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南東 0.2

0.3
9：00 晴れ 31.1 51 北 0.49/5(土)
8：20 晴れ 29.6 63 東

10：00 晴れ 33.5 46

■ 気象状況
月 日 時 刻 天 候 気 温 ℃ 湿 度 ％ 風 向 風 速 m/s

中学女子 ２０００ｍ 6分44秒57 真柴 愛里(1) 春富中
中学男子 ３０００ｍ 9分12秒22 南澤 道大(2) 赤穂中

女子 ３０００ｍ 10分35秒88 瀬戸 郁美(3) 伊那西高
男子 ３０００ｍ 8分49秒07 瀬戸 雅史(1) 上伊那農高

備考

男子 ５０００ｍ 14分45秒99 高梨 良介 トーハツ 　

総 務 桐山 勝次
記録情報主任 竹内 秀樹

■ この大会で新設された種目
クラス 種目 記録 氏名(学年) 所属

主 管 上伊那陸上競技協会
後 援 伊那市教育委員会　　上伊那広域連合
審 判 長 酒井 剛

期 日 令和２年９月５日（土）　午前８時２０分　競技開始
会 場 伊那市陸上競技場（競技場コード：172030）
主 催 上伊那陸上競技協会　　伊那市　　伊那市スポーツ協会陸上部

大会コード：20170539

第1回 上伊那ディスタンストライアル

兼 第67回 伊那市民体育祭

記 録 集



第1回上伊那ディスタンストライアル 兼 第67回伊那市民体育祭                       
　主催：上伊那陸上競技協会／伊那市／伊那市スポーツ協会陸上部                    
　後援：伊那市教育委員会／上伊那広域連合                                        

決勝記録一覧表
男  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
09/05 男子 瀬戸 雅史(1) 8,49.07 菅沼 蒼太(2) 8,50.78 竹内 柊哉(1) 8,58.94 出澤 周大(2) 9,14.61 丸山 卓治(3) 9,22.38 瀧澤 健斗(2) 9,27.23 大場 晴仁(2) 9,37.21 上島 通成 10,01.36

３０００ｍ 上伊那･上伊那農高 上伊那･上伊那農高 上伊那･上伊那農高 伊那市･伊那北高 上伊那･上伊那農高 上伊那･上伊那農高 上伊那･上伊那農高 上伊那･上伊那陸協
09/05 高梨 良介 14,45.99 山川 拓馬(2) 14,48.12 日野 志朗 15,01.24 宮下 晴貴 15,12.10 羽場 圭汰(3) 15,17.66 奥原 謙一 16,09.40 鈴木 昌幸 16,12.02 樋口 正晃 16,13.57

５０００ｍ 上伊那･ﾄｰﾊﾂ 上伊那･上伊那農高 上伊那･上伊那陸協 上伊那･上伊那陸協 上伊那･上伊那農高 伊那市･上伊那陸協 伊那市･上伊那陸協 上伊那･上伊那陸協
09/05 中学男子 南澤 道大(2) 9,12.22 中村 元紀(3) 9,30.01 堀田 匠和(3) 9,39.63 大槻 心(2) 9,44.56 中野 聡太(3) 9,47.99 小木曽 翔太(3) 9,56.90 小松 真優(3) 10,20.23 保科 陽斗(2) 10,29.14

３０００ｍ 上伊那･赤穂中 上伊那･赤穂中 上伊那･赤穂中 上伊那･箕輪中 上伊那･駒ヶ根東中 上伊那･駒ヶ根東中 伊那市･高遠中 上伊那･宮田中

女  子
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/05 女子 瀬戸 郁美(3) 10,35.88 佐々木 夏海(3) 10,46.47 松田 楓(1) 12,01.17

３０００ｍ 伊那市･伊那西高 伊那市･伊那西高 上伊那･上伊那農高
09/05 中学女子 真柴 愛里(1) 6,44.57 坂元 唯花(1) 6,48.42 唐澤 愛佳(3) 7,06.87 片桐 小春(1) 7,12.09 戸枝 くるみ(3) 7,15.40 田畑 陽菜(1) 7,25.95 武村 美尋(2) 7,34.57 前田 未羽(2) 7,37.37

２０００ｍ 伊那市･春富中 上伊那･辰野中 上伊那･駒ヶ根東中 上伊那･駒ヶ根東中 上伊那･駒ヶ根東中 伊那市･春富中 上伊那･箕輪中 伊那市･伊那東部中



決勝 9月5日 10:00

県新    (KR )     7,54.68
県高校新          8,05.82

 1 瀬戸 雅史(1) 上伊那   8,49.07 
ｾﾄ ﾏｻｼ 上伊那農高

 2 菅沼 蒼太(2) 上伊那   8,50.78 
ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 上伊那農高

 3 竹内 柊哉(1) 上伊那   8,58.94 
ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 上伊那農高

 4 出澤 周大(2) 伊那市   9,14.61 
ﾃﾞｻﾜ ｼｭｳﾀ 伊那北高

 5 丸山 卓治(3) 上伊那   9,22.38 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 上伊那農高

 6 瀧澤 健斗(2) 上伊那   9,27.23 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上伊那農高

 7 大場 晴仁(2) 上伊那   9,37.21 
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 上伊那農高

 8 上島 通成 上伊那  10,01.36 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾁﾅﾘ 上伊那陸協

 9 宮澤 夏樹(2) 上伊那  10,04.68 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 上伊那農高

10 大橋 優生(1) 上伊那  10,36.42 
ｵｵﾊｼ ﾕｳｾｲ 上伊那農高

11 田中 惠介(1) 上伊那  11,09.37 
ﾀﾅｶ  ｹｲｽｹ 駒ヶ根工高
鈴木 駿平(3) 上伊那
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那農高

男子

３０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   356

11   349

8   362

3   396

7   338

6   347

2   350

5   105

10   351

4   357

1   507

12   339
欠場



決勝 9月5日  8:20

県新             13,20.80
県高校新         13,45.23

 1 高梨 良介 上伊那  14,45.99 
ﾀﾅｶｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 2 山川 拓馬(2) 上伊那  14,48.12 
ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 上伊那農高

 3 日野 志朗 上伊那  15,01.24 
ﾋﾉ ｼﾛｳ 上伊那陸協

 4 宮下 晴貴 上伊那  15,12.10 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 上伊那陸協

 5 羽場 圭汰(3) 上伊那  15,17.66 
ﾊﾊﾞ ｹｲﾀ 上伊那農高

 6 奥原 謙一 伊那市  16,09.40 
ｵｸﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 上伊那陸協

 7 鈴木 昌幸 伊那市（一  16,12.02 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 上伊那陸協

 8 樋口 正晃 上伊那  16,13.57 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那陸協

 9 河西 希隆(3) 上伊那  16,28.71 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 赤穂高
伊藤 康孝 伊那市
ｲﾄｳ  ﾔｽﾀｶ 上伊那陸協

男子

５０００ｍ          

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.

7   348

9   101

8   104

2   106

1   103

3   343

6   107

10   108

4   102
途中棄権

5   472



決勝 9月5日  8:45

県中学新          8,30.96

[ 1組] [ 2組]

 1 南澤 道大(2) 上伊那   9,12.22  1 下島 凌空(1) 上伊那  10,53.01 
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 赤穂中 ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｸ 赤穂中

 2 中村 元紀(3) 上伊那   9,30.01  2 赤羽 倖輔(2) 上伊那  11,03.77 
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 赤穂中 ｱｶﾊﾈ ｺｳｽｹ 箕輪中

 3 堀田 匠和(3) 上伊那   9,39.63  3 入谷 星穂(1) 上伊那  11,12.02 
ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ 赤穂中 ｲﾘﾔ ｼｵﾝ 赤穂中

 4 大槻 心(2) 上伊那   9,44.56  4 青木 颯(3) 上伊那  11,17.45 
ｵｵﾂｷ ｼﾝ 箕輪中 ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 駒ヶ根東中

 5 中野 聡太(3) 上伊那   9,47.99  5 松井 優志(2) 伊那市  11,20.37 
ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 駒ヶ根東中 ﾏﾂｲ ﾕｳｼ 伊那東部中

 6 小木曽 翔太(3) 上伊那   9,56.90  6 六波羅 歩(2) 伊那市  11,21.74 
ｵｷﾞｿ ｼｮｳﾀ 駒ヶ根東中 ﾛｸﾊﾗ ｱﾕﾑ 春富中

 7 小松 真優(3) 伊那市  10,20.23  7 青木 勇和(1) 上伊那  11,43.97 
ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 高遠中 ｱｵｷ ﾕｳﾜ 宮田中

 8 保科 陽斗(2) 上伊那  10,29.14  8 北原 快聖(2) 上伊那  11,45.52 
ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 宮田中 ｷﾀﾊﾗ ｶｲｾｲ 駒ヶ根東中

 9 矢澤 秀成(2) 上伊那  10,33.90  9 深谷 稲生(2) 上伊那  11,51.40 
ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 赤穂中 ﾌｶﾔ ﾄｷ 駒ヶ根東中

10 大森 瑛稀(2) 伊那市  10,36.35 10 三島 颯斗(2) 伊那市  12,05.95 
ｵｵﾓﾘ ｴｲｷ 伊那東部中 ﾐｼﾏ ﾊﾔﾄ 伊那東部中

11 玉木 輝(1) 上伊那  10,36.93 11 福澤 一真(1) 伊那市  12,10.44 
ﾀﾏｷ ﾋｶﾙ 赤穂中 ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 伊那東部中

12 渋谷 悠斗(1) 上伊那  10,39.66 12 仁平 優太(3) 上伊那  12,17.07 
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 赤穂中 ﾆﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾀ 駒ヶ根東中

13 西澤 岳大(2) 上伊那  10,46.42 13 宮澤 太地(3) 上伊那  12,30.82 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 宮田中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 駒ヶ根東中

14 高見 渉大(2) 伊那市  10,49.70 福澤 栄暉(3) 上伊那
ﾀｶﾐ ｼｮｳﾀ 伊那東部中 ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲｷ 駒ヶ根東中

15 清水 應佑(1) 上伊那  10,49.81 倉田 晃輔(2) 上伊那
ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ 赤穂中 ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 南箕輪中

16 中林 優(2) 上伊那  10,50.63 木下 斎滉(2) 上伊那
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 箕輪中 ｷﾉｼﾀ ｲｯｺｳ 駒ヶ根東中

[ 3組]

 1 澁谷 晃太(1) 上伊那  11,40.42 
ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中

 2 根橋 諒介(2) 上伊那  11,46.81 
ﾈﾊﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中

 3 伊東 柊哉(2) 伊那市  11,47.32 
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 伊那東部中

 4 橋場 佑大(1) 伊那市  11,49.65 
ﾊｼﾊﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 伊那東部中

 5 北原 弥真斗(1) 伊那市  11,51.81 
ｷﾀﾊﾗ ﾔﾏﾄ 伊那東部中

 6 井口 航希(1) 上伊那  12,01.75 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｷ 箕輪中

 7 北澤 広葉(2) 伊那市  12,09.86 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳﾖｳ 伊那東部中

 8 平澤 澪音(2) 伊那市  12,20.98 
ﾋﾗｻﾜ ﾚｵﾝ 伊那東部中

 9 城間 功雅(1) 上伊那  12,34.15 
ｼﾛﾏ ｺｳｶﾞ 宮田中

10 行政 嶺(1) 上伊那  12,37.68 
ﾕｷﾏｻ ﾘｮｳ 宮田中

11 有賀 柾宗(2) 上伊那  13,21.68 
ｱﾙｶﾞ ﾏｻﾑﾈ 箕輪中

12 有賀 皓大(1) 上伊那  13,26.85 
ｱﾙｶﾞ ｺｳﾀﾞｲ 箕輪中

13 北原 朋弥(1) 上伊那  13,38.44 
ｷﾀﾊﾗ ﾄﾓﾔ 宮田中
井上 夏輝(1) 伊那市
ｲﾉｳｴ ﾅﾂｷ 伊那東部中
篠田 昊(2) 伊那市
ｼﾉﾀﾞ ｺｳ 伊那東部中

中学男子

３０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
15  8246

3  8234

9  8239

6  7990

4  8257

12  8256

11  8341

8  8212

1  8242

2  8107

7  8224

13  8221

10  8211

16  8102

5  8227

14  8004

No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  8226

3  8006

5  8225

10  8250

13  8106

15  8172

11  8902

6  8260

8  8262

7  8135

9  8121

14  8258

2  8254

4  8253
欠場

12  8054
欠場

16  8261
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  8264

10  7997

7  8112

13  8120

5  8125

6  8013

3  8109

15  8110

4  8217

12  8905

2  7995

8  8007

14  8215

1  8122
欠場

11  8101
欠場



   1 南澤 道大(2) 上伊那 赤穂中     9,12.22   1   1
   2 中村 元紀(3) 上伊那 赤穂中     9,30.01   1   2
   3 堀田 匠和(3) 上伊那 赤穂中     9,39.63   1   3
   4 大槻 心(2) 上伊那 箕輪中     9,44.56   1   4
   5 中野 聡太(3) 上伊那 駒ヶ根東中     9,47.99   1   5
   6 小木曽 翔太(3) 上伊那 駒ヶ根東中     9,56.90   1   6
   7 小松 真優(3) 伊那市 高遠中    10,20.23   1   7
   8 保科 陽斗(2) 上伊那 宮田中    10,29.14   1   8
   9 矢澤 秀成(2) 上伊那 赤穂中    10,33.90   1   9
  10 大森 瑛稀(2) 伊那市 伊那東部中    10,36.35   1  10
  11 玉木 輝(1) 上伊那 赤穂中    10,36.93   1  11
  12 渋谷 悠斗(1) 上伊那 赤穂中    10,39.66   1  12
  13 西澤 岳大(2) 上伊那 宮田中    10,46.42   1  13
  14 高見 渉大(2) 伊那市 伊那東部中    10,49.70   1  14
  15 清水 應佑(1) 上伊那 赤穂中    10,49.81   1  15
  16 中林 優(2) 上伊那 箕輪中    10,50.63   1  16
  17 下島 凌空(1) 上伊那 赤穂中    10,53.01   2   1
  18 赤羽 倖輔(2) 上伊那 箕輪中    11,03.77   2   2
  19 入谷 星穂(1) 上伊那 赤穂中    11,12.02   2   3
  20 青木 颯(3) 上伊那 駒ヶ根東中    11,17.45   2   4
  21 松井 優志(2) 伊那市 伊那東部中    11,20.37   2   5
  22 六波羅 歩(2) 伊那市 春富中    11,21.74   2   6
  23 澁谷 晃太(1) 上伊那 駒ヶ根東中    11,40.42   3   1
  24 青木 勇和(1) 上伊那 宮田中    11,43.97   2   7
  25 北原 快聖(2) 上伊那 駒ヶ根東中    11,45.52   2   8
  26 根橋 諒介(2) 上伊那 箕輪中    11,46.81   3   2
  27 伊東 柊哉(2) 伊那市 伊那東部中    11,47.32   3   3
  28 橋場 佑大(1) 伊那市 伊那東部中    11,49.65   3   4
  29 深谷 稲生(2) 上伊那 駒ヶ根東中    11,51.40   2   9
  30 北原 弥真斗(1) 伊那市 伊那東部中    11,51.81   3   5
  31 井口 航希(1) 上伊那 箕輪中    12,01.75   3   6
  32 三島 颯斗(2) 伊那市 伊那東部中    12,05.95   2  10
  33 北澤 広葉(2) 伊那市 伊那東部中    12,09.86   3   7
  34 福澤 一真(1) 伊那市 伊那東部中    12,10.44   2  11
  35 仁平 優太(3) 上伊那 駒ヶ根東中    12,17.07   2  12
  36 平澤 澪音(2) 伊那市 伊那東部中    12,20.98   3   8
  37 宮澤 太地(3) 上伊那 駒ヶ根東中    12,30.82   2  13
  38 城間 功雅(1) 上伊那 宮田中    12,34.15   3   9
  39 行政 嶺(1) 上伊那 宮田中    12,37.68   3  10
  40 有賀 柾宗(2) 上伊那 箕輪中    13,21.68   3  11
  41 有賀 皓大(1) 上伊那 箕輪中    13,26.85   3  12
  42 北原 朋弥(1) 上伊那 宮田中    13,38.44   3  13

中学男子

３０００ｍ          

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
 8246
 8234
 8239
 7990
 8257
 8256
 8341
 8212
 8242
 8107
 8224
 8221
 8211
 8102
 8227
 8004
 8226
 8006
 8225
 8250
 8106
 8172
 8264
 8902
 8260
 7997
 8112
 8120
 8262
 8125
 8013
 8135
 8109

 7995
 8007
 8215

 8121
 8258
 8110
 8254
 8217
 8905



決勝 9月5日  9:40

県新              9,00.50
県高校新          9,01.36

 1 瀬戸 郁美(3) 伊那市  10,35.88 
ｾﾄ ｲｸﾐ 伊那西高

 2 佐々木 夏海(3) 伊那市  10,46.47 
ｻｻｷ ﾅﾂﾐ 伊那西高

 3 松田 楓(1) 上伊那  12,01.17 
ﾏﾂﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 上伊那農高
小林 稚奈(1) 上伊那
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 上伊那農高

女子

３０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   321

4   325

3   245

1   231
欠場



決勝 9月5日 10:15

県中学新          6,13.04

[ 1組] [ 2組]

 1 真柴 愛里(1) 伊那市   6,44.57  1 中原 芽久(1) 伊那市   8,05.59 
ﾏｼﾞﾊﾞ ｱｲﾘ 春富中 ﾅｶﾊﾗ ﾒｸﾞ 春富中

 2 坂元 唯花(1) 上伊那   6,48.42  2 春日 心音(1) 伊那市   8,07.05 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野中 ｶｽｶﾞ ｺｺﾈ 伊那東部中

 3 唐澤 愛佳(3) 上伊那   7,06.87  3 中林 杏樹(2) 上伊那   8,08.51 
ｶﾗｻﾜ ｱｲｶ 駒ヶ根東中 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 箕輪中

 4 片桐 小春(1) 上伊那   7,12.09  4 岡 美来(1) 上伊那   8,09.42 
ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾊﾙ 駒ヶ根東中 ｵｶ ﾐﾗｲ 箕輪中

 5 戸枝 くるみ(3) 上伊那   7,15.40  5 瀧澤 ひより(2) 上伊那   8,16.71 
ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 駒ヶ根東中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 宮田中

 6 田畑 陽菜(1) 伊那市   7,25.95  6 千村 桜子(1) 上伊那   8,16.78 
ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾅ 春富中 ﾁﾑﾗ ｻｸﾗｺ 宮田中

 7 武村 美尋(2) 上伊那   7,34.57  7 宇都宮 愛香(1) 上伊那   8,16.81 
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪中 ｳﾂﾉﾐﾔ ｱｲｶ 宮田中

 8 前田 未羽(2) 伊那市   7,37.37  8 垂水 紫希(2) 伊那市   8,35.53 
ﾏｴﾀﾞ ﾐｳ 伊那東部中 ﾀﾚﾐｽﾞ ｼｷ 伊那東部中

 9 善積 結花(2) 上伊那   7,37.58  9 羽柴 りえ(1) 上伊那   8,36.96 
ﾖｼﾂﾞﾐ ﾕｳｶ 駒ヶ根東中 ﾊｼﾊﾞ ﾘｴ 駒ヶ根東中

10 小林 ここね(2) 上伊那   7,43.83 10 吉瀬 美優羽(2) 上伊那   9,10.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾈ 駒ヶ根東中 ｷｾ ﾐﾕｳ 宮田中

11 柴 由衣(3) 上伊那   7,44.02 11 田中 菜々美(1) 上伊那   9,42.29 
ｼﾊﾞ ﾕｲ 箕輪中 ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ 箕輪中

12 北原 柑那(3) 伊那市   7,48.31 12 星野 水澪(1) 上伊那  10,05.53 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾝﾅ 伊那東部中 ﾎｼﾉ ﾐｵ 宮田中
伊藤 希美(2) 伊那市 吉澤 愛(1) 上伊那
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 伊那東部中 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｲ 箕輪中
増田 莉彩(2) 上伊那
ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ 宮田中

   1 真柴 愛里(1) 伊那市 春富中     6,44.57   1   1
   2 坂元 唯花(1) 上伊那 辰野中     6,48.42   1   2
   3 唐澤 愛佳(3) 上伊那 駒ヶ根東中     7,06.87   1   3
   4 片桐 小春(1) 上伊那 駒ヶ根東中     7,12.09   1   4
   5 戸枝 くるみ(3) 上伊那 駒ヶ根東中     7,15.40   1   5
   6 田畑 陽菜(1) 伊那市 春富中     7,25.95   1   6
   7 武村 美尋(2) 上伊那 箕輪中     7,34.57   1   7
   8 前田 未羽(2) 伊那市 伊那東部中     7,37.37   1   8
   9 善積 結花(2) 上伊那 駒ヶ根東中     7,37.58   1   9
  10 小林 ここね(2) 上伊那 駒ヶ根東中     7,43.83   1  10
  11 柴 由衣(3) 上伊那 箕輪中     7,44.02   1  11
  12 北原 柑那(3) 伊那市 伊那東部中     7,48.31   1  12
  13 中原 芽久(1) 伊那市 春富中     8,05.59   2   1
  14 春日 心音(1) 伊那市 伊那東部中     8,07.05   2   2
  15 中林 杏樹(2) 上伊那 箕輪中     8,08.51   2   3
  16 岡 美来(1) 上伊那 箕輪中     8,09.42   2   4
  17 瀧澤 ひより(2) 上伊那 宮田中     8,16.71   2   5
  18 千村 桜子(1) 上伊那 宮田中     8,16.78   2   6
  19 宇都宮 愛香(1) 上伊那 宮田中     8,16.81   2   7
  20 垂水 紫希(2) 伊那市 伊那東部中     8,35.53   2   8
  21 羽柴 りえ(1) 上伊那 駒ヶ根東中     8,36.96   2   9
  22 吉瀬 美優羽(2) 上伊那 宮田中     9,10.36   2  10
  23 田中 菜々美(1) 上伊那 箕輪中     9,42.29   2  11
  24 星野 水澪(1) 上伊那 宮田中    10,05.53   2  12

 8194
 8012
 8205

 8009
 8200
 8206
 8203
 8112
 8263

 8252
 8026
 8143
 8184
 8119
 7994

 8259
 8282
 8187
 8002
 8101
 8255

備考 組 順位
 8182
 7962
 8283

欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録

6  8205

13  8007

4  8194

5  8012

12  8112

1  8263

8  8206

9  8203

11  8009

2  8200

10  8119

3  7994

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  8184

1  8103
途中棄権

9  8193
途中棄権

7  8026

3  8143

6  8255

4  8252

11  8002

13  8101

2  8282

10  8187

8  8283

14  8259

12  8182

5  7962

中学女子

２０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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