
 大会コード 11200526 
 

第５１回 上伊那陸上競技選手権大会 

記録集 
 

 
 
期 日： 平成２３年 ８月２１日（日） 
主 催： 上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部 
共 催： 信濃毎日新聞社 
後 援： 伊那市・伊那市教育委員会 
会 場： 伊那市総合運動場陸上競技場（202030） 
審判長： 北澤 秋司   記録主任：竹内 秀樹 

 
■ この大会で樹立された記録 

月日 種目 予・決 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

8/21 中学男子２００ｍ 予選 23 秒 41(+0.5) 坂井 和人 男 辰野中 3 23 秒 56 大会新

8/21 
中学男子砲丸投

(5.000kg) 
決勝 10m19 重盛 文宏 男 箕輪中 3 10m17 大会新

8/21 中学男子２００ｍ 決勝 23 秒 48(+0.1) 坂井 和人 男 辰野中 3 23 秒 56 大会新

8/21 女子走高跳 決勝 1m64 有賀 楓子 女 伊那北高 3 1m60 大会新

8/21 共通女子４００ｍ 決勝 1 分 02 秒 02 二宮 萌々 女 伊那弥生ヶ丘高 1 1 分 03 秒 67 大会新

8/21 共通女子４００ｍ 決勝 1 分 02 秒 51 武田 真緒 女 伊那弥生ヶ丘高 2 1 分 03 秒 67 大会新

         

 
■グラウンドコンディション 
 

月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 計測場所

２０11／８／２１ ８：５０ 雨    ― ０．０ １９．５ ７８ 

  ９：００ 雨 ― ０．０ １９．５ ７８ 

  １０：００ 雨 ― ０．０ ２０．３ ７８ 

  １１：００ 雨 北東 ０．１ ２１．０ ７８ 

  １２：００ 雨 ― ０．０ ２０．０ ７８ 

  １３：００ 雨 東北東 ０．１ ２１．２ ８０ 

  １４：００ 雨 南東 ０．１ ２１．０ ８２ 

              

  



第51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：2011年8月21日（日）                                                   

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202030  伊那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
08/21 女子   0.0 田口 瑠莉(3) 13.20 坂井 聖奈(2) 13.72 有賀 菜央(1) 14.25 味澤 七星(2) 14.77 根橋 愛美(1) 14.90

１００ｍ 上伊那農業高 辰野高 伊那弥生ヶ丘高 辰野高 辰野高
08/21   0.0 青木 亜里沙(2) 27.52 武田 真緒(2) 27.94 坂井 聖奈(2) 29.01 味澤 七星(2) 31.43 根橋 愛美(1) 31.75 落合 悟花(2) 33.29

２００ｍ 伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高 辰野高 辰野高 辰野高 伊那北高
08/21   0.0 町田 佳穂(2) 18.07

100mH(0.840m) 伊那北高
08/21 有賀 楓子(3) 1.64 松島 愛(3) 1.50 大脇 愛菜(1) 1.45

走高跳 伊那北高 大会新 伊那西高 伊那北高
08/21 青木亜里沙(2) 5.27(+0.7) 田口 瑠莉(3) 5.03(+0.4) 橋本 紗季(1) 4.47(+0.4)

走幅跳 伊那弥生ヶ丘高 上伊那農業高 赤穂高
08/21 一ノ瀬 菜奈(1) 7.48 増澤摩耶佳(2) 5.86

砲丸投(4.000kg) 辰野高 辰野高
08/21 一ノ瀬 菜奈(1) 20.08 増澤摩耶佳(2) 18.01 金木 彩見(2) 17.27 氣賀澤 愛香(2) 16.72

円盤投(1.000kg) 辰野高 辰野高 伊那西高 伊那北高
08/21 落合 悟花(2) 30.94 原 奈津美(1) 27.95 金木 彩見(2) 23.87 有賀 友理(1) 22.25

やり投(0.600kg) 伊那北高 上伊那農業高 伊那西高 上伊那農業高
08/21 伊那弥生ヶ丘高      52.77 伊那北高       55.99

４×１００ｍＲ 青木 亜里沙(2) 桐山 彩織(1)
武田 真緒(2) 大脇 愛菜(1)
二宮 萌々(1) 町田 佳穂(2)
有賀 菜央(1) 氣賀澤 愛香(2)

08/21 中学女子  +0.1 伯耆原 由花(2) 13.54 宮下 しずく(1) 14.13 吉田 那緒(1) 14.23 小田切 緑(1) 14.31 橋爪 郁未(2) 14.45 小澤 春奈(1) 14.48 吉沢 千咲(2) 14.82
１００ｍ 箕輪中 中川中 伊那AC 箕輪中 伊那中 辰野中 辰野中

08/21   0.0 吉田 那緒(1) 29.36 高井 ジャンユキ(2) 29.70 樋口 由葵(2) 30.07 桑澤 瑛江(2) 30.36 北原 瑛里香(1) 31.18 酒井 美優(1) 31.39 関 理帆(1) 31.75 酒井 珠良(2) 32.16
２００ｍ 伊那AC 南箕輪中 箕輪中 辰野中 伊那AC 辰野中 南箕輪中 南箕輪中

08/21  +0.4 蟹澤 佑夏(2) 18.23 樋屋 彩(1) 18.74 向山 ひより(2) 18.86 宮嶋 柚芽(2) 19.28 前田 花奈(1) 19.29 竹入 愛彩美(2) 19.33 中島 遥(2) 20.24 福澤 彩芽(1) 20.51
100mH(0.762m) 辰野中 駒ヶ根東中 伊那中 辰野中 伊那東部中 伊那東部中 春富中 春富中

08/21 宮嶋 柚芽(2) 1.45 前田 花奈(1) 伊那東部中 1.35
走高跳 辰野中 唐澤 遥南(2) 春富中

08/21 酒井 珠良(2) 4.44(0.0) 堀井 満里奈(1) 4.40(0.0) 宮坂 彩夏(1) 4.17(0.0) 関 理帆(1) 4.16(-0.1) 赤羽 香子(2) 3.96(0.0) 根橋 なつみ(2) 3.88(0.0) 寺本 聡美(2) 3.81(0.0) 池上 真琴(1) 3.65(+0.3)
走幅跳 南箕輪中 宮田中 南箕輪中 南箕輪中 辰野中 辰野中 春富中 伊那東部中

08/21 登内 彩香(3) 8.57 堀内 美佳(2) 8.52 高井 ジャンユキ(2) 8.50 細井 友香(1) 7.82 重盛 友希(1) 7.41 生駒 名菜(2) 7.35 瀬戸 玲奈(1) 7.26 佐々木 真実(1) 6.38
砲丸投(2.721kg) 伊那東部中 辰野中 南箕輪中 春富中 箕輪中 伊那東部中 辰野中 箕輪中

08/21 箕輪中       55.18 伊那中       56.36 辰野中(A)       56.48 辰野中(B)       58.42 赤穂中       59.22 南箕輪中       59.33 駒ヶ根東中(B)      59.61 伊那東部中(A)    1,02.21
４×１００ｍＲ 河野 恵理子(1) 向山 ひより(2) 吉沢 千咲(2) 岩下 早紀(1) 久保村 玲衣(2) 高井 ジャンユキ(2) 鰍澤 さやか(1) 生駒 名菜(2)

伯耆原 由花(2) 西村 千明(2) 蟹澤 佑夏(2) 酒井 美優(1) 村澤 優華(2) 宮坂 彩夏(1) 花村 菜々子(1) 竹入 愛彩美(2)
樋口 由葵(2) 中村 菜々子(1) 小澤 春奈(1) 宮嶋 柚芽(2) 江崎 花香(1) 関 理帆(1) 北原 遙香(1) 唐澤 茉弥花(2)
小田切 緑(1) 橋爪 郁未(2) 桑澤 瑛江(2) 野澤 早織(2) 江崎 奈美(1) 酒井 珠良(2) 白川 みほ(1) 鈴木 麻琴(2)

08/21 オープン女子   0.0 征矢 萌唯(3) 12.76
１００ｍ 至学館高

08/21   0.0 征矢 萌唯(3) 26.05
２００ｍ 至学館高

08/21 共通女子 二宮 萌々(1) 1,02.02 武田 真緒(2) 1,02.51 桐山 彩織(1) 1,07.54 征矢 希(1) 1,09.74
４００ｍ 伊那弥生ヶ丘高 大会新 伊那弥生ヶ丘高 大会新 伊那北高 伊那西高

08/21 松村 彩乃(1) 2,38.52 氣賀澤 愛香(2) 2,45.61 白川 みほ(1) 2,46.82 久保村 玲衣(2) 2,48.90 垣内 夕(2) 2,49.76 木下 美波(1) 2,52.63 小塩 早紀(2) 2,53.74 桑澤 瑠華(1) 2,54.76
８００ｍ 中川中 伊那北高 駒ヶ根東中 赤穂中 箕輪中 駒ヶ根東中 中川中 辰野中

08/21 関川 美波(2) 10,44.13 清水 彩音(1) 10,46.18 蟹澤 紗希(2) 11,11.09 高橋 未来(1) 11,19.60 下平 尚(2) 11,19.67 宮入 唯(2) 11,24.08 堀内 智加(1) 11,33.00 竹村 瑞香(1) 11,37.76
３０００ｍ 伊那北高 南箕輪中 駒ヶ根東中 赤穂中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 赤穂中

08/21 原 裕美佳(3) 2.50 竹松 多恵子(2) 2.50 藤澤 芽吹(3) 2.40
棒高跳 伊那東部中 高遠高 高遠高



女子 決勝 8月21日 13:35

１００ｍ
県新                11.98
大会新              12.62

決勝

風速  0.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 3   244 田口 瑠莉(3)    13.20 

ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ 上伊那農業高
 2 4   215 坂井 聖奈(2)    13.72 

ｻｶｲ ｾﾅ 辰野高
 3 7   304 有賀 菜央(1)    14.25 

ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高
 4 6   201 味澤 七星(2)    14.77 

ｱｼﾞｻﾜ ﾅﾅｾ 辰野高
 5 2   204 根橋 愛美(1)    14.90 

ﾈﾊﾞｼ ｱﾐ 辰野高
5   326 松島 愛(3)

ﾏﾂｼﾏ ｱｲ 伊那西高 欠場
8   337 春日 小雪(1)

ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ 伊那西高 欠場

オープン女子 決勝 8月21日 13:35

１００ｍ

決勝

風速  0.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 1     3 征矢 萌唯(3)    12.76 

ｿﾔ ﾓﾕ 至学館高



中学女子 予選 8月21日 10:55

１００ｍ 決勝 8月21日 13:25

県中学新            12.29
大会新              13.00

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.3
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 8  1572 小田切 緑(1)    14.24 q 1 4  1631 橋爪 郁未(2)    14.39 q

ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ 箕輪中 ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那中
 2 6  1547 桑澤 瑛江(2)    14.57 2 6  1545 吉沢 千咲(2)    14.52 q

ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｻｷ 辰野中
 3 2  1800 江崎 奈美(1)    14.90 3 3  1609 今井 静空(1)    15.40 

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂中 ｲﾏｲ ｼｽﾞｸ 南箕輪中
 4 3  1906 福島 梨央(2)    15.84 4 8  1738 長谷川 未来(1)    15.70 

ﾌｸｼﾏ ﾘｵ 中川中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 春富中
 5 4  1554 瀬戸 玲奈(1)    16.14 5 7  1815 北原 遙香(1)    15.77 

ｾﾄ ﾚｲﾅ 辰野中 ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 駒ヶ根東中
 6 5  1684 清水 苑美(1)    16.23 6 5  1688 三澤 野々香(1)    16.32 

ｼﾐｽﾞ ｿﾉﾐ 伊那東部中 ﾐｻﾜ ﾉﾉｶ 伊那東部中
 7 7  1821 廣田 奈子(1)    16.64 7 2  1907 松村 南央(2)    16.54 

ﾋﾛﾀ ﾅｺ 駒ヶ根東中 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵ 中川中

[ 3組] 風速 -0.2 [ 4組] 風速  0.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 6  1546 蟹澤 佑夏(2)    14.56 q 1 2  1913 宮下 しずく(1)    14.14 q

ｶﾆｻﾜ ﾕｶ 辰野中 ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ 中川中
 2 4  1605 諏訪 朋花(1)    14.86 2 3     1 吉田 那緒(1)    14.24 q

ｽﾜ ﾄﾓｶ 南箕輪中 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC
 3 5  1687 鈴木 みのり(1)    15.37 3 8  1555 石川 み咲き(1)    15.69 

ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那東部中 ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ 辰野中
 4 8  1794 村澤 優華(2)    15.60 4 5  1683 池上 真琴(1)    16.25 

ﾑﾗｻﾜ ﾕｳｶ 赤穂中 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 伊那東部中
 5 2  1813 鰍澤 さやか(1)    15.70 5 4  1753 田中 杏(1)    16.25 

ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中 ﾀﾅｶ ｱﾝ 宮田中
3  1659 原 捺紀(1) 6 7  1658 伊藤 美咲(1)    17.03 

ﾊﾗ ﾅﾂｷ 伊那中 欠場 ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那中
7  1908 菅沼 亜衣梨(2) 6  1814 柏原 千夏(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ｱｲﾘ 中川中 欠場 ｶｼﾜｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中 欠場

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 +0.5
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 5  1550 小澤 春奈(1)    14.34 q 1 3  1570 伯耆原 由花(2)    13.48 q

ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 辰野中 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 箕輪中
 2 3  1610 原 七瀬(1)    14.93 2 4  1607 宮坂 彩夏(1)    14.87 

ﾊﾗ ﾅﾅｾ 南箕輪中 ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ 南箕輪中
 3 4  1575 河野 恵理子(1)    15.00 3 7  1657 中村 菜々子(1)    14.92 

ｺｳﾉ ｴﾘｺ 箕輪中 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ 伊那中
 4 6  1819 北原 咲来(1)    15.25 4 8  1552 岩下 早紀(1)    15.08 

ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ 駒ヶ根東中 ｲﾜｼﾀ ｻｷ 辰野中
 5 2  1676 唐澤 茉弥花(2)    15.43 5 5  1803 江崎 花香(1)    15.68 

ｶﾗｻﾜ ﾏﾔｶ 伊那東部中 ｴｻﾞｷ ｶｺ 赤穂中
 6 8  1909 湯澤 理菜(2)    17.16 6 2  1685 田中 真彩(1)    16.23 

ﾕｻﾞﾜ ﾘﾅ 中川中 ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那東部中
7  1654 荻原 里奈(1) 7 6  1811 井口 由梨(1)    16.66 

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘﾅ 伊那中 欠場 ｲｸﾞﾁ ﾕﾘ 駒ヶ根東中

決勝

風速 +0.1
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 6  1570 伯耆原 由花(2)    13.54 

ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 箕輪中
 2 5  1913 宮下 しずく(1)    14.13 

ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ 中川中
 3 3     1 吉田 那緒(1)    14.23 

ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC
 4 4  1572 小田切 緑(1)    14.31 

ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ 箕輪中
 5 7  1631 橋爪 郁未(2)    14.45 

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那中
 6 8  1550 小澤 春奈(1)    14.48 

ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 辰野中
 7 1  1545 吉沢 千咲(2)    14.82 

ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｻｷ 辰野中
2  1546 蟹澤 佑夏(2)

ｶﾆｻﾜ ﾕｶ 辰野中 棄権



女子 予選 8月21日 9:55

２００ｍ 決勝 8月21日 11:55

県新                24.49
大会新              26.20

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 3   305 二宮 萌々(1)    27.73 q 1 5   301 青木 亜里沙(2)    27.69 q

ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高 ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高
 2 5   302 武田 真緒(2)    28.30 q 2 4   215 坂井 聖奈(2)    29.41 q

ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘高 ｻｶｲ ｾﾅ 辰野高
 3 7   304 有賀 菜央(1)    29.76 q 3 6   204 根橋 愛美(1)    31.74 q

ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高 ﾈﾊﾞｼ ｱﾐ 辰野高
 4 4   201 味澤 七星(2)    31.38 q 3   306 竹内 華奈子(1)

ｱｼﾞｻﾜ ﾅﾅｾ 辰野高 ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高 欠場
 5 6   283 落合 悟花(2)    33.13 q

ｵﾁｱｲ ｻﾄｺ 伊那北高

決勝

風速  0.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 5   301 青木 亜里沙(2)    27.52 

ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高
 2 3   302 武田 真緒(2)    27.94 

ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘高
 3 4   215 坂井 聖奈(2)    29.01 

ｻｶｲ ｾﾅ 辰野高
 4 7   201 味澤 七星(2)    31.43 

ｱｼﾞｻﾜ ﾅﾅｾ 辰野高
 5 1   204 根橋 愛美(1)    31.75 

ﾈﾊﾞｼ ｱﾐ 辰野高
 6 2   283 落合 悟花(2)    33.29 

ｵﾁｱｲ ｻﾄｺ 伊那北高
6   305 二宮 萌々(1)

ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高 棄権
8   304 有賀 菜央(1)

ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高 棄権

オープン女子 決勝 8月21日 9:55

２００ｍ

決勝

風速  0.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 7     3 征矢 萌唯(3)    26.05 

ｿﾔ ﾓﾕ 至学館高



中学女子 予選 8月21日 9:40

２００ｍ 決勝 8月21日 11:45

県中学新            25.16
大会新              27.40

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.2
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 5  1547 桑澤 瑛江(2)    30.13 q 1 2  1567 樋口 由葵(2)    29.38 q

ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野中 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 箕輪中
 2 7     2 北原 瑛里香(1)    31.14 q 2 7  1597 高井 ジャンユキ(2)    29.52 q

ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 伊那AC ﾀｶｲ ｼﾞｬﾝﾕｷ 南箕輪中
 3 3  1551 酒井 美優(1)    31.18 q 3 6     1 吉田 那緒(1)    29.80 q

ｻｶｲ ﾐﾕ 辰野中 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC
 4 6  1617 酒井 珠良(2)    31.94 q 4 3  1606 関 理帆(1)    31.73 q

ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 南箕輪中 ｾｷ ﾘﾎ 南箕輪中
 5 2  1687 鈴木 みのり(1)    32.35 5 5  1534 堀内 美佳(2)    33.47 

ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那東部中 ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ 辰野中
 6 4  1684 清水 苑美(1)    33.84 6 4  1680 鈴木 麻琴(2)    34.44 

ｼﾐｽﾞ ｿﾉﾐ 伊那東部中 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 伊那東部中

決勝

風速  0.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 5     1 吉田 那緒(1)    29.36 

ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC
 2 4  1597 高井 ジャンユキ(2)    29.70 

ﾀｶｲ ｼﾞｬﾝﾕｷ 南箕輪中
 3 3  1567 樋口 由葵(2)    30.07 

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 箕輪中
 4 6  1547 桑澤 瑛江(2)    30.36 

ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野中
 5 8     2 北原 瑛里香(1)    31.18 

ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 伊那AC
 6 7  1551 酒井 美優(1)    31.39 

ｻｶｲ ﾐﾕ 辰野中
 7 1  1606 関 理帆(1)    31.75 

ｾｷ ﾘﾎ 南箕輪中
 8 2  1617 酒井 珠良(2)    32.16 

ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 南箕輪中



共通女子 決勝 8月21日 13:45

４００ｍ
県新                54.56
大会新            1,03.67

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 3   305 二宮 萌々(1)  1,02.02 

ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高 大会新
 2 7   302 武田 真緒(2)  1,02.51 

ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘高 大会新
 3 6   287 桐山 彩織(1)  1,07.54 

ｷﾘﾔﾏ ｻｵﾘ 伊那北高
 4 4   334 征矢 希(1)  1,09.74 

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西高
5   306 竹内 華奈子(1)

ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高 欠場



共通女子 決勝 8月21日 13:05

８００ｍ
県新              2,06.07
大会新            2,22.47

決勝

[ 1組] [ 2組]
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 3  1905 小塩 早紀(2)  2,53.74 1 5  1568 垣内 夕(2)  2,49.76 

ｺｼｵ ｻｷ 中川中 ｶｷｳﾁ ﾕｳ 箕輪中
 2 7  1574 林 知紘(1)  2,54.91 2 2  1553 桑澤 瑠華(1)  2,54.76 

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 箕輪中 ｸﾜｻﾞﾜ ﾙｶ 辰野中
 3 6  1824 杉本 琴香(1)  2,59.80 3 4  1549 小松 瞳(1)  2,56.42 

ｽｷﾞﾓﾄ ｺﾄｶ 駒ヶ根東中 ｺﾏﾂ ﾋﾄﾐ 辰野中
 4 4  1736 小田部 円(1)  3,00.08 4 6  1809 宮澤 沙織(3)  3,08.73 

ｵﾀﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ 春富中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｵﾘ 赤穂中
 5 2  1740 村松 佐恵(1)  3,02.75 5 3  1816 花村 菜々子(1)  3,11.36 

ﾑﾗﾏﾂ ｻｴ 春富中 ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ 駒ヶ根東中
5   364 高橋 知世(1) 7  1628 小林 優菜(2)

ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾖ 赤穂高 欠場 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ 伊那中 欠場

[ 3組]
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 6  1912 松村 彩乃(1)  2,38.52 

ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 中川中
 2 5   281 氣賀澤 愛香(2)  2,45.61 

ｹｶﾞｻﾜ ﾁｶ 伊那北高
 3 4  1823 白川 みほ(1)  2,46.82 

ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 駒ヶ根東中
 4 3  1792 久保村 玲衣(2)  2,48.90 

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 赤穂中
 5 2  1820 木下 美波(1)  2,52.63 

ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ 駒ヶ根東中
7   363 宮﨑 莉那(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 赤穂高 欠場

共通女子

８００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
   1  1912 松村 彩乃(1) 中川中    2,38.52  3  1
   2   281 氣賀澤 愛香(2) 伊那北高    2,45.61  3  2
   3  1823 白川 みほ(1) 駒ヶ根東中    2,46.82  3  3
   4  1792 久保村 玲衣(2) 赤穂中    2,48.90  3  4
   5  1568 垣内 夕(2) 箕輪中    2,49.76  2  1
   6  1820 木下 美波(1) 駒ヶ根東中    2,52.63  3  5
   7  1905 小塩 早紀(2) 中川中    2,53.74  1  1
   8  1553 桑澤 瑠華(1) 辰野中    2,54.76  2  2
   9  1574 林 知紘(1) 箕輪中    2,54.91  1  2
  10  1549 小松 瞳(1) 辰野中    2,56.42  2  3
  11  1824 杉本 琴香(1) 駒ヶ根東中    2,59.80  1  3
  12  1736 小田部 円(1) 春富中    3,00.08  1  4
  13  1740 村松 佐恵(1) 春富中    3,02.75  1  5
  14  1809 宮澤 沙織(3) 赤穂中    3,08.73  2  4
  15  1816 花村 菜々子(1) 駒ヶ根東中    3,11.36  2  5



共通女子 決勝 8月21日 12:05

３０００ｍ
県新              9,16.29
大会新           10,30.69

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 13   285 関川 美波(2) 10,44.13 

ｾｷｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 伊那北高
 2 10  1608 清水 彩音(1) 10,46.18 

ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪中
 3 8  1835 蟹澤 紗希(2) 11,11.09 

ｶﾆｻﾜ ｻｷ 駒ヶ根東中
 4 2  1801 高橋 未来(1) 11,19.60 

ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 赤穂中
 5 14  1838 下平 尚(2) 11,19.67 

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵ 駒ヶ根東中
 6 6  1840 宮入 唯(2) 11,24.08 

ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 駒ヶ根東中
 7 12  1822 堀内 智加(1) 11,33.00 

ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根東中
 8 4  1802 竹村 瑞香(1) 11,37.76 

ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 赤穂中
 9 5  1666 北野 華奈子(3) 11,50.36 

ｷﾀﾉ ｶﾅｺ 伊那東部中
10 1  1667 酒井 優(3) 11,58.29 

ｻｶｲ ﾕｳ 伊那東部中
11 3  1670 中山 真緒(3) 12,00.57 

ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 伊那東部中
12 9   322 下島 郁奈(1) 12,04.13 

ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾅ 伊那西高
13 11  1669 大杉 知佳(3) 12,11.69 

ｵｵｽｷﾞ ﾁｶ 伊那東部中
14 7   325 渡邊 幸穂(1) 15,08.35 

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁﾎ 伊那西高



女子 決勝 8月21日 12:25

１００ｍＨ(0.840m)
県新                13.81
大会新              16.06

決勝

風速  0.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 4   282 町田 佳穂(2)    18.07 

ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北高



中学女子 予選 8月21日 10:25

１００ｍＨ(0.762m) 決勝 8月21日 12:35

県中学新            14.54
大会新              15.58

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -0.6
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 7  1546 蟹澤 佑夏(2)    18.63 q 1 4  1817 樋屋 彩(1)    18.52 q

ｶﾆｻﾜ ﾕｶ 辰野中 ﾋｵｸ ｱﾔ 駒ヶ根東中
 2 3  1630 向山 ひより(2)    19.28 q 2 5  1548 宮嶋 柚芽(2)    19.24 q

ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 伊那中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾒ 辰野中
 3 5  1679 竹入 愛彩美(2)    19.35 q 3 2  1682 前田 花奈(1)    19.54 q

ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 伊那東部中 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部中
 4 2  1734 酒井 愛花(1)    21.41 4 3  1727 中島 遥(2)    20.03 q

ｻｶｲ ﾏﾅｶ 春富中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 春富中
 5 6  1576 佐々木 真実(1)    21.49 5 7  1732 福澤 彩芽(1)    20.88 q

ｻｻｷ ﾏﾐ 箕輪中 ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾔﾒ 春富中
 6 8  1728 山田 かなで(2)    22.32 6 6  1573 重盛 友希(1)    22.90 

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 春富中 ｼｹﾞﾓﾘ ﾕｷ 箕輪中
 7 4  1733 伊藤 優香(1)    23.58 

ｲﾄｳ ﾕｳｶ 春富中

決勝

風速 +0.4
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 6  1546 蟹澤 佑夏(2)    18.23 

ｶﾆｻﾜ ﾕｶ 辰野中
 2 5  1817 樋屋 彩(1)    18.74 

ﾋｵｸ ｱﾔ 駒ヶ根東中
 3 4  1630 向山 ひより(2)    18.86 

ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 伊那中
 4 3  1548 宮嶋 柚芽(2)    19.28 

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾒ 辰野中
 5 7  1682 前田 花奈(1)    19.29 

ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部中
 6 8  1679 竹入 愛彩美(2)    19.33 

ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 伊那東部中
 7 1  1727 中島 遥(2)    20.24 

ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 春富中
 8 2  1732 福澤 彩芽(1)    20.51 

ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾔﾒ 春富中



女子 決勝 8月21日 14:50

４×１００ｍＲ
県新                47.25
大会新              52.35

決勝

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 伊那弥生ヶ丘高   301 青木 亜里沙(2)    52.77 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｱｵｷ ｱﾘｻ
  302 武田 真緒(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ
  305 二宮 萌々(1)

ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
  304 有賀 菜央(1)

ｱﾙｶﾞ ﾅｵ
 2   4 伊那北高   287 桐山 彩織(1)    55.99 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｷﾘﾔﾏ ｻｵﾘ
  286 大脇 愛菜(1)

ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ
  282 町田 佳穂(2)

ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ
  281 氣賀澤 愛香(2)

ｹｶﾞｻﾜ ﾁｶ



中学女子 予選 8月21日 9:25

４×１００ｍＲ 決勝 8月21日 14:35

県中学新            48.64
大会新              53.30

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

[ 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   5 箕輪中  1570 伯耆原 由花(2)    56.24 q 1  5 辰野中(A) 1545 吉沢 千咲(2)    55.72 q

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｻｷ
 1571 矢萩 朱絵(2) 1546 蟹澤 佑夏(2)

ﾔﾊｷﾞ ｱﾔｶ ｶﾆｻﾜ ﾕｶ
 1567 樋口 由葵(2) 1550 小澤 春奈(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
 1568 垣内 夕(2) 1547 桑澤 瑛江(2)

ｶｷｳﾁ ﾕｳ ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ
 2   2 辰野中(B)  1552 岩下 早紀(1)    56.80 q 2  4 伊那中 1630 向山 ひより(2)    56.28 q

ﾀﾂﾉﾁｭｳB ｲﾜｼﾀ ｻｷ ｲﾅﾁｭｳ ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ
 1555 石川 み咲き(1) 1632 西村 千明(2)

ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ
 1548 宮嶋 柚芽(2) 1657 中村 菜々子(1)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾒ ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ
 1532 野澤 早織(2) 1631 橋爪 郁未(2)

ﾉｻﾞﾜ ｻｵﾘ ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
 3   3 赤穂中  1792 久保村 玲衣(2)    58.56 q 3  7 伊那東部中(B) 1683 池上 真琴(1)  1,01.83 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ
 1794 村澤 優華(2) 1687 鈴木 みのり(1)

ﾑﾗｻﾜ ﾕｳｶ ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ
 1803 江崎 花香(1) 1684 清水 苑美(1)

ｴｻﾞｷ ｶｺ ｼﾐｽﾞ ｿﾉﾐ
 1800 江崎 奈美(1) 1682 前田 花奈(1)

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ
 4   4 南箕輪中  1597 高井 ジャンユキ(2)    58.94 q  3 駒ヶ根東中(A) 1819 北原 咲来(1)

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾀｶｲ ｼﾞｬﾝﾕｷ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ 失格
 1607 宮坂 彩夏(1) 1840 宮入 唯(2)

ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ
 1606 関 理帆(1) 1820 木下 美波(1)

ｾｷ ﾘﾎ ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ
 1617 酒井 珠良(2) 1817 樋屋 彩(1)

ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ ﾋｵｸ ｱﾔ
 5   7 駒ヶ根東中(B)  1813 鰍澤 さやか(1)  1,00.14 q  6 春富中

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ 欠場
 1823 白川 みほ(1)

ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ
 1815 北原 遙香(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ
 1816 花村 菜々子(1)

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
 6   6 伊那東部中(A)  1677 生駒 名菜(2)  1,01.19 q

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｲｺﾏ ﾅﾅ
 1679 竹入 愛彩美(2)

ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ
 1676 唐澤 茉弥花(2)

ｶﾗｻﾜ ﾏﾔｶ
 1680 鈴木 麻琴(2)

ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ



中学女子

４×１００ｍＲ
決勝

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 箕輪中  1575 河野 恵理子(1)    55.18 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｺｳﾉ ｴﾘｺ
 1570 伯耆原 由花(2)

ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ
 1567 樋口 由葵(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
 1572 小田切 緑(1)

ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ
 2   5 伊那中  1630 向山 ひより(2)    56.36 

ｲﾅﾁｭｳ ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ
 1632 西村 千明(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ
 1657 中村 菜々子(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ
 1631 橋爪 郁未(2)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
 3   3 辰野中(A)  1545 吉沢 千咲(2)    56.48 

ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｻｷ
 1546 蟹澤 佑夏(2)

ｶﾆｻﾜ ﾕｶ
 1550 小澤 春奈(1)

ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
 1547 桑澤 瑛江(2)

ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ
 4   4 辰野中(B)  1552 岩下 早紀(1)    58.42 

ﾀﾂﾉﾁｭｳB ｲﾜｼﾀ ｻｷ
 1551 酒井 美優(1)

ｻｶｲ ﾐﾕ
 1548 宮嶋 柚芽(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾒ
 1532 野澤 早織(2)

ﾉｻﾞﾜ ｻｵﾘ
 5   7 赤穂中  1792 久保村 玲衣(2)    59.22 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
 1794 村澤 優華(2)

ﾑﾗｻﾜ ﾕｳｶ
 1803 江崎 花香(1)

ｴｻﾞｷ ｶｺ
 1800 江崎 奈美(1)

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ
 6   8 南箕輪中  1597 高井 ジャンユキ(2)    59.33 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾀｶｲ ｼﾞｬﾝﾕｷ
 1607 宮坂 彩夏(1)

ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ
 1606 関 理帆(1)

ｾｷ ﾘﾎ
 1617 酒井 珠良(2)

ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ
 7   1 駒ヶ根東中(B)  1813 鰍澤 さやか(1)    59.61 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ
 1816 花村 菜々子(1)

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ
 1815 北原 遙香(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ
 1823 白川 みほ(1)

ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ
 8   2 伊那東部中(A)  1677 生駒 名菜(2)  1,02.21 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｲｺﾏ ﾅﾅ
 1679 竹入 愛彩美(2)

ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ
 1676 唐澤 茉弥花(2)

ｶﾗｻﾜ ﾏﾔｶ
 1680 鈴木 麻琴(2)

ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ



女子 決勝 8月21日 12:00

走高跳
県新                 1.81
大会新               1.60

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m58 1m61

記録 備考
1m64 1m68

1 5   277 有賀 楓子(3) - - - - - - - XO O O
 1.64

大会新
ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ 伊那北高 O XXX

2 4   326 松島 愛(3) - - - - - - O XXX
 1.50

ﾏﾂｼﾏ ｱｲ 伊那西高
3 3   286 大脇 愛菜(1) - - - O XO O XXX

 1.45
ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ 伊那北高

1   275 青木 友里恵(2) 欠場
ｱｵｷ ﾕﾘｴ 伊那北高

2   337 春日 小雪(1) 欠場
ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ 伊那西高



中学女子 決勝 8月21日 12:00

走高跳
県中学新             1.75
大会新               1.55

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51 1m54 1m57

記録 備考
1m60

1 4  1548 宮嶋 柚芽(2) - - - - O XXO XXX
 1.45

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾒ 辰野中
2 2  1682 前田 花奈(1) O O O XO XXX

 1.35
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部中

2 3  1731 唐澤 遥南(2) - O O XO XXX
 1.35

ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 春富中
1  1737 酒井 茜(1) XXX 記録なし

ｻｶｲ ｱｶﾈ 春富中



共通女子 決勝 8月21日 9:00

棒高跳
県新                 4.01
大会新               3.80

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m00 2m10 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90

記録 備考
3m00 3m10

1 1  1663 原 裕美佳(3) XXO O O O O O XXX
 2.50

ﾊﾗ ﾕﾐｶ 伊那東部中
2 4   248 竹松 多恵子(2) - - - - XXO O XXX

 2.50
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠高

3 6   265 藤澤 芽吹(3) - - - - XO - XXX
 2.40

ﾌｼﾞｻﾜ ﾒﾌﾞｷ 高遠高
2   246 櫻井 まどか(2) 欠場

ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高遠高
3   242 原 奈津美(1) 欠場

ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高
5   243 有賀 友理(1) 欠場

ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農業高



女子 決勝 8月21日 9:00

走幅跳
県新                 6.41
大会新               5.71

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3   301 青木 亜里沙(2)   X  5.27  5.07   -   -    X    5.27 

ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高  +0.7  +0.1    +0.7
2 2   244 田口 瑠莉(3)   X  4.78   X  4.70  4.81   5.03    5.03 

ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ 上伊那農業高  +0.6  -0.5   0.0   +0.4    +0.4
3 1   362 橋本 紗季(1)   X  4.47  4.28   X  4.33    X    4.47 

ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 赤穂高  +0.4   0.0   0.0    +0.4



中学女子 決勝 8月21日 9:00

走幅跳
県中学新             5.59
大会新               5.13

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 16  1617 酒井 珠良(2)  4.44  4.11   -   X  4.21   4.10    4.44 

ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 南箕輪中   0.0  +0.7   0.0   +0.6     0.0
2 10  1754 堀井 満里奈(1)  4.40  4.31  4.21  4.24  4.30   4.24    4.40 

ﾎﾘｲ ﾏﾘﾅ 宮田中   0.0  +0.1   0.0   0.0  +0.2   +0.5     0.0
3 8  1607 宮坂 彩夏(1)  4.11  3.24  3.73  3.67  3.69   4.17    4.17 

ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ 南箕輪中  -0.3  +0.4   0.0   0.0  +0.3    0.0     0.0
4 11  1606 関 理帆(1)  4.16  3.11   -  3.59  3.53   3.73    4.16 

ｾｷ ﾘﾎ 南箕輪中  -0.1  +0.3   0.0  +0.5   +0.3    -0.1
5 9  1531 赤羽 香子(2)  3.96  3.83  3.92   X  3.90   3.83    3.96 

ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｺ 辰野中   0.0  +0.4  +0.5   0.0   +0.4     0.0
6 13  1533 根橋 なつみ(2)   X  3.67  3.69  3.62  3.75   3.88    3.88 

ﾈﾊﾞｼ ﾅﾂﾐ 辰野中   0.0   0.0   0.0  -0.2    0.0     0.0
7 14  1730 寺本 聡美(2)   X  3.81  3.52   X  3.75   3.50    3.81 

ﾃﾗﾓﾄ ｻﾄﾐ 春富中   0.0   0.0   0.0    0.0     0.0
8 1  1683 池上 真琴(1)   X  2.98  3.65  3.48  3.37   3.25    3.65 

ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 伊那東部中   0.0  +0.3   0.0  -0.4    0.0    +0.3
9 5  1629 宮崎 希(2)  3.44  3.53  3.63    3.63 

ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那中  -0.4  +0.3  +0.2    +0.2
10 2     2 北原 瑛里香(1)  3.55  3.45   -    3.55 

ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 伊那AC  -0.3  +0.4    -0.3
11 6  1556 溝尾 里菜(1)  2.57  3.43  3.55    3.55 

ﾐｿﾞｵ ﾘﾅ 辰野中   0.0  +0.3  +0.4    +0.4
12 3  1685 田中 真彩(1)  3.39  3.54  3.10    3.54 

ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那東部中  -0.8  +0.3   0.0    +0.3
13 12  1679 竹入 愛彩美(2)  3.52   -   X    3.52 

ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 伊那東部中   0.0     0.0
14 7  1688 三澤 野々香(1)  3.32  3.40  3.27    3.40 

ﾐｻﾜ ﾉﾉｶ 伊那東部中   0.0  +0.3  +0.5    +0.3
15 4  1735 北條 珠緒(1)  2.65  3.12  2.76    3.12 

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀﾏｵ 春富中  -0.5  +0.3  +0.5    +0.3
15  1632 西村 千明(2)   X   X   X 記録なし

ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那中
17  1532 野澤 早織(2)   X   X   X 記録なし

ﾉｻﾞﾜ ｻｵﾘ 辰野中



女子 決勝 8月21日 9:00

砲丸投(4.000kg)
県新                13.70
大会新              10.98

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2   203 一ノ瀬 菜奈(1)

 7.27  7.04  7.23  7.48  6.91  7.47   7.48 
ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野高

2 1   202 増澤摩耶佳(2)
  X  5.72  5.64  5.64  5.86  5.55   5.86 

ﾏｽｻﾞﾜ ﾏﾔｶ 辰野高
3   275 青木 友里恵(2) 欠場

ｱｵｷ ﾕﾘｴ 伊那北高



中学女子 決勝 8月21日 9:45

砲丸投(2.721kg)
県中学新            13.49
大会新              11.64

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9  1662 登内 彩香(3)

 8.26  8.38  8.57  8.21  8.13  8.01   8.57 
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那東部中

2 7  1534 堀内 美佳(2)
  X  8.52  8.07  8.22  8.21  8.29   8.52 

ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ 辰野中
3 8  1597 高井 ジャンユキ(2)

  X  8.50  8.49  8.17  7.90  8.19   8.50 
ﾀｶｲ ｼﾞｬﾝﾕｷ 南箕輪中

4 5  1739 細井 友香(1)
 7.76  7.82  6.57  6.66  7.48  6.62   7.82 

ﾎｿｲ ﾕｳｶ 春富中
5 4  1573 重盛 友希(1)

 7.25  7.41  7.21   X   X   X   7.41 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾕｷ 箕輪中

6 6  1677 生駒 名菜(2)
  X  6.90  6.89  7.35   X  6.51   7.35 

ｲｺﾏ ﾅﾅ 伊那東部中
7 3  1554 瀬戸 玲奈(1)

 6.50  6.27  7.26   X   X  6.41   7.26 
ｾﾄ ﾚｲﾅ 辰野中

8 2  1576 佐々木 真実(1)
 6.15   X  6.38   X   X   X   6.38 

ｻｻｷ ﾏﾐ 箕輪中
1  1659 原 捺紀(1)

  -   -   -
ﾊﾗ ﾅﾂｷ 伊那中



女子 決勝 8月21日 11:45

円盤投(1.000kg)
県新                45.73
大会新              38.90

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 4   203 一ノ瀬 菜奈(1)

  O   O   O   O 20.08   O  20.08 
ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野高

2 1   202 増澤摩耶佳(2)
  O   O 18.01   X   O   O  18.01 

ﾏｽｻﾞﾜ ﾏﾔｶ 辰野高
3 3   328 金木 彩見(2)

  O   X   O 17.27   O   O  17.27 
ｶﾈｷ ｱﾔﾐ 伊那西高

4 2   281 氣賀澤 愛香(2)
  O   O   O   O   O 16.72  16.72 

ｹｶﾞｻﾜ ﾁｶ 伊那北高



女子 決勝 8月21日 13:30

やり投(0.600kg)
県新                57.17
大会新              40.46

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3   283 落合 悟花(2)

30.94   O   O   X   O   O  30.94 
ｵﾁｱｲ ｻﾄｺ 伊那北高

2 2   242 原 奈津美(1)
  O   O 27.95   O   O   O  27.95 

ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高
3 1   328 金木 彩見(2)

21.06   O   X   O   O 23.87  23.87 
ｶﾈｷ ｱﾔﾐ 伊那西高

4 4   243 有賀 友理(1)
  X 20.23   O   O 22.25   O  22.25 

ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農業高
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