
第52回上伊那陸上競技選手権大会                                                  
　　主催：上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部                              
　　期日：2012年8月19日（日）                                                   

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
08/19 女子  -1.6北原 詩織(1) 13.71 下島 彩夢(1) 13.83 有賀 菜央(2) 13.93 高梨 美岐(1) 14.00 林 優花(2) 14.37 手塚 日向子(1) 14.61 倉田 優美(1) 15.76

１００ｍ 上伊那農業高 伊那北高 伊那弥生ヶ丘高 上伊那農業高 伊那弥生ヶ丘高 上伊那農業高 伊那弥生ヶ丘高
08/19  -1.6下島 彩夢(1) 28.73 高梨 美岐(1) 29.19 北原 詩織(1) 29.27

２００ｍ 伊那北高 上伊那農業高 上伊那農業高
08/19  -1.2有賀 菜央(2) 17.03 征矢 希(2) 18.18

100mH(0.838m) 伊那弥生ヶ丘高 伊那西高
08/19 大脇 愛菜(2) 1.45

走高跳 伊那北高
08/19 橋本 紗季(2) 5.05(+0.3)

走幅跳 赤穂高
08/19 登内 彩香(2) 7.85

砲丸投 伊那西高
08/19 一ノ瀬 菜奈(2) 24.31 中山 真緒(1) 22.99 登内 彩香(2) 15.32

円盤投 辰野高 赤穂高 伊那西高
08/19 中山 真緒(1) 26.67 一ノ瀬 菜奈(2) 24.53

やり投 赤穂高 辰野高
08/19 上伊那農業高      54.41

４×１００ｍＲ 原 奈津美(2)
北原 詩織(1)
手塚 日向子(1)
高梨 美岐(1)

08/19 中学女子  -0.8吉田 那緒(2) 13.47 伯耆原 由花(3) 13.61 樋口 由葵(3) 13.79 柏原 千夏(2) 14.05 小田切 緑(2) 14.33 北原 寧々(1) 14.34 江崎 奈美(2) 赤穂中 14.38
１００ｍ 伊那AC 箕輪中 箕輪中 駒ヶ根東中 箕輪中 赤穂中 宮川 恵衣(1) 赤穂中

08/19  -1.5吉田 那緒(2) 27.08 伯耆原 由花(3) 28.26 小澤 春那(2) 29.09 江崎 奈美(2) 29.63 氣賀澤 柚希(1) 30.30 向山 みなみ(1) 30.51 長谷川 未来(2) 30.66 朝日 りおん(1) 30.70
２００ｍ 伊那AC GR 箕輪中 辰野中 赤穂中 赤穂中 箕輪中 春富中 赤穂中

08/19  -1.6樋屋 彩(2) 18.07 鰍澤 さやか(2) 18.53 福澤 彩芽(2) 18.57 池上 真琴(2) 20.22 堀井 眞菜子(1) 20.33 田中 杏(2) 21.03 宮澤 希(1) 21.05
100mH(0.762m) 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 春富中 伊那東部中 南箕輪中 宮田中 箕輪中

08/19 鈴木 みのり(2) 1.45 前田 花奈(2) 1.40 奥田 藍美(1) 1.30 酒井 茜(2) 1.25 淺田 美桜(1) 辰野中 1.20 鰍澤 さやか(2) 1.20
走高跳 伊那東部中 伊那東部中 宮田中 春富中 原 嶺夏(1) 伊那東部中 駒ヶ根東中

08/19 堀井 満里奈(2)4.63(+1.1) 関 理帆(2) 4.48(+1.2) 宮坂 彩夏(2) 4.30(+1.7) 岩下 早紀(2) 4.20(+1.1) 北原 野乃(1) 4.03(+1.8) 溝尾 里菜(2) 3.82(-0.9) 所河 二千花(1)3.70(+2.2) 中澤 菜月(1) 3.51(+2.6)
走幅跳 宮田中 南箕輪中 南箕輪中 辰野中 伊那東部中 辰野中 駒ヶ根東中 伊那東部中

08/19 細井 友香(2) 9.90 村松 佐恵(2) 9.47 生駒 名菜(3) 9.41 重盛 友希(2) 8.17 瀬戸 玲奈(2) 7.93 佐々木 真実(2) 6.52 北原 遙香(2) 6.41 倉田 歩(1) 6.31
砲丸投 春富中 春富中 伊那東部中 箕輪中 辰野中 箕輪中 駒ヶ根東中 南箕輪中

08/19 箕輪中(A)       53.09 南箕輪中       55.70 辰野中       56.89 伊那東部中(A)      57.30 箕輪中(B)       57.86 駒ヶ根東中(B)      58.03 赤穂中       59.00 伊那東部中(B)      59.46
４×１００ｍＲ 樋口 由葵(3) GR 関 理帆(2) 村上 紗世(1) 前田 花奈(2) 宮澤 希(1) 井口 由梨(2) 氣賀澤 柚希(1) 春日 彩花(1)

伯耆原 由花(3) 吉田 みさき(1) 石川 み咲き(2) 鈴木 みのり(2) 向山 みなみ(1) 鰍澤 さやか(2) 北原 寧々(1) 北原 野乃(1)
河野 恵理子(2) 原 七瀬(2) 岩下 早紀(2) 西山 幸花(1) 北原 遙香(2) 朝日 りおん(1) 北原 ゆめみ(1)
小田切 緑(2) 宮坂 彩夏(2) 小澤 春那(2) 前田 花奈(2) 山口 はづき(1) 木下 美波(2) 江崎 奈美(2) 春日 笑里(1)

08/19 共通女子 小田部 円(2) 1,12.08 村上 紗世(1) 1,14.74 北條 珠緒(2) 1,16.80
４００ｍ 春富中 辰野中 春富中

08/19 竹村 瑞香(2) 2,25.72 松村 彩乃(2) 2,34.59 浦野 友里(1) 2,35.17 中山 桜来(1) 2,40.82 宮﨑 莉那(2) 2,41.31 宮澤 沙織(1) 2,44.03 酒井 美優(2) 2,46.19 中村 藤子(1) 2,46.93
８００ｍ 赤穂中 中川中 春富中 伊那東部中 赤穂高 赤穂高 辰野中 駒ヶ根東中

08/19  -1.8清水 彩音(2) 10,31.01 堀内 智加(2) 10,43.07 宮入 唯(3) 10,52.13 高梨 菜々(1) 10,57.70 高橋 未来(2) 11,09.65 蟹澤 紗希(3) 11,22.68 春日 桃桜(1) 11,23.28 白川 みほ(2) 11,43.62
３０００ｍ 南箕輪中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 赤穂中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中

08/19 竹松 多恵子(3) 3.00 原 奈津美(2) 3.00 有賀 友理(2) 2.90 原 裕美佳(1) 2.40 田中 真彩(2) 2.30 酒井 理帆(1) 1.60 仁科 柊花(1) 1.40
棒高跳 高遠高 上伊那農業高 上伊那農業高 高遠高 伊那東部中 伊那東部中 伊那東部中

08/19 オープン女子  -1.6宮脇 玲菜(1) 13.29
１００ｍ 愛知･至学館高

08/19  -1.6宮脇 玲菜(1) 27.17
２００ｍ 愛知･至学館高



決勝 8月19日 13:25

県新(KR)            11.98
大会新(GR)          12.62

風速 -1.6

 1 北原 詩織(1)     13.71 
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農業高

 2 下島 彩夢(1)     13.83 
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北高

 3 有賀 菜央(2)     13.93 
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高

 4 高梨 美岐(1)     14.00 
ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農業高

 5 林 優花(2)     14.37 
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 伊那弥生ヶ丘高

 6 手塚 日向子(1)     14.61 
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農業高

 7 倉田 優美(1)     15.76 
ｸﾗﾀ ｽｸﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高

決勝 8月19日 13:25

風速 -1.6

 1 宮脇 玲菜(1) 愛知     13.29 
ﾐﾔﾜｷ ﾚｲﾅ 至学館高

8    31
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   308

オープン女子

１００ｍ

決勝

6   307

3   233

1   304

2   232

5   234

7   267

女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月19日 10:25
決勝 8月19日 13:15

県中学新(CR)        12.29
大会新(GR)          13.00

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -2.3

 1 柏原 千夏(2)     13.86 q  1 小田切 緑(2)     14.12 q
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中 ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ 箕輪中

 2 北原 寧々(1)     14.04 q  2 長谷川 未来(2)     14.76 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 赤穂中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 春富中

 3 中山 桜来(1)     14.93  3 萩原 美空(1)     15.11 
ﾅｶﾔﾏ ｻｻﾗ 伊那東部中 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ 駒ヶ根東中

 4 宮澤 希(1)     15.00  4 亀山 知世(1)     15.61 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中 ｶﾒﾔﾏ ﾄﾓﾖ 箕輪中

 5 山岸 さくら(1)     15.73  5 赤羽 菜央(1)     15.64 
ﾔﾏｷﾞｼ ｻｸﾗ 伊那東部中 ｱｶﾊﾈ ﾅｵ 伊那東部中

 6 井口 由梨(2)     16.02  6 藤野 百花(1)     16.26 
ｲｸﾞﾁ ﾕﾘ 駒ヶ根東中 ﾌｼﾞﾉ ﾓﾓｶ 南箕輪中

 7 柏山 結花(1)     16.70  7 小池 桃歌(1)     16.30 
ｶｼﾜﾔﾏ ﾕｶ 南箕輪中 ｺｲｹ ﾓﾓｶ 赤穂中
大前 彩花(1) 宮下 しずく(2)
ｵｵﾏｴ ｱﾔｶ 春富中 ﾐﾔｼﾀ ｼｽﾞｸ 中川中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 +0.6

 1 宮川 恵衣(1)     14.04 q  1 伯耆原 由花(3)     13.44 q
ﾐﾔｶﾜ ｹｲ 赤穂中 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 箕輪中

 2 吉田 みさき(1)     14.18  2 江崎 奈美(2)     14.16 q
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 南箕輪中 ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂中

 3 木下 美波(2)     14.72  3 北原 ゆめみ(1)     15.00 
ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ 駒ヶ根東中 ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ 伊那東部中

 4 原 悠夏(1)     14.84  4 西山 幸花(1)     15.29 
ﾊﾗ ﾕｳｶ 伊那東部中 ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 箕輪中

 5 寺澤 純香(1)     15.08  5 北原 遙香(2)     15.34 
ﾃﾗｻﾜ ｽﾐｶ 伊那東部中 ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 駒ヶ根東中

 6 味澤 胡春(1)     15.83  6 笠原 絵美華(1)     16.39 
ｱｼﾞｻﾜ ｺﾊﾙ 辰野中 ｶｻﾊﾗ ｴﾐｶ 南箕輪中

 7 川島 夕芽(1)     16.06  7 湯澤 和(1)     17.71 
ｶﾜｼﾏ ﾕﾒ 箕輪中 ﾕｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾐ 駒ヶ根東中

[ 5組] 風速 -1.4 [ 6組] 風速 -1.2

 1 吉田 那緒(2)     13.49 q  1 樋口 由葵(3)     13.76 q
ﾖｼﾀﾞ  ﾅｵ 伊那AC ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 箕輪中

 2 原 七瀬(2)     14.41  2 花村 菜々子(2)     14.48 
ﾊﾗ ﾅﾅｾ 南箕輪中 ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ 駒ヶ根東中

 3 向山 みなみ(1)     14.72  3 氣賀澤 柚希(1)     14.83 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ 箕輪中 ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂中

 4 中村 花鈴(1)     15.26  4 田中 瑞己(1)     15.28 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 駒ヶ根東中 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 南箕輪中

 5 江崎 花香(2)     15.38  5 春日 彩花(1)     15.36 
ｴｻﾞｷ ｶｺ 赤穂中 ｶｽｶﾞ ｻﾔｶ 伊那東部中

 6 宮澤 あかね(1)     16.16  6 所河 二千花(1)     16.29 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ 辰野中 ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 駒ヶ根東中

 7 宮原 美沙(1)     16.35  7 廣田 奈子(2)     16.55 
ﾐﾔﾊﾗ ﾐｻ 伊那東部中 ﾋﾛﾀ ﾅｺ 駒ヶ根東中

[ 7組] 風速 -0.2

 1 河野 恵理子(2)     14.26 
ｺｳﾉ ｴﾘｺ 箕輪中

 2 北原 咲来(2)     14.27 
ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ 駒ヶ根東中

 3 諏訪 朋花(2)     14.72 
ｽﾜ ﾄﾓｶ 南箕輪中

 4 酒井 愛花(2)     14.96 
ｻｶｲ ﾏﾅｶ 春富中

 5 山口 はづき(1)     15.00 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 箕輪中

 6 春日 笑里(1)     15.34 
ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ 伊那東部中

 7 佐々木 望実(1)     15.76 
ｻｻｷ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中

6  1579

2  1587

8  1661

7  1594

3  1733

4  5132

5  5081

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  5348

6  5083

3  1614

8  1662

4  5079

7  1783

8  1667

順 ﾚｰﾝ No.
5  4187

7  1803

3  1584

4  5353

6  1610

2  1536

氏  名 所属名 記録／備考
5     9

3  5350

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  5078

7  1611

 1800

8  1664

2  1585

3  1581

順 ﾚｰﾝ
4

8  1675

6

2  1543

4  5082

6  1689

所属名 記録／備考
5  1787

7  1601

No.
 4190

3  1913
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

4  1600

8  1784

7  1583

2  1690

6  1727

1  5354

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
5  5129

7  1595

2  1736

8  1665

1  5075

6  1673

4  1586

5  1782

中学女子

１００ｍ

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
3  5077



風速 -0.8

 1 吉田 那緒(2)     13.47 
ﾖｼﾀﾞ  ﾅｵ 伊那AC

 2 伯耆原 由花(3)     13.61 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 箕輪中

 3 樋口 由葵(3)     13.79 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 箕輪中

 4 柏原 千夏(2)     14.05 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 駒ヶ根東中

 5 小田切 緑(2)     14.33 
ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ 箕輪中

 6 北原 寧々(1)     14.34 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 赤穂中

 7 江崎 奈美(2)     14.38 
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂中

 7 宮川 恵衣(1)     14.38 
ﾐﾔｶﾜ ｹｲ 赤穂中

2  1800

8  1787

1  5129

7  1782

4  4187

6  5077

5     9

3  4190

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学女子

１００ｍ
決勝



決勝 8月19日 11:40

県新(KR)            24.49
大会新(GR)          26.20

風速 -1.6

 1 下島 彩夢(1)     28.73 
ｼﾓｼﾞﾏ ｱﾔﾒ 伊那北高

 2 高梨 美岐(1)     29.19 
ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農業高

 3 北原 詩織(1)     29.27 
ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ 上伊那農業高
倉田 優美(1)
ｸﾗﾀ ｽｸﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高
二宮 萌々(2)
ﾆﾉﾐﾔ ﾓﾓ 伊那弥生ヶ丘高

決勝 8月19日 11:40

風速 -1.6

 1 宮脇 玲菜(1) 愛知     27.17 
ﾐﾔﾜｷ ﾚｲﾅ 至学館高

7    31

オープン女子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   267

5   232

4   305
欠場

3   234

2   308
欠場



予選 8月19日  9:20
決勝 8月19日 11:30

県中学新(CR)        25.16
大会新(GR)          27.40

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +0.1

 1 吉田 那緒(2)     27.21 q  1 伯耆原 由花(3)     27.87 q
ﾖｼﾀﾞ  ﾅｵ 伊那AC ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 箕輪中

 2 小澤 春那(2)     28.96 q  2 氣賀澤 柚希(1)     30.02 q
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 辰野中 ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂中

 3 江崎 奈美(2)     29.42 q  3 長谷川 未来(2)     30.41 q
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 春富中

 4 酒井 愛花(2)     31.07  4 朝日 りおん(1)     30.49 q
ｻｶｲ ﾏﾅｶ 春富中 ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂中

 5 根橋 カレン(1)     31.77  5 向山 みなみ(1)     30.61 q
ﾈﾊﾞｼ ｶﾚﾝ 南箕輪中 ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ 箕輪中

 6 福澤 彩芽(2)     33.04  6 石川 み咲き(2)     30.85 
ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾔﾒ 春富中 ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ 辰野中
樋口 由葵(3)  7 原 悠夏(1)     31.19 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 箕輪中 ﾊﾗ ﾕｳｶ 伊那東部中

風速 -1.5

 1 吉田 那緒(2)     27.08 
ﾖｼﾀﾞ  ﾅｵ 伊那AC

 2 伯耆原 由花(3)     28.26 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 箕輪中

 3 小澤 春那(2)     29.09 
ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 辰野中

 4 江崎 奈美(2)     29.63 
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂中

 5 氣賀澤 柚希(1)     30.30 
ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂中

 6 向山 みなみ(1)     30.51 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ 箕輪中

 7 長谷川 未来(2)     30.66 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 春富中

 8 朝日 りおん(1)     30.70 
ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂中

中学女子

２００ｍ

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5     9

大会新
7  1550

8  1730

4  1800

2  1733

6  4187

順 ﾚｰﾝ

3  1604

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4190

4  1783

2  1727

6  1781

3  1584

7  1555

8  1689

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6     9

大会新
5  4190

4  1550

3  1800

7  1783

2  1584

8  1727

1  1781



決勝 8月19日 13:40

県新(KR)            54.56
大会新(GR)        1,02.02

 1 小田部 円(2)   1,12.08 
ｵﾀﾍﾞ ﾏﾄﾞｶ 春富中

 2 村上 紗世(1)   1,14.74 
ﾑﾗｶﾐ ｻﾖ 辰野中

 3 北條 珠緒(2)   1,16.80 
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀﾏｵ 春富中
白鳥 知佳(2)
ｼﾛﾄﾘ ﾁｶ 赤穂高
桐山 彩織(2)
ｷﾘﾔﾏ ｻｵﾘ 伊那北高
竹内 華奈子(2)
ﾀｹｳﾁ ｶﾅｺ 伊那弥生ヶ丘高
堀 彩夏(1)
ﾎﾘ ｱﾔｶ 南箕輪中

共通女子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1728

6  1540

8  1731

2   361
欠場

7  1612
欠場

3   287
欠場

5   306
欠場



決勝 8月19日 12:50

県新(KR)          2,05.78
大会新(GR)        2,22.47

[ 1組] [ 2組]

 1 中島 野(1)   2,49.87  1 宮﨑 莉那(2)   2,41.31 
ﾅｶｼﾏ ﾅｵ 南箕輪中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 赤穂高

 2 小平 紗矢香(1)   2,55.84  2 宮澤 沙織(1)   2,44.03 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾔｶ 辰野中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｵﾘ 赤穂高

 3 水上 茉優(1)   2,57.77  3 酒井 美優(2)   2,46.19 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾏﾕ 赤穂中 ｻｶｲ ﾐﾕ 辰野中

 4 稻村 舞(1)   3,04.32  4 中村 藤子(1)   2,46.93 
ｲﾅﾑﾗ ﾏｲ 箕輪中 ﾅｶﾑﾗ ﾄｳｺ 駒ヶ根東中

 5 浅川 未来(1)   3,04.41  5 下平 綾子(1)   2,50.21 
ｱｻｶﾜ ﾐｸ 箕輪中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾔｺ 赤穂中

 6 松本 のどか(1)   3,08.53  6 山岸 さくら(1)   2,50.95 
ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 箕輪中 ﾔﾏｷﾞｼ ｻｸﾗ 伊那東部中

 7 唐澤 寛花(1)   3,09.84  7 桑澤 瑠華(2)   2,56.82 
ｶﾗｻﾜ ﾋﾛｶ 南箕輪中 ｸﾜｻﾞﾜ ﾙｶ 辰野中

 8 桃澤 あかり(1)   3,14.14  8 小松 瞳(2)   2,57.21 
ﾓﾓｻﾞﾜ ｱｶﾘ 伊那西高 ｺﾏﾂ ﾋﾄﾐ 辰野中

[ 3組]

 1 竹村 瑞香(2)   2,25.72 
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 赤穂中

 2 松村 彩乃(2)   2,34.59 
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 中川中

 3 浦野 友里(1)   2,35.17 
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 春富中

 4 中山 桜来(1)   2,40.82 
ﾅｶﾔﾏ ｻｻﾗ 伊那東部中

 5 江崎 花香(2)   2,54.37 
ｴｻﾞｷ ｶｺ 赤穂中

 6 小出 裕香(1)   2,58.14 
ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶ 駒ヶ根東中

 7 伊藤 優香(2)   3,02.55 
ｲﾄｳ ﾕｳｶ 春富中

   1 竹村 瑞香(2) 赤穂中     2,25.72   3   1
   2 松村 彩乃(2) 中川中     2,34.59   3   2
   3 浦野 友里(1) 春富中     2,35.17   3   3
   4 中山 桜来(1) 伊那東部中     2,40.82   3   4
   5 宮﨑 莉那(2) 赤穂高     2,41.31   2   1
   6 宮澤 沙織(1) 赤穂高     2,44.03   2   2
   7 酒井 美優(2) 辰野中     2,46.19   2   3
   8 中村 藤子(1) 駒ヶ根東中     2,46.93   2   4
   9 中島 野(1) 南箕輪中     2,49.87   1   1
  10 下平 綾子(1) 赤穂中     2,50.21   2   5
  11 山岸 さくら(1) 伊那東部中     2,50.95   2   6
  12 江崎 花香(2) 赤穂中     2,54.37   3   5
  13 小平 紗矢香(1) 辰野中     2,55.84   1   2
  14 桑澤 瑠華(2) 辰野中     2,56.82   2   7
  15 小松 瞳(2) 辰野中     2,57.21   2   8
  16 水上 茉優(1) 赤穂中     2,57.77   1   3
  17 小出 裕香(1) 駒ヶ根東中     2,58.14   3   6
  18 伊藤 優香(2) 春富中     3,02.55   3   7
  19 稻村 舞(1) 箕輪中     3,04.32   1   4
  20 浅川 未来(1) 箕輪中     3,04.41   1   5
  21 松本 のどか(1) 箕輪中     3,08.53   1   6
  22 唐澤 寛花(1) 南箕輪中     3,09.84   1   7
  23 桃澤 あかり(1) 伊那西高     3,14.14   1   8

共通女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
1  1599

3  1535

5  1786

2  1582

6  1580

8  1589

7  1598

4   335

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   363

8   366

3  1551

5  5349

2  1785

6  1665

7  1553

1  1549

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1802

5  1912

3  1737

4  1673

8  1803

2  5351

7  1732

共通女子

８００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 1802
 1912
 1737
 1673
  363
  366
 1551
 5349
 1599
 1785
 1665
 1803
 1535
 1553
 1549
 1786
 5351
 1732

 1598
  335

 1582
 1580
 1589



決勝 8月19日 11:10

県新(KR)          9,16.29
大会新(GR)       10,30.69

 1 清水 彩音(2)  10,31.01 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪中

 2 堀内 智加(2)  10,43.07 
ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根東中

 3 宮入 唯(3)  10,52.13 
ﾐﾔｲﾘ ﾕｲ 駒ヶ根東中

 4 高梨 菜々(1)  10,57.70 
ﾀｶﾅｼ ﾅﾅ 駒ヶ根東中

 5 高橋 未来(2)  11,09.65 
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 赤穂中

 6 蟹澤 紗希(3)  11,22.68 
ｶﾆｻﾜ ｻｷ 駒ヶ根東中

 7 春日 桃桜(1)  11,23.28 
ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ヶ根東中

 8 白川 みほ(2)  11,43.62 
ｼﾗｶﾜ ﾐﾎ 駒ヶ根東中

 9 下平 美悠(1)  12,23.00 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾐﾕｳ 駒ヶ根東中

10 北原 すず那(1)  12,23.17 
ｷﾀﾊﾗ ｽｽﾞﾅ 駒ヶ根東中

11 林 知紘(2)  13,04.85 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 箕輪中

12 杉本 琴香(2)  13,09.48 
ｽｷﾞﾓﾄ ｺﾄｶ 駒ヶ根東中
後藤 美礼(1)
ｺﾞﾄｳ ｱﾔﾐ 伊那西高
下平 尚(3)
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵ 駒ヶ根東中

共通女子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1608

6  5084

8  4183

4  5352

5  1801

10  4178

9  5345

3  5085

2  5347

1  5346

14  5131

13  5086

11   333

12  4181



決勝 8月19日 11:55

県新    (KR )       13.81
大会新  (GR )       16.06

風速 -1.2

 1 有賀 菜央(2)     17.03 
ｱﾙｶﾞ ﾅｵ 伊那弥生ヶ丘高

 2 征矢 希(2)     18.18 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 伊那西高
手塚 日向子(1)
ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ 上伊那農業高

決勝 8月19日 12:05

県中学新(CR)        14.54
大会新(GR)          15.58

風速 -1.6

 1 樋屋 彩(2)     18.07 
ﾋｵｸ ｱﾔ 駒ヶ根東中

 2 鰍澤 さやか(2)     18.53 
ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中

 3 福澤 彩芽(2)     18.57 
ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾔﾒ 春富中

 4 池上 真琴(2)     20.22 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 伊那東部中

 5 堀井 眞菜子(1)     20.33 
ﾎﾘｲ ﾏﾅｺ 南箕輪中

 6 田中 杏(2)     21.03 
ﾀﾅｶ ｱﾝ 宮田中

 7 宮澤 希(1)     21.05 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中

女子

１００ｍＨ(0.838m)  

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   304

4   334

3   233
欠場

中学女子

１００ｍＨ(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  5080

4  5076

5  1730

2  1683

3  1586

7  1615

8  1753



決勝 8月19日 14:25

県新(KR)            47.25
大会新(GR)          52.35

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 上伊那農業高   242 原 奈津美(2)     54.41 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾊﾗ ﾅﾂﾐ
  234 北原 詩織(1)

ｷﾀﾊﾗ ｼｵﾘ
  233 手塚 日向子(1)

ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅｺ
  232 高梨 美岐(1)

ﾀｶﾅｼ ﾐｷ
  5 伊那弥生ヶ丘高

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ 欠場

女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 8月19日 14:15

県中学新(CR)        49.90
大会新(GR)          53.30

[ 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   3 伊那東部中(A)  1682 前田 花奈(2)     57.30  1   2 箕輪中(A)  4187 樋口 由葵(3)     53.09 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 大会新
 1687 鈴木 みのり(2)  4190 伯耆原 由花(3)

ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ
 5132 河野 恵理子(2)

ｺｳﾉ ｴﾘｺ
 1682 前田 花奈(2)  5129 小田切 緑(2)

ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾄﾞﾘ
 2   6 箕輪中(B)  1586 宮澤 希(1)     57.86  2   4 南箕輪中  1606 関 理帆(2)     55.70 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｾｷ ﾘﾎ
 1584 向山 みなみ(1)  1601 吉田 みさき(1)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ
 1585 西山 幸花(1)  1610 原 七瀬(2)

ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ ﾊﾗ ﾅﾅｾ
 1587 山口 はづき(1)  1609 宮坂 彩夏(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ
 3   5 赤穂中  1783 氣賀澤 柚希(1)     59.00  3   6 辰野中  1540 村上 紗世(1)     56.89 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾑﾗｶﾐ ｻﾖ
 1782 北原 寧々(1)  1555 石川 み咲き(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ
 1781 朝日 りおん(1)  1552 岩下 早紀(2)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ ｲﾜｼﾀ ｻｷ
 1800 江崎 奈美(2)  1550 小澤 春那(2)

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
  2 駒ヶ根東中(C)  5354 萩原 美空(1)  4   3 駒ヶ根東中(B)  5075 井口 由梨(2)     58.03 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳC ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ 失格 ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｲｸﾞﾁ ﾕﾘ
 5353 中村 花鈴(1)  5076 鰍澤 さやか(2)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ
 5350 湯澤 和(1)  5078 北原 遙香(2)

ﾕｻﾞﾜ ﾅｺﾞﾐ ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ
 5348 所河 二千花(1)  5082 木下 美波(2)

ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ ｷﾉｼﾀ ﾐﾅﾐ
  4 駒ヶ根東中(A)  5080 樋屋 彩(2)  5   5 伊那東部中(B)  1662 春日 彩花(1)     59.46 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾋｵｸ ｱﾔ 失格 ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｶｽｶﾞ ｻﾔｶ
 5077 柏原 千夏(2)  1671 北原 野乃(1)

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉ
 5081 北原 咲来(2)  1664 北原 ゆめみ(1)

ｷﾀﾊﾗ ｻﾗ ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ
 5079 花村 菜々子(2)  1661 春日 笑里(1)

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ

中学女子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 箕輪中(A)     53.09 大会新 樋口 由葵(3) 伯耆原 由花(3) 河野 恵理子(2) 小田切 緑(2)   2   1
   2 南箕輪中     55.70 関 理帆(2) 吉田 みさき(1) 原 七瀬(2) 宮坂 彩夏(2)   2   2
   3 辰野中     56.89 村上 紗世(1) 石川 み咲き(2) 岩下 早紀(2) 小澤 春那(2)   2   3
   4 伊那東部中(A)     57.30 前田 花奈(2) 鈴木 みのり(2) 前田 花奈(2)   1   1
   5 箕輪中(B)     57.86 宮澤 希(1) 向山 みなみ(1) 西山 幸花(1) 山口 はづき(1)   1   2
   6 駒ヶ根東中(B)     58.03 井口 由梨(2) 鰍澤 さやか(2) 北原 遙香(2) 木下 美波(2)   2   4
   7 赤穂中     59.00 氣賀澤 柚希(1) 北原 寧々(1) 朝日 りおん(1) 江崎 奈美(2)   1   3
   8 伊那東部中(B)     59.46 春日 彩花(1) 北原 野乃(1) 北原 ゆめみ(1) 春日 笑里(1)   2   5

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

中学女子

４×１００ｍＲ
タイムレース



決勝 8月19日 12:00

県新(KR)             1.81
大会新(GR)           1.64

大脇 愛菜(2)
ｵｵﾜｷ ｱｲﾅ 伊那北高
春日 小雪(2) 欠場
ｶｽｶﾞ ｺﾕｷ 伊那西高
松島 愛(1) 欠場
ﾏﾂｼﾏ ｱｲ 松本大

決勝 8月19日 12:00

県中学新(CR)         1.75
大会新(GR)           1.55

鈴木 みのり(2)
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那東部中
前田 花奈(2)
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那東部中
奥田 藍美(1)
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 宮田中
酒井 茜(2)
ｻｶｲ ｱｶﾈ 春富中
淺田 美桜(1)
ｱｻﾀﾞ ﾐｵ 辰野中
原 嶺夏(1)
ﾊﾗ ﾚｲｶ 伊那東部中
鰍澤 さやか(2)
ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中
田中 瑞己(1) 記録なし
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 南箕輪中
諏訪 朋花(2) 記録なし
ｽﾜ ﾄﾓｶ 南箕輪中

3    13

 1.45

1   337

- O XXX
1 2   286

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考1m40 1m45 1m50所属名 記録順位 試技

女子

走高跳

決勝

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 記録 備考
1 9  1687

- - - O O XO XXX  1.45

2 7  1682
- - O XO XXO XXX  1.40

3 4  1755
O O XO XXX  1.30

4 6  1729
O XO XXX  1.25

5 2  1541
O XXX  1.20

5 5  1669
O XXX  1.20

7 8  5076
XO XXX  1.20

1  1614
XXX

3  1594
XXX



決勝 8月19日  9:00

県新(KR)             4.01
大会新(GR)           3.80

2m70 2m80 2m90 3m00 3m10
竹松 多恵子(3) - - - - - - - - - -
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠高 - XO O O XXX
原 奈津美(2) - - - - - - - - - -
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高 - O O XO XXX
有賀 友理(2) - - - - - - - - - O
ｱﾙｶﾞ ﾕﾘ 上伊那農業高 O O XO XXX
原 裕美佳(1) - - - - - - - O XXX
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠高
田中 真彩(2) - - - XO O O XXO XXX
ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那東部中
酒井 理帆(1) O O XXX
ｻｶｲ ﾘﾎ 伊那東部中
仁科 柊花(1) XXO XXX
ﾆｼﾅ ｼｭｳｶ 伊那東部中
清水 苑美(2) XXX 記録なし
ｼﾐｽﾞ ｿﾉﾐ 伊那東部中
堀井 眞菜子(1) 欠場
ﾎﾘｲ ﾏﾅｺ 南箕輪中

共通女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m40 1m60 2m10 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60

1 8   248
 3.00

記録
1m80 2m00

2 9   242
 3.00

3 7   243
 2.90

4 6   250
 2.40

5 5  1685
 2.30

6 2  1672
 1.60

7 1  1674
 1.40

3  1684

4  1615



決勝 8月19日  9:00

県新(KR)             6.41
大会新(GR)           5.71

橋本 紗季(2)   5.05   4.69   4.92   4.95    X    X    5.05 
ﾊｼﾓﾄ ｻｷ 赤穂高   +0.3   +0.3   -0.6   +1.2    +0.3

決勝 8月19日  9:00

県中学新(CR)         5.59
大会新(GR)           5.13

堀井 満里奈(2)    X   4.63   4.32   4.57   4.54   4.51    4.63 
ﾎﾘｲ ﾏﾘﾅ 宮田中   +1.1   -0.4   +0.5   +0.5   +0.7    +1.1
関 理帆(2)   4.38   4.46   4.46   4.45   4.18   4.48    4.48 
ｾｷ ﾘﾎ 南箕輪中   +1.3   +1.3   +0.3   +1.3   +0.4   +1.2    +1.2
宮坂 彩夏(2)   4.17    X   4.30   4.09   4.14   4.19    4.30 
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ 南箕輪中   +0.4   +1.7   +0.9   +1.3   +0.5    +1.7
岩下 早紀(2)   3.84   4.15   3.35    X   4.20   3.89    4.20 
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 辰野中   -0.4   +2.1   -0.7   +1.1    0.0    +1.1
北原 野乃(1)   3.93   3.90   3.73   3.81   4.03   3.96    4.03 
ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉ 伊那東部中   +0.3   +2.1   +1.1   +1.9   +1.8   -1.0    +1.8
溝尾 里菜(2)   3.82   2.18   2.66    X    X   3.78    3.82 
ﾐｿﾞｵ ﾘﾅ 辰野中   -0.9   +1.9    0.0   -1.0    -0.9
所河 二千花(1)    X   3.70   3.67   3.61   3.35    X    3.70 
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 駒ヶ根東中   +2.2   +0.5   +2.6   +1.8    +2.2
中澤 菜月(1)   3.35   3.46   3.28   3.34   3.51   3.37    3.51 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 伊那東部中   -0.3   +0.4   +0.2   -0.6   +2.6   -0.2    +2.6
三澤 茉南(1)   2.58   2.76   2.83    2.83 
ﾐｻﾜ ﾏﾅ 伊那東部中    0.0   +2.0   +0.9    +0.9

1 1   362
-5- -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-

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9  1754

2 8  1606

3 6  1609

4 4  1552

5 7  1671

6 2  1556

9 1  1670

7 5  5348

8 3  1666



決勝 8月19日  9:00

県新(KR)            13.70
大会新(GR)          10.98

登内 彩香(2)
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高

決勝 8月19日  9:45

県中学新(CR)        13.49
大会新(GR)          11.64

細井 友香(2)
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 春富中
村松 佐恵(2)
ﾑﾗﾏﾂ ｻｴ 春富中
生駒 名菜(3)
ｲｺﾏ ﾅﾅ 伊那東部中
重盛 友希(2)
ｼｹﾞﾓﾘ ﾕｷ 箕輪中
瀬戸 玲奈(2)
ｾﾄ ﾚｲﾅ 辰野中
佐々木 真実(2)
ｻｻｷ ﾏﾐ 箕輪中
北原 遙香(2)
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 駒ヶ根東中
倉田 歩(1)
ｸﾗﾀ ｱﾕﾐ 南箕輪中
清水 安美(1)
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 南箕輪中

 7.30  7.30  7.32   7.85 
1 1   338

 7.85  7.32  7.41

-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-

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9  1734

 9.90  8.79  9.53  9.62  9.07  9.39   9.90 

2 6  1735
 8.75  9.46  8.92  9.05  8.73  9.47   9.47 

3 7  1677
 9.23  9.41  8.59  9.18  8.65  8.81   9.41 

4 8  5130
 7.33  7.46  7.85  7.49  8.17  7.72   8.17 

5 5  1554
 7.67  7.13  6.56  7.31  7.19  7.93   7.93 

6 4  5133
 6.52   X  5.96  6.05  6.25  5.64   6.52 

7 3  5078
 6.08  6.41   -   -   -   -   6.41 

8 1  1603
 6.28  6.15  6.04

9 2  1618
 6.09   X   X   -   -   -   6.09 

 6.26  6.31  6.13   6.31 



決勝 8月19日 11:00

県新(KR)            45.73
大会新(GR)          38.90

一ノ瀬 菜奈(2)
ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野高
中山 真緒(1)
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂高
登内 彩香(2)
ﾄﾉｳﾁ ｱﾔｶ 伊那西高
井上 七海(1) 欠場
ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ 伊那西高

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 4   203

23.97   O   O   O 24.31   O  24.31 

2 3   365
  X   O 22.63   O 22.99   O  22.99 

3 2   338
  O 15.32   O

1   332

  O   O   X  15.32 



決勝 8月19日 13:30

県新(KR)            57.17
大会新(GR)          40.46

中山 真緒(1)
ﾅｶﾔﾏ ﾏｵ 赤穂高
一ノ瀬 菜奈(2)
ｲﾁﾉｾ ﾅﾅ 辰野高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2   365

26.67   O   O

2 1   203
  X 24.53   O  24.53   O   X   O

  X   O   O  26.67 
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