
予選 7月16日 10:25
決勝 7月16日 16:15

大会新(GR)          12.04

[ 1組] 風速 -2.6 [ 2組] 風速 -3.2

 1 下島 彩夢(1) 上伊那     13.95  1 上原 千夏(2) 飯伊     14.14 
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北高 ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ 高森中

 2 丹羽 朱里(1) 諏訪     14.09  2 大平 有紀奈(2) 飯伊     15.08 
ﾆﾜ ｱｶﾘ 諏訪二葉高 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ 下伊那農業高

 3 長谷川 流奈(3) 諏訪     14.56  3 原 悠夏(1) 上伊那     15.35 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ 上諏訪中 ﾊﾗ ﾕｳｶ 伊那東部中

 4 北野 未紗(2) 飯伊     14.87  4 山口 はづき(1) 上伊那     15.48 
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 箕輪中

 5 矢澤 舞香(1) 諏訪     15.04  5 田中 瑞己(1) 上伊那     15.52 
ﾔｻﾞﾜﾏｲｶ 諏訪南中 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 南箕輪中

 6 平林 梨沙(2) 諏訪     16.28  6 上條 紗良(1) 諏訪     16.10 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 諏訪西中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾗ 永明中

 7 小池 桃歌(1) 上伊那     16.37  7 伊藤 千夏(1) 諏訪     16.59 
ｺｲｹ ﾓﾓｶ 赤穂中 ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 茅野東部中
清水 真希(2) 飯伊 竹内 華奈子(2) 上伊那
ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 飯田風越高 ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高

[ 3組] 風速 -4.3 [ 4組] 風速 -5.3

 1 髙木 聡美(3) 諏訪     13.99  1 橋爪 郁未(3) 上伊那     14.03 
ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 岡谷東部中 ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那中

 2 北原 詩織(1) 上伊那     14.28  2 小澤 未菜(1) 飯伊     14.08 
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農業高 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ 飯田風越高

 3 北見 舞夏(3) 飯伊     14.89  3 長谷川 未来(2) 上伊那     14.92 
ｷﾀﾐ ﾏｲｶ 高森中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 春富中

 4 宮本 菜央(2) 諏訪     15.29  4 北原 ゆめみ(1) 上伊那     15.30 
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 長峰中 ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ 伊那東部中

 5 池上 真琴(2) 上伊那     15.43  5 南林 いずみ(3) 飯伊     15.30 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 伊那東部中 ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ 松川JAC

 6 味澤 胡春(1) 上伊那     16.14  6 北原 由梨(2) 諏訪     15.32 
ｱｼﾞｻﾜ ｺﾊﾙ 辰野中 ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ 長峰中

 7 後藤 奈々(2) 諏訪     16.31  7 菊池 菜帆(2) 諏訪     16.01 
ｺﾞﾄｳ ﾅﾅ 岡谷北部中 ｷｸﾁ ﾅﾎ 原中
三浦 悠香(1) 飯伊  8 小澤 来未(1) 諏訪     16.06 
ﾐｳﾗ ﾕｳｶ 飯田工業高 ｵｻﾞﾜ ｸﾙﾐ 茅野東部中

[ 5組] 風速 -2.8 [ 6組] 風速 -3.4

 1 川上 由華(1) 諏訪     14.01  1 高橋 美凪(1) 諏訪     13.88 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵高

 2 片桐 綾乃 飯伊     14.14  2 有賀 菜央(2) 上伊那     14.09 
ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔﾉ Dream.A.C ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高

 3 宮澤 風香(1) 飯伊     14.43  3 有賀 渚(3) 諏訪     14.67 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中 ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ 岡谷西部中

 4 原 七瀬(2) 上伊那     14.58  4 竹内 杏希望(3) 上伊那     14.96 
ﾊﾗ ﾅﾅｾ 南箕輪中 ﾀｹｳﾁ ｱｷﾐ 春富中

 5 石川 み咲き(2) 上伊那     15.06  5 塩澤 花怜(1) 飯伊     15.47 
ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ 辰野中 ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵中

 6 酒井 愛花(2) 上伊那     15.21  6 原 捺紀(2) 上伊那     15.51 
ｻｶｲ ﾏﾅｶ 春富中 ﾊﾗ ﾅﾂｷ 伊那中

 7 北原 凪紗(1) 上伊那     16.06  7 宮澤 あかね(1) 上伊那     16.39 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 伊那中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ 辰野中

 8 鎌倉 麻有(2) 諏訪     16.38 春日 小雪(2) 上伊那
ｶﾏｸﾗ ﾏﾕ 原中 ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ 伊那西高

[ 7組] 風速 -1.3 [ 8組] 風速 -5.1

 1 伯耆原 由花(3) 上伊那     13.63  1 山村 未悠(1) 諏訪     14.58 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 箕輪中 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中

 2 小池 梓(3) 飯伊     14.25  2 河西 綾香(3) 諏訪     15.08 
ｺｲｹ ｱｽﾞｻ 飯田高 ｶｻｲ ｱﾔｶ 上諏訪中

 3 野口 那奈美(1) 諏訪     14.61  3 向山 みなみ(1) 上伊那     15.14 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高 ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ 箕輪中

 4 井口 結花(3) 飯伊     14.94  4 久保田 早也香(3)諏訪     15.34 
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 緑ヶ丘中 ｸﾎﾞﾀ ｻﾔｶ 岡谷西部中

 5 小林 沙綾(3) 諏訪     15.05  5 武村 佳穂(1) 諏訪     16.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 富士見中 ﾀｹﾑﾗ ｶﾎ 永明中

 6 小口 実沙(3) 諏訪     15.32  6 伊藤 真衣(3) 諏訪     16.68 
ｵｸﾞﾁ ﾐｻ 茅野北部中 ｲﾄｳ ﾏｲ 茅野北部中

 7 福島 梨央(3) 上伊那     16.03 菅沼 美風(1) 飯伊
ﾌｸｼﾏ ﾘｵ 中川中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 松川JAC
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[ 9組] 風速 -1.9 [ 10組] 風速 -1.9

 1 二宮 萌々(2) 上伊那     13.60  1 吉田 那緒(2) 上伊那     13.97 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC

 2 小池 智里(2) 諏訪     14.32  2 廣瀬 澄玲(2) 諏訪     14.42 
ｺｲｹ ﾁｻﾄ 富士見中 ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 茅野東部中

 3 氣賀澤 柚希(1) 上伊那     15.05  3 田邉 美森(2) 諏訪     15.39 
ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂中 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中

 4 木下 萌(3) 諏訪     15.23  4 山田 栞(2) 諏訪     15.71 
ｷﾉｼﾀ ﾓｴ 諏訪西中 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 岡谷西部中

 5 黒川 芹奈(1) 飯伊     15.37  5 岩崎 芽衣(1) 飯伊     15.84 
ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ 飯田高陵中 ｲﾜｻｷ ﾒｲ 飯田高陵中

 6 谷口 果歩(1) 諏訪     15.58  6 牛山 菜々美(3) 諏訪     15.94 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ 岡谷北部中 ｳｼﾔﾏ ﾅﾅﾐ 茅野北部中
宮下 しずく(2) 上伊那 菅沼 亜衣梨(3) 上伊那
ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ 中川中 ｽｶﾞﾇﾏ ｱｲﾘ 中川中

[ 11組] 風速 -4.5 [ 12組] 風速 -1.9

 1 三石 奈穂(1) 飯伊     13.73  1 野村 あずさ(3) 諏訪     13.41 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高 ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高

 2 岡部 佳澄(2) 飯伊     14.09  2 武井 萌美(1) 諏訪     14.27 
ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子高 ﾀｹｲ ﾓｴﾐ 下諏訪向陽高

 3 江崎 奈美(2) 上伊那     14.46  3 吉田 みさき(1) 上伊那     14.57 
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂中 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 南箕輪中

 4 濱野 美結(1) 諏訪     15.72  4 唐澤 季里(2) 諏訪     14.64 
ﾊﾏﾉ ﾐﾕ 岡谷東高 ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 富士見中

 5 服部 智花(1) 飯伊     15.82  5 山川 りお(1) 飯伊     15.08 
ﾊｯﾄﾘ ﾁﾊﾙ 飯田高 ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ 竜峡中

 6 伊藤 瑞菜(3) 飯伊     15.98  6 榊山 莉帆(2) 飯伊     15.19 
ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾅ 緑ヶ丘中 ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 竜東中
小池 涼音(1) 上伊那  7 築島 由理恵(1) 飯伊     15.69 
ｺｲｹ ｽｽﾞﾈ 伊那AC ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 松川JAC

風速 -1.9

 1 野村 あずさ(3) 諏訪     13.29 
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高

 2 伯耆原 由花(3) 上伊那     13.55 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 箕輪中

 3 吉田 那緒(2) 上伊那     13.56 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 伊那AC

 4 三石 奈穂(1) 飯伊     13.70 
ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ 飯田風越高

 5 二宮 萌々(2) 上伊那     13.74 
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高

 6 高橋 美凪(1) 諏訪     13.83 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 諏訪清陵高

 7 髙木 聡美(3) 諏訪     13.83 
ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 岡谷東部中

 8 下島 彩夢(1) 上伊那     14.08 
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北高
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第21回南信陸上競技選手権大会                                                    
兼 第40回南信三郡対抗陸上競技大会                                               
主催：南信陸上競技協会　共催：長野日報社                                        
主管：南信陸上競技協会　後援：伊那市,伊那市教育委員会,長野陸上競技協会　他      

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 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
07/16 女子  -1.9野村 あずさ(3) 13.29 伯耆原 由花(3) 13.55 吉田 那緒(2) 13.56 三石 奈穂(1) 13.70 二宮 萌々(2) 13.74 高橋 美凪(1) 13.83 髙木 聡美(3) 13.83 下島 彩夢(1) 14.08

100m 諏訪･東海大三高 上伊那･箕輪中 上伊那･伊那AC 飯伊･飯田風越高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･岡谷東部中 上伊那･伊那北高
07/16 高橋 優香 1,00.57 今井 美月(2) 1,00.88 二宮 萌々(2) 1,01.72 原田 麻亜(2) 1,02.59 岡山 未来(1) 1,05.51 梶谷 みさき(2) 1,06.18 有賀 菜央(2) 1,09.49

400m 飯伊･Dream.A.C 諏訪･東海大三高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 諏訪･東海大三高 飯伊･下伊那農業高 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高
07/16 梅村 映美(3) 2,19.45 中本 愛里(3) 2,21.92 宮島 志保美(2) 2,22.59 河西 いづみ(2) 2,23.00 鶯巣 美冴(3) 2,24.72 山岸 鈴加(2) 2,26.56 今井 萌(2) 2,26.73 永山 実来(2) 2,34.53

800m 諏訪･東海大三高 飯伊･飯田風越高 飯伊･飯田高 諏訪･東海大三高 飯伊･松川高 飯伊･松川JAC 諏訪･岡谷東部中 飯伊･緑ヶ丘中
07/16 吉田 夏子(3) 10,06.63 松澤 綾音(1) 10,36.52 清水 彩音(2) 10,55.89 前島 紀子 10,58.24 中塚 千和(2) 11,19.85 岩波 宏佳(2) 11,32.30 植松 優季子(2) 11,37.87 松尾 智美(1) 11,38.05

3000m 諏訪･東海大三高 飯伊･松川JAC 上伊那･南箕輪中 富士見町体協 飯伊･飯田高 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･飯田高
07/16  -2.3小林 ひかり(3) 17.00 中村 日菜子(3) 17.58 征矢 希(2) 17.75 岡部 佳澄(2) 18.08 野口 那奈美(1) 18.30 神谷 桃香(2) 18.74 中島 遥(3) 19.50 山田 かなで(3) 19.60

100mH(0.838m) 諏訪･岡谷西部中 諏訪･岡谷東部中 上伊那･伊那西高 飯伊･飯田女子高 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･春富中 上伊那･春富中
07/16 江口 由真(3) 25,59.65 清水 真唯(3) 28,20.63 吉田 英里子(2) 28,20.77 伊東 玲奈(3) 28,50.63 牛山 杏香(1) 33,47.93 渡邉 幸穂(2) 37,34.01

5000mW 諏訪･東海大三高 GR 上伊那･上伊那農業高 諏訪･東海大三高 諏訪･東海大三高 飯伊･松川高 上伊那･伊那西高
07/16 大脇 愛菜(2) 1.51 鈴木 みのり(2) 1.48 唐澤 遥南(3) 1.45 小林 茉美(3) 1.45 加藤 まりな(2) 1.45 柘植 みなみ(3) 諏訪･岡谷東部中 1.40 山田 紗帆(2) 1.35

走高跳 上伊那･伊那北高 上伊那･伊那東部中 上伊那･春富中 諏訪･富士見中 飯伊･飯田風越高 上澤 美波(3) 飯伊･高森中 諏訪･諏訪西中
07/16 竹松 多恵子(3) 3.20 櫻井 まどか(3) 3.10 原 奈津美(2) 3.00 田中 優奈(2) 2.80 両角 茜音(3) 2.70 両角 果穂(2) 2.40 加賀見 麻里(2) 諏訪･永明中 2.20

棒高跳 上伊那･高遠高 上伊那･高遠高 上伊那･上伊那農業高 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･永明中 諏訪･諏訪二葉高 井口 結花(3) 飯伊･緑ヶ丘中
07/16 青木 亜里沙(3)5.51(+2.9) 西村 千明(3) 5.26(+2.6) 橋本 紗季(2) 5.02(+2.8) 堀井 満里奈(2)4.69(+3.3) 酒井 珠良(3) 4.65(+3.2) 上原 悠紀(2) 4.49(+1.4) 伊藤 瑞季(2) 4.43(+1.6) 寺本 聡美(3) 4.39(+3.2)

走幅跳 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 上伊那･伊那中 上伊那･赤穂高 上伊那･宮田中 上伊那･南箕輪中 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･諏訪南中 上伊那･春富中
07/16 笠原 美奈代(2) 8.76 長沼 義亮子(2) 8.69 細井 友香(2) 8.33 生駒 名菜(2) 8.09 登内 彩香(2) 7.89 池上 成美(3) 7.76 高井 ジャンユキ 7.74 村松 佐恵(2) 7.65

砲丸投 諏訪･諏訪清陵高 飯伊･飯田女子高 上伊那･春富中 上伊那･伊那東部中 上伊那･伊那西高 諏訪･長峰中 上伊那･南箕輪中 上伊那･春富中
07/16 北野 未紗(2) 27.38 神谷 桃香(2) 23.70 一ノ瀬 菜奈(2) 23.32 金木 彩見(3) 23.17 中山 真緒(1) 22.88 五味 杏奈(3) 16.67 井上 七海(1) 16.51 磯貝 理江(2) 16.05

円盤投 飯伊･阿南高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･辰野高 上伊那･伊那西高 上伊那･赤穂高 諏訪･長峰中 上伊那･伊那西高 飯伊･緑ヶ丘中
07/16 原 奈津美(2) 32.65 笠原 美奈代(2) 27.35 金木 彩見(3) 25.93 松坂 春子(1) 25.10 肥後 萌々花(2) 23.75 植栗 彩加(1) 21.38 岩佐 眞歩(2) 21.17 登内 彩香(2) 20.24

やり投(0.600k 上伊那･上伊那農業高 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･伊那西高 諏訪･東海大三高 飯伊･飯田女子高 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･岡谷東高 上伊那･伊那西高
07/16 伊那弥生ヶ丘高      51.24 岡谷東部中       51.71 飯田風越高       51.73 東海大三高       51.87 箕輪中       52.80 飯田女子高       54.55 辰野中       54.56

4×100mR 青木 亜里沙(3) 中村 日菜子(3) 小澤 未菜(1) 野村 あずさ(3) 樋口 由葵(3) 肥後 萌々花(2) 吉沢 千咲(3)
武田 真緒(3) 山田 彩加(2) 三石 奈穂(1) 原田 麻亜(2) 伯耆原 由花(3) 岡部 佳澄(2) 蟹澤 佑夏(3)
二宮 萌々(2) 山田 花菜(2) 清水 真希(2) 今井 美月(2) 河野 恵理子(2) 長沼 義亮子(2) 小澤 春那(2)
有賀 菜央(2) 髙木 聡美(3) 柴田 佳歩(2) 松坂 春子(1) 小田切 緑(2) 小沼 千夏(1) 桑澤 瑛江(3)

07/16 三郡対抗女子 諏訪     4,10.11 飯伊     4,10.85 上伊那     4,20.69
対抗4×400mR 今井 美月(2) 宮島 志保美(2) 二宮 萌々(2)

梶谷 みさき(2) 鶯巣 美冴(3) 大脇 愛菜(2)
原田 麻亜(2) 小池 梓(3) 征矢 希(2)
野村 あずさ(3) 塩澤 華奈(2) 武田 真緒(3)

07/16 オープン女子 山口 なつき(1) 1.80 酒井 理帆(1) 1.60
棒高跳 上伊那･伊那東部中 上伊那･伊那東部中



男　　子 女　　子 男　　子 女　　子 男　　子 女　　子

１００ｍ 12 3 9 11 0 7

４００ｍ 4 8 5 4 12 0

８００ｍ 5 12 11 0 5 9

１５００ｍ 4 12 5

３０００ｍ 7 4 10

５０００ｍ 8 3 10

１００ｍＨ 3 4 14

１１０ｍＨ 18 3 0

５０００ｍＷ 1 2 12 9 8 10

４×１００ｍＲ 6 5 7 8 8 8

走　高　跳 8 2.5 5 15 8 3.5

棒　高　跳 0 0 5 15 16 6

走　幅　跳 2 0 13 20 6 1

砲　丸　投 3 5 10 9 8 7

高校砲丸投 3 17 1

円　盤　投 7 6 9 9 5 6

高校円盤投 1 18 2

や　り　投 0 2 11 10 10 9

４×４００ｍＲ 4 4 6 2 0 6

計 86 59.5 156 120 104 96.5

順　　　位 3 3 1 1 2 2

合　　　計

総合順位

 得　点　表

飯　　　　　伊 上　　伊　　那 諏　　　　　訪

145.5 276 200.5

3 1 2

チーム名

種　　目



予選 7月16日 14:00
決勝 7月16日 16:30

大会新(GR)        2,18.40

[ 1組] [ 2組]

 1 鶯巣 美冴(3) 飯伊   2,27.27 q  1 中本 愛里(3) 飯伊   2,29.07 q
ｳｸﾞｽ ﾐｻｴ 松川高 ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越高

 2 五味 杏奈(3) 諏訪   2,43.20  2 花原 薫(2) 諏訪   2,37.27 
ｺﾞﾐ ｱﾝﾅ 長峰中 ﾊﾅﾊﾗ ｶｵﾙ 富士見中

 3 酒井 美優(2) 上伊那   2,46.59  3 宮﨑 莉那(2) 上伊那   2,44.33 
ｻｶｲ ﾐﾕ 辰野中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 赤穂高

 4 寺島 菜穂(3) 諏訪   2,48.38  4 林 知紘(2) 上伊那   2,48.49 
ﾃﾗｼﾏ ﾅﾎ 茅野北部中 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 箕輪中

 5 宮澤 沙織(1) 上伊那   2,54.10  5 江崎 花香(2) 上伊那   2,49.72 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｵﾘ 赤穂高 ｴｻﾞｷ ｶｺ 赤穂中

 6 水上 茉優(1) 上伊那   2,59.33  6 田中 蘭(1) 上伊那   2,53.90 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾕ 赤穂中 ﾀﾅｶ ﾗﾝ 伊那中

 7 堀 彩夏(1) 上伊那   3,02.66  6 座光寺 未来(1) 飯伊   2,53.90 
ﾎﾘ ｱﾔｶ 南箕輪中 ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 松川JAC
宮坂 季恵(3) 諏訪  8 濱野 美結(1) 諏訪   2,57.42 
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 上諏訪中 ﾊﾏﾉ ﾐﾕ 岡谷東高

[ 3組] [ 4組]

 1 山岸 鈴加(2) 飯伊   2,28.73 q  1 塩澤 華奈(2) 飯伊   2,34.71 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 松川JAC ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高

 2 長澤 茜(2) 諏訪   2,33.96  2 荒木 瑞葉(1) 諏訪   2,34.79 
ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 諏訪清陵高 ｱﾗｷ ﾐｽﾞﾊ 諏訪二葉高

 3 中山 桜来(1) 上伊那   2,40.42  3 桑澤 瑠華(2) 上伊那   2,54.20 
ﾅｶﾔﾏ ｻｻﾗ 伊那東部中 ｸﾜｻﾞﾜ ﾙｶ 辰野中

 4 伊藤 優香(2) 上伊那   2,43.56  4 遠藤 あんり(1) 飯伊   2,56.53 
ｲﾄｳ ﾕｳｶ 春富中 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾝﾘ 松川JAC

 5 鈴木 彩華(2) 飯伊   2,53.66  5 倉田 優美(1) 上伊那   3,01.27 
ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 緑ヶ丘中 ｸﾗﾀ ｽｸﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 6 水野 真帆(2) 諏訪   3,00.61 湯澤 理菜(3) 上伊那
ﾐｽﾞﾉ ﾏﾎ 長峰中 ﾕｻﾞﾜ ﾘﾅ 中川中

 7 諏訪 春乃(1) 諏訪   3,11.27 竹内 美空(2) 飯伊
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中 ﾀｹｳﾁ ﾐｸ 飯田高陵中
桃澤 あかり(1) 上伊那 加藤 晴香(1) 上伊那
ﾓﾓｻﾞﾜ ｱｶﾘ 伊那西高 ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 伊那中

[ 5組] [ 6組]

 1 永山 実来(2) 飯伊   2,29.90 q  1 宮島 志保美(2) 飯伊   2,27.33 q
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 緑ヶ丘中 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高

 2 今井 萌(2) 諏訪   2,30.51 q  2 田畑 三紗(3) 飯伊   2,40.66 
ｲﾏｲ ﾓｴ 岡谷東部中 ﾀﾊﾞﾀ ﾐｻ 飯田女子高

 3 小塩 早紀(3) 上伊那   2,41.17  3 髙橋 結子(1) 諏訪   2,43.48 
ｺｼｵ ｻｷ 中川中 ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 岡谷東部中

 4 下平 綾子(1) 上伊那   2,51.92  4 山岸 さくら(1) 上伊那   2,51.41 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ 赤穂中 ﾔﾏｷﾞｼ ｻｸﾗ 伊那東部中

 5 山田 紗椰(2) 諏訪   2,56.19  5 熊谷 早恵(1) 上伊那   2,52.66 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ 諏訪西中 ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那中

 6 木下 野乃花(2) 諏訪   3,04.44  6 中島 野(1) 上伊那   2,53.47 
ｷﾉｼﾀ ﾉﾉｶ 原中 ﾅｶｼﾏ ﾅｵ 南箕輪中

 7 宮坂 奏江(1) 諏訪   3,04.53  7 工藤 琉菜(2) 諏訪   2,54.16 
ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ 茅野北部中 ｸﾄﾞｳ ﾙﾅ 下諏訪社中
橋本 環(2) 飯伊  8 垣内 夕(3) 上伊那   3,05.48 
ﾊｼﾓﾄ ﾀﾏｷ 飯田東中 ｶｷｳﾁ ﾕｳ 箕輪中

[ 7組] [ 8組]

 1 河西 いづみ(2) 諏訪   2,26.05 q  1 梅村 映美(3) 諏訪   2,22.70 q
ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 東海大三高 ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三高

 2 小池 優雅(3) 諏訪   2,36.69  2 松村 彩乃(2) 上伊那   2,31.66 
ｺｲｹ ﾕｳｶ 長峰中 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 中川中

 3 浦野 友里(1) 上伊那   2,37.86  3 上原 萌花(1) 諏訪   2,53.81 
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 春富中 ｳｴﾊﾗﾓｴｶ 諏訪南中

 4 三井 咲良(1) 諏訪   2,50.35  4 下山 風音(2) 諏訪   2,55.14 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中 ｼﾓﾔﾏ ｶｻﾞﾈ 茅野北部中

 5 小林 夏美(2) 諏訪   2,56.39  5 唐澤 寛花(1) 上伊那   3,01.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 富士見中 ｶﾗｻﾜ ﾋﾛｶ 南箕輪中

 6 小松 瞳(2) 上伊那   2,56.77  6 塩瀬 茉依(2) 飯伊   3,03.94 
ｺﾏﾂ ﾋﾄﾐ 辰野中 ｼｵｾ ﾏｲ 飯田高陵中

 7 矢﨑 友理(3) 諏訪   3,30.02  7 宮澤 杏実(1) 諏訪   3,20.92 
ﾔｻﾞｷﾕﾘ 諏訪南中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 岡谷西部中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
3    76

5   894

女子

800m

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

記録／備考

  537

2   569

6   742

8  1302

4   778

1   529

7

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
6   173

4   954

3   528

5  1328

2   540

7   328

8    70

1   650

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
5    69

6   799

7   364

4   475

3   192

8   879

1   770

2   312
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氏  名 所属名 記録／備考
3   130

5   864

2   574

6    75

1   411

8   589
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4   136
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7   347
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
4   197

6   673

2   597

8   542

1   825

5   754

7   746

3   168
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   125

3   162

5   657

1   380

7   341

2  1306

6   701

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

8  1352

順 ﾚｰﾝ No. 所属名 記録／備考

  839

2   567

4   474

3   772

8   945

5   921

4

7   884

5   907

7   595

6   751

8  1304

2   157

3   6416   832



 1 梅村 映美(3) 諏訪   2,19.45 
ｳﾒﾑﾗ ｴﾐ 東海大三高

 2 中本 愛里(3) 飯伊   2,21.92 
ﾅｶﾓﾄ ｱｲﾘ 飯田風越高

 3 宮島 志保美(2) 飯伊   2,22.59 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ 飯田高

 4 河西 いづみ(2) 諏訪   2,23.00 
ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 東海大三高

 5 鶯巣 美冴(3) 飯伊   2,24.72 
ｳｸﾞｽ ﾐｻｴ 松川高

 6 山岸 鈴加(2) 飯伊   2,26.56 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 松川JAC

 7 今井 萌(2) 諏訪   2,26.73 
ｲﾏｲ ﾓｴ 岡谷東部中

 8 永山 実来(2) 飯伊   2,34.53 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 緑ヶ丘中

女子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   907

8   173

4   125

6   921

5    76

7    69

1   673

2   197



決勝 7月16日 15:55

大会新(GR)        9,54.80

 1 吉田 夏子(3) 諏訪  10,06.63 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 東海大三高

 2 松澤 綾音(1) 飯伊  10,36.52 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 松川JAC

 3 清水 彩音(2) 上伊那  10,55.89 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪中

 4 前島 紀子  10,58.24 
ﾏｴｼﾏ ﾉﾘｺ 富士見町体協

 5 中塚 千和(2) 飯伊  11,19.85 
ﾅｶﾂｶ ﾁﾖﾘ 飯田高

 6 岩波 宏佳(2) 諏訪  11,32.30 
ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｶ 諏訪清陵高

 7 植松 優季子(2) 諏訪  11,37.87 
ｳｴﾏﾂ ﾕｷｺ 諏訪二葉高

 8 松尾 智美(1) 飯伊  11,38.05 
ﾏﾂｵ ﾄﾓﾐ 飯田高

 9 西永 梨恵(1) 飯伊  11,48.69 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越高

10 湯本 愛菜(2) 諏訪  12,23.70 
ﾕﾓﾄ ｱｲﾅ 諏訪二葉高

11 黒田 琴音(1) 上伊那  12,30.46 
ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 伊那中

12 熊谷 美佑(1) 飯伊  12,39.77 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｳ 飯田高

13 深井 梨央(2) 諏訪  13,06.72 
ﾌｶｲ ﾘｵ 長峰中

14 三村 杏佑夏(1) 諏訪  13,33.10 
ﾐﾑﾗ ｱﾕｶ 長峰中

15 小口 あい(2) 諏訪  13,44.26 
ｵｸﾞﾁ ｱｲ 茅野北部中

16 小平 紗矢香(1) 上伊那  14,38.52 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾔｶ 辰野中
後藤 美礼(1) 上伊那
ｺﾞｳﾄｳ ﾐﾉﾘ 伊那西高
鶯巣 美冴(3) 飯伊
ｳｸﾞｽ ﾐｻｴ 松川高
今井 萌(2) 諏訪
ｲﾏｲ ﾓｴ 岡谷東部中
伊藤 美咲(2) 上伊那
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那中
中島 悠(3) 飯伊
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 飯田女子高

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11   919

12    63

9  1309

21   958

7   114

14   810

5   859

3   120

8   175

19   852

6   336

13   122

4   881

20   888

1   740

18   566

2   317
欠場

10    76
欠場

17   164
欠場

15   673
欠場

16   349
欠場



予選 7月16日 11:15
決勝 7月16日 15:45

大会新(GR)          15.03

[ 1組] 風速 -3.5 [ 2組] 風速 -3.0

 1 中村 日菜子(3) 諏訪     17.90  1 小林 ひかり(3) 諏訪     17.53 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 岡谷東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 岡谷西部中

 2 野口 那奈美(1) 諏訪     18.73  2 征矢 希(2) 上伊那     18.29 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高 ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西高

 3 山田 かなで(3) 上伊那     18.84  3 植栗 彩加(1) 諏訪     19.45 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 春富中 ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉高

 4 神谷 桃香(2) 諏訪     19.35  4 小沼 千夏(1) 飯伊     19.56 
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高 ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子高

 5 手塚 日向子(1) 上伊那     19.96  5 北原 瑛里香(2) 上伊那     21.51 
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農業高 ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 伊那AC

 6 清水 千聖(3) 諏訪     21.39  6 柿澤 綾菜(2) 諏訪     22.03 
ｼﾐｽﾞ ﾁｻﾄ 原中 ｶｷｻﾞﾜ ｱﾔﾅ 茅野北部中

 7 小林 愛実(1) 諏訪     22.16 庄司 智子(3) 諏訪
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 茅野北部中 ｼｮｳｼﾞｻﾄｺ 諏訪南中
関 ちなつ(2) 諏訪
ｾｷ ﾁﾅﾂ 富士見中

[ 3組] 風速 -3.0

岡部 佳澄(2) 飯伊
ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子高
中島 遥(3) 上伊那
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 春富中
赤羽 里香(2) 諏訪
ｱｶﾊﾈ ﾘｶ 岡谷東高
井口 恵里佳(3) 諏訪
ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ 諏訪二葉高
高梨 美岐(1) 上伊那
ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農業高
北澤 佑奈(2) 諏訪
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾅ 茅野北部中
田中 優奈(2) 諏訪
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵高

風速 -2.3

 1 小林 ひかり(3) 諏訪     17.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 岡谷西部中

 2 中村 日菜子(3) 諏訪     17.58 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 岡谷東部中

 3 征矢 希(2) 上伊那     17.75 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西高

 4 岡部 佳澄(2) 飯伊     18.08 
ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ 飯田女子高

 5 野口 那奈美(1) 諏訪     18.30 
ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高

 6 神谷 桃香(2) 諏訪     18.74 
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

 7 中島 遥(3) 上伊那     19.50 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 春富中

 8 山田 かなで(3) 上伊那     19.60 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 春富中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
6   663

4   794

女子

100mH(0.838m)

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考

  756

1   471

3   858

2   738

8   953

5   504

7

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
5   633

6   315

8   860

7   166

3   307

2   750

4   840
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   167

7   457

8   654

5   869

4   506

2   727

3   797
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   633

5   663

3   315

4   167

8   794

1   858

2   457

7   471



決勝 7月16日 14:50

大会新  (GR )    26,29.02

 1 江口 由真(3) 諏訪  25,59.65 
ｴｸﾞﾁ ﾕﾏ 東海大三高

 2 清水 真唯(3) 上伊那  28,20.63 
ｼﾐｽﾞ ﾏｲ 上伊那農業高

 3 吉田 英里子(2) 諏訪  28,20.77 
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 東海大三高

 4 伊東 玲奈(3) 諏訪  28,50.63 
ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 東海大三高

 5 牛山 杏香(1) 飯伊  33,47.93 
ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｶ 松川高

 6 渡邉 幸穂(2) 上伊那  37,34.01 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁﾎ 伊那西高
松下 愛(1) 飯伊
ﾏﾂｼﾀ ｱｲ 飯田女子高

女子

5000mW              

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   916

大会新
13   497

11   920

7   924

12   165
失格

8    88

10   314



予選 7月16日 12:45
決勝 7月16日 16:45

大会新(GR)          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 東海大三高   904 野村 あずさ(3)     51.96  1   2 飯田風越高   178 小澤 未菜(1)     51.20 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  917 原田 麻亜(2)   181 三石 奈穂(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
  913 今井 美月(2)   176 清水 真希(2)

ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
  910 松坂 春子(1)   179 柴田 佳歩(2)

ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾙｺ ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 2   3 辰野中   578 吉沢 千咲(3)     54.63  2   6 岡谷東部中   663 中村 日菜子(3)     51.57 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｻｷ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ
  580 蟹澤 佑夏(3)   669 山田 彩加(2)

ｶﾆｻﾜ ﾕｶ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
  565 小澤 春那(2)   670 山田 花菜(2)

ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
  575 桑澤 瑛江(3)   656 髙木 聡美(3)

ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ
 3   6 伊那中   339 向山 ひより(3)     55.34  3   8 飯田女子高   161 肥後 萌々花(2)     54.31 

ｲﾅﾁｭｳ ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼｺｳ ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ
  332 西村 千明(3)   167 岡部 佳澄(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ
  346 宮崎 希(3)   163 長沼 義亮子(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ
  343 橋爪 郁未(3)   166 小沼 千夏(1)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ
 4   5 南箕輪中  1311 諏訪 朋花(2)     55.35  4   4 上諏訪中   776 宮田 かりん(1)     55.31 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｽﾜ ﾄﾓｶ ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾐﾔﾀ ｶﾘﾝ
 1318 吉田 みさき(1)   764 田邉 美森(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ
 1316 原 七瀬(2)   780 河西 綾香(3)

ﾊﾗ ﾅﾅｾ ｶｻｲ ｱﾔｶ
 1317 宮坂 彩夏(2)   756 清水 千聖(3)

ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ ｼﾐｽﾞ ﾁｻﾄ
 5   8 飯田高   110 澁谷 希望(1)     55.40  5   5 茅野北部中   728 富濱 琉南(3)     56.99 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｼﾌﾞﾔ ﾉｿﾞﾐ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾄﾐﾊﾏ ﾙﾅﾐ
  130 塩澤 華奈(2)   748 吉田 紗妃(3)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ ﾖｼﾀﾞ ｻｷ
  118 清水 由紀子(2)   739 小口 実沙(3)

ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ ｵｸﾞﾁ ﾐｻ
  125 宮島 志保美(2)   745 牛山 菜々美(3)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ ｳｼﾔﾏ ﾅﾅﾐ
 6   4 飯田高陵中   146 黒川 芹奈(1)     57.56   3 岡谷北部中   691 宮下 綾乃(2)

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾉ 失格
  148 宮崎 真衣奈(2)   689 今井 美帆(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ ｲﾏｲ ﾐﾎ
  149 宮下 真奈(1)   686 小澤 迪良衣(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ ｵｻﾞﾜ ﾐﾗｲ
  139 村松 明日見(2)   690 後藤 奈々(2)

ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ ｺﾞﾄｳ ﾅﾅ
 7   7 諏訪西中   827 山田 佳奈(3)   1,00.54   7 上伊那農業高

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ ｶﾐｲﾅﾉｳ 欠場
  822 藤森 郁実(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｸﾐ
  817 本間 菜月(2)

ﾎﾝﾏ ﾅﾂｷ
  816 木下 萌(3)

ｷﾉｼﾀ ﾓｴ

女子

4×100mR

予選 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   6 伊那弥生ヶ丘高   412 青木 亜里沙(3)     51.36  1   4 箕輪中  1334 樋口 由葵(3)     52.87 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｱｵｷ ｱﾘｻ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  408 武田 真緒(3)  1335 伯耆原 由花(3)

ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ
  409 二宮 萌々(2)  1354 河野 恵理子(2)

ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ ｺｳﾉ ｴﾘｺ
  405 有賀 菜央(2)  1339 小田切 緑(2)

ｱﾙｶﾞ ﾅｵ ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ
 2   4 高森中    41 北見 舞夏(3)     54.95  2   3 松川JAC    58 築島 由理恵(1)     54.60 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｷﾀﾐ ﾏｲｶ ﾏﾂｶﾜJAC ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ
   44 上原 千夏(2)    73 家苗 蒔(3)

ｳｴﾊﾗ ﾁﾅﾂ ｶﾅｴ ﾏｷ
   50 古谷 依里佳(2)    56 南林 いずみ(3)

ﾌﾙﾔ ｴﾘｶ ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ
   51 宮澤 風香(1)    61 菅沼 真洸(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 3   7 諏訪二葉高   858 神谷 桃香(2)     54.96  3   6 長峰中   890 高見 李那(3)     54.87 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾀｶﾐ ﾘﾅ
  856 丹羽 朱里(1)   877 池上 成美(3)

ﾆﾜ ｱｶﾘ ｲｹｶﾞﾐ ﾅﾙﾐ
  847 両角 果穂(2)   876 池田 好(2)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ
  869 井口 恵里佳(3)   882 松村 亜美(3)

ｲｸﾞﾁ ｴﾘｶ ﾏﾂﾑﾗ ｱﾐ
 4   5 諏訪南中   834 矢澤 舞香(1)     58.79  4   5 富士見中   942 小林 沙綾(3)     57.01 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ﾔｻﾞﾜﾏｲｶ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ
  845 伊藤 瑞季(2)   952 玉田 菜穂

ｲﾄｳﾐｽﾞｷ ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ
  840 庄司 智子(3)   946 小池 智里(2)

ｼｮｳｼﾞｻﾄｺ ｺｲｹ ﾁｻﾄ
  832 矢﨑 友理(3)   931 唐澤 季里(2)

ﾔｻﾞｷﾕﾘ ｶﾗｻﾜ ｷﾘ
  2 下伊那農業高  5   7 岡谷西部中   642 久保田 早也香(3)     57.58 

ｼﾓｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ 欠場 ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ｻﾔｶ
  640 宮澤 佳苗(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅｴ
  645 横内 日菜子(3)

ﾖｺｳﾁ ﾋﾅｺ
  625 有賀 渚(3)

ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ
  3 赤穂中   538 小池 桃歌(1)   8 伊那東部中   375 春日 彩花(1)

ｱｶﾎﾁｭｳ ｺｲｹ ﾓﾓｶ 欠場 ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｶｽｶﾞ ｻﾔｶ 失格
  533 氣賀澤 柚希(1)   386 宮原 美沙(1)

ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ ﾐﾔﾊﾗ ﾐｻ
  535 朝日 りおん(1)   368 赤羽 奈緒(1)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ ｱｶﾊﾈ ﾅｵ
  539 江崎 奈美(2)   378 寺澤 純香(1)

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ ﾃﾗｻﾜ ｽﾐｶ
  8 諏訪清陵高

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ 欠場

女子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 伊那弥生ヶ丘高   412 青木 亜里沙(3)     51.24 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｱｵｷ ｱﾘｻ
  408 武田 真緒(3)

ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ
  409 二宮 萌々(2)

ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
  405 有賀 菜央(2)

ｱﾙｶﾞ ﾅｵ
 2   5 岡谷東部中   663 中村 日菜子(3)     51.71 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ
  669 山田 彩加(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
  670 山田 花菜(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
  656 髙木 聡美(3)

ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ
 3   6 飯田風越高   178 小澤 未菜(1)     51.73 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾐﾅ
  181 三石 奈穂(1)

ﾐﾂｲｼ ﾅﾎ
  176 清水 真希(2)

ｼﾐｽﾞ ﾏｷ
  179 柴田 佳歩(2)

ｼﾊﾞﾀ ｶﾎ
 4   3 東海大三高   904 野村 あずさ(3)     51.87 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ
  917 原田 麻亜(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ
  913 今井 美月(2)

ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ
  910 松坂 春子(1)

ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾙｺ
 5   7 箕輪中  1334 樋口 由葵(3)     52.80 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
 1335 伯耆原 由花(3)

ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ
 1354 河野 恵理子(2)

ｺｳﾉ ｴﾘｺ
 1339 小田切 緑(2)

ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ
 6   8 飯田女子高   161 肥後 萌々花(2)     54.55 

ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼｺｳ ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ
  167 岡部 佳澄(2)

ｵｶﾍﾞ ｶｽﾐ
  163 長沼 義亮子(2)

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ
  166 小沼 千夏(1)

ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ
 7   1 辰野中   578 吉沢 千咲(3)     54.56 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾁｻｷ
  580 蟹澤 佑夏(3)

ｶﾆｻﾜ ﾕｶ
  565 小澤 春那(2)

ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
  575 桑澤 瑛江(3)

ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ
  2 松川JAC    58 築島 由理恵(1)

ﾏﾂｶﾜJAC ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 失格
   73 家苗 蒔(3)

ｶﾅｴ ﾏｷ
   56 南林 いずみ(3)

ﾅﾝﾘﾝ ｲｽﾞﾐ
   61 菅沼 真洸(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ

4×100mR
決勝

女子



決勝 7月16日 17:10

大会新(GR)        4,05.44

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 諏訪   913 今井 美月(2)   4,10.11 

ｽﾜ ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ
諏訪   811 梶谷 みさき(2)

ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ
  917 原田 麻亜(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ
  904 野村 あずさ(3)

ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ
 2   4 飯伊   125 宮島 志保美(2)   4,10.85 

ﾊﾝｲ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎﾐ
飯伊    76 鶯巣 美冴(3)

ｳｸﾞｽ ﾐｻｴ
  121 小池 梓(3)

ｺｲｹ ｱｽﾞｻ
  130 塩澤 華奈(2)

ｼｵｻﾞﾜ ｶﾅ
 3   5 上伊那   409 二宮 萌々(2)   4,20.69 

ｶﾐｲﾅ ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ
上伊那   396 大脇 愛菜(2)

ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ
  315 征矢 希(2)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
  408 武田 真緒(3)

ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ

三郡対抗女子

対抗4×400mR

決勝



決勝 7月16日 13:30

大会新(GR)           1.65

1m55
大脇 愛菜(2) 上伊那 - - - - - - XO O XO XO
ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ 伊那北高 XXX
鈴木 みのり(2) 上伊那 - - - - - XO O XO O XXX
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那東部中
唐澤 遥南(3) 上伊那 - - - - - O XO O XXX
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 春富中
小林 茉美(3) 諏訪 - - - - - XO O XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ 富士見中
加藤 まりな(2) 飯伊 - - - - - O XO XXO XXX
ｶﾄｳ ﾏﾘﾅ 飯田風越高
柘植 みなみ(3) 諏訪 - - - - - O O XXX
ﾂｹﾞ ﾐﾅﾐ 岡谷東部中
上澤 美波(3) 飯伊 - - - - O O O XXX
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 高森中
山田 紗帆(2) 諏訪 - - - O XO O XXX
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾎ 諏訪西中
伊東 泉朋(2) 諏訪 - - - O O XXX
ｲﾄｳ ﾐｽﾞﾎ 諏訪実業高
串原 礼(1) 飯伊 - O XO O O XXX
ｸｼﾊﾗ ﾚｲ 下伊那農業高
酒井 茜(2) 上伊那 - O O XXO O XXX
ｻｶｲ ｱｶﾈ 春富中
村松 明日見(2) 飯伊 - - - - XXO XXX
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高陵中
井出 香菜子(3) 諏訪 - - O O XXX
ｲﾃﾞ ｶﾅｺ 岡谷西部中
藤森 郁実(3) 諏訪 - - O XXO XXX
ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｸﾐ 諏訪西中
荻原 里奈(2) 上伊那 O O O XXX
ｵｷﾞﾜﾗ ﾘﾅ 伊那中
奥田 藍美(1) 上伊那 - - O XXX
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 宮田中
中澤 毬乃(1) 諏訪 O O O XXX
ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ 諏訪南中
岡澤 沙衣(3) 諏訪 - - O XXX
ｵｶｻﾞﾜ ｻｲ 岡谷西部中
北原 瑛里香(2) 上伊那 - - O XXX
ｷﾀﾊﾗ ｴﾘｶ 伊那AC
小池 梨華(2) 諏訪 - - XO XXX
ｺｲｹ ﾘｶ 諏訪西中
諏訪 朋花(2) 上伊那 - O XXX
ｽﾜ ﾄﾓｶ 南箕輪中
宮崎 真衣奈(2) 飯伊 - XO XX- X
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中
淺田 美桜(1) 上伊那 O XXX
ｱｻﾀﾞ ﾐｵ 辰野中
竹内 乃亜(1) 飯伊 - - XXX 記録なし
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中
笠原 絵美華(1) 上伊那 XXX 記録なし
ｶｻﾊﾗ ｴﾐｶ 南箕輪中
熊谷 早恵(1) 上伊那 欠場
ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那中
金木 彩見(3) 上伊那 欠場
ｶﾈｷ ｱﾔﾐ 伊那西高
堀井 眞菜子(1) 上伊那 欠場
ﾎﾘｲ ﾏﾅｺ 南箕輪中

8  1303

1   341

2   318

3   137

9  1320

22 7   148
 1.15

23 5   552
 1.10

20 13   823
 1.20

21 12  1311
 1.15

15 17   644
 1.20

15 18   307
 1.20

15 6   432
 1.20

15 11   837
 1.20

14 16   822
 1.25

15 4   348
 1.20

12 15   139
 1.30

13 19   646
 1.25

10 21    38
 1.30

11 10   468
 1.30

8 20   826
 1.35

9 14   790
 1.30

6 26   662
 1.40

6 27    43
 1.40

4 25   939
 1.45

5 22   187
 1.45

2 23   350
 1.48

3 24   452
 1.45

1 28   396
 1.51

記録
1m20 1m25

備考
1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月16日  9:30

大会新(GR)           3.40

3m00 3m10 3m20 3m30
竹松 多恵子(3) 上伊那 - - - - - - O O O O
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠高 XO XO O XXX
櫻井 まどか(3) 上伊那 - - - - - - O O O O
ｻｸﾗｲ ﾏﾄﾞｶ 高遠高 O O XXX
原 奈津美(2) 上伊那 - - - - - - XO O O O
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高 XO XXX
田中 優奈(2) 諏訪 - - - - - O XO O XXO XXX
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵高
両角 茜音(3) 諏訪 - - - - O O O O XXX
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 永明中
両角 果穂(2) 諏訪 - - - - - O XXX
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 諏訪二葉高
加賀見 麻里(2) 諏訪 - - - O O XXX
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 永明中
井口 結花(3) 飯伊 - - - O O X- XX
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 緑ヶ丘中
田中 真彩(2) 上伊那 - - - XXO O XXX
ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那東部中
生駒 あんな(1) 上伊那 O XXO O O XXX
ｲｺﾏ ｱﾝﾅ 伊那東部中
原 裕美佳(1) 上伊那 - - - - - XXX 記録なし
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠高

決勝 7月16日  9:30

山口 なつき(1) 上伊那
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 伊那東部中
酒井 理帆(1) 上伊那
ｻｶｲ ﾘﾎ 伊那東部中
仁科 柊花(1) 上伊那 記録なし
ﾆｼﾅ ｼｭｳｶ 伊那東部中

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m40 1m60 2m20 2m40 2m60 2m70 2m80 2m90

1 15   443
 3.20

記録
1m80 2m00

2 14   438
 3.10

3 16   507
 3.00

4 13   797
 2.80

5 11   605
 2.70

6 10   847
 2.40

7 7   613
 2.20

7 8   199
 2.20

9 6   361
 2.20

10 5   370
 2.00

9   448

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 記録1m80 2m00 備考1m40 1m60
1 1   379

XO O XXO XXX  1.80

2 3   377
XXO O XXX  1.60

2   372
XXX



決勝 7月16日 13:30

大会新(GR)           6.06

青木 亜里沙(3) 上伊那    X   5.51   5.46    X   4.66    X    5.51 
ｱｵｷ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高   +2.9   +4.2   +4.3    +2.9
西村 千明(3) 上伊那   5.22   5.05   5.00   5.02   5.11   5.26    5.26 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那中   +2.8   +3.9   +2.0   +4.0   +1.9   +2.6    +2.6
橋本 紗季(2) 上伊那   5.00   5.02   5.02    X   4.90    X    5.02 
ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 赤穂高   +2.9   +2.8   +2.6   +2.3    +2.8
堀井 満里奈(2) 上伊那   4.56   4.43   4.60   4.60   4.61   4.69    4.69 
ﾎﾘｲ ﾏﾘﾅ 宮田中   +3.7   +2.3   +2.6   +3.1   +3.7   +3.3    +3.3
酒井 珠良(3) 上伊那   4.57   4.62   4.38   4.61   4.36   4.65    4.65 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 南箕輪中   +1.2   +2.9   +2.6   +2.5   +5.4   +3.2    +3.2
上原 悠紀(2) 諏訪   4.24   4.25   4.34   4.49   4.25   4.42    4.49 
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 諏訪清陵高   +2.7   +2.9   +1.5   +1.4   +4.1   +5.4    +1.4
伊藤 瑞季(2) 諏訪   4.26   4.32   4.17   4.40   4.43    X    4.43 
ｲﾄｳﾐｽﾞｷ 諏訪南中   +2.8   +5.9   +5.0   +3.1   +1.6    +1.6
寺本 聡美(3) 上伊那   4.36    X   4.02   4.20    X   4.39    4.39 
ﾃﾗﾓﾄ ｻﾄﾐ 春富中   +2.8   +2.3   +1.8   +3.2    +3.2
宮崎 真衣奈(2) 飯伊   3.99    X   4.32    4.32 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田高陵中   +1.6   +3.2    +3.2
関 理帆(2) 上伊那   4.29   4.29   4.29    4.29 
ｾｷ ﾘﾎ 南箕輪中   +2.5   +2.4   +1.7    +2.5
木下 萌(3) 諏訪   4.19   4.01   4.08    4.19 
ｷﾉｼﾀ ﾓｴ 諏訪西中   +2.4   +1.9   +2.3    +2.4
坂本 悠里(3) 諏訪    X   4.08   4.19    4.19 
ｻｶﾓﾄ ﾕﾘ 富士見中   +3.6   +3.0    +3.0
岩下 早紀(2) 上伊那   3.46   4.17   3.85    4.17 
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 辰野中   +4.1   +2.7   +2.9    +2.7
深渡 由季(2) 諏訪   3.85   4.16   4.08    4.16 
ﾌﾜｶﾜﾀﾘ ﾕｷ 富士見中   +5.5   +2.0   +2.7    +2.0
原 しおり(3) 諏訪   4.00    X   4.14    4.14 
ﾊﾗ ｼｵﾘ 岡谷東部中   +3.1   +3.8    +3.8
北原 野乃(1) 上伊那   4.10   3.93   4.00    4.10 
ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉ 伊那東部中   +1.8   +3.6   +3.4    +1.8
古谷 依里佳(2) 飯伊   3.73   4.04   4.07    4.07 
ﾌﾙﾔ ｴﾘｶ 高森中   +2.6   +4.4   +2.9    +2.9
名取 奈々海(1) 諏訪   4.06   3.82    X    4.06 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中   +2.4   +3.0    +2.4
篠原 舞(1) 諏訪   4.05    X    X    4.05 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷東部中   +2.5    +2.5
宮崎 希(3) 上伊那   4.01   3.98   4.02    4.02 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那中   +2.6   +2.5   +3.9    +3.9
宮田 かりん(1) 諏訪   3.89   3.91    X    3.91 
ﾐﾔﾀ ｶﾘﾝ 上諏訪中   +3.8   +1.8    +1.8
深江 愛美(1) 諏訪   3.85   3.58   3.52    3.85 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中   +2.1   +3.7   +2.9    +2.1
横内 日菜子(3) 諏訪   3.85    X    X    3.85 
ﾖｺｳﾁ ﾋﾅｺ 岡谷西部中   +2.4    +2.4
溝尾 里菜(2) 上伊那   3.78   3.75   3.74    3.78 
ﾐｿﾞｵ ﾘﾅ 辰野中   +3.3   +4.9   +4.0    +3.3
河西 七海(3) 諏訪   3.56    X   3.77    3.77 
ｶｻｲ ﾅﾅﾐ 上諏訪中   +4.8   +3.2    +3.2
横田 風音(1) 飯伊   3.71   3.69   3.50    3.71 
ﾖｺﾀ ｶｻﾞﾈ 飯田高陵中   +3.4   +2.8   +1.8    +3.4
西郷 ののか(2) 諏訪   3.65   3.64   3.58    3.65 
ｻｲｺﾞｳ ﾉﾉｶ 茅野北部中   +3.1   +1.2   +2.5    +3.1
井口 咲(1) 諏訪   3.22   3.63   3.65    3.65 
ｲｸﾞﾁ ｻｷ 岡谷北部中   +5.1   +2.9   +2.7    +2.7
本間 菜月(2) 諏訪   3.65    X   3.18    3.65 
ﾎﾝﾏ ﾅﾂｷ 諏訪西中   +4.3   +2.6    +4.3
久島 菜々子(1) 諏訪    X   3.62   3.56    3.62 
ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 長峰中   +2.2   +3.2    +2.2
高橋 光(1) 上伊那   3.50   3.54   3.59    3.59 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那中   +3.2   +2.4   +3.5    +3.5
中澤 菜月(1) 上伊那   3.50   3.57   3.52    3.57 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 伊那東部中   +2.8   +3.0   +2.7    +3.0
藤森 萌夏(1) 諏訪   2.96   3.43   3.47    3.47 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ 長峰中   +4.5   +2.9   +2.3    +2.3
小林 紗弥香(3) 諏訪   3.34   3.21   3.47    3.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上諏訪中   +2.5   +2.5   +1.1    +1.1
小林 友貴(1) 諏訪   3.37   3.44   3.33    3.44 
ｺﾊﾟﾞﾔｼ ﾕｳｷ 茅野東部中   +2.9   +2.1   +1.8    +2.1
柳澤 彩夏(2) 諏訪   3.37    X    X    3.37 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ 茅野北部中   +1.8    +1.8
春日 笑里(1) 上伊那   3.34   3.32   3.30    3.34 
ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ 伊那東部中   +2.2   +1.8   +1.3    +2.2

37 15   374

35 9   717

36 6   723

33 13   874

34 19   771

31 3   337

32 11   362

29 16   817

30 12   898

27 17   737

28 25   692

25 23   779

26 22   154

23 27   645

24 14   573

21 24   776

22 8   880

19 7   668

20 29   346

17 34    50

18 39   606

15 30   674

16 28   352

13 18   579

14 37   935

11 32   816

12 33   949

9 31   148

10 36  1319

7 42   845

8 38   470

5 41  1312

6 40   803

3 44   526

4 43   422

1 46   412
-5-

2 45   332

-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-



竹内 乃亜(1) 飯伊   3.19   3.11   3.27    3.27 
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中   +3.2   +1.8   +2.2    +2.2
樋口 朋果(2) 諏訪   3.02   3.21   3.25    3.25 
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 富士見中   +3.9   +3.2   +2.0    +2.0
小林 苑佳(3) 諏訪    X   2.98    X    2.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾉｶ 岡谷東部中   +1.8    +1.8
五味 雅乃音(1) 諏訪   2.73   2.93   2.96    2.96 
ｺﾞﾐ ｶﾉﾝ 岡谷西部中   +3.9   +2.5   +1.9    +1.9
両角 恭香(1) 諏訪   2.94   2.59   2.24    2.94 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｷｮｳｶ 茅野北部中   +1.8   +2.2   +4.8    +1.8
千葉 愛海華(1) 諏訪   2.92   2.85   2.83    2.92 
ﾁﾊﾞ ｱﾐｶ 岡谷西部中   +3.7   +2.9   +3.7    +3.7
柳澤 夏菜子(1) 諏訪    X    X    X 記録なし
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅｺ 茅野東部中
宮坂 彩夏(2) 上伊那    X    X    X 記録なし
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ 南箕輪中
宮澤 風香(1) 飯伊 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中

26    51

5   712

35  1317

42 2   722

43 1   631

40 10   665

41 4   638

備考
38 20   137

-5-

39 21   927
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女子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月16日 12:30

大会新(GR)          12.05

笠原 美奈代(2) 諏訪
ｶｻﾊﾗ ﾐﾅﾖ 諏訪清陵高
長沼 義亮子(2) 飯伊
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾖｼｱｷｺ 飯田女子高
細井 友香(2) 上伊那
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 春富中
生駒 名菜(2) 上伊那
ｲｺﾏ ﾅﾅ 伊那東部中
登内 彩香(2) 上伊那
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高
池上 成美(3) 諏訪
ｲｹｶﾞﾐ ﾅﾙﾐ 長峰中
高井 ジャンユキ(3) 上伊那
ﾀｶｲ ｼﾞｬﾝﾕｷ 南箕輪中
村松 佐恵(2) 上伊那
ﾑﾗﾏﾂ ｻｴ 春富中
瀨戸 玲奈(2) 上伊那
ｾﾄ ﾚｲﾅ 辰野中
勝又 すず佳(2) 飯伊
ｶﾂﾏﾀ ｽｽﾞｶ 阿南高
深沢 里奈(3) 諏訪
ﾌｶｻﾜ ﾘﾅ 富士見中
一ノ瀬 菜奈(2) 上伊那
ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野高
向山 ひより(3) 上伊那
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 伊那中
清水 安美(1) 上伊那
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 南箕輪中
井出 香菜子(3) 諏訪
ｲﾃﾞ ｶﾅｺ 岡谷西部中
小田部 円(2) 上伊那
ｵﾀﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ 春富中
宮澤 佳苗(3) 諏訪
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅｴ 岡谷西部中
田村 春花(2) 諏訪
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 茅野北部中
湯田坂 奈々子(1) 諏訪
ﾕﾀﾞｻｶ ﾅﾅｺ 茅野北部中
平林 梨沙(2) 諏訪
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 諏訪西中
倉田 歩(1) 上伊那
ｸﾗﾀ ｱﾕﾐ 南箕輪中
篠田 杏奈(1) 飯伊
ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 飯田高陵中
黒川 綾華(1) 飯伊
ｸﾗｶﾜ ｱﾔｶ 飯田高陵中
柳平 麻梨(1) 諏訪
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ 茅野北部中
三浦 悠香(1) 飯伊 欠場
ﾐｳﾗ ﾕｳｶ 飯田工業高
千葉 恵玲菜(2) 諏訪 欠場
ﾁﾊﾞ ｴﾚﾅ 岡谷西部中

16   630

  3.75 

9   105

  3.87 

24 4   724
 3.39  3.09  3.75

  4.20 

23 2   147
 3.75  3.51  3.87

  4.74 

22 5   142
 4.09  4.20  3.80

  5.00 

21 6  1308
  X  4.74  4.40

  5.09 

20 1   818
 4.98  4.79  5.00

  5.47 

19 8   730
 4.61  5.09  4.77

  5.54 

18 7   731
 5.19  5.47  5.00

  5.67 

17 17   640
 5.54   -  5.08

  5.78 

16 10   464
 5.67  4.88  4.53

  5.81 

15 20   646
 5.49  5.78   -

  6.54 

14 3  1310
 5.02  5.05  5.81

  6.68 

13 15   339
  -  6.54  6.51

  6.79 

12 19   549
 6.39  6.68  6.25

  7.06 

11 11   936
  X  6.56  6.79

  7.12 

10 26    24
 7.06  6.77   X

 7.65  7.56  7.39   7.65 

9 24   551
 7.12  6.09  6.86

 7.12  7.29  7.74   7.74 

8 12   461
  X  7.04  7.24

 7.39  6.43  7.41   7.76 

7 13  1315
 7.34  7.59  6.99

 7.66  7.64  7.48   7.89 

6 22   877
 7.76   -  7.64

 7.82  7.52  8.09   8.09 

5 21   313
 7.89  7.72  7.56

 8.16  7.56  8.33   8.33 

4 14   369
 7.36  7.53  7.54

 8.28  8.69  7.85   8.69 

3 18   472
 7.29  8.04  8.29

 7.86  8.34  8.11   8.76 

2 23   163
 8.50   X   X

1 25   812
 8.76  8.26  7.76
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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 7月16日  9:30

大会新(GR)          38.38

北野 未紗(2) 飯伊
ｷﾀﾉ ﾐｻ 阿南高
神谷 桃香(2) 諏訪
ｶﾐﾔ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高
一ノ瀬 菜奈(2) 上伊那
ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野高
金木 彩見(3) 上伊那
ｶﾈｷ ｱﾔﾐ 伊那西高
中山 真緒(1) 上伊那
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂高
五味 杏奈(3) 諏訪
ｺﾞﾐ ｱﾝﾅ 長峰中
井上 七海(1) 上伊那
ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ 伊那西高
磯貝 理江(2) 飯伊
ｲｿｶﾞｲ ｻﾄｴ 緑ヶ丘中
宮井 さくら(2) 飯伊
ﾐﾔｲ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中
黒川 綾華(1) 飯伊
ｸﾗｶﾜ ｱﾔｶ 飯田高陵中
片倉 未来(1) 諏訪
ｶﾀｸﾗ ﾐｷ 岡谷西部中
篠田 杏奈(1) 飯伊
ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 飯田高陵中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 13    18

  O 27.38   O   O   O   X  27.38 

2 11   858
  O   X 22.97   O 23.70   X  23.70 

3 12   549
23.32   O   O   O   O   O  23.32 

4 10   318
  O 23.17   O   O   O   O  23.17 

5 9   521
  X 21.47   X   O   X 22.88  22.88 

6 7   894
  O 16.67   O   O   X   O  16.67 

7 8   319
  O   O 16.18 16.51   O   O  16.51 

8 6   198
  O 16.05   O   O   O   O  16.05 

9 5   196
14.95   O   X  14.95 

10 3   147
  O  8.87   O   8.87 

11 1   627
 8.74   O   O

12 4   142
  X   X  7.35   7.35 

  8.74 



決勝 7月16日 14:30

大会新(GR)          39.90

原 奈津美(2) 上伊那
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高
笠原 美奈代(2) 諏訪
ｶｻﾊﾗ ﾐﾅﾖ 諏訪清陵高
金木 彩見(3) 上伊那
ｶﾈｷ ｱﾔﾐ 伊那西高
松坂 春子(1) 諏訪
ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾙｺ 東海大三高
肥後 萌々花(2) 飯伊
ﾋｺﾞ ﾓﾓｶ 飯田女子高
植栗 彩加(1) 諏訪
ｳｴｸﾘ ｱﾔｶ 諏訪二葉高
岩佐 眞歩(2) 諏訪
ｲﾜｻ ﾏﾅﾎ 岡谷東高
登内 彩香(2) 上伊那
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高

 20.24 20.24   O   O

  X   O   O  21.17 

8 3   313
  O 19.50   O

21.38   O   X  21.38 

7 5   655
21.17   O   O

  O   X   O  23.75 

6 1   860
  O 19.55   O

  O   O 25.10  25.10 

5 4   161
  O 23.75   O

  X   O 25.93  25.93 

4 2   910
  X 23.21   X

  O 27.35   X  27.35 

3 6   318
  O 25.91   O

  O 32.65   O  32.65 

2 7   812
  O 25.25   X

1 8   507
29.64   O   O
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女子

やり投(0.600k

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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