ
  118 桃澤 まなか(6)

ﾓﾓｻﾞﾜ ﾏﾅｶ
  104 横山 あむ(6)

ﾖｺﾔﾏ ｱﾑ
  116 唐澤 すみれ(6)

ｶﾗｻﾜ ｽﾐﾚ

４×１００ｍＲ
決勝

小学共通女子



決勝 9月2日  9:00

県小学新(ER)         4.75

向山 飛鳥(6) 小学   3.98    X   3.32    3.98 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 箕輪西小   +3.1   +1.8    +3.1
小日向 慧(6) 小学   3.63    -   3.74    3.74 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中部小   +1.2   +2.7    +2.7
丸山 あずさ(5) 小学   3.03   3.28   3.45    3.45 
ﾏﾙﾔﾏ ｱｽﾞｻ 高遠小   +2.8   +1.5   +1.6    +1.6
伊藤 さよ(5) 小学   2.91    -   3.18    3.18 
ｲﾄｳ ｻﾖ 箕輪中部小   +1.8   +1.8    +1.8
小林 柚花(5) 小学   2.62   2.67   2.69    2.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 箕輪中部小   +2.5   +0.4   +1.5    +1.5
北原 瑠菜(5) 小学   2.45    -    -    2.45 
ｷﾀﾊﾗ ﾙﾅ 飯島小   +1.5    +1.5
小野 真実(4) 小学    X    X   2.03    2.03 
ｵﾉ ﾏﾐ 箕輪中部小   +1.5    +1.5

決勝 9月2日  9:00

県小学新(ER)         4.50

小山 紗於里(5) 小学    X   3.80   3.66    3.80 
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 王滝小   +2.5   +1.3    +2.5
栖村 有希(6) 小学   2.62   2.80   2.85    2.85 
ｽﾑﾗ ﾕｷ 王滝小   +1.3   +1.6   +3.2    +3.2

小学共通女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 記録-2- -3- 備考
1 9   181

2 8   145

3 2    36

4 5   132

5 3   149

所属名 -1- -2-

6 6   123

7 1   146

-3- 記録 備考

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名
1 7    18

2 4    19



決勝 9月2日 10:30

県小学新(ER)        54.86

武井 みずき(5) 小学
ﾀｹｲ ﾐｽﾞｷ 南箕輪小
唐澤 すみれ(6) 小学
ｶﾗｻﾜ ｽﾐﾚ 飯島小
横山 あむ(6) 小学
ﾖｺﾔﾏ ｱﾑ 飯島小
原 鈴花(5) 小学
ﾊﾗ ｽｽﾞｶ 南箕輪小
下村 美優(5) 小学
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 南箕輪小
馬場 美遥(5) 小学
ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾊﾙ 南箕輪小
福島 笑心(5) 小学
ﾌｸｼﾏ ﾆｺ 飯島小
林 芽愛(4) 小学 欠場
ﾊﾔｼ ﾒｲ 箕輪中部小

決勝 9月2日 10:30

県小学新(ER)        54.86

古畑 姫乃(6) 小学
ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾒﾉ 三岳小

-3- 記録 備考

 42.52 
1 8    41

  O 42.52   O

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

小学共通女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 備考
1 9   179

39.41   O   O  39.41 

  116
37.58   O   O

-3- 記録

 37.58 

3 7   104
  X 34.52   O  34.52 

2 3

  O  29.40 

4 1    78
29.95   O   O

   95
  O 19.59   O

 29.95 

5 6    67
29.40   X

 19.59 

7 5   120
  O   O 14.93  14.93 

6 4

2   165


	決勝記録一覧表
	100
	400
	800
	3000
	400H
	4×100R
	HJ
	LJ
	SP
	DT
	HT
	c-JT
	
	60
	4_100
	5_100
	6_100
	1000
	80H
	4×100R
	LJ
	JT


