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■  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 月日

月日

■ 学校対抗得点

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6 7 8

大会コード 21172002

令和３年度 南信高等学校総合体育大会陸上競技大会

　記録集

期 日 令和３年　５月１４日（金）、１５日（土）、１６日（日）

主 催 (一財)長野陸上競技協会　南信高等学校体育連盟

総 務 出川 雄基

審 判 長 北澤 忠弘（トラック）　篠原 克修（フィールド）　原 宏旭（競技者）

記録・情報主任 竹内 秀樹

後 援 飯田市教育委員会　南信地区陸上競技協会

主 管 南信高等学校体育連盟陸上競技専門部

会 場 飯田市総合運動場陸上競技場（172050）

所属 従来の記録 備考

5/14

女子 400m 予選 57"28 三澤 百佳(2) 東海大諏訪

月日 ｸﾗｽ 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名(学年)

57"38 大会新

〃 〃 決勝 56"45 〃 〃 〃 〃

大会・南信新

女子 4×100mR 予選 48"30

小林 万莉(3)

東海大諏訪 48"61 大会新

男子
ハンマー投げ
(6.000kg)

決勝 53m68 中村 仁(3) 上伊那農

福田 笑未(1)

濵田 みなと(2)

小松 未唯奈(2)

女子
やり投げ

（0.600kg）
決勝 47m38 倉田 紗優加(2)

48m47

伊那北 44m73 大会・南信新

男子 1500m 決勝 3:54"85 山川 拓馬(3) 上伊那農 3:57"46 大会新

〃 〃 決勝 3:55"02 大場 崇義(1) 〃 〃 大会新

高遠 12m78 大会新

5/16 男子 5000m 決勝 14:21"19 山川 拓馬(3) 上伊那農

5/15 男子
砲丸投

（6.000kg）
決勝 12ｍ84 後藤 玲央(3)

14:53"29 大会新

時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度％ 時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度％

1
4
日

(

金

)
10:00 晴 北東 2.0 23.8 24.5 55.7

11:00 晴 東 0.5 25.5 43.2 10:00 晴

48.7

1
5
日

(

土

)

9:30 晴 南東 1.3

南 1.8

南 3.3

25.5 51.2

12:00 晴 南南西 1.2 27.3 38 11:00 晴

14:00 晴 東 1.0 31.8 27.9

28.1 39.8

13:00 晴 北東 0.5 29.5 32.4 12:00 晴

13:00 晴 南南東 5.5 28.6 31.6

南南東 5.2 28.7 33.8

14:00 晴 南東 4.7 28.5 32.115:00 晴 東北東 3.2 32.3 31.7

5.6 27.9 33.516:00 晴 東 4.8 28.6 44.8

時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度％

15:00 晴 南南東

83.8

10:00 雨 北東 0.1 15.2 88.6
1
6
日

(

日

)

9:30 雨 東北東 0.0 15.3

11:00 雨 南南西 0.8

13:00 雨 南西 0.2 15.9 90.0

15.3 90.0

12:00 雨 南西 0.0 15.9 90.0

男子
東海大諏訪 110 上伊那農業 97 高遠

14:00 雨 南 0.3 15.8 90.0

74 赤穂 61

諏訪清陵 57 伊那北 54 岡谷南 46 諏訪二葉

女子
東海大諏訪 118 伊那北 86 諏訪清陵 63 伊那西 54

赤穂 21飯田 49 諏訪二葉 42 高遠 28

38



記録主任 竹内 秀樹

ﾄﾗｯｸ審判長 北澤 忠弘

跳躍審判長 篠原 克修

【開催日】 2021年5月14日（金）～5月16日（日） 投てき審判長 篠原 克修

【主催団体】 (一財)長野陸上競技協会、南信高等学校体育連盟 決勝記録一覧表
(GR:大会新,NR GR:南信高校新) 女  子 【競技場】 飯田市総合運動場陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 5/15 女子  +5.7 福田 笑未(1) 12.24 藤森 七海(2) 12.27 三嶋 渚沙(1) 12.40 小松 未唯奈(2) 12.43 濵田 みなと(2) 12.55 山城 春菜(2) 12.72 杉下 舞彩(3) 12.85 有賀 雪乃(3) 12.86

100m 東海大諏訪 諏訪清陵 下伊那農 東海大諏訪 東海大諏訪 松川 諏訪清陵 辰野

 5/16  +1.3 藤森 七海(2) 26.01 中原 希空(3) 26.57 三嶋 渚沙(1) 26.70 三澤 百佳(2) 26.83 福田 笑未(1) 26.87 野村 優香(2) 27.05 三澤 菜々美(3) 27.23 熊谷 千尋(3) 27.39

200m 諏訪清陵 東海大諏訪 下伊那農 東海大諏訪 東海大諏訪 伊那北 伊那北 飯田

 5/14 三澤 百佳(2) 56.45 中原 希空(3) 58.86 中村 空夏(2) 1:00.14 野村 優香(2) 1:00.60 氣賀澤 円香(3) 1:01.75 熊谷 千尋(3) 1:02.66 羽生 彩七(2) 1:03.06 中林 樹里(3) 1:06.61

400m 東海大諏訪 GR 東海大諏訪 諏訪清陵 伊那北 赤穂 飯田 飯田OIDE長姫 辰野

 5/16 松下 輝来(2) 2:23.63 増沢 結(1) 2:23.91 真柴 萌菜(2) 2:24.25 守屋 有彩(2) 2:26.90 中林 樹里(3) 2:28.37 森脇 光砂(2) 2:30.42 森 ほのか(3) 2:31.15 川口 ののは(3) 2:31.52

800m 東海大諏訪 東海大諏訪 伊那北 伊那弥生ヶ丘 辰野 伊那西 伊那弥生ヶ丘 東海大諏訪

 5/14 中村 柚音(3) 4:49.77 増沢 結(1) 4:54.57 髙野 夏来(3) 4:55.68 守屋 有彩(2) 4:57.57 松下 輝来(2) 5:00.69 森脇 光砂(2) 5:06.76 筒井 心葉(2) 5:07.93 川口 ののは(3) 5:09.75

1500m 伊那西 東海大諏訪 諏訪二葉 伊那弥生ヶ丘 東海大諏訪 伊那西 飯田 東海大諏訪

 5/16 中村 柚音(3) 10:15.17 髙野 夏来(3) 10:43.07 筒井 心葉(2) 11:01.57 滝沢 初寧(2) 11:05.55 平松 愛純(3) 11:12.43 松田 楓(2) 11:19.20 圓谷 爽夏(2) 11:45.12 關 釉華(2) 12:01.83

3000m 伊那西 諏訪二葉 飯田 伊那西 伊那西 上伊那農 飯田風越 岡谷南

 5/14  +0.3 小林 菜月(3) 15.17 竹内 里桜(3) 15.58 小口 葉奈(2) 16.39 春日 莉緒(2) 17.33 田中 海羽(2) 17.44 藤島 沙由希(2) 18.68 松澤 奈央(2) 18.90 中村 千果(1) 20.00

100mH(0.838m) 飯田 諏訪二葉 東海大諏訪 諏訪清陵 伊那西 茅野 伊那北 飯田風越

 5/15 三澤 菜々美(3) 1:04.31 中村 空夏(2) 1:08.03 熊谷 千尋(3) 1:08.76 本田 尚子(3) 1:12.44 飯島 莉紗(3) 1:15.22

400mH(0.762m) 伊那北 諏訪清陵 飯田 赤穂 伊那西

 5/16 小平 奏重(2) 1.46 田村 優衣(1) 1.40 南條 桜子(1) 1.40 上村 文寧(1) 1.35 小池 理紗子(2) 1.35 石﨑 智紗(1) 1.35 山本 結萌(2) 1.30 代田 那菜(2) 1.30

走高跳 下諏訪向陽 諏訪清陵 松川 諏訪二葉 下諏訪向陽 伊那北 下伊那農 飯田女子

 5/15 野村 ひかり(3) 2.90 小松 優未(3) 2.50

棒高跳 高遠 高遠

 5/14 小林 千紘(3) 5.03(+1.1) 大﨑 にこ(1) 5.02(-0.2) 小倉 歩華(2) 4.99(+1.6) 北原 小遥(3) 4.95(0.0) 塩澤 舞(2) 4.90(0.0) 濵田 みなと(2) 4.81(-0.7) 丸茂 花愛(1) 4.60(-0.3) 竹村 菜々美(3) 4.55(-0.2)

走幅跳 諏訪二葉 東海大諏訪 岡谷南 諏訪二葉 下伊那農 東海大諏訪 岡谷南 飯田

 5/16 竹内 里桜(3) 10.43(+1.0) 竹村 菜々美(3) 10.24(+1.0) 小倉 歩華(2) 10.22(+0.6) 小口 葉奈(2) 9.90(+1.0) 三村 紗唯(3) 9.48(+0.6) 高林 あんり(2) 9.30(+0.4) 征矢 結月(2) 9.13(+1.5) 北原 小遥(3) 9.03(+1.0)

三段跳 諏訪二葉 飯田 岡谷南 東海大諏訪 諏訪清陵 諏訪清陵 伊那北 諏訪二葉

 5/15 倉田 紗優加(2) 10.10 征矢 結月(2) 6.88 南條 桜子(1) 6.65 髙木 萌子(2) 5.71

砲丸投(4.000kg) 伊那北 伊那北 松川 伊那北

 5/16 倉田 紗優加(2) 24.60 小松 優未(3) 19.50 野村 ひかり(3) 15.53 髙木 萌子(2) 12.77

円盤投(1.000kg) 伊那北 高遠 高遠 伊那北

 5/14 倉田 紗優加(2) 47.38 小林 菜月(3) 35.33 小林 万莉(3) 32.36 山田 優芽(2) 27.25 城倉 涼花(1) 23.50 成沢 姫奈(2) 23.23 後澤 香菜(1) 19.59 溝口 莉緒(3) 18.75

やり投(600g) 伊那北 NR GR 飯田 東海大諏訪 伊那西 伊那弥生ヶ丘 赤穂 飯田 伊那西

 5/15 東海大諏訪       48.88 諏訪清陵       50.45 伊那北       51.10 飯田       52.90 伊那西       53.17 赤穂       53.79 岡谷南       53.83 諏訪二葉       54.24
4×100m 小林 万莉(3) 飯澤 優里(3) 征矢 結月(2) 能登 愛琉(1) 山田 優芽(2) 氣賀澤 円香(3) 小倉 歩華(2) 竹内 里桜(3)

福田 笑未(1) 藤森 七海(2) 三澤 菜々美(3) 小林 菜月(3) 埋橋 凜(2) 本田 尚子(3) 塚間 友香(3) 藤森 紗理奈(1)

濵田 みなと(2) 杉下 舞彩(3) 小島 咲愛(3) 熊谷 千尋(3) 田中 海羽(2) 田中 ﾗﾘｯｻ(3) 安田 莉穂(2) 野村 夏月(2)

小松 未唯奈(2) 春日 莉緒(2) 野村 優香(2) 湯澤 帆花(1) 飯島 莉紗(3) 逸持治 奏愛(3) 畔上 陽菜(1) 箱田 真奈美(1)

 5/16 伊那北     4:08.29 諏訪清陵     4:16.66 赤穂     4:19.69 伊那西     4:22.91 辰野     4:25.91 伊那弥生ヶ丘     4:27.07 諏訪二葉     4:45.26
4×400m 小島 咲愛(3) 春日 莉緒(2) 氣賀澤 円香(3) 飯島 莉紗(3) 有賀 雪乃(3) 中嶋 珠久(3) 野村 夏月(2)

真柴 萌菜(2) 五味 桜花(1) 田中 ﾗﾘｯｻ(3) 溝口 莉緒(3) 中林 樹里(3) 守屋 有彩(2) 藤森 紗理奈(1)

野村 優香(2) 杉下 舞彩(3) 逸持治 奏愛(3) 森脇 光砂(2) 唐澤 ここな(1) 岡 瑞希(3) 箱田 真奈美(1)

三澤 菜々美(3) 藤森 七海(2) 本田 尚子(3) 山田 優芽(2) 三枝 千夏(3) 森 ほのか(3) 小池 嶺花(3)

 5/16 小林 菜月(3) 4421 小林 万莉(3) 3877 小平 奏重(2) 3528 藤島 沙由希(2) 2219

七種競技 飯田 東海大諏訪 下諏訪向陽 茅野

東海大諏訪 伊那北 諏訪清陵 伊那西 飯田 諏訪二葉 高遠 赤穂

学校対抗得点 28 21118 86 63 54 49 42



女子対校得点集計表 終了時点 2021/5/16

トラック 種目別順位分布 フィールド 種目別順位分布 総 合 種目別順位分布

順　位 （１位数～８位数） 順　位 （１位数～８位数） 順 位 Ｔ Ｆ 混 （１位数～８位数）

1 東海大諏訪 90 44123002 1 伊那北 46 31020110 1 東海大諏訪 118 90 21 7 46233102

2 諏訪清陵 49 14110010 2 高遠 28 12100000 2 伊那北 86 40 46 0 51230230

3 伊那西 48 20024200 3 東海大諏訪 21 1110100 3 諏訪清陵 63 49 14 0 15111110

4 伊那北 40 20210120 4 諏訪二葉 19 10020001 4 伊那西 54 48 6 0 20034201

5 飯田 31 10210111 5 諏訪清陵 14 1001100 5 飯田 49 31 10 8 21210122

6 諏訪二葉 23 2100011 6 岡谷南 14 200010 6 諏訪二葉 42 23 19 0 12120012

7 赤穂 18 111100 7 下諏訪向陽 12 10001000 7 高遠 28 0 28 0 12100000

8 伊那弥生ヶ丘 15 20110 8 松川 12 200000 8 赤穂 21 18 3 0 111200

9 下伊那農業 12 200000 9 飯田 10 1000011 9 伊那弥生ヶ丘 19 15 4 0 21110

10 辰野 10 2002 10 伊那西 6 10001 10 下諏訪向陽 18 0 12 6 10101000

11 茅野 3 100 11 下伊那農業 6 1010 11 下伊那農業 18 12 6 0 201010

11 松川 3 100 12 伊那弥生ヶ丘 4 1000 12 岡谷南 17 3 14 0 200021

11 上伊那農業 3 100 13 赤穂 3 100 13 松川 15 3 12 0 200100

14 岡谷南 3 11 14 飯田女子 1 1 14 辰野 10 10 0 0 2002

14 飯田風越 3 11 15 諏訪実業 0 0 15 茅野 8 3 0 5 10100

高　校　名 高　校　名 高　校　名
内　　訳

得点 得点 得点



予選 5月14日 15:25
準決勝 5月15日 10:50
決勝 5月15日 12:20

長野県高校記録(KR)              11.88 深澤 あまね                  佐久長聖         2020/08/29  
南信高校記録(NR)                12.06 宮澤 歩                      諏訪二葉         2018        
大会記録(GR)                    12.28 北岡 依生希                  東海大諏訪       2019        

[ 1組] 風速 +3.9 [ 2組] 風速 +2.1

 1 三嶋 渚沙(1)     12.64 Q  1 福田 笑未(1)     12.41 Q
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 下伊那農 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪

 2 濵田 みなと(2)     12.64 Q  2 嵯峨座 維(3)     13.55 Q
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 東海大諏訪 ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ 飯田風越

 3 竹内 里桜(3)     13.33 Q  3 能登 愛琉(1)     13.74 Q
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉 ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田

 4 埋橋 凜(2)     13.73  4 林 杏珠(2)     13.77 
ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ 伊那西 ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 岡谷東

 5 久保田 琴乃(2)     13.95  5 丸山 莉奈(1)     14.09 
ｸﾎﾞﾀ ｺﾄﾉ 飯田風越 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾅ 伊那北

  塚間 友香(3)       6 成沢 姫奈(2)     14.31 
ﾂｶﾏ ﾕｶ 岡谷南 ﾅﾙｻﾜ ﾋﾅ 赤穂

  相馬 里瑠(1)        小林 千紘(3)      
ｿｳﾏ ﾘﾙ 下諏訪向陽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉

[ 3組] 風速 +3.2 [ 4組] 風速 +1.0

 1 藤森 七海(2)     12.33 Q  1 山城 春菜(2)     12.91 Q
ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾅﾅﾐ 諏訪清陵 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川

 2 小松 未唯奈(2)     12.63 Q  2 杉下 舞彩(3)     13.13 Q
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 東海大諏訪 ｽｷﾞｼﾀ  ﾏｲｱ 諏訪清陵

 3 實原 未奈(2)     13.63 Q  3 髙橋 つきみ(1)     13.47 Q
ｼﾞﾂﾊﾗ ﾐﾅ 飯田風越 ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 伊那北

 4 飯嶋 綾乃(3)     14.05  4 田中 海羽(2)     13.71 
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 飯田女子 ﾀﾅｶ ﾐｳ 伊那西

 5 畔上 陽菜(1)     14.21  5 上島 澪里(2)     13.97 
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 岡谷南 ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ 岡谷東

 6 六波羅 琉菜(1)     14.25  6 唐澤 雪寧(2)     15.42 
ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那弥生ヶ丘 ｶﾗｻﾜ ﾕｷﾈ 上伊那農

 7 湯澤 帆花(1)     14.93   向山 綾織(3)      
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 飯田 ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾔﾘ 赤穂

[ 5組] 風速 +1.4

 1 有賀 雪乃(3)     13.02 Q
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 辰野

 2 飯澤 優里(3)     13.07 Q
ｲｲｻﾞﾜ  ﾕﾘ 諏訪清陵

 3 中山 愛梨(2)     13.28 Q
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 下伊那農

 4 山田 優芽(2)     13.62 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 伊那西

 5 野村 夏月(2)     13.94 
ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 諏訪二葉

 6 城倉 凜(1)     14.27 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘﾝ 岡谷東

  安田 莉穂(2)      
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 岡谷南

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +2.8

 1 福田 笑未(1)     12.59 Q  1 藤森 七海(2)     12.35 Q
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪 ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 2 三嶋 渚沙(1)     12.75 Q  2 小松 未唯奈(2)     12.63 Q
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 下伊那農 ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 東海大諏訪

 3 濵田 みなと(2)     12.82 Q  3 山城 春菜(2)     12.94 Q
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 東海大諏訪 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川

 4 飯澤 優里(3)     13.25  4 有賀 雪乃(3)     13.01 q
ｲｲｻﾞﾜ  ﾕﾘ 諏訪清陵 ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 辰野

 5 竹内 里桜(3)     13.58  5 杉下 舞彩(3)     13.04 q
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉 ｽｷﾞｼﾀ  ﾏｲｱ 諏訪清陵

 6 山田 優芽(2)     13.77  6 中山 愛梨(2)     13.31 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 伊那西 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 下伊那農

 7 嵯峨座 維(3)     13.82  7 髙橋 つきみ(1)     13.52 
ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ 飯田風越 ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 伊那北

 8 能登 愛琉(1)     13.96  8 實原 未奈(2)     13.63 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田 ｼﾞﾂﾊﾗ ﾐﾅ 飯田風越

7   453 2   280

2   415 1   461

8   101 8  2047

1   336 7   484

6    40 3   387

5  2046 4   196

4    26 5  2050

3   487 6    37

3   176
DNS
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風速 +5.7

 1 福田 笑未(1)     12.24 
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪

 2 藤森 七海(2)     12.27 
ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 3 三嶋 渚沙(1)     12.40 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 下伊那農

 4 小松 未唯奈(2)     12.43 
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 東海大諏訪

 5 濵田 みなと(2)     12.55 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 東海大諏訪

 6 山城 春菜(2)     12.72 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川

 7 杉下 舞彩(3)     12.85 
ｽｷﾞｼﾀ  ﾏｲｱ 諏訪清陵

 8 有賀 雪乃(3)     12.86 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 辰野

1  2047

2   196

4    37

8    40

7   387

6    26

5  2050

3   487

女子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月16日  9:30
準決勝 5月16日 11:20
決勝 5月16日 13:15

長野県高校記録(KR)              24.44 深澤 あまね                  佐久長聖         2020/08/29  
南信高校記録(NR)                24.59 北岡 依生希                  東海大諏訪       2019        
大会記録(GR)                    25.06 北岡 依生希                  東海大諏訪       2019        

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.1

 1 野村 優香(2)     27.21 Q  1 三澤 百佳(2)     26.68 Q
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 伊那北 ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 東海大諏訪

 2 山城 春菜(2)     27.78 Q  2 三嶋 渚沙(1)     27.03 Q
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川 ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 下伊那農

 3 氣賀澤 円香(3)     28.30 Q  3 杉下 舞彩(3)     27.57 Q
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂 ｽｷﾞｼﾀ  ﾏｲｱ 諏訪清陵

 4 安田 莉穂(2)     28.88  4 有賀 雪乃(3)     27.93 q
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 岡谷南 ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 辰野

 5 中嶋 珠久(3)     29.08  5 嵯峨座 維(3)     29.13 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 伊那弥生ヶ丘 ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ 飯田風越

 6 藤森 紗理奈(1)     30.07  6 田中 ﾗﾘｯｻ(3)     29.31 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ 諏訪二葉 ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 赤穂

 7 小林 美穂(1)     30.93  7 野村 夏月(2)     29.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 伊那西 ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 諏訪二葉

  能登 愛琉(1)      
ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +0.2

 1 中原 希空(3)     27.09 Q  1 藤森 七海(2)     26.72 Q
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪 ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 2 三澤 菜々美(3)     27.63 Q  2 福田 笑未(1)     27.20 Q
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪

 3 中山 愛梨(2)     28.20 Q  3 小島 咲愛(3)     27.62 Q
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 下伊那農 ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 伊那北

 4 飯澤 優里(3)     28.60 q  4 熊谷 千尋(3)     27.69 q
ｲｲｻﾞﾜ  ﾕﾘ 諏訪清陵 ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田

 5 上島 澪里(2)     29.33  5 三枝 千夏(3)     28.84 q
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ 岡谷東 ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野

 6 飯島 莉紗(3)     29.36  6 山田 優芽(2)     29.05 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 伊那西 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 伊那西

 7 中島 志穂(1)     30.07  7 飯嶋 綾乃(3)     30.96 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 飯田風越 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 飯田女子

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.4

 1 三澤 百佳(2)     26.58 Q  1 藤森 七海(2)     26.51 Q
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 東海大諏訪 ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 2 三嶋 渚沙(1)     26.81 Q  2 中原 希空(3)     26.75 Q
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 下伊那農 ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪

 3 野村 優香(2)     27.10 Q  3 福田 笑未(1)     27.05 Q
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 伊那北 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪

 4 山城 春菜(2)     27.73  4 三澤 菜々美(3)     27.20 q
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川 ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北

 5 杉下 舞彩(3)     27.75  5 熊谷 千尋(3)     27.48 q
ｽｷﾞｼﾀ  ﾏｲｱ 諏訪清陵 ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田

 6 氣賀澤 円香(3)     28.26  6 小島 咲愛(3)     27.61 
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂 ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 伊那北

 7 飯澤 優里(3)     28.56  7 有賀 雪乃(3)     28.21 
ｲｲｻﾞﾜ  ﾕﾘ 諏訪清陵 ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 辰野

 8 三枝 千夏(3)     28.77   中山 愛梨(2)      
ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 下伊那農
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風速 +1.3

 1 藤森 七海(2)     26.01 
ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾅﾅﾐ 諏訪清陵

 2 中原 希空(3)     26.57 
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪

 3 三嶋 渚沙(1)     26.70 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 下伊那農

 4 三澤 百佳(2)     26.83 
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 東海大諏訪

 5 福田 笑未(1)     26.87 
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪

 6 野村 優香(2)     27.05 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 伊那北

 7 三澤 菜々美(3)     27.23 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北

 8 熊谷 千尋(3)     27.39 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田

1   273

2   408

4  2050

3    33

6   487

7    26

8   290

5    36

女子
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予選 5月14日 11:20
決勝 5月14日 14:50

長野県高校記録(KR)              55.42 山本 瑞                      小諸             2011/08/03  
                                      瀧澤 彩                      長野             2012/07/29  
南信高校記録(NR)                55.74 小松 保子                    岡谷東           1982        
大会記録(GR)                    57.38 日下部 恵里                  東海大三         1994        

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 空夏(2)   1:00.68 Q  1 中原 希空(3)     58.86 Q
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪清陵 ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪

 2 羽生 彩七(2)   1:01.92 Q  2 野村 優香(2)   1:00.75 Q
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田OIDE長姫 ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 伊那北

 3 中林 樹里(3)   1:02.69 q  3 本田 尚子(3)   1:03.16 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 辰野 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 赤穂

 4 田中 凜(3)   1:04.57  4 小池 理紗子(2)   1:03.79 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 東海大諏訪 ｺｲｹ ﾘｻｺ 下諏訪向陽

 5 中嶋 珠久(3)   1:05.87  5 五味 桜花(1)   1:05.59 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 伊那弥生ヶ丘 ｺﾞﾐ  ｵｳｶ 諏訪清陵

 6 溝口 莉緒(3)   1:06.60   松村 美佑(2)      
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 伊那西 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 飯田女子

 7 栁沢 愛莉(3)   1:10.10 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 岡谷南

[ 3組]

 1 三澤 百佳(2)     57.28 Q
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 東海大諏訪

 2 氣賀澤 円香(3)   1:01.13 Q
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂

 3 熊谷 千尋(3)   1:01.68 q
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田

 4 三枝 千夏(3)   1:04.91 
ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野

 5 飯島 莉紗(3)   1:05.92 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 伊那西

 6 安田 莉穂(2)   1:06.75 
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 岡谷南

 1 三澤 百佳(2)     56.45 
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 東海大諏訪

 2 中原 希空(3)     58.86 
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪

 3 中村 空夏(2)   1:00.14 
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪清陵

 4 野村 優香(2)   1:00.60 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 伊那北

 5 氣賀澤 円香(3)   1:01.75 
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂

 6 熊谷 千尋(3)   1:02.66 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田

 7 羽生 彩七(2)   1:03.06 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田OIDE長姫

 8 中林 樹里(3)   1:06.61 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 辰野
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予選 5月15日 10:00
決勝 5月16日 12:50

長野県高校記録(KR)            2:05.78 山本 瑞                      小諸             2011/10/29  
南信高校記録(NR)              2:09.27 藤岡 緩奈                    東海大諏訪       2018        
大会記録(GR)                  2:16.40 宮下 三華                    諏訪実           1991        

[ 1組] [ 2組]

 1 松下 輝来(2)   2:26.09 Q  1 真柴 萌菜(2)   2:26.13 Q
ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 東海大諏訪 ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ 伊那北

 2 増沢 結(1)   2:26.11 Q  2 中林 樹里(3)   2:28.41 Q
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ 東海大諏訪 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 辰野

 3 守屋 有彩(2)   2:28.61 q  3 森脇 光砂(2)   2:30.05 q
ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘 ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 伊那西

 4 小池 理紗子(2)   2:34.76  4 森 ほのか(3)   2:30.68 q
ｺｲｹ ﾘｻｺ 下諏訪向陽 ﾓﾘ ﾎﾉｶ 伊那弥生ヶ丘

 5 北原 柑那(1)   2:39.28  5 川口 ののは(3)   2:32.43 q
ｷﾀﾊﾗ ｶﾝﾅ 伊那北 ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 東海大諏訪

 6 篠原 さら(2)   2:40.97  6 五味 桜花(1)   2:35.65 
ｼﾉﾊﾗ  ｻﾗ 諏訪清陵 ｺﾞﾐ  ｵｳｶ 諏訪清陵

 7 岡 瑞希(3)   2:43.41  7 逸持治 奏愛(3)   2:41.61 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘 ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ 赤穂

 8 松村 美佑(2)   3:00.45  8 北原 冴紀(2)   2:48.84 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 飯田女子 ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 岡谷東

 1 松下 輝来(2)   2:23.63 
ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 東海大諏訪

 2 増沢 結(1)   2:23.91 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ 東海大諏訪

 3 真柴 萌菜(2)   2:24.25 
ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ 伊那北

 4 守屋 有彩(2)   2:26.90 
ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘

 5 中林 樹里(3)   2:28.37 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 辰野

 6 森脇 光砂(2)   2:30.42 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 伊那西

 7 森 ほのか(3)   2:31.15 
ﾓﾘ ﾎﾉｶ 伊那弥生ヶ丘

 8 川口 ののは(3)   2:31.52 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 東海大諏訪

女子

800m

氏  名順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 所属名 記録／備考
7    39 4   295

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

3    29 5   197

2   308 1   328

1   117 8   306

8   270 7    34

4  2052 6  2054

6   307 3   348

5   428 2   156

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    39

3    29

4   295

7   308

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者通過基準  2組  2着 + 4予選

2   306

1    34

6   197

8   328



決勝 5月14日 14:00

長野県高校記録(KR)            4:17.77 和田 有菜                    長野東           2017/06/24  
南信高校記録(NR)              4:22.18 吉田 夏子                    東海大三         2012        
大会記録(GR)                  4:41.22 藤岡 緩奈                    東海大諏訪       2017        

 1 中村 柚音(3)   4:49.77 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 伊那西

 2 増沢 結(1)   4:54.57 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ 東海大諏訪

 3 髙野 夏来(3)   4:55.68 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 諏訪二葉

 4 守屋 有彩(2)   4:57.57 
ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘

 5 松下 輝来(2)   5:00.69 
ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 東海大諏訪

 6 森脇 光砂(2)   5:06.76 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 伊那西

 7 筒井 心葉(2)   5:07.93 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田

 8 川口 ののは(3)   5:09.75 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 東海大諏訪

 9 森 ほのか(3)   5:14.33 
ﾓﾘ ﾎﾉｶ 伊那弥生ヶ丘

10 田中 凜(1)   5:17.23 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 飯田

11 平松 愛純(3)   5:18.07 
ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 伊那西

12 松田 楓(2)   5:21.19 
ﾏﾂﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 上伊那農

13 圓谷 爽夏(2)   5:21.22 
ﾂﾌﾞﾗﾔ ｻﾔｶ 飯田風越

14 岡 瑞希(3)   5:31.77 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘

15 篠原 さら(2)   5:35.74 
ｼﾉﾊﾗ  ｻﾗ 諏訪清陵

16 宮内 笑夢(3)   5:35.76 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 松川

17 小林 稚奈(2)   5:48.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 上伊那農

18 小池 嶺花(3)   6:01.42 
ｺｲｹ ﾚｲｶ 諏訪二葉

19 西村 歩華(3)   6:58.64 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 飯田

  原 実里(1)      
ﾊﾗ ﾐﾉﾘ 飯田風越 DNS

1   409

18   448

15   231

17   105

16  2052

10   405

12   463

8   307

20   326

19   245

14   306

9   414

13   413

5    34

11    39

6   328

7   104

2   308

3    29

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   324



決勝 5月16日 10:50

長野県高校記録(KR)            9:01.36 和田 有菜                    長野東           2017/10/09  
南信高校記録(NR)              9:16.29 石原 さつき                  諏訪実           1991        
大会記録(GR)                  9:47.30 石原 さつき                  諏訪実           1991        

 1 中村 柚音(3)  10:15.17 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 伊那西

 2 髙野 夏来(3)  10:43.07 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 諏訪二葉

 3 筒井 心葉(2)  11:01.57 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田

 4 滝沢 初寧(2)  11:05.55 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 伊那西

 5 平松 愛純(3)  11:12.43 
ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 伊那西

 6 松田 楓(2)  11:19.20 
ﾏﾂﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 上伊那農

 7 圓谷 爽夏(2)  11:45.12 
ﾂﾌﾞﾗﾔ ｻﾔｶ 飯田風越

 8 關 釉華(2)  12:01.83 
ｾｷ ﾕｳｶ 岡谷南

 9 宮内 笑夢(3)  12:08.34 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 松川

10 小林 稚奈(2)  12:50.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 上伊那農

11 小池 嶺花(3)  13:12.85 
ｺｲｹ ﾚｲｶ 諏訪二葉

12 西村 歩華(3)  14:59.09 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 飯田

11   105

1   409

7   405

8   231

9   463

12   174

4   326

6   245

3   413

10   330

5   104

女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   324



予選 5月14日 12:15
決勝 5月14日 14:20

長野県高校記録(KR)              14.10 中津 晴葉                    佐久長聖         2019/05/24  
南信高校記録(NR)                14.39 宮澤 希                      伊那北           2017        
大会記録(GR)                    14.72 宮澤 希                      伊那北           2017        

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -1.0

 1 小林 菜月(3)     15.69 Q  1 竹内 里桜(3)     15.67 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田 ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉

 2 田中 海羽(2)     17.23 Q  2 小口 葉奈(2)     16.75 Q
ﾀﾅｶ ﾐｳ 伊那西 ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 東海大諏訪

 3 春日 莉緒(2)     18.51 Q  3 藤島 沙由希(2)     18.74 Q
ｶｽｶﾞ  ﾘｵ 諏訪清陵 ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野

 4 南條 桜子(1)     20.03  4 中村 千果(1)     19.32 q
ﾅﾝｼﾞｮｳ ｻｸﾗｺ 松川 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 飯田風越

  征矢 結月(2)       5 松澤 奈央(2)     19.68 q
ｿﾔ ﾕﾂﾞｷ 伊那北 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵ 伊那北

風速 +0.3

 1 小林 菜月(3)     15.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田

 2 竹内 里桜(3)     15.58 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉

 3 小口 葉奈(2)     16.39 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 東海大諏訪

 4 春日 莉緒(2)     17.33 
ｶｽｶﾞ  ﾘｵ 諏訪清陵

 5 田中 海羽(2)     17.44 
ﾀﾅｶ ﾐｳ 伊那西

 6 藤島 沙由希(2)     18.68 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野

 7 松澤 奈央(2)     18.90 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵ 伊那北

 8 中村 千果(1)     20.00 
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 飯田風越

1   286

2   447

6   335

7    16

5    38

8  2053

3   406

4   101

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DQ(T8)
6   285 4   286

2   385 6   447

4  2053 5    16

5   335 3    38

所属名 記録／備考
3   406 2   101

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

女子

100mH(0.838m)

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



決勝 5月15日 13:00

H 長野県高校記録(KR)              58.27 瀧澤 彩                      長野             2012/07/31  
南信高校記録(NR)              1:02.15 金森 佑奈                    伊那北           2018        
大会記録(GR)                  1:03.25 金森 佑奈                    伊那北           2018        

 1 三澤 菜々美(3)   1:04.31 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北

 2 中村 空夏(2)   1:08.03 
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪清陵

 3 熊谷 千尋(3)   1:08.76 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田

 4 本田 尚子(3)   1:12.44 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 赤穂

 5 飯島 莉紗(3)   1:15.22 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 伊那西

  髙木 萌子(2)      
ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 伊那北 DNS

7   332

6   282

5   408

3   355

2  2051

女子

400mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   273



予選 5月14日 10:00
決勝 5月15日 13:40

長野県高校記録(KR)              46.86                              市立長野         2019/06/14  
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）
南信高校記録(NR)                47.90                              諏訪実           1994        
                                      （伊藤育・篠原・伊藤恵・田中）
大会記録(GR)                    48.61                              東海大諏訪       2016        
                                      （今井・臼井・小林・菅沼）

[ 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 東海大諏訪    35 小林 万莉(3)     48.30 Q  1   5 諏訪清陵  2046 飯澤 優里(3)     49.67 Q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 大会新 ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｲｲｻﾞﾜ  ﾕﾘ
   26 福田 笑未(1)  2050 藤森 七海(2)

ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾅﾅﾐ
   40 濵田 みなと(2)  2047 杉下 舞彩(3)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ ｽｷﾞｼﾀ  ﾏｲｱ
   37 小松 未唯奈(2)  2053 春日 莉緒(2)

ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ ｶｽｶﾞ  ﾘｵ
 2   2 諏訪二葉   101 竹内 里桜(3)     50.61 Q  2   6 伊那西   336 山田 優芽(2)     52.32 Q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾀｹｳﾁ ﾘｵ ｲﾅﾆｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
  103 小林 千紘(3)   334 埋橋 凜(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ
  102 北原 小遥(3)   335 田中 海羽(2)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ ﾀﾅｶ ﾐｳ
  106 野村 夏月(2)   332 飯島 莉紗(3)

ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ
 3   8 伊那北   285 征矢 結月(2)     50.76 Q  3   4 飯田   415 能登 愛琉(1)     52.45 Q

ｲﾅｷﾀ ｿﾔ ﾕﾂﾞｷ ｲｲﾀﾞ ﾉﾄ ｱｲﾙ
  273 三澤 菜々美(3)   406 小林 菜月(3)

ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
  272 小島 咲愛(3)   408 熊谷 千尋(3)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ
  290 野村 優香(2)   417 湯澤 帆花(1)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
 4   4 飯田風越   453 嵯峨座 維(3)     53.76  4   2 赤穂   349 氣賀澤 円香(3)     53.07 q

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ ｱｶﾎ ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
  447 中村 千果(1)   355 本田 尚子(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ
  446 中島 志穂(1)   350 田中 ﾗﾘｯｻ(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ
  461 實原 未奈(2)   348 逸持治 奏愛(3)

ｼﾞﾂﾊﾗ ﾐﾅ ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ
 5   3 辰野   198 三枝 千夏(3)     54.57  5   3 岡谷南   175 小倉 歩華(2)     53.19 q

ﾀﾂﾉ ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ ｵｶﾔﾐﾅﾐ ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ
  196 有賀 雪乃(3)   166 塚間 友香(3)

ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ ﾂｶﾏ ﾕｶ
  199 鈴木 そら(1)   176 安田 莉穂(2)

ｽｽﾞｷ ｿﾗ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ
  197 中林 樹里(3)   181 畔上 陽菜(1)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ
 6   5 伊那弥生ヶ丘   305 中嶋 珠久(3)     54.96  6   7 岡谷東   158 林 杏珠(2)     53.76 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ ｵｶﾔﾋｶﾞｼ ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ
  311 橋爪 万智(1)   154 矢沢 真琴(3)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ ﾔｻﾞﾜ ﾏｺﾄ
  314 六波羅 琉菜(1)   155 上島 澪里(2)

ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ
  312 城倉 風花(1)   146 柿澤 摩歩(3)

ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ
 7   6 下諏訪向陽   119 相馬 里瑠(1)     55.05 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ｿｳﾏ ﾘﾙ
  118 小平 奏重(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ
  116 綱島 玲渚(3)

ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ
  117 小池 理紗子(2)

ｺｲｹ ﾘｻｺ

女子

4×100m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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   3 東海大諏訪    35 小林 万莉(3)     48.88 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
   26 福田 笑未(1)

ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ
   40 濵田 みなと(2)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
   37 小松 未唯奈(2)

ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ
 2   5 諏訪清陵  2046 飯澤 優里(3)     50.45 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｲｲｻﾞﾜ  ﾕﾘ
 2050 藤森 七海(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾅﾅﾐ
 2047 杉下 舞彩(3)

ｽｷﾞｼﾀ  ﾏｲｱ
 2053 春日 莉緒(2)

ｶｽｶﾞ  ﾘｵ
 3   6 伊那北   285 征矢 結月(2)     51.10 

ｲﾅｷﾀ ｿﾔ ﾕﾂﾞｷ
  273 三澤 菜々美(3)

ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ
  272 小島 咲愛(3)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
  290 野村 優香(2)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 4   7 飯田   415 能登 愛琉(1)     52.90 

ｲｲﾀﾞ ﾉﾄ ｱｲﾙ
  406 小林 菜月(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
  408 熊谷 千尋(3)

ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ
  417 湯澤 帆花(1)

ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
 5   8 伊那西   336 山田 優芽(2)     53.17 

ｲﾅﾆｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
  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
 6   1 赤穂   349 氣賀澤 円香(3)     53.79 

ｱｶﾎ ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
  355 本田 尚子(3)

ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ
  350 田中 ﾗﾘｯｻ(3)

ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ
  348 逸持治 奏愛(3)

ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ
 7   2 岡谷南   175 小倉 歩華(2)     53.83 

ｵｶﾔﾐﾅﾐ ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ
  166 塚間 友香(3)

ﾂｶﾏ ﾕｶ
  176 安田 莉穂(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ
  181 畔上 陽菜(1)

ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ
 8   4 諏訪二葉   101 竹内 里桜(3)     54.24 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
  109 藤森 紗理奈(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ
  106 野村 夏月(2)

ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ
  107 箱田 真奈美(1)

ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ

女子

4×100m
決勝



決勝 5月16日 14:30

長野県高校記録(KR)            3:46.50 長野吉田                     長野吉田         2013/08/03  
                                      （小山 綾菜・内山 成実・村上 りさ子・鈴木 千穂）
南信高校記録(NR)              3:50.93 
大会記録(GR)                  3:59.23                              東海大諏訪       2018        
                                      （小林舞・今井・藤岡・小林叶）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 伊那北   272 小島 咲愛(3)   4:08.29 

ｲﾅｷﾀ ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
  295 真柴 萌菜(2)

ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ
  290 野村 優香(2)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
  273 三澤 菜々美(3)

ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ
 2   5 諏訪清陵  2053 春日 莉緒(2)   4:16.66 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｶｽｶﾞ  ﾘｵ
 2054 五味 桜花(1)

ｺﾞﾐ  ｵｳｶ
 2047 杉下 舞彩(3)

ｽｷﾞｼﾀ  ﾏｲｱ
 2050 藤森 七海(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾅﾅﾐ
 3   2 赤穂   349 氣賀澤 円香(3)   4:19.69 

ｱｶﾎ ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
  350 田中 ﾗﾘｯｻ(3)

ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ
  348 逸持治 奏愛(3)

ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ
  355 本田 尚子(3)

ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ
 4   1 伊那西   332 飯島 莉紗(3)   4:22.91 

ｲﾅﾆｼ ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ
  333 溝口 莉緒(3)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ
  328 森脇 光砂(2)

ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ
  336 山田 優芽(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
 5   8 辰野   196 有賀 雪乃(3)   4:25.91 

ﾀﾂﾉ ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ
  197 中林 樹里(3)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ
  200 唐澤 ここな(1)

ｶﾗｻﾜ ｺｺﾅ
  198 三枝 千夏(3)

ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ
 6   7 伊那弥生ヶ丘   305 中嶋 珠久(3)   4:27.07 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ
  308 守屋 有彩(2)

ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ
  307 岡 瑞希(3)

ｵｶ ﾐｽﾞｷ
  306 森 ほのか(3)

ﾓﾘ ﾎﾉｶ
 7   6 諏訪二葉   106 野村 夏月(2)   4:45.26 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ
  109 藤森 紗理奈(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ
  107 箱田 真奈美(1)

ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ
  105 小池 嶺花(3)

ｺｲｹ ﾚｲｶ
    4 東海大諏訪      

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ DNS

女子

4×400m

決勝



決勝 5月16日 10:00

長野県高校記録(KR)               1.77 上原 久美恵                  岡谷東           1977/10/03  
南信高校記録(NR)                 1.77 上原 久美恵                  岡谷東           1977        
大会記録(GR)                     1.68 堀 美帆                      伊那北           1990        

小平 奏重(2)
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽
田村 優衣(1)
ﾀﾑﾗ  ﾕｲ 諏訪清陵
南條 桜子(1)
ﾅﾝｼﾞｮｳ ｻｸﾗｺ 松川
上村 文寧(1)
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 諏訪二葉
小池 理紗子(2)
ｺｲｹ ﾘｻｺ 下諏訪向陽
石﨑 智紗(1)
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 伊那北
山本 結萌(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 下伊那農
代田 那菜(2)
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 飯田女子
小島 咲愛(3)
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 伊那北
湯澤 帆花(1) DNS
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 飯田
能登 愛琉(1) DNS
ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田
前里 咲耀(1) DNS
ﾏｴｻﾞﾄｻﾖ 飯田

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 記録所属名 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 備考
1 10   118

- - - -

o o

1m40 1m43 1m46 1m49

- o o xo xxx  1.46

 1.40

2 11  2056
- - - o

o o o xo xxx

xxx  1.40

3 7   385

5 8   117
- - - xo o xxx

4 12   108
- - - o o xxx

- o

 1.30xxx

 1.35xo xxx

 1.35

 1.35

6 9   271
- - o o

o xo
7 5   486

 1.25

8 2   445
- xo o xxo xxx  1.30

9 3   272
- o o xxx

- o

     

4   415

1   417

     
6   416

     



決勝 5月15日 12:00

長野県高校記録(KR)               3.65 原 奈津美                    上伊那農         2013/09/28  
南信高校記録(NR)                 3.65 原 奈津美                    上伊那農         2013        
大会記録(GR)                     3.40 原 奈津美                    上伊那農         2013        

野村 ひかり(3)
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 高遠
小松 優未(3)
ｺﾏﾂ ﾕｳﾐ 高遠

2m40 2m50 2m60

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m80 2m20 2m70 2m80 2m90 3m00 備考
1 2   258

- o xo - o xo

記録

xo o xxx  2.90

2 1   256
o o  2.50xo xo xxx



決勝 5月14日 10:40

長野県高校記録(KR)               6.06 宮坂 楓                      東海大三         2010/07/19  
南信高校記録(NR)                 6.06 宮坂 楓                      東海大三         2010        
大会記録(GR)                     5.61 宮坂 楓                      東海大三         2009        

 ３回の
 最高記録

小林 千紘(3)   5.03   r       5.03             5.03 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉   +1.1               +1.1                      +1.1
大﨑 にこ(1)   4.66  4.66  4.78   4.78   4.84  5.02   x    5.02 
ｵｵｻｷ ﾆｺ 東海大諏訪   -2.1  -1.7   0.0    0.0   -0.1  -0.2         -0.2
小倉 歩華(2)   4.99   x    x    4.99   4.91   x   4.81   4.99 
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 岡谷南   +1.6               +1.6   -0.8        -1.3   +1.6
北原 小遥(3)   4.49  4.93   x    4.93   4.95   x    r    4.95 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉    0.0  -1.5         -1.5    0.0                0.0
塩澤 舞(2)    x   4.52  4.80   4.80    x   4.90  4.80   4.90 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ 下伊那農         -1.6   0.0    0.0          0.0  -1.4    0.0
濵田 みなと(2)   4.78  4.74  4.75   4.78   4.81   x   4.54   4.81 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 東海大諏訪   -2.4  -0.7  -0.2   -2.4   -0.7         0.0   -0.7
丸茂 花愛(1)   4.44  4.55  4.50   4.55    x   4.46  4.60   4.60 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 岡谷南   -0.7  -1.5  -1.6   -1.5          0.0  -0.3   -0.3
竹村 菜々美(3)    x    x   4.49   4.49   4.55   r       4.55 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 飯田                0.0    0.0   -0.2               -0.2
河西 真依(1)   4.40  4.38  4.48   4.48             4.48 
ｶｻｲ  ﾏｲ 諏訪清陵   -2.1  -1.0  -0.4   -0.4                      -0.4
高林 あんり(2)   4.43  4.39   x    4.43             4.43 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ  ｱﾝﾘ 諏訪清陵    0.0  -0.5          0.0                       0.0
向山 飛鳥(1)   4.32  4.07  4.40   4.40             4.40 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 岡谷東    0.0  -2.4  -1.3   -1.3                      -1.3
箱田 真奈美(1)   4.39  4.22  4.01   4.39             4.39 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉   -0.4  -0.2  -1.9   -0.4                      -0.4
田中 ﾗﾘｯｻ(3)   4.17  3.88  4.36   4.36             4.36 
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 赤穂   -0.9  -0.4  -1.7   -1.7                      -1.7
柿澤 摩歩(3)   4.26  4.34   x    4.34             4.34 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 岡谷東   -0.9  -0.9         -0.9                      -0.9
埋橋 凜(2)   4.34  4.16  3.98   4.34             4.34 
ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ 伊那西   -1.2  -0.9  -1.5   -1.2                      -1.2
綱島 玲渚(3)   3.91  3.77  4.15   4.15             4.15 
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 下諏訪向陽   -0.7  -1.6   0.0    0.0                       0.0
相馬 里瑠(1)   3.98  3.90  4.12   4.12             4.12 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 下諏訪向陽    0.0  -1.5  -2.3   -2.3                      -2.3
三村 紗唯(3)   4.04  3.96  3.76   4.04             4.04 
ﾐﾑﾗ  ｻﾕ 諏訪清陵   -0.4  -0.6  -0.2   -0.4                      -0.4
城倉 風花(1)   3.86  3.64  4.04   4.04             4.04 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ 伊那弥生ヶ丘    0.0  -1.7   0.0    0.0                       0.0
橋爪 万智(1)   4.01  4.01  3.63   4.01             4.01 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ 伊那弥生ヶ丘   -0.2  +0.9  -0.6   -0.2                      -0.2
小日向 慧(1)   3.99  3.89  3.62   3.99             3.99 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 伊那北   -0.2   0.0  -1.0   -0.2                      -0.2
矢沢 真琴(3)   3.96  3.30  3.98   3.98             3.98 
ﾔｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 岡谷東    0.0  -0.8  -0.1   -0.1                      -0.1

21 7   269

22 2   154

19 3   312

20 1   311

17 9   119

18 15  2048

15 10   334

16 4   116

13 6   350

14 11   146

11 8   160

12 12   107

9 5  2055

10 13  2049

7 18   182

8 16   407

5 20   483

6 14    40

3 21   175

4 19   102

1 22   103

2 17    28

備考

女子

走幅跳

決勝

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



決勝 5月16日 10:30

長野県高校記録(KR)              12.40 田澤 愛                      松本深志         2007/10/07  
南信高校記録(NR)                12.34 宮澤 歩                      諏訪二葉         2018        
大会記録(GR)                    11.94 宮澤 歩                      諏訪二葉         2018        

 ３回の
 最高記録

竹内 里桜(3)  10.12 10.16 10.29  10.29  10.43 10.14 10.39  10.43 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉   +1.2  +1.1  +0.8   +0.8   +1.0  +1.1  +0.6   +1.0
竹村 菜々美(3)  10.24 10.15   x   10.24   9.96 10.04  9.93  10.24 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 飯田   +1.0  +1.0         +1.0   +0.8  +1.1  +0.5   +1.0
小倉 歩華(2)   9.89 10.02  8.90  10.02  10.08   x  10.22  10.22 
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 岡谷南   +0.9  +1.4  +1.0   +1.4   +1.2        +0.6   +0.6
小口 葉奈(2)   9.67  9.90  9.61   9.90   9.70  9.43  9.63   9.90 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 東海大諏訪   +1.2  +1.0  +0.4   +1.0   +0.8  +1.1  +0.4   +1.0
三村 紗唯(3)   9.48   x    x    9.48   8.79   x   8.72   9.48 
ﾐﾑﾗ  ｻﾕ 諏訪清陵   +0.6               +0.6   +0.9        +0.3   +0.6
高林 あんり(2)   9.30  9.30  9.15   9.30   8.83  9.13  8.98   9.30 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ  ｱﾝﾘ 諏訪清陵   +0.4  +1.2  +1.0   +0.4   +0.6  +1.0  +1.1   +0.4
征矢 結月(2)   8.76  9.09  9.13   9.13   8.80  8.86  8.99   9.13 
ｿﾔ ﾕﾂﾞｷ 伊那北   +0.3  +1.3  +1.5   +1.5   +0.4  +1.0  +1.2   +1.5
北原 小遥(3)    x   9.03   -    9.03    x    r       9.03 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉         +1.0         +1.0                      +1.0
脇坂 有梨那(3)    x   8.59  8.34   8.59             8.59 
ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 岡谷東         +0.1  +0.6   +0.1                      +0.1
矢沢 真琴(3)                            DNS
ﾔｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 岡谷東                                                   
小林 千紘(3)                            DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉                                                   

9   103

9 1   150

3   154

7 2   285

8 11   102

5 4  2048

6 6  2049

3 5   175

4 10    38

1 7   101

2 8   407

備考

女子

三段跳

決勝

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



決勝 5月15日 11:30

長野県高校記録(KR)              13.65 大矢 結麻                    丸子実業         2006/05/13  
南信高校記録(NR)                12.56 中山 裕子                    高遠             1994        
大会記録(GR)                    11.49 中山 裕子                    高遠             1994        

 ３回の
 最高記録

倉田 紗優加(2)
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 伊那北
征矢 結月(2)
ｿﾔ ﾕﾂﾞｷ 伊那北
南條 桜子(1)
ﾅﾝｼﾞｮｳ ｻｸﾗｺ 松川
髙木 萌子(2)
ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 伊那北

-5- -6- 記録 備考-4-

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-

 10.10 
1 4   281

  9.87  9.41  9.35   9.87   9.36  9.57 10.10

  6.81   6.88   6.48  6.42   6.88   6.13
2 2   285

  5.97

  5.43
4 1   282

  4.56  5.31

3 3   385
  6.06  6.49

  6.88

  5.71 

  6.09   6.49   6.65  6.65  6.50  6.65 

  5.47   5.47   5.43  5.71



決勝 5月16日 12:30

長野県高校記録(KR)              44.69 中島 未歩                    丸子修学館       2010/10/01  
南信高校記録(NR)                39.91 片桐 希                      諏訪実           2003        
大会記録(GR)                    37.08 宮坂 由紀子                  諏訪実           1997        

 ３回の
 最高記録

倉田 紗優加(2)
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 伊那北
小松 優未(3)
ｺﾏﾂ ﾕｳﾐ 高遠
野村 ひかり(3)
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 高遠
髙木 萌子(2)
ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 伊那北

 12.77 

   o   15.53    o    o    o  15.53 

   x   12.20    x  12.77

2 3   256
   o

   x
4 2   282

 12.20   o

3 1   258
 15.53   o

   o  19.50  19.50    o    o  19.50    o

 24.60 
1 4   281

   x  24.60   x   24.60    o    x    o

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

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



決勝 5月14日 14:30

長野県高校記録(KR)              50.93 湯本 珠実                    松商学園         2017/10/08  
南信高校記録(NR)                44.73 北野 緋菜                    阿南             2018        
大会記録(GR)                    38.21 北野 緋菜                    阿南             2018        

 ３回の
 最高記録

倉田 紗優加(2) 南信高校新
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 伊那北 大会新
小林 菜月(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田
小林 万莉(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪
山田 優芽(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 伊那西
城倉 涼花(1)
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那弥生ヶ丘
成沢 姫奈(2)
ﾅﾙｻﾜ ﾋﾅ 赤穂
後澤 香菜(1)
ｺﾞｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田
溝口 莉緒(3)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 伊那西

   o

   o  23.23 

7 3   418
 18.94   x    o   18.94

   o  18.75 
8 4   333

   x  18.75   o   18.75    o

5 2   315
 21.90   o

 19.59   o    x  19.59 

6 5   344
   x    o  23.23

   o   21.90    o    o  23.50 23.50 

  23.23    o    o

 35.33 

3 6    35
   o  30.93

4 1   336
 27.25   o    o    o  27.25 

   o   30.93  32.36   x    o  32.36 

  27.25    o    o

  32.75    o  35.33

-4- -5- -6-

   o    o

2 7   406
 32.75   o    o    o

備考

1 8   281
   o    o  47.38  47.38    o

-2- -3-

 47.38 

記録

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



第１日目 2021/ 5/15
第２日目 2021/ 5/15

[第１日目]

小林 菜月(3) 15.54(+0.6)        1.49        8.50 25.83(+5.0)   2626
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田     772     610     432     812      1
小林 万莉(3) 16.27(+0.6)        1.35        7.88 26.18(+5.0)   2315
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪     682     460     392     781      2
小平 奏重(2) 17.29(+0.6)        1.55        6.19 27.48(+5.0)   2197
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽     564     678     283     672      3
藤島 沙由希(2) 19.03(+0.6)        1.15        5.82 30.22(+5.0)   1381
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野     388     266     260     467      4

[第２日目]

小林 菜月(3)  5.02(+1.0)       33.52     2:30.46 (W)4421    1 ※公認記録
飯田     565     543     687 　4415

小林 万莉(3)  4.69(+0.9)       31.85     2:40.00 (W)3877    2 ※公認記録
東海大諏訪     477     512     573 　なし

小平 奏重(2)  4.46(+1.5)       18.03     2:32.60 (W)3528    3 ※公認記録
下諏訪向陽     418     252     661 　3479

藤島 沙由希(2)  3.88(+0.4)       19.05     3:09.03   2219    4
茅野     281     271     286

※(W) 追風参考

  406

   35

  118

   16

１日目得点
順位

  406

   35

  118

   16

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏  名

LJ JT 800m
総合

順位 備考
所属名 得点

女子

七種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100mH HJ SP 200m



決勝 5月15日 14:25

風速 +5.0

 1 小林 菜月(3)     25.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田

 2 小林 万莉(3)     26.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪

 3 小平 奏重(2)     27.48 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽

 4 藤島 沙由希(2)     30.22 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野

決勝 5月16日 13:35

 1 小林 菜月(3)   2:30.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田

 2 小平 奏重(2)   2:32.60 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽

 3 小林 万莉(3)   2:40.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪

 4 藤島 沙由希(2)   3:09.03 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野

決勝 5月15日  9:30

風速 +0.6

 1 小林 菜月(3)     15.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田

 2 小林 万莉(3)     16.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪

 3 小平 奏重(2)     17.29 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽

 4 藤島 沙由希(2)     19.03 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野

七種競技

5   118
564

6    16

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

467

781
4   118

672
3    16

6   406
812

5    35

七種競技

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

所属名 記録／備考

772
3   406

4    35
682

388

七種競技

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    16
286

1   406
687

3   118
661

2    35
573



決勝 5月15日 10:30

1m52 1m55 1m58
小平 奏重(2) - - - - - - o o o o  1.55
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽 o xo xxx   678
小林 菜月(3) - - - - - o o o o o  1.49
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田 xxx   610
小林 万莉(3) - - - - o xo xxx  1.35
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪   460
藤島 沙由希(2) o xxo xxx  1.15
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野   266

決勝 5月16日  9:30

小林 菜月(3)   5.02   5.00   4.96  5.02 (+1.0)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田   +1.0   +0.1   +0.3   565
小林 万莉(3)   4.69   4.56    x  4.69 (+0.9)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪   +0.9   +0.6         477
小平 奏重(2)   4.09   4.26   4.46  4.46 (+1.5)
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽   +1.0   +0.1   +1.5   418
藤島 沙由希(2)   3.63   3.88   3.70  3.88 (+0.4)
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野   +0.3   +0.4   +1.3   281

決勝 5月15日 13:00

小林 菜月(3)   8.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田    432
小林 万莉(3)   7.88 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪    392
小平 奏重(2)   6.19 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽    283
藤島 沙由希(2)   5.82 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野    260

決勝 5月16日 11:30

小林 菜月(3)  33.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田    543
小林 万莉(3)  31.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪    512
藤島 沙由希(2)  19.05 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野    271
小平 奏重(2)  18.03 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽    252

記録 備考

1 4   406
 33.52  33.28  30.33

七種競技

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 18.03
4 2   118

   x  16.91

 26.82

3 1    16
 15.60  14.68  19.05

2 3    35
 31.85  29.84

記録 備考

1 3   406

七種競技

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

4 2    16

2 4    35

3 1   118

七種競技

走高跳

決勝

記録 備考

1 3   118

1m35 1m40 1m43 1m46 1m491m15 1m20 1m25 1m30
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1m10

4 4    16

2 1   406

3 2    35

七種競技

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

2 1    35
  7.52   7.88

記録 備考

1 2   406
  7.35   8.01   8.50

  6.20

  5.75
4 3    16

  4.92   5.82

3 4   118
  6.15   6.19   5.79



風速 +5.0

 1 小林 菜月(3)     25.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田

 2 小林 万莉(3)     26.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪

 3 小平 奏重(2)     27.48 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽

 4 藤島 沙由希(2)     30.22 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野

決勝 5月16日 13:35

 1 小林 菜月(3)   2:30.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田

 2 小平 奏重(2)   2:32.60 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽

 3 小林 万莉(3)   2:40.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪

 4 藤島 沙由希(2)   3:09.03 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野

決勝 5月15日  9:30

風速 +0.6

 1 小林 菜月(3)     15.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田

 2 小林 万莉(3)     16.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪

 3 小平 奏重(2)     17.29 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽

 4 藤島 沙由希(2)     19.03 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野

七種競技

5   118
564

6    16

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

467

781
4   118

672
3    16

6   406
812

5    35

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

所属名 記録／備考

772
3   406

4    35
682

388

七種競技

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    16
286

1   406
687

3   118
661

2    35
573



決勝 5月15日 10:30

1m52 1m55 1m58
小平 奏重(2) - - - - - - o o o o  1.55
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽 o xo xxx   678
小林 菜月(3) - - - - - o o o o o  1.49
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田 xxx   610
小林 万莉(3) - - - - o xo xxx  1.35
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪   460
藤島 沙由希(2) o xxo xxx  1.15
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野   266

決勝 5月16日  9:30

小林 菜月(3)   5.02   5.00   4.96  5.02 (+1.0)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田   +1.0   +0.1   +0.3   565
小林 万莉(3)   4.69   4.56    x  4.69 (+0.9)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪   +0.9   +0.6         477
小平 奏重(2)   4.09   4.26   4.46  4.46 (+1.5)
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽   +1.0   +0.1   +1.5   418
藤島 沙由希(2)   3.63   3.88   3.70  3.88 (+0.4)
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野   +0.3   +0.4   +1.3   281

決勝 5月15日 13:00

小林 菜月(3)   8.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田    432
小林 万莉(3)   7.88 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪    392
小平 奏重(2)   6.19 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽    283
藤島 沙由希(2)   5.82 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野    260

決勝 5月16日 11:30

小林 菜月(3)  33.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田    543
小林 万莉(3)  31.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東海大諏訪    512
藤島 沙由希(2)  19.05 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野    271
小平 奏重(2)  18.03 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽    252

記録 備考

1 4   406
 33.52  33.28  30.33

七種競技

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 18.03
4 2   118

   x  16.91

 26.82

3 1    16
 15.60  14.68  19.05

2 3    35
 31.85  29.84

記録 備考

1 3   406

七種競技

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

4 2    16

2 4    35

3 1   118

七種競技

走高跳

決勝

記録 備考

1 3   118

1m35 1m40 1m43 1m46 1m491m15 1m20 1m25 1m30
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1m10

4 4    16

2 1   406

3 2    35

七種競技

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

2 1    35
  7.52   7.88

記録 備考

1 2   406
  7.35   8.01   8.50

  6.20

  5.75
4 3    16

  4.92   5.82

3 4   118
  6.15   6.19   5.79



決勝 5月14日 15:10

長野県高校記録(KR)              12.00 深澤 あまね                  佐久長聖         2019/07/28  
南信高校記録(NR)                12.06 宮澤 歩                      諏訪二葉         2018        
大会記録(GR)                    12.28 北岡 依生希                  東海大諏訪       2019        

風速 +2.8

 1 古田 波音(1)     13.27 
ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 東海大諏訪

 2 藤森 紗理奈(1)     13.98 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ 諏訪二葉

 3 箱田 真奈美(1)     14.23 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉

 4 中島 志穂(1)     14.33 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 飯田風越

 5 中村 千果(1)     14.35 
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 飯田風越

 6 上村 文寧(1)     14.79 
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 諏訪二葉

  北原 小遥(3)      
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉

5   102
DNS

2   447

6   108

4   107

3   446

7   109

ｵｰﾌﾟﾝ女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    27



決勝 5月16日  9:50

長野県高校記録(KR)              24.53 深澤 あまね                  佐久長聖         2020/08/29  
南信高校記録(NR)                24.59 北岡 依生希                  東海大諏訪       2019        
大会記録(GR)                    25.06 北岡 依生希                  東海大諏訪       2019        

風速 +0.2

 1 田中 凜(3)     28.96 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 東海大諏訪

  小松 未唯奈(2)      
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 東海大諏訪 DNS

4    32

3    37

ｵｰﾌﾟﾝ女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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