
第50回上伊那陸上競技選手権大会                                                  
　　主催：上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部                              
　　期日：2010年8月22日（日）                                                   

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202030  伊那市営陸上競技場

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
08/22 中学女子  -0.7 北原 詩織(2) 13.34 今井 美月(3) 13.43 本島 沙百合(3) 13.72 下島 彩夢(2) 13.92 林 優花(3) 14.10 畑 瑠衣菜(2) 14.13 飯島 栞(2) 14.55 向山 加菜(1) 14.66

１００ｍ 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 春富中 駒ヶ根東中 辰野中 伊那東部中 伊那東部中
08/22  +0.1 宮脇 玲菜(2) 27.71 鈴木 幸恵(2) 29.39 桑澤 瑛江(1) 31.49 溝尾 彩夏(2) 32.15

２００ｍ 駒ヶ根東中 辰野中 辰野中 辰野中
08/22  -1.6 向山 ひより(1) 20.34 伊藤 京香(2) 20.56 中島 遥(1) 20.59 赤羽 香子(1) 21.35 小澤 佳奈子(2) 26.24

100mH(0.762m) 伊那中 伊那東部中 春富中 辰野中 伊那東部中
08/22 大脇 愛菜(3) 1.40 手塚 日向子(2) 1.35 溝尾 彩夏(2) 1.25 宮嶋 柚芽(1) 1.25 唐澤 遥南(1) 1.20

走高跳 春富中 春富中 辰野中 辰野中 春富中
08/22 橋本 紗季(3) 4.71(+0.1) 西村 千明(1) 4.52(+0.1) 高梨 美岐(2) 4.21(+1.1) 酒井 珠良(1) 4.18(-0.5) 寺本 聡美(1) 3.97(+0.7) 野澤 早織(1) 3.86(-0.1) 赤羽 香子(1) 3.83(-0.3) 宮崎 希(1) 3.60(+0.7)

走幅跳 春富中 伊那中 駒ヶ根東中 南箕輪中 春富中 辰野中 辰野中 伊那中
08/22 高井 ジャンユキ 7.30 宮﨑 沙織(2) 7.03 掘内 美佳(1) 6.66 登内 彩香(2) 6.59 米山 瑛梨花(2) 6.13

砲丸投(2.721kg) 南箕輪中 駒ヶ根東中 辰野中 伊那東部中 中川中
08/22 駒ヶ根東中       53.87 辰野中(A)       56.32 伊那東部中(B)      56.72 南箕輪中       57.77 伊那中(A)       58.10 辰野中(B)       58.87 中川中     1,00.78 赤穂中     1,01.09

４×１００ｍＲ 高梨 美岐(2) 溝尾 彩夏(2) 原 裕美佳(2) 唐澤 咲良(2) 小出 詩織(3) 桑澤 瑛江(1) 菅沼 亜衣梨(1)
北原 詩織(2) 鈴木 幸恵(2) 飯島 栞(2) 高井 ジャンユキ(1) 原 千春(2) 吉沢 千咲(1) 小原 愛(2)
菅沼 菜摘(1) 蟹澤 佑夏(1) 堀内 彩香(2) 飯塚 咲葵(1) 小池 みのり(3) 宮嶋 柚芽(1) 小塩 早紀(1)
宮脇 玲菜(2) 畑 瑠衣菜(2) 向山 加菜(1) 酒井 珠良(1) 西田 綾花(3) 野澤 早織(1) 福島 梨央(1)

08/22 女子  -2.6 宮下 杏香(2) 13.73 青木 亜里沙(1) 14.05 松島 愛(2) 14.34 浦野 木乃実(2) 14.34 北原 亜美(1) 14.48 武田 真緒(1) 14.66 宮澤 友美(1) 15.98
１００ｍ 赤穂高 伊那弥生ヶ丘高 伊那西高 伊那西高 伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高 伊那西高

08/22  -2.2 浦野 木乃実(2) 29.04 町田 佳穂(1) 29.81 北原 亜美(1) 30.03
２００ｍ 伊那西高 伊那北高 伊那弥生ヶ丘高

08/22 松島 愛(2) 1.55 中原 遥菜(1) 1.45 丸山 晴香(1) 1.40 武田 真緒(1) 1.35 青木 友里恵(1) 1.30
走高跳 伊那西高 高遠高 赤穂高 伊那弥生ヶ丘高 伊那北高

08/22 桐山 明日香(3)5.71(-0.8) 青木 亜里沙(1)4.94(+1.1) 田口 瑠莉(2) 4.87(-1.2) 大久保 萌花(2)4.69(-0.1)
走幅跳 伊那弥生ヶ丘高 大会新 伊那弥生ヶ丘高 上伊那農業高 伊那西高

08/22 大久保 萌花(2) 19.93 金木 彩見(1) 12.99
円盤投(1.000kg) 伊那西高 伊那西高

08/22 下島 鈴花(3) 29.02 金木 彩見(1) 18.34
やり投 上伊那農業高 伊那西高

08/22 伊那弥生ヶ丘高      54.88 伊那西高       55.41 伊那北高       56.30
４×１００ｍＲ 青木 亜里沙(1) 大久保 萌花(2) 青木 友里恵(1)

武田 真緒(1) 浦野 木乃実(2) 町田 佳穂(1)
池田 奈美(2) 金木 彩見(1) 氣賀澤 愛香(1)
北原 亜美(1) 松島 愛(2) 金子 美穂(2)

08/22 共通女子 中山 真緒(2) 1,15.05 根橋 なつみ(1) 1,21.41
４００ｍ 伊那東部中 辰野中

08/22 竹村 知世(2) 2,37.26 小平 瑞希(2) 2,37.49 鹿野 知世(2) 2,41.65 宮崎 莉那(3) 2,44.34 関川 美波(1) 2,45.08 牧田 琴美(2) 2,46.56 片桐 萌々香(2) 2,46.68 大杉 知佳(2) 2,47.24
８００ｍ 伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高 中川中 伊那北高 伊那北高 中川中 伊那東部中

08/22 竹内 華奈子(3) 11,39.76 宮脇 杏菜(2) 11,46.68 宮入 唯(1) 12,39.67 落合 悟花(1) 12,49.39 小林 すみれ(1) 13,12.73 杉山 李奈(1) 14,24.49
３０００ｍ 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 伊那北高 伊那西高 駒ヶ根東中

08/22 桜井 まどか(1) 2.70 松本 真季(2) 2.60 唐澤 咲良(2) 1.80
棒高跳 高遠高 高遠高 南箕輪中

08/22 オープン女子  -0.2 船坂 実来(3) 12.59 吉川 友香子(2) 13.06 征矢 萌唯(2) 13.09 布施 和花(2) 13.61
100m(第1ﾚｰｽ) 愛知･至学館高 愛知･至学館高 愛知･至学館高 愛知･至学館高

08/22  -2.6 船坂 実来(3) 12.64
100m(第2ﾚｰｽ) 愛知･至学館高

08/22  -2.2 船坂 実来(3) 25.29 征矢 萌唯(2) 26.11 吉川 友香子(2) 26.86
２００ｍ 愛知･至学館高 愛知･至学館高 愛知･至学館高

08/22 水上 祥子(3) 57.90 大谷 友梨恵(3) 59.22
４００ｍ 愛知･至学館高 愛知･至学館高

08/22  -0.9 大谷 友梨恵(3) 14.99 水上 祥子(3) 15.07 布施 和花(2) 18.10
100mH(0.838m) 愛知･至学館高 愛知･至学館高 愛知･至学館高

08/22 榊原 小侑希(1) 1.48
走高跳 愛知･至学館高

08/22 布施 和花(2) 5.08(-0.4)
走幅跳 愛知･至学館高

08/22 至学館高 (愛知)    48.88
４×１００ｍＲ 征矢 萌唯(2) 船坂 実来(3) 吉川 友香子(2) 大谷 友梨恵(3)



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第50回上伊那陸上競技選手権大会               ｺｰﾄﾞ  [10200526]

競技場名 伊那市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
中学女子 08/22 -0.7  1 北原 詩織(2)    13.34  2 今井 美月(3)    13.43  3 本島 沙百合(3)    13.72  4 下島 彩夢(2)    13.92

駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 春富中
 5 林 優花(3)    14.10  6 畑 瑠衣菜(2)    14.13  7 飯島 栞(2)    14.55  8 向山 加菜(1)    14.66

駒ヶ根東中 辰野中 伊那東部中 伊那東部中
中学女子 08/22 +0.1  1 宮脇 玲菜(2)    27.71  2 鈴木 幸恵(2)    29.39  3 桑澤 瑛江(1)    31.49  4 溝尾 彩夏(2)    32.15

駒ヶ根東中 辰野中 辰野中 辰野中
中学女子 08/22 -1.6  1 向山 ひより(1)    20.34  2 伊藤 京香(2)    20.56  3 中島 遥(1)    20.59  4 赤羽 香子(1)    21.35

伊那中 伊那東部中 春富中 辰野中
 5 小澤 佳奈子(2)    26.24 大久保 芽衣(3) 欠場    

伊那東部中 春富中
女子 08/22 -2.6  1 宮下 杏香(2)    13.73  2 青木 亜里沙(1)    14.05  3 松島 愛(2)    14.34  4 浦野 木乃実(2)    14.34

赤穂高 伊那弥生ヶ丘高 伊那西高 伊那西高
 5 北原 亜美(1)    14.48  6 武田 真緒(1)    14.66  7 宮澤 友美(1)    15.98

伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高 伊那西高
女子 08/22 -2.2  1 浦野 木乃実(2)    29.04  2 町田 佳穂(1)    29.81  3 北原 亜美(1)    30.03 池田 奈美(2) 欠場    

伊那西高 伊那北高 伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高

宮下 杏香(2) 欠場    
赤穂高

共通女子 08/22  1 中山 真緒(2)  1,15.05  2 根橋 なつみ(1)  1,21.41
伊那東部中 辰野中

共通女子 08/22  1組  1 小平 瑞希(2)  2,37.49  2 関川 美波(1)  2,45.08  3 片桐 萌々香(2)  2,46.68  4 氣賀澤 愛香(1)  2,54.56
伊那弥生ヶ丘高 伊那北高 中川中 伊那北高

 5 小塩 早紀(1)  3,00.25  6 桃澤 あかり(2)  3,03.66  7 松村 南央(1)  3,10.69
中川中 中川中 中川中

 2組  1 竹村 知世(2)  2,37.26  2 鹿野 知世(2)  2,41.65  3 大杉 知佳(2)  2,47.24  4 廣田 恵(2)  2,48.66
伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高 伊那東部中 伊那中

 5 伊藤 未波(2)  2,53.27  6 下平 尚(1)  3,10.40 蟹澤 未来(2) 欠場    
駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 赤穂高

 3組  1 宮崎 莉那(3)  2,44.34  2 牧田 琴美(2)  2,46.56  3 中山 真緒(2)  2,48.53  4 上條 栞奈(2)  2,50.23
中川中 伊那北高 伊那東部中 宮田中

清水 真唯(1) 欠場    池田 奈美(2) 欠場    毛利 友梨奈(1) 欠場    
上伊那農業高 伊那弥生ヶ丘高 上伊那農業高

共通女子 08/22  1 竹内 華奈子(3) 11,39.76  2 宮脇 杏菜(2) 11,46.68  3 宮入 唯(1) 12,39.67  4 落合 悟花(1) 12,49.39
駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 伊那北高

 5 小林 すみれ(1) 13,12.73  6 杉山 李奈(1) 14,24.49 下島 郁奈(3) 欠場    春日 ともえ(3) 欠場    
伊那西高 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中

蟹澤 紗希(1) 欠場    
駒ヶ根東中
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第50回上伊那陸上競技選手権大会               ｺｰﾄﾞ  [10200526]

競技場名 伊那市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

オープン女子 08/22  1組 -0.2  1 船坂 実来(3) 愛知    12.59  2 吉川 友香子(2) 愛知    13.06
至学館高 至学館高

 2組 -2.1  1 征矢 萌唯(2) 愛知    13.09  2 布施 和花(2) 愛知    13.61 松原 可依(1) 愛知 欠場    
至学館高 至学館高 至学館高

オープン女子 08/22 -2.6  1 船坂 実来(3) 愛知    12.64
至学館高

オープン女子 08/22 -2.2  1 船坂 実来(3) 愛知    25.29  2 征矢 萌唯(2) 愛知    26.11  3 吉川 友香子(2) 愛知    26.86
至学館高 至学館高 至学館高

オープン女子 08/22  1 水上 祥子(3) 愛知    57.90  2 大谷 友梨恵(3) 愛知    59.22 園原 基予(3) 愛知 欠場    
至学館高 至学館高 至学館高

オープン女子 08/22 -0.9  1 大谷 友梨恵(3) 愛知    14.99  2 水上 祥子(3) 愛知    15.07  3 布施 和花(2) 愛知    18.10
至学館高 至学館高 至学館高
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第50回上伊那陸上競技選手権大会               ｺｰﾄﾞ  [10200526]

競技場名 伊那市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
中学女子 08/22  1組 +0.5  1 北原 詩織(2)    13.27  2 向山 加菜(1)    14.45  3 春日 小雪(3)    15.04  4 久保村 玲衣(1)    15.18

駒ヶ根東中 伊那東部中 春富中 赤穂中
 5 松﨑 陽名子(1)    15.59  6 湯澤 理菜(1)    17.42 堀 佑奈(1) 欠場 土田 沙弥(1) 欠場

赤穂中 中川中 南箕輪中 伊那中
 2組 -1.9  1 今井 美月(3)    13.67  2 飯島 栞(2)    14.53  3 西田 綾花(3)    14.65  4 中野 風香(2)    15.89

駒ヶ根東中 伊那東部中 伊那中 赤穂中
 5 菅沼 亜衣梨(1)    16.19  6 飯塚 咲葵(1)    16.22  7 小池 みのり(3)    16.37

中川中 南箕輪中 伊那中
 3組 -1.6  1 鈴木 幸恵(2)    14.68  2 小出 詩織(3)    15.16  3 竹内 杏希望(1)    15.54  4 福島 梨央(1)    15.60

辰野中 伊那中 春富中 中川中
 5 宮澤 沙織(2)    15.98  6 中川 実菜穂(2)    16.27 高梨 美岐(2) 欠場

赤穂中 伊那東部中 駒ヶ根東中
 4組 -1.7  1 林 優花(3)    14.10  2 畑 瑠衣菜(2)    14.11  3 高井 ｼﾞｬﾝﾕｷ(1)    14.57  4 橋爪 郁未(1)    14.97

駒ヶ根東中 辰野中 南箕輪中 伊那中
 5 井上 七海(2)    16.04  6 登内 彩香(2)    16.45 下嶋 香苗(1) 欠場

春富中 伊那東部中 赤穂中
 5組 +1.3  1 本島 沙百合(3)    13.62  2 下島 彩夢(2)    13.64  3 木村 のぞみ(2)    14.54  4 堀内 彩香(2)    14.58

駒ヶ根東中 春富中 伊那中 伊那東部中
 5 吉沢 千咲(1)    14.91  6 酒井 珠良(1)    15.08 米澤 実奈巳(1) 欠場

辰野中 南箕輪中 赤穂中
 6組 -1.9  1 蟹澤 佑夏(1)    14.71  2 原 千春(2)    14.85  3 菅沼 菜摘(1)    15.08  4 田中 優衣(2)    15.14

辰野中 伊那中 駒ヶ根東中 春富中
 5 村澤 優華(1)    15.45  6 大杉 知佳(2)    16.28 二宮 萌々(3) 欠場

赤穂中 伊那東部中 駒ヶ根東中
女子 08/22  1組 -0.2  1 青木 亜里沙(1)    13.95  2 浦野 木乃実(2)    14.15  3 北原 亜美(1)    14.30  4 宮澤 友美(1)    15.58

伊那弥生ヶ丘高 伊那西高 伊那弥生ヶ丘高 伊那西高
 2組 -2.1  1 宮下 杏香(2)    13.91  2 松島 愛(2)    14.26  3 武田 真緒(1)    14.65

赤穂高 伊那西高 伊那弥生ヶ丘高
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フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第50回上伊那陸上競技選手権大会               ｺｰﾄﾞ  [10200526]

競技場名 伊那市陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
中学女子 08/22  1 大脇 愛菜(3)    1.40  2 手塚 日向子(2)    1.35  3 溝尾 彩夏(2)    1.25  4 宮嶋 柚芽(1)    1.25

春富中 春富中 辰野中 辰野中
 5 唐澤 遥南(1)    1.20 中川 実菜穂(2) 赤堀 琴未(2)

春富中 伊那東部中 南箕輪中
中学女子 08/22  1 橋本 紗季(3)    4.71  2 西村 千明(1)    4.52  3 高梨 美岐(2)    4.21  4 酒井 珠良(1)    4.18

春富中    +0.1 伊那中    +0.1 駒ヶ根東中    +1.1 南箕輪中    -0.5
 5 寺本 聡美(1)    3.97  6 野澤 早織(1)    3.86  7 赤羽 香子(1)    3.83  8 宮崎 希(1)    3.60

春富中    +0.7 辰野中    -0.1 辰野中    -0.3 伊那中    +0.7
 9 根橋 なつみ(1)    3.54 10 清水 涼香(2)    3.49 11 小林 優菜(1)    3.32

辰野中    +0.9 春富中    -0.7 伊那中     0.0
中学女子 08/22  1 高井 ｼﾞｬﾝﾕｷ(1)    7.30  2 宮﨑 沙織(2)    7.03  3 掘内 美佳(1)    6.66  4 登内 彩香(2)    6.59

南箕輪中 駒ヶ根東中 辰野中 伊那東部中
 5 米山 瑛梨花(2)    6.13

中川中
女子 08/22  1 松島 愛(2)    1.55  2 中原 遥菜(1)    1.45  3 丸山 晴香(1)    1.40  4 武田 真緒(1)    1.35

伊那西高 高遠高 赤穂高 伊那弥生ヶ丘高

 5 青木 友里恵(1)    1.30
伊那北高

女子 08/22  1 桐山 明日香(3)    5.71  2 青木 亜里沙(1)    4.94  3 田口 瑠莉(2)    4.87  4 大久保 萌花(2)    4.69
伊那弥生ヶ丘高    -0.8 伊那弥生ヶ丘高    +1.1 上伊那農業高    -1.2 伊那西高    -0.1

有賀 楓子(2) 欠場    
伊那北高

女子 08/22  1 大久保 萌花(2)   19.93  2 金木 彩見(1)   12.99
伊那西高 伊那西高

女子 08/22  1 下島 鈴花(3)   29.02  2 金木 彩見(1)   18.34
上伊那農業高 伊那西高

共通女子 08/22  1 桜井 まどか(1)    2.70  2 松本 真季(2)    2.60  3 唐澤 咲良(2)    1.80 中村 真優(2)
高遠高 高遠高 南箕輪中 南箕輪中

藤澤 芽吹(2) 竹松 多恵子(1) 欠場 山田 かなで(1) 欠場 小牧 柚香(2) 欠場
高遠高 高遠高 春富中 伊那北高

伊澤 楓(2) 欠場
高遠高

オープン女子 08/22  1 榊原 小侑希(1) 愛知    1.48
至学館高

オープン女子 08/22  1 布施 和花(2) 愛知    5.08 松原 可依(1) 愛知 欠場
至学館高    -0.4 至学館高

走高跳

走幅跳

円盤投

やり投
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走幅跳

棒高跳

走高跳

走幅跳

砲丸投

走高跳


