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2021年度 第1回上伊那トライアル                                                  
　主催：上伊那陸上競技協会                                                      

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
05/03 女子 埋橋 凜(2) 29.00 今井 遥香(3) 29.12 山田 優芽(2) 29.28 尾戸 美柚(3) 29.29 堀内 遥加(3) 29.38 飯島 莉紗(3) 29.46 中嶋 珠久(3) 29.48 中野 ことは(2) 29.55

２００ｍ 高校･伊那西高 中学･箕輪中 高校･伊那西高 中学･辰野中 中学･箕輪中 高校･伊那西高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･駒ヶ根東中
05/03 守屋 有彩(2) 2,26.33 真柴 萌菜(2) 2,29.58 中野 ことは(2) 2,30.34 小川 美紗(1) 2,31.79 森 ほのか(3) 2,32.70 森脇 光砂(2) 2,35.82 北澤 柊花(2) 2,36.31 宮澤 和(1) 2,37.66

８００ｍ 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那北高 中学･駒ヶ根東中 中学･赤穂中 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那西高 中学･赤穂中 中学･赤穂中
05/03 中村 柚音(3) 4,50.78 坂本 唯花(2) 5,12.09 平松 愛純(3) 5,13.08 滝沢 初寧(2) 5,18.86 前田 未羽(3) 5,23.46 小幡 ひまり(2) 5,23.87 荻原 真柚(1) 5,31.94 善積 結花(3) 5,32.37

１５００ｍ 高校･伊那西高 中学･辰野中 高校･伊那西高 高校･伊那西高 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･箕輪中 中学･駒ヶ根東中
05/03  -1.0田中 風紗音(2) 16.93 田中 海羽(2) 17.89

100mH(0.838m) 一般･信州大 高校･伊那西高
05/03 梶谷 はる(2) 1.34 竹之内 史織(3) 1.31 掛川 風保(3) 1.28 廣瀬 美春(2) 1.22 湯澤 愛夏(2) 1.22 髙橋 希(3) 1.19 濵島 朱里(3) 1.13 加藤 凪紗(3) 1.13

走高跳 中学･宮田中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･宮田中 中学･宮田中 中学･箕輪中 中学･春富中 中学･春富中
05/03 伊藤 心美(3) 4.20(-0.1) 三澤 琴(3) 4.18(-0.1) 埋橋 凜(2) 4.16(0.0) 福澤さくら(3)4.12(-1.7) 城倉 風花(1) 4.05(+2.6) 橋爪 万智(1) 3.83(-3.3) 百瀬 京香(3) 3.72(+1.4) 蟹澤 亜季(3) 3.58(+1.2)

走幅跳 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 高校･伊那西高 中学･伊那東部中 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･辰野中 中学･箕輪中
05/03 春富中       56.67 駒ヶ根東Ｂ       57.30 駒ヶ根東Ａ       59.98

４×１００ｍ 畠山 あゆみ(3) 久保田 紀嘉(2) 下平 明音(3)
山崎 愛菜(3) 中野 ことは(2) 小出 来海(2)
加藤 凪紗(3) 丸山 日彩(2) 竹村 沙葉(3)
田中 結羽(3) 藤井 珠代(2) 片桐 茉穂(3)

05/03 中学女子  -1.5福澤 さくら(3) 17.00 伊藤 凛花(3) 19.05 小木曽 史香(2) 19.35 梶谷 はる(2) 19.49 百瀬 京香(3) 20.07 廣瀬 美春(2) 21.74
100mH(0.762m) 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･辰野中 中学･宮田中 中学･辰野中 中学･宮田中

05/03 小学女子 原 梨珠(5) 2,42.64 小川 紗凪(5) 2,45.71 北原 風花(6) 2,53.21 宮澤 里衣(6) 2,56.36 権田 なほ(6) 2,59.96 吉澤 珠里(5) 3,01.05 菅家 千恵美(5) 3,05.68 福澤 唯色(4) 3,07.72
８００ｍ 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･駒ヶ根中沢RC 小学･中部小 小学･辰野西小 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･辰野東小陸上ｸﾗ 小学･伊那AC 小学･伊那AC

05/03  -0.5鈴木 芽依(5) 16.59 原 珊瑚(6) 21.79
８０ｍＨ 小学･西箕輪小 小学･西箕輪小

05/03 唐澤 千尋(6) 1.07
走高跳 小学･南箕輪小

05/03 小澤 美遥(6) 16.73
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･南箕輪小

05/03 小学4年女子 伊東 砂良(4) 16.70 伊東 綸(4) 16.78 渋谷 優心(4) 16.92 伊藤 真子(4) 16.97 太田 心陽(4) 17.13 宮澤 紅愛(4) 17.15 道端 絆菜(4) 17.35 小林 遥香(4) 17.68
１００ｍ 小学･中部小 小学･中部小 小学･伊那AC 小学･辰野東小陸上ｸﾗ 小学･伊那AC 小学･南箕輪小 小学･中部小 小学･辰野西小

05/03 小学5年女子 高木 穂菜実(5) 14.94 新山 美空(5) 15.26 宮入 にこ(5) 15.98 塩澤 茉莉(5) 16.10 松原 雅(5) 16.38 髙倉 瑞希(5) 16.57 小口 夏穂(5) 16.90 丸山 姫奈(5) 16.92
１００ｍ 小学･伊那AC 小学･ALF RC 小学･中部小 小学･赤穂小 小学･箕輪北小 小学･辰野西小 小学･中部小 小学･南箕輪小

05/03 小学6年女子  -1.2長岩 里桜(6) 14.24 福澤 琉色(6) 14.84 小林 穂香(6) 15.18 三澤 汐音(6) 15.82 小澤 芽流(6) 16.67 伊東 美咲(6) 19.12 繁田 梨(6) 19.27
１００ｍ 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･伊那AC 小学･辰野西小 小学･伊那AC 小学･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学･東春近小 小学･辰野西小



決勝 5月3日  9:05

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -0.4

 1 伊東 砂良(4) 小学     16.70  1 渋谷 優心(4) 小学     16.92 
ｲﾄｳ ｻﾗ 中部小 ｼﾌﾞﾔ ﾕﾅ 伊那AC

 2 太田 心陽(4) 小学     17.13  2 伊藤 真子(4) 小学     16.97 
ｵｵﾀ ﾐﾊﾙ 伊那AC ｲﾄｳ ﾏｺ 辰野東小陸上ｸﾗ

 3 小澤 結希乃(4) 小学     18.58  3 道端 絆菜(4) 小学     17.35 
ｵｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 南箕輪小 ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾊﾝﾅ 中部小

 4 松田 想來(4) 小学     18.78  4 小林 遥香(4) 小学     17.68 
ﾏﾂﾀﾞ ｿﾗ 中部小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 辰野西小

 5 下島 香那絵(4) 小学     18.95  5 村山 莉央奈(4) 小学     17.87 
ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾅｴ 中沢小 ﾑﾗﾔﾏ ﾘｵﾅ 南箕輪小

 6 小林 葵衣(4) 小学     18.96  6 北原 永華(4) 小学     18.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 中沢小 ｷﾀﾊﾗ ｴｲｶ 伊那北小

 7 木下 優(4) 小学     18.97  7 埋橋 初妃(4) 小学     18.92 
ｷﾉｼﾀ ﾕｳ 富県小 ｳｽﾞﾊｼ ﾊﾂﾞﾞｷ 富県小
篠崎 結曖(4) 小学
ｼﾉｻﾞｷ ﾕｱ 伊那北小

[ 3組] 風速 -0.9

 1 伊東 綸(4) 小学     16.78 
ｲﾄｳ ﾘﾝ 中部小

 2 宮澤 紅愛(4) 小学     17.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚｱ 南箕輪小

 3 林 杏理(4) 小学     17.71 
ﾊﾔｼ ｱﾝﾘ 伊那AC

 4 髙橋 桜(4) 小学     18.39 
ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ 赤穂東小

 5 垣内 優那(4) 小学     18.94 
ｶｷｳﾁ ﾕｳﾅ 辰野西小

 6 酒井 結菜(4) 小学     19.35 
ｻｶｲ ﾕｲﾅ 南箕輪小

 7 熊谷 瑠心(4) 小学     19.53 
ｸﾏｶﾞｲ ﾙｲｻ 伊那北小

   1 伊東 砂良(4) 小学 中部小     16.70 (-0.6)   1   1
   2 伊東 綸(4) 小学 中部小     16.78 (-0.9)   3   1
   3 渋谷 優心(4) 小学 伊那AC     16.92 (-0.4)   2   1
   4 伊藤 真子(4) 小学 辰野東小陸上ｸﾗ     16.97 (-0.4)   2   2
   5 太田 心陽(4) 小学 伊那AC     17.13 (-0.6)   1   2
   6 宮澤 紅愛(4) 小学 南箕輪小     17.15 (-0.9)   3   2
   7 道端 絆菜(4) 小学 中部小     17.35 (-0.4)   2   3
   8 小林 遥香(4) 小学 辰野西小     17.68 (-0.4)   2   4
   9 林 杏理(4) 小学 伊那AC     17.71 (-0.9)   3   3
  10 村山 莉央奈(4) 小学 南箕輪小     17.87 (-0.4)   2   5
  11 北原 永華(4) 小学 伊那北小     18.21 (-0.4)   2   6
  12 髙橋 桜(4) 小学 赤穂東小     18.39 (-0.9)   3   4
  13 小澤 結希乃(4) 小学 南箕輪小     18.58 (-0.6)   1   3
  14 松田 想來(4) 小学 中部小     18.78 (-0.6)   1   4
  15 埋橋 初妃(4) 小学 富県小     18.92 (-0.4)   2   7
  16 垣内 優那(4) 小学 辰野西小     18.94 (-0.9)   3   5
  17 下島 香那絵(4) 小学 中沢小     18.95 (-0.6)   1   5
  18 小林 葵衣(4) 小学 中沢小     18.96 (-0.6)   1   6
  19 木下 優(4) 小学 富県小     18.97 (-0.6)   1   7
  20 酒井 結菜(4) 小学 南箕輪小     19.35 (-0.9)   3   6
  21 熊谷 瑠心(4) 小学 伊那北小     19.53 (-0.9)   3   7

小学4年女子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
8   207

5   189

3   108

4   208

1   222

2   155

7   144

6   127
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   190

4   170

7   212

8   118

6   109

5   131

2   146

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   211

2   103

3   193

6   149

7   116

8   102

5   130

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
  207
  211
  190
  170
  189
  103
  212
  118
  193
  109
  131
  149
  108
  208
  146
  116
  222
  155
  144
  102
  130



決勝 5月3日  8:55

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -1.4

 1 塩澤 茉莉(5) 小学     16.10  1 新山 美空(5) 小学     15.26 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏﾘ 赤穂小 ｱﾗﾔﾏ ﾐｸ ALF RC

 2 松原 雅(5) 小学     16.38  2 髙倉 瑞希(5) 小学     16.57 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾔﾋﾞ 箕輪北小 ﾀｶｸﾗ ﾐﾂﾞｷ 辰野西小

 3 小平 麻里愛(5) 小学     17.25  3 小口 夏穂(5) 小学     16.90 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾘｱ 辰野西小 ｵｸﾞﾁ ﾅﾂﾎ 中部小

 4 下島 瑚雪(5) 小学     17.28  4 丸山 姫奈(5) 小学     16.92 
ｼﾓｼﾞﾏ ｺﾕｷ 中沢小 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾅ 南箕輪小

 5 雨宮 実花(5) 小学     18.00  5 小池 歩栞(5) 小学     17.66 
ｱﾒﾐﾔ ﾐｶ 西箕輪小 ｺｲｹ ｱﾕｶ 東春近小
富田 夢叶(5) 小学  6 三木心音(5) 小学     17.99 
ﾄﾐﾀ ﾕﾒｶ 辰野西小 ﾐｷ ｺｺﾈ 箕輪北小

[ 3組] 風速 -2.4

 1 高木 穂菜実(5) 小学     14.94 
ﾀｶｷﾞ ﾎﾅﾐ 伊那AC

 2 宮入 にこ(5) 小学     15.98 
ﾐﾔｲﾘ ﾆｺ 中部小

 3 宮坂 莉奈(5) 小学     17.47 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾅ 赤穂小

 4 有賀 碧衣(5) 小学     17.97 
ｱﾙｶﾞ ｱｵｲ 辰野西小

 5 瀧本 七稀(5) 小学     18.80 
ﾀｷﾓﾄ ﾅﾅｷ 赤穂東小

   1 高木 穂菜実(5) 小学 伊那AC     14.94 (-2.4)   3   1
   2 新山 美空(5) 小学 ALF RC     15.26 (-1.4)   2   1
   3 宮入 にこ(5) 小学 中部小     15.98 (-2.4)   3   2
   4 塩澤 茉莉(5) 小学 赤穂小     16.10 (-1.3)   1   1
   5 松原 雅(5) 小学 箕輪北小     16.38 (-1.3)   1   2
   6 髙倉 瑞希(5) 小学 辰野西小     16.57 (-1.4)   2   2
   7 小口 夏穂(5) 小学 中部小     16.90 (-1.4)   2   3
   8 丸山 姫奈(5) 小学 南箕輪小     16.92 (-1.4)   2   4
   9 小平 麻里愛(5) 小学 辰野西小     17.25 (-1.3)   1   3
  10 下島 瑚雪(5) 小学 中沢小     17.28 (-1.3)   1   4
  11 宮坂 莉奈(5) 小学 赤穂小     17.47 (-2.4)   3   3
  12 小池 歩栞(5) 小学 東春近小     17.66 (-1.4)   2   5
  13 有賀 碧衣(5) 小学 辰野西小     17.97 (-2.4)   3   4
  14 三木心音(5) 小学 箕輪北小     17.99 (-1.4)   2   6
  15 雨宮 実花(5) 小学 西箕輪小     18.00 (-1.3)   1   5
  16 瀧本 七稀(5) 小学 赤穂東小     18.80 (-2.4)   3   5

  154
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  115
  174
  132

  124
  175
  119
  214
  223
  112

備考 組 順位
  188
  182
  215

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

6   152
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小学5年女子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 5月3日  8:50

風速 -1.2

 1 長岩 里桜(6) 小学     14.24 
ﾅｶﾞｲﾜ ﾘｵ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 福澤 琉色(6) 小学     14.84 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾙｲ 伊那AC

 3 小林 穂香(6) 小学     15.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 辰野西小

 4 三澤 汐音(6) 小学     15.82 
ﾐｻﾜ ｼｵﾝ 伊那AC

 5 小澤 芽流(6) 小学     16.67 
ｵｻﾞﾜ ﾒﾙ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 伊東 美咲(6) 小学     19.12 
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 東春近小

 7 繁田 梨(6) 小学     19.27 
ｼｹﾞﾀ ﾘﾝ 辰野西小

小学6年女子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 5月3日  9:55

 1 原 梨珠(5) 小学   2,42.64 
ﾊﾗ ﾘｽﾞ 駒ヶ根中沢RC

 2 小川 紗凪(5) 小学   2,45.71 
ｵｶﾞﾜ ｻﾅ 駒ヶ根中沢RC

 3 北原 風花(6) 小学   2,53.21 
ｷﾀﾊﾗ ﾌｳｶ 中部小

 4 宮澤 里衣(6) 小学   2,56.36 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｲ 辰野西小

 5 権田 なほ(6) 小学   2,59.96 
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 吉澤 珠里(5) 小学   3,01.05 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼｭﾘ 辰野東小陸上ｸﾗ

 7 菅家 千恵美(5) 小学   3,05.68
ｶﾝｹ ﾁｴﾐ 伊那AC

 8 福澤 唯色(4) 小学   3,07.72 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｲ 伊那AC

 9 松田 奏音(6) 小学   3,09.41 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾉﾝ 辰野西小

10 西村 倫乃花(4) 小学   3,20.63 
ﾆｼﾑﾗ ﾘﾉｶ 伊那AC

11 玉木 彩葉(5) 小学   3,20.85 
ﾀﾏｷ ｲﾛﾊ 駒ヶ根中沢RC

12 山本 聖夏(4) 小学   3,21.54 
ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｶ 赤穂東小
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決勝 5月3日  8:40

風速 -0.5

 1 鈴木 芽依(5) 小学     16.59 
ｽｽﾞｷ ﾒｲ 西箕輪小

 2 原 珊瑚(6) 小学     21.79 
ﾊﾗ ｻﾝｺﾞ 西箕輪小

小学女子
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決勝 5月3日  9:00

唐澤 千尋(6) 小学
ｶﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 南箕輪小

O  1.07XXO XXX
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1 1   105
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走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日  9:10

小澤 美遥(6) 小学
ｵｻﾞﾜ ﾐﾊﾙ 南箕輪小

 16.73 
1 1   107

14.66 11.21 16.73
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小学女子
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決勝
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決勝 5月3日 11:10

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -1.9

 1 田島 未優(2) 中学     29.95  1 尾戸 美柚(3) 中学     29.29 
ﾀｼﾞﾏ ﾐﾕｳ 辰野中 ｵﾄ ﾐﾕｳ 辰野中

 2 山本 結友(1) 中学     30.51  2 藤井 珠代(2) 中学     31.31 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 赤穂中 ﾌｼﾞｲ ﾀﾏﾖ 駒ヶ根東中

 3 小林 美穂(1) 高校     31.80  3 小林 優月(1) 中学     32.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 伊那西高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 赤穂中

 4 鈴木 かなで(1) 中学     31.91  4 片桐 茉穂(3) 中学     32.53 
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 赤穂中 ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾎ 駒ヶ根東中

 5 下平 明音(3) 中学     32.55  5 杉本 碧羽(2) 中学     32.54 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｶﾈ 駒ヶ根東中 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｵﾊﾞ 辰野中

 6 小出 来海(2) 中学     32.87  6 松沢 憂菜(3) 中学     32.74 
ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ 駒ヶ根東中 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ 箕輪中

 7 竹村 沙葉(3) 中学     32.91  7 原田 妃菜(1) 高校     33.43 
ﾀｹﾑﾗ ｻﾖ 駒ヶ根東中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 伊那弥生ヶ丘高

[ 3組] 風速 +3.5 [ 4組] 風速 -1.6

 1 埋橋 凜(2) 高校     29.00  1 山田 優芽(2) 高校     29.28 
ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ 伊那西高 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 伊那西高

 2 赤羽 優花(3) 中学     29.66  2 中野 ことは(2) 中学     29.55 
ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ 辰野中 ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 駒ヶ根東中

 3 山中 美沙樹(3) 中学     30.06  3 大和田 明日風(3)中学     31.20 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ 辰野中 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那東部中

 4 岩井 陽菜(3) 中学     30.41  4 久保田 紀嘉(2) 中学     31.62 
ｲﾜｲ ｱｷﾅ 辰野中 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘｶ 駒ヶ根東中

 5 畠山 あゆみ(3) 中学     31.60  5 丸山 日彩(2) 中学     31.91 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 春富中 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｲﾛ 駒ヶ根東中
田中 海羽(2) 高校  6 田中 結羽(3) 中学     31.96 
ﾀﾅｶ ﾐｳ 伊那西高 ﾀﾅｶ ﾕｳ 春富中
小杉 心愛(3) 中学 六波羅 琉菜(1) 高校
ｺｽｷﾞ ｺｺｱ 中川中 ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那弥生ヶ丘高

[ 5組] 風速 -0.8

 1 今井 遥香(3) 中学     29.12 
ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪中

 2 堀内 遥加(3) 中学     29.38 
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 箕輪中

 3 飯島 莉紗(3) 高校     29.46 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 伊那西高

 4 中嶋 珠久(3) 高校     29.48 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 伊那弥生ヶ丘高

 5 大坪 千紗(2) 中学     29.89 
ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ 箕輪中

 6 溝口 莉緒(3) 高校     30.14 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 伊那西高

 7 赤羽 七海(3) 中学     31.37 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 箕輪中
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女子

２００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 埋橋 凜(2) 高校 伊那西高     29.00 (+3.5)   3   1
   2 今井 遥香(3) 中学 箕輪中     29.12 (-0.8)   5   1
   3 山田 優芽(2) 高校 伊那西高     29.28 (-1.6)   4   1
   4 尾戸 美柚(3) 中学 辰野中     29.29 (-1.9)   2   1
   5 堀内 遥加(3) 中学 箕輪中     29.38 (-0.8)   5   2
   6 飯島 莉紗(3) 高校 伊那西高     29.46 (-0.8)   5   3
   7 中嶋 珠久(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高     29.48 (-0.8)   5   4
   8 中野 ことは(2) 中学 駒ヶ根東中     29.55 (-1.6)   4   2
   9 赤羽 優花(3) 中学 辰野中     29.66 (+3.5)   3   2
  10 大坪 千紗(2) 中学 箕輪中     29.89 (-0.8)   5   5
  11 田島 未優(2) 中学 辰野中     29.95 (+0.1)   1   1
  12 山中 美沙樹(3) 中学 辰野中     30.06 (+3.5)   3   3
  13 溝口 莉緒(3) 高校 伊那西高     30.14 (-0.8)   5   6
  14 岩井 陽菜(3) 中学 辰野中     30.41 (+3.5)   3   4
  15 山本 結友(1) 中学 赤穂中     30.51 (+0.1)   1   2
  16 大和田 明日風(3) 中学 伊那東部中     31.20 (-1.6)   4   3
  17 藤井 珠代(2) 中学 駒ヶ根東中     31.31 (-1.9)   2   2
  18 赤羽 七海(3) 中学 箕輪中     31.37 (-0.8)   5   7
  19 畠山 あゆみ(3) 中学 春富中     31.60 (+3.5)   3   5
  20 久保田 紀嘉(2) 中学 駒ヶ根東中     31.62 (-1.6)   4   4
  21 小林 美穂(1) 高校 伊那西高     31.80 (+0.1)   1   3
  22 鈴木 かなで(1) 中学 赤穂中     31.91 (+0.1)   1   4
  22 丸山 日彩(2) 中学 駒ヶ根東中     31.91 (-1.6)   4   5
  24 田中 結羽(3) 中学 春富中     31.96 (-1.6)   4   6
  25 小林 優月(1) 中学 赤穂中     32.35 (-1.9)   2   3
  26 片桐 茉穂(3) 中学 駒ヶ根東中     32.53 (-1.9)   2   4
  27 杉本 碧羽(2) 中学 辰野中     32.54 (-1.9)   2   5
  28 下平 明音(3) 中学 駒ヶ根東中     32.55 (+0.1)   1   5
  29 松沢 憂菜(3) 中学 箕輪中     32.74 (-1.9)   2   6
  30 小出 来海(2) 中学 駒ヶ根東中     32.87 (+0.1)   1   6
  31 竹村 沙葉(3) 中学 駒ヶ根東中     32.91 (+0.1)   1   7
  32 原田 妃菜(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     33.43 (-1.9)   2   7
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決勝 5月3日 10:25

[ 1組] [ 2組]

 1 北澤 柊花(2) 中学   2,36.31  1 宮澤 和(1) 中学   2,37.66 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｳｶ 赤穂中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ 赤穂中

 2 松田 陽向(2) 中学   2,46.91  2 中原 芽久(2) 中学   2,41.00 
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ 辰野中 ﾅｶﾊﾗ ﾒｸﾞ 春富中

 3 髙島 ことの(1) 中学   2,47.28  3 岡 瑞希(3) 高校   2,45.64 
ﾀｶｼﾏ ｺﾄﾉ 赤穂中 ｵｶ ﾐｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

 4 五味 乙葉(2) 中学   2,51.16  4 小林 ここね(3) 中学   2,46.15 
ｺﾞﾐ ｵﾄﾊ 辰野中 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾈ 駒ヶ根東中

 5 宮本 美月(3) 中学   2,57.91  5 宮下 琴羽(3) 中学   2,47.08 
ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 辰野中 ﾐﾔｼﾀ ｺﾄﾊ 駒ヶ根東中

 6 平松 佳恋(3) 中学   3,09.25 川上 南海(1) 中学
ﾋﾗﾏﾂ ｶﾚﾝ 箕輪中 ｶﾜｶﾐ ﾅﾐ 赤穂中
内田 讃良(2) 中学 矢澤 薫奈(2) 中学
ｳﾁﾀﾞｻﾗ 中川中 ﾔｻﾞﾜ ﾕｷﾅ 中川中
樋口 陽南(2) 中学
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ 伊那東部中

[ 3組]

 1 守屋 有彩(2) 高校   2,26.33 
ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高

 2 真柴 萌菜(2) 高校   2,29.58 
ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ 伊那北高

 3 中野 ことは(2) 中学   2,30.34 
ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 駒ヶ根東中

 4 小川 美紗(1) 中学   2,31.79 
ｵｶﾞﾜ ﾐｻ 赤穂中

 5 森 ほのか(3) 高校   2,32.70 
ﾓﾘ ﾎﾉｶ 伊那弥生ヶ丘高

 6 森脇 光砂(2) 高校   2,35.82 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 伊那西高

 7 武村 美尋(3) 中学   2,46.03 
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪中

   1 守屋 有彩(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,26.33   3   1
   2 真柴 萌菜(2) 高校 伊那北高     2,29.58   3   2
   3 中野 ことは(2) 中学 駒ヶ根東中     2,30.34   3   3
   4 小川 美紗(1) 中学 赤穂中     2,31.79   3   4
   5 森 ほのか(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,32.70   3   5
   6 森脇 光砂(2) 高校 伊那西高     2,35.82   3   6
   7 北澤 柊花(2) 中学 赤穂中     2,36.31   1   1
   8 宮澤 和(1) 中学 赤穂中     2,37.66   2   1
   9 中原 芽久(2) 中学 春富中     2,41.00   2   2
  10 岡 瑞希(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,45.64   2   3
  11 武村 美尋(3) 中学 箕輪中     2,46.03   3   7
  12 小林 ここね(3) 中学 駒ヶ根東中     2,46.15   2   4
  13 松田 陽向(2) 中学 辰野中     2,46.91   1   2
  14 宮下 琴羽(3) 中学 駒ヶ根東中     2,47.08   2   5
  15 髙島 ことの(1) 中学 赤穂中     2,47.28   1   3
  16 五味 乙葉(2) 中学 辰野中     2,51.16   1   4
  17 宮本 美月(3) 中学 辰野中     2,57.91   1   5
  18 平松 佳恋(3) 中学 箕輪中     3,09.25   1   6
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決勝 5月3日 12:00

風速

 1 中村 柚音(3) 高校   4,50.78 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 伊那西高

 2 坂本 唯花(2) 中学   5,12.09 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野中

 3 平松 愛純(3) 高校   5,13.08 
ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 伊那西高

 4 滝沢 初寧(2) 高校   5,18.86 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 伊那西高

 5 前田 未羽(3) 中学   5,23.46 
ﾏｴﾀﾞ ﾐｳ 伊那東部中

 6 小幡 ひまり(2) 中学   5,23.87 
ｵﾊﾞﾀ ﾋﾏﾘ 春富中

 7 荻原 真柚(1) 中学   5,31.94 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 箕輪中

 8 善積 結花(3) 中学   5,32.37 
ﾖｼﾂﾞﾐ ﾕｳｶ 駒ヶ根東中

 9 千村 桜子(2) 中学   5,39.55 
ﾁﾑﾗ ｻｸﾗｺ 宮田中

10 垂水 紫希(3) 中学   5,53.91 
ﾀﾙﾐｽﾞ ｼｷ 伊那東部中

11 中林 杏樹(3) 中学   6,07.79 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 箕輪中

12 田中 菜々美(2) 中学   6,37.34 
ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ 箕輪中

13 岡 美来(2) 中学   6,39.56 
ｵｶ ﾐﾗｲ 箕輪中
星野 水澪(2) 中学
ﾎｼﾉ ﾐｵ 宮田中
宇都宮 愛香(2) 中学
ｳﾂﾉﾐﾔ ｱｲｶ 宮田中
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2   326

6   330

5  8101

4  8183

11    12

15  8255

8  8206

7  8112

9  7994

3  8012

14  8203
欠場

1  8009

12  8205
途中棄権



決勝 5月3日 10:55

風速 -1.0

 1 田中 風紗音(2) 一般     16.93 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 信州大

 2 田中 海羽(2) 高校     17.89 
ﾀﾅｶ ﾐｳ 伊那西高

女子

１００ｍＨ(0.838m)  

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4     5

3   335



決勝 5月3日 11:00

風速 -1.5

 1 福澤 さくら(3) 中学     17.00 
ﾌｸｻﾜ ｻｸﾗ 伊那東部中

 2 伊藤 凛花(3) 中学     19.05 
ｲﾄｳ ﾘﾝｶ 伊那東部中

 3 小木曽 史香(2) 中学     19.35 
ｵｷﾞｿ ﾌﾐｶ 辰野中

 4 梶谷 はる(2) 中学     19.49 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田中

 5 百瀬 京香(3) 中学     20.07 
ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ 辰野中

 6 廣瀬 美春(2) 中学     21.74 
ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田中
田中 琉奈(3) 中学
ﾀﾅｶ ﾙﾅ 中川中

7  8322
欠場

5  7954

2  8207

3  7959

8  8204

4  8102

6  8108

中学女子

１００ｍＨ(0.762m)  

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日  9:30

1m35
梶谷 はる(2) 中学 O O O O O XO XO XO XXO XXO
ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田中 XXX
竹之内 史織(3) 中学 - - - O O O O XO O XXX
ﾀｹﾉｳﾁ ｼｵﾘ 伊那東部中
掛川 風保(3) 中学 O O O O O XXO O XO XXX
ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ 伊那東部中
廣瀬 美春(2) 中学 O O O O XO O XXX
ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田中
湯澤 愛夏(2) 中学 O O O O O XO XXX
ﾕｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 宮田中
髙橋 希(3) 中学 O O O O XXO XXX
ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中
濵島 朱里(3) 中学 O XXO O XXX
ﾊﾏｼﾞﾏ ｼｭﾘ 春富中
加藤 凪紗(3) 中学 O O XXO XXX
ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ 春富中

女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m05 1m10 1m19 1m22 1m25 1m28 1m31 1m34

1 3  8204
 1.34

記録
1m13 1m16

2 8  8104
 1.31

3 6  8114
 1.28

 8168
 1.13

4 1  8207
 1.22

5 7  8202
 1.22

8 5  8162
 1.13

6 4  7999
 1.19

7 2



決勝 5月3日 11:20

伊藤 心美(3) 中学    X   4.20   3.98    4.20 
ｲﾄｳ ｺｺﾐ 箕輪中   -0.1   -0.4    -0.1
三澤 琴(3) 中学   4.02   4.18   3.91    4.18 
ﾐｻﾜ ｺﾄ 伊那東部中   -2.4   -0.1   -3.3    -0.1
埋橋 凜(2) 高校   4.16   4.11    X    4.16 
ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ 伊那西高    0.0   +0.7     0.0
福澤 さくら(3) 中学   4.12   4.10   4.00    4.12 
ﾌｸｻﾜ ｻｸﾗ 伊那東部中   -1.7   +0.2   -0.7    -1.7
城倉 風花(1) 高校   3.90   4.05   3.89    4.05 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ 伊那弥生ヶ丘高   +0.5   +2.6   -2.2    +2.6
橋爪 万智(1) 高校   3.82   3.82   3.83    3.83 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ 伊那弥生ヶ丘高   -1.8   +0.8   -3.3    -3.3
百瀬 京香(3) 中学   3.37   3.72   3.67    3.72 
ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ 辰野中   -2.8   +1.4   -2.4    +1.4
蟹澤 亜季(3) 中学    X   3.58   3.35    3.58 
ｶﾆｻﾜ ｱｷ 箕輪中   +1.2   -1.9    +1.2
市川 冴姫(2) 中学   3.57   3.54   2.65    3.57 
ｲﾁｶﾜ ｻｷ 春富中    0.0   +2.5   -2.4     0.0
樋郡 冬華(1) 高校   3.23   3.47   3.56    3.56 
ﾋｺﾞｵﾘ ﾌﾕｶ 伊那西高   -1.4   +0.9   -0.8    -0.8
藤森 菜々美(2) 中学   3.31   3.51   3.39    3.51 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 南箕輪中   +0.1   +1.6   -0.6    +1.6
木下 綺乃(2) 中学   3.38   3.28   3.50    3.50 
ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾉ 赤穂中   +1.4   +0.8   +1.6    +1.6
山崎 愛菜(3) 中学    X   3.43    X    3.43 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ 春富中   +1.0    +1.0
北澤 想夏(3) 中学   3.31   3.41   2.70    3.41 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ 伊那東部中   -3.0   +0.8   -2.0    +0.8
小林 優月(1) 中学    X   2.89   3.16    3.16 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 赤穂中   +1.6   +1.5    +1.5
宮原 里々菜(2) 中学   3.09    X    X    3.09 
ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾘﾅ 辰野中   +0.1    +0.1
鈴木 かなで(1) 中学    X   3.00   3.08    3.08 
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 赤穂中   +1.5   +0.9    +0.9
山本 結友(1) 中学   2.85   3.03   2.76    3.03 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 赤穂中   +1.6   -0.9   +1.2    -0.9
渡辺 光莉(3) 中学   2.78   2.46   2.72    2.78 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ 辰野中   +0.3   -4.4   +2.0    +0.3
髙島 ことの(1) 中学   2.41   2.28   2.58    2.58 
ﾀｶｼﾏ ｺﾄﾉ 赤穂中   +0.5   +0.7   +0.4    +0.4
木ノ島 玲李(1) 中学   2.31   2.36   2.38    2.38 
ｷﾉｼﾏ ﾚｲ 赤穂中   -2.5   -1.0   +1.2    +1.2
遠田 七海(1) 中学 欠場
ｴﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 赤穂中
中川 花音(3) 中学 欠場
ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 中川中
長瀬 友菜(3) 中学 欠場
ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾅ 中川中
赤羽 七生(3) 中学 欠場
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅｵ 伊那東部中
高橋 世莉子(2) 一般 欠場
ﾀｶﾊｼ ﾖﾘｺ 信州大

23  8116

26     7

10  8324

17  8325

21 3  8234

2  8237

19 4  7957

20 9  8222

17 7  8221

18 6  8238

15 8  8228

16 5  7961

13 21  8172

14 18  8117

11 11  8047

12 1  8231

9 15  8185

10 14   321

7 13  7954

8 12  8003

5 16   312

6 20   311

3 25   334

4 24  8102

1 22  7995
-5-

2 19  8105

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月3日 12:25

kakerui 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 春富中  8164 畠山 あゆみ(3)     56.67 

ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ
中学  8172 山崎 愛菜(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ
 8162 加藤 凪紗(3)

ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ
 8160 田中 結羽(3)

ﾀﾅｶ ﾕｳ
 2   6 駒ヶ根東Ｂ  8260 久保田 紀嘉(2)     57.30 

ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘｶ
中学  8262 中野 ことは(2)

ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ
 8258 丸山 日彩(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋｲﾛ
 8257 藤井 珠代(2)

ﾌｼﾞｲ ﾀﾏﾖ
 3   3 駒ヶ根東Ａ  8250 下平 明音(3)     59.98 

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｶﾈ
中学  8261 小出 来海(2)

ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ
 8253 竹村 沙葉(3)

ﾀｹﾑﾗ ｻﾖ
 8251 片桐 茉穂(3)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾎ
  4 伊那西   336 山田 優芽(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 欠場
高校   334 埋橋 凜(2)

ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ
  335 田中 海羽(2)

ﾀﾅｶ ﾐｳ
  332 飯島 莉紗(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ

女子

４×１００ｍ        

決勝
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