
 

大会コード：19170703 

第７２回長野県陸上競技伊那大会 

記録集 
 

 

期  日： 2019年(令和元年) 5月 3日（金・憲法記念日） 

主  催： 上伊那郡陸上競技協会、伊那市、伊那市教育委員会、伊那市スポーツ協会、 

主  管： 上伊那陸上競技協会 

会  場： 伊那市陸上競技場（171730） 

総 務： 桐山 勝次 

審 判 長： 熊谷 賢二（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 

男女 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録 備考 

中男 棒高跳 決勝 4ｍ20 安部 桂史郎(3) 原中 4ｍ20 大会ﾀｲ 

中女 100ｍH 決勝 15秒 26(-0.1) 唐澤 さくら(2) 箕輪中 15秒 36 大会新 

 

■グラウンドコンディション 

日付 時刻 天候 気温（℃） 湿度（％） 風向 風速（m/s） 

5月 3日 9：00 曇り 18.7 36.0 東 0.5 

 10：00 晴れ 19.0 33.0 南東 2.0 

 11：00 晴れ 23.2 21.0 北西 1.9 

 12：00 晴れ 25.2 20.0 南南東 1.4 

 13：00 晴れ 25.9 20.0 南南東 1.3 

 14：00 晴れ 25.5 21.0 南南西 1.4 

 15：00 曇り 25.6 20.0 南 0.6 

 16：00 晴れ 24.4 22.0 北北東 1.2 

 



第７２回長野県陸上競技伊那大会                                                  
主催　上伊那郡陸上競技協会、伊那市、伊那市教育委員会                            
　　　伊那市スポーツ協会                                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 女  子 【競技場】172030  伊那市陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/03 女子  -1.4宮下 真弥(3) 12.83 藤本 遥(2) 12.87 宮坂 育(3) 13.10 長村 紋 13.22 今村 詩乃(3) 13.23 伊藤 桃香(2) 13.35 加藤 こころ(3) 13.55 加藤 ほのか(3) 13.64

１００ｍ 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･諏訪二葉高 一般･with 高校･松川高 高校･諏訪二葉高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高
05/03 藤本 遥(2) 26.47 宮下 真弥(3) 26.60 宮下 莉瑚(3) 26.99 田中 里歩(2) 27.24 藤森 七海(3) 27.31 宮坂 育(3) 27.36 清水 華乃(3) 27.38 加藤 こころ(3) 27.40

２００ｍ 高校･飯田高 高校･飯田高 中学･豊丘中 高校･松川高 中学･諏訪西中 高校･諏訪二葉高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高
05/03 田中 里歩(2) 1,01.32 小平 夢加(3) 1,02.60 林 知世(3) 1,02.95 松尾 玲佳(3) 1,03.46 伊藤 鈴音(3) 1,04.06 丸山 いより(2) 1,04.66 伊藤 桃香(2) 1,06.15 長谷部 奈月(2) 1,06.85

４００ｍ 高校･松川高 高校･上伊那農高 高校･岡谷南高 高校･下伊那農高 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高 高校･諏訪二葉高 一般･OIDE長姫高
05/03 佐藤 悠花(3) 4,48.85 守屋 有彩(3) 4,51.93 戸枝 くるみ(2) 4,56.87 筒井 心葉(2) 5,00.29 森脇 光砂(3) 5,04.47 唐澤 愛佳(2) 5,17.46 日野 まほろ(3) 5,18.18 酒井 愛梨(3) 5,18.23

１５００ｍ 中学･下伊那松川中 中学･春富中 中学･駒ヶ根東中 中学･飯田高陵中 中学･赤穂中 中学･駒ヶ根東中 高校･伊那北高 高校･岡谷東高
05/03 神部 紫音(3) 12,03.36

３０００ｍ 高校･飯田風越高
05/03  -1.2池野 佳帆(2) 15.76 大前 歌音(2) 15.79 竹内 里桜(1) 17.08 澁谷 果歩(3) 18.16 菅沼 望子(3) 18.77 小林 菜月(1) 18.91

100mH(0.838m) 高校･飯田高 高校･伊那北高 高校･諏訪二葉高 高校･伊那北高 一般･OIDE長姫高 高校･飯田高
05/03 長田 美羽(2) 1.56 田村 明日香(2) 1.45 池野 佳帆(2) 1.45 今井 歌乃(3) 1.45 吉川 円香(2) 1.40 山田 加奈(2) 1.40 瀧浪 麻愛(2) 1.30

走高跳 高校･諏訪清陵高 高校･諏訪清陵高 高校･飯田高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･諏訪清陵高 高校･岡谷工高 高校･下伊那農高
05/03 清水 愛奈(3) 2.80 清水 梨那(3) 2.20 磯田 梨那(3) 1.80

棒高跳 高校･高遠高 高校･飯田風越高 高校･飯田風越高
05/03 宮澤 香音(2) 5.15(+2.2) 百瀬 果奈(3) 4.95(+1.8) 長田 鼓美(2) 4.89(+1.1) 酒井 美玲(2) 4.80(+1.0) 加藤ほのか(3)4.79(+1.6) 安田 弘江 4.76(+1.9) 北原 小遥(1) 4.74(-0.9) 三村 紗唯(1) 4.29(+0.8)

走幅跳 高校･下伊那農高 高校･伊那北高 高校･伊那北高 高校･高遠高 高校･上伊那農高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･諏訪二葉高 高校･諏訪清陵高
05/03 吉村 葵(2) 10.70(+1.8) 宮澤 香音(2)10.66(+1.4) 篠原さくら(2)10.51(+2.3) 西澤 香 10.49(+1.3) 小久保茉耶(3)10.02(+1.7) 星野 陽花里(2)9.97(+1.2)

三段跳 高校･岡谷東高 高校･下伊那農高 高校･岡谷東高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･飯田高 高校･伊那北高
05/03 櫻本 奈々(3) 8.28

砲丸投 高校･岡谷工高
05/03 坂井 美藍(3) 32.05 永井 佑佳(3) 23.73 櫻本 奈々(3) 23.61 藤田 萌愛(3) 20.03 小松 葉月(3) 19.45 若林 咲理菜(3) 18.89 堀内 希優(2) 18.40 瀧浪 麻愛(2) 17.79

円盤投 高校･上田染谷丘高 高校･東御清翔高 高校･岡谷工高 高校･上田染谷丘高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･東御清翔高 高校･下伊那農高
05/03 小松 葉月(3) 32.04 有賀 琳瑚(2) 28.20 藤田 萌愛(3) 27.33 北沢 莉沙(2) 22.04 小林 菜月(1) 16.14 太田 静流(3) 12.92

やり投 高校･赤穂高 高校･岡谷東高 高校･上田染谷丘高 高校･下伊那農高 高校･飯田高 高校･下伊那農高
05/03 飯田高       50.44 伊那北高       51.41 上伊那農高       51.45 飯田風越高       52.19 諏訪清陵高       54.47

４×１００ｍＲ 池野 佳帆(2) 長田 鼓美(2) 清水 華乃(3) 伊藤 優凪(2) 飯澤 優里(1)
藤本 遥(2) 星野 陽花里(2) 加藤 ほのか(3) 伊藤 鈴音(3) 杉下 舞彩(1)
小久保 茉耶(3) 澁谷 果歩(3) 氣賀澤 杏香(2) 清水 梨那(3) 三村 紗唯(1)
宮下 真弥(3) 大前 歌音(2) 林 千尋(3) 丸山 いより(2) 長田 美羽(2)

05/03 中学女子  -1.6宮澤 けい(2) 13.18 宮下 莉瑚(3) 13.20 濵田 みなと(3) 13.25 山城 春菜(3) 13.43 小松 未唯奈(3) 13.52 野村 優香(3) 13.65
１００ｍ 中学･赤穂中 中学･豊丘中 中学･春富中 中学･高森中 中学･長峰中 中学･南箕輪中

05/03 真柴 萌菜(3) 2,29.57 増沢 結(2) 2,32.01 越川 えり(3) 2,32.27 髙木 萌子(3) 2,33.04 下嶋 優菜(2) 2,33.39 滝沢 初寧(3) 2,37.24 梅木 莉子(1) 2,37.90 小林 みさと(2) 2,38.28
８００ｍ 中学･春富中 中学･岡谷東部中 中学･富士見中 中学･南箕輪中 中学･下條中 中学･駒ヶ根東中 中学･下條中 中学･富士見中

05/03 唐澤 さくら(2) 15.26 逸見 加奈子(2) 17.13 小口 葉奈(3) 17.28 瀧本 歩夢(3) 17.49 中村 千果(2) 18.19 田中 海羽(3) 18.36 小倉 歩華(3) 18.45 宮内 胡都(3) 18.57
100mH(0.762m) 中学･箕輪中 GR 中学･伊那中 中学･諏訪西中 中学･開成中 中学･高森中 中学･春富中 中学･上諏訪中 中学･岡谷西部中

05/03 千葉 琉莉(2) 1.48 筒井 結貴(3) 1.48 山科 志帆(2) 1.40 上村 文寧(2) 1.40 石倉 ゆうび(2) 1.35 田村 優衣(2) 1.35 小池 理紗子(3) 1.35 小嶋 ちひろ(3) 1.30
走高跳 中学･岡谷東部中 中学･豊丘中 中学･岡谷東部中 中学･伊那中 中学･岡谷東部中 中学･茅野東部中 中学･諏訪西中 中学･春富中

05/03 偆道 心々美(3) 2.40 長濱 愛里咲(2) 2.20 原 ひなた(2) 1.80 春日 葉(3) 1.60 坂下 鈴華(2) 1.60
棒高跳 中学･原中 中学･原中 中学･赤穂中 中学･赤穂中 中学･箕輪中

05/03 濵田 みなと(3)4.89(+2.4) 大﨑 にこ(2) 4.85(+2.2) 塩澤 舞(3) 4.63(+2.3) 小山 紗於里(1)4.61(+1.0) 丸茂 花愛(2) 4.60(+1.0) 今村 実伶(3) 4.55(+0.5) 小倉 歩華(3) 4.50(+1.8) 大木 結月(3) 4.50(+0.5)
走幅跳 中学･春富中 中学･伊那中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･王滝中 中学･茅野東部中 中学･緑ヶ丘中 中学･上諏訪中 中学･南箕輪中

05/03 倉田 紗優加(3) 12.58 小池 明日美(2) 10.40 並木 愛佳(3) 9.29 河口 桜奈(3) 9.09 井澤 夏帆(3) 7.96 城村 はな(2) 7.89 宮原 彩菜(2) 7.83 日原 穂香(3) 7.59
砲丸投 中学･南箕輪中 中学･長峰中 中学･長峰中 中学･王滝中 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 中学･辰野中 中学･箕輪中

05/03 春富中       52.00 高森中       52.58 南箕輪中       52.73 緑ヶ丘中       53.28 諏訪西中       53.36 伊那中       53.98 下伊那松川中      55.01
４×１００ｍＲ 田中 海羽(3) 梶間 理預(2) 海沼 結(2) 今村 実伶(3) 安田 莉穂(3) 宮脇 依茉(2) 熊谷 朋華(3)

埋橋 凜(3) 能登 愛琉(2) 髙橋 つきみ(2) 佐々木 幸雪(2) 藤森 七海(3) 大﨑 にこ(2) 関島 瑠愛(3)
中村 映夢(3) 吉澤 詩乃(3) 髙木 萌子(3) 木下 茜莉(3) 小松 美沙季(2) 角 咲乃(2) 湯澤 帆花(2)
濵田 みなと(3) 山城 春菜(3) 野村 優香(3) 小林 咲月(2) 小口 葉奈(3) 逸見 加奈子(2) 佐藤 悠花(3)



予選 5月3日  9:20
決勝 5月3日 14:25

県新　　(KR )       11.56
県高校新(KR )       12.03
大会新  (GR )       12.23

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -1.5

 1 伊藤 桃香(2) 高校     13.33 q  1 宮下 真弥(3) 高校     12.93 q
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田高

 2 今村 詩乃(3) 高校     13.35 q  2 宮坂 育(3) 高校     13.24 q
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 松川高 ﾐﾔｻｶ ｲｸ 諏訪二葉高

 3 長村 紋 一般     13.39 q  3 加藤 ほのか(3) 高校     13.65 q
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高

 4 氣賀澤 杏香(2) 高校     13.81  4 杉下 舞彩(1) 高校     13.98 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農高 ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 諏訪清陵高
酒井 美玲(2) 高校  5 中島  愛(3) 高校     14.22 
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 高遠高 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 松川高
春日 如乃(2) 高校 森脇 涼羽(2) 高校
ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂高 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高

[ 3組] 風速 -1.3

 1 藤本 遥(2) 高校     13.06 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 飯田高

 2 加藤 こころ(3) 高校     13.60 q
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高

 3 飯澤 優里(1) 高校     13.67 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 諏訪清陵高

 4 清水 愛奈(3) 高校     13.91 
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠高
森谷 純礼(2) 高校
ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 飯田風越高

風速 -1.4

 1 宮下 真弥(3) 高校     12.83 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田高

 2 藤本 遥(2) 高校     12.87 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 飯田高

 3 宮坂 育(3) 高校     13.10 
ﾐﾔｻｶ ｲｸ 諏訪二葉高

 4 長村 紋 一般     13.22 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with

 5 今村 詩乃(3) 高校     13.23 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 松川高

 6 伊藤 桃香(2) 高校     13.35 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

 7 加藤 こころ(3) 高校     13.55 
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高

 8 加藤 ほのか(3) 高校     13.64 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高

1   236

2   235

8   387

4    98

6    90

7     1

5   416

3   411

5   450
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  2046

8   254

6   411

7   236

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
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8   368
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記録／備考
3   416

6    90

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   255
欠場

5   347

3     1

7   241

記録／備考
8    98

6   387

女子

１００ｍ            

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



予選 5月3日  9:00
決勝 5月3日 14:20

県中学新(CR )       12.05
大会新  (GR )       12.36

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -1.0

 1 濵田 みなと(3) 中学     13.25 q  1 藤森 七海(3) 中学     13.51 q
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 春富中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

 2 山田 優芽(3) 中学     13.77  2 能登 愛琉(2) 中学     13.76 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 赤穂中 ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中

 3 小林 咲月(2) 中学     13.78  3 佐野 涼楓(2) 中学     13.82 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 緑ヶ丘中 ｻﾉ ｽｽﾞｶ 赤穂中

 4 髙橋 つきみ(2) 中学     14.09  4 熊谷 朋華(3) 中学     14.68 
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 南箕輪中 ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ 下伊那松川中

 5 安田 莉穂(3) 中学     14.21  5 関 唯々香(3) 中学     14.79 
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪西中 ｾｷ ﾕﾕｶ 岡谷西部中

 6 中村 美沙稀(2) 中学     14.72  6 宮澤 ありさ(3) 中学     14.82 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 上諏訪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中

 7 羽柴 あゆみ(2) 中学     16.67  7 前島 梨那(2) 中学     15.21 
ﾊｼﾊﾞ ｱﾕﾐ 駒ヶ根東中 ﾏｴｼﾏ ﾘﾅ 富士見中
山﨑 彩矢(2) 中学  8 鍋島 楓(3) 中学     15.28 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 箕輪中 ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ 豊丘中

[ 3組] 風速 -0.8 [ 4組] 風速 -1.2

 1 宮澤 けい(2) 中学     13.10 q  1 小松 未唯奈(3) 中学     13.52 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 赤穂中 ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中

 2 三嶋 渚沙(2) 中学     13.79  2 中村 夏鈴(1) 中学     14.16 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 埋橋 凜(3) 中学     13.93  3 海沼 結(2) 中学     14.17 
ｳｽﾞﾊｼ  ﾘﾝ 春富中 ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪中

 4 藤森紗理奈(2) 中学     14.04  4 六波羅 琉菜(2) 中学     14.28 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ 辰野中 ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那東部中

 5 畔上 陽菜(2) 中学     14.37  5 渡辺 梓沙(3) 中学     14.46 
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 長峰中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ 辰野中

 6 藤森 悠実(2) 中学     14.39  6 湯澤 帆花(2) 中学     14.61 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾐ 岡谷東部中 ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 下伊那松川中

 7 小松 志緒(2) 中学     14.97 中山 愛梨(3) 中学
ｺﾏﾂ ｼｵ 清陵附属中 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

 8 川倉 薫子(2) 中学     15.54 若林 優里(2) 中学
ｶﾜｸﾗ ｶｵﾙｺ 岡谷西部中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 箕輪中

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 -0.6

 1 宮下 莉瑚(3) 中学     13.09 q  1 塩澤 舞(3) 中学     13.33 q
ﾐﾔｼﾀ  ﾘｺ 豊丘中 ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 山城 春菜(3) 中学     13.46 q  2 野村 優香(3) 中学     13.49 q
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中 ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪中

 3 中村 映夢(3) 中学     13.79  3 佐々木 幸雪(2) 中学     13.83 
ﾅｶﾑﾗ  ｴﾑ 春富中 ｻｻｷ ｺﾕｷ 緑ヶ丘中

 4 富山 唯奈(3) 中学     13.82  4 吉澤 詩乃(3) 中学     13.89 
ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那東部中 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 高森中

 5 関島 瑠愛(3) 中学     14.26  5 箱田 真奈美(2) 中学     14.39 
ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 下伊那松川中 ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 長峰中

 6 矢澤 華(3) 中学     14.55  6 藤森 沙耶(3) 中学     14.66 
ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ 駒ヶ根東中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ 辰野中

 7 小松 夢來(3) 中学     14.89  7 小林 美穂(2) 中学     14.92 
ｺﾏﾂ ﾕﾗ 諏訪西中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 駒ヶ根東中

 8 小林 美咲(2) 中学     15.42  8 田中 彩音(3) 中学     14.97 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 箕輪中 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 伊那東部中
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記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
7  8173



風速 -1.6

 1 宮澤 けい(2) 中学     13.18 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 赤穂中

 2 宮下 莉瑚(3) 中学     13.20 
ﾐﾔｼﾀ  ﾘｺ 豊丘中

 3 濵田 みなと(3) 中学     13.25 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 春富中

 4 山城 春菜(3) 中学     13.43 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中

 5 小松 未唯奈(3) 中学     13.52 
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中

 6 野村 優香(3) 中学     13.65 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪中
藤森 七海(3) 中学
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中
塩澤 舞(3) 中学
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

6  8631

1  7851

8  8054

棄権

2  7743
棄権

3  8173

7  8384

4  8234

5  8542

中学女子
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日 11:20

県新　　(KR )　     24.17
県高校新(KR )       24.67
大会新  (GR )       25.96

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -0.6

 1 今村 詩乃(3) 高校     27.67  1 中島 志穂(2) 中学     28.80 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 松川高 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 緑ヶ丘中

 2 片桐 愛香(2) 中学     29.83  2 両角 みなみ(3) 中学     30.56 
ｶﾀｷﾞﾘ  ｱｲｶ 春富中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ 上諏訪中

 3 尾崎 せれの(2) 中学     30.93  3 宮﨑 汐音(3) 中学     30.65 
ｵｻﾞｷ  ｾﾚﾉ 春富中 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｵﾝ 中川中

 4 小林 美穂(2) 中学     31.27  4 小島 結愛(2) 中学     30.88 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 駒ヶ根東中 ｺｼﾞﾏ ﾕﾗ 南箕輪中

 5 高嶋 桃花(2) 中学     31.30  5 荻原 瞳(3) 中学     31.43 
ﾀｶｼﾏ ﾓﾓｶ 伊那中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾄﾐ 辰野中

 6 松澤 美玖(2) 中学     32.32  6 藤島 沙由希(3) 中学     31.78 
ﾏﾂｻﾞﾜ  ﾐｸ 春富中 ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中

 7 藤森 蒼生(2) 中学     34.36 入谷 奏音(3) 中学
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｵｲ 南箕輪中 ｲﾘﾔ ｶﾉﾝ 赤穂中
小田切 美結(3) 中学
ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾕ 宮田中

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 -0.9

 1 吉澤 詩乃(3) 中学     28.65  1 伊藤 優凪(2) 高校     27.65 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 高森中 ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 飯田風越高

 2 秋葉まどか(2) 中学     29.10  2 山城 春菜(3) 中学     27.93 
ｱｷﾊﾞ ﾏﾄﾞｶ 辰野中 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中

 3 上島 澪里(3) 中学     29.12  3 小林 香絵(2) 高校     28.49 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ 辰野中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 赤穂高

 4 角 咲乃(2) 中学     29.33  4 小倉 心音(3) 高校     29.37 
ｽﾐ ｻｷﾉ 伊那中 ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 松川高

 5 川井田 望(3) 中学     29.51  5 宮澤 日菜(3) 中学     30.57 
ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 赤穂中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ 駒ヶ根東中

 6 矢澤 華(3) 中学     30.02 森脇 涼羽(2) 高校
ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ 駒ヶ根東中 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高
春日 如乃(2) 高校 岩下 夢菜(3) 中学
ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂高 ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ 永明中

[ 5組] 風速 +0.2 [ 6組] 風速 -0.5

 1 宮下 莉瑚(3) 中学     26.99  1 藤本 遥(2) 高校     26.47 
ﾐﾔｼﾀ  ﾘｺ 豊丘中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 飯田高

 2 田中 里歩(2) 高校     27.24  2 宮下 真弥(3) 高校     26.60 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 飯田高

 3 宮坂 育(3) 高校     27.36  3 藤森 七海(3) 中学     27.31 
ﾐﾔｻｶ ｲｸ 諏訪二葉高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

 4 松尾 玲佳(3) 高校     27.53  4 清水 華乃(3) 高校     27.38 
ﾏﾂｵ ﾚｲｶ 下伊那農高 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高

 5 氣賀澤 杏香(2) 高校     27.98  5 加藤 こころ(3) 高校     27.40 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農高 ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高

 6 木下 茜莉(3) 中学     28.46 中山 愛梨(3) 中学
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 緑ヶ丘中 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘中

 7 鎮西 花(3) 中学     28.70 小松 未唯奈(3) 中学
ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 赤穂中 ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中

女子
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   1 藤本 遥(2) 高校 飯田高     26.47 (-0.5)   6   1
   2 宮下 真弥(3) 高校 飯田高     26.60 (-0.5)   6   2
   3 宮下 莉瑚(3) 中学 豊丘中     26.99 (+0.2)   5   1
   4 田中 里歩(2) 高校 松川高     27.24 (+0.2)   5   2
   5 藤森 七海(3) 中学 諏訪西中     27.31 (-0.5)   6   3
   6 宮坂 育(3) 高校 諏訪二葉高     27.36 (+0.2)   5   3
   7 清水 華乃(3) 高校 上伊那農高     27.38 (-0.5)   6   4
   8 加藤 こころ(3) 高校 上伊那農高     27.40 (-0.5)   6   5
   9 松尾 玲佳(3) 高校 下伊那農高     27.53 (+0.2)   5   4
  10 伊藤 優凪(2) 高校 飯田風越高     27.65 (-0.9)   4   1
  11 今村 詩乃(3) 高校 松川高     27.67 (-1.5)   1   1
  12 山城 春菜(3) 中学 高森中     27.93 (-0.9)   4   2
  13 氣賀澤 杏香(2) 高校 上伊那農高     27.98 (+0.2)   5   5
  14 木下 茜莉(3) 中学 緑ヶ丘中     28.46 (+0.2)   5   6
  15 小林 香絵(2) 高校 赤穂高     28.49 (-0.9)   4   3
  16 吉澤 詩乃(3) 中学 高森中     28.65 (+0.1)   3   1
  17 鎮西 花(3) 中学 赤穂中     28.70 (+0.2)   5   7
  18 中島 志穂(2) 中学 緑ヶ丘中     28.80 (-0.6)   2   1
  19 秋葉まどか(2) 中学 辰野中     29.10 (+0.1)   3   2
  20 上島 澪里(3) 中学 辰野中     29.12 (+0.1)   3   3
  21 角 咲乃(2) 中学 伊那中     29.33 (+0.1)   3   4
  22 小倉 心音(3) 高校 松川高     29.37 (-0.9)   4   4
  23 川井田 望(3) 中学 赤穂中     29.51 (+0.1)   3   5
  24 片桐 愛香(2) 中学 春富中     29.83 (-1.5)   1   2
  25 矢澤 華(3) 中学 駒ヶ根東中     30.02 (+0.1)   3   6
  26 両角 みなみ(3) 中学 上諏訪中     30.56 (-0.6)   2   2
  27 宮澤 日菜(3) 中学 駒ヶ根東中     30.57 (-0.9)   4   5
  28 宮﨑 汐音(3) 中学 中川中     30.65 (-0.6)   2   3
  29 小島 結愛(2) 中学 南箕輪中     30.88 (-0.6)   2   4
  30 尾崎 せれの(2) 中学 春富中     30.93 (-1.5)   1   3
  31 小林 美穂(2) 中学 駒ヶ根東中     31.27 (-1.5)   1   4
  32 高嶋 桃花(2) 中学 伊那中     31.30 (-1.5)   1   5
  33 荻原 瞳(3) 中学 辰野中     31.43 (-0.6)   2   5
  34 藤島 沙由希(3) 中学 長峰中     31.78 (-0.6)   2   6
  35 松澤 美玖(2) 中学 春富中     32.32 (-1.5)   1   6
  36 藤森 蒼生(2) 中学 南箕輪中     34.36 (-1.5)   1   7

女子

２００ｍ            
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決勝 5月3日 14:40

県新　　(KR )       54.56
県高校新(KR )       55.42
大会新  (GR )       58.16

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤 鈴音(3) 高校   1,04.06  1 田中 里歩(2) 高校   1,01.32 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 飯田風越高 ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高

 2 丸山 いより(2) 高校   1,04.66  2 小平 夢加(3) 高校   1,02.60 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越高 ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 上伊那農高

 3 伊藤 桃香(2) 高校   1,06.15  3 林 知世(3) 高校   1,02.95 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高 ﾊﾔｼ ﾁｾ 岡谷南高

 4 長谷部 奈月(2) 一般   1,06.85  4 松尾 玲佳(3) 高校   1,03.46 
ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ OIDE長姫高 ﾏﾂｵ ﾚｲｶ 下伊那農高

 5 小林 香絵(2) 高校   1,07.10  5 千葉 ほの香(3) 高校   1,07.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 赤穂高 ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高

 6 小倉 心音(3) 高校   1,09.57 小山 礼華(3) 高校
ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 松川高 ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農高

 7 北沢 莉沙(2) 高校   1,10.48 林 千尋(3) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｻ 下伊那農高 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 8 滝沢 きよら(3) 高校   1,19.03 
ﾀｷｻﾞﾜ ｷﾖﾗ 下伊那農高

   1 田中 里歩(2) 高校 松川高     1,01.32   2   1
   2 小平 夢加(3) 高校 上伊那農高     1,02.60   2   2
   3 林 知世(3) 高校 岡谷南高     1,02.95   2   3
   4 松尾 玲佳(3) 高校 下伊那農高     1,03.46   2   4
   5 伊藤 鈴音(3) 高校 飯田風越高     1,04.06   1   1
   6 丸山 いより(2) 高校 飯田風越高     1,04.66   1   2
   7 伊藤 桃香(2) 高校 諏訪二葉高     1,06.15   1   3
   8 長谷部 奈月(2) 一般 OIDE長姫高     1,06.85   1   4
   9 小林 香絵(2) 高校 赤穂高     1,07.10   1   5
  10 千葉 ほの香(3) 高校 飯田高     1,07.23   2   5
  11 小倉 心音(3) 高校 松川高     1,09.57   1   6
  12 北沢 莉沙(2) 高校 下伊那農高     1,10.48   1   7
  13 滝沢 きよら(3) 高校 下伊那農高     1,19.03   1   8

女子

４００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
6   463

8   447

2    98

1   477
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決勝 5月3日 15:15

県中学新(CR )     2,13.56
大会新  (GR )     2,22.45

[ 1組] [ 2組]

 1 鈴木 そら(2) 中学   2,47.18  1 三澤 和(2) 中学   2,44.83 
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 箕輪中 ﾐｻﾜ ﾅｺﾞﾐ 南箕輪中

 2 小松 凛(2) 中学   2,52.27  2 堀内 花恋(2) 中学   2,45.85 
ｺﾏﾂ ﾘﾝ 赤穂中 ﾎﾘｳﾁ ｶﾚﾝ 駒ヶ根東中

 3 三澤 咲貴(2) 中学   2,58.69  3 佐々木 里奈(2) 中学   2,51.92 
ﾐｻﾜ ｻｷ 箕輪中 ｻｻｷ ﾘﾅ 中川中

 4 増田 莉彩(1) 中学   3,04.61  4 花岡 涼子(2) 中学   2,56.85 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ 宮田中 ﾊﾅｵｶ ﾘｮｳｺ 岡谷東部中

 5 細川 美詩(2) 中学   3,06.38  5 田中 沙奈(3) 中学   2,57.86 
ﾎｿｶﾜ ﾐｳﾀ 富士見中 ﾀﾅｶ ｻﾅ 中川中

 6 上久保 花怜(2) 中学   3,22.74  6 原田 妃菜(2) 中学   2,58.92 
ｶﾐｸﾎﾞ ｶﾚﾝ 清陵附属中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 南箕輪中

 7 吉澤 紗穂(1) 中学   3,30.88 松村 美佑(3) 中学
ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾎ 飯田高陵中 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 緑ヶ丘中

[ 3組] [ 4組]

 1 松見 すみれ(3) 中学   2,42.87  1 梅木 莉子(1) 中学   2,37.90 
ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ 箕輪中 ｳﾒｷ ﾘｺ 下條中

 2 松下 真奈(1) 中学   2,44.75  2 田畑 愛花(2) 中学   2,38.74 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ ISｼﾞｭﾆｱ ﾀﾊﾞﾀ ｱｲｶ 伊那中

 3 桐生 瑞希(1) 中学   2,45.10  3 北原 柑那(2) 中学   2,44.73 
ｷﾘｭｳ ﾐｽﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ ｷﾀﾊﾗ ｶﾝﾅ 伊那東部中

 4 中澤 凛(2) 中学   2,48.93  4 宮下 菜摘(3) 中学   2,47.94 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘﾝ 諏訪西中 ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ 緑ヶ丘中

 5 小松 夢來(3) 中学   2,52.86  5 岡本 千織(2) 中学   2,48.28 
ｺﾏﾂ ﾕﾗ 諏訪西中 ｵｶﾓﾄ ﾁｵﾘ 岡谷東部中
五味 桜花(2) 中学  6 中島 優香(3) 中学   2,53.02 
ｺﾞﾐ ｵｳｶ 清陵附属中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 岡谷西部中
秋葉まどか(2) 中学 野口 莉奈(2) 中学
ｱｷﾊﾞ ﾏﾄﾞｶ 辰野中 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾅ 高森中

[ 5組] [ 6組]

 1 増沢 結(2) 中学   2,32.01  1 真柴 萌菜(3) 中学   2,29.57 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ 岡谷東部中 ﾏｼﾊﾞ  ﾓｴﾅ 春富中

 2 越川 えり(3) 中学   2,32.27  2 髙木 萌子(3) 中学   2,33.04 
ｺｼｶﾜ ｴﾘ 富士見中 ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 南箕輪中

 3 滝沢 初寧(3) 中学   2,37.24  3 下嶋 優菜(2) 中学   2,33.39 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 駒ヶ根東中 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 下條中

 4 小林 みさと(2) 中学   2,38.28  4 小林 心渚(2) 中学   2,38.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 富士見中 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾅ 長峰中

 5 羽生 彩七(2) 中学   2,41.82  5 小山 夏葵(3) 中学   2,39.24 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田高陵中 ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ 王滝中

 6 小澤 来空(3) 中学   2,42.60 小嶋 楓來(3) 中学
ｵｻﾞﾜ ﾗｲｱ 辰野中 ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 原中

 7 花岡 澄珠(2) 中学   2,58.86 臼田 麻花(3) 中学
ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ 岡谷西部中 ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 下諏訪中

氏  名

 8237

中学女子

８００ｍ            
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   1 真柴 萌菜(3) 中学 春富中     2,29.57   6   1
   2 増沢 結(2) 中学 岡谷東部中     2,32.01   5   1
   3 越川 えり(3) 中学 富士見中     2,32.27   5   2
   4 髙木 萌子(3) 中学 南箕輪中     2,33.04   6   2
   5 下嶋 優菜(2) 中学 下條中     2,33.39   6   3
   6 滝沢 初寧(3) 中学 駒ヶ根東中     2,37.24   5   3
   7 梅木 莉子(1) 中学 下條中     2,37.90   4   1
   8 小林 みさと(2) 中学 富士見中     2,38.28   5   4
   9 小林 心渚(2) 中学 長峰中     2,38.64   6   4
  10 田畑 愛花(2) 中学 伊那中     2,38.74   4   2
  11 小山 夏葵(3) 中学 王滝中     2,39.24   6   5
  12 羽生 彩七(2) 中学 飯田高陵中     2,41.82   5   5
  13 小澤 来空(3) 中学 辰野中     2,42.60   5   6
  14 松見 すみれ(3) 中学 箕輪中     2,42.87   3   1
  15 北原 柑那(2) 中学 伊那東部中     2,44.73   4   3
  16 松下 真奈(1) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ     2,44.75   3   2
  17 三澤 和(2) 中学 南箕輪中     2,44.83   2   1
  18 桐生 瑞希(1) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ     2,45.10   3   3
  19 堀内 花恋(2) 中学 駒ヶ根東中     2,45.85   2   2
  20 鈴木 そら(2) 中学 箕輪中     2,47.18   1   1
  21 宮下 菜摘(3) 中学 緑ヶ丘中     2,47.94   4   4
  22 岡本 千織(2) 中学 岡谷東部中     2,48.28   4   5
  23 中澤 凛(2) 中学 諏訪西中     2,48.93   3   4
  24 佐々木 里奈(2) 中学 中川中     2,51.92   2   3
  25 小松 凛(2) 中学 赤穂中     2,52.27   1   2
  26 小松 夢來(3) 中学 諏訪西中     2,52.86   3   5
  27 中島 優香(3) 中学 岡谷西部中     2,53.02   4   6
  28 花岡 涼子(2) 中学 岡谷東部中     2,56.85   2   4
  29 田中 沙奈(3) 中学 中川中     2,57.86   2   5
  30 三澤 咲貴(2) 中学 箕輪中     2,58.69   1   3
  31 花岡 澄珠(2) 中学 岡谷西部中     2,58.86   5   7
  32 原田 妃菜(2) 中学 南箕輪中     2,58.92   2   6
  33 増田 莉彩(1) 中学 宮田中     3,04.61   1   4
  34 細川 美詩(2) 中学 富士見中     3,06.38   1   5
  35 上久保 花怜(2) 中学 清陵附属中     3,22.74   1   6
  36 吉澤 紗穂(1) 中学 飯田高陵中     3,30.88   1   7

中学女子

８００ｍ            
タイムレース
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決勝 5月3日 11:00

県新　　(KR )     4,16.76
県高校新(KR )     4,17.77
大会新  (GR )     4,45.99

[ 1組] [ 2組]

 1 塩澤 かりん(3) 高校   5,27.47  1 佐藤 悠花(3) 中学   4,48.85 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 伊那弥生ヶ丘高 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川中

 2 有賀 由紀恵(3) 高校   5,30.46  2 守屋 有彩(3) 中学   4,51.93 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷｴ 上伊那農高 ﾓﾘﾔ  ｱﾘｻ 春富中

 3 牧内 里奈(2) 高校   5,35.48  3 戸枝 くるみ(2) 中学   4,56.87 
ﾏｷｳﾁ ﾘﾅ 飯田風越高 ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 駒ヶ根東中

 4 田中 凜(2) 中学   5,35.62  4 筒井 心葉(2) 中学   5,00.29 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 緑ヶ丘中 ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中

 5 宮澤 明日香(2) 中学   5,36.96  5 森脇 光砂(3) 中学   5,04.47 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｽｶ 岡谷西部中 ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 赤穂中

 6 柴 由衣(2) 中学   5,37.78  6 唐澤 愛佳(2) 中学   5,17.46 
ｼﾊﾞ ﾕｲ 箕輪中 ｶﾗｻﾜ ｱｲｶ 駒ヶ根東中

 7 吉澤 真穂(1) 中学   5,45.75  7 日野 まほろ(3) 高校   5,18.18 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾎ 飯田高陵中 ﾋﾉ ﾏﾎﾛ 伊那北高

 8 小松 礼佳(3) 中学   5,46.24  8 酒井 愛梨(3) 高校   5,18.23 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 箕輪中 ｻｶﾘ ｱｲﾘ 岡谷東高

 9 池戸 野乃佳(2) 中学   5,49.09  9 佐藤 綾花(3) 中学   5,22.49 
ｲｹﾄﾞ ﾉﾉｶ 緑ヶ丘中 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 下伊那松川中

10 正木 春佳(3) 中学   6,05.55 10 代田 有芽(3) 高校   5,23.07 
ﾏｻｷ ﾊﾙｶ 辰野中 ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田女子高

11 高橋 凜(3) 高校   6,13.40 松井 美蓉(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 上伊那農高 ﾏﾂｲ ﾐﾖ 飯田高
北原 知佳(3) 中学
ｷﾀﾊﾗ ﾄﾓｶ 辰野中

   1 佐藤 悠花(3) 中学 下伊那松川中     4,48.85   2   1
   2 守屋 有彩(3) 中学 春富中     4,51.93   2   2
   3 戸枝 くるみ(2) 中学 駒ヶ根東中     4,56.87   2   3
   4 筒井 心葉(2) 中学 飯田高陵中     5,00.29   2   4
   5 森脇 光砂(3) 中学 赤穂中     5,04.47   2   5
   6 唐澤 愛佳(2) 中学 駒ヶ根東中     5,17.46   2   6
   7 日野 まほろ(3) 高校 伊那北高     5,18.18   2   7
   8 酒井 愛梨(3) 高校 岡谷東高     5,18.23   2   8
   9 佐藤 綾花(3) 中学 下伊那松川中     5,22.49   2   9
  10 代田 有芽(3) 高校 飯田女子高     5,23.07   2  10
  11 塩澤 かりん(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高     5,27.47   1   1
  12 有賀 由紀恵(3) 高校 上伊那農高     5,30.46   1   2
  13 牧内 里奈(2) 高校 飯田風越高     5,35.48   1   3
  14 田中 凜(2) 中学 緑ヶ丘中     5,35.62   1   4
  15 宮澤 明日香(2) 中学 岡谷西部中     5,36.96   1   5
  16 柴 由衣(2) 中学 箕輪中     5,37.78   1   6
  17 吉澤 真穂(1) 中学 飯田高陵中     5,45.75   1   7
  18 小松 礼佳(3) 中学 箕輪中     5,46.24   1   8
  19 池戸 野乃佳(2) 中学 緑ヶ丘中     5,49.09   1   9
  20 正木 春佳(3) 中学 辰野中     6,05.55   1  10
  21 高橋 凜(3) 高校 上伊那農高     6,13.40   1  11

女子
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決勝 5月3日 13:35

県新　　(KR )     9,00.50
県高校新(KR )     9,01.36
大会新  (GR )    10,06.25

 1 神部 紫音(3) 高校  12,03.36 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田風越高
金子 咲良(3) 高校
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 飯田高

女子

３０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   464

2   413
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決勝 5月3日 13:05

県新　　(KR )       13.81
県高校新(KR )       14.28
大会新  (GR )       15.21

風速 -1.2

 1 池野 佳帆(2) 高校     15.76 
ｲｹﾉ ｶﾎ 飯田高

 2 大前 歌音(2) 高校     15.79 
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北高

 3 竹内 里桜(1) 高校     17.08 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉高

 4 澁谷 果歩(3) 高校     18.16 
ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那北高

 5 菅沼 望子(3) 一般     18.77 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ OIDE長姫高

 6 小林 菜月(1) 高校     18.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田高
吉川 円香(2) 高校
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵高

4    77
欠場

2   476

6   406

5   101

7   268

8   412

3   269

女子

１００ｍＨ(0.838m)  

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日 12:45

県中学新(CR )       14.05
大会新  (GR )       15.36

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -0.8

 1 増澤  雛(2) 中学     19.24  1 宮内 胡都(3) 中学     18.57 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾅ 辰野中 ﾐﾔｳﾁ ｺﾄ 岡谷西部中

 2 向山 菜々美(2) 中学     19.56  2 宮脇 依茉(2) 中学     18.65 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾅﾅﾐ 伊那中 ﾐﾔﾜｷ ｴﾏ 伊那中

 3 石崎 智紗(2) 中学     20.45  3 松澤 奈央(3) 中学     19.00 
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 辰野中 ﾏﾂｻﾞﾜ  ﾅｵ 春富中

 4 藤島 沙由希(3) 中学     20.76  4 加納 環(2) 中学     19.60 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中 ｶﾉｳ ﾀﾏｷ 岡谷西部中

 5 小松 星奈(2) 中学     20.97  5 中原 寧々(2) 中学     19.69 
ｺﾏﾂ ｾｲﾅ 辰野中 ﾅｶﾊﾗ  ﾈﾈ 春富中

 6 樋郡 冬華(2) 中学     21.19  6 田中 絆(2) 中学     20.23 
ﾋｺﾞｵﾘ ﾌﾕｶ 赤穂中 ﾀﾅｶ ｷｽﾞﾅ 岡谷東部中
本多 杏海(2) 中学  7 池上 舞花(3) 中学     20.44 
ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ 箕輪中 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川中

[ 3組] 風速 -1.8 [ 4組] 風速 -0.1

 1 中村 千果(2) 中学     18.19  1 唐澤 さくら(2) 中学     15.26 
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中 ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中

 2 田中 海羽(3) 中学     18.36  2 逸見 加奈子(2) 中学     17.13 
ﾀﾅｶ  ﾐｳ 春富中 ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ 伊那中

 3 小倉 歩華(3) 中学     18.45  3 小口 葉奈(3) 中学     17.28 
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 上諏訪中 ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 諏訪西中

 4 蔭山 羽音(2) 中学     18.62  4 瀧本 歩夢(3) 中学     17.49 
ｶｹﾞﾔﾏ ﾊｵﾄ 岡谷東部中 ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ 開成中

 5 鍋島 楓(3) 中学     19.19 大久保 結葉(2) 中学
ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ 豊丘中 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾊ 長峰中

 6 林 海音(2) 中学     19.61 高林 あんり(3) 中学
ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ 岡谷東部中 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属中

   1 唐澤 さくら(2) 中学 箕輪中     15.26 (-0.1)大会新   4   1
   2 逸見 加奈子(2) 中学 伊那中     17.13 (-0.1)   4   2
   3 小口 葉奈(3) 中学 諏訪西中     17.28 (-0.1)   4   3
   4 瀧本 歩夢(3) 中学 開成中     17.49 (-0.1)   4   4
   5 中村 千果(2) 中学 高森中     18.19 (-1.8)   3   1
   6 田中 海羽(3) 中学 春富中     18.36 (-1.8)   3   2
   7 小倉 歩華(3) 中学 上諏訪中     18.45 (-1.8)   3   3
   8 宮内 胡都(3) 中学 岡谷西部中     18.57 (-0.8)   2   1
   9 蔭山 羽音(2) 中学 岡谷東部中     18.62 (-1.8)   3   4
  10 宮脇 依茉(2) 中学 伊那中     18.65 (-0.8)   2   2
  11 松澤 奈央(3) 中学 春富中     19.00 (-0.8)   2   3
  12 鍋島 楓(3) 中学 豊丘中     19.19 (-1.8)   3   5
  13 増澤  雛(2) 中学 辰野中     19.24 (-1.1)   1   1
  14 向山 菜々美(2) 中学 伊那中     19.56 (-1.1)   1   2
  15 加納 環(2) 中学 岡谷西部中     19.60 (-0.8)   2   4
  16 林 海音(2) 中学 岡谷東部中     19.61 (-1.8)   3   6
  17 中原 寧々(2) 中学 春富中     19.69 (-0.8)   2   5
  18 田中 絆(2) 中学 岡谷東部中     20.23 (-0.8)   2   6
  19 池上 舞花(3) 中学 中川中     20.44 (-0.8)   2   7
  20 石崎 智紗(2) 中学 辰野中     20.45 (-1.1)   1   3
  21 藤島 沙由希(3) 中学 長峰中     20.76 (-1.1)   1   4
  22 小松 星奈(2) 中学 辰野中     20.97 (-1.1)   1   5
  23 樋郡 冬華(2) 中学 赤穂中     21.19 (-1.1)   1   6

 7869
 7971
 8235

 7560
 7664
 8179
 7662
 8316
 7969

 7661
 8097
 8176
 8544
 7977
 8098

 7740
 7126
 8390
 8161
 7716
 7584

記録（風） 備考 組 順位
 8018
 8091

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

7  7664 8  7940
欠場

3  8544 6  7843
欠場

5  7661 3  7126

6  7716 5  7740

8  8161 7  8091

4  8390 4  8018
大会新

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

5  8021 2  8316
欠場

2  8235 8  7662

8  7971 7  8179

3  7869 4  7560

6  7969 3  8176

7  8098 5  8097

4  7977 6  7584
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学女子

１００ｍＨ(0.762m)  

決勝



決勝 5月3日 16:30

長野県新(KR )       47.28
大会新  (GR )       49.49
県高校新(KR )       47.28

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 飯田高   412 池野 佳帆(2)     50.44 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｲｹﾉ ｶﾎ
  411 藤本 遥(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
  415 小久保 茉耶(3)

ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ
  416 宮下 真弥(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 2   5 伊那北高   271 長田 鼓美(2)     51.41 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ
  270 星野 陽花里(2)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
  268 澁谷 果歩(3)

ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ
  269 大前 歌音(2)

ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
 3   6 上伊那農高   233 清水 華乃(3)     51.45 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ
  235 加藤 ほのか(3)

ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
  241 氣賀澤 杏香(2)

ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
  231 林 千尋(3)

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
 4   2 飯田風越高   446 伊藤 優凪(2)     52.19 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
  463 伊藤 鈴音(3)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
  466 清水 梨那(3)

ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ
  447 丸山 いより(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
 5   1 諏訪清陵高  2046 飯澤 優里(1)     54.47 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ
 2047 杉下 舞彩(1)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
 2048 三村 紗唯(1)

ﾐﾑﾗ ｻﾕ
   81 長田 美羽(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ
  4 諏訪二葉高    98 伊藤 桃香(2)

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 失格
   90 宮坂 育(3) R1(2-3)

ﾐﾔｻｶ ｲｸ
  101 竹内 里桜(1)

ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
  102 北原 小遥(1)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
  7 松川高

ﾏﾂｶﾜｺｳ 欠場

  8 赤穂高
ｱｶﾎｺｳ 欠場

女子

４×１００ｍＲ      

決勝



予選 5月3日 13:25
決勝 5月3日 16:25

県中学新(CR )       48.17
大会新  (GR )       49.33

[ 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 春富中  8161 田中 海羽(3)     52.65 q  1   6 高森中  8388 梶間 理預(2)     52.41 q

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾀﾅｶ  ﾐｳ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ
 8169 埋橋 凜(3)  8387 能登 愛琉(2)

ｳｽﾞﾊｼ  ﾘﾝ ﾉﾄ ｱｲﾙ
 8172 中村 映夢(3)  8385 吉澤 詩乃(3)

ﾅｶﾑﾗ  ｴﾑ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
 8173 濵田 みなと(3)  8384 山城 春菜(3)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 2   2 緑ヶ丘中  8601 今村 実伶(3)     53.49 q  2   3 南箕輪中  8055 海沼 結(2)     53.08 q

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
 8604 佐々木 幸雪(2)  8048 髙橋 つきみ(2)

ｻｻｷ ｺﾕｷ ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
 8593 木下 茜莉(3)  8053 髙木 萌子(3)

ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
 8609 小林 咲月(2)  8054 野村 優香(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 3   7 諏訪西中  7744 安田 莉穂(3)     54.04 q  3   4 箕輪中  8015 山﨑 彩矢(2)     53.83 q

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ
 7743 藤森 七海(3)  8018 唐澤 さくら(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ
 7745 小松 美沙季(2)  8019 小日向 慧(2)

ｺﾏﾂ ﾐｻｷ ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ
 7740 小口 葉奈(3)  8017 向山 飛鳥(2)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ
 4   5 伊那中  8097 宮脇 依茉(2)     54.07 q  4   7 下伊那松川中  8359 熊谷 朋華(3)     54.39 q

ｲﾅﾁｭｳ ﾐﾔﾜｷ ｴﾏ ｼﾓｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ
 8092 大﨑 にこ(2)  8358 関島 瑠愛(3)

ｵｵｻｷ ﾆｺ ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ
 8094 角 咲乃(2)  8360 湯澤 帆花(2)

ｽﾐ ｻｷﾉ ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
 8091 逸見 加奈子(2)  8357 佐藤 悠花(3)

ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ ｻﾄｳ ﾕｳｶ
 5   8 辰野中  7963 藤森 沙耶(3)     55.04  5   8 長峰中  7852 畔上 陽菜(2)     54.90 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ
 7976 藤森紗理奈(2)  7851 小松 未唯奈(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ
 7968 上島 澪里(3)  7840 小島 彩奈(3)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ
 7967 渡辺 梓沙(3)  7847 箱田 真奈美(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ
 6   1 豊丘中  8542 宮下 莉瑚(3)     55.13  6   5 伊那東部中  8128 田中 彩音(3)     55.32 

ﾄﾖｵｶﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ  ﾘｺ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ
 8544 鍋島 楓(3)  8130 富山 唯奈(3)

ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ
 8541 山本 結萌(3)  8145 城倉 風花(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ
 8545 筒井 結貴(3)  8144 六波羅 琉菜(2)

ﾂﾂｲ ﾕｷ ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ
 7   4 上諏訪中  7718 田口 澄香(2)     56.50  7   1 赤穂中  8234 宮澤 けい(2)     55.37 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾀｸﾞﾁ ｽﾐｶ ｱｶﾎﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ
 7719 中村 美沙稀(2)  8820 山田 優芽(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
 7717 両角 みなみ(3)  8236 佐野 涼楓(2)

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ ｻﾉ ｽｽﾞｶ
 7716 小倉 歩華(3)  8821 鎮西 花(3)

ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
  6 岡谷西部中  7581 関 唯々香(3)  8   2 清陵附属中  7942 宮澤 ありさ(3)     57.41 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｾｷ ﾕﾕｶ 失格 ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ
 7584 宮内 胡都(3) R1(2-3)  7944 小松 志緒(2)

ﾐﾔｳﾁ ｺﾄ ｺﾏﾂ ｼｵ
 7583 中島 優香(3)  7940 高林 あんり(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ
 7582 内川 穂乃佳(3)  7943 上久保 花怜(2)

ｳﾁｶﾜ ﾎﾉｶ ｶﾐｸﾎﾞ ｶﾚﾝ

中学女子

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   6 春富中  8161 田中 海羽(3)     52.00 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾀﾅｶ  ﾐｳ
 8169 埋橋 凜(3)

ｳｽﾞﾊｼ  ﾘﾝ
 8172 中村 映夢(3)

ﾅｶﾑﾗ  ｴﾑ
 8173 濵田 みなと(3)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
 2   3 高森中  8388 梶間 理預(2)     52.58 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ
 8387 能登 愛琉(2)

ﾉﾄ ｱｲﾙ
 8385 吉澤 詩乃(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
 8384 山城 春菜(3)

ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 3   5 南箕輪中  8055 海沼 結(2)     52.73 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
 8048 髙橋 つきみ(2)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
 8053 髙木 萌子(3)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
 8054 野村 優香(3)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 4   4 緑ヶ丘中  8601 今村 実伶(3)     53.28 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ
 8604 佐々木 幸雪(2)

ｻｻｷ ｺﾕｷ
 8593 木下 茜莉(3)

ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ
 8609 小林 咲月(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ
 5   8 諏訪西中  7744 安田 莉穂(3)     53.36 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ
 7743 藤森 七海(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ
 7745 小松 美沙季(2)

ｺﾏﾂ ﾐｻｷ
 7740 小口 葉奈(3)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ
 6   2 伊那中  8097 宮脇 依茉(2)     53.98 

ｲﾅﾁｭｳ ﾐﾔﾜｷ ｴﾏ
 8092 大﨑 にこ(2)

ｵｵｻｷ ﾆｺ
 8094 角 咲乃(2)

ｽﾐ ｻｷﾉ
 8091 逸見 加奈子(2)

ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ
 7   1 下伊那松川中  8359 熊谷 朋華(3)     55.01 

ｼﾓｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ
 8358 関島 瑠愛(3)

ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ
 8360 湯澤 帆花(2)

ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
 8357 佐藤 悠花(3)

ｻﾄｳ ﾕｳｶ
  7 箕輪中  8015 山﨑 彩矢(2)

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔ 失格
 8018 唐澤 さくら(2) R1(2-3)

ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ
 8019 小日向 慧(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ
 8017 向山 飛鳥(2)

ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ

４×１００ｍＲ      
決勝

中学女子



決勝 5月3日  9:00

県新　　(KR )        4.01
県高校新(KR )        3.65
大会新  (GR )        3.90

清水 愛奈(3) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠高
清水 梨那(3) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ 飯田風越高
磯田 梨那(3) 高校
ｲｿﾀﾞ ﾘﾅ 飯田風越高

決勝 5月3日  9:00

県中学新(CR )        3.35
大会新  (GR )        3.10

偆道 心々美(3) 中学
ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 原中
長濱 愛里咲(2) 中学
ﾅｶﾞﾊﾏ ｱﾘｻ 原中
原 ひなた(2) 中学
ﾊﾗ ﾋﾅﾀ 赤穂中
春日 葉(3) 中学
ｶｽｶﾞ ﾐﾄﾞﾘ 赤穂中
坂下 鈴華(2) 中学
ｻｶｼﾀ ﾚｲｶ 箕輪中
北田 紗由季(2) 中学 欠場
ｷﾀﾀﾞ ｻﾕｷ 岡谷東部中

 1.60

3  7639

5 6  8022 XO XXX

 1.60

 1.80

4 2  8823 O XXX

3 1  8238 XO XXO XXX

 2.20

 2.40

2 4  8692 - O XO O XXX

- O XXX

記録 備考
1 5  8691 - - -

2m00 2m20 2m40 2m60 2m80 2m90

中学女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m60 1m80

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

女子

棒高跳              

決勝

備考1m80 2m00 2m20所属名 記録2m902m40 2m60 2m80

O- - -1 3   254  2.80

2 1   466

XXXO O

Xr- O XO

O XXX

 2.20

3 2   465  1.80



決勝 5月3日 14:40

県新　　(KR )        1.81
県高校新(KR )        1.77
大会新  (GR )        1.65

長田 美羽(2) 高校
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 諏訪清陵高
田村 明日香(2) 高校
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 諏訪清陵高
池野 佳帆(2) 高校
ｲｹﾉ ｶﾎ 飯田高
今井 歌乃(3) 高校
ｲﾏｲ ｶﾉ 伊那弥生ヶ丘高
吉川 円香(2) 高校
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵高
山田 加奈(2) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷工高
瀧浪 麻愛(2) 高校
ﾀｷﾅﾐ ﾏｲ 下伊那農高

決勝 5月3日 13:00

県中学新(CR )        1.75
大会新  (GR )        1.54

千葉 琉莉(2) 中学
ﾁﾊﾞ ﾙﾘ 岡谷東部中
筒井 結貴(3) 中学
ﾂﾂｲ ﾕｷ 豊丘中
山科 志帆(2) 中学
ﾔﾏｼﾅ ｼﾎ 岡谷東部中
上村 文寧(2) 中学
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 伊那中
石倉 ゆうび(2) 中学
ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ 岡谷東部中
田村 優衣(2) 中学
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 茅野東部中
小池 理紗子(3) 中学
ｺｲｹ ﾘｻｺ 諏訪西中
小嶋 ちひろ(3) 中学
ｺｼﾞﾏ  ﾁﾋﾛ 春富中
代田 那菜(3) 中学
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 緑ヶ丘中
北原 舞香(3) 中学
ｷﾀﾊﾗ  ﾏｲｶ 春富中
宮澤 颯希(2) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｷ 伊那中
前里 咲耀(2) 中学
ﾏｴｻﾞﾄ ｻﾖ 緑ヶ丘中
奥原 緒美(3) 中学
ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ 長峰中
石崎 智紗(2) 中学
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 辰野中
三浦 ほのか(2) 中学
ﾐｳﾗ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘中
山本 結萌(3) 中学
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 豊丘中
小松 美沙季(2) 中学
ｺﾏﾂ ﾐｻｷ 諏訪西中
中谷 美玖(2) 中学
ﾅｶﾔ ﾐｸ 箕輪中
田中 蘭(3) 中学
ﾀﾅｶ ﾗﾝ 豊丘中
伊藤 涼音(2) 中学 記録なし
ｲﾄｳ  ｽｽﾞﾈ 春富中
唐澤明日香(2) 中学 記録なし
ｶﾗｻﾜ ｱｽｶ 辰野中

女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m35 1m40 備考1m25 1m30 1m45 1m50 1m53 1m56 1m59
1 7    81 - - - O O O XO XO XXX  1.56

2 5    80 - - - O O XXX  1.45

3 4   412 - O O O XO XXX  1.45

4 6   303 - - O XO XO XXX  1.45

5 2    77 O O XO O XXX  1.40

6 3  2062 - O O XO XXX  1.40

7 1   482 O O XXX  1.30

中学女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51 記録 備考
1 18  7663 - O O O O XXO XXO XO XXX  1.48

2 17  8545 - - - O O XXO XXO XXO XXX  1.48

3 20  7666 - O O XO O XO XXX  1.40

4 16  8090 - - O O O XXO XXX  1.40

5 15  7637 - O O XO O XXX  1.35

6 12  7870 - O O O XO XXX  1.35

7 14  7741 O O O XO XO XXX  1.35

8 9  8170 - O O XXO XXX  1.30

9 6  8595 O O O XXX  1.25

9 13  8174 - O O XXX  1.25

11 2  8096 XO O O XXX  1.25

12 8  8616 O O XO XXX  1.25

12 19  7856 O O XO XXX  1.25

14 3  7969 - O XXO XXX  1.25

15 7  8615 O O XXX  1.20

15 21  8541 O O - XXX  1.20

17 10  7745 XO O - XXX  1.20

18 5  8023 O XXX  1.15

18 11  8546 O XXX  1.15

1  8181 XXX

4  7970 XXX



決勝 5月3日 12:00

県新　　(KR )        6.41
県高校新(KR )        6.06
大会新  (GR )        5.61

宮澤 香音(2) 高校    X   5.00    X   5.15    X    X    5.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農高   +0.4   +2.2    +2.2
百瀬 果奈(3) 高校    X    X   4.90   4.78   4.95   4.95    4.95 
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那北高   +2.0   +1.1   +1.8   +2.1    +1.8
長田 鼓美(2) 高校   4.67   4.71    X   4.77   4.89   4.76    4.89 
ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 伊那北高   +2.6   +1.2   +0.7   +1.1   +0.9    +1.1
酒井 美玲(2) 高校   4.80   4.76    X   4.56   4.59    X    4.80 
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 高遠高   +1.0   +0.4   +2.2   +2.1    +1.0
加藤 ほのか(3) 高校    X   4.68   4.79    X   4.78    X    4.79 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高   +1.2   +1.6   +1.5    +1.6
安田 弘江 一般   4.66    X   4.76   4.72   4.54   4.71    4.76 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.4   +1.9   +1.3   +1.5   +0.9    +1.9
北原 小遥(1) 高校    X    X   4.52    X   4.74    X    4.74 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉高   +1.8   -0.9    -0.9
三村 紗唯(1) 高校   4.29   4.15   4.22   4.08   4.13   4.08    4.29 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 諏訪清陵高   +0.8   +2.2   +1.2   +1.3   +0.4   +0.6    +0.8
竹村 菜々美(1) 高校   4.09    X   4.13    4.13 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 飯田高   +2.0   +0.2    +0.2
唐澤 純夏(3) 高校 欠場
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農高
小林 千紘(1) 高校 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高

女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -6- 記録-2- -3- -4-

3 5   271

4

備考
1 11   492

-5-

2 6   267

所属名 -1-

3   255

5 7   235

6 4     2

7 9   102

8 2  2048

9 1   407

8   232

10   103



決勝 5月3日  9:00

県中学新(CR )        5.74
大会新  (GR )        5.17

濵田 みなと(3) 中学   4.74   4.77   4.89   4.68   4.63   4.85    4.89 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 春富中   +2.1   +2.3   +2.4   +3.9   +2.3   +1.8    +2.4
大﨑 にこ(2) 中学   4.70    X   4.85   4.70   4.65   4.81    4.85 
ｵｵｻｷ ﾆｺ 伊那中   +0.2   +2.2   +1.1   +2.0   +2.4    +2.2
塩澤 舞(3) 中学   4.40   4.63    -   4.51    -    X    4.63 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.1   +2.3   +1.3    +2.3
小山 紗於里(1) 中学   4.61   4.43   4.38    X   4.55   4.56    4.61 
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 王滝中   +1.0   +3.0   +0.8   +0.9   +1.1    +1.0
丸茂 花愛(2) 中学   4.07   4.57   4.60   4.15   4.31   4.15    4.60 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 茅野東部中   +1.2   +0.8   +1.0   -0.5   +1.6   +2.5    +1.0
今村 実伶(3) 中学   4.47   4.39   4.22   4.53    X   4.55    4.55 
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 緑ヶ丘中   +1.2   +1.9   +1.4   +2.4   +0.5    +0.5
小倉 歩華(3) 中学    X   4.32   4.47   4.41   4.50   4.34    4.50 
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 上諏訪中   +0.4   +2.3   +1.7   +1.8   +0.4    +1.8
大木 結月(3) 中学    X   4.50    X   4.39   4.28   4.42    4.50 
ｵｵｷ ﾕﾂﾞｷ 南箕輪中   +0.5   +1.1   +1.9   +1.1    +0.5
市川 紗菜(1) 中学   4.26   4.39   3.97    4.39 
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +1.8   +0.7   -1.5    +0.7
舟橋 里紗(3) 中学    X    X   4.36    4.36 
ﾌﾅﾊﾞｼ ﾘｻ 辰野中   +1.4    +1.4
向山 飛鳥(2) 中学   4.24   4.07   4.30    4.30 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 箕輪中   +1.7   +3.0   +1.2    +1.2
松下 陽音(3) 中学   4.16   4.14   4.30    4.30 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森中   +0.1   +3.2   +0.7    +0.7
埋橋 凜(3) 中学   4.20   4.03   3.93    4.20 
ｳｽﾞﾊｼ  ﾘﾝ 春富中   +0.4   +1.5   +3.2    +0.4
小日向 慧(2) 中学   4.19   3.96   4.01    4.19 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中   +1.0   +0.8   +1.1    +1.0
内川 穂乃佳(3) 中学   4.15   4.14   4.13    4.15 
ｳﾁｶﾜ ﾎﾉｶ 岡谷西部中   -0.4   +1.8   +0.5    -0.4
箱田 真奈美(2) 中学   4.15    X    X    4.15 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 長峰中   +0.8    +0.8
高林 あんり(3) 中学   3.93   3.98   4.04    4.04 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属中   +0.7   +0.8   +0.4    +0.4
宮澤 ありさ(3) 中学   3.84   4.00   3.93    4.00 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中   -0.2   +1.7   +2.9    +1.7
城倉 風花(2) 中学    X   3.71   3.99    3.99 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ 伊那東部中   +1.9   +2.3    +2.3
小松 志緒(2) 中学    X    X   3.83    3.83 
ｺﾏﾂ ｼｵ 清陵附属中   +3.0    +3.0
田口 澄香(2) 中学   3.73   3.82   3.71    3.82 
ﾀｸﾞﾁ ｽﾐｶ 上諏訪中   +0.8   +1.4   +2.9    +1.4
小島 彩奈(3) 中学   3.79   3.75   3.53    3.79 
ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 長峰中   +1.1   +0.8   +1.8    +1.1
青木 音乃(2) 中学   3.53   3.71    O    3.71 
ｱｵｷ ﾉﾉ 岡谷東部中   +1.3   +0.6    +0.6
外山 優(2) 中学   3.57   3.69   3.57    3.69 
ﾄﾔﾏ ﾕｳ 岡谷西部中   +0.8   +1.7   +1.8    +1.7
梶間 理預(2) 中学   3.68    X    X    3.68 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 高森中   +1.1    +1.1
中村 夏鈴(1) 中学    X    O   3.63    3.63 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +2.2    +2.2
栖村 友希(2) 中学    X   3.51   3.62    3.62 
ｽﾑﾗ ﾕｷ 王滝中   +1.7   +1.6    +1.6
瀬戸はるな(2) 中学   3.58    X    O    3.58 
ｾﾄ ﾊﾙﾅ 辰野中   +0.2    +0.2
北澤 遥香(2) 中学   3.50    O   3.55    3.55 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 諏訪西中   +0.4   +1.5    +1.5
新村 唯乃(2) 中学    X    X    X 記録なし
ﾆｲﾑﾗ ﾕｲﾉ 緑ヶ丘中

中学女子

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

走幅跳              

決勝

備考
1 30  8173

-5- -6- 記録

2 27  8092

-2- -3- -4-所属名 -1-順位 試技

3 28  8631

4 22  6339

5 25  7872

6 29  8601

7 17  7716

8 24  8050

9 19     4

10 15  7966

11 23  8017

12 18  8386

13 26  8169

14 16  8019

15 14  7582

16 21  7847

17 20  7940

18 13  7942

19 3  8145

20 9  7944

21 12  7718

22 8  7840

23 4  7645

24 6  7563

25 11  8388

26 7  8625

27 2  6338

28 1  7975

29 5  7746

10  8614



決勝 5月3日 15:00

県新　　(KR )       13.10
県高校新(KR )       12.40
大会新  (GR )       12.22

吉村 葵(2) 高校  10.70   9.55    -  10.63    -  10.54   10.70 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 岡谷東高   +1.8   +0.9   +0.9   -0.1    +1.8
宮澤 香音(2) 高校  10.27  10.53  10.66  10.42   9.58  10.54   10.66 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農高   +0.3   +1.1   +1.4   +1.5   +0.3   +1.7    +1.4
篠原 さくら(2) 高校    X  10.05  10.51  10.24    -  10.39   10.51 
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東高   +0.8   +2.3   +0.8   +1.9    +2.3
西澤 香 一般    X    X    X  10.29  10.49  10.32   10.49 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.3   +1.3   +0.9    +1.3
小久保 茉耶(3) 高校   9.78   9.90  10.02   9.87  10.00   9.95   10.02 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 飯田高   +0.5   +2.0   +1.7   +1.5   +0.3   +0.6    +1.7
星野 陽花里(2) 高校    X    X   9.90    X    -   9.97    9.97 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北高   +0.5   +1.2    +1.2
唐澤 純夏(3) 高校 欠場
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農高

7   232

5 1   415

6 2   270

3 3   142

4 4     3

1 5   144
-5-

2 6   492

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

三段跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月3日 12:40

県新　　(KR )       13.70
県高校新(KR )       13.65
大会新  (GR )       11.53

櫻本 奈々(3) 高校
ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ 岡谷工高

決勝 5月3日 12:40

県中学新(CR )       13.55
大会新  (GR )       12.75

倉田 紗優加(3) 中学
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪中
小池 明日美(2) 中学
ｺｲｹ ｱｽﾐ 長峰中
並木 愛佳(3) 中学
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 長峰中
河口 桜奈(3) 中学
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ 王滝中
井澤 夏帆(3) 中学
ｲｻﾜ ｶﾎ 箕輪中
城村 はな(2) 中学
ｼﾛﾑﾗ ﾊﾅ 伊那東部中
宮原 彩菜(2) 中学
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾔﾅ 辰野中
日原 穂香(3) 中学
ﾋﾊﾗ ﾎﾉｶ 箕輪中
畔上 陽菜(2) 中学
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 長峰中
上嶋 美羽(3) 中学
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｳ 開成中
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
城倉 涼花(2) 中学
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那東部中
花岡 澄珠(2) 中学
ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ 岡谷西部中
竹内 果歩(2) 中学
ﾀｹｳﾁ ｶﾎ 飯田高陵中
前島 梨那(2) 中学
ﾏｴｼﾏ ﾘﾅ 富士見中
宮澤 颯希(2) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｷ 伊那中
松田 陽夏(2) 中学
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾂ 辰野中
松﨑 祥歩(2) 中学
ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾎ 辰野中
吉村 千都子(3) 中学 欠場
ﾖｼﾑﾗ ﾁﾂﾞｺ 伊那東部中
小山 紗於里(1) 中学 欠場
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 王滝中
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-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

 7.52  7.52   -   8.28 1 1  2061  8.28  8.22  8.24



決勝 5月3日 10:40

県新　　(KR )       45.73
県高校新(KR )       44.69
大会新  (GR )       40.04

坂井 美藍(3) 高校
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘高
永井 佑佳(3) 高校
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｶ 東御清翔高
櫻本 奈々(3) 高校
ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ 岡谷工高
藤田 萌愛(3) 高校
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘高
小松 葉月(3) 高校
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 赤穂高
若林 咲理菜(3) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 上伊那農高
堀内 希優(2) 高校
ﾎﾘｳﾁ ｷﾕｳ 東御清翔高
瀧浪 麻愛(2) 高校
ﾀｷﾅﾐ ﾏｲ 下伊那農高
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-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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 5月3日 14:40

県新　　(KR )       57.17
県高校新(KR )       50.93
大会新  (GR )       45.10

小松 葉月(3) 高校
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 赤穂高
有賀 琳瑚(2) 高校
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷東高
藤田 萌愛(3) 高校
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘高
北沢 莉沙(2) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｻ 下伊那農高
小林 菜月(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田高
太田 静流(3) 高校
ｵｵﾀ ｼｽﾞﾙ 下伊那農高
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  X   O   O  27.33 
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-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-
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