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大会コード：19170525

第54回上伊那陸上競技記録会(秋季)
第24回上伊那スポーツフェスティバル'19

記録集

期 日 ２０１９年(令和元年) ８月３１日（土）

主 催 上伊那郡陸上競技協会　伊那市ｽﾎﾟｰﾂ協会陸上部　上伊那ｽﾎﾟｰﾂ振興協議会

主 管 上伊那陸上競技協会　伊那市ｽﾎﾟｰﾂ協会陸上部　上伊那ｽﾎﾟｰﾂ振興協議会

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　　上伊那体育指導委員連絡協議会

上伊那PTA連合会

会 場 伊那市陸上競技場（競技場コード：172030）

総 務 田中 聡

審 判 長 有賀 保義（トラック）　　遠山 正洋（フィールド）

記録情報主任 桜井 健一

■ この大会で樹立された記録

■ グラウンドコンディション

月日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(m/s)

8月31日(土)

8:40 晴れ 28.0 70.0 東 0.7

9:00 晴れ 28.5 70.0 北 2.0

10:00 晴れ 28.0 55.0 南南西 1.4

11:00 晴れ 28.8 49.0 南 2.7

12:00 晴れ 28.5 49.0 南 4.1

13:00 晴れ 28.8 50.0 南 3.9

14:00 曇り 27.4 51.0 南 1.5

15:00 晴れ 27.9 50.0 南 2.3
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決勝記録一覧表
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
08/31 女子 清水 華乃(3) 13.21 宮澤 香音(2) 13.46 氣賀澤 杏香(2) 13.62 三嶋 渚沙(2) 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 13.76 堤 ヒトミ(1) 13.80 伊藤 優凪(2) 13.82 森脇 涼羽(2) 13.83

１００ｍ 高校･上伊那農高 高校･下伊那農高 高校･上伊那農高 小田 彩音(1) 中学･開成中 高校･丸子修学館高 高校･飯田風越高 高校･赤穂高
08/31 三澤 菜々美(1) 1,02.15 丸山 いより(2) 1,05.23 小林 香絵(2) 1,06.59 小西 世蘭(1) 1,14.83 三澤 由佳(1) 1,15.55 西尾 咲輝(1) 1,15.55

４００ｍ 高校･伊那北高 高校･飯田風越高 高校･赤穂高 中学･飯田高陵中 中学･箕輪中 中学･飯田高陵中
08/31 田畑 愛花(2) 2,28.73 森 ほのか(1) 2,36.26 羽生 彩七(2) 2,36.81 百瀬 愛華(2) 2,37.00 北原 柑那(2) 2,38.49 武村 美尋(1) 2,41.88 柴 由衣(2) 2,43.25 伊藤 希美(1) 2,44.21

８００ｍ 中学･伊那中 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･飯田高陵中 中学･開成中 中学･伊那東部中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･伊那東部中
08/31 中村 柚音(1) 10,45.22 大槻 美亜(3) 11,29.41 松見 すみれ(3) 12,46.45 小松 礼佳(3) 12,54.20

３０００ｍ 高校･伊那西高 高校･東海大諏訪高 中学･箕輪中 中学･箕輪中
08/31  林 千尋(3) 1,04.21 田中 里歩(2) 1,09.98 田中 咲(1) 1,11.32 中嶋 珠久(1) 1,21.15

400mH(0.726m) 高校･上伊那農高 高校･松川高 高校･丸子修学館高 高校･伊那弥生ヶ丘高
08/31 唐澤 さくら(2) 1.45 上村 文寧(2) 1.45 石崎 智紗(2) 1.30 中谷 美玖(2) 中学･箕輪中 1.25 竹之内 史織(1) 1.25 向山 菜々美(2) 中学･伊那中 1.20

走高跳 中学･箕輪中 中学･伊那中 中学･辰野中 小島 咲愛(1) 高校･伊那北高 中学･伊那東部中 高嶋 桃花(2) 中学･伊那中
08/31 坂下 鈴華(2) 1.60

棒高跳 中学･箕輪中
08/31 宮澤 香音(2) 5.34(+3.0) 塩澤 舞(3) 5.00(+0.5) 大﨑 にこ(2) 4.83(+1.9) 向山 飛鳥(2) 4.75(+1.8) 小日向 慧(2) 4.60(+0.5) 小山 紗於里(1)4.56(+1.3) 本田 尚子(1) 4.43(-1.5) 掛川 風保(1) 4.15(+0.9)

走幅跳 高校･下伊那農高 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･伊那中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･王滝中 高校･赤穂高 中学･伊那東部中
08/31 小林 香絵(2) 5.53

砲丸投(4.000kg) 高校･赤穂高
08/31 倉田 紗優加(3) 22.25 宮原 彩菜(2) 16.81 原沢 聖奈(2) 13.23 酒井 梨乃(2) 13.15 春日 如乃(2) 12.79 渡辺 光莉(1) 11.68 松﨑 祥歩(2) 10.15

円盤投(1.000kg) 中学･南箕輪中 中学･辰野中 高校･赤穂高 高校･赤穂高 高校･赤穂高 中学･辰野中 中学･辰野中
08/31 上伊那農高       50.43 飯田風越高       52.57 箕輪中(A)       52.99 赤穂高       53.08 伊那中(A)       53.51 南箕輪中(B)       53.55 南箕輪中(A)       54.04 開成中       54.53

４×１００ｍＲ 氣賀澤 杏香(2) 伊藤 優凪(2) 今井 遥香(1) 本田 尚子(1) 角 咲乃(2) 倉田 紗優加(3) 海沼 結(2) 大塚 実和(1)
加藤 ほのか(3) 丸山 いより(2) 唐澤 さくら(2) 森脇 涼羽(2) 斉藤 あんの(1) 大木 結月(3) 髙橋 つきみ(2) 宍戸 美希(2)
加藤 こころ(3) 嵯峨座 維(1) 向山 飛鳥(2) 小林 香絵(2) 宮脇 依茉(2) 髙木 萌子(3) 井原 由奈(1) 星野 沙羅(2)
清水 華乃(3) 森谷 純礼(2) 小日向 慧(2) 氣賀澤 円香(1) 逸見 加奈子(2) 野村 優香(3) 竹村 日和(2) 小田 彩音(1)

08/31 中学女子 富山 唯奈(3) 10.09 下村 美優(1) 9.28 宮原 彩菜(2) 8.40 小山 紗於里(1) 8.20 城村 はな(2) 7.24 角 咲乃(2) 7.16 高嶋 桃花(2) 7.14 宮澤 颯希(2) 7.13
砲丸投(2.721kg) 中学･伊那東部中 中学･南箕輪中 中学･辰野中 中学･王滝中 中学･伊那東部中 中学･伊那中 中学･伊那中 中学･伊那中

08/31 倉田 紗優加(3) 54.87 古畑 姫乃(2) 40.97 下村 美優(1) 34.11 松川 加歩(1) 22.06 松田 陽夏(2) 12.78
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･南箕輪中 中学･木曽町中 中学･南箕輪中 中学･南箕輪中 中学･辰野中

08/31 小学123年女 新山 美空(3) 10.19 宮入 にこ(3) 10.35 鈴木 芽依(3) 10.67 梅本 真帆(3) 10.82 小口 夏穂(3) 10.96 島村 桃歌(3) 11.13 伊藤 莉子(3) 11.18 宮澤 乃亜(3) 11.22
６０ｍ 小学･西春近北小 小学･箕輪中部小 小学･西箕輪小 小学･西箕輪小 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ

08/31 小学4年女子 長岩 里桜(4) 15.52 牧内 綾香(4) 16.42 権田 なほ(4) 16.43 小城 実優(4) 16.54 下島 香里奈(4) 16.78 竹松 凜音(4) 16.89 宮下 慶(4) 17.04 樋郡 結華(4) 17.05
１００ｍ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･伊那AC 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･箕輪中部小 小学･飯島小 小学･伊那AC 小学･七久保小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 

08/31 小学5年女子 三宅 真生(5) 14.91 宮澤 響(5) 15.54 福沢 春乃(5) 15.89 鈴木 かなで(5) 16.42 伊藤 希実(5) 16.45 小林 優月(5) 16.47 有賀 こころ(5) 16.67 小林 日菜花(5) 16.95
１００ｍ 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･七久保小 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･西箕輪小 小学･伊那AC

08/31 小学6年女子 柏原 美緒(6) 14.16 河野 亜依菜(6) 14.51 中野 ことは(6) 14.54 鈴木 翠央(6) 14.73 酒井 絢萌(6) 14.97 岡 美来(6) 15.07 田島 未優(6) 15.45 坂元 唯花(6) 15.46
１００ｍ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･伊那AC 小学･箕輪中部小 小学･ｱﾙﾌｪﾙﾃRC 小学･辰野南小

08/31 小学共通女子 真柴 愛里(6) 3,21.88 小川 美紗(5) 3,25.32 片桐 小春(6) 3,29.41 坂元 唯花(6) 3,32.55 川上 南海(5) 3,38.22 荻原 真柚(5) 3,38.87 田畑 陽菜(6) 3,52.95 羽柴 りえ(6) 3,54.19
１０００ｍ 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･辰野南小 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･箕輪中部小 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 

08/31   0.0 向山 暖(5) 15.76 鈴木 ひかり(6) 17.17 樋郡 結華(4) 18.55 白鳥 来瞳(6) 18.65 矢澤 叶望(5) 19.02 清水 琉愛(6) 19.98 村田 こころ(5) 20.20
80mH(0.700m) 小学･伊那北小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･箕輪西小 小学･七久保小 小学･西箕輪小 小学･七久保小

08/31 清水 琉愛(6) 1.20 向山 暖(5) 1.15 矢澤 叶望(5) 1.10 有賀 こころ(5) 1.05
走高跳 小学･西箕輪小 小学･伊那北小 小学･七久保小 小学･西箕輪小

08/31 鈴木 未空(5) 3.85(+2.6) 有岡 遼香(6) 3.63(+3.0) 松原 寧々(5) 3.26(+3.6) 田中 結稀乃(6)2.94(+3.8) 向山 歌初(4) 2.72(+3.2) 濵 萌羽(4) 2.53(+2.7)
走幅跳 小学･七久保小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･西箕輪小 小学･箕輪西小 小学･両小野小

08/31 鈴木 未空(5) 38.32 有岡 遼香(6) 27.64 滝澤 知歩羅(6) 26.50 宮下 慶(4) 16.61 田中 結稀乃(6) 12.99
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･七久保小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ 小学･西箕輪小 小学･七久保小 小学･西箕輪小

08/31  駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A)    1,00.78 伊那AC     1,02.39 西箕輪小     1,03.80 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     1,04.38 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B)    1,05.40 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(C)    1,07.18 飯島小     1,08.76
４×１００ｍＲ 有岡 遼香(6) 中山 晴未(6) 堀内 柚奈(5) 宮澤 宇多(5) 宮澤 和(5) 池田 和暖(4) 吉村 葉奈(6)

小出 来海(6) 酒井 絢萌(6) 清水 琉愛(6) 栗山 詩子(5) 小林 優月(5) 長岩 里桜(4) 塩澤 莉音(6)
羽柴 りえ(6) 牧内 綾香(4) 有賀 こころ(5) 松原 寧々(5) 鈴木 かなで(5) 小澤 芽流(4) 大月 悠風 セリン(6)
中野 ことは(6) 竹松 凜音(4) 滝澤 知歩羅(6) 三宅 真生(5) 鈴木 ひかり(6) 権田 なほ(4) 北澤 愛(6)
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決勝記録一覧表
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
08/31 ｵｰﾌﾟﾝ小4女子  -1.8 林 かれん(4) 16.37

１００ｍ 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ
08/31 ｵｰﾌﾟﾝ小5女子 鈴木 莉央(5) 16.06 加藤 妃心(5) 16.20

１００ｍ 小学･諏訪FA 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ
08/31 ｵｰﾌﾟﾝ小123女 熊谷 莉子(3) 10.88 佐野 希桜(3) 11.33 梅垣 咲希(3) 小学･諏訪FA 11.41 市村 向日葵(3) 11.57 原 桜子(2) 12.11 梅垣 果鈴(1) 12.55

６０ｍ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･諏訪FA 遠藤 浬(3) 小学･諏訪FA 小学･諏訪FA 小学･たかぎｽﾎﾟｰﾂｸ 小学･諏訪FA
08/31 ｵｰﾌﾟﾝ小学女 中島 妃芽乃(6) 3,38.83 代田 りみ(6) 4,10.64

１０００ｍ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ
08/31 林 かれん(4) 3.14(+3.3)

走幅跳 小学･松川陸上ｸﾗﾌﾞ



決勝 8月31日 12:40

県新(KR)            11.56
県高校新(HR)        12.00
県中学新(JR)        12.05

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -2.4

 1 清水 華乃(3) 高校     13.21  1 三嶋 渚沙(2) 中学     13.76 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高 ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 宮澤 香音(2) 高校     13.46  2 唐澤 さくら(2) 中学     13.84 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農高 ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中

 3 氣賀澤 杏香(2) 高校     13.62  3 中村 夏鈴(1) 中学     13.86 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農高 ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 小田 彩音(1) 中学     13.76  4 森谷 純礼(2) 高校     13.94 
ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ 開成中 ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 飯田風越高

 5 堤 ヒトミ(1) 高校     13.80  5 髙橋 つきみ(2) 中学     14.10 
ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 丸子修学館高 ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 南箕輪中

 6 伊藤 優凪(2) 高校     13.82  6 海沼 結(2) 中学     14.16 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 飯田風越高 ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪中

 7 森脇 涼羽(2) 高校     13.83  7 藤森 紗理奈(2) 中学     14.33 
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高 ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ 辰野中

 8 佐々木 幸雪(2) 中学     14.19  8 富山 唯奈(3) 中学     14.55 
ｻｻｷ ｺﾕｷ 緑ヶ丘中 ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那東部中

[ 3組] 風速 -2.8 [ 4組] 風速 -3.2

 1 小日向 慧(2) 中学     14.23  1 春日 如乃(2) 高校     14.45 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中 ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂高

 2 小林 咲月(2) 中学     14.33  2 氣賀澤 円香(1) 高校     14.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 緑ヶ丘中 ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂高

 3 今井 遥香(1) 中学     14.40  3 角 咲乃(2) 中学     14.51 
ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪中 ｽﾐ ｻｷﾉ 伊那中

 4 宍戸 美希(2) 中学     14.53  4 嵯峨座 維(1) 高校     14.53 
ｼｼﾄﾞ ﾐｷ 開成中 ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ 飯田風越高

 5 向山 飛鳥(2) 中学     14.64  5 掛川 風保(1) 中学     14.68 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 箕輪中 ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ 伊那東部中

 6 六波羅 琉菜(2) 中学     14.79  6 秋葉 まどか(2) 中学     14.80 
ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那東部中 ｱｷﾊﾞ ﾏﾄﾞｶ 辰野中

 7 星野 沙羅(2) 中学     14.81  7 赤羽 七海(1) 中学     15.14 
ﾎｼﾉ ｻﾗ 開成中 ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 箕輪中

 8 逸見 加奈子(2) 中学     15.21 
ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ 伊那中

[ 5組] 風速 -2.1 [ 6組] 風速 -2.0

 1 竹村 日和(2) 中学     14.69  1 北澤 想夏(1) 中学     15.04 
ﾀｹﾑﾗ ﾋﾖﾘ 南箕輪中 ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ 伊那東部中

 2 宮脇 依茉(2) 中学     14.70  2 矢澤 千夏(1) 中学     15.05 
ﾐﾔﾜｷ ｴﾏ 伊那中 ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 飯田高陵中

 3 井原 由奈(1) 中学     14.75  3 福澤 さくら(1) 中学     15.18 
ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪中 ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那東部中

 4 鎌倉 美子(1) 中学     14.81  4 大和田 明日風(1)中学     15.26 
ｶﾏｸﾗ ﾐｺ 飯田高陵中 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那東部中

 5 小西 世蘭(1) 中学     15.39  5 伊藤 心美(1) 中学     15.45 
ｺﾆｼ ｾﾗﾝ 飯田高陵中 ｲﾄｳ ｺｺﾐ 箕輪中

 6 小林 美咲(2) 中学     15.81  6 本多 杏海(2) 中学     15.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 箕輪中 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ 箕輪中

 7 松沢 憂菜(1) 中学     15.95 若林 優里(2) 中学
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ 箕輪中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 箕輪中

[ 7組] 風速 -3.7 [ 8組] 風速 -2.7

 1 岩井 陽菜(1) 中学     15.16  1 横山 莉央(2) 中学     15.55 
ｲﾜｲ ｱｷﾅ 辰野中 ﾖｺﾔﾏ ﾘｵ 南箕輪中

 2 堀内 遥加(1) 中学     15.18  2 赤羽 優花(1) 中学     15.65 
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 箕輪中 ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ 辰野中

 3 赤羽 七生(1) 中学     15.84  3 尾戸 美柚(1) 中学     15.73 
ｱｶﾊﾈﾅﾅｵ 伊那東部中 ｵﾄ ﾐﾕｳ 辰野中

 4 向山 埜々歌(1) 中学     15.87  4 小池 那奈(1) 中学     15.85 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾉﾉｶ 伊那東部中 ｺｲｹ ﾅﾅ 箕輪中

 5 伊藤 凛花(1) 中学     15.92  5 山中 美沙樹(1) 中学     15.90 
ｲﾄｳ ﾘﾝｶ 伊那東部中 ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ 辰野中

 6 岡田 奈都美(1) 中学     16.26  6 小松 星奈(2) 中学     16.04 
ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 伊那東部中 ｺﾏﾂ ｾｲﾅ 辰野中
増田 夏実(1) 中学  7 中川 綾乃(1) 中学     16.27 
ﾏｽﾀﾞ ﾅﾂﾐ 宮田中 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 箕輪中
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[ 9組] 風速 -3.2

 1 丸山 結菜(1) 中学     15.99 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 飯田高陵中

 2 髙橋 希(1) 中学     16.32 
ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中

 3 向山 菜々美(2) 中学     16.38 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾅﾅﾐ 伊那中

 4 百瀬 京香(1) 中学     16.44 
ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ 辰野中

 5 桑澤 乃愛(1) 中学     16.54 
ｸﾜｻﾞﾜ ﾉｱ 辰野中

 6 丸山 礼(1) 中学     16.69 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲﾗ 箕輪中

 7 斉藤 あんの(1) 中学     16.91 
ｻｲﾄｳ ｱﾝﾉ 伊那中

女子

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No.
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   1 清水 華乃(3) 高校 上伊那農高     13.21 (-2.3)   1   1
   2 宮澤 香音(2) 高校 下伊那農高     13.46 (-2.3)   1   2
   3 氣賀澤 杏香(2) 高校 上伊那農高     13.62 (-2.3)   1   3
   4 三嶋 渚沙(2) 中学 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.76 (-2.4)   2   1
   4 小田 彩音(1) 中学 開成中     13.76 (-2.3)   1   4
   6 堤 ヒトミ(1) 高校 丸子修学館高     13.80 (-2.3)   1   5
   7 伊藤 優凪(2) 高校 飯田風越高     13.82 (-2.3)   1   6
   8 森脇 涼羽(2) 高校 赤穂高     13.83 (-2.3)   1   7
   9 唐澤 さくら(2) 中学 箕輪中     13.84 (-2.4)   2   2
  10 中村 夏鈴(1) 中学 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.86 (-2.4)   2   3
  11 森谷 純礼(2) 高校 飯田風越高     13.94 (-2.4)   2   4
  12 髙橋 つきみ(2) 中学 南箕輪中     14.10 (-2.4)   2   5
  13 海沼 結(2) 中学 南箕輪中     14.16 (-2.4)   2   6
  14 佐々木 幸雪(2) 中学 緑ヶ丘中     14.19 (-2.3)   1   8
  15 小日向 慧(2) 中学 箕輪中     14.23 (-2.8)   3   1
  16 小林 咲月(2) 中学 緑ヶ丘中     14.33 (-2.8)   3   2
  16 藤森 紗理奈(2) 中学 辰野中     14.33 (-2.4)   2   7
  18 今井 遥香(1) 中学 箕輪中     14.40 (-2.8)   3   3
  19 春日 如乃(2) 高校 赤穂高     14.45 (-3.2)   4   1
  20 氣賀澤 円香(1) 高校 赤穂高     14.50 (-3.2)   4   2
  21 角 咲乃(2) 中学 伊那中     14.51 (-3.2)   4   3
  22 宍戸 美希(2) 中学 開成中     14.53 (-2.8)   3   4
  22 嵯峨座 維(1) 高校 飯田風越高     14.53 (-3.2)   4   4
  24 富山 唯奈(3) 中学 伊那東部中     14.55 (-2.4)   2   8
  25 向山 飛鳥(2) 中学 箕輪中     14.64 (-2.8)   3   5
  26 掛川 風保(1) 中学 伊那東部中     14.68 (-3.2)   4   5
  27 竹村 日和(2) 中学 南箕輪中     14.69 (-2.1)   5   1
  28 宮脇 依茉(2) 中学 伊那中     14.70 (-2.1)   5   2
  29 井原 由奈(1) 中学 南箕輪中     14.75 (-2.1)   5   3
  30 六波羅 琉菜(2) 中学 伊那東部中     14.79 (-2.8)   3   6
  31 秋葉 まどか(2) 中学 辰野中     14.80 (-3.2)   4   6
  32 鎌倉 美子(1) 中学 飯田高陵中     14.81 (-2.1)   5   4
  32 星野 沙羅(2) 中学 開成中     14.81 (-2.8)   3   7
  34 北澤 想夏(1) 中学 伊那東部中     15.04 (-2.0)   6   1
  35 矢澤 千夏(1) 中学 飯田高陵中     15.05 (-2.0)   6   2
  36 赤羽 七海(1) 中学 箕輪中     15.14 (-3.2)   4   7
  37 岩井 陽菜(1) 中学 辰野中     15.16 (-3.7)   7   1
  38 堀内 遥加(1) 中学 箕輪中     15.18 (-3.7)   7   2
  38 福澤 さくら(1) 中学 伊那東部中     15.18 (-2.0)   6   3
  40 逸見 加奈子(2) 中学 伊那中     15.21 (-2.8)   3   8
  41 大和田 明日風(1) 中学 伊那東部中     15.26 (-2.0)   6   4
  42 小西 世蘭(1) 中学 飯田高陵中     15.39 (-2.1)   5   5
  43 伊藤 心美(1) 中学 箕輪中     15.45 (-2.0)   6   5
  44 本多 杏海(2) 中学 箕輪中     15.46 (-2.0)   6   6
  45 横山 莉央(2) 中学 南箕輪中     15.55 (-2.7)   8   1
  46 赤羽 優花(1) 中学 辰野中     15.65 (-2.7)   8   2
  47 尾戸 美柚(1) 中学 辰野中     15.73 (-2.7)   8   3
  48 小林 美咲(2) 中学 箕輪中     15.81 (-2.1)   5   6
  49 赤羽 七生(1) 中学 伊那東部中     15.84 (-3.7)   7   3
  50 小池 那奈(1) 中学 箕輪中     15.85 (-2.7)   8   4
  51 向山 埜々歌(1) 中学 伊那東部中     15.87 (-3.7)   7   4
  52 山中 美沙樹(1) 中学 辰野中     15.90 (-2.7)   8   5
  53 伊藤 凛花(1) 中学 伊那東部中     15.92 (-3.7)   7   5
  54 松沢 憂菜(1) 中学 箕輪中     15.95 (-2.1)   5   7
  55 丸山 結菜(1) 中学 飯田高陵中     15.99 (-3.2)   9   1
  56 小松 星奈(2) 中学 辰野中     16.04 (-2.7)   8   6
  57 岡田 奈都美(1) 中学 伊那東部中     16.26 (-3.7)   7   6
  58 中川 綾乃(1) 中学 箕輪中     16.27 (-2.7)   8   7
  59 髙橋 希(1) 中学 箕輪中     16.32 (-3.2)   9   2
  60 向山 菜々美(2) 中学 伊那中     16.38 (-3.2)   9   3
  61 百瀬 京香(1) 中学 辰野中     16.44 (-3.2)   9   4
  62 桑澤 乃愛(1) 中学 辰野中     16.54 (-3.2)   9   5
  63 丸山 礼(1) 中学 箕輪中     16.69 (-3.2)   9   6
  64 斉藤 あんの(1) 中学 伊那中     16.91 (-3.2)   9   7
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決勝 8月31日 14:05

県新(KR)            54.56
県高校新(HR)        55.42
県中学新(JR)        57.81

 1 三澤 菜々美(1) 高校   1,02.15 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北高

 2 丸山 いより(2) 高校   1,05.23 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越高

 3 小林 香絵(2) 高校   1,06.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 赤穂高

 4 小西 世蘭(1) 中学   1,14.83 
ｺﾆｼ ｾﾗﾝ 飯田高陵中

 5 三澤 由佳(1) 中学   1,15.55 
ﾐｻﾜ ﾕｳｶ 箕輪中

 6 西尾 咲輝(1) 中学   1,15.55 
ﾆｼｵ ｻｷ 飯田高陵中
森脇 涼羽(2) 高校
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高
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決勝 8月31日 13:30

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 田畑 愛花(2) 中学   2,28.73  1 柴 由衣(2) 中学   2,43.25 
ﾀﾊﾞﾀ ｱｲｶ 伊那中 ｼﾊﾞ ﾕｲ 箕輪中

 2 森 ほのか(1) 高校   2,36.26  2 三澤 和(2) 中学   2,45.96 
ﾓﾘ ﾎﾉｶ 伊那弥生ヶ丘高 ﾐｻﾜ ﾅｺﾞﾐ 南箕輪中

 3 羽生 彩七(2) 中学   2,36.81  3 向山 綾織(1) 高校   2,47.67 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田高陵中 ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾔﾘ 赤穂高

 4 百瀬 愛華(2) 中学   2,37.00  4 原田 妃菜(2) 中学   2,48.16 
ﾓﾓｾ ﾏﾅｶ 開成中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 南箕輪中

 5 北原 柑那(2) 中学   2,38.49  5 増田 莉彩(1) 中学   2,49.28 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾝﾅ 伊那東部中 ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ 宮田中

 6 武村 美尋(1) 中学   2,41.88  6 永沼 寛菜(1) 中学   2,50.73 
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪中 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶﾝﾅ 開成中

 7 中川 遥香(1) 中学   2,45.99  7 斉藤 あんず(2) 中学   2,52.80 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 開成中 ｻｲﾄｳ ｱﾝｽﾞ 飯田高陵中

 8 逸持治 奏愛(1) 高校   2,46.60  8 鈴木 そら(2) 中学   2,54.26 
ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ 赤穂高 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 箕輪中

 9 牧内 里奈 高校   2,47.70  9 中林 杏樹(1) 中学   2,56.38 
ﾏｷｳﾁ ﾘﾅ 飯田風越高 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 箕輪中

10 前田 未羽(1) 中学   2,47.91 10 平松 佳恋(1) 中学   3,02.96 
ﾏｴﾀﾞ ﾐｳ 伊那東部中 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾚﾝ 箕輪中

[ 3組]

 1 伊藤 希美(1) 中学   2,44.21 
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 伊那東部中

 2 岡 瑞希(1) 高校   2,51.42 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

 3 吉瀨 美優羽(1) 中学   2,54.28 
ｷｾ ﾐﾕｳ 宮田中

 4 逢坂 百花(1) 中学   2,54.97 
ｵｵｻｶ ﾓﾓｶ 南箕輪中

 5 西尾 咲輝(1) 中学   2,56.34 
ﾆｼｵ ｻｷ 飯田高陵中

 6 鈴木 晴香(1) 中学   3,04.16 
ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 南箕輪中

 7 小山 真央(1) 中学   3,12.50 
ｺﾔﾏ ﾏｵ 飯田高陵中

 8 瀧澤 ひより(1) 中学   3,14.42 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 宮田中
田中 美結(2) 中学
ﾀﾅｶ ﾐﾕ 宮田中

順 No.

女子

８００ｍ

8  8093
順 No.氏  名 所属名 記録／備考

4  8412

7

2   306

5  8143

9  8101

 8026

6  7134

10  7140

1   449

3

8

 8002

  348

氏  名 所属名 記録／備考

2   369

10  8058

6  8199

4  8060

5  8415

9  7142

1  7994

3  8020

順 No.

7  7997

9  8103
氏  名 所属名 記録／備考

1  8202

7   307

6  8452

2  8041

8  8451

4  8046

3  8197
欠場

5  8198



   1 田畑 愛花(2) 中学 伊那中     2,28.73   1   1
   2 森 ほのか(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,36.26   1   2
   3 羽生 彩七(2) 中学 飯田高陵中     2,36.81   1   3
   4 百瀬 愛華(2) 中学 開成中     2,37.00   1   4
   5 北原 柑那(2) 中学 伊那東部中     2,38.49   1   5
   6 武村 美尋(1) 中学 箕輪中     2,41.88   1   6
   7 柴 由衣(2) 中学 箕輪中     2,43.25   2   1
   8 伊藤 希美(1) 中学 伊那東部中     2,44.21   3   1
   9 三澤 和(2) 中学 南箕輪中     2,45.96   2   2
  10 中川 遥香(1) 中学 開成中     2,45.99   1   7
  11 逸持治 奏愛(1) 高校 赤穂高     2,46.60   1   8
  12 向山 綾織(1) 高校 赤穂高     2,47.67   2   3
  13 牧内 里奈 高校 飯田風越高     2,47.70   1   9
  14 前田 未羽(1) 中学 伊那東部中     2,47.91   1  10
  15 原田 妃菜(2) 中学 南箕輪中     2,48.16   2   4
  16 増田 莉彩(1) 中学 宮田中     2,49.28   2   5
  17 永沼 寛菜(1) 中学 開成中     2,50.73   2   6
  18 岡 瑞希(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,51.42   3   2
  19 斉藤 あんず(2) 中学 飯田高陵中     2,52.80   2   7
  20 鈴木 そら(2) 中学 箕輪中     2,54.26   2   8
  21 吉瀨 美優羽(1) 中学 宮田中     2,54.28   3   3
  22 逢坂 百花(1) 中学 南箕輪中     2,54.97   3   4
  23 西尾 咲輝(1) 中学 飯田高陵中     2,56.34   3   5
  24 中林 杏樹(1) 中学 箕輪中     2,56.38   2   9
  25 平松 佳恋(1) 中学 箕輪中     3,02.96   2  10
  26 鈴木 晴香(1) 中学 南箕輪中     3,04.16   3   6
  27 小山 真央(1) 中学 飯田高陵中     3,12.50   3   7
  28 瀧澤 ひより(1) 中学 宮田中     3,14.42   3   8

順位 No. 氏  名

女子

８００ｍ
タイムレース
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  306
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備考 組 順位都道府県 所属名 記録
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 8046
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決勝 8月31日 14:25

県新(KR)          9,00.50
県高校新(HR)      9,01.36
県中学新(JR)      9,25.24

 1 中村 柚音(1) 高校  10,45.22 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 伊那西高

 2 大槻 美亜(3) 高校  11,29.41 
ｵｵﾂｷ ﾐｱ 東海大諏訪高

 3 松見 すみれ(3) 中学  12,46.45 
ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ 箕輪中

 4 小松 礼佳(3) 中学  12,54.20 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 箕輪中
松田 楓(3) 中学
ﾏﾂﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 宮田中
筒井 心葉 中学
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中

女子

３０００ｍ

氏  名 所属名 記録／備考順 No.

5    27

2   324

4  8013

6  8014

3  8413
欠場

1  8204
欠場



決勝 8月31日  8:45

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

 1 林 千尋(3) 高校   1,04.21 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 2 田中 里歩(2) 高校   1,09.98 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高

 3 田中 咲(1) 高校   1,11.32 
ﾀﾅｶ ｻｷ 丸子修学館高

 4 中嶋 珠久(1) 高校   1,21.15 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 伊那弥生ヶ丘高

5   305

4  1384

6   399

3   231

女子

４００ｍＨ(0.726m)

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.



決勝 8月31日 14:55

県新(KR)            46.86
県高校新(HR)        46.86
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   7 南箕輪中(B)  8051 倉田 紗優加(3)     53.55  1   3 南箕輪中(A)  8055 海沼 結(2)     54.04 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳB ｸﾗﾀ ｻﾕｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳA ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
 8050 大木 結月(3)  8048 髙橋 つきみ(2)

ｵｵｷ ﾕﾂﾞｷ ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
 8053 髙木 萌子(3)  8045 井原 由奈(1)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ
 8054 野村 優香(3)  8049 竹村 日和(2)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ ﾀｹﾑﾗ ﾋﾖﾘ
 2   4 伊那東部中(B)  8108 伊藤 凛花(1)     58.98  2   7 緑ヶ丘中  8611 中島 志穂(2)     55.08 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｲﾄｳ ﾘﾝｶ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ
 8116 赤羽 七生(1)  8609 小林 咲月(2)

ｱｶﾊﾈﾅﾅｵ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ
 8105 三澤 琴(1)  8602 岡村 瑚白(1)

ﾐｻﾜ ｺﾄ ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ
 8106 大和田 明日風(1)  8604 佐々木 幸雪(2)

ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ ｻｻｷ ｺﾕｷ
 3   8 辰野中(B)  7955 山中 美沙樹(1)     59.63  3   5 辰野中(A)  7974 秋葉 まどか(2)     56.41 

ﾀﾂﾉﾁｭｳB ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ ﾀﾂﾉﾁｭｳA ｱｷﾊﾞ ﾏﾄﾞｶ
 7951 岩井 陽菜(1)  7969 石崎 智紗(2)

ｲﾜｲ ｱｷﾅ ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ
 7954 百瀬 京香(1)  7977 増澤 雛(2)

ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾅ
 7950 赤羽 優花(1)  7976 藤森 紗理奈(2)

ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ
 4   2 伊那東部中(C)  8115 向山 埜々歌(1)   1,00.43  4   6 伊那東部中(A)  8102 福澤 さくら(1)     56.96 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳC ﾑｶｲﾔﾏ ﾉﾉｶ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ
 8117 北澤 想夏(1)  8130 富山 唯奈(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ
 8104 竹之内 史織(1)  8114 掛川 風保(1)

ﾀｹﾉｳﾁ ｼｵﾘ ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ
 8107 岡田 奈都美(1)  8144 六波羅 琉菜(2)

ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ
 5   6 箕輪中(C)  7991 松沢 憂菜(1)   1,00.52  5   2 伊那中(B)  8071 溝口 陽菜(1)     56.98 

ﾐﾉﾜﾁｭｳC ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ ｲﾅﾁｭｳB ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ
 7995 伊藤 心美(1)  8090 上村 文寧(2)

ｲﾄｳ ｺｺﾐ ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ
 8022 坂下 鈴華(2)  8093 田畑 愛花(2)

ｻｶｼﾀ ﾚｲｶ ﾀﾊﾞﾀ ｱｲｶ
 8021 本多 杏海(2)  8095 高嶋 桃花(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ ﾀｶｼﾏ ﾓﾓｶ
 6   5 宮田中  8203 増田 夏実(1)   1,01.68  6   8 箕輪中(B)  8023 中谷 美玖(2)     57.86 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ﾏｽﾀﾞ ﾅﾂﾐ ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾅｶﾔ ﾐｸ
 8201 鈴木 こゆき(1)  7992 堀内 遥加(1)

ｽｽﾞｷ ｺﾕｷ ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ
 8200 伊藤 彩羽(1)  8024 小林 美咲(2)

ｲﾄｳ ｲﾛﾊ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ
 8199 増田 莉彩(1)  8001 赤羽 七海(1)

ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ
 7   3 伊那中(C)  8070 小林 ほの穂(1)   1,02.60  7   4 飯田高陵中  8452 西尾 咲輝(1)   1,03.02 

ｲﾅﾁｭｳC ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉﾎ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾆｼｵ ｻｷ
 8096 宮澤 颯希(2)  8449 鎌倉 美子(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｷ ｶﾏｸﾗ ﾐｺ
 8072 斉藤 あんの(1)  8453 矢澤 千夏(1)

ｻｲﾄｳ ｱﾝﾉ ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ
 8098 向山 菜々美(2)  8448 小西 世蘭(1)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾅﾅﾐ ｺﾆｼ ｾﾗﾝ

女子

４×１００ｍ



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 上伊那農高   241 氣賀澤 杏香(2)     50.43 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
  235 加藤 ほのか(3)

ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
  236 加藤 こころ(3)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ
  233 清水 華乃(3)

ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ
 2   4 飯田風越高   446 伊藤 優凪(2)     52.57 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
  447 丸山 いより(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
  453 嵯峨座 維(1)

ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ
  450 森谷 純礼(2)

ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ
 3   7 箕輪中(A)  8000 今井 遥香(1)     52.99 

ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｲﾏｲ ﾊﾙｶ
 8018 唐澤 さくら(2)

ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ
 8017 向山 飛鳥(2)

ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ
 8019 小日向 慧(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ
 4   6 赤穂高   355 本田 尚子(1)     53.08 

ｱｶﾎｺｳ ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ
  368 森脇 涼羽(2)

ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
  366 小林 香絵(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ
  349 氣賀澤 円香(1)

ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
 5   2 伊那中(A)  8094 角 咲乃(2)     53.51 

ｲﾅﾁｭｳA ｽﾐ ｻｷﾉ
 8072 斉藤 あんの(1)

ｻｲﾄｳ ｱﾝﾉ
 8097 宮脇 依茉(2)

ﾐﾔﾜｷ ｴﾏ
 8091 逸見 加奈子(2)

ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ
 6   3 開成中  7139 大塚 実和(1)     54.53 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ｵｵﾂｶ ﾐﾜ
 7133 宍戸 美希(2)

ｼｼﾄﾞ ﾐｷ
 7135 星野 沙羅(2)

ﾎｼﾉ ｻﾗ
 7138 小田 彩音(1)

ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ

女子

４×１００ｍ



   1 上伊那農高     50.43 氣賀澤 杏香(2)加藤 ほのか(3)加藤 こころ(3)清水 華乃(3)   3   1
   2 飯田風越高     52.57 伊藤 優凪(2) 丸山 いより(2)嵯峨座 維(1) 森谷 純礼(2)   3   2
   3 箕輪中(A)     52.99 今井 遥香(1) 唐澤 さくら(2)向山 飛鳥(2) 小日向 慧(2)   3   3
   4 赤穂高     53.08 本田 尚子(1) 森脇 涼羽(2) 小林 香絵(2) 氣賀澤 円香(1)  3   4
   5 伊那中(A)     53.51 角 咲乃(2) 斉藤 あんの(1)宮脇 依茉(2) 逸見 加奈子(2)  3   5
   6 南箕輪中(B)     53.55 倉田 紗優加(3)大木 結月(3) 髙木 萌子(3) 野村 優香(3)   1   1
   7 南箕輪中(A)     54.04 海沼 結(2) 髙橋 つきみ(2)井原 由奈(1) 竹村 日和(2)   2   1
   8 開成中     54.53 大塚 実和(1) 宍戸 美希(2) 星野 沙羅(2) 小田 彩音(1)   3   6
   9 緑ヶ丘中     55.08 中島 志穂(2) 小林 咲月(2) 岡村 瑚白(1) 佐々木 幸雪(2)  2   2
  10 辰野中(A)     56.41 秋葉 まどか(2)石崎 智紗(2) 増澤 雛(2) 藤森 紗理奈(2)  2   3
  11 伊那東部中(A)     56.96 福澤 さくら(1)富山 唯奈(3) 掛川 風保(1) 六波羅 琉菜(2)  2   4
  12 伊那中(B)     56.98 溝口 陽菜(1) 上村 文寧(2) 田畑 愛花(2) 高嶋 桃花(2)   2   5
  13 箕輪中(B)     57.86 中谷 美玖(2) 堀内 遥加(1) 小林 美咲(2) 赤羽 七海(1)   2   6
  14 伊那東部中(B)     58.98 伊藤 凛花(1) 赤羽 七生(1) 三澤 琴(1) 大和田 明日風(  1   2
  15 辰野中(B)     59.63 山中 美沙樹(1)岩井 陽菜(1) 百瀬 京香(1) 赤羽 優花(1)   1   3
  16 伊那東部中(C)   1,00.43 向山 埜々歌(1)北澤 想夏(1) 竹之内 史織(1)岡田 奈都美(1)  1   4
  17 箕輪中(C)   1,00.52 松沢 憂菜(1) 伊藤 心美(1) 坂下 鈴華(2) 本多 杏海(2)   1   5
  18 宮田中   1,01.68 増田 夏実(1) 鈴木 こゆき(1)伊藤 彩羽(1) 増田 莉彩(1)   1   6
  19 伊那中(C)   1,02.60 小林 ほの穂(1)宮澤 颯希(2) 斉藤 あんの(1)向山 菜々美(2)  1   7
  20 飯田高陵中   1,03.02 西尾 咲輝(1) 鎌倉 美子(1) 矢澤 千夏(1) 小西 世蘭(1)   2   7

４×１００ｍＲ
タイムレース

順位 所属名

女子

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



決勝 8月31日 13:30

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

1m50
唐澤 さくら(2) 中学 - - - - O O XO XXO XXO XO
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中 XXX
上村 文寧(2) 中学 - - - - - - O O XXO XXO
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 伊那中 XXX
石崎 智紗(2) 中学 - - - - O XO XO XXX
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 辰野中
中谷 美玖(2) 中学 - - - O O O XXX
ﾅｶﾔ ﾐｸ 箕輪中
小島 咲愛(1) 高校 - - - - O O XXX
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 伊那北高
竹之内 史織(1) 中学 - - O O XO O XXX
ﾀｹﾉｳﾁ ｼｵﾘ 伊那東部中
向山 菜々美(2) 中学 - - O O O XXX
ﾑｶｲﾔﾏ ﾅﾅﾐ 伊那中
高嶋 桃花(2) 中学 - - O O O XXX
ﾀｶｼﾏ ﾓﾓｶ 伊那中
髙橋 希(1) 中学 O O XXX
ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中
唐澤 明日香(2) 中学 XO XXX
ｶﾗｻﾜ ｱｽｶ 辰野中
増澤 雛(2) 中学 欠場
ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾅ 辰野中

氏  名順位 試技

女子

走高跳

1m15 1m20
備考

1m00 1m05 1m10
所属名 記録

1m40 1m451m30 1m351m25

 1.45

2 10  8090  1.45

1 11  8018

ﾅﾝﾊﾞｰ

 1.30

4 4  8023  1.25

3 9  7969

 1.25

6 5  8104  1.25

4 8   272

2  7999

 1.20

7 6  8095  1.20

7 3  8098

7  7977

 1.05

10 1  7970  1.00

9



決勝 8月31日  9:00

県新(KR)             4.01
県高校新(HR)         3.65
県中学新(JR)         3.35

坂下 鈴華(2) 中学
ｻｶｼﾀ ﾚｲｶ 箕輪中

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位

 1.60O XXX1 1  8022
記録試技

女子

棒高跳

備考1m60 1m70所属名



決勝 8月31日  9:00

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

宮澤 香音(2) 高校   5.26    X   5.34    5.34 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農高   -0.1   +3.0    +3.0
塩澤 舞(3) 中学   5.00    X   4.73    5.00 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.5   +1.6    +0.5
大﨑 にこ(2) 中学    X    X   4.83    4.83 
ｵｵｻｷ ﾆｺ 伊那中   +1.9    +1.9
向山 飛鳥(2) 中学   4.48   4.34   4.75    4.75 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 箕輪中   +0.3   +0.6   +1.8    +1.8
小日向 慧(2) 中学   4.50   4.42   4.60    4.60 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中   -1.0   +0.2   +0.5    +0.5
小山 紗於里(1) 中学    X   4.56   4.44    4.56 
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 王滝中   +1.3   +1.0    +1.3
本田 尚子(1) 高校   4.43   4.22   4.37    4.43 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 赤穂高   -1.5   +1.0   +1.4    -1.5
掛川 風保(1) 中学   4.15   4.14   3.97    4.15 
ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ 伊那東部中   +0.9   +1.6   +1.0    +0.9
伊藤 心美(1) 中学   4.14   3.73   3.86    4.14 
ｲﾄｳ ｺｺﾐ 箕輪中   +1.8   +1.2   +1.4    +1.8
宍戸 美希(2) 中学   3.99    X    X    3.99 
ｼｼﾄﾞ ﾐｷ 開成中   -0.5    -0.5
田口 蒼波(1) 中学   3.89   3.97   3.83    3.97 
ﾀｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 南箕輪中   +1.5   +1.3    0.0    +1.3
田中 ラリッサ(1) 高校    X   3.92    -    3.92 
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 赤穂高   +0.5    +0.5
福澤 さくら(1) 中学   3.86   3.88   3.65    3.88 
ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那東部中   +0.7   +0.5   +1.2    +0.5
三澤 琴(1) 中学   3.00   3.82   2.16    3.82 
ﾐｻﾜ ｺﾄ 伊那東部中   +0.7   +0.2   +1.2    +0.2
瀬戸 はるな(2) 中学   3.63    X   3.55    3.63 
ｾﾄ ﾊﾙﾅ 辰野中   +2.4   +1.5    +2.4
溝口 陽菜(1) 中学   3.48    X   3.50    3.50 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 伊那中   +1.1   +0.7    +0.7
堀内 遥加(1) 中学   3.48   3.31    X    3.48 
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 箕輪中   +3.0   -0.1    +3.0
登内 空未(1) 中学   3.10   3.26   3.42    3.42 
ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ 箕輪中   +0.7   +0.1   +1.2    +1.2
百瀬 京香(1) 中学   2.85   3.26   3.38    3.38 
ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ 辰野中   +0.6   +1.0   +0.6    +0.6
蟹澤 亜季(1) 中学   3.25   3.28   3.36    3.36 
ｶﾆｻﾜ ｱｷ 箕輪中   -1.0   +1.2   +1.2    +1.2
北澤 想夏(1) 中学   3.05   3.36   3.05    3.36 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ 伊那東部中   +2.2   +0.6   +1.4    +0.6
松沢 憂菜(1) 中学   2.63   3.12   3.05    3.12 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ 箕輪中   -0.1   +1.9   +1.4    +1.9
伊藤 彩羽(1) 中学   3.03    X   3.12    3.12 
ｲﾄｳ ｲﾛﾊ 宮田中   +0.7   +1.7    +1.7
城倉 風花(2) 中学    X    X    X 記録なし
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ 伊那東部中

12  8145

23 2  8200

22 9  7991

21 6  8117

20 1  8003

19 8  7954

18 3  7990

17 7  7992

16 5  8071

15 4  7975

14 14  8105

13 16  8102

12 15   350

11 11  8040

10 19  7133

9 13  7995

8 10  8114

7 17   355

2 22

6 23  6339

5 18  8019

4 20  8017

3 21  8092

 8631

備考
1 24   492

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録-1-

女子

走幅跳

-2- -3-氏  名 所属名



決勝 8月31日 11:30

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

小林 香絵(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 赤穂高

決勝 8月31日 11:30

県中学新(JR)        13.70

富山 唯奈(3) 中学
ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那東部中
下村 美優(1) 中学
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 南箕輪中
宮原 彩菜(2) 中学
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾔﾅ 辰野中
小山 紗於里(1) 中学
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 王滝中
城村 はな(2) 中学
ｼﾛﾑﾗ ﾊﾅ 伊那東部中
角 咲乃(2) 中学
ｽﾐ ｻｷﾉ 伊那中
高嶋 桃花(2) 中学
ﾀｶｼﾏ ﾓﾓｶ 伊那中
宮澤 颯希(2) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｷ 伊那中
石崎 智紗(2) 中学
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 辰野中
鈴木 こゆき(1) 中学
ｽｽﾞｷ ｺﾕｷ 宮田中
渡辺 光莉(1) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ 辰野中
松﨑 祥歩(2) 中学
ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾎ 辰野中
唐澤 明日香(2) 中学
ｶﾗｻﾜ ｱｽｶ 辰野中
松田 陽夏(2) 中学
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾂ 辰野中
小林 ほの穂(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉﾎ 伊那中
登内 空未(1) 中学
ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ 箕輪中
中川 綾乃(1) 中学
ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 箕輪中

  4.63  4.63  4.46

  4.83 

17 8  7996  4.41

 4.83  4.55  4.1716 6  7990

  5.57  5.41  5.35

  5.87 

15 2  8070  5.57

 5.60  5.44  5.8714 3  7973

  5.93  4.68  5.93

  6.05 

13 1  7970  5.69

 6.05  5.50  5.2612 7  7978

  6.52  6.52  6.39

  6.62 

11 5  7957  6.18

 5.54  5.62  6.6210 4  8201

  6.86   X  6.86

  7.13 

9 10  7969  6.33

 5.88  6.21  7.138 9  8096

  7.14  5.92  7.14

  7.16 

7 13  8095  6.80

 7.00  7.16  6.546 11  8094

  7.24  6.78  7.24

  8.20 

5 15  8111  6.49

 6.89   X  8.204 14  6339

  8.40  8.40  7.69

  9.28 

3 12  7972   X

 9.14  9.28  8.312 16  8062

 10.09 10.09  9.60

備考
1 17  8130  8.74

記録-2- -3-

中学女子

砲丸投(2.721kg)

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

 5.46

女子

砲丸投(4.000kg)

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

 5.53

備考
1 1   366  5.33

記録-2- -3-

  5.53 



決勝 8月31日 14:00

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

倉田 紗優加(3) 中学
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪中
宮原 彩菜(2) 中学
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾔﾅ 辰野中
原沢 聖奈(2) 高校
ﾊﾗｻﾜ ｾｲﾅ 赤穂高
酒井 梨乃(2) 高校
ｻｶｲ ﾘﾉ 赤穂高
春日 如乃(2) 高校
ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂高
渡辺 光莉(1) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ 辰野中
松﨑 祥歩(2) 中学
ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾎ 辰野中

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

女子

円盤投(1.000kg)

記録-2- -3-氏  名 所属名 -1-

 22.25   O 22.25

備考
1 4  8051   O

順位

2 2  7972  16.81 

3 3   341   O

  X 16.81

 13.23   O 13.23

  O 13.15   O

  O

 11.68 

4 7   342

 12.79   O 12.79

 13.15 

5 5

  O   O

  O

11.686 1  7957

  347

 10.15   O   X7 6  7978 10.15



決勝 8月31日  9:00

県中学新(JR)        56.73

倉田 紗優加(3) 中学
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪中
古畑 姫乃(2) 中学
ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾒﾉ 木曽町中
下村 美優(1) 中学
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 南箕輪中
松川 加歩(1) 中学
ﾏﾂｶﾜ ｶﾎ 南箕輪中
松田 陽夏(2) 中学
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾂ 辰野中
城倉 涼花(2) 中学 記録なし
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那東部中

  X   X   X5  8110

 12.78   O 12.78

 22.06 

5 2  7973   O

  O   O 22.064 1  8063

 34.11 34.11   O

 40.97 

3 3  8062   X

  O 40.97   O2 4  6289

 54.87   X 54.87

備考
1 6  8051   O

記録-2- -3-

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 8月31日 11:25

[ 1組] 風速 -4.3 [ 2組] 風速 -3.6

 1 梅本 真帆(3) 小学     10.82  1 富永 愛叶(3) 小学     11.31 
ｳﾒﾓﾄ ﾏﾎ 西箕輪小 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｲｶ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 宮澤 乃亜(3) 小学     11.22  2 井上 紗綺(2) 小学     11.55 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｱ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲﾉｳｴ ｻｱﾔ 西春近北小

 3 松澤 夏凛(3) 小学     12.04  3 城崎 史佳(3) 小学     11.78 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｼﾛｻﾞｷ ﾌﾐｶ 西箕輪小

 4 竹内 優奈(3) 小学     12.55  4 藤木 陽菜(1) 小学     12.72 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾅ 伊那東小 ﾌｼﾞｷ ﾋﾅ 七久保小

 5 星野 楓花(3) 小学     12.56  5 福島 未菜(2) 小学     13.85 
ﾎｼﾉ ﾌｳｶ 飯島小 ﾌｸｼﾏ ﾐﾅ 西箕輪小

 6 伊藤 ねね(3) 小学     12.66  6 宮下 奏(1) 小学     13.99 
ｲﾄｳ ﾈﾈ 西箕輪小 ﾐﾔｼﾀ ｶﾅﾃﾞ 伊那東小

 7 山崎 紗代(3) 小学     12.74 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾖ 箕輪西小

[ 3組] 風速 -2.3 [ 4組] 風速 -3.3

 1 鈴木 芽依(3) 小学     10.67  1 奥原 はな(2) 小学     11.26 
ｽｽﾞｷ ﾒｲ 西箕輪小 ｵｸﾊﾗ ﾊﾅ 西箕輪小

 2 伊藤 莉子(3) 小学     11.18  2 諸田 くるみ(3) 小学     11.38 
ｲﾄｳ ﾘｺ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾓﾛﾀ ｸﾙﾐ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 さとう あゆみ(3)小学     11.57  3 上山 紗季(3) 小学     12.06 
ｻﾄｳ ｱﾕﾐ 箕輪中部小 ｶﾐﾔﾏ ｻｷ 西箕輪小

 4 落 佑香(3) 小学     11.80  4 本道 心晴(3) 小学     12.09 
ｵﾁ ﾕｳｶ 西箕輪小 ﾎﾝﾄﾞｳ ｺﾊﾙ 箕輪中部小

 5 山口 柚芽(2) 小学     12.46 倉田 文華(2) 小学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒ 西箕輪小 ｸﾗﾀ ﾌﾐｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 三澤 璃子(3) 小学     12.47 
ﾐｻﾜ ﾘｺ 箕輪西小

 7 伊藤 安優(2) 小学     12.69 
ｲﾄｳ ｱﾕ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 5組] 風速 -2.5 [ 6組] 風速 -1.9

 1 宮入 にこ(3) 小学     10.35  1 新山 美空(3) 小学     10.19 
ﾐﾔｲﾘ ﾆｺ 箕輪中部小 ｱﾗﾔﾏ ﾐｸ 西春近北小

 2 島村 桃歌(3) 小学     11.13  2 小口 夏穂(3) 小学     10.96 
ｼﾏﾑﾗ ﾓﾓｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｵｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ 箕輪中部小

 3 與澤 百亜(3) 小学     11.53  3 小平 彩姫(3) 小学     11.51 
ﾖｻﾞﾜ ﾓｱ 西箕輪小 ｺﾀﾞｲﾗ ｻｷ 箕輪西小

 4 岩田 紗奈(1) 小学     11.87  4 伊藤 千花(3) 小学     11.55 
ｲﾜﾀ ｻﾅ 七久保小 ｲﾄｳ ﾁｶ 西箕輪小

 5 水上 丹那(2) 小学     12.12  5 寺澤 舞優(2) 小学     12.50 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾆｲﾅ 西箕輪小 ﾃﾗｻﾜ ﾏﾕ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 山下 梨花(2) 小学     12.95 鈴木 乃依(2) 小学
ﾔﾏｼﾀ ﾘｶ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ｽｽﾞｷ ﾉｲ 西箕輪小

6  9083
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5  9063
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.
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小学123年女子

６０ｍ

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 順



   1 新山 美空(3) 小学 西春近北小     10.19 (-1.9)   6   1
   2 宮入 にこ(3) 小学 箕輪中部小     10.35 (-2.5)   5   1
   3 鈴木 芽依(3) 小学 西箕輪小     10.67 (-2.3)   3   1
   4 梅本 真帆(3) 小学 西箕輪小     10.82 (-4.3)   1   1
   5 小口 夏穂(3) 小学 箕輪中部小     10.96 (-1.9)   6   2
   6 島村 桃歌(3) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     11.13 (-2.5)   5   2
   7 伊藤 莉子(3) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     11.18 (-2.3)   3   2
   8 宮澤 乃亜(3) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.22 (-4.3)   1   2
   9 奥原 はな(2) 小学 西箕輪小     11.26 (-3.3)   4   1
  10 富永 愛叶(3) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.31 (-3.6)   2   1
  11 諸田 くるみ(3) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     11.38 (-3.3)   4   2
  12 小平 彩姫(3) 小学 箕輪西小     11.51 (-1.9)   6   3
  13 與澤 百亜(3) 小学 西箕輪小     11.53 (-2.5)   5   3
  14 井上 紗綺(2) 小学 西春近北小     11.55 (-3.6)   2   2
  14 伊藤 千花(3) 小学 西箕輪小     11.55 (-1.9)   6   4
  16 さとう あゆみ(3) 小学 箕輪中部小     11.57 (-2.3)   3   3
  17 城崎 史佳(3) 小学 西箕輪小     11.78 (-3.6)   2   3
  18 落 佑香(3) 小学 西箕輪小     11.80 (-2.3)   3   4
  19 岩田 紗奈(1) 小学 七久保小     11.87 (-2.5)   5   4
  20 松澤 夏凛(3) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     12.04 (-4.3)   1   3
  21 上山 紗季(3) 小学 西箕輪小     12.06 (-3.3)   4   3
  22 本道 心晴(3) 小学 箕輪中部小     12.09 (-3.3)   4   4
  23 水上 丹那(2) 小学 西箕輪小     12.12 (-2.5)   5   5
  24 山口 柚芽(2) 小学 西箕輪小     12.46 (-2.3)   3   5
  25 三澤 璃子(3) 小学 箕輪西小     12.47 (-2.3)   3   6
  26 寺澤 舞優(2) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     12.50 (-1.9)   6   5
  27 竹内 優奈(3) 小学 伊那東小     12.55 (-4.3)   1   4
  28 星野 楓花(3) 小学 飯島小     12.56 (-4.3)   1   5
  29 伊藤 ねね(3) 小学 西箕輪小     12.66 (-4.3)   1   6
  30 伊藤 安優(2) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     12.69 (-2.3)   3   7
  31 藤木 陽菜(1) 小学 七久保小     12.72 (-3.6)   2   4
  32 山崎 紗代(3) 小学 箕輪西小     12.74 (-4.3)   1   7
  33 山下 梨花(2) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     12.95 (-2.5)   5   6
  34 福島 未菜(2) 小学 西箕輪小     13.85 (-3.6)   2   5
  35 宮下 奏(1) 小学 伊那東小     13.99 (-3.6)   2   6
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決勝 8月31日  9:45

県小学新(ER)        12.81

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -1.0

 1 長岩 里桜(4) 小学     15.52  1 牧内 綾香(4) 小学     16.42 
ﾅｶﾞｲﾜ ﾘｵ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾏｷｳﾁ ｱﾔｶ 伊那AC

 2 権田 なほ(4) 小学     16.43  2 下島 香里奈(4) 小学     16.78 
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾘﾅ 飯島小

 3 小城 実優(4) 小学     16.54  3 伊澤 茉白(4) 小学     17.34 
ｺｼﾛ ﾐﾕ 箕輪中部小 ｲｻﾜ ﾏｼﾛ 西箕輪小

 4 竹松 凜音(4) 小学     16.89  4 池田 和暖(4) 小学     17.47 
ﾀｹﾏﾂ ﾘｵﾝ 伊那AC ｲｹﾀﾞ ｶﾉﾝ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 宮下 慶(4) 小学     17.04  5 柘植 ちひろ(4) 小学     17.54 
ﾐﾔｼﾀ ｹｲ 七久保小 ﾂｹﾞ ﾁﾋﾛ 飯島小

 6 樋郡 結華(4) 小学     17.05  6 伊藤 萌々花(4) 小学     17.69 
ﾋｺﾞｵﾘ ﾕｲｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 箕輪中部小

 7 濵 萌羽(4) 小学     18.31  7 小澤 芽流(4) 小学     18.12 
ﾊﾏ ﾒｲ 両小野小 ｵｻﾞﾜ ﾒﾙ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 8 永井 きよ(4) 小学     18.30 
ﾅｶﾞｲ ｷﾖ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

[ 3組] 風速 -1.0

 1 田畑 ゆず希(4) 小学     17.77 
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｽﾞｷ 飯島小

 2 藤島 瑠那(4) 小学     17.91 
ﾌｼﾞｼﾏ ﾙﾅ 西春近北小

 3 北原 風花(4) 小学     17.97 
ｷﾀﾊﾗ ﾌｳｶ 箕輪中部小

 4 塩澤 茉莉(4) 小学     18.15 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏﾂﾘ 飯島小

 5 宮下 絆(4) 小学     18.21 
ﾐﾔｼﾀ ｷｽﾞﾅ 伊那東小

 6 野原 柚彩(4) 小学     18.24 
ﾉﾊﾗ ﾕｲ 飯島小

 7 桂本 実和(4) 小学     18.83 
ｶﾂﾗﾓﾄ ﾐﾜ 飯島小

   1 長岩 里桜(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     15.52 (-1.8)   1   1
   2 牧内 綾香(4) 小学 伊那AC     16.42 (-1.0)   2   1
   3 権田 なほ(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     16.43 (-1.8)   1   2
   4 小城 実優(4) 小学 箕輪中部小     16.54 (-1.8)   1   3
   5 下島 香里奈(4) 小学 飯島小     16.78 (-1.0)   2   2
   6 竹松 凜音(4) 小学 伊那AC     16.89 (-1.8)   1   4
   7 宮下 慶(4) 小学 七久保小     17.04 (-1.8)   1   5
   8 樋郡 結華(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     17.05 (-1.8)   1   6
   9 伊澤 茉白(4) 小学 西箕輪小     17.34 (-1.0)   2   3
  10 池田 和暖(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     17.47 (-1.0)   2   4
  11 柘植 ちひろ(4) 小学 飯島小     17.54 (-1.0)   2   5
  12 伊藤 萌々花(4) 小学 箕輪中部小     17.69 (-1.0)   2   6
  13 田畑 ゆず希(4) 小学 飯島小     17.77 (-1.0)   3   1
  14 藤島 瑠那(4) 小学 西春近北小     17.91 (-1.0)   3   2
  15 北原 風花(4) 小学 箕輪中部小     17.97 (-1.0)   3   3
  16 小澤 芽流(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     18.12 (-1.0)   2   7
  17 塩澤 茉莉(4) 小学 飯島小     18.15 (-1.0)   3   4
  18 宮下 絆(4) 小学 伊那東小     18.21 (-1.0)   3   5
  19 野原 柚彩(4) 小学 飯島小     18.24 (-1.0)   3   6
  20 永井 きよ(4) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     18.30 (-1.0)   2   8
  21 濵 萌羽(4) 小学 両小野小     18.31 (-1.8)   1   7
  22 桂本 実和(4) 小学 飯島小     18.83 (-1.0)   3   7 9105
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決勝 8月31日 10:05

県小学新(ER)        12.81

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.6

 1 三宅 真生(5) 小学     14.91  1 小林 優月(5) 小学     16.47 
ﾐﾔｹ ﾏｵ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 宮澤 響(5) 小学     15.54  2 小林 日菜花(5) 小学     16.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 七久保小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ 伊那AC

 3 福沢 春乃(5) 小学     15.89  3 栗山 詩子(5) 小学     17.28 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾊﾙﾉ 箕輪中部小 ｸﾘﾔﾏ ｳﾀｺ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 鈴木 かなで(5) 小学     16.42  4 堀内 柚奈(5) 小学     17.34 
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾎﾘｳﾁ  ﾕｽﾞﾅ 西箕輪小

 5 伊藤 希実(5) 小学     16.45  5 宮澤 宇多(5) 小学     17.68 
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中部小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾀ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 有賀 こころ(5) 小学     16.67  6 村田 こころ(5) 小学     18.32 
ｱﾙｶﾞ ｺｺﾛ 西箕輪小 ﾑﾗﾀ ｺｺﾛ 七久保小

   1 三宅 真生(5) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.91 (-0.5)   1   1
   2 宮澤 響(5) 小学 七久保小     15.54 (-0.5)   1   2
   3 福沢 春乃(5) 小学 箕輪中部小     15.89 (-0.5)   1   3
   4 鈴木 かなで(5) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     16.42 (-0.5)   1   4
   5 伊藤 希実(5) 小学 箕輪中部小     16.45 (-0.5)   1   5
   6 小林 優月(5) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     16.47 (-0.6)   2   1
   7 有賀 こころ(5) 小学 西箕輪小     16.67 (-0.5)   1   6
   8 小林 日菜花(5) 小学 伊那AC     16.95 (-0.6)   2   2
   9 栗山 詩子(5) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.28 (-0.6)   2   3
  10 堀内 柚奈(5) 小学 西箕輪小     17.34 (-0.6)   2   4
  11 宮澤 宇多(5) 小学 中川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.68 (-0.6)   2   5
  12 村田 こころ(5) 小学 七久保小     18.32 (-0.6)   2   6 9049
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決勝 8月31日 10:25

県小学新(ER)        12.81

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -2.8

 1 柏原 美緒(6) 小学     14.16  1 田島 未優(6) 小学     15.45 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾕｳ ｱﾙﾌｪﾙﾃRC

 2 河野 亜依菜(6) 小学     14.51  2 杉本 碧羽(6) 小学     16.08 
ｺｳﾉ ｱｲﾅ 箕輪中部小 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｵﾊﾞ ｱﾙﾌｪﾙﾃRC

 3 中野 ことは(6) 小学     14.54  3 滝澤 知歩羅(6) 小学     16.10 
ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾀｷｻﾞﾜ ﾁｱﾗ 西箕輪小

 4 鈴木 翠央(6) 小学     14.73  4 中山 晴未(6) 小学     16.27 
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾐ 伊那AC

 5 酒井 絢萌(6) 小学     14.97  5 鈴木 ひかり(6) 小学     16.73 
ｻｶｲ ｱﾔﾒ 伊那AC ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 岡 美来(6) 小学     15.07  6 小出 来海(6) 小学     16.89 
ｵｶ ﾐﾗｲ 箕輪中部小 ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 7 坂元 唯花(6) 小学     15.46 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野南小

   1 柏原 美緒(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     14.16 (-1.5)   1   1
   2 河野 亜依菜(6) 小学 箕輪中部小     14.51 (-1.5)   1   2
   3 中野 ことは(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     14.54 (-1.5)   1   3
   4 鈴木 翠央(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     14.73 (-1.5)   1   4
   5 酒井 絢萌(6) 小学 伊那AC     14.97 (-1.5)   1   5
   6 岡 美来(6) 小学 箕輪中部小     15.07 (-1.5)   1   6
   7 田島 未優(6) 小学 ｱﾙﾌｪﾙﾃRC     15.45 (-2.8)   2   1
   8 坂元 唯花(6) 小学 辰野南小     15.46 (-1.5)   1   7
   9 杉本 碧羽(6) 小学 ｱﾙﾌｪﾙﾃRC     16.08 (-2.8)   2   2
  10 滝澤 知歩羅(6) 小学 西箕輪小     16.10 (-2.8)   2   3
  11 中山 晴未(6) 小学 伊那AC     16.27 (-2.8)   2   4
  12 鈴木 ひかり(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     16.73 (-2.8)   2   5
  13 小出 来海(6) 小学 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     16.89 (-2.8)   2   6
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決勝 8月31日 10:45

県小学新(ER)      3,03.46

 1 真柴 愛里(6) 小学   3,21.88 
ﾏｼﾊﾞ ｱｲﾘ 駒ヶ根中沢RC

 2 小川 美紗(5) 小学   3,25.32 
ｵｶﾞﾜ ﾐｻ 駒ヶ根中沢RC

 3 片桐 小春(6) 小学   3,29.41 
ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 駒ヶ根中沢RC

 4 坂元 唯花(6) 小学   3,32.55 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野南小

 5 川上 南海(5) 小学   3,38.22 
ｶﾜｶﾐ ﾅﾐ 駒ヶ根中沢RC

 6 荻原 真柚(5) 小学   3,38.87 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 箕輪中部小

 7 田畑 陽菜(6) 小学   3,52.95 
ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 駒ヶ根中沢RC

 8 羽柴 りえ(6) 小学   3,54.19 
ﾊｼﾊﾞ ﾘｴ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 9 大原 いろ花(4) 小学   4,01.88 
ｵｵﾊﾗ ｲﾛﾊ 駒ヶ根中沢RC

10 小川 紗凪(3) 小学   4,02.17 
ｵｶﾞﾜ ｻﾅ 駒ヶ根中沢RC

11 原 梨珠(3) 小学   4,03.56 
ﾊﾗ ﾘｽﾞ 駒ヶ根中沢RC

12 原 みずき(5) 小学   4,09.84 
ﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 箕輪中部小

13 宮澤 和(5) 小学   4,13.28 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

14 竹内 優佳(5) 小学   4,15.78 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 七久保小

15 藤井 明依(4) 小学   4,15.89 
ﾌｼﾞｲ ﾒｲ 箕輪西小

16 伊藤 優里(5) 小学   4,32.82 
ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ
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決勝 8月31日  9:25

県小学新(ER)        12.57

風速  0.0

 1 向山 暖(5) 小学     15.76 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾙ 伊那北小

 2 鈴木 ひかり(6) 小学     17.17 
ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 樋郡 結華(4) 小学     18.55 
ﾋｺﾞｵﾘ ﾕｲｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 白鳥 来瞳(6) 小学     18.65 
ｼﾛﾄﾘ ｸﾙﾐ 箕輪西小

 5 矢澤 叶望(5) 小学     19.02 
ﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 七久保小

 6 清水 琉愛(6) 小学     19.98 
ｼﾐｽﾞ ﾙﾅ 西箕輪小

 7 村田 こころ(5) 小学     20.20 
ﾑﾗﾀ ｺｺﾛ 七久保小

7  9049

3  9074

1  9052

6  9119

4  9032

2  9036

5  9015
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

小学共通女子

８０ｍＨ(0.700m)

決勝



決勝 8月31日 12:10

県小学新(ER)         1.38

清水 琉愛(6) 小学
ｼﾐｽﾞ ﾙﾅ 西箕輪小
向山 暖(5) 小学
ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾙ 伊那北小
矢澤 叶望(5) 小学
ﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 七久保小
有賀 こころ(5) 小学
ｱﾙｶﾞ ｺｺﾛ 西箕輪小

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

小学共通女子

走高跳

決勝

備考m90 m95 1m00所属名 記録
1 4  9074

1m20 1m251m05 1m10 1m15

2 3  9015

XO XXXO O XXO-

O- - O

 1.20- O

 1.15

3 2  9052

XXXO XO

OO O O

- - O

 1.10

4 1  9080  1.05

O

O XXX

XXX



決勝 8月31日 11:00

県小学新(ER)         4.75

鈴木 未空(5) 小学   3.85   2.32    X    3.85 
ｽｽﾞｷ ﾐｸ 七久保小   +2.6   +2.3    +2.6
有岡 遼香(6) 小学   3.62   3.63   3.53    3.63 
ｱﾘｵｶ ﾊﾙｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少   +3.9   +3.0   +0.5    +3.0
松原 寧々(5) 小学   3.07   3.08   3.26    3.26 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾈﾈ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ   +2.8   +3.9   +3.6    +3.6
田中 結稀乃(6) 小学   2.92   2.94   2.68    2.94 
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 西箕輪小   +3.1   +3.8   +3.7    +3.8
向山 歌初(4) 小学   2.66   2.71   2.72    2.72 
ﾑｶｲﾔﾏ ｶﾉﾊ 箕輪西小   +3.4   +2.3   +3.2    +3.2
濵 萌羽(4) 小学   2.35    X   2.53    2.53 
ﾊﾏ ﾒｲ 両小野小   +2.5   +2.7    +2.7
倉澤 梓沙(5) 小学 欠場
ｸﾗｻﾜ ｱｽﾞｻ 両小野小

6  9139

6 1  9140

5 8  9114

4 4  9076

3 2  9097

2 7  9034

備考
1 5  9053

記録-2- -3-

小学共通女子

走幅跳

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 8月31日  9:00

県小学新(ER)        54.86

鈴木 未空(5) 小学
ｽｽﾞｷ ﾐｸ 七久保小
有岡 遼香(6) 小学
ｱﾘｵｶ ﾊﾙｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少
滝澤 知歩羅(6) 小学
ﾀｷｻﾞﾜ ﾁｱﾗ 西箕輪小
宮下 慶(4) 小学
ﾐﾔｼﾀ ｹｲ 七久保小
田中 結稀乃(6) 小学
ﾀﾅｶ ﾕｷﾉ 西箕輪小

 12.99 12.99   O

 16.61 

5 4  9076   X

16.61   O   O4 2  9047

 26.50   O 26.503 1  9075   O

  X   X2 3

1 5  9053   O

-1- 記録

 27.64 27.64

試技

 9034

 38.32   O 38.32

順位 備考ﾅﾝﾊﾞｰ -2- -3-

小学共通女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

氏  名 所属名



決勝 8月31日 11:55

県小学新(ER)        53.01

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A) 9034 有岡 遼香(6)   1,00.78 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ｱﾘｵｶ ﾊﾙｶ
 9022 小出 来海(6)

ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ
 9017 羽柴 りえ(6)

ﾊｼﾊﾞ ﾘｴ
 9028 中野 ことは(6)

ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ
 2   3 伊那AC  9010 中山 晴未(6)   1,02.39 

ｲﾅｴｰｼｰ ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾐ
 9007 酒井 絢萌(6)

ｻｶｲ ｱﾔﾒ
 9011 牧内 綾香(4)

ﾏｷｳﾁ ｱﾔｶ
 9009 竹松 凜音(4)

ﾀｹﾏﾂ ﾘｵﾝ
 3   5 西箕輪小  9079 堀内 柚奈(5)   1,03.80 

ﾆｼﾐﾉﾜｼｮｳ ﾎﾘｳﾁ ﾕｽﾞﾅ
 9074 清水 琉愛(6)

ｼﾐｽﾞ ﾙﾅ
 9080 有賀 こころ(5)

ｱﾙｶﾞ ｺｺﾛ
 9075 滝澤 知歩羅(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾁｱﾗ
 4   7 中川陸上ｸﾗﾌﾞ  9088 宮澤 宇多(5)   1,04.38 

ﾅｶｶﾞﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾀ
 9091 栗山 詩子(5)

ｸﾘﾔﾏ ｳﾀｺ
 9096 松原 寧々(5)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾈﾈ
 9092 三宅 真生(5)

ﾐﾔｹ ﾏｵ
 5   2 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(B) 9020 宮澤 和(5)   1,05.40 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ
 9023 小林 優月(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ
 9035 鈴木 かなで(5)

ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ
 9036 鈴木 ひかり(6)

ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ
 6   6 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(C) 9027 池田 和暖(4)   1,07.18 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳC ｲｹﾀﾞ ｶﾉﾝ
 9029 長岩 里桜(4)

ﾅｶﾞｲﾜ ﾘｵ
 9024 小澤 芽流(4)

ｵｻﾞﾜ ﾒﾙ
 9021 権田 なほ(4)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ
 7   8 飯島小  9104 吉村 葉奈(6)   1,08.76 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳ ﾖｼﾑﾗ ﾊﾅ
 9100 塩澤 莉音(6)

ｼｵｻﾞﾜ ﾘｵﾝ
 9109 大月 悠風 セリン(6)

ｵｵﾂｷ ﾕｳｶ ｾﾘﾝ
 9112 北澤 愛(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ｱｲ

小学共通女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 8月31日 11:25

[ 1組] 風速 -4.3 [ 2組] 風速 -3.6

 1 梅垣 咲希(3) 小学     11.41  1 遠藤 浬(3) 小学     11.41 
ｳﾒｶﾞｷ ｻﾂｷ 諏訪FA ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲﾘ 諏訪FA

[ 3組] 風速 -2.3 [ 4組] 風速 -3.3

 1 佐野 希桜(3) 小学     11.33  1 熊谷 莉子(3) 小学     10.88 
ｻﾉ ｷｵ 諏訪FA ｸﾏｶﾞｲ  ﾘｺ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 市村 向日葵(3) 小学     11.57 
ｲﾁﾑﾗ ﾋﾏﾘ 諏訪FA

[ 5組] 風速 -2.5 [ 6組] 風速 -1.9

 1 原 桜子(2) 小学     12.11  1 梅垣 果鈴(1) 小学     12.55 
ﾊﾗ ｻｸﾗｺ たかぎｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌ ｳﾒｶﾞｷ ｶﾘﾝ 諏訪FA

決勝 8月31日  9:45

県小学新(ER)        13.06

風速 -1.8

 1 林 かれん(4) 小学     16.37 
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

決勝 8月31日 10:05

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.6

 1 鈴木 莉央(5) 小学     16.06  1 加藤 妃心(5) 小学     16.20 
ｽｽﾞｷ ﾘｵ 諏訪FA ｶﾄｳ ﾋﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

決勝 8月31日 10:45

県小学新(ER)      3,03.46

 1 中島 妃芽乃(6) 小学   3,38.83 
ﾅｶｼﾏ ﾋﾒﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 代田 りみ(6) 小学   4,10.64 
ｼﾛﾀ ﾘﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

決勝 8月31日 11:00

県小学新(ER)         4.75

林 かれん(4) 小学   3.09   3.14   3.09    3.14 
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   +2.4   +3.3   +2.8    +3.3

記録 備考
1 3  9055

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

19  9003

20  9002

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子

１０００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  9061
No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  9054
No. 氏  名 所属名 記録／備考

 9055

ｵｰﾌﾟﾝ小5女子

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ

1

順 ﾚｰﾝ

ｵｰﾌﾟﾝ小4女子

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  9059
氏  名 所属名 記録／備考

2  9006
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2  9058

順 ﾚｰﾝ No.

8  9001
氏  名 所属名 記録／備考

8  9057
氏  名 所属名 記録／備考

1  9060

順 ﾚｰﾝ No.

所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

順 ﾚｰﾝ No.

4  9056

ｵｰﾌﾟﾝ小123女子

６０ｍ

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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