
第６４回長野県陸上競技伊那大会                                                  
主催　長野陸上競技協会、伊那市、伊那市教育委員会                                
　　　伊那市体育協会、上伊那陸上競技協会                                        

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
05/03 女子  -4.8 田原 花純(2) 13.27 瀧澤 祐未(3) 13.37 松浦 さくら(1) 13.52 黒山 あかね(3) 13.73 中村 泉紀(1) 13.75 相澤 はるか(2) 13.91 根橋 美希(3) 14.08 森下 綾乃 14.38

１００ｍ 高校･穂高商業高 高校･松商学園高 高校･松商学園高 高校･佐久長聖高 高校･松商学園高 高校･佐久長聖高 高校･諏訪清陵高 一般･ﾄﾞﾘｰﾑA.C
05/03 瀧澤 祐未(3) 1,00.65 塩入 瑛美(3) 1,01.97 根橋 美希(3) 1,02.08 深谷 里佳(2) 1,02.65 山田 結花(2) 1,03.18 佐藤 未来(2) 1,03.52 田中 里奈(2) 1,03.89

４００ｍ 高校･松商学園高 高校･丸子修学館高 高校･諏訪清陵高 高校･諏訪実業高 高校･諏訪清陵高 高校･丸子修学館高 高校･佐久長聖高
05/03 鶯巣 美冴(2) 10,53.93 竹村 知世(3) 11,11.97 関川 美波(2) 11,12.60 岩波 宏佳(1) 11,14.18 白倉 由美(2) 11,25.67 長澤 茜(1) 11,31.51 中塚 千和(1) 11,37.35 中本 愛里(2) 11,39.46

３０００ｍ 高校･松川高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那北高 高校･諏訪清陵高 高校･上田東高 高校･諏訪清陵高 高校･飯田高 高校･飯田風越高
05/03 立花 千春(2) 16.27 牛山 奈緒(3) 17.43 下平 真希(3) 17.57 奥島 美空(1) 18.01 井出 優香子(3) 18.14 大西 梨帆(2) 18.20 向澤 璃茄(3) 18.33 平林 靜香(2) 18.37

100mH(0.838m) 大学･松本大 高校･諏訪二葉高 高校･飯田女子高 高校･松商学園高 高校･諏訪清陵高 高校･穂高商業高 高校･諏訪実業高 高校･岡谷南高
05/03 有賀 楓子(3) 1.63 田中 恵(3) 1.63 松島 愛(3) 1.50 堀内 綾乃(2) 高校･上田染谷丘高 1.40 加藤 まりな(1) 1.35 牛山 奈緒(3) 1.35

走高跳 高校･伊那北高 大学･松本大 高校･伊那西高 山浦 小春(3) 高校･北佐久農業高 高校･飯田風越高 高校･諏訪二葉高
大脇 愛菜(1) 高校･伊那北高

05/03 伊澤 楓(3) 3.40 藤澤 芽吹(3) 2.90 上原 悠紀(1) 2.60 小牧 柚香(3) 2.40 松本 真季(3) 2.40 田中 優奈(1) 2.40
棒高跳 高校･高遠高 高校･高遠高 高校･諏訪清陵高 高校･伊那北高 高校･高遠高 高校･諏訪清陵高

05/03 青木 亜里沙(2)5.11(-2.2) 西澤 香 5.09(+1.9) 大久保 萌花(3)4.93(+1.8) 吉池 桃子(2) 4.91(+2.1) 安田 弘江 4.88(-2.1) 高橋 知里(1) 4.70(+2.9) 小林 祥子(3) 4.57(+1.8) 林 美歩(2) 4.50(+2.7)
走幅跳 高校･伊那弥生ヶ丘高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･伊那西高 高校･丸子修学館高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･佐久長聖高 高校･岡谷南高 高校･諏訪二葉高

05/03 両角 遥夏(2) 9.74 下村 美幸(2) 9.70 巣山 夏歩(1) 8.88 齊藤 知美(3) 8.24 木村 優衣(2) 8.03 酒井 菜津希(2) 7.25 林 優花(1) 7.09 町田 佳穂(2) 6.68
砲丸投 高校･上田染谷丘高 高校･上田染谷丘高 高校･丸子修学館高 高校･松川高 高校･上田染谷丘高 高校･諏訪実業高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那北高

05/03 両角 遥夏(2) 30.07 下村 美幸(2) 24.10 酒井 菜津希(2) 23.66 木村 優衣(2) 22.45 巣山 夏歩(1) 21.97 齊藤 知美(3) 21.05 神谷 桃香(1) 19.40 西澤 香 19.37
円盤投 高校･上田染谷丘高 高校･上田染谷丘高 高校･諏訪実業高 高校･上田染谷丘高 高校･丸子修学館高 高校･松川高 高校･諏訪二葉高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

05/03 上原 瑛美(3) 31.65 櫻井 志緒理(2) 30.73 吉田 かほり(2) 27.96 落合 悟花(2) 25.85 古越 香帆(3) 24.06 大木 梨真(3) 23.49 若狭 杏子(2) 22.06 金木 彩見(2) 19.85
やり投 高校･諏訪清陵高 高校･松商学園高 高校･丸子修学館高 高校･伊那北高 高校･佐久長聖高 高校･松商学園高 高校･諏訪二葉高 高校･伊那西高

05/03 松商学園高       50.44 佐久長聖高       51.00 丸子修学館高       52.29 諏訪実業高       52.59 伊那弥生ヶ丘高      52.77 穂高商業高       52.81 伊那西高       53.13 下諏訪向陽高       53.26
４×１００ｍＲ 中村 泉紀(1) 田中 里奈(2) 吉田 かほり(2) 向澤 璃茄(3) 青木 亜里沙(2) 奥原 志織(2) 本島 沙百合(1) 宮澤 智優(1)

松浦 さくら(1) 黒山 あかね(3) 佐藤 未来(2) 齊藤 優衣(3) 武田 真緒(2) 田原 花純(2) 浦野 木乃実(3) 田中 伶奈(3)
奥島 美空(1) 栁澤 祐希(2) 片平 いづみ(3) 今井 萌美(3) 二宮 萌々(1) 大西 梨帆(2) 大久保 萌花(3) 鮎沢 郁恵(3)
瀧澤 祐未(3) 相澤 はるか(2) 吉池 桃子(2) 深谷 里佳(2) 竹内 華奈子(1) 金森 光代(3) 松島 愛(3) 笹川 悠紀(3)

05/03 中学女子  -2.8 金田 華実(2) 13.49 西村 佳菜子(1) 13.68 高橋 奈弓(3) 13.70 降旗 菜津美(2) 13.84 宮脇 玲菜(3) 13.85 温井 結(3) 14.12 高橋 美凪(3) 14.13 北原 詩織(3) 14.22
１００ｍ 中学･浅間中 中学･信明中 中学･御代田中 中学･仁科台中 中学･駒ヶ根東中 中学･丸子北中 中学･永明中 中学･駒ヶ根東中

05/03 小合 沙季(3) 2,24.73 溝口友己歩(2) 2,31.56 宮脇 杏菜(3) 2,32.33 下平 尚(2) 2,32.51 清水 恵美(3) 2,33.70 井出 由実香(3) 2,34.13 河 海みん(2) 2,34.95 丸橋 由紀子(2) 2,35.12
８００ｍ 中学･穂高西中 中学･王滝中 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･緑ヶ丘中 中学･佐久東中 中学･福島中 中学･佐久東中

05/03 長岩 妃代里(2) 17.17 小林 ひかり(2) 17.55 小澤 佳奈子(3) 18.43 池田 綾美(3) 18.46 青木 莉奈(3) 18.48 三浦 遥果(2) 18.77 向山 ひより(2) 18.96 松村 亜美(3) 19.10
100mH(0.762m) 中学･豊科北中 中学･岡谷西部中 中学･伊那東部中 中学･上田五中 中学･上田五中 中学･飯田高陵中 中学･伊那中 中学･長峰中

05/03 宮澤 真優(2) 1.40 宮嶋 柚芽(2) 1.40 小松 千恵(3) 1.40 鷲山 令珠(3) 1.35 手塚日向子(3) 1.35 武井 萌美(3) 1.35 溝尾 彩夏(3) 中学･辰野中 1.30
走高跳 中学･上田五中 中学･辰野中 中学･旭町中 中学･高森中 中学･春富中 中学･岡谷東部中 串原 礼(3) 中学･飯田高陵中

05/03 宮坂 あきほ(3) 2.40 両角 茜音(2) 2.20 荻原 夏希(2) 2.00 江原 成美(2) 2.00 唐澤 咲良(3) 1.80 沢 芽依美(2) 中学･上田五中 1.80
棒高跳 中学･永明中 中学･永明中 中学･丸子北中 中学･丸子北中 中学･南箕輪中 永井 琴美(2) 中学･丸子北中

後藤 未来(2) 中学･茅野東部中
05/03 栗空亜沙美(2) 4.90(+0.8) 松坂 春子(3) 4.68(+1.1) 加藤 恭香(3) 4.63(-0.7) 林 あすか(3) 4.60(0.0) 百瀬 亜希帆(3) 4.51(0.0) 北原 京子(3) 4.50(+0.9) 長﨑 彩(3) 4.37(-0.1) 西村 千明(2) 4.34(0.0)

走幅跳 中学･王滝中 中学･富士見中 中学･丸子北中 中学･白馬中 中学･旭町中 中学･飯田高陵中 中学･豊科北中 中学･伊那中
05/03 佐藤 芹香(2) 10.55 内ヶ嶋 彩(3) 10.52 小林 優乃(3) 9.06 植原 佳奈(3) 8.84 中曽根 萌(3) 8.69 石倉 沙羅(3) 8.67 佐藤 ゆきの(3) 8.60 永井 琴美(2) 8.57

砲丸投 中学･浅科中 中学･旭町中 中学･浅間中 中学･緑ヶ丘中 中学･上田五中 中学･上田五中 中学･旭町中 中学･丸子北中
05/03 御代田中       52.95 上諏訪中       53.43 浅間中       53.54 丸子北中       53.81 飯田高陵中(A)      54.66 豊科北中       54.67 上田五中       54.73 緑ヶ丘中       55.38

４×１００ｍＲ 岩崎 若葉(3) 長谷川 流奈(2) 大沢 彩乃(3) 窪田 ありさ(2) 征矢野 美結(2) 奥島 彩葉(2) 中村 未佳(2) 小澤 未菜(3)
高橋 奈弓(3) 小口 珠緒(2) 金田 華実(2) 温井 結(3) 高田 侑花(3) 飯島 南(3) 青木 莉奈(3) 三石 奈穂(3)
外池 留佳(3) 宮坂 千夏(2) 関 沙紀穂(2) 赤羽 凜華(3) 北原 京子(3) 長岩 妃代里(2) 池田 綾美(3) 鈴木 由里菜(2)
土屋 なつみ(2) 河西 綾香(2) 萩原 千尋(2) 加藤 恭香(3) 岡山 未来(3) 長﨑 彩(3) 竹之内 こずえ(3) 伊藤 瑞菜(2)



　 第６４回長野県陸上競技伊那大会
　 主催　長野陸上競技協会、伊那市、伊那市教育委員会
　 　　　伊那市体育協会、上伊那陸上競技協会
　

気象状況 2011/05/03

時刻 天候 風 気温 湿度
 9:00 曇り 北東  0.1m/sec. 14.0 ℃ 33.0 %

10:00 曇り 北  0.2m/sec. 15.5 ℃ 31.0 %
11:00 曇り 南南西  1.0m/sec. 17.0 ℃ 30.0 %
12:00 曇り 南  1.1m/sec. 17.5 ℃ 25.0 %
13:00 曇り 南南西  1.9m/sec. 17.0 ℃ 30.0 %
14:00 曇り 南  2.2m/sec. 16.0 ℃ 33.0 %
15:00 曇り 南南西  2.3m/sec. 15.5 ℃ 35.0 %
16:00 曇り 南西  1.2m/sec. 15.5 ℃ 30.0 %

開催日：平成23年5月3日（火・憲法記念日）

会　場：伊那市総合運動場陸上競技場



予選 5月3日 10:30
決勝 5月3日 14:30

長野県新            11.98
大会新              12.23

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -0.4

 1 二宮 萌々(1) 高校    13.57 1 松浦 さくら(1) 高校    13.24 q
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高 ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園高

 2 浦野 木乃実(3) 高校    13.90 2 黒山 あかね(3) 高校    13.35 q
ｳﾗﾉ ｺﾉﾐ 伊那西高 ｸﾛﾔﾏ ｱｶﾈ 佐久長聖高

 3 片平 いづみ(3) 高校    14.12 3 坂井 聖奈(2) 高校    13.55 
ｶﾀﾋﾗ ｲﾂﾞﾐ 丸子修学館高 ｻｶｲ ｾﾅ 辰野高

 4 奥原 志織(2) 高校    14.29 4 下平 真希(3) 高校    14.52 
ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ 穂高商業高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｷ 飯田女子高

 5 林 歩美(2) 高校    15.13 5 大澤 亜紀(1) 高校    14.54 
ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 下伊那農業高 ｵｵｻﾜ ｱｷ 穂高商業高

 6 梶谷 みさき(1) 高校    15.15 6 佐藤 くるみ(1) 高校    14.75 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 諏訪清陵高 ｻﾄｳ ｸﾙﾐ 丸子修学館高
柴田 佳歩(1) 高校 7 関 泉(2) 高校    14.76 
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高 ｾｷ ｲｽﾞﾐ 上田東高

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 -0.6

 1 中村 泉紀(1) 高校    13.12 q 1 瀧澤 祐未(3) 高校    13.03 q
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 2 根橋 美希(3) 高校    13.47 q 2 森下 綾乃 一般    13.53 q
ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ 諏訪清陵高 ﾓﾘｼﾀ ｱﾔﾉ ﾄﾞﾘｰﾑA.C

 3 小林 睦美(2) 高校    13.83 3 田中 耶々(1) 高校    14.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 上田東高 ﾀﾅｶ ﾔﾔ 佐久長聖高

 4 林 美歩(2) 高校    14.03 4 味澤 七星(2) 高校    14.82 
ﾊﾔｼ ﾐﾎ 諏訪二葉高 ｱｼﾞｻﾜ ﾅﾅｾ 辰野高

 5 北原 亜美(2) 高校    14.08 宮下 杏香(3) 高校
ｷﾀﾊﾗ ｱﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ﾐﾔｼﾀ ｷｮｳｶ 赤穂高

 6 渋沢 愛里(3) 高校    14.09 濵 汐音(3) 高校
ｼﾌﾞｻﾜ ｱｲﾘ 丸子修学館高 ﾊﾏ ｼｵﾈ 諏訪二葉高

 7 松本 優里菜(2) 高校    14.98 平林 靜香(2) 高校
ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘﾅ 下伊那農業高 ﾋﾗﾊﾞﾔｼｼｽﾞｶ 岡谷南高

[ 5組] 風速  0.0

 1 田原 花純(2) 高校    12.83 q
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高

 2 相澤 はるか(2) 高校    13.16 q
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高

 3 山田 結花(2) 高校    13.81 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 諏訪清陵高

 4 上原 亜里沙(2) 高校    14.00 
ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ 諏訪実業高

 5 松島 愛(3) 高校    14.10 
ﾏﾂｼﾏ ｱｲ 伊那西高

 6 三村 捺美(2) 高校    14.58 
ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ 飯田風越高

 7 堀内 奈緒美(3) 高校    14.95 
ﾎﾘｳﾁﾅｵﾐ 岡谷南高

風速 -4.8

 1 田原 花純(2) 高校    13.27 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高

 2 瀧澤 祐未(3) 高校    13.37 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 3 松浦 さくら(1) 高校    13.52 
ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園高

 4 黒山 あかね(3) 高校    13.73 
ｸﾛﾔﾏ ｱｶﾈ 佐久長聖高

 5 中村 泉紀(1) 高校    13.75 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園高

 6 相澤 はるか(2) 高校    13.91 
ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 佐久長聖高

 7 根橋 美希(3) 高校    14.08 
ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ 諏訪清陵高

 8 森下 綾乃 一般    14.38 
ﾓﾘｼﾀ ｱﾔﾉ ﾄﾞﾘｰﾑA.C

女子

１００ｍ

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    69

2    26

4   302

7   154

3   426

5   404
欠場

順 ﾚｰﾝ

1   131

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   232

6   204

5   335

2   396

7   431

1   148

4   276

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
5   235

7   304

1   150

2   279

3   315

6   129

順 ﾚｰﾝ No.
1   234

4    71

6     3

4   209

2   338

3   317
欠場

5   316
欠場

7   121
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   433

2   206

3   305

7   297

6    30

5   403

1   122

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   433

5   234

7   232

8   204

4   235

3   206

2   304

1     3



決勝 5月3日 14:55

長野県新          2,16.18
大会新            2,23.07

[ 1組] [ 2組]

 1 中山 真緒(3) 中学   2,41.08  1 赤羽 真優(2) 中学   2,38.00 
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 伊那東部中 ｱｶﾊﾞ ﾏﾕ 緑ヶ丘中

 2 橋本 環(1) 中学   2,52.31  2 松井 利恵(3) 中学   2,39.02 
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾏｷ 飯田東中 ﾏﾂｲ ﾘｴ 仁科台中

 3 宮澤 沙織(3) 中学   2,52.52  3 辻田 双葉(3) 中学   2,43.48 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｵﾘ 赤穂中 ﾂｼﾞﾀ ﾌﾀﾊﾞ 旭町中

 4 松浦 莉沙(3) 中学   2,53.00  4 田中 杏子(1) 中学   2,45.18 
ﾏﾂｳﾗ ﾘｻ 上田五中 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明中

 5 榊山 莉帆(1) 中学   2,56.36  5 垣内 夕(2) 中学   2,46.01 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 竜東中 ｶｷｳﾁ ﾕｳ 箕輪中

 6 下島 日美季(2) 中学   2,58.18  6 山崎 瞳(2) 中学   2,46.37 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾋﾋﾞｷ 箕輪中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄﾐ 緑ヶ丘中

 7 中坪 沙知(2) 中学   3,03.31  7 田中 あゆみ(3) 中学   2,49.45 
ﾅｶﾂﾎﾞ ｻﾁ 箕輪中 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 仁科台中

 8 倉田 優美(3) 中学   3,05.27  8 磯村 実佑(2) 中学   2,51.35 
ｸﾗﾀ ｽｸﾞﾐ 伊那東部中 ｲｿﾑﾗ ﾐﾕ 飯田高陵中

 9 錦織 芳美(2) 中学   3,05.37  9 浅原 花音(3) 中学   2,56.27 
ﾆｼｷｵﾘ ﾖｼﾐ 浅間中 ｱｻﾊﾗ ｶﾉﾝ 旭町中

10 熊捕 茉奈(2) 中学   3,06.12 10 中畑 夏菜(1) 中学   2,58.90 
ｸﾏﾄﾘ ﾏﾅ 仁科台中 ﾅｶﾊﾀ ｶﾅ 福島中
有賀 渚(2) 中学 11 小林 菜織(3) 中学   2,59.21 
ｱﾙｶﾞ  ﾅｷﾞｻ 岡谷西部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 上田五中
保科 文香(3) 中学 12 米山 小百合(2) 中学   2,59.32 
ﾎｼﾅ ｱﾔｶ 塩尻広陵中 ﾖﾈﾔﾏ ｻﾕﾘ 岡谷北部中
大杉 知佳(3) 中学 久保村 玲衣(2) 中学
ｵｵｽｷﾞ ﾁｶ 伊那東部中 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 赤穂中

[ 3組] [ 4組]

 1 小泉 愛花(3) 中学   2,40.17  1 下平 尚(2) 中学   2,32.51 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲｶ 小諸東中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵ 駒ヶ根東中

 2 麻田 ゆりえ(3) 中学   2,41.53  2 井出 由実香(3) 中学   2,34.13 
ｱｻﾀﾞ ﾕﾘｴ 豊科北中 ｲﾃﾞ ﾕﾐｶ 佐久東中

 3 小林 華蓮(3) 中学   2,46.77  3 丸橋 由紀子(2) 中学   2,35.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ 御代田中 ﾏﾙﾊｼ ﾕｷｺ 佐久東中

 4 武村 結香(3) 中学   2,47.25  4 渡邊 真由(2) 中学   2,37.24 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｶ 永明中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ 豊科北中

 5 小池 優雅(3) 中学   2,47.38  5 熊谷 菜美(2) 中学   2,40.46 
ｺｲｹ ﾕｳｶ 長峰中 ｸﾏｶﾞｲ ﾅﾐ 飯田高陵中

 6 小林 晴佳(2) 中学   2,48.19  6 中村 汐里(3) 中学   2,43.50 
ｺﾊﾞﾔhｼ ﾊﾙｶ 塩尻広陵中 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 旭町中

 7 富田 綾音(3) 中学   2,49.77  7 長谷川 美波(2) 中学   2,44.10 
ﾄﾐﾀ ｱﾔﾈ 高森中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高陵中

 8 曽我 星良(2) 中学   2,51.10  8 荻原 夏希(2) 中学   2,44.93 
ｿｶﾞ ｾｲﾗ 富士見中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾅﾂｷ 丸子北中

 9 中島 咲歩(3) 中学   2,53.63  9 植松 美香子(3) 中学   2,45.28 
ﾅｶｼﾞﾏ ｻｷﾎ 浅間中 ｳｴﾏﾂ ﾐｶｺ 富士見中

10 草間 望帆(3) 中学   2,56.72 10 松村 彩乃(1) 中学   2,47.06 
ｸｻﾏ ﾐﾎ 筑摩野中 ﾏﾂﾑﾗ  ｱﾔﾉ 中川中

11 茅野 桃香(3) 中学   3,43.93 11 北澤 優希(3) 中学   2,51.53 
ﾁﾉ ﾓﾓｶ 北安松川中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷ 北安松川中
松﨑 玲佳(3) 中学 12 廣田 恵(3) 中学   2,53.10 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾚｲｶ 上田五中 ﾋﾛﾀ ﾒｸﾞﾐ 伊那中
瀬林 夕姫(1) 中学 土屋 なつみ(2) 中学
ｾﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 福島中 ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ 御代田中

中学女子

８００ｍ            

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
3    49

4   401

10   319

6   259

2   470

8   464

12   466

1    46

   86
欠場

13   324

9   282

11    47
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順 No.

5   104
欠場

7

所属名 記録／備考
7   479

13   286
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9    78
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5   291

1   381
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2   423
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8   125

12   318
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   226

6   452

11   182

7    79

4   414

3   361

1    84

8   260
欠場

13   330

12   357

順 No.

8   212

10   458

2   193

氏  名 所属名 記録／備考
11   167

6   213

10   450

7   386

1    12

5   392

4   156

9   412

3   359

13   460

2    40

12   184
欠場

9   420
欠場



[ 5組] [ 6組]

 1 河 海みん(2) 中学   2,34.95  1 小合 沙季(3) 中学   2,24.73 
ｶﾜ ﾍﾐﾝ 福島中 ｵｺﾞｳ ｻｷ 穂高西中

 2 塩本早央里(2) 中学   2,35.49  2 溝口友己歩(2) 中学   2,31.56 
ｼｵﾓﾄ ｻｵﾘ 御代田中 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 王滝中

 3 宮入 唯(2) 中学   2,37.41  3 宮脇 杏菜(3) 中学   2,32.33 
ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 駒ヶ根東中 ﾐﾔﾜｷ ｱﾝﾅ 駒ヶ根東中

 4 田中美菜(2) 中学   2,37.44  4 清水 恵美(3) 中学   2,33.70 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 王滝中 ｼﾐｽﾞ ﾒｸﾞﾐ 緑ヶ丘中

 5 荒木 瑞葉(3) 中学   2,39.57  5 上原 舞(1) 中学   2,35.16 
ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 原中 ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 永明中

 6 窪田ふれあ(2) 中学   2,40.90  6 小沼 千夏(3) 中学   2,36.24 
ｸﾎﾞﾀ ﾌﾚｱ 富士見中 ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 伊那松川中

 7 吉田 しおり(2) 中学   2,41.46  7 今川 愛未(3) 中学   2,38.32 
ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾘ 丸子北中 ｲﾏｶﾞﾜ ｴﾐ 豊科北中

 8 和田 みな美(3) 中学   2,42.44  8 清水 綾音(1) 中学   2,41.39 
ﾜﾀﾞ ﾐﾅﾐ 伊那松川中 ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪中

 9 西澤 萌香(3) 中学   2,42.72  9 温井 結(3) 中学   2,42.28 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 北安松川中 ﾇｸｲ ﾕｲ 丸子北中

10 西永 梨恵(3) 中学   2,42.95 10 宮坂 季恵(2) 中学   2,42.79 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 伊那松川中 ﾐﾔｻｶ ｷｴ 上諏訪中

11 岩垂 瞳(3) 中学   2,43.84 11 小林 純玲(2) 中学   2,42.86 
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 筑摩野中 ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ 茅野東部中

12 上條 栞奈(3) 中学   2,45.37 根岸 遥(2) 中学
ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾝﾅ 宮田中 ﾈｷﾞｼ ﾊﾙｶ 下諏訪社中
胡桃澤佑衣(2) 中学 山下 奈津子(3) 中学
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 王滝中 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｺ 岡谷北部中

中学女子

８００ｍ            

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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   1 小合 沙季(3) 中学 穂高西中     2,24.73   6   1
   2 溝口友己歩(2) 中学 王滝中     2,31.56   6   2
   3 宮脇 杏菜(3) 中学 駒ヶ根東中     2,32.33   6   3
   4 下平 尚(2) 中学 駒ヶ根東中     2,32.51   4   1
   5 清水 恵美(3) 中学 緑ヶ丘中     2,33.70   6   4
   6 井出 由実香(3) 中学 佐久東中     2,34.13   4   2
   7 河 海みん(2) 中学 福島中     2,34.95   5   1
   8 丸橋 由紀子(2) 中学 佐久東中     2,35.12   4   3
   9 上原 舞(1) 中学 永明中     2,35.16   6   5
  10 塩本早央里(2) 中学 御代田中     2,35.49   5   2
  11 小沼 千夏(3) 中学 伊那松川中     2,36.24   6   6
  12 渡邊 真由(2) 中学 豊科北中     2,37.24   4   4
  13 宮入 唯(2) 中学 駒ヶ根東中     2,37.41   5   3
  14 田中美菜(2) 中学 王滝中     2,37.44   5   4
  15 赤羽 真優(2) 中学 緑ヶ丘中     2,38.00   2   1
  16 今川 愛未(3) 中学 豊科北中     2,38.32   6   7
  17 松井 利恵(3) 中学 仁科台中     2,39.02   2   2
  18 荒木 瑞葉(3) 中学 原中     2,39.57   5   5
  19 小泉 愛花(3) 中学 小諸東中     2,40.17   3   1
  20 熊谷 菜美(2) 中学 飯田高陵中     2,40.46   4   5
  21 窪田ふれあ(2) 中学 富士見中     2,40.90   5   6
  22 中山 真緒(3) 中学 伊那東部中     2,41.08   1   1
  23 清水 綾音(1) 中学 南箕輪中     2,41.39   6   8
  24 吉田 しおり(2) 中学 丸子北中     2,41.46   5   7
  25 麻田 ゆりえ(3) 中学 豊科北中     2,41.53   3   2
  26 温井 結(3) 中学 丸子北中     2,42.28   6   9
  27 和田 みな美(3) 中学 伊那松川中     2,42.44   5   8
  28 西澤 萌香(3) 中学 北安松川中     2,42.72   5   9
  29 宮坂 季恵(2) 中学 上諏訪中     2,42.79   6  10
  30 小林 純玲(2) 中学 茅野東部中     2,42.86   6  11
  31 西永 梨恵(3) 中学 伊那松川中     2,42.95   5  10
  32 辻田 双葉(3) 中学 旭町中     2,43.48   2   3
  33 中村 汐里(3) 中学 旭町中     2,43.50   4   6
  34 岩垂 瞳(3) 中学 筑摩野中     2,43.84   5  11
  35 長谷川 美波(2) 中学 飯田高陵中     2,44.10   4   7
  36 荻原 夏希(2) 中学 丸子北中     2,44.93   4   8
  37 田中 杏子(1) 中学 永明中     2,45.18   2   4
  38 植松 美香子(3) 中学 富士見中     2,45.28   4   9
  39 上條 栞奈(3) 中学 宮田中     2,45.37   5  12
  40 垣内 夕(2) 中学 箕輪中     2,46.01   2   5
  41 山崎 瞳(2) 中学 緑ヶ丘中     2,46.37   2   6
  42 小林 華蓮(3) 中学 御代田中     2,46.77   3   3
  43 松村 彩乃(1) 中学 中川中     2,47.06   4  10
  44 武村 結香(3) 中学 永明中     2,47.25   3   4
  45 小池 優雅(3) 中学 長峰中     2,47.38   3   5
  46 小林 晴佳(2) 中学 塩尻広陵中     2,48.19   3   6
  47 田中 あゆみ(3) 中学 仁科台中     2,49.45   2   7
  48 富田 綾音(3) 中学 高森中     2,49.77   3   7
  49 曽我 星良(2) 中学 富士見中     2,51.10   3   8
  50 磯村 実佑(2) 中学 飯田高陵中     2,51.35   2   8
  51 北澤 優希(3) 中学 北安松川中     2,51.53   4  11
  52 橋本 環(1) 中学 飯田東中     2,52.31   1   2
  53 宮澤 沙織(3) 中学 赤穂中     2,52.52   1   3
  54 松浦 莉沙(3) 中学 上田五中     2,53.00   1   4
  55 廣田 恵(3) 中学 伊那中     2,53.10   4  12
  56 中島 咲歩(3) 中学 浅間中     2,53.63   3   9
  57 浅原 花音(3) 中学 旭町中     2,56.27   2   9
  58 榊山 莉帆(1) 中学 竜東中     2,56.36   1   5
  59 草間 望帆(3) 中学 筑摩野中     2,56.72   3  10
  60 下島 日美季(2) 中学 箕輪中     2,58.18   1   6
  61 中畑 夏菜(1) 中学 福島中     2,58.90   2  10
  62 小林 菜織(3) 中学 上田五中     2,59.21   2  11
  63 米山 小百合(2) 中学 岡谷北部中     2,59.32   2  12
  64 中坪 沙知(2) 中学 箕輪中     3,03.31   1   7
  65 倉田 優美(3) 中学 伊那東部中     3,05.27   1   8
  66 錦織 芳美(2) 中学 浅間中     3,05.37   1   9
  67 熊捕 茉奈(2) 中学 仁科台中     3,06.12   1  10
  68 茅野 桃香(3) 中学 北安松川中     3,43.93   3  11

中学女子

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
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   94
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  478
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   77
  178
   22
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   95
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  286
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  367
  160
  452
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   25
  459
  248
  140
   23
   14
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  350
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  156
   78
  412
  166
  465
  475
  182
  359
   79
  361
   84
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予選 5月3日 11:30
決勝 5月3日 14:45

長野県新            54.56
大会新              59.49

[ 1組] [ 2組]

 1 佐藤 未来(2) 高校  1,03.55 q 1 塩入 瑛美(3) 高校  1,01.51 q
ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館高 ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高

 2 鮎沢 郁恵(3) 高校  1,05.13 2 山田 結花(2) 高校  1,01.73 q
ｱﾕｻﾞﾜ  ｲｸｴ 下諏訪向陽高 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 諏訪清陵高

 3 小林 郁美(3) 高校  1,07.70 3 清水 麻由子(3) 高校  1,05.14 
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸﾐ 上田東高 ｼﾐｽﾞ ﾏﾕｺ 飯田高

 4 宮澤 彩華(3) 高校  1,08.69 4 栁澤 祐希(2) 高校  1,05.34 
ﾐﾔｻﾞﾜｱﾔｶ 辰野高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷ 佐久長聖高

 5 帯刀 彩章(3) 高校  1,13.45 5 洞澤 悠香(2) 高校  1,06.02 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｷ 穂高商業高 ﾎﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 田川高

 6 勝又 すず佳(1) 高校  1,23.50 6 関 泉(2) 高校  1,06.14 
ｶﾂﾏﾀｽｽﾞｶ 阿南高 ｾｷ ｲｽﾞﾐ 上田東高
青木 柚佳(3) 高校 牧田 琴美(3) 高校
ｱｵｷ  ﾕｶ 松川高 ﾏｷﾀ ｺﾄﾐ 伊那北高
柴田 佳歩(1) 高校
ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ 飯田風越高

[ 3組] [ 4組]

 1 根橋 美希(3) 高校  1,02.08 q 1 深谷 里佳(2) 高校  1,02.32 q
ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ 諏訪清陵高 ﾌｶﾔ ﾘｶ 諏訪実業高

 2 田中 伶奈(3) 高校  1,04.27 q 2 中曽根 慈(3) 高校  1,04.28 
ﾀﾅｶ  ﾚｲﾅ 下諏訪向陽高 ﾅｶｿﾈ ﾒｸﾞﾐ 上田染谷丘高

 3 齋藤 優衣(3) 高校  1,05.40 3 池田 奈美(3) 高校  1,05.09 
ｻｲﾄｳ ﾕｲ 諏訪実業高 ｲｹﾀﾞ ﾅﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 4 片平 いづみ(3) 高校  1,05.92 4 上原 瑛美(3) 高校  1,05.18 
ｶﾀﾋﾗ ｲﾂﾞﾐ 丸子修学館高 ｳｴﾊﾗ ｴﾐ 諏訪清陵高

 5 竹内 華奈子(1) 高校  1,09.73 5 小池 梓(2) 高校  1,06.18 
ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高 ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 飯田高

 6 木下 香奈絵(3) 高校  1,10.98 6 中 ともみ(3) 高校  1,08.18 
ｷﾉｼﾀ  ｶﾅｴ 松川高 ﾅｶ ﾄﾓﾐ 飯田女子高

 7 氣賀澤 愛香(2) 高校  1,13.41 7 熊澤 絃(2) 高校  1,12.76 
ｹｶﾞｻﾜ ﾁｶ 伊那北高 ｸﾏｻﾞﾜ ﾕﾐ 佐久長聖高

[ 5組]

 1 瀧澤 祐未(3) 高校  1,00.38 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 2 田中 里奈(2) 高校  1,02.62 q
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖高

 3 今井 萌美(3) 高校  1,04.42 
ｲﾏｲ ﾓｴﾐ 諏訪実業高

 4 武田 真緒(2) 高校  1,04.83 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ 伊那弥生ヶ丘高

 5 澁谷 未来(2) 高校  1,10.69 
ｼﾌﾞﾔ ﾐｸﾙ 飯田高

 6 唐澤 萌香(3) 高校  1,14.27 
ｶﾗｻﾜﾓｴｶ 辰野高
宮島 里菜(3) 高校
ﾐﾔｼﾞﾏ  ﾘﾅ 松川高

 1 瀧澤 祐未(3) 高校  1,00.65 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 2 塩入 瑛美(3) 高校  1,01.97 
ｼｵｲﾘ ｴﾐ 丸子修学館高

 3 根橋 美希(3) 高校  1,02.08 
ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ 諏訪清陵高

 4 深谷 里佳(2) 高校  1,02.65 
ﾌｶﾔ ﾘｶ 諏訪実業高

 5 山田 結花(2) 高校  1,03.18 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ 諏訪清陵高

 6 佐藤 未来(2) 高校  1,03.52 
ｻﾄｳ ﾐｸ 丸子修学館高

 7 田中 里奈(2) 高校  1,03.89 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 佐久長聖高
田中 伶奈(3) 高校
ﾀﾅｶ  ﾚｲﾅ 下諏訪向陽高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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予選 5月3日  9:25
決勝 5月3日 14:35

長野県新            12.29
大会新              12.56

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +0.2

 1 杉原 りこ(2) 中学     14.16  1 宮脇 玲菜(3) 中学     13.11 q
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｺ 御代田中 ﾐﾔﾜｷ ﾚｲﾅ 駒ヶ根東中

 2 小松 恵美(3) 中学     14.39  2 竹之内 こずえ(3) 中学     13.90 
ｺﾏﾂ ｴﾐ 岡谷東部中 ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ 上田五中

 3 吉沢 千咲(2) 中学     14.71  3 河西 綾香(2) 中学     13.95 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｻｷ 辰野中 ｶｻｲ ｱﾔｶ 上諏訪中

 4 堀内 槙乃(2) 中学     14.96  4 上條 渓(2) 中学     14.06 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 丸子北中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 筑摩野中

 5 堀内 香那(2) 中学     15.17  5 巻渕 奈央(2) 中学     14.30 
ﾎﾘｳﾁ ｶﾅ 岡谷北部中 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾅｵ 岡谷北部中

 6 宮澤 佳苗(2) 中学     15.57  6 鈴木 由里菜(2) 中学     14.70 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｶﾅｴ 岡谷西部中 ｽｽﾞｷ ﾕﾘﾅ 緑ヶ丘中
樫詰 ひなた(2) 中学  7 村澤 優華(2) 中学     15.33 
ｶｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ 筑摩野中 ﾑﾗｻﾜ ﾕｳｶ 赤穂中
中野 美智恵(2) 中学  8 坂本 悠里(2) 中学     15.66 
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 旭町中 ｻｶﾓﾄ ﾕﾘ 富士見中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 +1.1

 1 伯耆原 由花(2) 中学     13.72  1 北原 詩織(3) 中学     13.57 q
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 箕輪中 ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 駒ヶ根東中

 2 佐藤 有生(3) 中学     14.56  2 清水 晶絵(2) 中学     14.38 
ｻﾄｳ ﾕｲ 小諸東中 ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 望月AC

 3 松村 彩乃(1) 中学     14.57  3 桑澤 瑛江(2) 中学     14.42 
ﾏﾂﾑﾗ  ｱﾔﾉ 中川中 ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野中

 4 橋爪 郁未(2) 中学     14.62  4 奥島 彩葉(2) 中学     14.50 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那中 ｵｸｼﾏ ｻﾖ 豊科北中

 5 近藤 美穂(2) 中学     14.85  5 征矢 望(3) 中学     14.60 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ 福島中 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 福島中

 6 志村 美侑(2) 中学     15.28  6 田中 優衣(3) 中学     14.66 
ｼﾑﾗ ﾐｳ 塩尻広陵中 ﾀﾅｶ ﾕｲ 春富中

 7 武井 瑞季(2) 中学     15.50  7 堀内 彩香(3) 中学     14.66 
ﾀｹｲ ﾐｽﾞｷ 岡谷東部中 ﾎﾘｳﾁ ｱﾔｶ 伊那東部中

 8 髙橋ひかる(2) 中学     16.01  8 小林 沙綾(2) 中学     15.32 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 上田五中 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 富士見中

[ 5組] 風速 +0.1 [ 6組] 風速 +0.6

 1 降旗 菜津美(2) 中学     13.40 q  1 片桐 穂花(2) 中学     14.23 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 仁科台中 ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC

 2 田中 里佳(1) 中学     13.71  2 石井 凛凛子(2) 中学     14.24 
ﾀﾅｶ ﾘｶ 望月AC ｲｼｲ ﾘﾘｺ 仁科台中

 3 家苗 蒔(2) 中学     13.84  3 小澤 未菜(3) 中学     14.27 
ｶﾅｴ ﾏｷ 伊那松川中 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 緑ヶ丘中

 4 長﨑 彩(3) 中学     14.26  4 大沢 彩乃(3) 中学     14.40 
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 豊科北中 ｵｵｻﾜ ｱﾔﾉ 浅間中

 5 菅沼 菜摘(2) 中学     14.28  5 原 裕美佳(3) 中学     14.82 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 駒ヶ根東中 ﾊﾗ ﾕﾐｶ 伊那東部中

 6 岸田 藍(2) 中学     14.48  6 久保田 早也香(2) 中学     14.85 
ｷｼﾀﾞ ｱｲ 小諸東中 ｸﾎﾞﾀ  ｻﾔｶ 岡谷西部中

 7 河西 七海(2) 中学     14.92  7 北原 瑛里香(1) 中学     14.94 
ｶｻｲ ﾅﾅﾐ 上諏訪中 ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 伊那AC

 8 井上 七海(3) 中学     16.27  8 中野 風香(3) 中学     15.93 
ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ 春富中 ﾅｶﾉ ﾌｳｶ 赤穂中

[ 7組] 風速  0.0 [ 8組] 風速  0.0

 1 高橋 美凪(3) 中学     13.64 q  1 西村 佳菜子(1) 中学     13.34 q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 永明中 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 2 三石 奈穂(3) 中学     13.71  2 関 沙紀穂(2) 中学     14.22 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 緑ヶ丘中 ｾｷ ｻｷﾎ 浅間中

 3 高田 侑花(3) 中学     14.31  3 木下 直美(3) 中学     14.41 
ﾀｶﾀﾞ ﾕｶ 飯田高陵中 ｷﾉｼﾀ ﾅｵﾐ 飯田高陵中

 4 木下 真凜(3) 中学     14.52  4 下島 彩夢(3) 中学     14.49 
ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 小諸東中 ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 春富中

 5 藤田 あかり(2) 中学     14.53  5 木村 のぞみ(3) 中学     14.75 
ﾌｼﾞﾀ ｱｶﾘ 穂高東中 ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 伊那中

 6 矢萩 朱絵(2) 中学     14.77  6 池井 陽子(3) 中学     14.77 
ﾔﾊｷﾞ ｱﾔｶ 箕輪中 ｲｹｲ ﾖｳｺ 福島中

 7 酒井 優梨愛(2) 中学     14.94  7 篠原 涼夏(2) 中学     15.30 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻広陵中 ｼﾉﾊﾗ ｽｽﾞｶ 永明中

 8 山岸 鈴加(1) 中学     15.10 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 伊那松川中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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[ 9組] 風速 +1.1 [ 10組] 風速 +0.7

 1 温井 結(3) 中学     13.57 q  1 高橋 奈弓(3) 中学     13.32 q
ﾇｸｲ ﾕｲ 丸子北中 ﾀｶhｼ ﾅﾕﾐ 御代田中

 2 岡山 未来(3) 中学     13.81  2 飯島 栞(3) 中学     14.33 
ｵｶﾔﾏ ﾐｷ 飯田高陵中 ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾘ 伊那東部中

 3 外池 留佳(3) 中学     13.98  3 蟹澤 佑夏(2) 中学     14.54 
ｿﾄｲｹ ﾙｶ 御代田中 ｶﾆｻﾜ ﾕｶ 辰野中

 4 林口 琴海(2) 中学     14.44  4 北見 舞夏(2) 中学     14.64 
ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 塩尻広陵中 ｷﾀﾐ ﾏｲｶ 高森中

 5 山本 玲奈(2) 中学     14.51  5 南林 いずみ(2) 中学     14.72 
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 茅野東部中 ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ 伊那松川中

 6 林 あすか(3) 中学     14.59  6 長谷川 流奈(2) 中学     14.82 
ﾊﾔｼ  ｱｽｶ 白馬中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ 上諏訪中

 7 中村 菜々子(1) 中学     14.85  7 宮下 しずく(1) 中学     14.83 
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｺ 伊那AC ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ 中川中

[ 11組] 風速  0.0 [ 12組] 風速  0.0

 1 金田 華実(2) 中学     13.03 q  1 髙木 聡美(2) 中学     14.28 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 浅間中 ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 岡谷東部中

 2 飯島 南(3) 中学     13.95  2 窪田 ありさ(2) 中学     14.46 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科北中 ｸﾎﾞﾀ ｱﾘｻ 丸子北中

 3 菅沼 真洸(2) 中学     13.96  3 辰口 遥(3) 中学     14.71 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 豊丘中 ﾀﾂｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 穂高東中

 4 樋口 由葵(2) 中学     14.19  4 宮澤 映里奈(3) 中学     14.81 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ  ｴﾘﾅ 岡谷西部中

 5 前島 奈々(3) 中学     14.50  5 原 千春(3) 中学     14.87 
ﾏｴｼﾏ ﾅﾅ 原中 ﾊﾗ ﾁﾊﾙ 伊那中

 6 石谷 涼香(2) 中学     14.68  6 清沢 紗理奈(2) 中学     14.94 
ｲｼﾔ ｽｽﾞｶ 穂高東中 ｷﾖｻﾜ ｻﾘﾅ 筑摩野中

 7 吉田 萌佳(3) 中学     15.72 箕輪 遥(3) 中学
ﾖｼﾀﾞ ﾓｴｶ 上田五中 ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久東中

風速 -2.8

 1 金田 華実(2) 中学     13.49 
ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ 浅間中

 2 西村 佳菜子(1) 中学     13.68 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 3 高橋 奈弓(3) 中学     13.70 
ﾀｶhｼ ﾅﾕﾐ 御代田中

 4 降旗 菜津美(2) 中学     13.84 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 仁科台中

 5 宮脇 玲菜(3) 中学     13.85 
ﾐﾔﾜｷ ﾚｲﾅ 駒ヶ根東中

 6 温井 結(3) 中学     14.12 
ﾇｸｲ ﾕｲ 丸子北中

 7 高橋 美凪(3) 中学     14.13 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 永明中

 8 北原 詩織(3) 中学     14.22 
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 駒ヶ根東中

記録／備考 No. 氏  名 所属名

6   179

中学女子

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5    17

4   158

1   383

7   372

順 ﾚｰﾝ

3   139

2    87

記録／備考
4   181

6    52

1   339

3   195

2    24

7   252

5   358

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
3   325

7   451

6   438

4   454

5   468

1   254

順 ﾚｰﾝ No.
4   117

2   177

3   161

5   439

2   101

1    35

7   356

6   214
失格

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   325

4   281

3   181

8   284

6   171

1   158

2    75

7   175



決勝 5月3日 12:55

長野県新            13.81
大会新              15.21

[ 1組] 風速 -2.6 [ 2組] 風速 -3.4

 1 平林 靜香(2) 高校     18.37  1 井出 優香子(3) 高校     18.14 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼｼｽﾞｶ 岡谷南高 ｲﾃﾞ ﾕｶｺ 諏訪清陵高

 2 町田 佳穂(2) 高校     18.59  2 向澤 璃茄(3) 高校     18.33 
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北高 ﾑｶｲｻﾞﾜ ﾘﾅ 諏訪実業高

 3 須江 絢子(2) 高校     19.08  3 花里 裕良(1) 高校     18.62 
ｽｴ ｱﾔｺ 佐久長聖高 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾕｳﾗ 佐久長聖高

 4 小澤 佳純(1) 高校     20.12  4 田口 瑠莉(3) 高校     18.75 
ｵｻﾞﾜｶｽﾐ 岡谷南高 ﾀｸﾞﾁ ﾙﾘ 上伊那農業高

 5 堤 瑛子(1) 高校     22.05  5 中村 依紅未(1) 高校     19.76 
ﾂﾂﾐ ｴｺ 佐久長聖高 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 穂高商業高
有賀 菜央(1) 高校  6 神谷 桃香(1) 高校     20.92 
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高 ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

[ 3組] 風速 -0.6

 1 立花 千春(2) 大学     16.27 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大

 2 牛山 奈緒(3) 高校     17.43 
ｳｼﾔﾏ ﾅｵ 諏訪二葉高

 3 下平 真希(3) 高校     17.57 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｷ 飯田女子高

 4 奥島 美空(1) 高校     18.01 
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園高

 5 大西 梨帆(2) 高校     18.20 
ｵｵﾆｼ ﾘﾎ 穂高商業高

 6 篠原 麻衣子(2) 高校     18.41 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲｺ 諏訪実業高

女子

１００ｍＨ(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
6   121

3    59

2   205

1   119

4   208

5    72
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   301

4   293

2   198

1   244

5   432

3   313

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   243

4   311

1   396

5   231

2   430

6   295



   1 立花 千春(2) 大学 松本大     16.27 (-0.6)   3   1
   2 牛山 奈緒(3) 高校 諏訪二葉高     17.43 (-0.6)   3   2
   3 下平 真希(3) 高校 飯田女子高     17.57 (-0.6)   3   3
   4 奥島 美空(1) 高校 松商学園高     18.01 (-0.6)   3   4
   5 井出 優香子(3) 高校 諏訪清陵高     18.14 (-3.4)   2   1
   6 大西 梨帆(2) 高校 穂高商業高     18.20 (-0.6)   3   5
   7 向澤 璃茄(3) 高校 諏訪実業高     18.33 (-3.4)   2   2
   8 平林 靜香(2) 高校 岡谷南高     18.37 (-2.6)   1   1
   9 篠原 麻衣子(2) 高校 諏訪実業高     18.41 (-0.6)   3   6
  10 町田 佳穂(2) 高校 伊那北高     18.59 (-2.6)   1   2
  11 花里 裕良(1) 高校 佐久長聖高     18.62 (-3.4)   2   3
  12 田口 瑠莉(3) 高校 上伊那農業高     18.75 (-3.4)   2   4
  13 須江 絢子(2) 高校 佐久長聖高     19.08 (-2.6)   1   3
  14 中村 依紅未(1) 高校 穂高商業高     19.76 (-3.4)   2   5
  15 小澤 佳純(1) 高校 岡谷南高     20.12 (-2.6)   1   4
  16 神谷 桃香(1) 高校 諏訪二葉高     20.92 (-3.4)   2   6
  17 堤 瑛子(1) 高校 佐久長聖高     22.05 (-2.6)   1   5

女子

１００ｍＨ(0.838m)
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  243
  311
  396
  231
  301
  430
  293
  121
  295
   59
  198
  244

  313
  208

  205
  432
  119



決勝 5月3日 13:10

長野県新            14.54
大会新              15.71

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -2.7

 1 小澤 佳奈子(3) 中学     18.43  1 岸田 藍(2) 中学     19.22 
ｵｻﾞﾜ ｶﾅｺ 伊那東部中 ｷｼﾀﾞ ｱｲ 小諸東中

 2 伊藤 京香(3) 中学     19.28  2 中村 日菜子(2) 中学     19.59 
ｲﾄｳ ｷｮｳｶ 伊那東部中 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 岡谷東部中

 3 中村 未佳(2) 中学     20.30  3 中井 優(3) 中学     19.64 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ 上田五中 ﾅｶｲ ﾕｳ 富士見中

 4 竹入 愛彩美(2) 中学     20.63  4 赤羽 菜奈(2) 中学     20.23 
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 伊那東部中 ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ 岡谷東部中

 5 小林 優菜(2) 中学     22.54  5 平谷 楓花(2) 中学     20.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾅ 伊那中 ﾋﾗﾔ ﾌｳｶ 岡谷東部中

 6 深沢 里奈(2) 中学     22.97  6 飯島 南(3) 中学     20.58 
ﾌｶｻﾜ ﾘﾅ 富士見中 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科北中

 7 榊山 莉帆(1) 中学     24.42  7 江原 成美(2) 中学     20.79 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 竜東中 ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 丸子北中
小林 茉美(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ 富士見中

[ 3組] 風速 -3.4 [ 4組] 風速 -2.9

 1 ?村 亜美(3) 中学     19.10  1 池田 綾美(3) 中学     18.46 
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾐ 長峰中 ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾐ 上田五中

 2 木下 真凜(3) 中学     19.64  2 青木 莉奈(3) 中学     18.48 
ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ 小諸東中 ｱｵｷ ﾘﾅ 上田五中

 3 小澤 美紀(2) 中学     19.70  3 三浦 遥果(2) 中学     18.77 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 豊科北中 ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高陵中

 4 窪田 ありさ(2) 中学     20.11  4 桐井 彩実(3) 中学     19.31 
ｸﾎﾞﾀ ｱﾘｻ 丸子北中 ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 筑摩野中

 5 樋屋 彩(1) 中学     20.26  5 山田かなで(2) 中学     19.70 
ﾋｵｸ ｱﾔ 駒ヶ根東中 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 春富中

 6 松沢 英華(3) 中学     20.32  6 中島 遥(2) 中学     20.36 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲｶ 旭町中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 春富中

 7 田中 里佳(1) 中学     20.40 小林 可奈(2) 中学
ﾀﾅｶ ﾘｶ 望月AC ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 浅間中

[ 5組] 風速 -2.6

 1 長岩 妃代里(2) 中学     17.17 
ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ 豊科北中

 2 小林 ひかり(2) 中学     17.55 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾋｶﾘ 岡谷西部中

 3 向山 ひより(2) 中学     18.96 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 伊那中

 4 成澤 由佳(3) 中学     19.45 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｶ 飯田高陵中

 5 赤羽 凜華(3) 中学     20.11 
ｱｶﾊﾞﾈ ﾘﾝｶ 丸子北中
伊東 沙織(3) 中学
ｲﾄｳ ｻｵﾘ 飯田高陵中
市沢 日菜(2) 中学
ｲﾁｻﾞﾜ  ﾋﾅ 豊丘中

中学女子

１００ｍＨ(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
2    44

8    41

6   269

4    48

5    37

1   413

3   470

7   410
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   224

3   111

4   415

7   110

1   116

5   451

6   162

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
6   362

4   229

1     9

2   446

7   161

5   456

順 ﾚｰﾝ No.
1   266

3   174

3   262

7   389

5   351

6   217

2   221

4   326
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   448

6   103

2    36

7   391

3   163

1   380
欠場

4   453
欠場



   1 長岩 妃代里(2) 中学 豊科北中     17.17 (-2.6)   5   1
   2 小林 ひかり(2) 中学 岡谷西部中     17.55 (-2.6)   5   2
   3 小澤 佳奈子(3) 中学 伊那東部中     18.43 (-1.4)   1   1
   4 池田 綾美(3) 中学 上田五中     18.46 (-2.9)   4   1
   5 青木 莉奈(3) 中学 上田五中     18.48 (-2.9)   4   2
   6 三浦 遥果(2) 中学 飯田高陵中     18.77 (-2.9)   4   3
   7 向山 ひより(2) 中学 伊那中     18.96 (-2.6)   5   3
   8 ?村 亜美(3) 中学 長峰中     19.10 (-3.4)   3   1
   9 岸田 藍(2) 中学 小諸東中     19.22 (-2.7)   2   1
  10 伊藤 京香(3) 中学 伊那東部中     19.28 (-1.4)   1   2
  11 桐井 彩実(3) 中学 筑摩野中     19.31 (-2.9)   4   4
  12 成澤 由佳(3) 中学 飯田高陵中     19.45 (-2.6)   5   4
  13 中村 日菜子(2) 中学 岡谷東部中     19.59 (-2.7)   2   2
  14 木下 真凜(3) 中学 小諸東中     19.64 (-3.4)   3   2
  14 中井 優(3) 中学 富士見中     19.64 (-2.7)   2   3
  16 小澤 美紀(2) 中学 豊科北中     19.70 (-3.4)   3   3
  16 山田かなで(2) 中学 春富中     19.70 (-2.9)   4   5
  18 窪田 ありさ(2) 中学 丸子北中     20.11 (-3.4)   3   4
  18 赤羽 凜華(3) 中学 丸子北中     20.11 (-2.6)   5   5
  20 赤羽 菜奈(2) 中学 岡谷東部中     20.23 (-2.7)   2   4
  21 樋屋 彩(1) 中学 駒ヶ根東中     20.26 (-3.4)   3   5
  22 中村 未佳(2) 中学 上田五中     20.30 (-1.4)   1   3
  23 松沢 英華(3) 中学 旭町中     20.32 (-3.4)   3   6
  24 中島 遥(2) 中学 春富中     20.36 (-2.9)   4   6
  25 田中 里佳(1) 中学 望月AC     20.40 (-3.4)   3   7
  26 平谷 楓花(2) 中学 岡谷東部中     20.47 (-2.7)   2   5
  27 飯島 南(3) 中学 豊科北中     20.58 (-2.7)   2   6
  28 竹入 愛彩美(2) 中学 伊那東部中     20.63 (-1.4)   1   4
  29 江原 成美(2) 中学 丸子北中     20.79 (-2.7)   2   7
  30 小林 優菜(2) 中学 伊那中     22.54 (-1.4)   1   5
  31 深沢 里奈(2) 中学 富士見中     22.97 (-1.4)   1   6
  32 榊山 莉帆(1) 中学 竜東中     24.42 (-1.4)   1   7

中学女子

１００ｍＨ(0.762m)
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
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   41
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  413
  470

   48
  162
   37

  269
    9
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  456
  116



決勝 5月3日 11:15

長野県新          9,16.29
大会新           10,06.25

 1 鶯巣 美冴(2) 高校 10,53.93 
ｳｸﾞｽ  ﾐｻｴ 松川高

 2 竹村 知世(3) 高校 11,11.97 
ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾖ 伊那弥生ヶ丘高

 3 関川 美波(2) 高校 11,12.60 
ｾｷｶﾜ ﾐﾅﾐ 伊那北高

 4 岩波 宏佳(1) 高校 11,14.18 
ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ 諏訪清陵高

 5 白倉 由美(2) 高校 11,25.67 
ｼﾗｸﾗ ﾕﾐ 上田東高

 6 長澤 茜(1) 高校 11,31.51 
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 諏訪清陵高

 7 中塚 千和(1) 高校 11,37.35 
ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田高

 8 中本 愛里(2) 高校 11,39.46 
ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越高

 9 落合 悟花(2) 高校 11,40.43 
ｵﾁｱｲ ｻﾄｺ 伊那北高

10 田畑 三紗(2) 高校 11,41.97 
ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ 飯田女子高

11 毛利 友梨奈(2) 高校 11,46.03 
ﾓｳﾘ ﾕﾘﾅ 上伊那農業高

12 鹿野 知世(3) 高校 11,48.89 
ｼｶﾉ ﾄﾓﾖ 伊那弥生ヶ丘高

13 中島 悠(2) 高校 11,56.38 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 飯田女子高

14 小松 ひかり(3) 高校 12,06.53 
ｺﾏﾂ ﾋｶﾘ 丸子修学館高

15 原  奈々(3) 高校 12,19.12 
ﾊﾗ ﾅﾅ 辰野高

16 植松 ゆき(2) 高校 12,41.91 
ｳｴﾏﾂ ﾕｷ 諏訪清陵高

17 櫛原 彩香(2) 高校 13,00.56 
ｸｼﾊﾗ ｱﾔｶ 下伊那農業高

18 桐山 彩織(1) 高校 13,06.06 
ｷﾘﾔﾏ ｻｵﾘ 伊那北高
原 菜月(3) 高校
ﾊﾗ ﾅﾂｷ 飯田高
小林 すみれ(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ 伊那西高
萩原 真理(3) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏﾘ 穂高商業高
石山 奈津子(2) 高校
ｲｼﾔﾏ ﾅﾂｺ 北佐久農業高
下澤 翔子(3) 高校
ｼﾓｻﾜ ｼｮｳｺ 飯田女子高
野口 京(3) 高校
ﾉｸﾞﾁ ﾐﾔｺ 北佐久農業高
下島 郁奈(1) 高校
ｼﾓｼﾞﾏ ｶﾅ 伊那西高 欠場欠場

欠場欠場
2424    27   27

欠場欠場
1818   463  463

欠場欠場
1313   397  397

欠場欠場
1212   462  462

欠場欠場
88   434  434

1515   374  374
欠場

44    29   29

2525    55   55

22   127  127

1616   308  308

2323   334  334

1010   152  152

33   399  399

1414    64   64

77   245  245

2121   400  400

11    62   62

99   405  405

1111   377  377

2020   309  309

55   280  280

2222   303  303

1919    54   54

66    67   67

1717   240  240
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 No.No.

女子

３０００ｍ          ３０００ｍ          

決勝決勝決勝



決勝 5月3日 16:45

長野県新            47.90
大会新              50.32

[ 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 下諏訪向陽高   133 宮澤 智優(1)     53.26  1   6 松商学園高   235 中村 泉紀(1)     50.44 

ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾁﾋﾛ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
  136 田中 伶奈(3)   232 松浦 さくら(1)

ﾀﾅｶ  ﾚｲﾅ ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ
  132 鮎沢 郁恵(3)   231 奥島 美空(1)

ｱﾕｻﾞﾜ  ｲｸｴ ｵｸｼﾏ ﾐｸ
  135 笹川 悠紀(3)   234 瀧澤 祐未(3)

ｻｻｶﾞﾜ  ﾕｳｷ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
 2   6 諏訪清陵高   306 上原 瑛美(3)     53.52  2   1 佐久長聖高   210 田中 里奈(2)     51.00 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｳｴﾊﾗ ｴﾐ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾀﾅｶ ﾘﾅ
  305 山田 結花(2)   204 黒山 あかね(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶ ｸﾛﾔﾏ ｱｶﾈ
  301 井出 優香子(3)   211 栁澤 祐希(2)

ｲﾃﾞ ﾕｶｺ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｷ
  304 根橋 美希(3)   206 相澤 はるか(2)

ﾈﾊﾞｼ ﾐｷ ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
 3   2 伊那北高    58 大脇 愛菜(1)     53.84  3   4 丸子修学館高   147 吉田 かほり(2)     52.29 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ
   59 町田 佳穂(2)   149 佐藤 未来(2)

ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ ｻﾄｳ ﾐｸ
   56 小牧 柚香(3)   154 片平 いづみ(3)

ｺﾏｷ ﾕｶ ｶﾀﾋﾗ ｲﾂﾞﾐ
   61 有賀 楓子(3)   146 吉池 桃子(2)

ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ
 4   5 諏訪二葉高   312 若狭 杏子(2)     54.76  4   7 諏訪実業高   293 向澤 璃茄(3)     52.59 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾜｶｻ ｷｮｳｺ ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳ ﾑｶｲｻﾞﾜ ﾘﾅ
  311 牛山 奈緒(3)   300 齊藤 優衣(3)

ｳｼﾔﾏ ﾅｵ ｻｲﾄｳ ﾕｲ
  315 林 美歩(2)   294 今井 萌美(3)

ﾊﾔｼ ﾐﾎ ｲﾏｲ ﾓｴﾐ
  316 濵 汐音(3)   298 深谷 里佳(2)

ﾊﾏ ｼｵﾈ ﾌｶﾔ ﾘｶ
 5   8 高遠高   188 竹松 多恵子(2)     55.19  5   3 伊那弥生ヶ丘高    65 青木 亜里沙(2)     52.77 

ﾀｶﾄｵｺｳ ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｱｵｷ ｱﾘｻ
  185 伊澤 楓(3)    70 武田 真緒(2)

ｲｻﾜ ｶｴﾃﾞ ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ
  186 桜井 まどか(2)    69 二宮 萌々(1)

ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
  187 松本 真季(3)    68 竹内 華奈子(1)

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ
 6   4 飯田高   378 麦島 美咲(3)     55.81  6   2 穂高商業高   426 奥原 志織(2)     52.81 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾑｷﾞｼﾏ ﾐｻｷ ﾎﾀｶｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ
  373 吉川 里緒奈(2)   433 田原 花純(2)

ﾖｼｶﾜ ﾘｵﾅ ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ
  379 澁谷 未来(2)   430 大西 梨帆(2)

ｼﾌﾞﾔ ﾐｸﾙ ｵｵﾆｼ ﾘﾎ
  375 小池 梓(2)   427 金森 光代(3)

ｺｲｹ ｱｽﾞｻ ｶﾅﾓﾘ ﾐﾂﾖ
 7   3 岡谷南高   118 小林 祥子(3)     56.04  7   5 伊那西高    32 本島 沙百合(1)     53.13 

ｵｶﾔﾐﾅﾐｺｳ ｺﾊﾞﾔｼｼｮｳｺ ｲﾅﾆｼｺｳ ﾓﾄｼﾞﾏ ｻﾕﾘ
  121 平林 靜香(2)    26 浦野 木乃実(3)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼｼｽﾞｶ ｳﾗﾉ ｺﾉﾐ
  122 堀内 奈緒美(3)    31 大久保 萌花(3)

ﾎﾘｳﾁﾅｵﾐ ｵｵｸﾎﾞ ﾓｴｶ
  120 中澤 彩乃(3)    30 松島 愛(3)

ﾅｶｻﾞﾜｱﾔﾉ ﾏﾂｼﾏ ｱｲ
 8   1 下伊那農業高   130 大平 有紀奈(1)     56.86 

ｼﾓｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ
  128 小林 恵永(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｴ
  131 林 歩美(2)

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ
  129 松本 優里菜(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘﾅ

女子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 松商学園高     50.44 中村 泉紀(1) 松浦 さくら(1) 奥島 美空(1) 瀧澤 祐未(3)   2   1
   2 佐久長聖高     51.00 田中 里奈(2) 黒山 あかね(3) 栁澤 祐希(2) 相澤 はるか(2)   2   2
   3 丸子修学館高     52.29 吉田 かほり(2) 佐藤 未来(2) 片平 いづみ(3) 吉池 桃子(2)   2   3
   4 諏訪実業高     52.59 向澤 璃茄(3) 齊藤 優衣(3) 今井 萌美(3) 深谷 里佳(2)   2   4
   5 伊那弥生ヶ丘高     52.77 青木 亜里沙(2) 武田 真緒(2) 二宮 萌々(1) 竹内 華奈子(1)   2   5
   6 穂高商業高     52.81 奥原 志織(2) 田原 花純(2) 大西 梨帆(2) 金森 光代(3)   2   6
   7 伊那西高     53.13 本島 沙百合(1) 浦野 木乃実(3) 大久保 萌花(3) 松島 愛(3)   2   7
   8 下諏訪向陽高     53.26 宮澤 智優(1) 田中 伶奈(3) 鮎沢 郁恵(3) 笹川 悠紀(3)   1   1
   9 諏訪清陵高     53.52 上原 瑛美(3) 山田 結花(2) 井出 優香子(3) 根橋 美希(3)   1   2
  10 伊那北高     53.84 大脇 愛菜(1) 町田 佳穂(2) 小牧 柚香(3) 有賀 楓子(3)   1   3
  11 諏訪二葉高     54.76 若狭 杏子(2) 牛山 奈緒(3) 林 美歩(2) 濵 汐音(3)   1   4
  12 高遠高     55.19 竹松 多恵子(2) 伊澤 楓(3) 桜井 まどか(2) 松本 真季(3)   1   5
  13 飯田高     55.81 麦島 美咲(3) 吉川 里緒奈(2) 澁谷 未来(2) 小池 梓(2)   1   6
  14 岡谷南高     56.04 小林 祥子(3) 平林 靜香(2) 堀内 奈緒美(3) 中澤 彩乃(3)   1   7
  15 下伊那農業高     56.86 大平 有紀奈(1) 小林 恵永(1) 林 歩美(2) 松本 優里菜(2)   1   8

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

女子

４×１００ｍＲ
タイムレース



決勝 5月3日 15:30

長野県新             1.81
大会新               1.65

有賀 楓子(3) 高校
ｱﾙｶﾞ ﾌｳｺ 伊那北高
田中 恵(3) 大学
ﾀﾅｶ ｱﾔ 松本大
松島 愛(3) 高校
ﾏﾂｼﾏ ｱｲ 伊那西高
堀内 綾乃(2) 高校
ﾎﾘｳﾁ ｱﾔﾉ 上田染谷丘高
山浦 小春(3) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｺﾊﾙ 北佐久農業高
大脇 愛菜(1) 高校
ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ 伊那北高
加藤 まりな(1) 高校
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高
牛山 奈緒(3) 高校
ｳｼﾔﾏ ﾅｵ 諏訪二葉高
小野沢 彩加(2) 高校
ｵﾉｻﾞﾜ ｱﾔｶ 穂高商業高
間嶋 美優(1) 高校
ﾏｼﾏ ﾐﾕ 佐久長聖高
伊東 泉朋(1) 高校
ｲﾄｳ ﾐﾎ 諏訪実業高
井出 優香子(3) 高校 欠場
ｲﾃﾞ ﾕｶｺ 諏訪清陵高
青木 友里恵(2) 高校 欠場
ｱｵｷ ﾕﾘｴ 伊那北高
若狭 杏子(2) 高校 記録なし
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m35 1m40 備考1m20 1m30 1m45 1m50 1m55 1m60 1m63 1m66
1 13    61

- - - - - O O XO XO XXX  1.63

2 14   242
- - - - - O O O XXO XXX  1.63

3 12    30
- - - - O O XXX  1.50

4 9   273
- O O O XXX  1.40

4 10   461
- - - O XXX  1.40

4 11    58
- - O O XXX  1.40

7 8   402
O O O XXX  1.35

8 4   311
- O XO XXX  1.35

9 6   428
- XO XO XXX  1.35

10 5   199
O O XXO XXX  1.35

11 3   292
O O XXX  1.30

1   301

7    57

2   312
XXX



決勝 5月3日 13:00

長野県新             1.75
大会新               1.53

宮澤 真優(2) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾕ 上田五中
宮嶋 柚芽(2) 中学
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾒ 辰野中
小松 千恵(3) 中学
ｺﾏﾂ ﾁｴ 旭町中
鷲山 令珠(3) 中学
ﾜｼﾔﾏ ﾚｲｼﾞｭ 高森中
手塚日向子(3) 中学
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 春富中
武井 萌美(3) 中学
ﾀｹｲ ﾓｴﾐ 岡谷東部中
溝尾 彩夏(3) 中学
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 辰野中
串原 礼(3) 中学
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 飯田高陵中
常盤 智世(2) 中学
ﾄｷﾜ ﾄﾓﾖ 高森中
小柳津 春佳(3) 中学
ｵﾔｲﾂﾞ ﾊﾙｶ 筑摩野中
小林 沙彩(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 旭町中
上澤 美波(2) 中学
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 高森中
唐澤 遥南(2) 中学
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 春富中
北原 あすか(3) 中学
ｷﾀﾊﾗ ｱｽｶ 茅野東部中
吉田 しおり(2) 中学
ﾖｼﾀﾞ ｼｵﾘ 丸子北中
長岩 妃代里(2) 中学
ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ 豊科北中
萩原 千尋(2) 中学
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 浅間中
井出 香菜子(2) 中学
ｲﾃﾞ  ｶﾅｺ 岡谷西部中
堀 由奈(3) 中学
ﾎﾘ ﾕﾅ 茅野東部中
山田 奈々(2) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅ 岡谷東部中
岡澤 沙衣(2) 中学
ｵｶｻﾞﾜ  ｻｲ 岡谷西部中
柘植 みなみ(2) 中学
ﾂｹﾞ ﾐﾅﾐ 岡谷東部中
加藤 まどか(3) 中学
ｶﾄｳ ﾏﾄﾞｶ 飯田高陵中
赤羽 凜華(3) 中学
ｱｶﾊﾞﾈ ﾘﾝｶ 丸子北中
中野 美智恵(2) 中学
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 旭町中
中園 瑞梢(2) 中学 欠場
ﾅｶｿﾞﾉ ﾐｽﾞｷ 仁科台中
中川 実菜穂(3) 中学 欠場
ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾅﾎ 伊那東部中
小林 舞雪(2) 中学 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕｷ 仁科台中
横田 鈴音(2) 中学 記録なし
ﾖｺﾀ ｽｽﾞﾈ 飯田高陵中
荻原 真由子(2) 中学 記録なし
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕｺ 丸子北中
五味 杏奈(3) 中学 記録なし
ｺﾞﾐ ｱﾝﾅ 長峰中
奥島 彩葉(2) 中学 記録なし
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 豊科北中

13   443
XXX

10   360
XXX

8   157
XXX

5   382
XXX

1   285
XXX

6    50

3   290

 1.20

 1.20

23 15    13
XO XXX

23 12   163
XO XXX

 1.20

 1.20

23 7   384
XO XXX

18 22   112
O XXX

 1.20

 1.20

18 21    98
O XXX

18 19   107
O XXX

 1.20

 1.20

18 16   144
O XXX

18 4    96
O XXX

 1.25

 1.25

17 27   331
- XXO XXX

16 11   448
XO O X/

 1.25

 1.25

13 23   160
O O XXX

13 18   142
O O XXX

 1.25

 1.30

13 14   223
O O XXX

XXX
12 20   191

XO O XXO

 1.30

 1.30

9 29     8
- O XO XXX

XXX
9 24   354

- O XO

 1.30

 1.30

9 17   192
O O XO XXX

XXX
7 28   385

O O O

 1.30

 1.35

7 9   343
- O O XXX

XO XXX
6 30   115

O O XXO

 1.35

 1.35

5 25   219
- - XO XO XXX

XO XXX
4 32   197

- O O

XXX  1.40

 1.40

3 31     7
- - XO O XXO

O XO XXX
2 2   341

- - XO

XXX  1.40
1 26   255

- - XO O O

記録1m30 1m35 備考1m20 1m25 1m40 1m45

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



予選 5月3日 13:55
決勝 5月3日 16:40

長野県新            49.90
大会新              51.04

[ 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 浅間中   329 大沢 彩乃(3)     53.39 q  1   1 丸子北中   161 窪田 ありさ(2)     53.81 q

ｱｻﾏﾁｭｳ ｵｵｻﾜ ｱﾔﾉ ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ｱﾘｻ
  325 金田 華実(2)   158 温井 結(3)

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ ﾇｸｲ ﾕｲ
  323 関 沙紀穂(2)   163 赤羽 凜華(3)

ｾｷ ｻｷﾎ ｱｶﾊﾞﾈ ﾘﾝｶ
  331 萩原 千尋(2)   159 加藤 恭香(3)

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
 2   5 上諏訪中   252 長谷川 流奈(2)     53.76 q  2   6 飯田高陵中(A)   390 征矢野 美結(2)     54.21 q

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｿﾔﾉ ﾐﾕ
  250 小口 珠緒(2)   388 高田 侑花(3)

ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ ﾀｶﾀﾞ ﾕｶ
  249 宮坂 千夏(2)   393 北原 京子(3)

ﾐﾔｻｶ ﾁﾅﾂ ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ
  246 河西 綾香(2)   383 岡山 未来(3)

ｶｻｲ ｱﾔｶ ｵｶﾔﾏ ﾐｷ
 3   3 箕輪中   467 伯耆原 由花(2)     56.27  3   3 伊那東部中    43 原 裕美佳(3)     55.82 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾊﾗ ﾕﾐｶ
  469 矢萩 朱絵(2)    52 飯島 栞(3)

ﾔﾊｷﾞ ｱﾔｶ ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾘ
  468 樋口 由葵(2)    53 堀内 彩香(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ ﾎﾘｳﾁ ｱﾔｶ
  465 垣内 夕(2)    44 小澤 佳奈子(3)

ｶｷｳﾁ ﾕｳ ｵｻﾞﾜ ｶﾅｺ
 4   4 福島中   425 畑 美織(2)     56.72  4   4 小諸東中   224 岸田 藍(2)     56.03 

ﾌｸｼﾏﾁｭｳ ﾊﾀ ﾐｵﾘ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｷｼﾀﾞ ｱｲ
  418 近藤 美穂(2)   225 佐藤 有生(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ ｻﾄｳ ﾕｲ
  421 征矢 望(3)   227 青木 莉奈(3)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ ｱｵｷ ﾘﾅ
  422 池井 陽子(3)   228 木下 真凜

ｲｹｲ ﾖｳｺ ｷﾉｼﾀ ﾏﾘﾝ
 5   2 富士見中   409 小林 沙綾(2)     58.15  5   2 伊那中    34 橋爪 郁未(2)     56.39 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ ｲﾅﾁｭｳ ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
  413 深沢 里奈(2)    35 原 千春(3)

ﾌｶｻﾜ ﾘﾅ ﾊﾗ ﾁﾊﾙ
  411 松坂 春子(3)    38 西村 千明(2)

ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾙｺ ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ
  415 中井 優(3)    39 木村 のぞみ(3)

ﾅｶｲ ﾕｳ ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ
 6   7 塩尻中    88 小山晴子(2)     58.50  6   5 高森中   197 鷲山 令珠(3)     57.25 

ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ ｺﾔﾏﾊﾙｺ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾜｼﾔﾏ ﾚｲｼﾞｭ
   89 森本紀乃(2)   195 北見 舞夏(2)

ﾓﾘﾓﾄｷﾉ ｷﾀﾐ ﾏｲｶ
   90 百瀬瑞希(2)   196 鷲山 ひなた(2)

ﾓﾓｾﾐｽﾞｷ ﾜｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ
   91 米窪麻衣(3)   191 上澤 美波(2)

ﾖﾈｸﾎﾞﾏｲ ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ
 7   1 駒ヶ根東中   1,01.03   7 辰野中   343 溝尾 彩夏(3)

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 失格
  348 鈴木 幸恵(3)

ｽｽﾞｷ ｻﾁｴ
  339 蟹澤 佑夏(2)

ｶﾆｻﾜ ﾕｶ
  347 野澤 早織(2)

ﾉｻﾞﾜ ｻｵﾘ

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

中学女子

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ

予選予選予選 通過基準  4組  0着 + 8通過基準  4組  0着 + 8 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 御代田中   180 岩崎 若葉(3)     53.79 q  1   2 上田五中   269 中村 未佳(2)     55.02 q

ﾐﾖﾀﾁｭｳ ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ ｳｴﾀﾞｺﾞﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ
  181 高橋 奈弓(3)   262 青木 莉奈(3)

ﾀｶhｼ ﾅﾕﾐ ｱｵｷ ﾘﾅ
  179 外池 留佳(3)   266 池田 綾美(3)

ｿﾄｲｹ ﾙｶ ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾐ
  184 土屋 なつみ(2)   267 竹之内 こずえ(3)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ
 2   2 豊科北中   443 奥島 彩葉(2)     54.16 q  2   7 仁科台中   286 松井 利恵(3)     55.53 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｵｸｼﾏ ｻﾖ ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳ ﾏﾂｲ ﾘｴ
  451 飯島 南(3)   287 石井 凛凛子(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ ｲｼｲ ﾘﾘｺ
  448 長岩 妃代里(2)   283 荒井 ひかり(3)

ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ ｱﾗｲ ﾋｶﾘ
  443 奥島 彩葉(2)   284 降旗 菜津美(2)

ｵｸｼﾏ ｻﾖ ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ
 3   5 緑ヶ丘中   476 小澤 未菜(3)     55.49 q  3   3 伊那松川中    20 熊谷 有紗(1)     56.14 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ ｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｸﾏｶﾞｲ ｱﾘｻ
  474 三石 奈穂(3)    19 家苗 蒔(2)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ ｶﾅｴ ﾏｷ
  481 鈴木 由里菜(2)    21 山岸 鈴加(1)

ｽｽﾞｷ ﾕﾘﾅ ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ
  471 伊藤 瑞菜(2)    24 南林 いずみ(2)

ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾅ ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ
 4   7 穂高東中   439 辰口 遥(3)     55.64  4   6 岡谷東部中   109 小林 にじほ(2)     56.32 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀﾂｸﾞﾁ ﾊﾙｶ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾆｼﾞﾎ
  440 中西 保乃花(2)   108 小松 恵美(3)

ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ ｺﾏﾂ ｴﾐ
  437 西澤 知世(2)   114 武井 瑞季(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ ﾀｹｲ ﾐｽﾞｷ
  442 望月 あすか(3)   117 髙木 聡美(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽｶ ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ
 5   1 春富中   222 田中 優衣(3)     58.51  5   1 塩尻広陵中    85 松澤 舞(2)     58.57 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾕｲ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｲ
  219 手塚日向子(3)    83 酒井 優梨愛(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ ｻｶｲ ﾕﾘｱ
  220 清水 涼香(3)    82 志村 美侑(2)

ｼﾐｽﾞ ｽｽﾞｶ ｼﾑﾗ ﾐｳ
  216 下島 彩夢(3)    87 林口 琴海(2)

ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ
  4 南箕輪中   5 筑摩野中   356 清沢 紗理奈(2)

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳ 欠場 ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ｷﾖｻﾜ ｻﾘﾅ 失格
  355 上條 渓(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ
  349 樫詰 ひなた(2)

ｶｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ
  351 桐井 彩実(3)

ｷﾘｲ ｱﾔﾐ
  6 赤穂中   4 旭町中

ｱｶﾎﾁｭｳ 欠場 ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ 欠場

中学女子中学女子

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 御代田中   180 岩崎 若葉(3)     52.95 

ﾐﾖﾀﾁｭｳ ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ
  181 高橋 奈弓(3)

ﾀｶhｼ ﾅﾕﾐ
  179 外池 留佳(3)

ｿﾄｲｹ ﾙｶ
  184 土屋 なつみ(2)

ﾂﾁﾔ ﾅﾂﾐ
 2   4 上諏訪中   252 長谷川 流奈(2)     53.43 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ
  250 小口 珠緒(2)

ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ
  249 宮坂 千夏(2)

ﾐﾔｻｶ ﾁﾅﾂ
  246 河西 綾香(2)

ｶｻｲ ｱﾔｶ
 3   6 浅間中   329 大沢 彩乃(3)     53.54 

ｱｻﾏﾁｭｳ ｵｵｻﾜ ｱﾔﾉ
  325 金田 華実(2)

ｶﾈﾀﾞ ﾊﾅﾐ
  323 関 沙紀穂(2)

ｾｷ ｻｷﾎ
  331 萩原 千尋(2)

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ
 4   5 丸子北中   161 窪田 ありさ(2)     53.81 

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ｱﾘｻ
  158 温井 結(3)

ﾇｸｲ ﾕｲ
  163 赤羽 凜華(3)

ｱｶﾊﾞﾈ ﾘﾝｶ
  159 加藤 恭香(3)

ｶﾄｳ ｷｮｳｶ
 5   8 飯田高陵中(A)   390 征矢野 美結(2)     54.66 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｿﾔﾉ ﾐﾕ
  388 高田 侑花(3)

ﾀｶﾀﾞ ﾕｶ
  393 北原 京子(3)

ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ
  383 岡山 未来(3)

ｵｶﾔﾏ ﾐｷ
 6   7 豊科北中   443 奥島 彩葉(2)     54.67 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｵｸｼﾏ ｻﾖ
  451 飯島 南(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ
  448 長岩 妃代里(2)

ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ
  449 長﨑 彩(3)

ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ
 7   1 上田五中   269 中村 未佳(2)     54.73 

ｳｴﾀﾞｺﾞﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾐｶ
  262 青木 莉奈(3)

ｱｵｷ ﾘﾅ
  266 池田 綾美(3)

ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾐ
  267 竹之内 こずえ(3)

ﾀｹﾉｳﾁ ｺｽﾞｴ
 8   2 緑ヶ丘中   476 小澤 未菜(3)     55.38 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  474 三石 奈穂(3)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
  481 鈴木 由里菜(2)

ｽｽﾞｷ ﾕﾘﾅ
  471 伊藤 瑞菜(2)

ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾅ

中学女子

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ
決勝決勝決勝

中学女子



決勝 5月3日 9:00

長野県新             3.10
大会新               2.80

宮坂 あきほ(3) 中学
ﾐﾔｻｶ ｱｷﾎ 永明中
両角 茜音(2) 中学
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 永明中
荻原 夏希(2) 中学
ｵｷﾞﾊﾗ ﾅﾂｷ 丸子北中
江原 成美(2) 中学
ｴﾊﾗ ﾅﾙﾐ 丸子北中
唐澤 咲良(3) 中学
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 南箕輪中
沢 芽依美(2) 中学
ｻﾜ ﾒｲﾐ 上田五中
永井 琴美(2) 中学
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 丸子北中
後藤 未来(2) 中学
ｺﾞﾄｳ ﾐｷ 茅野東部中
依田 弘美(2) 中学
ﾖﾀﾞ ﾋﾛﾐ 上田五中
小林明日香(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 上田五中
中村 真優(3) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕ 南箕輪中
井口 結花(2) 中学
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 緑ヶ丘中
高橋 美凪(3) 中学
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 永明中
川上 ゆずき(2) 中学 欠場
ｶﾜｶﾐ ﾕｽﾞｷ 茅野東部中

11   141

10    75
- XXX

5   472
XXX

4   369
XXX

2   258
XXX

 1.80

1   253
XXX

6 9   138
XO XXX

 1.80

 1.80

6 8   155
XO XXX

6 3   265
XO XXX

 1.80

 2.00

5 7   370
O XXX

4 6   162
O XXO XXX

 2.00

 2.20

3 13   156
O O XXX

XXX
2 14    80

- O XO

 2.40
1 12    74

- O XO O XXX

記録2m20 2m40 備考1m80 2m00 2m60 2m80

中学女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日 9:00

長野県新             4.01
大会新               3.90

3m30 3m35 3m40 3m45
伊澤 楓(3) 高校 - - - - - O O XO O O
ｲｻﾜ ｶｴﾃﾞ 高遠高 O XO O XXX
藤澤 芽吹(3) 高校 - - - O O O O XXX
ﾌｼﾞｻﾜ ﾒﾌﾞｷ 高遠高
上原 悠紀(1) 高校 - O O O XO XXX
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 諏訪清陵高
小牧 柚香(3) 高校 - - O O XXX
ｺﾏｷ ﾕｶ 伊那北高
松本 真季(3) 高校 - - - XO XXX
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 高遠高
田中 優奈(1) 高校 - O O XXO XXX
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵高

6 4   310
 2.40

4 3    56
 2.40

5 7   187
 2.40

2 5   189
 2.90

3 6   307
 2.60

1 8   185
 3.40

記録
2m20 2m40

備考
1m80 2m00 2m60 2m80 2m90 3m00 3m10 3m20

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日 9:00

竹松 多恵子(2) 高校
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠高
桜井 まどか(2) 高校
ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高遠高

O O XXX
2   186

- - -

1   188
- - O O XXX

記録2m20 2m40 備考1m80 2m00 2m60 2m80

オープン女子  

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日 12:00

長野県新             6.41
大会新               5.46

青木 亜里沙(2) 高校  5.09  5.11  4.89   X   X    X    5.11 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高  -1.4  -2.2  -2.9    -2.2
西澤 香 一般  4.63  4.71  5.03   X  5.09    X    5.09 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  -1.8  -0.5  -1.6  +1.9    +1.9
大久保 萌花(3) 高校   X  4.72  4.83  4.84  4.93   4.92    4.93 
ｵｵｸﾎﾞ ﾓｴｶ 伊那西高  -0.3  -1.1  +2.5  +1.8   +3.9    +1.8
吉池 桃子(2) 高校  4.73  4.62  4.79   X  4.91    X    4.91 
ﾖｼｲｹ ﾓﾓｺ 丸子修学館高  -1.3  -2.1  -1.5  +2.1    +2.1
安田 弘江 一般  4.78  4.88  4.79   X  4.77   4.75    4.88 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  -2.1  -2.1  -2.2  +1.9   +3.3    -2.1
高橋 知里(1) 高校  4.67   X  4.63   X   X   4.70    4.70 
ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ 佐久長聖高  -2.7  -2.3   +2.9    +2.9
小林 祥子(3) 高校  4.27  4.36  4.20  4.41  4.46   4.57    4.57 
ｺﾊﾞﾔｼｼｮｳｺ 岡谷南高  -1.3  -1.9  -2.7  +1.7  +1.1   +1.8    +1.8
林 美歩(2) 高校  4.40  4.35   X  4.45  4.50   4.28    4.50 
ﾊﾔｼ ﾐﾎ 諏訪二葉高  -0.6  -1.9  +2.4  +2.7   +1.0    +2.7
金森 光代(3) 高校  4.30   X   O    4.30 
ｶﾅﾓﾘ ﾐﾂﾖ 穂高商業高  -1.5    -1.5
宮澤 彩華(3) 高校  4.29  4.18  4.18    4.29 
ﾐﾔｻﾞﾜｱﾔｶ 辰野高  -0.6  -0.8  -1.5    -0.6
中澤 彩乃(3) 高校  4.01  4.19   X    4.19 
ﾅｶｻﾞﾜｱﾔﾉ 岡谷南高  -0.1  -1.1    -1.1
中澤 佳奈(3) 高校  4.17  4.17  4.04    4.17 
ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾅ 佐久長聖高  -1.0  -1.1  -1.4    -1.0
百瀬 香織(2) 高校  3.89  4.16   O    4.16 
ﾓﾓｾﾞ ｶｵﾘ 田川高  -0.1  -1.1    -1.1
上原 悠紀(1) 高校  4.15  4.12  4.06    4.15 
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 諏訪清陵高  -1.5  -1.6  -1.3    -1.5
両角 果穂(1) 高校  3.73   O   O    3.73 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 諏訪二葉高  -1.1    -1.1
工藤 瑞希(2) 高校   X   X  3.70    3.70 
ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 佐久長聖高  -1.3    -1.3
三村 捺美(2) 高校   X   /
ﾐﾑﾗ ﾅﾂﾐ 飯田風越高
加藤 まりな(1) 高校 欠場
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高
小林 睦美(2) 高校 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ 上田東高

19   279

17 14   403

7   402

15 1   314

16 2   202

13 4   364

14 9   307

11 5   120

12 6   207

9 10   427

10 8   333

7 11   118

8 3   315

5 16     1

6 12   203

3 15    31

4 17   146

1 18    65
-5-

2 13     2

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月3日  9:00

長野県新             5.59
大会新               5.16

栗空亜沙美(2) 中学   4.89   4.67    X   4.80   4.61   4.90    4.90 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 王滝中    0.0   -0.7   -0.1   -0.2   +0.8    +0.8
松坂 春子(3) 中学   4.42   4.50   4.68   4.53   4.63   4.44    4.68 
ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾙｺ 富士見中   +0.3   +1.5   +1.1   +0.1   +0.8   +0.3    +1.1
加藤 恭香(3) 中学   4.45   4.52   4.46   4.62   4.62   4.63    4.63 
ｶﾄｳ ｷｮｳｶ 丸子北中    0.0    0.0    0.0   -0.1   -1.3   -0.7    -0.7
林 あすか(3) 中学    X   4.60   4.34   4.49   4.58    X    4.60 
ﾊﾔｼ  ｱｽｶ 白馬中    0.0    0.0   +0.1   -1.3     0.0
百瀬 亜希帆(3) 中学   2.47   4.26   4.51   4.11    -    -    4.51 
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 旭町中   +0.6    0.0    0.0   -0.4     0.0
北原 京子(3) 中学    X   4.50   4.36   4.32   4.44    X    4.50 
ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 飯田高陵中   +0.9   -0.2   -0.6   -0.4    +0.9
長﨑 彩(3) 中学    -   4.24    O   4.19   4.37   4.17    4.37 
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 豊科北中   +1.1   -0.1   -0.1   -0.2    -0.1
西村 千明(2) 中学    X   4.34   4.29   3.88   4.27   3.90    4.34 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那中    0.0    0.0   -0.6   -0.4   -0.2     0.0
上原 あかね(3) 中学   4.17   4.18    O    4.18 
ｳｴﾊﾗ ｱｶﾈ 浅間中   +0.8    0.0     0.0
箕輪 遥(3) 中学   4.18   4.12    X    4.18 
ﾐﾉﾜ ﾊﾙｶ 佐久東中    0.0   +1.0     0.0
清水 晶絵(2) 中学   4.14    X    X    4.14 
ｼﾐｽﾞ ｱｷｴ 望月AC   +0.1    +0.1
岩崎 若葉(3) 中学    X   4.04   4.12    4.12 
ｲﾜｻｷ ﾜｶﾊﾞ 御代田中   +0.3    0.0     0.0
林 瑞希(3) 中学   4.01    X    O    4.01 
ﾊﾔｼ  ﾐｽﾞｷ 岡谷西部中   +0.1    +0.1
星野 美音(2) 中学   3.86   3.93   3.98    3.98 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 豊科北中   +0.1   +0.8   -0.5    -0.5
後藤 真伊(2) 中学   3.96   3.83    O    3.96 
ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 塩尻広陵中   +0.9   +0.4    +0.9
桑田 遥(2) 中学   3.75   3.83   3.92    3.92 
ｸﾜﾀ ﾊﾙｶ 上田五中   +1.1   +1.0   +0.7    +0.7
青木 莉奈(3) 中学   3.78    X   3.92    3.92 
ｱｵｷ ﾘﾅ 小諸東中   +0.7   +0.8    +0.8
寺本 聡美(2) 中学   3.90    X    O    3.90 
ﾃﾗﾓﾄ ｻﾄﾐ 春富中   +1.1    +1.1
堀内 槙乃(2) 中学    X   3.88   3.89    3.89 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｷﾉ 丸子北中   +0.9   +1.1    +1.1
片桐 穂花(2) 中学   3.26    O   3.87    3.87 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC    0.0   +0.3    +0.3
半﨑 まあや(3) 中学    X   3.87    X    3.87 
ﾊﾝｻﾞｷ ﾏｱﾔ 緑ヶ丘中   +0.3    +0.3
宮坂 千夏(2) 中学   3.84    X    X    3.84 
ﾐﾔｻｶ ﾁﾅﾂ 上諏訪中   +0.8    +0.8
畑 美織(2) 中学   3.63   3.83   3.82    3.83 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 福島中   +0.3    0.0    0.0     0.0
根橋 なつみ(2) 中学   3.79    O    O    3.79 
ﾈﾊﾞｼ ﾅﾂﾐ 辰野中   +0.3    +0.3
赤羽 香子(2) 中学    X   3.77    O    3.77 
ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｺ 辰野中   +1.4    +1.4
岡田 ラナ(3) 中学   3.74    O    O    3.74 
ｵｶﾀﾞ ﾗﾅ 高森中   +0.1    +0.1
酒井 珠良(2) 中学    X    X   3.65    3.65 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 南箕輪中    0.0     0.0
小口 珠緒(2) 中学   3.61    X    O    3.61 
ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 上諏訪中   +0.1    +0.1
金田 涼子(2) 中学    X   3.59    X    3.59 
ｶﾈﾀﾞ ﾘｮｳｺ 緑ヶ丘中   +0.7    +0.7
横内 日菜子(2) 中学   3.58    O    O    3.58 
ﾖｺｳﾁ  ﾋﾅｺ 岡谷西部中    0.0     0.0
上原 千穂(3) 中学   3.58    X    O    3.58 
ｳｴﾊﾗ ﾁﾎ 上田五中   +1.0    +1.0
澤井 悠里(2) 中学    X   3.55    X    3.55 
ｻﾜｲ ﾕﾘ 浅間中   +0.8    +0.8
清水 涼香(3) 中学   3.53    O    O    3.53 
ｼﾐｽﾞ ｽｽﾞｶ 春富中   +0.6    +0.6
若林 美成(3) 中学    X   3.42    O    3.42 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 穂高西中   +0.4    +0.4
武井 志穂(3) 中学   3.37    O    O    3.37 
ﾀｹｲ ｼﾎ 岡谷東部中   +0.1    +0.1
鷲山 ひなた(2) 中学   3.36    O    O    3.36 
ﾜｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ 高森中   +0.2    +0.2

35 13   113

36 6   196

33 34   220

34 24   435

30 30   261

32 22   332

29 3   473

30 11    97

27 31   366

28 14   250

25 7   345

26 15   190

23 27   425

24 2   344

21 39   480

22 28   249

19 42   165

20 16   457

17 17   227

18 18   218

15 23    81

16 19   256

13 37   105

14 8   447

11 36   455

12 25   180

9 29   328

10 40   214

7 26   449

8 44    38

5 48    16

6 41   393

3 45   159

4 47   372

1 46    92
-5-

2 43   411

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



小川 綾(1) 中学   3.34    O    O    3.34 
ｵｶﾞﾜ ｱﾔ 福島中    0.0     0.0
原 しおり(2) 中学    X    X   3.28    3.28 
ﾊﾗ ｼｵﾘ 岡谷東部中   -0.5    -0.5
松澤 舞(2) 中学   3.24    O    X    3.24 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｲ 塩尻広陵中   +0.4    +0.4
川上 あすみ(2) 中学   3.21    O    O    3.21 
ｶﾜｶﾐ ｱｽﾐ 仁科台中   +0.8    +0.8
宮崎 希(2) 中学    X   3.12    X    3.12 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那中    0.0     0.0
赤堀 琴未(3) 中学    X    X   2.78    2.78 
ｱｶﾎﾘ ｺﾄﾐ 南箕輪中   +0.5    +0.5
塩本早央里(2) 中学   2.69    O    O    2.69 
ｼｵﾓﾄ ｻｵﾘ 御代田中   +0.3    +0.3
佐藤 有生(3) 中学    X   2.10    X    2.10 
ｻﾄｳ ﾕｲ 小諸東中   +0.8    +0.8
三浦 遥果(2) 中学    X    X    X
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高陵中
蟹澤 紗希(2) 中学 欠場
ｶﾆｻﾜ ｻｷ 駒ヶ根東中
蟹澤 優衣(3) 中学 欠場
ｶﾆｻﾜ ﾕｲ 伊那東部中
駒村 明季(3) 中学 欠場
ｺﾏﾑﾗ ｱｷ 筑摩野中

4    42

20   352

45 32   389

1   168

43 38   178

44 33   225

41 12    33

42 10   368

39 21    85

40 5   288

37 35   419
-5-

38 9   106

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月3日 9:00

長野県新            13.70
大会新              11.53

両角 遥夏(2) 高校
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 上田染谷丘高
下村 美幸(2) 高校
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕｷ 上田染谷丘高
巣山 夏歩(1) 高校
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
齊藤 知美(3) 高校
ｻｲﾄｳ  ﾄﾓﾐ 松川高
木村 優衣(2) 高校
ｷﾑﾗ ﾕｲ 上田染谷丘高
酒井 奈津希(2) 高校
ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 諏訪実業高
林 優花(1) 高校
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 伊那弥生ヶ丘高
町田 佳穂(2) 高校
ﾏﾁﾀﾞ ｶﾎ 伊那北高
中澤 彩乃(3) 高校
ﾅｶｻﾞﾜｱﾔﾉ 岡谷南高
増澤摩耶佳(2) 高校
ﾏｽｻﾞﾜ ﾏﾔｶ 辰野高
青木 友里恵(2) 高校 欠場
ｱｵｷ ﾕﾘｴ 伊那北高
今井 裕美(3) 高校 欠場
ｲﾏｲ ﾋﾛﾐ 上田東高

11   277

  6.10 

3    57

  6.62 

10 2   336
 5.71  6.10  6.05

 5.22  6.24  6.52   6.68 

9 4   120
 6.62  6.36  6.36

 6.86  7.09  6.76   7.09 

8 1    59
 6.33  6.68  6.19

 5.68  7.01  6.99   7.25 

7 8    73
 6.82  6.29  6.46

 7.65  7.59  7.58   8.03 

6 5   296
 6.99  7.25  7.14

 7.85  7.92  8.24   8.24 

5 7   274
 7.33  7.41  8.03

 8.78  8.84  8.86   8.88 

4 6   241
 7.57  8.09  7.43

 9.14  8.89  8.75   9.70 

3 10   153
 8.82  8.88  8.60

 9.64  9.15  9.22   9.74 

2 9   271
 9.70  8.64  9.18

1 12   275
 9.55  9.44  9.74

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 5月3日 11:30

長野県新            13.49
大会新              12.06

佐藤 芹香(2) 中学
ｻﾄｳ ｾﾘｶ 浅科中
内ヶ嶋 彩(3) 中学
ｳﾁｶﾞｼﾏ ｱﾔ 旭町中
小林 優乃(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 浅間中
植原 佳奈(3) 中学
ｳｴﾊﾗ ｶﾅ 緑ヶ丘中
中曽根 萌(3) 中学
ﾅｶｿﾈ ﾓｴ 上田五中
石倉 沙羅(3) 中学
ｲｼｸﾗ ｻﾗ 上田五中
佐藤 ゆきの(3) 中学
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 旭町中
永井 琴美(2) 中学
ﾅｶﾞｲ ｺﾄﾐ 丸子北中
林 かおり(2) 中学
ﾊﾔｼ ｶｵﾘ 飯田高陵中
登内 彩香(3) 中学
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那東部中
熊谷 早紀(3) 中学
ｸﾏｶﾞｲ ｻｷ 飯田高陵中
堀内 美佳(2) 中学
ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ 辰野中
高井 ジャンユキ(2) 中学
ﾀｶｲ ｼﾞｬﾝﾕｷ 南箕輪中
宮澤 あずさ(3) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱｽﾞｻ 岡谷西部中
加藤 まどか(3) 中学
ｶﾄｳ ﾏﾄﾞｶ 飯田高陵中
宮﨑 沙織(3) 中学
ﾐﾔｻﾞｷ ｻｵﾘ 駒ヶ根東中
北原 もえ(2) 中学
ｷﾀﾊﾗ ﾓｴ 茅野東部中
片桐 咲希(3) 中学
ｶﾀｷﾞﾘ ｻｷ 高森中
赤羽 美咲(3) 中学
ｱｶﾊﾞﾈ ﾐｻｷ 上田五中
荻原 真由子(2) 中学
ｵｷﾞﾜﾗ ﾏﾕｺ 丸子北中
生駒 名菜(2) 中学
ｲｺﾏ ﾅﾅ 伊那東部中
星野 芽生(3) 中学
ﾎｼﾉ ﾒｲ 旭町中
竹内 知永実(3) 中学
ﾀｹｳﾁ ﾁｴﾐ 仁科台中
山口 樹々(1) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ 豊科北中
中畑 未来(3) 中学
ﾅｶﾊﾀ ﾐｸ 福島中
小田切 茜(3) 中学
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｱｶﾈ 筑摩野中
遠藤 瑞希(2) 中学
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 富士見中
荒井 ひかり(3) 中学
ｱﾗｲ ﾋｶﾘ 仁科台中
田宮 栞奈(2) 中学
ﾀﾐﾔ ｶﾝﾅ 富士見中
土屋 鈴花(3) 中学 欠場
ﾂﾁﾔ ｽｽﾞｶ 丸子北中

  5.71 

26   164

  5.81 

29 5   416
 5.07  4.84  5.71

  6.08 

28 2   283
 5.66  5.81  5.30

  6.14 

27 9   406
 5.81  5.73  6.08

  6.22 

26 11   353
 6.14  5.88   X

  6.29 

25 12   424
 5.75  6.22  5.17

  6.40 

24 1   445
 6.29   X  4.64

  6.80 

23 4   289
 6.11  6.29  6.40

  7.06 

22 7    10
 6.80   X  6.73

  7.17 

21 8    45
 6.81  7.06  6.73

  7.23 

20 15   157
 7.17  6.83  7.09

  7.31 

19 14   264
 7.23  6.99  7.02

  7.32 

18 17   194
 6.95  6.44  7.31

  7.37 

17 18   143
 7.29  7.32  7.27

  7.56 

16 13   172
 6.80  7.37  7.09

  7.79 

15 16   384
 7.56   X  7.26

  7.86 

14 10   100
 7.57  7.04  7.79

  8.27 

13 22   365
 7.62  7.65  7.86

  8.27 

12 3   346
 7.41  7.58  8.27

  8.48 

11 24   387
 7.67  8.27  7.76

  8.49 

10 6    51
 8.37  8.48  8.46

 7.78   X  8.21   8.57 

9 19   395
 8.08  8.49  7.94

 8.09  8.30  8.37   8.60 

8 28   155
 8.57  8.04  8.22

 8.40  8.15  8.46   8.67 

7 23     6
 8.60  8.39  7.68

 8.14  8.34  8.54   8.69 

6 27   263
 8.45  8.67  8.54

 8.17  8.84  8.32   8.84 

5 21   268
 8.69   X   X

 9.01  8.50  9.02   9.06 

4 25   477
 8.68  8.42  8.53

  X 10.52 10.31  10.52 

3 29   327
 8.49  8.98  9.06

10.26 10.55 10.04  10.55 

2 30    15
10.11 10.30 10.01

1 20   322
 9.81  9.67  9.78

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 5月3日 10:00

長野県新            45.73
大会新              40.04

両角 遥夏(2) 高校
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 上田染谷丘高
下村 美幸(2) 高校
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕｷ 上田染谷丘高
酒井 奈津希(2) 高校
ｻｶｲ ﾅﾂﾐ 諏訪実業高
木村 優衣(2) 高校
ｷﾑﾗ ﾕｲ 上田染谷丘高
巣山 夏歩(1) 高校
ｽﾔﾏ ｶﾎ 丸子修学館高
齊藤 知美(3) 高校
ｻｲﾄｳ  ﾄﾓﾐ 松川高
神谷 桃香(1) 高校
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高
西澤 香 一般
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
大久保 萌花(3) 高校
ｵｵｸﾎﾞ ﾓｴｶ 伊那西高
金木 彩見(2) 高校
ｶﾈｷ ｱﾔﾐ 伊那西高
吉田 かほり(2) 高校
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 丸子修学館高
増澤摩耶佳(2) 高校
ﾏｽｻﾞﾜ ﾏﾔｶ 辰野高
北野 未紗(1) 高校
ｷﾀﾉﾐｻ 阿南高
氣賀澤 愛香(2) 高校
ｹｶﾞｻﾜ ﾁｶ 伊那北高
小牧 柚香(3) 高校 欠場
ｺﾏｷ ﾕｶ 伊那北高
原 菜月(3) 高校 記録なし
ﾊﾗ ﾅﾂｷ 飯田高

5   374
  -   -   -

 12.01 

3    56

 13.20 

14 1    63
12.01   X   -

 16.15 

13 2     5
  O   O 13.20

 16.50 

12 7   336
  O   X 16.15

 17.66 

11 16   147
  O 16.50   O

 18.75 

10 6    28
  O 17.66   O

  -   -   -  19.37 

9 8    31
  O 18.75   -

  X   -   -  19.40 

8 11     2
19.37   O   -

  O   O   O  21.05 

7 4   313
19.40   O   O

  O 21.97   X  21.97 

6 14   241
  X   O 21.05

22.45   O   O  22.45 

5 12   153
19.18   O   O

  O   O 23.66  23.66 

4 10   274
20.90   O   O

  O   O   O  24.10 

3 9   296
23.30   O   O

  X   X   X  30.07 

2 13   271
  O 24.10   O

1 15   275
  X   O 30.07

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 5月3日 14:00

長野県新            57.17
大会新              45.10

上原 瑛美(3) 高校
ｳｴﾊﾗ ｴﾐ 諏訪清陵高
櫻井 志緒理(2) 高校
ｻｸﾗｲ ｼｵﾘ 松商学園高
吉田 かほり(2) 高校
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 丸子修学館高
落合 悟花(2) 高校
ｵﾁｱｲ ｻﾄｺ 伊那北高
古越 香帆(3) 高校
ﾌﾙｺｼ ｶﾎ 佐久長聖高
大木 梨真(3) 高校
ｵｵｷ ﾘﾏ 松商学園高
若狭 杏子(2) 高校
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高
金木 彩見(2) 高校
ｶﾈｷ ｱﾔﾐ 伊那西高
堀内 奈緒美(3) 高校
ﾎﾘｳﾁﾅｵﾐ 岡谷南高

 18.86 

  O   O   O  19.85 

9 3   122
  O 18.86   O

  O   X   O  22.06 

8 2    28
19.85   O   O

  X   X   X  23.49 

7 6   312
  O   O 22.06

  O 24.06   O  24.06 

6 4   233
23.49   O   O

25.85   O   O  25.85 

5 1   201
23.94   O   O

27.96   O   O  27.96 

4 5    62
22.40   O   O

  O   O   O  30.73 

3 8   147
26.25   O   O

31.65   O   O  31.65 

2 9   236
  X   O 30.73

1 7   306
  O   O 29.70

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-


	女子1
	女子2
	女子3
	女子4
	女子5
	女子6
	女子7
	女子8
	女子9
	女子10
	女子11



