
大会コード 17170526 

 

第５7 回 上伊那陸上競技選手権大会 

記録集 
 

 
 

期  日： 平成２９年８月２０日（日） 
主  催： 上伊那陸上競技協会 ／ 伊那市体育協会陸上部 
共  催： 信濃毎日新聞社 
後  援： 伊那市 ／ 伊那市教育委員会 
会  場： 伊那市陸上競技場(競技場コード：172030) 

審 判 長： 有賀 保義(ﾄﾗｯｸ)  遠山 正洋(ﾌｨｰﾙﾄﾞ) 

記録主任： 井原 成経 
 
 
■ この大会で樹立された記録 

種  目 予決 氏 名 所 属 記 録 従来の記録 備考 

女子 100mH(0.838m) 決勝 林 千尋(1) 上伊那農業高 15.55 15.72 大会新 

女子 4×100mR 決勝 

清水 華乃(1) 

上伊那農業高 51.38 51.47 大会新 
林 千尋(1) 

小山 礼華(1) 

小林 紗耶加(2) 

 
■ 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 26.1 71.0 南東 0.5 

9：00 〃 27.0 65.0 東 0.5 

10：00 曇り 28.0 61.0 南 0.6 

11：00 〃 28.5 61.0 南東 0.9 

12：00 〃 28.5 61.0 南東 1.5 

13：00 〃 28.5 61.0 南 1.8 

14：00 〃 29.5 58.0 南 1.3 

15：00 〃 30.0 56.0 南西 2.0 

16：00 晴れ 29.5 57.0 南 1.0 

 



第57回上伊那陸上競技選手権大会                                                  
　　主催：(一財)長野陸上競技協会・上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部      
　　期日：2017年8月20日（日）                                                   

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
08/20 女子  -1.9 林 千尋(1) 13.40 清水 華乃(1) 13.74 池上 葵(2) 13.77 小山 礼華(1) 13.88 加藤 ほのか(1) 14.15 加藤 こころ(1) 14.16 唐澤 純夏(1) 14.26 中嶋 杏彩(1) 14.30

１００ｍ 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･伊那弥生ヶ丘高
08/20  -1.2 金森 佑奈(2) 26.89 小山 礼華(1) 27.94 清水 華乃(1) 27.96 半田 永遠(2) 28.50 小林 紗耶加(2) 28.51

２００ｍ 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･辰野高 高校･上伊那農高
08/20 金森 佑奈(2) 1,00.30 加藤 こころ(1) 1,03.52 池上 葵(2) 1,04.55 中嶋 杏彩(1) 1,05.24 小林 紗耶加(2) 1,05.40 菅沼 萌香(2) 1,05.77 小平 夢加(1) 1,08.13 柘植 菜々子(2) 1,14.93

４００ｍ 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･伊那北高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･伊那西高
08/20 京澤 夏子(2) 2,27.79 宮澤 紅葉(1) 2,29.80 森脇 光砂(1) 2,34.85 高倉 楓花(2) 2,36.21 森 ほのか(2) 2,37.99 宮下 喜久美(2) 2,38.37 滝沢 初寧(1) 2,38.58 佐々木 美羽(2) 2,39.63

８００ｍ 高校･伊那北高 高校･辰野高 中学･赤穂中 高校･上伊那農高 中学･春富中 高校･赤穂高 中学･駒ヶ根東中 中学･鼎中
08/20 瀬戸 郁美(3) 10,56.84 中村 柚音(2) 11,13.92 中林 樹里(2) 11,28.48 滝澤 朱莉(3) 11,31.03 大蔵 こころ(2) 11,38.91 宮本 珠里(2) 11,42.53 平松 愛純(2) 11,42.59 小澤 来空(1) 11,42.99

３０００ｍ 中学･辰野中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･駒ヶ根東中 中学･赤穂中 中学･辰野中 中学･箕輪中 中学･辰野中
08/20  -1.0 林 千尋(1) 15.55 澁谷 果歩(1) 19.34

100mH(0.838m) 高校･上伊那農高 GR 高校･伊那北高
08/20 今井 歌乃(1) 1.35

走高跳 高校･伊那弥生ヶ丘高
08/20 清水 愛奈(1) 2.20 北原 きらら(1) 2.10 村松 由菜(2) 2.00

棒高跳 高校･高遠高 高校･辰野高 中学･伊那東部中
08/20 唐澤 純夏(1) 4.75(+1.4) 加藤ほのか(1)4.66(+1.3)

走幅跳 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高
08/20 若林 咲理菜(1) 5.34

砲丸投 高校･上伊那農高
08/20 向山 ますみ 17.83 若林 咲理菜(1) 17.48 小出 千夏(2) 16.25 宮下 喜久美(2) 14.27 中嶋 真唯香(2) 11.89

円盤投 一般･上伊那陸協 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･赤穂高 高校･赤穂高
08/20 吉田 みさき(3) 37.56 向山 ますみ 24.90 小松 葉月(1) 23.61 伊藤 優直(1) 18.40

やり投 高校･伊那弥生ヶ丘高 一般･上伊那陸協 高校･赤穂高 高校･辰野高
08/20 上伊那農高       51.38 辰野高       56.02 赤穂高       56.95

４×１００ｍＲ 清水 華乃(1) GR 北原 きらら(1) 小松 葉月(1)
林 千尋(1) 半田 永遠(2) 中嶋 真唯香(2)
小山 礼華(1) 伊藤 優直(1) 菅沼 萌香(2)
小林 紗耶加(2) 宮澤 紅葉(1) 中島 友希(2)

08/20 中学女子  -2.3 有賀 雪乃(2) 13.31 田中 凜(2) 13.63 三枝 千夏(2) 13.81 星野 陽花里(3) 13.81 塚間 友香(2) 13.86 濵田 みなと(1) 13.92 三澤 菜々美(2) 14.06 中原 希空(2) 14.35
１００ｍ 中学･南箕輪中 中学･赤穂中 中学･辰野中 中学･春富中 中学･辰野中 中学･春富中 中学･伊那東部中 中学･春富中

08/20  -1.1 北岡 依生希(3) 27.32 田中 凜(2) 28.11 三枝 千夏(2) 28.15 飯島 莉紗(2) 28.28 中嶋 珠久(2) 28.88 氣賀澤 円香(2) 28.98 野村 優香(1) 30.32
２００ｍ 中学･伊那東部中 中学･赤穂中 中学･辰野中 中学･赤穂中 中学･赤穂中 中学･赤穂中 中学･南箕輪中

08/20 関崎 茉莉(2) 16.21 北原 小遥(2) 16.31 宮澤 遥(2) 18.02 北原 菜瑞奈(2) 19.54 松下 茉鈴(2) 19.67 吉澤 芽衣(2) 19.86 本田 尚子(2) 19.95 野崎 葵(2) 19.96
100mH(0.762m) 中学･伊那中 中学･春富中 中学･箕輪中 中学･伊那中 中学･辰野中 中学･春富中 中学･伊那中 中学･伊那中

08/20 関崎 茉莉(2) 1.40 中嶋 珠久(2) 1.30 本田 尚子(2) 1.25
走高跳 中学･伊那中 中学･赤穂中 中学･伊那中

08/20 北岡依生希(3)4.89(+1.4) 北原 小遥(2) 4.73(+1.0) 埋橋 凜(1) 4.47(+1.3) 下平さら紗(1)3.92(-0.4) 田中 ﾗﾘｯｻ(2) 3.91(+1.8) 小澤 佑奈(2) 3.91(+0.3) 富山 唯奈(1) 3.80(+1.3) 吉村千都子(1)3.34(+0.4)
走幅跳 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･春富中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･辰野中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中

08/20 有賀 愛夢(2) 11.02 倉田 紗優加(1) 9.35 小松 茉央(2) 8.78 野崎 葵(2) 8.11
砲丸投 中学･辰野中 中学･南箕輪中 中学･辰野中 中学･伊那中

08/20 春富中       53.19 赤穂中(A)       53.42 辰野中(A)       54.21 南箕輪中       54.89 伊那東部中       55.88 伊那中       56.02 赤穂中(B)       56.69 箕輪中(A)       56.83
４×１００ｍＲ 中原 希空(2) 氣賀澤 円香(2) 遠藤 彩莉(2) 中島 偲(2) 三澤 菜々美(2) 野崎 葵(2) 山田 優芽(1) 北原 樹奈(2)

北原 小遥(2) 田中 凜(2) 小澤 佑奈(2) 野村 優香(1) 富山 唯奈(1) 関崎 茉莉(2) 鎮西 花(1) 井口 空亜(2)
濵田 みなと(1) 飯島 莉紗(2) 三枝 千夏(2) 井田 光咲(2) 中山 優莉亜(2) 北原 菜瑞奈(2) 関 広菜(2) 戸田 美桜(2)
中村 映夢(1) 中嶋 珠久(2) 塚間 友香(2) 有賀 雪乃(2) 富山 奈央(2) 本田 尚子(2) 原田 栞里(1) 宮澤 遥(2)

08/20 ｵｰﾌﾟﾝ女子 佐々木 美羽(2) 2,39.63 水野 香帆(2) 2,41.96
８００ｍ 中学･鼎中 中学･鼎中

08/20 ｵｰﾌﾟﾝ女子 杉村 奈津穂(2) 10,58.29
３０００ｍ 高校・松本県ヶ丘高



予選 8月20日 11:25
決勝 8月20日 14:05

県新(KR)            11.56
県高校新(KR)        12.03
大会新(GR)          12.62

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -1.6

 1 清水 華乃(1) 高校     13.71 q  1 林 千尋(1) 高校     13.47 q
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 2 加藤 ほのか(1) 高校     14.02 q  2 池上 葵(2) 高校     13.81 q
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高 ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那北高

 3 加藤 こころ(1) 高校     14.05 q  3 小山 礼華(1) 高校     13.94 q
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高 ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農高

 4 中嶋 杏彩(1) 高校     14.20 q  4 唐澤 純夏(1) 高校     14.30 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘高 ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農高

 5 百瀬 果奈(1) 高校     14.36  5 清水 愛奈(1) 高校     14.42 
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那北高 ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠高

 6 中島 友希(2) 高校     15.57  6 小平 夢加(1) 高校     14.85 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 赤穂高 ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 上伊那農高
戸枝 星(2) 高校  7 中嶋 真唯香(2) 高校     14.89 
ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ 赤穂高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕｶ 赤穂高

風速 -1.9

 1 林 千尋(1) 高校     13.40 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 2 清水 華乃(1) 高校     13.74 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高

 3 池上 葵(2) 高校     13.77 
ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那北高

 4 小山 礼華(1) 高校     13.88 
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農高

 5 加藤 ほのか(1) 高校     14.15 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高

 6 加藤 こころ(1) 高校     14.16 
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高

 7 唐澤 純夏(1) 高校     14.26 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農高

 8 中嶋 杏彩(1) 高校     14.30 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘高

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 記録／備考
6   233

2   235

3   357

4   236

5   301

7   356
欠場

順 ﾚｰﾝ

8   267

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   231

5   292

8   234

4   232

7   254

6   238

3   359

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   231

3   233

4   292

5   234

8   235

7   236

1   232

2   301



決勝 8月20日 12:35

県新(KR)            23.73
県高校新(KR)        24.72
大会新(GR)          26.20

風速 -1.2

 1 金森 佑奈(2) 高校     26.89 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 2 小山 礼華(1) 高校     27.94 
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農高

 3 清水 華乃(1) 高校     27.96 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高

 4 半田 永遠(2) 高校     28.50 
ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 辰野高

 5 小林 紗耶加(2) 高校     28.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上伊那農高
戸枝 星(2) 高校
ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ 赤穂高

女子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   290

5   234

7   233

6   209

3   243

4   356
欠場



決勝 8月20日 14:30

県新(KR)            54.56
大会新(GR)          59.49

 1 金森 佑奈(2) 高校   1,00.30 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 2 加藤 こころ(1) 高校   1,03.52 
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高

 3 池上 葵(2) 高校   1,04.55 
ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那北高

 4 中嶋 杏彩(1) 高校   1,05.24 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘高

 5 小林 紗耶加(2) 高校   1,05.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上伊那農高

 6 菅沼 萌香(2) 高校   1,05.77 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ 赤穂高

 7 小平 夢加(1) 高校   1,08.13 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 上伊那農高

 8 柘植 菜々子(2) 高校   1,14.93 
ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ 伊那西高

女子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   290

7   236

2   292

3   301

1   243

8   360

5   238

6   333



決勝 8月20日 13:35

県新(KR)          2,05.78
大会新(GR)        2,22.47

[ 1組] [ 2組]

 1 京澤 夏子(2) 高校   2,27.79  1 高倉 楓花(2) 高校   2,36.21 
ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北高 ﾀｶｸﾗ ﾌｳｶ 上伊那農高

 2 宮澤 紅葉(1) 高校   2,29.80  2 宮下 喜久美(2) 高校   2,38.37 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野高 ﾐﾔｼﾀ ｷｸﾐ 赤穂高

 3 森脇 光砂(1) 中学   2,34.85  3 富山 奈央(2) 中学   2,42.41 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 赤穂中 ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵ 伊那東部中

 4 森 ほのか(2) 中学   2,37.99  4 塩澤 かりん(1) 高校   2,43.81 
ﾓﾘ ﾎﾉｶ 春富中 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 伊那弥生ヶ丘高

 5 滝沢 初寧(1) 中学   2,38.58  5 小出 千夏(2) 高校   2,44.70 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 駒ヶ根東中 ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 赤穂高

 6 中林 知紗(2) 高校   2,40.44 水野 香帆(2) 中学   2,41.96 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 伊那北高 ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ 鼎中

 7 逸持治 奏愛(2) 中学   2,42.48 高橋 凜(1) 高校
ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ 赤穂中 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 上伊那農高
佐々木 美羽(2) 中学   2,39.63 有賀 由紀恵(1) 高校
ｻｻｷ ﾐｳ 鼎中 ｱﾘｶﾞ ﾕｷｴ 上伊那農高

[ 3組]

 1 中山 優莉亜(2) 中学   2,47.46 
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘｱ 伊那東部中

 2 矢野 華奈(2) 中学   2,48.22 
ﾔﾉ ｶﾅ 伊那東部中

 3 小林 柚花(2) 中学   2,56.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 駒ヶ根東中

 4 宮﨑 汐音(1) 中学   2,56.46 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼｵﾝ 中川中

 5 柘植 菜々子(2) 高校   2,58.66 
ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ 伊那西高

 6 松見 すみれ(1) 中学   3,02.31 
ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ 箕輪中

 7 小松 礼佳(1) 中学   3,07.42 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 箕輪中
北澤 ひなた(2) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ  ﾋﾅﾀ 伊那東部中

   1 京澤 夏子(2) 高校 伊那北高     2,27.79   1   1
   2 宮澤 紅葉(1) 高校 辰野高     2,29.80   1   2
   3 森脇 光砂(1) 中学 赤穂中     2,34.85   1   3
   4 高倉 楓花(2) 高校 上伊那農高     2,36.21   2   1
   5 森 ほのか(2) 中学 春富中     2,37.99   1   4
   6 宮下 喜久美(2) 高校 赤穂高     2,38.37   2   2
   7 滝沢 初寧(1) 中学 駒ヶ根東中     2,38.58   1   5
   8 中林 知紗(2) 高校 伊那北高     2,40.44   1   6
   9 富山 奈央(2) 中学 伊那東部中     2,42.41   2   3
  10 逸持治 奏愛(2) 中学 赤穂中     2,42.48   1   7
  11 塩澤 かりん(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,43.81   2   4
  12 小出 千夏(2) 高校 赤穂高     2,44.70   2   5
  13 中山 優莉亜(2) 中学 伊那東部中     2,47.46   3   1
  14 矢野 華奈(2) 中学 伊那東部中     2,48.22   3   2
  15 小林 柚花(2) 中学 駒ヶ根東中     2,56.01   3   3
  16 宮﨑 汐音(1) 中学 中川中     2,56.46   3   4
  17 柘植 菜々子(2) 高校 伊那西高     2,58.66   3   5
  18 松見 すみれ(1) 中学 箕輪中     3,02.31   3   6
  19 小松 礼佳(1) 中学 箕輪中     3,07.42   3   7

佐々木 美羽(2) 中学 鼎中     2,39.63   1
水野 香帆(2) 中学 鼎中     2,41.96   2ｵｰﾌﾟﾝ

女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名
3   291

8   211

ｵｰﾌﾟﾝ

  293

6  8826

4  8231

7  8650

2  8278

5

順 No. 氏  名

7  8147

  358

1  8168

所属名記録／備考 記録／備考
2   244

3

8   302

1   355

5  8651
ｵｰﾌﾟﾝ

4   237
欠場

6   239
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

ｵｰﾌﾟﾝ

4  8149

2  8100

1  8275

6  8317

3   333

7  8014

5  8013

8  8148
欠場

女子

８００ｍ
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
  291
  211
 8826
  244
 8168
  358
 8278

 8650

  293

  333
 8014

 8651

 8147
 8231
  302
  355

 8013

 8149
 8100
 8275
 8317



決勝 8月20日  9:20

県新(KR)          9,04.25
大会新(GR)       10,19.25

 1 瀬戸 郁美(3) 中学  10,56.84 
ｾﾄ ｲｸﾐ 辰野中

 2 中村 柚音(2) 中学  11,13.92 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 箕輪中

 3 中林 樹里(2) 中学  11,28.48 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 箕輪中

 4 滝澤 朱莉(3) 中学  11,31.03 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱｶﾘ 駒ヶ根東中

 5 大蔵 こころ(2) 中学  11,38.91 
ｵｵｸﾗ ｺｺﾛ 赤穂中

 6 宮本 珠里(2) 中学  11,42.53 
ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 辰野中

 7 平松 愛純(2) 中学  11,42.59 
ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 箕輪中

 8 小澤 来空(1) 中学  11,42.99 
ｵｻﾞﾜ ﾗｲｱ 辰野中

 9 竹村 千咲己(2) 中学  11,45.44 
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻｷ 駒ヶ根東中

10 日野 まほろ(1) 高校  12,10.06 
ﾋﾉ ﾏﾎﾛ 伊那北高

11 廣島 歩佳(2) 中学  12,27.26 
ﾋﾛｼﾏ ﾎﾉｶ 辰野中

12 岡 瑞希(2) 中学  12,30.76 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 箕輪中

13 小澤 明日香(2) 中学  12,36.25 
ｵｻﾞﾜ ｱｽｶ 辰野中

14 杉本 梨緒(3) 中学  12,55.62 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｵ 箕輪中

15 北原 知佳(1) 中学  13,30.50 
ｷﾀﾊﾗ ﾄﾓｶ 辰野中

16 正木 春佳(1) 中学  14,12.59 
ﾏｻｷ ﾊﾙｶ 辰野中
杉村 奈津穂(2) 高校  10,58.29
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘高

13  1799
ｵｰﾌﾟﾝ

No. 氏  名 所属名

14  8000

女子

３０００ｍ

決勝

記録／備考
3  7981

順

6  8002

8  8251

7  8232

17  7958

16  8005

9  7962

10  8276

4   266

11  7951

2  8001

15  7950

12  7995

1  7965

5  7961



決勝 8月20日 13:15

県新(KR)            13.81
県高校新(KR)        14.28
大会新(GR)          15.72

風速 -1.0

 1 林 千尋(1) 高校     15.55 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 2 澁谷 果歩(1) 高校     19.34 
ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那北高

女子

１００ｍＨ(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   231

大会新
6   268



決勝 8月20日 15:40

県新(KR)            47.46
大会新(GR)          51.47

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 上伊那農高   233 清水 華乃(1)     51.38 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 大会新
  231 林 千尋(1)

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
  234 小山 礼華(1)

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
  243 小林 紗耶加(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
 2   6 辰野高   212 北原 きらら(1)     56.02 

ﾀﾂﾉｺｳ ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ
  209 半田 永遠(2)

ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ
  210 伊藤 優直(1)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
  211 宮澤 紅葉(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ
 3   4 赤穂高   362 小松 葉月(1)     56.95 

ｱｶﾎｺｳ ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ
  359 中嶋 真唯香(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕｶ
  360 菅沼 萌香(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｴｶ
  357 中島 友希(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ

女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 8月20日 12:30

県新(KR)             1.81
県高校新(KR)         1.77
大会新(GR)           1.64

今井 歌乃(1) 高校
ｲﾏｲ ｶﾉ 伊那弥生ヶ丘高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m30 1m35 備考1m20 1m25 1m40
1 1   303

- - O O XXX  1.35



決勝 8月20日  9:00

県新(KR)             4.01
大会新(GR)           3.80

清水 愛奈(1) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠高
北原 きらら(1) 高校
ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 辰野高
村松 由菜(2) 中学
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｲﾅ 伊那東部中
瀧本 杏(2) 中学 記録なし
ﾀｷﾓﾄ ｱﾝ 伊那東部中

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録2m20 2m30 備考2m00 2m10 2m40
1 3   254

O O XO XXX  2.20

2 4   212
O O XXX  2.10

3 2  8101
XXO XXX  2.00

1  8102
XXX



決勝 8月20日  9:00

県新(KR)             6.41
県高校新(KR)         6.06
大会新(GR)           5.71

唐澤 純夏(1) 高校   4.72   4.71   4.75    X   4.74   4.66    4.75 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農高   +0.8   -0.7   +1.4   +0.1   +2.0    +1.4
加藤 ほのか(1) 高校    X   4.56    X   4.66   4.56   4.65    4.66 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高   +0.6   +1.3    0.0   +1.6    +1.3

女子

走幅跳

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 1   232

2 2   235



決勝 8月20日  9:20

県新(KR)            13.70
県高校新(KR)        13.65
大会新(GR)          10.98

若林 咲理菜(1) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 上伊那農高

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

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

 5.34  5.24  5.27   5.34 
1 1   240

 5.25  5.05  4.92



決勝 8月20日 12:30

県新(KR)            45.73
県高校新(KR)        44.69
大会新(GR)          38.90

向山 ますみ 一般
ﾑｶｲﾔﾏ ﾏｽﾐ 上伊那陸協
若林 咲理菜(1) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 上伊那農高
小出 千夏(2) 高校
ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 赤穂高
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

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 5     1

  X 17.83   O   O   X   O  17.83 

2 4   240
  X   O 17.42   O   X 17.48  17.48 

3 2   355
  O   O 15.53   X   O 16.25  16.25 

4 3   358
  O 13.66   O

5 1   359
  X 11.58   O   O 11.89   O  11.89 

  X   O 14.27  14.27 



決勝 8月20日 15:00

県新(KR)            57.17
県高校新(KR)        48.39
大会新(GR)          40.46

吉田 みさき(3) 高校
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高
向山 ますみ 一般
ﾑｶｲﾔﾏ ﾏｽﾐ 上伊那陸協
小松 葉月(1) 高校
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 赤穂高
伊藤 優直(1) 高校
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 辰野高

 18.40   X   O   O

  O 23.61   X  23.61 

4 1   210
  O   X 18.40

  O   O 24.90  24.90 

3 2   362
  O   O 23.48

  O   O   O  37.56 

2 3     1
  O   X 22.45

1 4   300
  O 37.56   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-



予選 8月20日 11:05
決勝 8月20日 14:00

県中学新(CR)        12.05
大会新(GR)          12.97

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -0.6

 1 星野 陽花里(3) 中学     13.76 q  1 有賀 雪乃(2) 中学     13.27 q
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 春富中 ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 南箕輪中

 2 飯島 莉紗(2) 中学     14.17  2 中村 映夢(1) 中学     14.12 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 赤穂中 ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 春富中

 3 鎮西 花(1) 中学     14.72  3 山田 優芽(1) 中学     14.16 
ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 赤穂中 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 赤穂中

 4 井田 光咲(2) 中学     14.98  4 宮澤 日菜(1) 中学     14.87 
ｲﾀﾞ ｱﾘｻ 南箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ 駒ヶ根東中

 5 白鳥 悠南(1) 中学     15.12  5 井澤 夏帆(1) 中学     16.37 
ｼﾛﾄﾘ ﾕｳﾅ 伊那東部中 ｲｻﾜ ｶﾎ 箕輪中

 6 藤森 沙耶(1) 中学     15.14 遠藤 彩莉(2) 中学
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ 辰野中 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ 辰野中

 7 池上 絵笛(1) 中学     15.70 小林 水緒(1) 中学
ｲｹｶﾞﾐ ｴﾌｴ 駒ヶ根東中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 南箕輪中

 8 小田切 美結(1) 中学     16.11 
ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾕ 宮田中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 -2.4

 1 塚間 友香(2) 中学     13.50 q  1 三枝 千夏(2) 中学     13.74 q
ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野中 ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野中

 2 原田 栞里(1) 中学     14.51  2 濵田 みなと(1) 中学     14.08 q
ﾊﾗﾀﾞ ｼｵﾘ 赤穂中 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 春富中

 3 荻原 瞳(1) 中学     15.04  3 井口 空亜(2) 中学     14.58 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾄﾐ 辰野中 ｲｸﾞﾁ ｿｱ 箕輪中

 4 田中 海羽(1) 中学     15.19  4 矢澤 華(1) 中学     15.04 
ﾀﾅｶ ﾐｳ 春富中 ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ 駒ヶ根東中

 5 北原 樹奈(2) 中学     15.45  5 伊藤 愛(2) 中学     15.79 
ｷﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾅ 箕輪中 ｲﾄｳ ﾏﾅ 南箕輪中

 6 北原 ほのか(2) 中学     16.73  6 那須野 桜(1) 中学     16.47 
ｷﾀﾊﾗ ﾎﾉｶ 駒ヶ根東中 ﾅｽﾉ ｻｸﾗ 宮田中
小島 咲愛(2) 中学 川井田 望(1) 中学
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 南箕輪中 ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 赤穂中

[ 5組] 風速 -1.3 [ 6組] 風速 -1.2

 1 田中 凜(2) 中学     13.50 q  1 中原 希空(2) 中学     13.93 q
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 赤穂中 ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 春富中

 2 三澤 菜々美(2) 中学     13.96 q  2 渡辺 梓沙(1) 中学     14.16 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那東部中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ 辰野中

 3 野村 優香(1) 中学     14.39  3 氣賀澤 円香(2) 中学     14.26 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪中 ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂中

 4 上島 澪里(1) 中学     14.63  4 中島 偲(2) 中学     14.78 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ 辰野中 ﾅｶｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 南箕輪中

 5 木下 弥采(2) 中学     15.15  5 中曽根 叶(2) 中学     15.12 
ｷﾉｼﾀ ﾐｺﾄ 駒ヶ根東中 ﾅｶｿﾈ ｶﾅ 伊那中

 6 関 広菜(2) 中学     15.47  6 日原 穂香(1) 中学     15.21 
ｾｷ ﾋﾛﾅ 赤穂中 ﾋﾊﾗ ﾎﾉｶ 箕輪中

 7 田中 沙奈(1) 中学     16.20  7 春日 葉(1) 中学     16.10 
ﾀﾅｶ ｻﾅ 中川中 ｶｽｶﾞ ﾐﾄﾞﾘ 赤穂中

風速 -2.3

 1 有賀 雪乃(2) 中学     13.31 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 南箕輪中

 2 田中 凜(2) 中学     13.63 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 赤穂中

 3 三枝 千夏(2) 中学     13.81 
ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野中

 4 星野 陽花里(3) 中学     13.81 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 春富中

 5 塚間 友香(2) 中学     13.86 
ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野中

 6 濵田 みなと(1) 中学     13.92 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 春富中

 7 三澤 菜々美(2) 中学     14.06 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那東部中

 8 中原 希空(2) 中学     14.35 
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 春富中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
3  8180

2  8229

中学女子

１００ｍ

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考

 7963

4  8821

7  8067

5  8277

1  8191

8  8129

6

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
8  8066

2  8172

4  8820

7  8280

5  8012

3  7953
欠場

6  8052
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  7954

7  8825

5  8273

4  7964

3  8161

2  8068
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

6  8173

8  8004

氏  名 所属名 記録／備考
2  7955

7  8003

3  8281

8  8061

4  8193

5  8822
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8226

7  8145

2  8225

6  8054

5  7968

3  8315

順 ﾚｰﾝ No.

8  7967

8  8274

氏  名 所属名 記録／備考
3  8171

2  8223

7  8069

5  8086

6  8011

4  8823

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8066

4  8226

6  7955

7  8180

3  7954

1  8173

2  8145

8  8171



予選 8月20日 10:10
決勝 8月20日 12:30

県中学新(CR)        24.88
大会新(GR)          25.83

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -0.8

 1 北岡 依生希(3) 中学     27.17 q  1 三枝 千夏(2) 中学     27.99 q
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中 ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野中

 2 田中 凜(2) 中学     27.76 q  2 野村 優香(1) 中学     29.14 q
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 赤穂中 ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪中

 3 飯島 莉紗(2) 中学     28.17 q  3 原田 栞里(1) 中学     29.71 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 赤穂中 ﾊﾗﾀﾞ ｼｵﾘ 赤穂中

 4 塚間 友香(2) 中学     28.40 q  4 山田 優芽(1) 中学     29.85 
ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野中 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 赤穂中

 5 中嶋 珠久(2) 中学     28.61 q  5 髙木 萌子(1) 中学     30.68 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 赤穂中 ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 南箕輪中

 6 氣賀澤 円香(2) 中学     28.71 q  6 北原 菜瑞奈(2) 中学     30.72 
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂中 ｷﾀﾊﾗ ﾅｽﾞﾅ 伊那中
星野 陽花里(3) 中学  7 中曽根 叶(2) 中学     31.48 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 春富中 ﾅｶｿﾈ ｶﾅ 伊那中

[ 3組] 風速  0.0

 1 鎮西 花(1) 中学     29.99 
ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 赤穂中

 2 野村 ひかり(2) 中学     30.06 
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 南箕輪中

 3 溝口 莉緒(2) 中学     32.05 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 南箕輪中

 4 池上 遼海(2) 中学     33.24 
ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 南箕輪中

 5 春日 葉(1) 中学     33.26 
ｶｽｶﾞ ﾐﾄﾞﾘ 赤穂中
川井田 望(1) 中学
ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 赤穂中

風速 -1.1

 1 北岡 依生希(3) 中学     27.32 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中

 2 田中 凜(2) 中学     28.11 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 赤穂中

 3 三枝 千夏(2) 中学     28.15 
ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野中

 4 飯島 莉紗(2) 中学     28.28 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 赤穂中

 5 中嶋 珠久(2) 中学     28.88 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 赤穂中

 6 氣賀澤 円香(2) 中学     28.98 
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂中

 7 野村 優香(1) 中学     30.32 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪中
塚間 友香(2) 中学
ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野中

中学女子

２００ｍ

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  8143

6  8226

8  8223

4  8229

5  7954

3  8180
欠場

順 ﾚｰﾝ

2  8224

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7955

7  8054

4  8825

2  8820

3  8053

6  8088

8  8086

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  8821

5  8064

3  8063

7  8065

8  8823

4  8822
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8143

5  8226

4  7955

6  8229

8  8224

2  8223

1  8054

棄権
7  7954



決勝 8月20日 12:55

県中学新(CR)        14.28
大会新(GR)          15.58

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -1.5

 1 関崎 茉莉(2) 中学     16.21  1 北原 菜瑞奈(2) 中学     19.54 
ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ 伊那中 ｷﾀﾊﾗ ﾅｽﾞﾅ 伊那中

 2 北原 小遥(2) 中学     16.31  2 吉澤 芽衣(2) 中学     19.86 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 春富中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 春富中

 3 宮澤 遥(2) 中学     18.02  3 野崎 葵(2) 中学     19.96 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 箕輪中 ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ 伊那中

 4 松下 茉鈴(2) 中学     19.67  4 松澤 奈央(1) 中学     21.33 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾘﾝ 辰野中 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵ 春富中

 5 本田 尚子(2) 中学     19.95  5 上田 朋花(2) 中学     21.75 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 伊那中 ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 南箕輪中

 6 関 広菜(2) 中学     20.28  6 池上 舞花(1) 中学     21.76 
ｾｷ ﾋﾛﾅ 赤穂中 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川中

 7 戸田 美桜(2) 中学     20.32  7 馬場 成美(1) 中学     25.27 
ﾄﾀﾞ ﾐｵ 箕輪中 ﾊﾞﾊﾞ ﾅﾙﾐ 駒ヶ根東中

中学女子

１００ｍＨ(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

1  7959

記録／備考 氏  名

 8163

7  8087

氏  名 所属名

2  8225

4  8007

5  8085

3

所属名順 ﾚｰﾝ No. 記録／備考
4  8088

5  8164

6  8089

1  8176

3  8062

7  8316

2  82796  8006



   1 関崎 茉莉(2) 中学 伊那中     16.21 (-0.8)   1   1
   2 北原 小遥(2) 中学 春富中     16.31 (-0.8)   1   2
   3 宮澤 遥(2) 中学 箕輪中     18.02 (-0.8)   1   3
   4 北原 菜瑞奈(2) 中学 伊那中     19.54 (-1.5)   2   1
   5 松下 茉鈴(2) 中学 辰野中     19.67 (-0.8)   1   4
   6 吉澤 芽衣(2) 中学 春富中     19.86 (-1.5)   2   2
   7 本田 尚子(2) 中学 伊那中     19.95 (-0.8)   1   5
   8 野崎 葵(2) 中学 伊那中     19.96 (-1.5)   2   3
   9 関 広菜(2) 中学 赤穂中     20.28 (-0.8)   1   6
  10 戸田 美桜(2) 中学 箕輪中     20.32 (-0.8)   1   7
  11 松澤 奈央(1) 中学 春富中     21.33 (-1.5)   2   4
  12 上田 朋花(2) 中学 南箕輪中     21.75 (-1.5)   2   5
  13 池上 舞花(1) 中学 中川中     21.76 (-1.5)   2   6
  14 馬場 成美(1) 中学 駒ヶ根東中     25.27 (-1.5)   2   7

中学女子

１００ｍＨ(0.762m)
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
 8085
 8163
 8007
 8088
 7959
 8164
 8087
 8089
 8225

 8316
 8279

 8006
 8176
 8062



決勝 8月20日 15:25

県中学新(CR)        48.17
大会新(GR)          52.57

[ 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   7 伊那中  8089 野崎 葵(2)     56.02  1   5 春富中  8171 中原 希空(2)     53.19 

ｲﾅﾁｭｳ ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ
 8085 関崎 茉莉(2)  8163 北原 小遥(2)

ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
 8088 北原 菜瑞奈(2)  8173 濵田 みなと(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾅｽﾞﾅ ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
 8087 本田 尚子(2)  8172 中村 映夢(1)

ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ
 2   6 赤穂中(B)  8820 山田 優芽(1)     56.69  2   6 赤穂中(A)  8223 氣賀澤 円香(2)     53.42 

ｱｶﾎﾁｭｳB ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ ｱｶﾎﾁｭｳA ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
 8821 鎮西 花(1)  8226 田中 凜(2)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ ﾀﾅｶ ﾘﾝ
 8225 関 広菜(2)  8229 飯島 莉紗(2)

ｾｷ ﾋﾛﾅ ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ
 8825 原田 栞里(1)  8224 中嶋 珠久(2)

ﾊﾗﾀﾞ ｼｵﾘ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ
 3   3 辰野中(B)  7963 藤森 沙耶(1)     57.25  3   2 辰野中(A)  7953 遠藤 彩莉(2)     54.21 

ﾀﾂﾉﾁｭｳB ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ ﾀﾂﾉﾁｭｳA ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ
 7964 荻原 瞳(1)  7952 小澤 佑奈(2)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾄﾐ 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
 7967 渡辺 梓沙(1)  7954 塚間 友香(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ ﾂｶﾏ ﾕｶ
 4   5 駒ヶ根東中  8274 木下 弥采(2)     59.89  4   4 南箕輪中  8069 中島 偲(2)     54.89 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｷﾉｼﾀ ﾐｺﾄ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾅｶｼﾏ ｼﾉﾌﾞ
 8273 北原 ほのか(2)  8054 野村 優香(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾎﾉｶ ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 8281 矢澤 華(1)  8067 井田 光咲(2)

ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ ｲﾀﾞ ｱﾘｻ
 8280 宮澤 日菜(1)  8066 有賀 雪乃(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ
 5   4 箕輪中(B)  8014 松見 すみれ(1)   1,03.24  5   7 伊那東部中  8145 三澤 菜々美(2)     55.88 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ
 8012 井澤 夏帆(1)  8130 富山 唯奈(1)

ｲｻﾜ ｶﾎ ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ
 8013 小松 礼佳(1)  8149 中山 優莉亜(2)

ｺﾏﾂ ｱﾔｶ ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘｱ
 8011 日原 穂香(1)  8147 富山 奈央(2)

ﾋﾊﾗ ﾎﾉｶ ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵ
 6   3 箕輪中(A)  8004 北原 樹奈(2)     56.83 

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

中学女子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 春富中     53.19 中原 希空(2) 北原 小遥(2) 濵田 みなと(1) 中村 映夢(1)   2   1
   2 赤穂中(A)     53.42 氣賀澤 円香(2) 田中 凜(2) 飯島 莉紗(2) 中嶋 珠久(2)   2   2
   3 辰野中(A)     54.21 遠藤 彩莉(2) 小澤 佑奈(2) 三枝 千夏(2) 塚間 友香(2)   2   3
   4 南箕輪中     54.89 中島 偲(2) 野村 優香(1) 井田 光咲(2) 有賀 雪乃(2)   2   4
   5 伊那東部中     55.88 三澤 菜々美(2) 富山 唯奈(1) 中山 優莉亜(2) 富山 奈央(2)   2   5
   6 伊那中     56.02 野崎 葵(2) 関崎 茉莉(2) 北原 菜瑞奈(2) 本田 尚子(2)   1   1
   7 赤穂中(B)     56.69 山田 優芽(1) 鎮西 花(1) 関 広菜(2) 原田 栞里(1)   1   2
   8 箕輪中(A)     56.83 北原 樹奈(2) 井口 空亜(2) 戸田 美桜(2) 宮澤 遥(2)   2   6
   9 辰野中(B)     57.25 藤森 沙耶(1) 荻原 瞳(1) 上島 澪里(1) 渡辺 梓沙(1)   1   3
  10 駒ヶ根東中     59.89 木下 弥采(2) 北原 ほのか(2) 矢澤 華(1) 宮澤 日菜(1)   1   4
  11 箕輪中(B)   1,03.24 松見 すみれ(1) 井澤 夏帆(1) 小松 礼佳(1) 日原 穂香(1)   1   5

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

中学女子

４×１００ｍＲ
タイムレース



決勝 8月20日 12:30

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

関崎 茉莉(2) 中学
ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ 伊那中
中嶋 珠久(2) 中学
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 赤穂中
本田 尚子(2) 中学
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 伊那中

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m30 1m35 備考1m20 1m25 1m40 1m45
1 2  8085

O O O O O XXX  1.40

2 3  8224
- XO XXO XXX  1.30

3 1  8087
XXO XO XXX  1.25



決勝 8月20日  9:00

県中学新(CR)         5.74
大会新(GR)           5.13

北岡 依生希(3) 中学    X    X   4.89    X    X    X    4.89 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中   +1.4    +1.4
北原 小遥(2) 中学    X   4.59    X   4.69   4.73    X    4.73 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 春富中    0.0   +1.9   +1.0    +1.0
埋橋 凜(1) 中学    X   4.00   4.47   4.36   4.12   4.26    4.47 
ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ 春富中   -1.4   +1.3   +2.0   +1.3   +1.7    +1.3
下平 さら紗(1) 中学   2.98   3.71   3.50   3.80   3.81   3.92    3.92 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｻﾗｻ 伊那東部中   -0.5   +0.8   +1.6   +1.7   +2.4   -0.4    -0.4
田中 ラリッサ(2) 中学   3.48   3.60   3.72   3.85   3.91   3.71    3.91 
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 伊那東部中   +0.5   +0.2   +0.8   +1.7   +1.8   -0.2    +1.8
小澤 佑奈(2) 中学    X   2.47   3.61   3.76   3.70   3.91    3.91 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 辰野中   +0.5   -0.2   -0.5   +1.5   +0.3    +0.3
富山 唯奈(1) 中学   3.73   3.72   3.51   3.80   3.31    X    3.80 
ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那東部中   -0.7   +0.1   +0.8   +1.3   +1.2    +1.3
吉村 千都子(1) 中学   2.83   3.06   2.94   3.02   3.34   2.68    3.34 
ﾖｼﾑﾗ ﾁﾂﾞｺ 伊那東部中   +0.5    0.0   -0.4   -0.5   +0.4   +0.5    +0.4
丸茂 愛莉(1) 中学    X    X   3.03    3.03 
ﾏﾙﾓ ｱｲﾘ 宮田中   -0.1    -0.1
舟橋 里紗(1) 中学    X    X    X 記録なし
ﾌﾅﾊﾞｼ ﾘｻ 辰野中
大木 結月(1) 中学 欠場
ｵｵｷ ﾕﾂﾞｷ 南箕輪中

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 10  8143

-5-

2 11  8163

3 9  8169

4 8  8126

5 5  8146

6 6  7952

7 7  8130

8 3  8127

2  8050

9 1  8192

4  7966



決勝 8月20日  9:20

県中学新(CR)        13.55
大会新(GR)          11.64

有賀 愛夢(2) 中学
ｱﾙｶﾞ ｱｲﾑ 辰野中
倉田 紗優加(1) 中学
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪中
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

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 4  7960

 9.24 10.24 10.79 10.78 11.02 10.60  11.02 

2 1  8051
 9.06   X  9.35  8.99  8.64  9.31   9.35 

3 3  7957
 7.49  8.14  8.78

4 2  8089
 7.85  7.71  7.25   8.11  8.11  7.67  7.92

 7.76  7.91   X   8.78 
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