
決勝 4月9日 11:20

長野県新            11.98
県高校新            12.09
県中学新            12.29

[ 1組] 風速 +2.3 [ 2組] 風速 +2.1

 1 中村 菜々子(1) 一般    14.88 1 三村 捺美(2) 高校    14.20 
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ 駒ヶ根AC ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ 飯田風越高

 2 林 歩美(2) 高校    15.14 2 征矢野 美結(2) 中学校    14.53 
ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 下伊那農業高 ｿﾔﾉ ﾐﾕ 飯田高陵中

 3 柏原 千夏(1) 一般    15.17 3 北原 瑛里香(1) 一般    14.65 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根AC ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 駒ヶ根AC

 4 竹入愛彩美(2) 中学校    15.67 4 我科 かなえ(2) 中学校    14.71 
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 伊那東部中 ｶﾞｼﾞﾅ ｶﾅｴ 緑ヶ丘中

 5 肥後 もも香(1) 中学校    16.47 5 松本 優里菜(2) 高校    14.79 
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 阿智中 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘﾅ 下伊那農業高
入江 亜寿紗(3) 高校 6 唐澤茉弥花(2) 中学校    15.68 
ｲﾘｴ ｱｽﾞｻ 松川高 ｶﾗｻﾜ ﾏﾔｶ 伊那東部中
中川 実菜穂(3) 中学校 青木 柚佳(3) 高校
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾅﾎ 伊那東部中 ｱｵｷ ﾕｶ 松川高

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +2.9

 1 樋口 由葵(2) 中学校    14.28 1 家苗 蒔(2) 中学校    13.53 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 箕輪中 ｶﾅｴ ﾏｷ 伊那松川中

 2 南林 いずみ(2) 中学校    14.72 2 伯耆原 由花(2) 中学校    13.67 
ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ 伊那松川中 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 箕輪中

 3 鈴木 由里菜(2) 中学校    14.88 3 岡山 未来(3) 中学校    13.91 
ｽｽﾞｷ ﾕﾘﾅ 緑ヶ丘中 ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 飯田高陵中

 4 伊藤 瑞菜(2) 中学校    15.59 4 北原 京子(3) 中学校    13.96 
ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾅ 緑ヶ丘中 ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 飯田高陵中

 5 鈴木麻琴(2) 中学校    15.85 5 成澤 由佳(3) 中学校    14.15 
ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 伊那東部中 ﾅﾙｻﾜ ﾕｶ 飯田高陵中
向山加菜(2) 中学校 6 伊東 沙織(3) 中学校    14.17 
ﾑｶｲﾔﾏ ｶﾅ 伊那東部中 ｲﾄｳ ｻｵﾘ 飯田高陵中
北見 舞夏(2) 中学校 7 木下 直美(3) 中学校    14.22 
ｷﾀﾐ ﾏｲｶ 高森中 ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ 飯田高陵中

[ 5組] 風速 +2.5

 1 森下 綾乃 一般    13.31 
ﾓﾘｼﾀ ｱﾔﾉ ﾄﾞﾘｰﾑA.C

 2 三石 奈穂(3) 中学校    13.51 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 緑ヶ丘中

 3 小澤 未菜(3) 中学校    13.52 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 緑ヶ丘中

 4 菅沼真洸(2) 中学校    13.75 
ｽｶﾞﾇﾏﾏﾋﾛ 豊丘中

 5 高田 侑花(3) 中学校    14.08 
ﾀｶﾀﾞ ﾕｶ 飯田高陵中
樋口 梨乃(2) 高校
ﾋｸﾞﾁ ﾘﾉ 飯田風越高
清水 真希(1) 一般
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田市陸協
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   1 森下 綾乃 一般 ﾄﾞﾘｰﾑA.C    13.31 (+2.5)  5  1
   2 三石 奈穂(3) 中学校 緑ヶ丘中    13.51 (+2.5)  5  2
   3 小澤 未菜(3) 中学校 緑ヶ丘中    13.52 (+2.5)  5  3
   4 家苗 蒔(2) 中学校 伊那松川中    13.53 (+2.9)  4  1
   5 伯耆原 由花(2) 中学校 箕輪中    13.67 (+2.9)  4  2
   6 菅沼真洸(2) 中学校 豊丘中    13.75 (+2.5)  5  4
   7 岡山 未来(3) 中学校 飯田高陵中    13.91 (+2.9)  4  3
   8 北原 京子(3) 中学校 飯田高陵中    13.96 (+2.9)  4  4
   9 高田 侑花(3) 中学校 飯田高陵中    14.08 (+2.5)  5  5
  10 成澤 由佳(3) 中学校 飯田高陵中    14.15 (+2.9)  4  5
  11 伊東 沙織(3) 中学校 飯田高陵中    14.17 (+2.9)  4  6
  12 三村 捺美(2) 高校 飯田風越高    14.20 (+2.1)  2  1
  13 木下 直美(3) 中学校 飯田高陵中    14.22 (+2.9)  4  7
  14 樋口 由葵(2) 中学校 箕輪中    14.28 (+1.5)  3  1
  15 征矢野 美結(2) 中学校 飯田高陵中    14.53 (+2.1)  2  2
  16 北原 瑛里香(1) 一般 駒ヶ根AC    14.65 (+2.1)  2  3
  17 我科 かなえ(2) 中学校 緑ヶ丘中    14.71 (+2.1)  2  4
  18 南林 いずみ(2) 中学校 伊那松川中    14.72 (+1.5)  3  2
  19 松本 優里菜(2) 高校 下伊那農業高    14.79 (+2.1)  2  5
  20 中村 菜々子(1) 一般 駒ヶ根AC    14.88 (+2.3)  1  1
  20 鈴木 由里菜(2) 中学校 緑ヶ丘中    14.88 (+1.5)  3  3
  22 林 歩美(2) 高校 下伊那農業高    15.14 (+2.3)  1  2
  23 柏原 千夏(1) 一般 駒ヶ根AC    15.17 (+2.3)  1  3
  24 伊藤 瑞菜(2) 中学校 緑ヶ丘中    15.59 (+1.5)  3  4
  25 竹入愛彩美(2) 中学校 伊那東部中    15.67 (+2.3)  1  4
  26 唐澤茉弥花(2) 中学校 伊那東部中    15.68 (+2.1)  2  6
  27 鈴木麻琴(2) 中学校 伊那東部中    15.85 (+1.5)  3  5
  28 肥後 もも香(1) 中学校 阿智中    16.47 (+2.3)  1  5
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決勝 4月9日 12:10

県小学新            13.06

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +2.3

 1 林 芙美花(4) 小学校    15.78 1 住吉 遥香(5) 小学校    15.42 
ﾊﾔｼ  ﾌﾐｶ 松川陸上 ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 阿智村RC

 2 寺澤 明星(5) 小学校    16.55 2 田中 万葉(6) 小学校    16.33 
ﾃﾗｻﾜ ｱｶﾘ 松川陸上 ﾀﾅｶ ﾏﾖ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 金子 優希(6) 小学校    16.65 3 長谷川 亜里沙 小学校    16.67 
ｶﾈｺ ﾕｳｷ 阿智村RC ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 花井 美月(5) 小学校    16.76 4 伊藤 鈴音(4) 小学校    16.74 
ﾊﾅｲ  ﾐｽﾞｷ 松川陸上 ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 伊藤 尋乃(4) 小学校    17.20 5 今村 詩乃(4) 小学校    16.97 
ｲﾄｳ ﾋﾛﾉ いがら陸上 ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ いがら陸上

 6 森本 真理(5) 小学校    17.21 6 原 悠輝(6) 小学校    17.80 
ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾊﾗ ﾕｳｷ 阿智村RC

 7 松島 美海(4) 小学校    17.51 近藤 彩乃(6) 小学校
ﾏﾂｼﾏ ﾐｳ いがら陸上 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾔﾉ 和田小

 8 小林 稲鈴(5) 小学校    18.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾝ 駒ヶ根AC

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +1.1

 1 戸枝 星(5) 小学校    16.06 1 宮下 真弥(4) 小学校    15.98 
ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ 駒ヶ根AC ﾐﾔｼﾀ  ﾏﾔ 松川陸上

 2 山下 結衣(5) 小学校    16.27 2 高山 みなみ(4) 小学校    16.70 
ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 丸山小 ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅﾐ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗

 3 熊谷 莉佳(6) 小学校    16.44 3 壬生 さつき(4) 小学校    16.73 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｶ 阿智村RC ﾐﾌﾞ   ｻﾂｷ 松川陸上

 4 古川 美千(5) 小学校    16.44 4 遠山 雅(6) 小学校    17.11 
ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ 阿智村RC ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 阿智村RC

 5 熊谷 凪紗(4) 小学校    16.47 5 林 雅(5) 小学校    17.18 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ｣ いがら陸上 ﾊﾔｼ ﾐﾔﾋﾞ 丸山小

 6 小倉 心音(4) 小学校    18.26 6 花井  静(4) 小学校    17.23 
ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 駒ヶ根AC ﾊﾅｲ  ｼｽﾞｶ 松川陸上

 7 稲垣 和奏(4) 小学校    18.51 宮澤 香音(4) 小学校
ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 駒ヶ根AC ﾐﾔｻﾞﾜ  ｶｵﾝ 松川陸上

[ 5組] 風速 +2.2 [ 6組] 風速 +1.7

 1 杉山 舞莉(5) 小学校    15.71 1 塩澤 輝海(6) 小学校    15.99 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｼｵｻﾞﾜ ﾙｶ 駒ヶ根AC

 2 小倉 知帆(5) 小学校    15.80 2 山川 りお(6) 小学校    16.02 
ｵｸﾞﾗ ﾁﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 樋口 虹夏(4) 小学校    15.83 3 壬生 佑季恵(5) 小学校    16.83 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗 ﾐﾌﾞ ﾕｷｴ 松川陸上

 4 木下 理子(5) 小学校    15.91 4 菅沼 望子(4) 小学校    16.93 
ｷﾉｼﾀ ﾘｺ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 松川陸上

 5 藤岡 緩奈(5) 小学校    15.94 5 中嶋 杏彩(4) 小学校    17.70 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 松川陸上 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 駒ヶ根AC

 6 戸谷 有沙(5) 小学校    16.26 6 唐澤 純夏(4) 小学校    17.79 
ﾄﾔ ｱﾘｻ いがら陸上 ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 駒ヶ根AC

 7 北見 唯夏(4) 小学校    18.28 小原 一華(4) 小学校
ｷﾀﾐ  ﾕｲｶ 松川陸上 ｺﾊﾗ  ｲﾁｶ 松川陸上

[ 7組] 風速 +1.7 [ 8組] 風速 +2.1

 1 松村 紫乃(5) 小学校    15.21 1 菅沼 美風(6) 小学校    13.94 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 松川陸上

 2 倉澤 まりあ(6) 小学校    16.06 2 宮澤 風香(6) 小学校    13.96 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾌｳｶ 松川陸上

 3 上野 輝来(4) 小学校    16.13 3 熊谷 真緒(6) 小学校    14.44 
ｳｴﾉ ｷﾗ 松川陸上 ｸﾏｶﾞｲ  ﾏｵ 松川陸上

 4 唐澤 花実(4) 小学校    16.86 4 細田 祐華(6) 小学校    14.87 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 駒ヶ根AC ﾎｿﾀﾞ  ﾕｳｶ 松川陸上

 5 小池 碧桜(5) 小学校    17.09 5 北原 寧々(6) 小学校    15.06 
ｺｲｹ ﾐｵ 松川陸上 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 駒ヶ根AC

 6 小山 美月(4) 小学校    17.15 6 牧野 明日香(5) 小学校    15.36 
ｺﾔﾏ  ﾐｽﾞｷ 松川陸上 ﾏｷﾉ ｱｽｶ 松川陸上

 7 神部 紫音(4) 小学校    18.08 7 朝日 りおん(6) 小学校    15.59 
ｶﾝﾍﾞ  ｼｵﾝ 松川陸上 ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 駒ヶ根AC

No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
8    69

2    54

小学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

6    48

5    13

4    22

1    17

7    37

3     7

順 ﾚｰﾝ No.

2    10

8    16

3    77

6    11

所属名 記録／備考
7    27

5    25

4     3

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ No. 氏  名
4    35

7    31

順

8    36

5    26

2

所属名 記録／備考
6    49

6    33

   14

3    24 8    61

5    20

7    18

4    47

2    50

3    32

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6    19

4     8

8     5

2    12

3    65

所属名 記録／備考
7    34

5    67

順

7    15

4    62

6    64

8     4

5    42

2    55

3    39

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3     6

5     9

失格

ﾚｰﾝ No. 氏  名

2    57

6    59

   60

順

4    56

7    41

6    51

所属名 記録／備考
8    63

3    46

7    52

4    53

2    68

5    408



   1 菅沼 美風(6) 小学校 松川陸上    13.94 (+2.1)  8  1
   2 宮澤 風香(6) 小学校 松川陸上    13.96 (+2.1)  8  2
   3 熊谷 真緒(6) 小学校 松川陸上    14.44 (+2.1)  8  3
   4 細田 祐華(6) 小学校 松川陸上    14.87 (+2.1)  8  4
   5 北原 寧々(6) 小学校 駒ヶ根AC    15.06 (+2.1)  8  5
   6 松村 紫乃(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    15.21 (+1.7)  7  1
   7 牧野 明日香(5) 小学校 松川陸上    15.36 (+2.1)  8  6
   8 住吉 遥香(5) 小学校 阿智村RC    15.42 (+2.3)  2  1
   9 朝日 りおん(6) 小学校 駒ヶ根AC    15.59 (+2.1)  8  7
  10 杉山 舞莉(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    15.71 (+2.2)  5  1
  11 林 芙美花(4) 小学校 松川陸上    15.78 (+1.4)  1  1
  12 小倉 知帆(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    15.80 (+2.2)  5  2
  13 樋口 虹夏(4) 小学校 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗    15.83 (+2.2)  5  3
  14 木下 理子(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    15.91 (+2.2)  5  4
  15 藤岡 緩奈(5) 小学校 松川陸上    15.94 (+2.2)  5  5
  16 宮下 真弥(4) 小学校 松川陸上    15.98 (+1.1)  4  1
  17 塩澤 輝海(6) 小学校 駒ヶ根AC    15.99 (+1.7)  6  1
  18 山川 りお(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    16.02 (+1.7)  6  2
  19 戸枝 星(5) 小学校 駒ヶ根AC    16.06 (+0.8)  3  1
  19 倉澤 まりあ(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    16.06 (+1.7)  7  2
  21 上野 輝来(4) 小学校 松川陸上    16.13 (+1.7)  7  3
  22 戸谷 有沙(5) 小学校 いがら陸上    16.26 (+2.2)  5  6
  23 山下 結衣(5) 小学校 丸山小    16.27 (+0.8)  3  2
  24 田中 万葉(6) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    16.33 (+2.3)  2  2
  25 熊谷 莉佳(6) 小学校 阿智村RC    16.44 (+0.8)  3  3
  25 古川 美千(5) 小学校 阿智村RC    16.44 (+0.8)  3  4
  27 熊谷 凪紗(4) 小学校 いがら陸上    16.47 (+0.8)  3  5
  28 寺澤 明星(5) 小学校 松川陸上    16.55 (+1.4)  1  2
  29 金子 優希(6) 小学校 阿智村RC    16.65 (+1.4)  1  3
  30 長谷川 亜里沙 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    16.67 (+2.3)  2  3
  31 高山 みなみ(4) 小学校 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗    16.70 (+1.1)  4  2
  32 壬生 さつき(4) 小学校 松川陸上    16.73 (+1.1)  4  3
  33 伊藤 鈴音(4) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    16.74 (+2.3)  2  4
  34 花井 美月(5) 小学校 松川陸上    16.76 (+1.4)  1  4
  35 壬生 佑季恵(5) 小学校 松川陸上    16.83 (+1.7)  6  3
  36 唐澤 花実(4) 小学校 駒ヶ根AC    16.86 (+1.7)  7  4
  37 菅沼 望子(4) 小学校 松川陸上    16.93 (+1.7)  6  4
  38 今村 詩乃(4) 小学校 いがら陸上    16.97 (+2.3)  2  5
  39 小池 碧桜(5) 小学校 松川陸上    17.09 (+1.7)  7  5
  40 遠山 雅(6) 小学校 阿智村RC    17.11 (+1.1)  4  4
  41 小山 美月(4) 小学校 松川陸上    17.15 (+1.7)  7  6
  42 林 雅(5) 小学校 丸山小    17.18 (+1.1)  4  5
  43 伊藤 尋乃(4) 小学校 いがら陸上    17.20 (+1.4)  1  5
  44 森本 真理(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    17.21 (+1.4)  1  6
  45 花井  静(4) 小学校 松川陸上    17.23 (+1.1)  4  6
  46 松島 美海(4) 小学校 いがら陸上    17.51 (+1.4)  1  7
  47 中嶋 杏彩(4) 小学校 駒ヶ根AC    17.70 (+1.7)  6  5
  48 唐澤 純夏(4) 小学校 駒ヶ根AC    17.79 (+1.7)  6  6
  49 原 悠輝(6) 小学校 阿智村RC    17.80 (+2.3)  2  6
  50 神部 紫音(4) 小学校 松川陸上    18.08 (+1.7)  7  7
  51 小倉 心音(4) 小学校 駒ヶ根AC    18.26 (+0.8)  3  6
  52 北見 唯夏(4) 小学校 松川陸上    18.28 (+2.2)  5  7
  53 小林 稲鈴(5) 小学校 駒ヶ根AC    18.30 (+1.4)  1  8
  54 稲垣 和奏(4) 小学校 駒ヶ根AC    18.51 (+0.8)  3  7

小学女子

100m
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決勝 4月9日 13:55

長野県新            54.56
県高校新            55.74
県中学新            58.70

[ 1組] [ 2組]

 1 吉川 夏鈴 中学校  1,07.97 1 清水 恵美(3) 中学校  1,05.62 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 鼎中 ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ 緑ヶ丘中

 2 菅沼真洸(2) 中学校  1,08.71 2 下平 真希(3) 高校  1,10.72 
ｽｶﾞﾇﾏﾏﾋﾛ 豊丘中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｷ 飯田女子高

 3 大杉知佳(3) 中学校  1,13.15 3 木下 香奈絵(3) 高校  1,12.29 
ｵｵｽｷﾞ ﾁｶ 伊那東部中 ｷﾉｼﾀ ｶﾅｴ 松川高

 4 赤羽 真優(2) 中学校  1,13.91 青木 柚佳(3) 高校
ｱｶﾊﾞ ﾏﾕ 緑ヶ丘中 ｱｵｷ ﾕｶ 松川高

 5 井口 結花(2) 中学校  1,16.22 宮島 里菜(3) 高校
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 緑ヶ丘中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘﾅ 松川高

 6 倉田優美(3) 中学校  1,18.22 
ｸﾗﾀ ｽｸﾞﾐ 伊那東部中

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

4  1669

3  2646

2  2338

7  2534

5  2535

記録／備考
2  2527

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   395
欠場

4   424

5   394

6   382
欠場

6  1675



   1 清水 恵美(3) 中学校 緑ヶ丘中    1,05.62  2  1
   2 吉川 夏鈴 中学校 鼎中    1,07.97  1  1
   3 菅沼真洸(2) 中学校 豊丘中    1,08.71  1  2
   4 下平 真希(3) 高校 飯田女子高    1,10.72  2  2
   5 木下 香奈絵(3) 高校 松川高    1,12.29  2  3
   6 大杉知佳(3) 中学校 伊那東部中    1,13.15  1  3
   7 赤羽 真優(2) 中学校 緑ヶ丘中    1,13.91  1  4
   8 井口 結花(2) 中学校 緑ヶ丘中    1,16.22  1  5
   9 倉田優美(3) 中学校 伊那東部中    1,18.22  1  6

所属名 記録 備考

女子

組 順位
 2527
 2646

400m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

 2534
 2535
 1675

 2338
  424
  394
 1669



決勝 4月9日 14:05

長野県新          2,09.64
県高校新          2,09.64
県中学新          2,16.18

[ 1組] [ 2組]

 1 垣内 夕(2) 中学校  2,52.57 1 中 ともみ(3) 高校  2,39.95 
ｶｷｳﾁ ﾕｳ 箕輪中 ﾅｶ  ﾄﾓﾐ 飯田女子高

 2 磯村 実佑(2) 中学校  2,54.55 2 熊谷 菜美(2) 中学校  2,42.06 
ｲｿﾑﾗ ﾐﾕ 飯田高陵中 ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾐ 飯田高陵中

 3 富田 綾音(3) 中学校  2,55.39 3 櫛原 彩香(2) 高校  2,46.28 
ﾄﾐﾀ ｱﾔﾈ 高森中 ｸｼﾊﾗ ｱﾔｶ 下伊那農業高

 4 小林 晴佳(1) 中学校  2,56.79 4 中村 汐里(3) 中学校  2,50.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 塩尻広陵中 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 旭町中

 5 井口 結花(2) 中学校  3,00.62 5 山崎 瞳(2) 中学校  2,51.97 
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 緑ヶ丘中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄﾐ 緑ヶ丘中

 6 木下 彩穂(2) 中学校  3,16.96 6 赤羽 真優(2) 中学校  2,52.00 
ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾎ 緑ヶ丘中 ｱｶﾊﾞ ﾏﾕ 緑ヶ丘中

 7 高梨 万里伊(2) 中学校  3,44.77 7 橋本 環(1) 中学校  2,59.27 
ﾀﾅﾅｼ ﾏﾘｲ 緑ヶ丘中 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾏｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ
酒井ひかる(3) 中学校 8 木下 直美(3) 中学校  3,06.59 
ｻｶｲﾋｶﾙ 豊丘中 ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ 飯田高陵中

[ 3組]

 1 吉川 夏鈴 中学校  2,34.87 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 鼎中

 2 中本 愛里(2) 高校  2,35.15 
ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越高

 3 中山真緒(3) 中学校  2,45.61 
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 伊那東部中

 4 長谷川 美波(2) 中学校  2,50.09 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高陵中

 5 牛山 杏香(3) 中学校  3,14.42 
ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 阿智中
清水 恵美(3) 中学校
ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ 緑ヶ丘中
宮島 里菜(3) 高校
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘﾅ 松川高

No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
2  1568

8  2045

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ

6  3216

5  2535

7  2016

4  2340

3  2531

2  2543

8     21  2532

所属名 記録／備考
7   428

欠場

順 ﾚｰﾝ No.

1   494

6  5787

3  2046

5  2036

4  2534

所属名 記録／備考
7  2646

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  1670

3  2050

5   466

2  2527
欠場

4   382

8  2106

欠場



   1 吉川 夏鈴 中学校 鼎中    2,34.87  3  1
   2 中本 愛里(2) 高校 飯田風越高    2,35.15  3  2
   3 中 ともみ(3) 高校 飯田女子高    2,39.95  2  1
   4 熊谷 菜美(2) 中学校 飯田高陵中    2,42.06  2  2
   5 中山真緒(3) 中学校 伊那東部中    2,45.61  3  3
   6 櫛原 彩香(2) 高校 下伊那農業高    2,46.28  2  3
   7 長谷川 美波(2) 中学校 飯田高陵中    2,50.09  3  4
   8 中村 汐里(3) 中学校 旭町中    2,50.66  2  4
   9 山崎 瞳(2) 中学校 緑ヶ丘中    2,51.97  2  5
  10 赤羽 真優(2) 中学校 緑ヶ丘中    2,52.00  2  6
  11 垣内 夕(2) 中学校 箕輪中    2,52.57  1  1
  12 磯村 実佑(2) 中学校 飯田高陵中    2,54.55  1  2
  13 富田 綾音(3) 中学校 高森中    2,55.39  1  3
  14 小林 晴佳(1) 中学校 塩尻広陵中    2,56.79  1  4
  15 橋本 環(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭ    2,59.27  2  7
  16 井口 結花(2) 中学校 緑ヶ丘中    3,00.62  1  5
  17 木下 直美(3) 中学校 飯田高陵中    3,06.59  2  8
  18 牛山 杏香(3) 中学校 阿智中    3,14.42  3  5
  19 木下 彩穂(2) 中学校 緑ヶ丘中    3,16.96  1  6
  20 高梨 万里伊(2) 中学校 緑ヶ丘中    3,44.77  1  7

順位 No. 氏  名 都道府県

女子

800m
タイムレース
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決勝 4月9日 14:55

県小学新          3,03.46

 1 松澤 綾音(6) 小学校  3,21.55 
ﾏﾂｻﾞﾜ  ｱﾔﾈ 松川陸上

 2 冨内 海里(6) 小学校  3,32.05 
ﾄﾐｳﾁ  ｶｲﾘ 松川陸上

 3 市川 絢(6) 小学校  3,39.85 
ｲﾁｶﾜ ｱﾔ 諏訪FA

 4 小口 満里奈(5) 小学校  3,44.20 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 諏訪FA

 5 市川 結(4) 小学校  3,54.43 
ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 諏訪FA

 6 伊藤 尋乃(4) 小学校  4,01.92 
ｲﾄｳ ﾋﾛﾉ いがら陸上

 7 熊谷 莉佳(6) 小学校  4,06.76 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｶ 阿智村RC

 8 古川 美千(5) 小学校  4,12.72 
ﾌﾙｶﾜ ﾐﾎ 阿智村RC

 9 山川 りお(6) 小学校  4,13.14 
ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

10 熊谷 真由(4) 小学校  4,14.24 
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾕ 阿智村RC

11 斉藤 美桜(4) 小学校  4,20.41 
ｻｲﾄｳ ﾐｵ 阿智村RC

12 佐藤 綾(4) 小学校  4,21.16 
ｻﾄｳ ｱﾔ 泰阜小

13 大久保 花(4) 小学校  4,21.76 
ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾅ 泰阜小

14 土岐 彩乃(6) 小学校  4,25.88 
ﾄｷ ｱﾔﾉ 泰阜小

15 熊谷 凪紗(4) 小学校  4,35.15 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ｣ いがら陸上

16 戸谷 有沙(5) 小学校  4,58.98 
ﾄﾔ ｱﾘｻ いがら陸上

17 松島 美海(4) 小学校  4,59.13 
ﾏﾂｼﾏ ﾐｳ いがら陸上
宮内 春帆(4) 小学校
ﾐﾔｳﾁ ﾊﾙﾎ 阿智村RC
菅沼 奈々(6) 小学校
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾅ 阿智村RC

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    58

14    66

小学女子

1000m

決勝

順

12    72

2    71

4    70

5    24

1    26

10    13

19    23

11    29

3     4

7    74

15    75

17    73

18    15

16    17

6    14

13    28
欠場

9    21
欠場



決勝 4月9日 10:15

長野県新          9,16.29
県高校新          9,16.29
県中学新          9,31.10

 1 熊谷 美佑(3) 中学校  10,53.3 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 伊那松川中

 2 永山 実来(1) 中学校  11,30.1 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 山岸 鈴加(1) 中学校  11,32.8 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 伊那松川中

 4 中本 愛里(2) 高校  11,39.7 
ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越高

 5 中島 悠(2) 高校  11,51.9 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 飯田女子高

 5 下澤 翔子(3) 高校  11,51.9 
ｼﾓｻﾜ ｼｮｳｺ 飯田女子高

 7 中山真緒(3) 中学校  11,54.8 
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 伊那東部中

 8 辻田 双葉(3) 中学校  12,09.8 
ﾂｼﾞﾀ ﾌﾀﾊﾞ 旭町中

 9 熊谷 玲香(1) 中学校  12,18.1 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚｲｶ 阿智中

10 和田 みな美(3) 中学校  12,23.3 
ﾜﾀﾞ ﾐﾅﾐ 伊那松川中

11 山崎 瞳(2) 中学校  12,23.7 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄﾐ 緑ヶ丘中

12 原 明香里(2) 中学校  12,37.4 
ﾊﾗ ｱｶﾘ 阿智中

13 小林 晴佳(1) 中学校  12,37.8 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 塩尻広陵中

14 玉置 流佳(1) 中学校  12,46.0 
ﾀﾏｵｷ ﾊﾙｶ 阿智中

15 浅原 花音(3) 中学校  13,26.8 
ｱｻﾊﾗ ｶﾉﾝ 旭町中

16 牛山 杏香(3) 中学校  14,31.5 
ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 阿智中
小沼 千夏(3) 中学校
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 伊那松川中
西永 梨恵(3) 中学校
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 伊那松川中
田畑 三紗(2) 高校
ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ 飯田女子高
辻村 夏奈子(1) 一般
ﾂｼﾞﾑﾗ ｶﾅｺ 下伊那郡陸協

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  2000

18  1987

1     1
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10   466

3   429

15  2101

14  1670

8  5789

9  2109

6  1985

20  2543

16  5786

5  3216
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決勝 4月9日 13:20

長野県新            13.81
県高校新            14.28

風速 +1.5

 1 下平 真希(3) 高校    17.75 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｷ 飯田女子高

所属名 記録／備考
8   424

一般女子

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 4月9日 13:30

県中学新            14.54

[ 1組] 風速 +2.7 [ 2組] 風速 +1.9

 1 三浦 遥果(2) 中学校    18.96 1 成澤 由佳(3) 中学校    18.62 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高陵中 ﾅﾙｻﾜ ﾕｶ 飯田高陵中

 2 松沢 英華(3) 中学校    19.47 2 樋屋 彩(1) 一般    19.57 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲｶ 旭町中 ﾋｵｸ ｱﾔ 駒ヶ根AC

 3 伊藤 京香(3) 中学校    20.38 3 串原 礼(3) 中学校    19.66 
ｲﾄｳ ｷｮｳｶ 伊那東部中 ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 飯田高陵中

 4 星野 芽生(3) 中学校    23.14 4 小澤 佳奈子(3) 中学校    20.36 
ﾎｼﾉ ﾒｲ 旭町中 ｵｻﾞﾜ ｶﾅｺ 伊那東部中
中野 美智恵(2) 中学校 5 市沢日菜(2) 中学校    22.99 
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 旭町中 ｲﾁｻﾞﾜﾋﾅ 豊丘中
百瀬 亜希帆(3) 中学校 伊東 沙織(3) 中学校
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 旭町中 ｲﾄｳ ｻｵﾘ 飯田高陵中

中学女子

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

 5800

5  1673

7  2049

3  5792

No. 氏  名 所属名

欠場
8  5793

4  5791

6

4    44

3  2038

記録／備考
5  2039

ﾚｰﾝ

8  2347

7  2040

6  1674

欠場欠場



   1 成澤 由佳(3) 中学校 飯田高陵中    18.62 (+1.9)  2  1
   2 三浦 遥果(2) 中学校 飯田高陵中    18.96 (+2.7)  1  1
   3 松沢 英華(3) 中学校 旭町中    19.47 (+2.7)  1  2
   4 樋屋 彩(1) 一般 駒ヶ根AC    19.57 (+1.9)  2  2
   5 串原 礼(3) 中学校 飯田高陵中    19.66 (+1.9)  2  3
   6 小澤 佳奈子(3) 中学校 伊那東部中    20.36 (+1.9)  2  4
   7 伊藤 京香(3) 中学校 伊那東部中    20.38 (+2.7)  1  3
   8 市沢日菜(2) 中学校 豊丘中    22.99 (+1.9)  2  5
   9 星野 芽生(3) 中学校 旭町中    23.14 (+2.7)  1  4

順位 No. 氏  名 都道府県

中学女子

100mH
タイムレース

順位
 2039
 2049
 5792

所属名 記録（風） 備考 組

 2347
 5791

   44
 2038
 1674
 1673



決勝 4月9日 15:15

長野県新            47.90
県高校新            47.90
県中学新            49.90

[ 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   2 箕輪中  1570 伯耆原 由花(2)    56.86 1  4 飯田高陵中(A) 2039 成澤 由佳(3)    55.42 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾅﾙｻﾜ ﾕｶ
 1571 矢萩 朱絵(2) 2036 木下 直美(3)

ﾔﾊｷﾞ ｱﾔｶ ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ
 1567 樋口 由葵(2) 2041 北原 京子(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ
 1568 垣内 夕(2) 2037 岡山 未来(3)

ｶｷｳﾁ ﾕｳ ｵｶﾔﾏ ﾐｷ
 2   7 伊那松川中  2000 山岸 鈴加(1)    56.98 2  5 緑ヶ丘中(B) 2526 小澤 未菜(3)    56.19 

ｲﾏﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳB ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
 1991 南林 いずみ(2) 2542 伊藤 瑞菜(2)

ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾅ
 1986 西永 梨恵(3) 2541 鈴木 由里菜(2)

ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ ｽｽﾞｷ ﾕﾘﾅ
 1990 家苗 蒔(2) 2525 三石 奈穂(3)

ｶﾅｴ ﾏｷ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
 3   3 駒ヶ根AC    43 柏原 千夏(1)    58.99 3  2 飯田高陵中(B) 2052 征矢野 美結(2)    56.55 

ｺﾏｶﾞﾈｴｰｼｰ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｿﾔﾉ ﾐﾕ
   38 中村 菜々子(1) 2038 串原 礼(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ ｸｼﾊﾗ ﾚｲ
   44 樋屋 彩(1) 2049 三浦 遥果(2)

ﾋｵｸ ｱﾔ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
   45 北原 瑛里香(1) 2044 高田 侑花(3)

ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ ﾀｶﾀﾞ ﾕｶ
 4   6 高森中  2013 鷲山 令珠(3)    59.34 4  3 旭町中 5792 松沢 英華(3)    56.90 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾜｼﾔﾏ ﾚｲｼﾞｭ ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲｶ
 2020 鷲山 ひなた(2) 5793 百瀬 亜希帆(3)

ﾜｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ ﾓﾓｾ ｱｷﾎ
 2019 常盤 智世(2) 5790 小松 千恵(3)

ﾄｷﾜ ﾄﾓﾖ ｺﾏﾂ ﾁｴ
 2018 上澤 美波(2) 5800 中野 美智恵(2)

ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ
 5   4 緑ヶ丘中(A)  2528 植原 佳奈(3)  1,00.26 5  6 伊那東部中(A) 1663 原 裕美香(3)    58.14 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳA ｳｴﾊﾗ ｶﾅ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾊﾗ ﾕﾐｶ
 2538 金田 涼子(2) 1661 飯島 栞(3)

ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｺ ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾘ
 2537 我科 かなえ(2) 1673 伊藤 京香(3)

ｶﾞｼﾞﾅ ｶﾅｴ ｲﾄｳ ｷｮｳｶ
 2534 赤羽 真優(2) 1674 小澤 佳奈子(3)

ｱｶﾊﾞ ﾏﾕ ｵｻﾞﾜ ｶﾅｺ
 6   5 飯田高陵中(C)  2047 塩澤 瑠(2)  1,02.33 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳC ｼｵｻﾞﾜ ﾙｲ
 2053 林 かおり(2)

ﾊﾔｼ ｶｵﾘ
 2048 高橋 みほか(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｶ
 2042 加藤 まどか(3)

ｶﾄｳ ﾏﾄﾞｶ

女子

4×100mR

決勝



   1 飯田高陵中(A)    55.42 成澤 由佳(3) 木下 直美(3) 北原 京子(3) 岡山 未来(3)  2  1
   2 緑ヶ丘中(B)    56.19 小澤 未菜(3) 伊藤 瑞菜(2) 鈴木 由里菜(2) 三石 奈穂(3)  2  2
   3 飯田高陵中(B)    56.55 征矢野 美結(2) 串原 礼(3) 三浦 遥果(2) 高田 侑花(3)  2  3
   4 箕輪中    56.86 伯耆原 由花(2) 矢萩 朱絵(2) 樋口 由葵(2) 垣内 夕(2)  1  1
   5 旭町中    56.90 松沢 英華(3) 百瀬 亜希帆(3) 小松 千恵(3) 中野 美智恵(2)  2  4
   6 伊那松川中    56.98 山岸 鈴加(1) 南林 いずみ(2) 西永 梨恵(3) 家苗 蒔(2)  1  2
   7 伊那東部中(A)    58.14 原 裕美香(3) 飯島 栞(3) 伊藤 京香(3) 小澤 佳奈子(3)  2  5
   8 駒ヶ根AC    58.99 柏原 千夏(1) 中村 菜々子(1) 樋屋 彩(1) 北原 瑛里香(1)  1  3
   9 高森中    59.34 鷲山 令珠(3) 鷲山 ひなた(2) 常盤 智世(2) 上澤 美波(2)  1  4
  10 緑ヶ丘中(A)  1,00.26 植原 佳奈(3) 金田 涼子(2) 我科 かなえ(2) 赤羽 真優(2)  1  5
  11 飯田高陵中(C)  1,02.33 塩澤 瑠(2) 林 かおり(2) 高橋 みほか(2) 加藤 まどか(3)  1  6

備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

女子

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4×100mR
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 4月9日 15:10

県小学新            53.27

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 松川陸上(A)    53 細田 祐華(6)    56.50 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳA ﾎｿﾀﾞ  ﾕｳｶ
   63 菅沼 美風(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ
   52 熊谷 真緒(6)

ｸﾏｶﾞｲ  ﾏｵ
   51 宮澤 風香(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾌｳｶ
 2   6 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(A)    11 田中 万葉(6)  1,03.94 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞA ﾀﾅｶ ﾏﾖ
    9 倉澤 まりあ(6)

ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ
    4 山川 りお(6)

ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ
    6 松村 紫乃(5)

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
 3   5 松川陸上(B)    68 牧野 明日香(5)  1,04.77 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳB ﾏｷﾉ ｱｽｶ
   57 小池 碧桜(5)

ｺｲｹ ﾐｵ
   65 藤岡 緩奈(5)

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ
   48 花井 美月(5)

ﾊﾅｲ  ﾐｽﾞｷ
 4   3 松川陸上(C)    69 林 芙美花(4)  1,06.28 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳC ﾊﾔｼ  ﾌﾐｶ
   49 宮下 真弥(4)

ﾐﾔｼﾀ  ﾏﾔ
   62 壬生 佑季恵(5)

ﾐﾌﾞ ﾕｷｴ
   54 寺澤 明星(5)

ﾃﾗｻﾜ ｱｶﾘ
 5   8 松川陸上(D)    59 上野 輝来(4)  1,09.25 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳD ｳｴﾉ ｷﾗ
   64 菅沼 望子(4)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ
   60 神部 紫音(4)

ｶﾝﾍﾞ  ｼｵﾝ
   56 小山 美月(4)

ｺﾔﾏ  ﾐｽﾞｷ
 6   7 松川陸上(E)    47 花井  静(4)  1,13.40 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳE ﾊﾅｲ  ｼｽﾞｶ
   67 北見 唯夏(4)

ｷﾀﾐ  ﾕｲｶ
   61 壬生 さつき(4)

ﾐﾌﾞ   ｻﾂｷ
   55 小原 一華(4)

ｺﾊﾗ  ｲﾁｶ
  2 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ(B)     8 杉山 舞莉(5)

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞB ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲﾘ 失格
    5 小倉 知帆(5)

ｵｸﾞﾗ ﾁﾎ
   10 長谷川 亜里沙

ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾘｻ
   12 木下 理子(5)

ｷﾉｼﾀ ﾘｺ
  4 駒ヶ根AC    35 戸枝 星(5)

ｺﾏｶﾞﾈｴｰｼｰ ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ 失格
   40 朝日 りおん(6)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
   34 塩澤 輝海(6)

ｼｵｻﾞﾜ ﾙｶ
   46 北原 寧々(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ

小学女子

4×100mR

決勝



決勝 4月9日 12:00

長野県新             1.81
県高校新             1.77
県中学新             1.75

小松 千恵(3) 中学校
ｺﾏﾂ ﾁｴ 旭町中
串原 礼(3) 中学校
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 飯田高陵中
上澤 美波(2) 中学校
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 高森中
小林 沙彩(3) 中学校
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 旭町中
常盤 智世(2) 中学校
ﾄｷﾜ ﾄﾓﾖ 高森中
中野 美智恵(2) 中学校
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 旭町中
鷲山 令珠(3) 中学校
ﾜｼﾔﾏ ﾚｲｼﾞｭ 高森中
加藤 まどか(3) 中学校
ｶﾄｳ ﾏﾄﾞｶ 飯田高陵中
岡山 未来(3) 中学校
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 飯田高陵中
三浦 遥果(2) 中学校
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高陵中
星野 芽生(3) 中学校
ﾎｼﾉ ﾒｲ 旭町中

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1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45
1 11  5790

- - - - -

O XO

O XXO XO XXX

2 10  2038
O O O O O XXX

 1.40

 1.35

3 6  2018
- - O O O

- O

XO XXX

3 9  5795
- - - XO XXX

 1.30

 1.30

5 2  2019
- - O O XO

O O

XXO XXX

6 1  5800
- O O XXX

 1.30

 1.25

7 8  2013
- - XO O O

O XXX

XXX

8 5  2042
O O O

 1.25

 1.20

8 7  2037
O O O O XXX

XXO XXX
10 3  2049

O O O

 1.20

 1.20

11 4  5791
O XXO O XXX  1.15



決勝 4月9日 14:00

長野県新             6.41
県高校新             6.06
県中学新             5.59

百瀬 亜希帆(3) 中学校   X  4.74  4.72    4.74 
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 旭町中  +1.4  +1.6    +1.4
三村 捺美(2) 高校  4.64  4.68  4.58    4.68 
ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ 飯田風越高  +0.8  +1.5  +1.3    +1.5
北原 京子(3) 中学校  4.34  4.05  4.26    4.34 
ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 飯田高陵中  +1.3  +1.4  +1.1    +1.3
三浦 遥果(2) 中学校  3.89  4.19   X    4.19 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高陵中  +1.6  +1.3    +1.3
半﨑 まあや(3) 中学校   X   X  3.87    3.87 
ﾊﾝｻﾞｷ ﾏｱﾔ 緑ヶ丘中  +1.4    +1.4
南林 いずみ(2) 中学校  2.85  3.85  3.18    3.85 
ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ 伊那松川中  +1.2  +2.1  +1.1    +2.1
酒井 優梨愛(1) 中学校  3.83  3.71  3.72    3.83 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻広陵中  +1.0  +1.6  +0.1    +1.0
蟹澤 優衣(3) 中学校  3.65  3.56  3.67    3.67 
ｶﾆｻﾜ ﾕｲ 伊那東部中  +2.6  +1.8  +1.0    +1.0
鷲山 ひなた(2) 中学校  3.34  3.28  3.47    3.47 
ﾜｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ 高森中  +1.5  +1.8  +0.9    +0.9
矢萩 朱絵(2) 中学校  3.28  3.09  3.36    3.36 
ﾔﾊｷﾞ ｱﾔｶ 箕輪中  +1.3  +1.2  +1.2    +1.2
塩澤 瑠(2) 中学校   X  3.15  2.82    3.15 
ｼｵｻﾞﾜ ﾙｲ 飯田高陵中  +1.1  +0.9    +1.1
金田 涼子(2) 中学校 欠場
ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｺ 緑ヶ丘中

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 12  5793

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

2 11   457

3 10  2041

4 6  2049

5 9  2529

6 8  1991

7 7  3219

8 5  1667

9 1  2020

3  2538

10 2  1571

11 4  2047



決勝 4月9日 10:30

長野県新            13.70
県高校新            13.65

齋藤 知美(3) 高校
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 松川高

一般女子

砲丸投

決勝

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

  7.84 

記録 備考
1 1   390

 7.11  7.69  7.84



決勝 4月9日 10:30

県中学新            13.49

内ヶ嶋 彩(3) 中学校
ｳﾁｶﾞｼﾏ ｱﾔ 旭町中
串原 礼(3) 中学校
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 飯田高陵中
佐藤 ゆきの(3) 中学校
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 旭町中
植原 佳奈(3) 中学校
ｳｴﾊﾗ ｶﾅ 緑ヶ丘中
中野 美智恵(2) 中学校
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 旭町中
林 かおり(2) 中学校
ﾊﾔｼ ｶｵﾘ 飯田高陵中
登内彩香(3) 中学校
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那東部中
熊谷 早紀(3) 中学校
ｸﾏｶﾞｲ ｻｷ 飯田高陵中
生駒名菜(2) 中学校
ｲｺﾏ ﾅﾅ 伊那東部中
高橋 みほか(2) 中学校
ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｶ 飯田高陵中
片桐 咲希(3) 中学校
ｶﾀｷﾞﾘ ｻｷ 高森中
横田 鈴音(2) 中学校
ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾈ 飯田高陵中
岡山 未来(3) 中学校
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 飯田高陵中
星野 芽生(3) 中学校
ﾎｼﾉ ﾒｲ 旭町中

中学女子

砲丸投

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 14  5794

 9.28  9.46  9.95   9.95 

2 4  2038
 8.29  8.35  8.02   8.35 

3 12  5796
 7.84  8.06  8.24   8.24 

4 13  2528
 7.61  7.73  8.14   8.14 

5 10  5800
 7.53  7.01  8.02   8.02 

6 3  2053
 7.57  7.94  7.47   7.94 

7 11  1662
 7.91  7.71  7.83   7.91 

8 9  2043
 7.88  6.86  7.81   7.88 

9 8  1677
 7.36  6.79  6.02   7.36 

10 2  2048
 7.20  7.04  7.01   7.20 

11 7  2015
 6.42  6.52  6.88   6.88 

12 1  2051
 6.67  5.85  6.62   6.67 

13 6  2037
 6.40  6.53  5.68

  6.37 

  6.53 

14 5  5791
 5.66  6.37  5.77



決勝 4月9日 12:00

長野県新            45.73
県高校新            44.69

齋藤 知美(3) 高校
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 松川高
高橋 みほか(2) 中学校
ﾀｶﾊｼ ﾐﾎｶ 飯田高陵中

女子

円盤投

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   390

  O   O 16.06

 15.56 

 16.06 

2 1  2048
15.56   X   O



決勝 4月9日 14:20

県中学新            42.60

熊谷 史絵(3) 中学校
ｸﾏｶﾞｲ ﾌﾐｴ 阿智中
植原 佳奈(3) 中学校
ｳｴﾊﾗ ｶﾅ 緑ヶ丘中
熊谷 早紀(3) 中学校
ｸﾏｶﾞｲ ｻｷ 飯田高陵中
牛山 杏香(3) 中学校
ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 阿智中

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

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  2107

  O 37.90   O  37.90 

2 3  2528
  O   O 29.28  29.28 

3 1  2043
  O   O 21.60

 18.79 

 21.60 

4 2  2106
18.79   O   -
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