
第83回諏訪大社陸上競技大会
主催：諏訪大社、長野陸上競技協会
主管：諏訪陸上競技協会
審判長：堀晃　記録主任：葛城光一

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】204050  茅野市運動公園陸上競技場

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
10/09 女子  -2.2 高橋 美由紀(2) 13.53 野村 あずさ(1) 13.85 坂井 聖奈(1) 14.02 長村 紋(1) 14.07 上原 亜里沙(1) 14.28 青木 亜里沙(1) 14.40 平林静香(1) 14.67

100m 一般･東海大三高 一般･東海大三高 一般･辰野高校 一般･創造学園高 一般･諏訪実業高 一般･伊那弥生ヶ丘高 一般･岡谷南高
10/09  -2.1 長村 紋(1) 29.37 上條 愛海(1) 29.90 武田 真緒(1) 30.07 向澤 璃茄(2) 30.37 今井 萌美(2) 30.60 北原 亜美(1) 31.33

200m 一般･創造学園高 一般･東海大三高 一般･伊那弥生ヶ丘高 一般･諏訪実業高 一般･諏訪実業高 一般･伊那弥生ヶ丘高
10/09 高橋 美由紀(2) 1,03.17 齊藤 優衣(2) 1,06.32 武田 真緒(1) 1,07.64 上條 愛海(1) 1,08.21 田中 伶奈(2) 1,09.53 池田 奈美(2) 1,10.16

400m 一般･東海大三高 一般･諏訪実業高 一般･伊那弥生ヶ丘高 一般･東海大三高 一般･下諏訪向陽高 一般･伊那弥生ヶ丘高
10/09 唐澤 萌香(2) 3,07.37

800m 一般･辰野高校
10/09 小松 紗姫(2) 5,08.29 原  奈々(2) 6,01.26

1500m 一般･下諏訪向陽高 一般･辰野高校
10/09 中澤彩乃(2) 1.25

走高跳 一般･岡谷南高
10/09 青木 亜里沙(1)4.93(+2.3) 小林祥子(2) 4.42(+2.6) 宮澤 彩華(2) 4.32(+1.5) 長村 紋(1) 4.18(+0.9) 堀内奈緒美(2) 4.06(+1.4)

走幅跳 一般･伊那弥生ヶ丘高 一般･岡谷南高 一般･辰野高校 一般･創造学園高 一般･岡谷南高
10/09 若狭 杏子(1) 6.68 酒井 菜津希(1) 6.45 中澤彩乃(2) 6.25 増澤摩耶佳(1) 4.88

砲丸投(4.000kg) 一般･諏訪二葉高 一般･諏訪実業高 一般･岡谷南高 一般･辰野高校
10/09 東海大三高       55.05 諏訪実業高       55.68 岡谷南高       58.32

4×100mR 上條 愛海(1) 向澤 璃茄(2) 小林祥子(2)
野村 あずさ(1) 齊藤 優衣(2) 平林静香(1)
高橋 美由紀(2) 今井 萌美(2) 堀内奈緒美(2)
鈴木 理也(3) 上原 亜里沙(1) 中澤彩乃(2)

10/09 中学女子  -0.1 原田 麻亜(3) 13.69 山﨑 彩(3) 13.77 古谷 砂弥(3) 14.10 加納 茉弥(1) 14.12 髙木 聡美(1) 14.25 伊東 沙織(2) 14.51 野口 那奈美 14.81
100m 中学生･飯田高陵中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･上諏訪中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･岡谷東部中 中学生･飯田高陵中 中学生･諏訪南中

10/09  -3.7 原田 麻亜(3) 29.14 古谷 砂弥(3) 29.24 加納 茉弥(1) 29.32 塩澤 ゆり奈(3) 30.04 小口 珠緒(1) 30.09 岡山 未来(2) 31.37
200m 中学生･飯田高陵中 中学生･上諏訪中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･飯田高陵中 中学生･上諏訪中 中学生･飯田高陵中

10/09 依田 菜月(3) 1,07.89 岡山 未来(2) 1,08.83 原山 美優(3) 1,09.43 宮坂 苑実(2) 1,12.49 宮原 千恵(3) 1,12.90 下岡 夕奈(3) 1,15.79
400m 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･飯田高陵中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･櫻ヶ岡中

10/09 宮坂 季恵(1) 2,40.94 髙山 桃乃(2) 2,42.18 熊谷 菜美(1) 2,43.71 神谷 梨緒菜(2) 2,45.06 後藤 優菜 2,47.02 窪田ふれあ(1) 2,47.19 寺島 菜穂(1) 2,48.36 庄司 智子 2,50.03
800m 中学生･上諏訪中 中学生･三郷中 中学生･飯田高陵中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･諏訪南中 中学生･富士見中 中学生･茅野北部中 中学生･諏訪南中

10/09 山﨑 さくら(1) 5,34.93 北原 莉子 5,42.73 長谷川 美波(1) 5,46.41 小林 純玲(1) 5,52.35 一志 萌加(2) 5,58.79 吉澤 沙耶香(2) 5,59.39 磯村 実佑(1) 6,23.48
1500m 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･諏訪南中 中学生･飯田高陵中 中学生･茅野東部中 中学生･三郷中 中学生･三郷中 中学生･飯田高陵中

10/09 井口 華穂(3) 1.40 今井 ちひろ(3) 1.40 神谷 梨緒菜(2) 1.30 塩澤 ゆり奈(3) 1.30 北原 あすか(2) 1.25 桑原 紗弥(2) 1.25 宮嶋 柚芽(1) 中学生･辰野中 1.20
走高跳 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･長野北部中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･飯田高陵中 茅野東部中 中学生･茅野東部中 武井 萌美(2) 中学生･岡谷東部中

10/09 原田 麻亜(3) 4.82(-0.3) 松坂 春子(2) 4.56(+1.5) 宮原 千恵(3) 4.37(-0.2) 北原 京子(2) 4.19(+0.9) 清水 美希(2) 4.10(-0.9) 伊藤 瑞季 4.07(-0.4) 原 皐月(2) 3.99(+0.3) 太田 菜月(2) 3.97(-0.8)
走幅跳 中学生･飯田高陵中 中学生･富士見中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･飯田高陵中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･諏訪南中 中学生･茅野北部中 中学生･三郷中

10/09 依田 菜月(3) 10.38 井口 華穂(3) 9.11 熊谷 早紀(2) 8.91 串原 礼(2) 8.44 加藤 まりな(3) 8.27 太田 菜月(2) 8.09 石倉 沙羅(2) 7.94 畑 瑠衣菜(2) 7.90
砲丸投(2.721kg) 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･三郷中 中学生･上田第五中 中学生･辰野中

10/09 櫻ヶ岡中(A)       55.65 岡谷東部中       57.16 上諏訪中(A)       57.27 櫻ヶ岡中(B)       57.58 飯田高陵中(B)      58.19 辰野中(A)     1,00.73
4×100mR 宮原 千恵(3) 中村 友紀(2) 長谷川 流奈(1) 神谷 梨緒菜(2) 木下 直美(2) 溝尾 彩夏(2)

井口 華穂(3) 武井 志穂(2) 小口 珠緒(1) 加納 茉弥(1) 三浦 遥果(1) 鈴木 幸恵(2)
依田 菜月(3) 武井 萌美(2) 河西 綾香(1) 清水 美希(2) 征矢野 美結(1) 蟹澤 佑夏(1)
山﨑 彩(3) 髙木 聡美(1) 河西 七海(1) 宮坂 苑実(2) 串原 礼(2) 畑 瑠衣菜(2)

10/09 ｵｰﾌﾟﾝ女子   0.0 伊藤 陽子 26.72
100m 一般･東京陸協

10/09  -2.9 伊藤 陽子 58.78
200m 一般･東京陸協

10/09 伊藤 陽子 4,50.44
800m 一般･東京陸協

10/09 一般女子総合 東海大三高 ３１ 辰野高 22 諏訪実業高 22

10/09 中学女子総合 櫻ヶ岡中 ７３ 飯田高陵 51 上諏訪中 21



予選 10月9日 10:55
決勝 10月9日 14:35

大会新        12.8

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.8

 1 野村 あずさ(1) 一般    14.31 q 1 上原 亜里沙(1) 一般    14.32 q
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高 ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ 諏訪実業高

 2 青木 亜里沙(1) 一般    14.42 q 2 坂井 聖奈(1) 一般    14.61 q
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高 ｻｶｲ ｾﾅ 辰野高校

 3 牛山 奈緒(2) 一般    15.04 3 鈴木 理也(3) 一般    15.01 
ｳｼﾔﾏ ﾅｵ 諏訪二葉高 ｽｽﾞｷ ﾘﾔ 東海大三高

 4 笹川 悠紀(2) 一般    15.43 4 濵 汐音(2) 一般    15.31 
ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高 ﾊﾏ ｼｵﾈ 諏訪二葉高

 5 味澤 七星(1) 一般    15.84 5 北原 亜美(1) 一般    15.47 
ｱｼﾞｻﾜ ﾅﾅｾ 辰野高校 ｷﾀﾊﾗ ｱﾐ 伊那弥生ヶ丘高

[ 3組] 風速 +0.5

 1 高橋 美由紀(2) 一般    13.91 q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高

 2 長村 紋(1) 一般    14.24 q
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 3 平林静香(1) 一般    14.64 q
ﾋﾗﾊﾞﾔｼｼｽﾞｶ 岡谷南高

 4 篠原 麻衣子(1) 一般    15.14 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実業高

 5 林  美歩(1) 一般    15.80 
ﾊﾔｼ ﾐﾎ 諏訪二葉高

風速 -2.2

 1 高橋 美由紀(2) 一般    13.53 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高

 2 野村 あずさ(1) 一般    13.85 
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高

 3 坂井 聖奈(1) 一般    14.02 
ｻｶｲ ｾﾅ 辰野高校

 4 長村 紋(1) 一般    14.07 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 5 上原 亜里沙(1) 一般    14.28 
ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ 諏訪実業高

 6 青木 亜里沙(1) 一般    14.40 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高

 7 平林静香(1) 一般    14.67 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼｼｽﾞｶ 岡谷南高

女子

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考
3   470

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2   448

4   426

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5   460

1   407 5   465

所属名 記録／備考
6   435

4   401

3   469

2   442

所属名 記録／備考
3   477

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6   416

2   438

5   455

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4   443

4   470

所属名 記録／備考
5   477

3   435

1   465

2   455

7   407

6   416



予選 10月9日 12:45
決勝 10月9日 15:45

大会新        26.8

[ 1組] 風速 -3.1 [ 2組] 風速 -2.9

 1 上條 愛海(1) 一般    30.05 q 1 長村 紋(1) 一般    29.89 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾐ 東海大三高 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 2 武田 真緒(1) 一般    30.65 q 2 今井 萌美(2) 一般    30.86 q
ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾏｲ ﾓｴﾐ 諏訪実業高

 3 向澤 璃茄(2) 一般    31.29 q 3 池田 奈美(2) 一般    32.26 
ﾑｶｲｻﾞﾜ ﾘﾅ 諏訪実業高 ｲｹﾀﾞ ﾅﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 4 北原 亜美(1) 一般    31.55 q
ｷﾀﾊﾗ ｱﾐ 伊那弥生ヶ丘高

風速 -2.1

 1 長村 紋(1) 一般    29.37 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 2 上條 愛海(1) 一般    29.90 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾐ 東海大三高

 3 武田 真緒(1) 一般    30.07 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘高

 4 向澤 璃茄(2) 一般    30.37 
ﾑｶｲｻﾞﾜ ﾘﾅ 諏訪実業高

 5 今井 萌美(2) 一般    30.60 
ｲﾏｲ ﾓｴﾐ 諏訪実業高

 6 北原 亜美(1) 一般    31.33 
ｷﾀﾊﾗ ｱﾐ 伊那弥生ヶ丘高

  475
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

200m

予選 通過基準  2組  0着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

5   401

3   403

順 ﾚｰﾝ No.

4   4054   440

所属名 記録／備考
6

5   439

氏  名 所属名 記録／備考
6   455

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   403

5   455

2   475

1   401

6   440

3   439



決勝 10月9日 14:05

大会新        1,06.62

 1 高橋 美由紀(2) 一般  1,03.17 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 東海大三高

 2 齊藤 優衣(2) 一般  1,06.32 
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 諏訪実業高

 3 武田 真緒(1) 一般  1,07.64 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘高

 4 上條 愛海(1) 一般  1,08.21 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾐ 東海大三高

 5 田中 伶奈(2) 一般  1,09.53 
ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ 下諏訪向陽高

 6 池田 奈美(2) 一般  1,10.16 
ｲｹﾀﾞ ﾅﾐ 伊那弥生ヶ丘高

女子

400m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

大会新
4   403

2   477
大会新

1   432

6   405

5   475

3   422



決勝 10月9日 11:50

大会新        2,27.2

 1 唐澤 萌香(2) 一般  3,07.37 
ｶﾗｻﾜ ﾓｴｶ 辰野高校
梅村 映美(1) 一般
ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三高

女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

1   462

2   472



決勝 10月9日 14:45

大会新        5,12.08

 1 小松 紗姫(2) 一般  5,08.29 
ｺﾏﾂ ｻｷ 下諏訪向陽高

 2 原  奈々(2) 一般  6,01.26 
ﾊﾗ ﾅﾅ 辰野高校

女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   424

大会新
2   466



決勝 10月9日 12:30

大会新        1.53

中澤彩乃(2) 一般
ﾅｶｻﾞﾜｱﾔﾉ 岡谷南高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m15 1m20 1m25 1m30
1 1   417

O O XXO XXX  1.25



決勝 10月9日 12:00

大会新        5.36

青木 亜里沙(1) 一般  4.88  4.58   X  4.80  4.93   4.70    4.93 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高   0.0  +0.3  +1.4  +2.3   +0.8    +2.3
小林祥子(2) 一般  4.36   X   X   X  4.42   4.40    4.42 
ｺﾊﾞﾔｼｼｮｳｺ 岡谷南高  -0.6  +2.6   +1.5    +2.6
宮澤 彩華(2) 一般  4.08   X  4.20  4.11  4.32    X    4.32 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔｶ 辰野高校  +0.8  +2.0  +0.5  +1.5    +1.5
長村 紋(1) 一般  3.70  3.77  3.82  4.18   X   4.12    4.18 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高  +0.6  +1.0  +1.2  +0.9   +2.0    +0.9
堀内奈緒美(2) 一般  3.68  4.06  3.75  3.86   X   2.73    4.06 
ﾎﾘｳﾁﾅｵﾐ 岡谷南高  +0.3  +1.4  +0.5  +0.5   +1.2    +1.4
井口 恵里佳(1) 一般 欠場
ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉高

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 6   407

-3- -4- -5- -6-

2 5   418

3 4   467

2   449

4 1   455

5 3   415



決勝 10月9日 14:30

大会新        11.35

若狭 杏子(1) 一般
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高
酒井 菜津希(1) 一般
ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 諏訪実業高
中澤彩乃(2) 一般
ﾅｶｻﾞﾜｱﾔﾉ 岡谷南高
増澤摩耶佳(1) 一般
ﾏｽｻﾞﾜ ﾏﾔｶ 辰野高校

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-

 6.40  6.31

-3- -4- -5- -6-

 5.51  5.72

記録 備考
1 4   447

 6.34  6.32  6.18

 6.19  5.94

 6.68   6.68 

2 3   437
 6.36  6.23  6.45

 4.41  4.70

 5.88   6.45 

3 2   417
 6.25  5.89  6.20

 4.88   4.88 

 5.63   6.25 

4 1   463
 4.76  4.75  4.71



決勝 10月9日 16:10

大会新        52.30

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 東海大三高   475 上條 愛海(1)    55.05 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾐ
  470 野村 あずさ(1)

ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ
  477 高橋 美由紀(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ
  469 鈴木 理也(3)

ｽｽﾞｷ ﾘﾔ
 2   4 諏訪実業高   440 向澤 璃茄(2)    55.68 

ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳ ﾑｶｲｻﾞﾜ ﾘﾅ
  432 齊藤 優衣(2)

ｻｲﾄｳ ﾕｲ
  439 今井 萌美(2)

ｲﾏｲ ﾓｴﾐ
  435 上原 亜里沙(1)

ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ
 3   5 岡谷南高   418 小林祥子(2)    58.32 

ｵｶﾔﾐﾅﾐｺｳ ｺﾊﾞﾔｼｼｮｳｺ
  416 平林静香(1)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼｼｽﾞｶ
  415 堀内奈緒美(2)

ﾎﾘｳﾁﾅｵﾐ
  417 中澤彩乃(2)

ﾅｶｻﾞﾜｱﾔﾉ

女子

4×100mR

決勝



予選 10月9日 9:50
決勝 10月9日 14:20

大会新        12.9

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +0.7

 1 河西 七海(1) 中学生    15.14 1 古谷 砂弥(3) 中学生    14.16 q
ｶｻｲ ﾅﾅﾐ 上諏訪中 ﾌﾙﾔ ｻﾔ 上諏訪中

 2 神澤 智世(1) 中学生    15.91 2 野口 那奈美 中学生    14.84 q
ｶﾝｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 諏訪西中 ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪南中

 3 堀内 美佳(1) 中学生    16.66 3 征矢野 美結(1) 中学生    15.13 
ﾎﾘｳ ﾁﾐｶ 辰野中 ｿﾔﾉ ﾐﾕ 飯田高陵中

 4 山田 かなで(1) 中学生    16.77 4 深沢 里奈(1) 中学生    15.58 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 春富中 ﾌｶｻﾜ ﾘﾅ 富士見中

 5 田宮 栞奈(1) 中学生    17.37 5 武井 瑞季(1) 中学生    16.68 
ﾀﾐﾔ ｶﾝﾅ 富士見中 ﾀｹｲ ﾐｽﾞｷ 岡谷東部中
高田 侑花(2) 中学生 6 吉田 紗妃(1) 中学生    17.05 
ﾀｶﾀﾞ ﾕｶ 飯田高陵中 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 茅野北部中
小松 恵美(2) 中学生 7 髙橋ひかる(1) 中学生    17.10 
ｺﾏﾂ ｴﾐ 岡谷東部中 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 上田第五中

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 +0.3

 1 加納 茉弥(1) 中学生    14.20 q 1 山﨑 彩(3) 中学生    14.40 q
ｶﾉｳ ﾏﾔ 櫻ヶ岡中 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ 櫻ヶ岡中

 2 大野 真琴(1) 中学生    14.86 2 巻淵 奈央(1) 中学生    15.35 
ｵｵﾉ ﾏｺ 下諏訪中 ﾏｷﾌﾞﾁﾅｵ 岡谷北部中

 3 河西 綾香(1) 中学生    15.03 3 小林 沙綾(1) 中学生    15.82 
ｶｻｲ ｱﾔｶ 上諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 富士見中

 4 久保田 早也香(1) 中学生    15.57 4 小口 実沙(1) 中学生    16.21 
ｸﾎﾞﾀ ｻﾔｶ 岡谷西部中 ｵｸﾞﾁ ﾐｻ 茅野北部中

 5 赤羽 菜奈(1) 中学生    16.21 5 中島 遥(1) 中学生    16.26 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ 岡谷東部中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 春富中

 6 武笠 美穂(1) 中学生    16.42 6 森田 紗南(1) 中学生    17.26 
ﾑｶｻ ﾐﾎ 茅野東部中 ﾓﾘﾀ ｻﾅ 茅野東部中

 7 藤森 遥香(1) 中学生    16.61 高野 麻梨香(2) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｶ 諏訪西中 ﾀｶﾉ ﾏﾘｶ 下諏訪中

[ 5組] 風速 +1.0 [ 6組] 風速 +0.3

 1 原田 麻亜(3) 中学生    13.82 q 1 髙木 聡美(1) 中学生    14.63 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 飯田高陵中 ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 岡谷東部中

 2 丹羽 朱里(2) 中学生    14.98 2 伊藤 美奈 中学生    15.45 
ﾆﾜ ｱｶﾘ 茅野北部中 ｲﾄｳ ﾐﾅ 諏訪南中

 3 長谷川 流奈(1) 中学生    15.82 3 山本 玲奈(1) 中学生    15.60 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ 上諏訪中 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 茅野東部中

 4 堀内 香那(1) 中学生    16.05 4 白倉 杏美(1) 中学生    15.76 
ﾎﾘｳﾁｶﾅ 岡谷北部中 ｼﾗｸﾗ ｱﾐ 櫻ヶ岡中

 5 中村 日菜子(1) 中学生    16.07 5 小林 茉美(1) 中学生    16.16 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 岡谷東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ 富士見中

 6 坂本 悠里(1) 中学生    16.16 成澤 由佳(2) 中学生
ｻｶﾓﾄ ﾕﾘ 富士見中 ﾅﾙｻﾜ ﾕｶ 飯田高陵中

 7 桑田 遥(1) 中学生    16.76 
ｸﾜﾀ ﾊﾙｶ 上田第五中

[ 7組] 風速 +0.4 [ 8組] 風速 +0.9

 1 伊東 沙織(2) 中学生    14.82 q 1 下島 彩夢(2) 中学生    14.99 
ｲﾄｳ ｻｵﾘ 飯田高陵中 ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 春富中

 2 安澤 梨那 中学生    15.49 2 小林 ひかり(1) 中学生    15.07 
ﾔｽｻﾞﾜ ﾘﾅ 諏訪南中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 岡谷西部中

 3 田中 優衣(2) 中学生    15.60 3 宮坂 千夏(1) 中学生    15.56 
ﾀﾅｶ ﾕｲ 春富中 ﾐﾔｻｶ ﾁﾅﾂ 上諏訪中

 4 有田 かな(2) 中学生    15.69 4 伊藤 真衣(1) 中学生    16.10 
ｱﾘﾀ ｶﾅ 諏訪西中 ｲﾄｳ ﾏｲ 茅野北部中

 5 小林 紗弥香(1) 中学生    16.30 5 藤森 有香(1) 中学生    16.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上諏訪中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｶ 諏訪西中

 6 遠藤 瑞希(1) 中学生    16.49 中村 友紀(2) 中学生
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 富士見中 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 岡谷東部中

中学女子

100m

予選 通過基準  9組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考
7   176

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3   240

4   150

2   213

1   282
欠場

6    42

5   304

欠場

順 ﾚｰﾝ No.

6   274

7    26

4   183

1   224

氏  名 所属名 記録／備考
2   172

5   117

3   309

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3   178

5   367

6    74

2    16

1    38

所属名 記録／備考
4   354

4   208

順

7    81

3   316

5   111

1    69

2    85

6    77

7   145

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   284

1   107

欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名

3    35

4   161

5   194

順

6   320

2    59

1   234

所属名 記録／備考
3    20

2   312

6    89

4   338

5   273
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

6   144

2   303

4   236

No. 氏  名 所属名

3   325

5   199

1

2    10

5   173

記録／備考
4   154

ﾚｰﾝ

1    34

3   120

6   209  167

欠場



[ 9組] 風速 -1.5

 1 竹之内 こずえ(2) 中学生    15.31 
ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ 上田第五中

 2 北原 京子(2) 中学生    15.47 
ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 飯田高陵中

 3 手塚 日向子(2) 中学生    15.57 
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 春富中

 4 中井 優(2) 中学生    15.63 
ﾅｶｲ ﾕｳ 富士見中

 5 小坂 彩乃 中学生    16.42 
ｵｻｶ ｱﾔﾉ 諏訪南中

 6 小林 苑佳(1) 中学生    18.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾉｶ 岡谷東部中

風速 -0.1

 1 原田 麻亜(3) 中学生    13.69 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 飯田高陵中

 2 山﨑 彩(3) 中学生    13.77 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ 櫻ヶ岡中

 3 古谷 砂弥(3) 中学生    14.10 
ﾌﾙﾔ ｻﾔ 上諏訪中

 4 加納 茉弥(1) 中学生    14.12 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 櫻ヶ岡中

 5 髙木 聡美(1) 中学生    14.25 
ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 岡谷東部中

 6 伊東 沙織(2) 中学生    14.51 
ｲﾄｳ ｻｵﾘ 飯田高陵中

 7 野口 那奈美 中学生    14.81 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪南中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   185

5   266

中学女子

100m
順 ﾚｰﾝ

4   305

6   231

1   148

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2    40

4   354

所属名 記録／備考
5   284

6    20

3   172

2   367

1   303

7   224



予選 10月9日 12:05
決勝 10月9日 15:35

大会新        26.9

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.1

 1 加納 茉弥(1) 中学生    28.89 q 1 古谷 砂弥(3) 中学生    29.23 q
ｶﾉｳ ﾏﾔ 櫻ヶ岡中 ﾌﾙﾔ ｻﾔ 上諏訪中

 2 塩澤 ゆり奈(3) 中学生    30.32 q 2 岡山 未来(2) 中学生    30.42 q
ｼｵｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 飯田高陵中 ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 飯田高陵中

 3 深沢 里奈(1) 中学生    31.85 3 小林 ひかり(1) 中学生    30.86 
ﾌｶｻﾜ ﾘﾅ 富士見中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 岡谷西部中

 4 山本 玲奈(1) 中学生    32.02 4 原 しおり(1) 中学生    32.10 
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 茅野東部中 ﾊﾗ ｼｵﾘ 岡谷東部中

 5 平谷 楓花(1) 中学生    32.89 5 加藤 利佳(2) 中学生    32.86 
ﾋﾗﾔ ﾌｳｶ 岡谷東部中 ｶﾄｳ ﾘｶ 櫻ヶ岡中
笠原 絵梨(1) 中学生 6 吉田 紗妃(1) 中学生    33.62 
ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 諏訪西中 ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 茅野北部中

[ 3組] 風速 -0.6 [ 4組] 風速 -1.5

 1 松坂 春子(2) 中学生    30.75 1 宮坂 苑実(2) 中学生    30.98 
ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾙｺ 富士見中 ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 櫻ヶ岡中

 2 河西 綾香(1) 中学生    30.89 2 宮澤 映里奈(2) 中学生    31.93 
ｶｻｲ ｱﾔｶ 上諏訪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｴﾘﾅ 岡谷西部中

 3 木下 直美(2) 中学生    32.33 3 桑澤 瑛江(1) 中学生    32.22 
ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ 飯田高陵中 ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野中

 4 富濱 琉南(1) 中学生    32.97 4 小林 沙綾(1) 中学生    33.25 
ﾄﾐﾊﾏ ﾙﾅﾐ 茅野北部中 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 富士見中
山﨑 彩(3) 中学生 竹之内 こずえ(2) 中学生
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ 櫻ヶ岡中 ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ 上田第五中
栁澤 明歩(1) 中学生 横田 鈴音(1) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾎ 諏訪西中 ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾈ 飯田高陵中

[ 5組] 風速  0.0

 1 原田 麻亜(3) 中学生    29.88 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 飯田高陵中

 2 小口 珠緒(1) 中学生    30.45 q
ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 上諏訪中

 3 中村 日菜子(1) 中学生    32.05 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 岡谷東部中

 4 原田 彩那(2) 中学生    32.86 
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾅ 諏訪西中

 5 宮澤 佳苗(1) 中学生    33.77 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅｴ 岡谷西部中

 6 堀内 美佳(1) 中学生    34.62 
ﾎﾘｳ ﾁﾐｶ 辰野中

風速 -3.7

 1 原田 麻亜(3) 中学生    29.14 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 飯田高陵中

 2 古谷 砂弥(3) 中学生    29.24 
ﾌﾙﾔ ｻﾔ 上諏訪中

 3 加納 茉弥(1) 中学生    29.32 
ｶﾉｳ ﾏﾔ 櫻ヶ岡中

 4 塩澤 ゆり奈(3) 中学生    30.04 
ｼｵｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 飯田高陵中

 5 小口 珠緒(1) 中学生    30.09 
ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 上諏訪中

 6 岡山 未来(2) 中学生    31.37 
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 飯田高陵中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子

200m

予選 通過基準  5組  0着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

3   301

所属名 記録／備考
2   367

1   309

4    89

No. 氏  名 所属名

6   220

順

5    24

2   297

4    10

記録／備考
5   172

ﾚｰﾝ

3   368

6   117

1    52

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

4   262

3   311

2   178

欠場
6   198

欠場

5   103

1   354

6    15

氏  名 所属名 記録／備考
5   364

1   185
欠場

2   253

3   316

4   298
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1    35

3   284

2   168

4   240

6   217

5    14

所属名 記録／備考
5   284

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3   367

2   301

4   172

6   297

1   168



予選 10月9日 9:10
決勝 10月9日 13:55

大会新        1,05.81

[ 1組] [ 2組]

 1 岡山 未来(2) 中学生  1,10.26 q 1 依田 菜月(3) 中学生  1,07.73 q
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 飯田高陵中 ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 櫻ヶ岡中

 2 宮坂 苑実(2) 中学生  1,13.04 q 2 三浦 遥果(1) 中学生  1,15.84 
ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 櫻ヶ岡中 ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高陵中

 3 宮原 千恵(3) 中学生  1,13.55 q 3 青木 莉奈(2) 中学生  1,18.14 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ 櫻ヶ岡中 ｱｵｷ ﾘﾅ 上田第五中

 4 原山 美優(3) 中学生  1,14.53 q 4 清水 美希(2) 中学生  1,19.93 
ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中 ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 櫻ヶ岡中

 5 宮坂 季恵(1) 中学生  1,16.13 5 有賀 渚(1) 中学生  1,22.95 
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 上諏訪中 ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ 岡谷西部中

 6 上原 千穂(2) 中学生  1,19.26 
ｳｴﾊﾗ ﾁﾎ 上田第五中

[ 3組]

 1 下岡 夕奈(3) 中学生  1,13.15 q
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 櫻ヶ岡中

 2 串原 礼(2) 中学生  1,15.96 
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 飯田高陵中

 3 石倉 沙羅(2) 中学生  1,23.64 
ｲｼｸﾗ ｻﾗ 上田第五中
山﨑 さくら(1) 中学生
ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 櫻ヶ岡中
植松 美香子(2) 中学生
ｳｴﾏﾂ ﾐｶｺ 富士見中

 1 依田 菜月(3) 中学生  1,07.89 
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 櫻ヶ岡中

 2 岡山 未来(2) 中学生  1,08.83 
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 飯田高陵中

 3 原山 美優(3) 中学生  1,09.43 
ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中

 4 宮坂 苑実(2) 中学生  1,12.49 
ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ 櫻ヶ岡中

 5 宮原 千恵(3) 中学生  1,12.90 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ 櫻ヶ岡中

 6 下岡 夕奈(3) 中学生  1,15.79 
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 櫻ヶ岡中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子
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予選 通過基準  3組  0着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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決勝 10月9日 11:20

大会新        2,25.23

[ 1組] [ 2組]

 1 後藤 優菜 中学生  2,47.02 1 宮坂 季恵(1) 中学生  2,40.94 
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾅ 諏訪南中 ﾐﾔｻｶ ｷｴ 上諏訪中

 2 寺島 菜穂(1) 中学生  2,48.36 2 髙山 桃乃(2) 中学生  2,42.18 
ﾃﾗｼﾏ ﾅﾎ 茅野北部中 ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓﾉ 三郷中

 3 庄司 智子 中学生  2,50.03 3 熊谷 菜美(1) 中学生  2,43.71 
ｼｮｳｼﾞ ｻﾄｺ 諏訪南中 ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾐ 飯田高陵中

 4 矢﨑 友理 中学生  2,55.93 4 神谷 梨緒菜(2) 中学生  2,45.06 
ﾔｻﾞｷ ﾕﾘ 諏訪南中 ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 櫻ヶ岡中

 5 水木 里帆(2) 中学生  2,57.32 5 窪田ふれあ(1) 中学生  2,47.19 
ﾐｽﾞｷ ﾘﾎ 三郷中 ｸﾎﾞﾀ ﾌﾚｱ 富士見中

 6 川上 鈴(2) 中学生  2,57.91 6 小林 純玲(1) 中学生  2,51.81 
ｶﾜｶﾐ ﾚｲ 三郷中 ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ 茅野東部中

 7 村澤 泉季(2) 中学生  3,03.77 7 江守 あかね(2) 中学生  2,54.24 
ﾑﾗｻﾜ ﾐｽﾞｷ 諏訪西中 ｴﾓﾘ ｱｶﾈ 櫻ヶ岡中

 8 武井 彩夏(2) 中学生  3,04.12 原山 美優(3) 中学生
ﾀｹｲ ｱﾔｶ 岡谷東部中 ﾊﾗﾔﾏ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中

 9 竹腰 智美(1) 中学生  3,24.49 高麗 なつみ(1) 中学生
ﾀｹｺｼ ﾄﾓﾐ 三郷中 ｺﾏ ﾅﾂﾐ 上諏訪中
大谷 めい(1) 中学生 赤羽 由羅(1) 中学生
ｵｵﾔ ﾒｲ 三郷中 ｱｶﾊﾈ ﾕﾗ 三郷中

中学女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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   1 宮坂 季恵(1) 中学生 上諏訪中    2,40.94  2  1
   2 髙山 桃乃(2) 中学生 三郷中    2,42.18  2  2
   3 熊谷 菜美(1) 中学生 飯田高陵中    2,43.71  2  3
   4 神谷 梨緒菜(2) 中学生 櫻ヶ岡中    2,45.06  2  4
   5 後藤 優菜 中学生 諏訪南中    2,47.02  1  1
   6 窪田ふれあ(1) 中学生 富士見中    2,47.19  2  5
   7 寺島 菜穂(1) 中学生 茅野北部中    2,48.36  1  2
   8 庄司 智子 中学生 諏訪南中    2,50.03  1  3
   9 小林 純玲(1) 中学生 茅野東部中    2,51.81  2  6
  10 江守 あかね(2) 中学生 櫻ヶ岡中    2,54.24  2  7
  11 矢﨑 友理 中学生 諏訪南中    2,55.93  1  4
  12 水木 里帆(2) 中学生 三郷中    2,57.32  1  5
  13 川上 鈴(2) 中学生 三郷中    2,57.91  1  6
  14 村澤 泉季(2) 中学生 諏訪西中    3,03.77  1  7
  15 武井 彩夏(2) 中学生 岡谷東部中    3,04.12  1  8
  16 竹腰 智美(1) 中学生 三郷中    3,24.49  1  9

所属名 記録 備考

中学女子

組 順位
  174
  121

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

  112
  230
   87
  360

  289
  351
  232
  322

   28
  127

  221
  135
  131
  212



決勝 10月9日 14:45

大会新        5,06.20

 1 山﨑 さくら(1) 中学生  5,34.93 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗ 櫻ヶ岡中

 2 北原 莉子 中学生  5,42.73 
ｷﾀﾊﾗ ﾘｺ 諏訪南中

 3 長谷川 美波(1) 中学生  5,46.41 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高陵中

 4 小林 純玲(1) 中学生  5,52.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ 茅野東部中

 5 一志 萌加(2) 中学生  5,58.79 
ｲｯｼ ﾓｴｶ 三郷中

 6 吉澤 沙耶香(2) 中学生  5,59.39 
ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾔｶ 三郷中

 7 磯村 実佑(1) 中学生  6,23.48 
ｲｿﾑﾗ ﾐﾕ 飯田高陵中
米山 小百合(1) 中学生
ﾖﾈﾔﾏｻﾕﾘ 岡谷北部中
植松 美香子(2) 中学生
ｳｴﾏﾂ ﾐｶｺ 富士見中
曽我 星良(1) 中学生
ｿｶﾞ ｾｲﾗ 富士見中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   355

7   226

中学女子
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決勝 10月9日 9:00

大会新        1.57

井口 華穂(3) 中学生
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 櫻ヶ岡中
今井 ちひろ(3) 中学生
ｲﾏｲ ﾁﾋﾛ 長野北部中
神谷 梨緒菜(2) 中学生
ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ 櫻ヶ岡中
塩澤 ゆり奈(3) 中学生
ｼｵｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 飯田高陵中
北原 あすか(2)
ｷﾀﾊﾗ ｱｽｶ 茅野東部中
桑原 紗弥(2) 中学生
ｸﾜﾊﾞﾗ ｻﾔ 茅野東部中
宮嶋 柚芽(1) 中学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾒ 辰野中
武井 萌美(2) 中学生
ﾀｹｲ ﾓｴﾐ 岡谷東部中
岡澤 沙衣(1) 中学生
ｵｶｻﾞﾜ ｻｲ 岡谷西部中
前澤 佑季(2) 中学生 欠場
ﾏｴｻﾞﾜ ﾕｷ 岡谷東部中
原田 彩那(2) 中学生 欠場
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾅ 諏訪西中
小池 夢羅(1) 中学生 記録なし
ｺｲｹ ﾕﾗ 諏訪西中
小林 茉美(1) 中学生 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ 富士見中
井出 香菜子(1) 中学生 記録なし
ｲﾃﾞ ｶﾅｺ 岡谷西部中
山田 奈々(1) 中学生 記録なし
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅ 岡谷東部中
中井 優(2) 中学生 記録なし
ﾅｶｲ ﾕｳ 富士見中
藤森 郁実(1) 中学生 記録なし
ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｸﾐ 諏訪西中
柘植 みなみ(1) 中学生 記録なし
ﾂｹﾞ ﾐﾅﾐ 岡谷東部中
白倉 杏美(1) 中学生 記録なし
ｼﾗｸﾗ ｱﾐ 櫻ヶ岡中
江守 あかね(2) 中学生 記録なし
ｴﾓﾘ ｱｶﾈ 櫻ヶ岡中
濱 由惟(1) 中学生 記録なし
ﾊﾏ ﾕｲ 茅野東部中
唐澤 遥南(1) 中学生 記録なし
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 春富中
加々見 紗希 中学生 記録なし
ｶｶﾞﾐ ｻｷ 諏訪南中
加藤 まどか(2) 中学生 記録なし
ｶﾄｳ ﾏﾄﾞｶ 飯田高陵中
溝尾 彩夏(2) 中学生 記録なし
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 辰野中
浅賀 由理 中学生 記録なし
ｱｻｶﾞ ﾕﾘ 諏訪南中
串原 礼(2) 中学生 記録なし
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 飯田高陵中
加藤 まりな(3) 中学生 記録なし
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田高陵中

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

O XO

記録 備考1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43
1 26   370

- O O XXX

1m52 1m551m46 1m49

 1.40

2 27   259
O XXO O XO XO

XXX

XXX

3 22   351
XO XO O

 1.40

 1.30

4 23   301
O O XXO XXX

5 28   503
O O XXX

 1.30

 1.25

6 20    94
O XXO XXX

7 21   255
O XXX

 1.25

 1.20

7 25    25
O XXX

9 18    17
XXO XXX

 1.20

 1.20

5    37

10   217

1   214
XXX

2   312
XXX

3    19
XXX

4    46
XXX

6   305
XXX

7   211
XXX

8    32
XXX

9   338
XXX

11   360
XXX

12    79
XXX

13   143
XXX

14   233
XXX

15   295
XXX

16   252
XXX

17   229
XXX

19   290
XXX

24   294
XXX



決勝 10月9日 12:30

大会新        5.48

原田 麻亜(3) 中学生  4.40  4.55  4.26  4.52  4.82    -    4.82 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 飯田高陵中  -0.4  -0.2  +0.6  -0.2  -0.3    -0.3
松坂 春子(2) 中学生  4.35  4.19  4.20  4.28  4.21   4.56    4.56 
ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾙｺ 富士見中  +1.2  -0.3  +0.6  -1.0  -0.8   +1.5    +1.5
宮原 千恵(3) 中学生  4.17   -  4.35   -  4.22   4.37    4.37 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ 櫻ヶ岡中  +0.4  -0.7  -0.9   -0.2    -0.2
北原 京子(2) 中学生  4.19   -  3.87  3.71  3.82   3.97    4.19 
ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 飯田高陵中  +0.9  +0.2  -0.2  -0.6   -0.2    +0.9
清水 美希(2) 中学生   X   -  4.03  4.06  4.10    -    4.10 
ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 櫻ヶ岡中  -0.5  -0.6  -0.9    -0.9
伊藤 瑞季 中学生  3.90  3.94  3.98  3.49  4.07   4.06    4.07 
ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ 諏訪南中  -1.4  -1.8   0.0  -0.7  -0.4   -1.3    -0.4
原 皐月(2) 中学生  3.95   X  3.79  3.99  3.97   3.78    3.99 
ﾊﾗ ｻﾂｷ 茅野北部中  +0.5  +0.1  +0.3  +0.7   +0.5    +0.3
太田 菜月(2) 中学生  3.83  3.93  3.80  3.86  3.97   3.84    3.97 
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 三郷中   0.0  +0.3  -0.9  +0.2  -0.8   +0.4    -0.8
木下 萌(1) 中学生  3.61  3.89   X    3.89 
ｷﾉｼﾀ ﾓｴ 諏訪西中  +1.1  -1.0    -1.0
堀内 彩乃 中学生  3.81  3.88  3.65    3.88 
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 諏訪南中  +1.5  +1.3  -0.3    +1.3
成澤 由佳(2) 中学生  3.25   -  3.84    3.84 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｶ 飯田高陵中  -0.7  +0.3    +0.3
三浦 遥果(1) 中学生  3.74   -  3.80    3.80 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高陵中  -1.0  +0.4    +0.4
桑田 遥(1) 中学生   X   X  3.77    3.77 
ｸﾜﾀ ﾊﾙｶ 上田第五中  +0.1    +0.1
江村 安美(3) 中学生  3.70  3.76  3.57    3.76 
ｴﾑﾗ ｱﾐ 櫻ヶ岡中  -1.4  -1.1  -2.2    -1.1
寺本 聡美(1) 中学生  3.75  3.30  3.53    3.75 
ﾃﾗﾓﾄ ｻﾄﾐ 春富中  -1.1  -0.6  +0.3    -1.1
加藤 利佳(2) 中学生  3.55  3.49  3.69    3.69 
ｶﾄｳ ﾘｶ 櫻ヶ岡中  -0.5  -1.0  -0.6    -0.6
神田 真有(3) 中学生   X   -  3.63    3.63 
ｶﾝﾀﾞ ﾏﾕ 櫻ヶ岡中  +0.7    +0.7
清水 涼香(2) 中学生   -   -  3.63    3.63 
ｼﾐｽﾞ ｽｽﾞｶ 春富中  -0.5    -0.5
中曽根 萌(2) 中学生   -   -  3.62    3.62 
ﾅｶｿﾈ ﾓｴ 上田第五中  -1.2    -1.2
赤羽 香子(1) 中学生   X  3.22  3.58    3.58 
ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｺ 辰野中  -2.8  +1.2    +1.2
丹羽 朱里(2) 中学生  3.55  3.43  3.31    3.55 
ﾆﾜ ｱｶﾘ 茅野北部中  +0.7  -0.1  +0.9    +0.7
林 瑞希(2) 中学生  3.55   -  3.30    3.55 
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ 岡谷西部中  +0.7  -0.4    +0.7
塩澤 瑠(1) 中学生  3.53  3.15   X    3.53 
ｼｵｻﾞﾜ ﾙｲ 飯田高陵中  +0.5  -1.2    +0.5
野澤 早織(1) 中学生   -   X  3.48    3.48 
ﾉｻﾞﾜ ｻｵﾘ 辰野中  +0.2    +0.2
沢 芽依美(1) 中学生  3.47  3.01  3.24    3.47 
ｻﾜ ﾒｲﾐ 上田第五中  +0.1  -0.4  -1.6    +0.1
伊東 沙織(2) 中学生  3.19   -  3.41    3.41 
ｲﾄｳ ｻｵﾘ 飯田高陵中   0.0  -0.4    -0.4
横内 日菜子(1) 中学生   X   -  3.41    3.41 
ﾖｺｳﾁ ﾋﾅｺ 岡谷西部中  -1.3    -1.3
根橋なつみ(1) 中学生  3.37  3.11  3.39    3.39 
ﾈﾊﾞｼ ﾅﾂﾐ 辰野中  -0.1  -0.9  -0.1    -0.1
井上 七海(2) 中学生  3.35  3.38  3.25    3.38 
ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ 春富中  +1.2  -0.9  +0.9    -0.9
武井 志穂(2) 中学生  3.00  3.29  3.15    3.29 
ﾀｹｲ ｼﾎ 岡谷東部中  -0.7  -1.1  +0.5    -1.1
美齊津 七海(1) 中学生   X  2.82  3.02    3.02 
ﾐｻｲﾂ ﾅﾅﾐ 諏訪西中  -1.8  +0.5    +0.5
山田 佳奈(1) 中学生   X   X  3.02    3.02 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 諏訪西中   0.0     0.0
野村 早希(1) 中学生   X  2.85  2.74    2.85 
ﾉﾑﾗ ｻｷ 諏訪西中  -1.3  +0.4    -1.3
小林 にじほ(1) 中学生 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾆｼﾞﾎ 岡谷東部中
坂本 悠里(1) 中学生   X   X   X 記録なし
ｻｶﾓﾄ ﾕﾘ 富士見中
青木 莉奈(2) 中学生   -   -   X 記録なし
ｱｵｷ ﾘﾅ 上田第五中
上原 千穂(2) 中学生   -   -   X 記録なし
ｳｴﾊﾗ ﾁﾎ 上田第五中

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 36   284

-3- -4- -5- -6-

2 35   311

3 32   365

4 33   266

5 31   349

6 20   235

7 13   114

8 4   130

9 10   204

10 27   225

11 22   273

12 28   280

13 8   194

14 23   359

15 21   149

16 16   368

17 24   350

17 25   147

19 5   184

20 9   245

21 14   107

22 30     6

23 7   300

24 26   239

25 6   186

26 29   303

27 15    18

28 18   251

29 11   155

30 19    27

31 2   207

32 1   215

33 3   203

34    41

12   320

17   188

37   189



決勝 10月9日 9:00

大会新        14.14

依田 菜月(3) 中学生
ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ 櫻ヶ岡中
井口 華穂(3) 中学生
ｲｸﾞﾁ ｶﾎ 櫻ヶ岡中
熊谷 早紀(2) 中学生
ｸﾏｶﾞｲ ｻｷ 飯田高陵中
串原 礼(2) 中学生
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 飯田高陵中
加藤 まりな(3) 中学生
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田高陵中
太田 菜月(2) 中学生
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 三郷中
石倉 沙羅(2) 中学生
ｲｼｸﾗ ｻﾗ 上田第五中
畑 瑠衣菜(2) 中学生
ﾊﾀ ﾙｲﾅ 辰野中
中曽根 萌(2) 中学生
ﾅｶｿﾈ ﾓｴ 上田第五中
神田 真有(3) 中学生
ｶﾝﾀﾞ ﾏﾕ 櫻ヶ岡中
林 かおり(1) 中学生
ﾊﾔｼ ｶｵﾘ 飯田高陵中
下岡 夕奈(3) 中学生
ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ 櫻ヶ岡中
遠藤 瑞希(1) 中学生
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 富士見中
田宮 栞奈(1) 中学生
ﾀﾐﾔ ｶﾝﾅ 富士見中
久保田 都紗(2) 中学生 欠場
ｸﾎﾞﾀ ﾐﾔｻ 茅野北部中
後藤 未来(1) 中学生 欠場
ｺﾞﾄｳ ﾐｷ 茅野東部中
長田 蘭菜(2) 中学生 欠場
ﾅｶﾞﾀ ﾗﾅ 茅野北部中
大谷 めい(1) 中学生 欠場
ｵｵﾔ ﾒｲ 三郷中

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-

 9.80 10.38

-3- -4- -5- -6-

 8.49  8.54

記録 備考
1 17   371

 9.60  8.87  9.30

 7.80  7.98

10.18  10.38 

2 14   370
 8.10  7.83  8.13

 8.36  8.44

 9.11   9.11 

3 15   288
 7.18   X  7.70

 7.28  6.96

 8.91   8.91 

4 16   290
 7.77  7.52  7.87

 7.17  6.98

 8.34   8.44 

5 6   294
 7.60  7.58  7.91

 7.40  7.73

 8.27   8.27 

6 13   130
 7.88  6.85  8.09

 7.90  7.46

 7.40   8.09 

7 12   187
 7.22  7.24  7.94  7.15   7.94 

8 7   241
 7.74  7.12  7.54   X   7.90 

9 5   184
 6.71  7.17  6.64   7.17 

10 9   350
 6.98  6.54  7.08   7.08 

11 10   261
 5.95  6.58  6.80   6.80 

12 11   369
  X  6.24  5.75   6.24 

13 3   325
  X  6.02  5.66   6.02 

14 18   304
 5.18  5.20  5.34   5.34 

1   116

2    91

4   105

8   129



予選 10月9日 13:05
決勝 10月9日 15:55

大会新        52.70

[ 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   6 辰野中(A)   252 溝尾 彩夏(2)    57.32 q 1  2 櫻ヶ岡中(B)  351 神谷 梨緒菜(2)    57.41 q

ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳB ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ
  238 鈴木 幸恵(2)  367 加納 茉弥(1)

ｽｽﾞｷｻﾁｴ ｶﾉｳ ﾏﾔ
  258 蟹澤 佑夏(1)  349 清水 美希(2)

ｶﾆｻﾜﾕｶ ｼﾐｽﾞ ﾐｷ
  241 畑 瑠衣菜(2)  364 宮坂 苑実(2)

ﾊﾀ ﾙｲﾅ ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ
 2   5 岡谷東部中    34 中村 友紀(2)    57.75 q 2  6 飯田高陵中(B)  262 木下 直美(2)    58.62 q

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ
   27 武井 志穂(2)  280 三浦 遥果(1)

ﾀｹｲ ｼﾎ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
   25 武井 萌美(2)  274 征矢野 美結(1)

ﾀｹｲ ﾓｴﾐ ｿﾔﾉ ﾐﾕ
   20 髙木 聡美(1)  290 串原 礼(2)

ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ ｸｼﾊﾗ ﾚｲ
 3   4 飯田高陵中(A)   273 成澤 由佳(2)    58.74 3  4 上諏訪中(B)  167 小林 紗弥香(1)    59.58 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾅﾙｻﾜ ﾕｶ ｶﾐｽﾜﾁｭｳB ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ
  303 伊東 沙織(2)  173 宮坂 千夏(1)

ｲﾄｳ ｻｵﾘ ﾐﾔｻｶ ﾁﾅﾂ
  266 北原 京子(2)  174 宮坂 季恵(1)

ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ ﾐﾔｻｶ ｷｴ
  301 塩澤 ゆり奈(3)  172 古谷 砂弥(3)

ｼｵｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ ﾌﾙﾔ ｻﾔ
 4   1 岡谷西部中(B)    14 宮澤 佳苗(1)  1,01.56 4  3 春富中  144 田中 優衣(2)  1,01.57 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳB ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅｴ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾕｲ
   19 井出 香菜子(1)  148 手塚 日向子(2)

ｲﾃﾞ ｶﾅｺ ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ
   17 岡澤 沙衣(1)  147 清水 涼香(2)

ｵｶｻﾞﾜ ｻｲ ｼﾐｽﾞ ｽｽﾞｶ
   18 横内 日菜子(1)  154 下島 彩夢(2)

ﾖｺｳﾁ ﾋﾅｺ ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ
 5   2 富士見中(B)   322 窪田ふれあ(1)  1,02.24 5  5 諏訪西中  209 藤森 有香(1)  1,01.73 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳB ｸﾎﾞﾀ ﾌﾚｱ ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｶ
  325 遠藤 瑞希(1)  199 有田 かな(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ ｱﾘﾀ ｶﾅ
  320 坂本 悠里(1)  204 木下 萌(1)

ｻｶﾓﾄ ﾕﾘ ｷﾉｼﾀ ﾓｴ
  312 小林 茉美(1)  217 原田 彩那(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾅ
 6   3 三郷中   130 太田 菜月(2)  1,02.42 

ﾐｻﾄﾁｭｳ ｵｵﾀ ﾅﾂｷ
  142 一志 萌加(2)

ｲｯｼ ﾓｴｶ
  135 水木 里帆(2)

ﾐｽﾞｷ ﾘﾎ
  121 髙山 桃乃(2)

ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓﾉ

中学女子

4×100mR

予選 通過基準  4組  0着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4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 上諏訪中(A)   161 長谷川 流奈(1)    58.01 q 1  5 櫻ヶ岡中(A)  365 宮原 千恵(3)    56.28 q

ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳA ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ
  168 小口 珠緒(1)  370 井口 華穂(3)

ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ ｲｸﾞﾁ ｶﾎ
  178 河西 綾香(1)  371 依田 菜月(3)

ｶｻｲ ｱﾔｶ ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ
  176 河西 七海(1)  357 山崎 彩(3)

ｶｻｲ ﾅﾅﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ
 2   5 上田第五中   184 中曽根 萌(2)    59.19 2  6 諏訪南中  224 野口 那奈美    59.59 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ﾅｶｿﾈ ﾓｴ ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ
  188 青木 莉奈(2)  236 安澤 梨那

ｱｵｷ ﾘﾅ ﾔｽｻﾞﾜ ﾘﾅ
  189 上原 千穂(2)  229 浅賀 由理

ｳｴﾊﾗ ﾁﾎ ｱｻｶﾞ ﾕﾘ
  185 竹之内 こずえ(2)  234 伊藤 美奈

ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ ｲﾄｳ ﾐﾅ
 3   6 櫻ヶ岡中(C)   350 神田 真有(3)  1,00.00 3  4 富士見中(A)  316 小林 沙綾(1)    59.72 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳC ｶﾝﾀﾞ ﾏﾕ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ
  369 下岡 夕奈(3)  309 深沢 里奈(1)

ｼﾓｵｶ ﾕｳﾅ ﾌｶｻﾜ ﾘﾅ
  360 江守 あかね(2)  311 松坂 春子(2)

ｴﾓﾘ ｱｶﾈ ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾙｺ
  368 加藤 利佳(2)  305 中井 優(2)

ｶﾄｳ ﾘｶ ﾅｶｲ ﾕｳ
 4   2 茅野北部中   103 富濱 琉南(1)  1,02.12 4  2 辰野中(B)  256 吉沢 千咲(1)  1,00.72 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾄﾐﾊﾏ ﾙﾅﾐ ﾀﾂﾉﾁｭｳB ﾖｼｻﾞﾜﾁｻｷ
  120 伊藤 真衣(1)  253 桑澤 瑛江(1)

ｲﾄｳ ﾏｲ ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ
  111 小口 実沙(1)  255 宮嶋 柚芽(1)

ｵｸﾞﾁ ﾐｻ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾒ
  115 牛山菜々美(1)  239 野澤 早織(1)

ｳｼﾔﾏ ﾅﾅﾐ ﾉｻﾞﾜ ｻｵﾘ
 5   4 飯田高陵中(C)   295 加藤 まどか(2)  1,06.65 5  3 岡谷西部中(A)   16 久保田 早也香(1)  1,02.61 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳC ｶﾄｳ ﾏﾄﾞｶ ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳA ｸﾎﾞﾀ ｻﾔｶ
  289 熊谷 菜美(1)    7 有賀 渚(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾐ ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ
  288 熊谷 早紀(2)    6 林 瑞希(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｻｷ ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ
  300 塩澤 瑠(1)   15 宮澤 映里奈(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾙｲ ﾐﾔｻﾞﾜ ｴﾘﾅ

中学女子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 櫻ヶ岡中(A)   365 宮原 千恵(3)    55.65 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳA ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾁｴ
  370 井口 華穂(3)

ｲｸﾞﾁ ｶﾎ
  371 依田 菜月(3)

ﾖﾀﾞ ﾅﾂｷ
  354 山﨑 彩(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔ
 2   5 岡谷東部中    34 中村 友紀(2)    57.16 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
   27 武井 志穂(2)

ﾀｹｲ ｼﾎ
   25 武井 萌美(2)

ﾀｹｲ ﾓｴﾐ
   20 髙木 聡美(1)

ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ
 3   6 上諏訪中(A)   161 長谷川 流奈(1)    57.27 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ
  168 小口 珠緒(1)

ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ
  178 河西 綾香(1)

ｶｻｲ ｱﾔｶ
  176 河西 七海(1)

ｶｻｲ ﾅﾅﾐ
 4   3 櫻ヶ岡中(B)   351 神谷 梨緒菜(2)    57.58 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳB ｶﾐﾔ ﾘｵﾅ
  367 加納 茉弥(1)

ｶﾉｳ ﾏﾔ
  349 清水 美希(2)

ｼﾐｽﾞ ﾐｷ
  364 宮坂 苑実(2)

ﾐﾔｻｶ ｿﾉﾐ
 5   1 飯田高陵中(B)   262 木下 直美(2)    58.19 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ
  280 三浦 遥果(1)

ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
  274 征矢野 美結(1)

ｿﾔﾉ ﾐﾕ
  290 串原 礼(2)

ｸｼﾊﾗ ﾚｲ
 6   2 辰野中(A)   252 溝尾 彩夏(2)  1,00.73 

ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ
  238 鈴木 幸恵(2)

ｽｽﾞｷｻﾁｴ
  258 蟹澤 佑夏(1)

ｶﾆｻﾜﾕｶ
  241 畑 瑠衣菜(2)

ﾊﾀ ﾙｲﾅ

決勝

中学女子

4×100mR



決勝 10月9日 14:15

風速 -1.2

 1 下島 彩夢(2) 中学生    14.78 
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 春富中

 2 河西 綾香(1) 中学生    14.99 
ｶｻｲ ｱﾔｶ 上諏訪中

 3 大野 真琴(1) 中学生    15.00 
ｵｵﾉ ﾏｺ 下諏訪中

 4 丹羽 朱里(2) 中学生    15.01 
ﾆﾜ ｱｶﾘ 茅野北部中

 5 征矢野 美結(1) 中学生    15.06 
ｿﾔﾉ ﾐﾕ 飯田高陵中

 6 小林 ひかり(1) 中学生    15.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 岡谷西部中

 7 河西 七海(1) 中学生    15.17 
ｶｻｲ ﾅﾅﾐ 上諏訪中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   154

2   178

中女B決勝

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

4   107

1   274

3    74

7   176

6    10



決勝 10月9日 10:55

風速  0.0

 1 伊藤 陽子 一般    26.72 
ｲﾄｳ ﾖｳｺ 東京陸協

所属名 記録／備考
6   500

ｵｰﾌﾟﾝ女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 10月9日 12:45

風速 -2.9

1 伊藤 陽子 一般 58.78
ｲﾄｳ ﾖｳｺ 東京陸協

所属名 記録／備考
3   500

ｵｰﾌﾟﾝ女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 10月9日 11:50

 1 伊藤 陽子 一般  4,50.44 
ｲﾄｳ ﾖｳｺ 東京陸協

所属名 記録／備考
3   500

ｵｰﾌﾟﾝ女子

800m

決勝

順 No. 氏  名
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