
第23回南信陸上競技選手権大会                                                    
兼 第42回南信三郡対抗陸上競技大会                                               
主催：(一財)長野陸上競技協会、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　他                      

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
07/21 女子  -2.1西村 千明(2) 13.09 森本 紀乃(2) 13.15 上原 千夏(1) 13.27 両角 若菜(1) 13.62 樋口 由葵(2) 13.64 金森 佑奈(2) 13.74 橋爪 郁未(2) 13.79

100m 上伊那･伊那北高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･松川高 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 上伊那･南箕輪中 上伊那･伊那弥生ヶ丘高
07/21 関島 友里佳(2) 1,00.26 梅垣 琴音(2) 1,01.74 髙木 聡美(2) 1,02.12 高梨 美岐(3) 1,03.09 武井 優奈(2) 1,03.54 伯耆原 由花(2) 1,03.58 金森 佑奈(2) 1,04.67 菅沼 真洸(2) 1,06.46

400m 飯伊･飯田風越高 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･下諏訪向陽高 上伊那･上伊那農業高 上伊那･伊那北高 上伊那･伊那西高 上伊那･南箕輪中 飯伊･飯田風越高
07/21 永山 実来(1) 2,26.24 小塩 早紀(2) 2,29.06 山岸 鈴加(1) 2,31.26 吉川 夏鈴(2) 2,33.16 高橋 未来(1) 2,33.70 田中 楓(2) 2,34.36 黒田 琴音(3) 2,34.87 大槻 美亜(1) 2,34.93

800m 飯伊･飯田高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 飯伊･飯田高 飯伊･飯田風越高 上伊那･上伊那農業高 諏訪･富士見中 上伊那･伊那中 上伊那･箕輪中
07/21 松澤 綾音(3) 10,08.18 井尻 茉莉香(2) 10,09.13 竹内 優花(1) 10,12.54 浦野 友里(3) 10,48.14 原 明香里(2) 11,18.06 西永 梨恵(3) 11,24.21 落合 早峰(2) 11,31.29 神部 紫音(1) 11,32.66

3000m 飯伊･喬木中 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･東海大三高 上伊那･春富中 飯伊･松川高 飯伊･飯田風越高 上伊那･宮田中 飯伊･下伊那松川中
07/21 小沼 千夏(3) 16.78 中村 日菜子(2) 17.13 前田 花奈(1) 17.19 向山 ひより(2) 17.54 田中 蘭(3) 17.71 三浦 遥果(2) 17.73 池上 真琴(1) 18.17 池田 好(1) 18.42

100mH(0.838m) 飯伊･飯田女子高 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 上伊那･上伊那農業高 上伊那･伊那中 飯伊･飯田高 上伊那･伊那西高 諏訪･諏訪実業高
07/21 大和 千秋 25,05.90 牛山 杏香(3) 30,13.35 伊奈川 紗映(2) 33,48.32

5000mW 飯伊･飯田病院 飯伊･松川高 飯伊･飯田女子高
07/21 唐澤 遥奈(2) 1.48 上澤 美波(2) 1.48 奥田 藍美(3) 1.45 柘植 みなみ(2) 1.45 村松 明日見(1) 1.40 酒井 茜(1) 1.40 倉品 愛美(1) 1.35 戸田 すみれ(2) 1.35

走高跳 上伊那･伊那西高 飯伊･飯田風越高 上伊那･宮田中 諏訪･下諏訪向陽高 飯伊･飯田高 上伊那･赤穂高 諏訪･岡谷西部中 上伊那･南箕輪中
07/21 原 裕美佳(3) 3.10 加賀見 麻里(1) 2.70 井口 結花(2) 飯伊･飯田高 2.40 田中 真彩(1) 2.40 宮崎 希(2) 2.40 仁科柊花(3) 2.20 山口 なつき(3) 2.20

棒高跳 上伊那･高遠高 諏訪･下諏訪向陽高 両角 茜音(2) 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･伊那北高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 上伊那･すずたけRC 上伊那･伊那東部中
07/21 西村 千明(2) 5.50(+2.0) 酒井 珠良(2) 4.98(+3.6) 長澤  妙(1) 4.92(+3.0) 五味美桜奈(3)4.87(+2.1) 西村 恵実(2) 4.78(+1.6) 髙見 李那(1) 4.73(+2.5) 三浦 遥果(2) 4.70(+2.8) 井口 咲(3) 4.62(+1.7)

走幅跳 上伊那･伊那北高 上伊那･上伊那農業高 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 上伊那･伊那中 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･飯田高 諏訪･岡谷北部中
07/21 細井 友香(1) 8.78 竹入 愛彩美(2) 8.39 堀内 美佳(2) 7.98 金子 真菜(2) 7.76 清水 安美(3) 7.60 寺西 真優(3) 7.40 北原 遥香(1) 7.11 林 千尋(1) 6.10

砲丸投 上伊那･伊那西高 上伊那･上伊那農業高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 諏訪･諏訪西中 上伊那･南箕輪中 諏訪･諏訪西中 上伊那･上伊那農業高 上伊那･伊那中
07/21 竹入 愛彩美(2) 32.62 桑澤 瑛江(2) 24.64 北原 遥香(1) 20.30 湯田坂  奈々子 19.21 小林 あゆみ(1) 17.69 堀内 美佳(2) 16.96

円盤投 上伊那･上伊那農業高 上伊那･辰野高 上伊那･上伊那農業高 諏訪･茅野北部中 諏訪･長峰中 上伊那･伊那弥生ヶ丘高
07/21 有賀 渚(2) 33.11 稲垣 汐里(2) 29.89 佐々木 彩(2) 25.12 向山 ひより(2) 24.88 赤羽 香子(2) 24.29 向山 ますみ 23.30 細井 友香(1) 21.16 滝澤 奈苗(1) 20.73

やり投 諏訪･岡谷東高 飯伊･飯田風越高 上伊那･赤穂高 上伊那･上伊那農業高 上伊那･辰野高 上伊那･伊那市陸協 上伊那･伊那西高 諏訪･岡谷東高
07/21 伊那弥生ヶ丘高      51.46 飯田風越高       51.57 松川高       52.75 上伊那農業高      52.88 岡谷西部中       53.16 箕輪中       53.60 富士見中       53.79 飯田高       53.80

4×100mR 久保村 玲衣(2) 上澤 美波(2) 北見 舞夏(2) 竹入 愛彩美(2) 小尾 友音(2) 向山 みなみ(3) 細川 佑郁(3) 三浦 遥果(2)
橋爪 郁未(2) 関島 友里佳(2) 上原 千夏(1) 酒井 珠良(2) 宮澤 杏実(3) 宮澤 希(3) 小林 靜句(2) 井口 結花(2)
樋口 由葵(2) 菅沼 真洸(2) 原 明香里(2) 菅沼 菜摘(2) 加納 葵(3) 西山 幸花(3) 五味 優花(2) 三澤 葵(1)
中山 美奈(2) 稲垣 汐里(2) 家苗  蒔(2) 向山 ひより(2) 鈴木 蘭(2) 山口 はづき(3) 玉田 菜穂(3) 村松 明日見(1)

07/21 三郡対抗女子 飯伊     4,07.78 諏訪     4,07.88 上伊那     4,12.71
対抗4×400mR 菅沼 真洸(2) 梅垣 琴音(2) 中山 美奈(2)

上原 千夏(1) 森本 紀乃(2) 高梨 美岐(3)
市沢 日菜(2) 髙見 李那(1) 武井 優奈(2)
関島 友里佳(2) 髙木 聡美(2) 橋爪 郁未(2)



予選 7月21日 10:05
決勝 7月21日 15:15

大会新(GR)          12.40

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 +1.3

 1 橋爪 郁未(2) 上伊那     13.38 q  1 上原 千夏(1) 飯伊     13.14 q
ﾊｼｽﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高

 2 樋口  香苗(3) 諏訪     13.63  2 深渡 由季(1) 諏訪     13.96 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中 ﾌｶﾜﾀﾘ ﾕｷ 諏訪二葉高

 3 廣瀬 澄玲(1) 諏訪     14.12  3 本田 萌香(2) 上伊那     14.11 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉高 ﾎﾝﾀﾞ ﾓｴｶ 宮田中

 4 宮下 真弥(1) 飯伊     14.47  4 鈴木 菜々花(2) 諏訪     14.31 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中

 5 西澤 亜優(2) 諏訪     14.85  5 五味 美桜奈(3) 諏訪     14.52 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕ 長峰中 ｺﾞﾐ ﾐｵﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 平島 麻衣(1) 上伊那     15.29  6 築島 由理恵(3) 飯伊     14.71 
ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ 南箕輪中 ﾂｷｼﾏ ﾕﾘｴ 下伊那松川中

 7 金子 向日葵(1) 諏訪     15.70  7 小池 美樹(2) 上伊那     15.30 
ｶﾈｺ ﾋﾏﾘ 原中 ｺｲｹ ﾐｷ 伊那西高
牧野 明日香(2) 飯伊 百瀬 果奈(1) 上伊那
ﾏｷﾉ ｱｽｶ 高森中 ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那中

[ 3組] 風速 +2.3 [ 4組] 風速 +0.7

 1 西村 千明(2) 上伊那     12.87 q  1 樋口 由葵(2) 上伊那     13.23 q
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高

 2 向山 みなみ(3) 上伊那     13.81  2 玉田 菜穂(3) 諏訪     13.76 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ 箕輪中 ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ 富士見中

 3 久保村 優衣(2) 上伊那     13.91  3 高橋 光(3) 上伊那     14.13 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾕｲ 赤穂中 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那中

 4 細川 佑郁(3) 諏訪     14.16  4 高橋 麻奈華(3) 諏訪     14.44 
ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 富士見中 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｶ 岡谷東部中

 5 春日 笑里(3) 上伊那     14.20  5 池田 好(1) 諏訪     14.63 
ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ 伊那東部中 ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 諏訪実業高

 6 宮坂  奏江(3) 諏訪     14.70  6 三澤 結衣(1) 上伊那     14.71 
ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ 茅野北部中 ﾐｻﾜ ﾕｲ 伊那西高

 7 味澤 胡春(3) 上伊那     14.70  7 古沢 朋美(1) 諏訪     15.46 
ｱｼﾞｻﾜ ｺﾊﾙ 辰野中 ﾌﾙｻﾜ ﾄﾓﾐ 長峰中

 8 北澤 鈴香(1) 諏訪     16.68  8 小池 美穂(1) 飯伊     15.52 
ｷﾀｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 下諏訪社中 ｺｲｹ ﾐﾎ 下伊那農業高

[ 5組] 風速 -0.4 [ 6組] 風速 -1.7

 1 宮澤 希(3) 上伊那     13.48 q  1 家苗  蒔(2) 飯伊     13.51 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中 ｶﾅｴ  ﾏｷ 松川高

 2 山田 花菜(1) 諏訪     13.90  2 天野 悠美(2) 諏訪     13.94 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 諏訪清陵高 ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部中

 3 宮本 菜央(1) 諏訪     14.16  3 樋口 美瑛(2) 飯伊     14.39 
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 下諏訪向陽高 ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ 高森中

 4 北原 ゆめみ(3) 上伊那     14.58  4 河野 恵理子(1) 上伊那     14.61 
ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ 伊那東部中 ｺｳﾉ ｴﾘｺ 伊那北高

 5 太田 萌佳(2) 上伊那     14.59  5 髙沢 杏菜(2) 上伊那     14.98 
ｵｵﾀ ﾓｴｶ 宮田中 ﾀｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 辰野中

 6 長久保 麻衣(2) 諏訪     14.81  6 小松 葉月(1) 上伊那     15.03 
ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｲ 岡谷東部中 ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 春富中

 7 小平 夢加(1) 上伊那     15.55  7 島﨑 七星(1) 諏訪     15.33 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 伊那中 ｼﾏｻﾞｷ ﾅﾅｾ 岡谷北部中

 8 小澤 沙永子(1) 諏訪     16.01  8 菅沼 望子(1) 飯伊     15.57 
ｵｻﾞﾜ ｻｴｺ 岡谷北部中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中

[ 7組] 風速 +0.1 [ 8組] 風速 -0.1

 1 金森 佑奈(2) 上伊那     13.33 q  1 森本 紀乃(2) 諏訪     13.05 q
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉高

 2 宮澤 杏実(3) 諏訪     13.65  2 長谷川 未来(1) 上伊那     13.80 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 岡谷西部中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 赤穂高

 3 北見 舞夏(2) 飯伊     14.26  3 小尾 友音(2) 諏訪     13.96 
ｷﾀﾐ  ﾏｲｶ 松川高 ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 岡谷西部中

 4 瀬戸 真友香(2) 諏訪     14.34  4 榊山 莉帆(1) 飯伊     14.35 
ｾﾄ ﾏﾕｶ 諏訪中 ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子高

 5 鵜飼 遥香(2) 諏訪     15.00  5 宮坂 彩夏(1) 諏訪     14.78 
ｳｶｲ ﾊﾙｶ 諏訪南中 ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ 岡谷南高

 6 小沢 恵菜(1) 諏訪     15.25  6 小池 まみ(1) 上伊那     15.10 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部中 ｺｲｹ ﾏﾐ 伊那西高

 7 小田切 彩乃(1) 上伊那     15.53  7 田中 里奈(2) 諏訪     15.32 
ｺﾀｷﾞﾘ ｱﾔﾉ 宮田中 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 茅野東部中

 8 村澤 優華(2) 上伊那     15.68 桑澤 瑛江(2) 上伊那
ﾑﾗｻﾜ ﾕｳｶ 赤穂高 ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野高
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[ 9組] 風速 +1.2 [ 10組] 風速  0.0

 1 両角 若菜(1) 諏訪     13.36 q  1 中山 美奈(2) 上伊那     13.84 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾜｶﾅ 諏訪清陵高 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 2 宮澤 風香(3) 飯伊     13.51  2 宮﨑 星来(2) 上伊那     13.94 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 高森中 ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾗ 中川中

 3 山口 はづき(3) 上伊那     13.93  3 林口 琴海(2) 諏訪     14.12 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ 箕輪中 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 岡谷東高

 4 栁澤 唯月(2) 諏訪     14.13  4 大野 真琴(2) 諏訪     14.20 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 岡谷東部中 ｵｵﾉ ﾏｺ 岡谷南高

 5 春日 優花(2) 飯伊     14.17  5 鈴木 蘭(2) 諏訪     14.21 
ｶｽｶﾞ ﾕｳｶ 下伊那農業高 ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 岡谷西部中

 6 小山 風菜(1) 諏訪     14.60  6 今村 咲月(1) 飯伊     15.12 
ｺﾔﾏ ﾌｳﾅ 諏訪西中 ｲﾏﾑﾗ ｻﾂｷ 飯田女子高

 7 北原 果林(1) 上伊那     15.21  7 小倉 心音(1) 上伊那     15.45 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾘﾝ 辰野中 ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 赤穂中

 8 片桐 楓果(1) 諏訪     16.39 金井 瑚乃美(2) 諏訪
ｶﾀｷﾞﾘ ﾌｳｶ 下諏訪社中 ｶﾅｲ ｺﾉﾐ 諏訪南中

[ 11組] 風速 +0.4

 1 五味 優花(2) 諏訪     13.77 
ｺﾞﾐ ﾕｳｶ 富士見中

 2 倉田 亜美(2) 上伊那     13.78 
ｸﾗﾀ ｱﾐ 赤穂中

 3 瀬戸 由乃(2) 上伊那     14.12 
ｾﾄ ﾕｳﾉ 南箕輪中

 4 鮎澤 ののか(1) 諏訪     14.44 
ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 上諏訪中

 5 谷口 果歩(3) 諏訪     15.05 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ 岡谷北部中

 6 牛山 愛梨(2) 諏訪     15.13 
ｳｼﾔﾏ ｱｲﾘ 諏訪南中
菅沼 美風(3) 飯伊
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 豊丘中

風速 -2.1

 1 西村 千明(2) 上伊那     13.09 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高

 2 森本 紀乃(2) 諏訪     13.15 
ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 諏訪二葉高

 3 上原 千夏(1) 飯伊     13.27 
ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高

 4 両角 若菜(1) 諏訪     13.62 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾜｶﾅ 諏訪清陵高

 5 樋口 由葵(2) 上伊那     13.64 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高

 6 金森 佑奈(2) 上伊那     13.74 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中

 7 橋爪 郁未(2) 上伊那     13.79 
ﾊｼｽﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高
宮澤 希(3) 上伊那
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中
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予選 7月21日 11:55
決勝 7月21日 14:45

大会新(GR)          57.71

[ 1組] [ 2組]

 1 伯耆原 由花(2) 上伊那   1,02.46 q  1 髙木 聡美(2) 諏訪   1,02.27 q
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高 ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 下諏訪向陽高

 2 高梨 美岐(3) 上伊那   1,02.97 q  2 髙見 李那(1) 諏訪   1,05.30 
ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農業高 ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉高

 3 武井 優奈(2) 上伊那   1,03.25 q  3 市沢 日菜(2) 飯伊   1,05.46 
ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北高 ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高

 4 久保村 玲衣(2) 上伊那   1,04.71  4 髙橋 優香 飯伊   1,05.63 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ DreamAC

 5 大前 彩花(3) 上伊那   1,10.05  5 長谷川 未来(1) 上伊那   1,06.12 
ｵｵﾏｴ ｱﾔｶ 春富中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 赤穂高

 6 小林 靜句(2) 諏訪   1,11.69  6 滝澤 奈苗(1) 諏訪   1,08.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ 富士見中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅﾅｴ 岡谷東高

 7 今井 媛奈(2) 諏訪   1,14.76  7 渡邉 彩愛(2) 諏訪   1,09.71 
ｲﾏｲ ﾋﾒﾅ 岡谷北部中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｴ 富士見中
竹内 亜須香(1) 諏訪  8 牛山 里歩(1) 諏訪   1,18.47 
ﾀｹｳﾁ ｱｽｶ 茅野北部中 ｳｼﾔﾏ ﾘﾎ 茅野北部中

[ 3組] [ 4組]

 1 金森 佑奈(2) 上伊那   1,03.01 q  1 関島 友里佳(2) 飯伊   1,00.19 q
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中 ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 2 菅沼 真洸(2) 飯伊   1,03.77 q  2 梅垣 琴音(2) 諏訪   1,03.34 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高 ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ 諏訪清陵高

 3 中山 美奈(2) 上伊那   1,04.60  3 家苗  蒔(2) 飯伊   1,05.21 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ｶﾅｴ  ﾏｷ 松川高

 4 菅沼 菜摘(2) 上伊那   1,05.55  4 橋爪 郁未(2) 上伊那   1,06.38 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高 ﾊｼｽﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 5 垣内 夕(2) 上伊那   1,06.69  5 熊谷 早恵(3) 上伊那   1,07.14 
ｶｷｳﾁ ﾕｳ 伊那北高 ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那中

 6 廣瀬 澄玲(1) 諏訪   1,07.01  6 柏原 千夏(1) 上伊那   1,07.74 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉高 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 上伊那農業高

 7 長谷川 美波(2) 飯伊   1,08.48 鮎澤 郁恵 飯伊
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾅﾐ 飯田高 ｱｲｻﾞﾜ ｲｸｴ DreamAC

 8 五味 幸花(2) 諏訪   1,16.25 
ｺﾞﾐ ｻﾁｶ 富士見中

 1 関島 友里佳(2) 飯伊   1,00.26 
ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ 飯田風越高

 2 梅垣 琴音(2) 諏訪   1,01.74 
ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ 諏訪清陵高

 3 髙木 聡美(2) 諏訪   1,02.12 
ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ 下諏訪向陽高

 4 高梨 美岐(3) 上伊那   1,03.09 
ﾀｶﾅｼ ﾐｷ 上伊那農業高

 5 武井 優奈(2) 上伊那   1,03.54 
ﾀｹｲ ﾕｳﾅ 伊那北高

 6 伯耆原 由花(2) 上伊那   1,03.58 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 伊那西高

 7 金森 佑奈(2) 上伊那   1,04.67 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中

 8 菅沼 真洸(2) 飯伊   1,06.46 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 飯田風越高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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予選 7月21日 13:25
決勝 7月21日 15:25

大会新(GR)        2,18.40

[ 1組] [ 2組]

 1 永山 実来(1) 飯伊   2,29.18 Q  1 小塩 早紀(2) 上伊那   2,31.97 Q
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 飯田高 ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘高

 2 田中 楓(2) 諏訪   2,34.70 q  2 松村 彩乃(1) 飯伊   2,38.27 
ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 富士見中 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾔﾉ 飯田高

 3 高橋 未来(1) 上伊那   2,35.87 q  3 上原 萌花(3) 諏訪   2,39.43 
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 上伊那農業高 ｳｴﾊﾗ ﾓｴｶ 諏訪南中

 4 小池 碧桜(2) 飯伊   2,46.34  4 若狹 藍子(2) 諏訪   2,39.77 
ｺｲｹ ﾐｵ 高森中 ﾜｶｻ ｱｲｺ 永明中

 5 寺島 菜穂(2) 諏訪   2,50.27  5 三井 咲良(3) 諏訪   2,39.94 
ﾃﾗｼﾏ ﾅﾎ 諏訪清陵高 ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

 6 満澤 加奈子(1) 上伊那   2,50.70  6 中林 知紗(2) 上伊那   2,42.50 
ﾐﾂｻﾞﾜ ｶﾅｺ 伊那西高 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 箕輪中

 7 木下 野乃花(1) 諏訪   2,52.69  7 中村 美音(2) 諏訪   2,46.88 
ｷﾉｼﾀ ﾉﾉｶ 諏訪二葉高 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 茅野東部中

 8 原田 芽依(1) 諏訪   2,52.99  8 下平 尚(2) 上伊那   2,47.42 
ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ 長峰中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵ 赤穂高

 9 宮澤 ゆめみ(1) 上伊那   2,54.78  9 原 彩花(2) 飯伊   2,47.60 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕﾒﾐ 辰野中 ﾊﾗ ｻﾔｶ 下伊那松川中

10 川端 彩未(1) 諏訪   2,56.09 10 寺門 萌々花(1) 上伊那   2,49.76 
ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾐ 茅野北部中 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾓﾓｶ 宮田中

11 後藤 紗希(2) 諏訪   2,57.29 11 大貫 なつみ(1) 上伊那   2,55.21 
ｺﾞﾄｳ ｻｷ 上諏訪中 ｵｵﾇｷ ﾅﾂﾐ 辰野中
春日 莉杏(2) 上伊那 三澤 亜優(2) 上伊那
ｶｽｶﾞ ﾘｺ 伊那東部中 ﾐｻﾜ ｱﾕ 伊那東部中

[ 3組] [ 4組]

 1 山岸 鈴加(1) 飯伊   2,33.99 Q  1 吉川 夏鈴(2) 飯伊   2,35.08 Q
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 飯田高 ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高

 2 黒田 琴音(3) 上伊那   2,34.38 q  2 大槻 美亜(1) 上伊那   2,36.19 q
ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 伊那中 ｵｵﾂｷ ﾐｱ 箕輪中

 3 桜井 菜緒(1) 飯伊   2,36.55  3 上原  舞(1) 諏訪   2,36.51 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高 ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 諏訪清陵高

 4 平出 藍未(1) 諏訪   2,37.51  4 五味 礼羽(1) 諏訪   2,37.53 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｲﾐ 富士見中 ｺﾞﾐ ﾕｷﾊ 原中

 5 藤岡 緩奈(2) 飯伊   2,38.40  5 堀内 智加(1) 上伊那   2,37.78 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 高森中 ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 赤穂高

 6 村上 紗世(3) 上伊那   2,44.12  6 半田 永遠(2) 諏訪   2,41.32 
ﾑﾗｶﾐ ｻﾖ 辰野中 ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 岡谷北部中

 7 塚田 光香(2) 諏訪   2,44.40  7 市川 優佳(2) 上伊那   2,59.54 
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾂｶ 岡谷北部中 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｶ 春富中

 8 上島 実歩(2) 諏訪   2,49.16  8 津金 真希(2) 諏訪   3,05.15 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾎ 下諏訪社中 ﾂｶﾞﾈ ﾏｷ 富士見中

 9 畠山 陽南(1) 上伊那   2,54.53 宮原 萌里(2) 上伊那
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾅ 宮田中 ﾐﾔﾊﾗ ﾓｴﾘ 伊那東部中

10 諏訪 春乃(3) 諏訪   3,06.21 久保村 玲衣(2) 上伊那
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ 伊那弥生ヶ丘高
中村 仁美(2) 上伊那 竹村 瑞香(1) 諏訪
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 赤穂中 ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大三高
河原 里紗(1) 諏訪
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 諏訪二葉高

 1 永山 実来(1) 飯伊   2,26.24 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 飯田高

 2 小塩 早紀(2) 上伊那   2,29.06 
ｺｼｵ ｻｷ 伊那弥生ヶ丘高

 3 山岸 鈴加(1) 飯伊   2,31.26 
ﾔﾏｷﾞｼ ｽｽﾞｶ 飯田高

 4 吉川 夏鈴(2) 飯伊   2,33.16 
ﾖｼｶﾜ ｶﾘﾝ 飯田風越高

 5 高橋 未来(1) 上伊那   2,33.70 
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 上伊那農業高

 6 田中 楓(2) 諏訪   2,34.36 
ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 富士見中

 7 黒田 琴音(3) 上伊那   2,34.87 
ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 伊那中

 8 大槻 美亜(1) 上伊那   2,34.93 
ｵｵﾂｷ ﾐｱ 箕輪中
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決勝 7月21日 14:50

大会新(GR)        9,54.80

 1 松澤 綾音(3) 飯伊  10,08.18 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 喬木中

 2 井尻 茉莉香(2) 諏訪  10,09.13 
ｲｼﾞﾘ ﾏﾘｶ 諏訪二葉高

 3 竹内 優花(1) 諏訪  10,12.54 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 東海大三高

 4 浦野 友里(3) 上伊那  10,48.14 
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 春富中

 5 原 明香里(2) 飯伊  11,18.06 
ﾊﾗ  ｱｶﾘ 松川高

 6 西永 梨恵(3) 飯伊  11,24.21 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾘｴ 飯田風越高

 7 落合 早峰(2) 上伊那  11,31.29 
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ 宮田中

 8 神部 紫音(1) 飯伊  11,32.66 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 下伊那松川中

 9 田中 杏子(1) 諏訪  11,36.46 
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高

10 加藤 晴香(3) 上伊那  11,44.19 
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 伊那中

11 大日方 碧(2) 上伊那  12,00.25 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｵｲ 伊那中

12 座光寺 未来(3) 飯伊  12,23.69 
ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 下伊那松川中

13 宮澤 紅葉(1) 上伊那  12,51.05 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野中

14 後藤 未来(2) 諏訪  12,53.52 
ｺﾞﾄｳ ﾐｷ 諏訪清陵高

15 柘植 菜々子(2) 上伊那  13,01.51 
ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ 辰野中

16 日野 まほろ(1) 上伊那  13,16.44 
ﾋﾉ ﾏﾎﾛ 箕輪中

17 前島 由奈(2) 諏訪  13,21.26 
ﾏｴｼﾏ ﾕｳﾅ 富士見中

18 小平 紗矢香(3) 上伊那  13,33.66 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾔｶ 辰野中

19 酒井 美優(1) 上伊那  14,23.56 
ｻｶｲ ﾐﾕ 伊那西高
若狹 藍子(2) 諏訪
ﾜｶｻ ｱｲｺ 永明中
笠原 百華(2) 諏訪
ｶｻﾊﾗ ﾓﾓｶ 諏訪清陵高
前島 紀子 諏訪
ﾏｴｼﾏ ﾉﾘｺ 富士見体協

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9    68

19   850

18   875

3   475

6    96

2   148

7   419

14    46

5   837

13   348

1   336

22    51

16   579

15   793

8   560

20  1322

12   897

10   569

21   324

4   604
欠場

11   800
欠場

17   884
欠場



決勝 7月21日  9:00

大会新(GR)          15.03

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -0.5

 1 田中 蘭(3) 上伊那     17.71  1 三浦 遥果(2) 飯伊     17.73 
ﾀﾅｶ ﾗﾝ 伊那中 ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高

 2 伊藤 絵夢(2) 諏訪     18.74  2 池田 好(1) 諏訪     18.42 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中 ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 諏訪実業高

 3 杉山 舞(1) 飯伊     19.27  3 三澤 葵(1) 飯伊     18.63 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲ 飯田風越高 ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高

 4 小田切 すずらん(上伊那     21.76  4 唐澤 遥奈(2) 上伊那     18.69 
ｺﾀｷﾞﾘ ｽｽﾞﾗﾝ 宮田中 ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 伊那西高

 5 芝﨑 優貴(2) 上伊那     22.35  5 御園 麻衣(2) 諏訪     18.71 
ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾕｳｷ 辰野中 ﾐｿﾉ ﾏｲ 富士見中

 6 諏訪 春乃(3) 諏訪     22.91  6 小林 愛実(3) 諏訪     20.47 
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 茅野北部中
金子 愛果(2) 上伊那 後藤 優月(1) 上伊那
ｶﾈｺ ｱｲｶ 伊那中 ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 宮田中

[ 3組] 風速 -1.0

 1 小沼 千夏(3) 飯伊     16.78 
ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ 飯田女子高

 2 中村 日菜子(2) 諏訪     17.13 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 諏訪清陵高

 3 前田 花奈(1) 上伊那     17.19 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 4 向山 ひより(2) 上伊那     17.54 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農業高

 5 池上 真琴(1) 上伊那     18.17 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 伊那西高

 6 樋屋 彩(1) 上伊那     23.09 
ﾋｵｸ ｱﾔ 伊那北高
中澤 毬乃(3) 諏訪
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 諏訪南中

   1 小沼 千夏(3) 飯伊 飯田女子高     16.78 (-1.0)   3   1
   2 中村 日菜子(2) 諏訪 諏訪清陵高     17.13 (-1.0)   3   2
   3 前田 花奈(1) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高     17.19 (-1.0)   3   3
   4 向山 ひより(2) 上伊那 上伊那農業高     17.54 (-1.0)   3   4
   5 田中 蘭(3) 上伊那 伊那中     17.71 (+0.8)   1   1
   6 三浦 遥果(2) 飯伊 飯田高     17.73 (-0.5)   2   1
   7 池上 真琴(1) 上伊那 伊那西高     18.17 (-1.0)   3   5
   8 池田 好(1) 諏訪 諏訪実業高     18.42 (-0.5)   2   2
   9 三澤 葵(1) 飯伊 飯田高     18.63 (-0.5)   2   3
  10 唐澤 遥奈(2) 上伊那 伊那西高     18.69 (-0.5)   2   4
  11 御園 麻衣(2) 諏訪 富士見中     18.71 (-0.5)   2   5
  12 伊藤 絵夢(2) 諏訪 長峰中     18.74 (+0.8)   1   2
  13 杉山 舞(1) 飯伊 飯田風越高     19.27 (+0.8)   1   3
  14 小林 愛実(3) 諏訪 茅野北部中     20.47 (-0.5)   2   6
  15 小田切 すずらん(1) 上伊那 宮田中     21.76 (+0.8)   1   4
  16 芝﨑 優貴(2) 上伊那 辰野中     22.35 (+0.8)   1   5
  17 諏訪 春乃(3) 諏訪 上諏訪中     22.91 (+0.8)   1   6
  18 樋屋 彩(1) 上伊那 伊那北高     23.09 (-1.0)   3   6

決勝 7月21日 13:50

大会新  (GR )    24,15.93

 1 大和 千秋 飯伊  25,05.90 
ﾔﾏﾄ  ﾁｱｷ 飯田病院

 2 牛山 杏香(3) 飯伊  30,13.35 
ｳｼﾔﾏ  ｷｮｳｶ 松川高

 3 伊奈川 紗映(2) 飯伊  33,48.32 
ｲﾅｶﾞﾜ ｻｴ 飯田女子高

女子

100mH(0.838m)100mH(0.838m)

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   334  334

55   872  872

77   150  150

66   433  433

88   572  572

33   760  760

22   346  346
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22   120  120

55   769  769

88   119  119

66   318  318

33   912  912

77   732  732

44   437  437
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
88   138  138

22   785  785

55   410  410

44   505  505

77   319  319

33   381  381

66   820  820
欠場欠場

タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風） 備考備考 組組 順位順位
  138  138
  785  785
  410  410
  505  505
  334  334
  120  120
  319  319
  769  769
  119  119
  318  318
  912  912
  872  872
  150  150
  732  732
  433  433
  572  572
  760  760
  381  381

6   142

8   143

7    99

女子

5000mW              

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月21日 12:35
決勝 7月21日 15:45

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   7 伊那弥生ヶ丘高   415 久保村 玲衣(2)     51.27 q  1   3 飯田風越高   151 上澤 美波(2)     52.04 q

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ
  413 橋爪 郁未(2)   164 関島 友里佳(2)

ﾊｼｽﾞﾒ ｲｸﾐ ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
  406 樋口 由葵(2)   149 菅沼 真洸(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  408 中山 美奈(2)   168 稲垣 汐里(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ
 2   4 松川高    84 北見 舞夏(2)     52.99 q  2   6 岡谷西部中   615 小尾 友音(2)     53.51 q

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｷﾀﾐ  ﾏｲｶ ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ
   89 上原 千夏(1)   619 宮澤 杏実(3)

ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ
   96 原 明香里(2)   621 加納 葵(3)

ﾊﾗ  ｱｶﾘ ｶﾉｳ ｱｵｲ
  103 家苗  蒔(2)   608 鈴木 蘭(2)

ｶﾅｴ  ﾏｷ ｽｽﾞｷ ﾗﾝ
 3   6 伊那西高   316 伯耆原 由花(2)     54.80  3   7 富士見中   910 細川 佑郁(3)     53.61 q

ｲﾅﾆｼｺｳ ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ ﾌｼﾞﾐﾁｭ ﾎｿｶﾜ ﾕｲ
  319 池上 真琴(1)   898 小林 靜句(2)

ｲｹｶﾞﾐ ﾏｺﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ
  318 唐澤 遥奈(2)   913 五味 優花(2)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ ｺﾞﾐ ﾕｳｶ
  326 三澤 結衣(1)   917 玉田 菜穂(3)

ﾐｻﾜ ﾕｲ ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ
 4   2 赤穂中   540 小池 美月(1)     55.92  4   8 長峰中   872 伊藤 絵夢(2)     55.43 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｺｲｹ ﾐｽﾞｷ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｲﾄｳ ｴﾑ
  545 久保村 優衣(2)   853 濵 奏美(2)

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾕｲ ﾊﾏ ｶﾅﾐ
  538 松崎 楓奈(2)   860 西澤 亜優(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌｳﾅ ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕ
  537 倉田 亜美(2)   863 小林 あゆみ(1)

ｸﾗﾀ ｱﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 5   8 岡谷北部中   924 今井 媛奈(2)     57.69  5   2 伊那東部中   364 春日 笑里(3)     55.48 

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｲﾏｲ ﾋﾒﾅ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｶｽｶﾞ ｴﾐﾘ
  919 井口 咲(3)   367 寺澤 純香(3)

ｲｸﾞﾁ ｻｷ ﾃﾗｻﾜ ｽﾐｶ
  923 今井 美里(2)   371 原 悠夏(3)

ｲﾏｲ ﾐｻﾄ ﾊﾗ ﾕｳｶ
  927 谷口 果歩(3)   352 北原 ゆめみ(3)

ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾐ
 6   5 宮田中   429 太田 萌佳(2)     58.38  6   4 諏訪南中   822 進藤 綺良々(2)     57.76 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ｵｵﾀ ﾓｴｶ ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｼﾝﾄﾞｳ ｷﾗﾗ
  436 笹尾 美宙(1)   825 金井 瑚乃美(2)

ｻｻｵ ﾐｿﾗ ｶﾅｲ ｺﾉﾐ
  437 後藤 優月(1)   826 牛山 世梨奈(2)

ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ ｳｼﾔﾏ ｾﾘﾅ
  421 本田 萌香(2)   828 鵜飼 遥香(2)

ﾎﾝﾀﾞ ﾓｴｶ ｳｶｲ ﾊﾙｶ
  3 岡谷東部中   5 諏訪西中

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ 欠場 ｽﾜﾆｼﾁｭｳ 欠場

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   8 上伊那農業高   495 竹入 愛彩美(2)     53.10 q  1   7 箕輪中  1329 向山 みなみ(3)     53.00 q

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ
  501 酒井 珠良(2)  1330 宮澤 希(3)

ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
  497 菅沼 菜摘(2)  1326 西山 幸花(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ
  505 向山 ひより(2)  1328 山口 はづき(3)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ
 2   7 飯田高   120 三浦 遥果(2)     54.03 q  2   5 伊那中   334 田中 蘭(3)     54.79 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ ｲﾅﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾗﾝ
  130 井口 結花(2)   345 熊谷 早恵(3)

ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ
  119 三澤 葵(1)   330 北原 凪紗(3)

ﾐｻﾜ ｱｵｲ ｷﾀﾊﾗ ﾅｷﾞｻ
  110 村松 明日見(1)   344 高橋 光(3)

ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
 3   6 南箕輪中  1307 瀬戸 由乃(2)     54.29  3   4 茅野北部中   725 湯田坂  奈々子(3)     56.10 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｾﾄ ﾕｳﾉ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾕﾀﾞｻｶ ﾅﾅｺ
 1310 金森 佑奈(2)   720 栁平  麻梨(3)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ
 1304 藤野 百花(3)   743 宮坂  奏江(3)

ﾌｼﾞﾉ ﾓﾓｶ ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ
 1311 吉田 みさき(3)   723 樋口  香苗(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ
 4   3 高森中    72 樋口 美瑛(2)     54.36  4   6 すずたけRC   302 矢野 妙(2)     57.57 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ﾐｴｲ ｽｽﾞﾀｹｱｰﾙｼｰ ﾔﾉ ﾀｴ
   79 宮内 萌菜(1)   303 北條 陽香(2)

ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ
   74 石井 涼(1)   307 守屋 杏樹(2)

ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ ﾓﾘﾔ ｱﾝｼﾞｭ
   78 宮澤 風香(3)   308 向山 弥那(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅ
 5   5 辰野中   553 髙沢 杏菜(2)     55.25   3 諏訪清陵高   777 両角 若菜(1)

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾀｶｻﾞﾜ ｱﾝﾅ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾜｶﾅ 欠場
  574 今井 希生(2)   791 山田 花菜(1)

ｲﾏｲ ｷｷ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
  561 塚間 美貴(2)   785 中村 日菜子(2)

ﾂｶﾏ ﾐｷ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ
  555 味澤 胡春(3)   784 長澤  妙(1)

ｱｼﾞｻﾜ ｺﾊﾙ ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ
 6   4 飯田女子高   139 榊山 莉帆(1)     56.91   8 伊那北高   381 樋屋 彩(1)

ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼ ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ ｲﾅｷﾀｺｳ ﾋｵｸ ｱﾔ 欠場
  138 小沼 千夏(3)   399 河野 恵理子(1)

ｺﾇﾏ ﾁﾅﾂ ｺｳﾉ ｴﾘｺ
  137 唐澤 茉実(1)   384 田中 真彩(1)

ｶﾗｻﾜ ﾏﾐ ﾀﾅｶ ﾏﾔ
  140 今村 咲月(1)   389 西村 千明(2)

ｲﾏﾑﾗ ｻﾂｷ ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ

女子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 伊那弥生ヶ丘高   415 久保村 玲衣(2)     51.46 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾚｲ
  413 橋爪 郁未(2)

ﾊｼｽﾞﾒ ｲｸﾐ
  406 樋口 由葵(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  408 中山 美奈(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
 2   6 飯田風越高   151 上澤 美波(2)     51.57 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ
  164 関島 友里佳(2)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
  149 菅沼 真洸(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
  168 稲垣 汐里(2)

ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ
 3   5 松川高    84 北見 舞夏(2)     52.75 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｷﾀﾐ  ﾏｲｶ
   89 上原 千夏(1)

ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ
   96 原 明香里(2)

ﾊﾗ  ｱｶﾘ
  103 家苗  蒔(2)

ｶﾅｴ  ﾏｷ
 4   8 上伊那農業高   495 竹入 愛彩美(2)     52.88 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ
  501 酒井 珠良(2)

ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ
  497 菅沼 菜摘(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾅﾂﾐ
  505 向山 ひより(2)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ
 5   7 岡谷西部中   615 小尾 友音(2)     53.16 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ
  619 宮澤 杏実(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ
  621 加納 葵(3)

ｶﾉｳ ｱｵｲ
  608 鈴木 蘭(2)

ｽｽﾞｷ ﾗﾝ
 6   4 箕輪中  1329 向山 みなみ(3)     53.60 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅﾐ
 1330 宮澤 希(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 1326 西山 幸花(3)

ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ
 1328 山口 はづき(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾂﾞｷ
 7   1 富士見中   910 細川 佑郁(3)     53.79 

ﾌｼﾞﾐﾁｭ ﾎｿｶﾜ ﾕｲ
  898 小林 靜句(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ
  913 五味 優花(2)

ｺﾞﾐ ﾕｳｶ
  917 玉田 菜穂(3)

ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ
 8   2 飯田高   120 三浦 遥果(2)     53.80 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
  130 井口 結花(2)

ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ
  119 三澤 葵(1)

ﾐｻﾜ ｱｵｲ
  110 村松 明日見(1)

ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ

4×100mR
決勝

女子



決勝 7月21日 13:30

大会新(GR)           1.65

唐澤 遥奈(2) 上伊那
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 伊那西高
上澤 美波(2) 飯伊
ｶﾐｻﾜ ﾐﾅﾐ 飯田風越高
奥田 藍美(3) 上伊那
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 宮田中
柘植 みなみ(2) 諏訪
ﾂｹ ﾞﾐﾅﾐ 下諏訪向陽高
村松 明日見(1) 飯伊
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高
酒井 茜(1) 上伊那
ｻｶｲ ｱｶﾈ 赤穂高
倉品 愛美(1) 諏訪
ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ 岡谷西部中
戸田 すみれ(2) 上伊那
ﾄﾀﾞ ｽﾐﾚ 南箕輪中
渡邉 友香(1) 上伊那
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 赤穂高
樋口 朋果(1) 諏訪
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 岡谷東高
下平 里紗(2) 上伊那
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｻ 春富中
花岡 瑚徒(1) 諏訪
ﾊﾅｵｶ ｺﾄ 岡谷西部中
中島 瑠衣(2) 諏訪
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 岡谷西部中
中澤 毬乃(3) 諏訪
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 諏訪南中
藤森  安優(3) 諏訪
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾕ 茅野北部中
林 沙都美(2) 諏訪
ﾊﾔｼ ｻﾄﾐ 岡谷東部中
原 萌夏(1) 上伊那
ﾊﾗ ﾓｴｶ 伊那東部中
吉川 つづり(2) 上伊那
ｷｯｶﾜ ﾂﾂﾞﾘ 南箕輪中
小川 菜々穂(2) 諏訪
ｵｶﾞﾜ ﾅﾅﾎ 富士見中
工藤 真希(2) 諏訪
ｸﾄﾞｳ ﾏｷ 岡谷東部中
百瀬 早姫(2) 諏訪
ﾓﾓｾ ｻｷ 富士見中
上條 琴葉(1) 上伊那
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺﾄﾊ 伊那東部中
宮林 彩未(2) 上伊那
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾐ 春富中
三澤 恵莉那(1) 諏訪
ﾐｻﾜ ｴﾘﾅ 諏訪西中
片桐 瑠菜(2) 上伊那 記録なし
ｶﾀｷﾞﾘ ﾙﾅ 辰野中
若月 美侑(1) 諏訪 記録なし
ﾜｶﾂｷ ﾐｳ 諏訪西中
平澤 優佳(2) 上伊那 欠場
ﾋﾗｻﾜ ﾕｶ 中川中
守屋 綺乃(1) 上伊那 欠場
ﾓﾘﾔ  ｱﾔﾉ 伊那西高
市沢 日菜(2) 飯伊 欠場
ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ 飯田高
鈴木 みのり(1) 上伊那 欠場
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那北高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m20 1m25 備考1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51
1 28   318

- - - - - - O O O XXX  1.48

2 27   151
- - - - O O XO XO XO XXX  1.48

3 24   441
- - - - O O O O XXX  1.45

4 29   666
- - - - - - XO XO XXX  1.45

5 25   110
- - - - - O O XXX  1.40

6 21   523
- - - O O XXO XXO XXX  1.40

7 22   613
- - - O O O XXX  1.35

8 20  1309
- - - O O XO XXX  1.35

9 19   517
- - O O O XXX  1.30

10 23   625
- - - - XO XXX  1.30

11 13   474
- - O O XXO XXX  1.30

12 8   620
- O O O XXX  1.25

12 12   611
O O O O XXX  1.25

12 18   820
O O O O XXX  1.25

15 9   724
O O O XO XXX  1.25

16 14   634
O O XXO XO XXX  1.25

17 10   372
O O O XXO XXX  1.25

18 7  1312
- O O XXX  1.20

18 11   905
- O O XXX  1.20

18 17   647
O O O XXX  1.20

21 15   892
- - XO XXX  1.20

22 4   359
O XO XXX  1.15

22 5   471
O XO XXX  1.15

24 1   811
O XXX  1.10

2   558
XXX

3   809
XXX

6   584

16   325

26   116

30   377



決勝 7月21日  9:30

大会新  (GR )        3.61

原 裕美佳(3) 上伊那
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠高
加賀見 麻里(1) 諏訪
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽高
井口 結花(2) 飯伊
ｲｸﾞﾁ ﾕｳｶ 飯田高
両角 茜音(2) 諏訪
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 諏訪清陵高
田中 真彩(1) 上伊那
ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那北高
宮崎 希(2) 上伊那
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高
仁科柊花(3) 上伊那
ﾆｼﾅ ｼｭｳｶ すずたけRC
山口 なつき(3) 上伊那
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 伊那東部中
荒井 菜々風(2) 諏訪
ｱﾗｲ ﾅﾅｶ 原中
鎌倉 未有(2) 諏訪
ｶﾏｸﾗ ﾐﾕ 原中
宮原 美紗(3) 上伊那 記録なし
ﾐﾔﾊﾗﾐｻ 伊那東部中
酒井理帆(3) 上伊那 欠場
ｻｶｲ ﾘﾎ 伊那東部中

1   366

 2.00

3   375
XXX

10 2   751
XO XXX

 2.00

 2.20

9 6   748
O XXX

8 7   368
XXO XO XXX

 2.20

 2.40

7 5   306
O XO XXX

XXX
6 4   414

- XXO XXO

 2.40

 2.40

5 8   384
- XO XXO XXX

XXX
3 11   778

- - O

 2.40

 2.70

3 10   130
- - O XXX

O XXO XXX
2 9   673

- - O

O - - XXO XXX  3.10

3m10 3m20
1 12   452

- - - - -

記録2m40 2m60 備考2m00 2m20 2m70 2m80 2m90 3m00

女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月21日 13:30

大会新(GR)           6.06

西村 千明(2) 上伊那   5.34   5.40    X   5.50    X   5.26    5.50 
ﾆｼﾑﾗ ﾁｱｷ 伊那北高   +1.9   +2.1   +2.0   +1.5    +2.0
酒井 珠良(2) 上伊那   4.90   4.96   4.98    X    X    X    4.98 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 上伊那農業高   +3.3   +1.6   +3.6    +3.6
長澤  妙(1) 諏訪   4.92   4.83    X    X   4.67   4.70    4.92 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 諏訪清陵高   +3.0   +1.9   +2.1   +1.1    +3.0
五味 美桜奈(3) 諏訪    X    X   4.60   4.59   4.68   4.87    4.87 
ｺﾞﾐ ﾐｵﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +1.8   +2.1   +1.5   +2.1    +2.1
西村 恵実(2) 上伊那    X   4.69   4.48    X   4.78   4.55    4.78 
ﾆｼﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 伊那中   +2.4   +1.1   +1.6   +1.1    +1.6
髙見 李那(1) 諏訪   4.73    X    X    X    X   4.36    4.73 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉高   +2.5   +1.6    +2.5
三浦 遥果(2) 飯伊   4.59   4.68    X   4.51   4.70    X    4.70 
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 飯田高   +2.6   +1.6   +1.9   +2.8    +2.8
井口 咲(3) 諏訪    X   4.56   4.62   4.45   4.58   4.28    4.62 
ｲｸﾞﾁ ｻｷ 岡谷北部中   +3.0   +1.7   +0.8   +2.6   +2.1    +1.7
花岡 いろは(2) 諏訪   4.22   4.57   4.44    4.57 
ﾊﾅｵｶ ｲﾛﾊ 岡谷東部中   +2.9   +1.0   +2.0    +1.0
名取 奈々海(3) 諏訪   4.50   4.36    X    4.50 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中   +3.6   +1.8    +3.6
吉田 みさき(3) 上伊那   4.44   4.42   4.34    4.44 
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 南箕輪中   +3.3   +2.3   +2.6    +3.3
倉内 遥香(2) 飯伊   4.10   4.40   4.14    4.40 
ｸﾗｳﾁ ﾊﾙｶ 下伊那農業高   +1.5   +2.7   +0.5    +2.7
宮崎 真衣奈(1) 飯伊    X   4.29   4.39    4.39 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高   +2.2   +1.6    +1.6
栁澤 唯月(2) 諏訪   4.38   4.37   3.76    4.38 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 岡谷東部中   +2.5   +3.7   +2.9    +2.5
濵 奏美(2) 諏訪   4.34   4.37   4.35    4.37 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中   +2.2   +0.3   +1.9    +0.3
宮崎 希(2) 上伊那   4.25   4.24   4.35    4.35 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 伊那弥生ヶ丘高   +2.3   +1.1   +2.6    +2.6
関 理帆(1) 上伊那    X    X   4.33    4.33 
ｾｷ ﾘﾎ 赤穂高   +2.3    +2.3
小林 にじほ(2) 上伊那    X   4.31    X    4.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾆｼﾞﾎ 伊那西高   +2.2    +2.2
榊山 莉帆(1) 飯伊   3.86   4.16   4.26    4.26 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子高   +2.4   +3.2   +2.5    +2.5
塚間 美貴(2) 上伊那   4.05   4.04   4.25    4.25 
ﾂｶﾏ ﾐｷ 辰野中   +2.1   +1.0   +2.5    +2.5
清水 希(3) 諏訪   4.12   4.19   4.23    4.23 
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東部中   +2.5   +0.9   +2.4    +2.4
中村 凜(1) 上伊那   4.22    X   4.09    4.22 
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ 辰野中   +1.7   +3.3    +1.7
前田 花奈(1) 上伊那   4.15   3.85   3.37    4.15 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高   +1.6   +2.0   +2.3    +1.6
宮澤 優(1) 諏訪   3.92   3.95   4.07    4.07 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳ 諏訪西中   +2.9   +1.7   +2.1    +2.1
那須野 りさ子(1) 上伊那   3.98   4.06    X    4.06 
ﾅｽﾉ ﾘｻｺ 伊那東部中   +1.9   +1.7    +1.7
牛山 世梨奈(2) 諏訪   3.92    X   4.06    4.06 
ｳｼﾔﾏ ｾﾘﾅ 諏訪南中   +1.9   +3.1    +3.1
小林 尚美(2) 諏訪   3.59    X   4.06    4.06 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 岡谷西部中   +1.6   +3.9    +3.9
北原 凪紗(3) 上伊那   4.01   4.05   4.03    4.05 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 伊那中   +1.3   +1.0   +3.5    +1.0
唐澤 純夏(1) 上伊那   3.84   3.86   4.02    4.02 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 赤穂中   +2.0   +1.8   +1.8    +1.8
今井 美里(2) 諏訪   3.91   3.86   4.01    4.01 
ｲﾏｲ ﾐｻﾄ 岡谷北部中   +1.2   +0.9   +2.9    +2.9
松崎 楓奈(2) 上伊那   3.75   3.93   3.94    3.94 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌｳﾅ 赤穂中   +1.9   +2.2   +2.8    +2.8
深渡 由季(1) 諏訪   3.92   3.88   3.93    3.93 
ﾌｶﾜﾀﾘ ﾕｷ 諏訪二葉高   +2.4   +2.4   +2.9    +2.9
守屋 綺乃(1) 上伊那    X   3.92   2.72    3.92 
ﾓﾘﾔ  ｱﾔﾉ 伊那西高   +2.5   +3.3    +2.5
村上 晴香(1) 上伊那   3.63   3.87   3.65    3.87 
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 辰野中   +2.2   +2.0   +1.5    +2.0
山田 楓(2) 諏訪    X   3.65   3.86    3.86 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 岡谷西部中   +2.1   +1.2    +1.2
今村 咲月(1) 飯伊   3.82   3.53   3.70    3.82 
ｲﾏﾑﾗ ｻﾂｷ 飯田女子高   +1.3   +1.8   +2.2    +1.3
小沢 恵菜(1) 諏訪    X   3.79    X    3.79 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部中   +2.9    +2.9

37 11   718

35 31   617

36 12   140

33 16   325

34 8   565

31 49   538

32 10   840

29 19   534

30 15   923

27 40   614

28 47   330

25 45   353

26 50   826

23 20   410

24 13   814

21 46   643

22 44   563

19 18   139

20 17   561

17 57   527

18 25   320

15 22   853

16 55   414

13 53   161

14 48   632

11 23  1311

12 21    61

9 51   651

10 56   603

7 26   120

8 52   919

5 28   337

6 24   830

3 54   784

4 27   681

1 29   389
-5-

2 58   501

-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-



進藤 綺良々(2) 諏訪   3.62   3.68   3.76    3.76 
ｼﾝﾄﾞｳ ｷﾗﾗ 諏訪南中   +2.2   +1.6   +1.9    +1.9
門間 ちさ穂(2) 諏訪   3.66   3.73   3.70    3.73 
ﾓﾝﾏ ﾁｻﾎ 諏訪西中   +2.3   +2.3   +3.7    +2.3
有賀 希々花(1) 上伊那   3.72    X   3.48    3.72 
ｱﾙｶﾞ ﾉﾉｶ 宮田中   +0.9   +2.0    +0.9
小平 萌華(1) 諏訪   3.69   3.46   3.66    3.69 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾓｶ 茅野北部中   +2.2   +1.6   +2.4    +2.2
小林 菜々美(1) 諏訪   3.47   3.46   3.59    3.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 富士見中   +3.0   +1.7   +2.3    +2.3
酒井 歩美(1) 諏訪   3.47    X   3.58    3.58 
ｻｶｲ ｱﾕﾐ 岡谷西部中   +2.0   +4.1    +4.1
ﾏﾘｱﾉ ｶﾚﾝ  ﾊﾙﾐ(2) 上伊那   3.56   3.55   3.52    3.56 
ﾏﾘｱﾉ ｶﾚﾝ  ﾊﾙﾐ 春富中   +1.8   +2.1   +2.4    +1.8
牛山 愛梨(2) 諏訪   3.53   3.54   3.39    3.54 
ｳｼﾔﾏ ｱｲﾘ 諏訪南中   +2.9   +1.6   +1.9    +1.6
笹尾 美宙(1) 上伊那   3.45    X   3.31    3.45 
ｻｻｵ ﾐｿﾗ 宮田中   +2.0   +2.1    +2.0
山名 桃歌(2) 諏訪   3.44   3.42   2.79    3.44 
ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ 茅野北部中   +3.1   +3.9   +2.8    +3.1
髙木 誉(1) 上伊那   3.30   3.16   3.38    3.38 
ﾀｶｷﾞ ﾎﾏﾚ 南箕輪中   +2.0   +1.7   +1.8    +1.8
唐澤 茉実(1) 飯伊   3.14   3.37   3.35    3.37 
ｶﾗｻﾜ ﾏﾐ 飯田女子高   +2.5   +1.8   +2.2    +1.8
平島 麻衣(1) 上伊那   3.37   3.17   3.14    3.37 
ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ 南箕輪中   +1.6   +1.6   +2.7    +1.6
酒井 麗(1) 上伊那   3.02   3.05   3.12    3.12 
ｻｶｲ ﾚｲ 伊那西高   +2.5   +2.1   +1.8    +1.8
吉野 直歩(1) 上伊那   2.97   2.81   2.61    2.97 
ﾖｼﾉ ﾅｵ 春富中   +1.2   +2.2   +1.2    +1.2
武居 梓(1) 上伊那   2.74   2.87   2.90    2.90 
ﾀｹｲ ｱｽﾞｻ 宮田中   +2.7   +2.3   +3.0    +3.0
溝尾 里菜(1) 諏訪    X    X    X 記録なし
ﾐｿﾞｵ ﾘﾅ 岡谷東高
栁平  麻梨(3) 諏訪 欠場
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ 茅野北部中
綿貫 あや(2) 上伊那 欠場
ﾜﾀﾇｷ ｱﾔ 伊那東部中
小島 美紀(1) 諏訪 欠場
ｺｼﾞﾏ ﾐｷ 岡谷北部中
櫻井 結月(2) 上伊那 欠場
ｻｸﾗｲﾕﾂﾞｷ 伊那東部中

42   349

14   350

41   925

30   629

3   720

52 1   472

53 2   424

50 7  1303

51 35   323

48 37  1301

49 38   137

46 5   436

47 32   738

44 33   477

45 36   827

42 6   903

43 34   616

40 4   420

41 9   733

備考
38 39   822

-5-

39 43   802

-1- -6- 記録-2- -3- -4-

女子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月21日 12:30

大会新(GR)          12.05

細井 友香(1) 上伊那
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
竹入 愛彩美(2) 上伊那
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農業高
堀内 美佳(2) 上伊那
ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ 伊那弥生ヶ丘高
金子 真菜(2) 諏訪
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪西中
清水 安美(3) 上伊那
ｼﾐｽﾞ ｱﾐ 南箕輪中
寺西 真優(3) 諏訪
ﾃﾗﾆｼ ﾏﾕ 諏訪西中
北原 遥香(1) 上伊那
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農業高
林 千尋(1) 上伊那
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 伊那中
篠原 未玖(2) 諏訪
ｼﾉﾊﾗ ﾐｸ 茅野北部中
鎌倉 歩未(2) 上伊那
ｶﾏｸﾗ ｱﾕﾐ 伊那中
武舎 ひかる(1) 諏訪
ﾑｼｬ ﾋｶﾙ 岡谷西部中
両角 莉子(2) 諏訪
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｺ 茅野北部中

決勝 7月21日  9:30

大会新(GR)          38.38

竹入 愛彩美(2) 上伊那
ﾀｹｲﾘ ｱｻﾐ 上伊那農業高
桑澤 瑛江(2) 上伊那
ｸﾜｻﾞﾜ ｱｷｴ 辰野高
北原 遥香(1) 上伊那
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農業高
湯田坂  奈々子(3) 諏訪
ﾕﾀﾞｻｶ ﾅﾅｺ 茅野北部中
小林 あゆみ(1) 諏訪
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中
堀内 美佳(2) 上伊那
ﾎﾘｳﾁ ﾐｶ 伊那弥生ヶ丘高
磯貝 理江(1) 飯伊 欠場
ｲｿｶﾞｲ ｻﾄｴ 飯田女子高
藤澤 杏実(1) 上伊那 欠場
ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾐ 伊那西高

5   317

  O  16.96 

4   141

  O  17.69 

6 3   405
  O 16.84   X   O 16.96

19.21  19.21 

5 2   863
  O   O 17.69 17.69   O

20.30  20.30 

4 1   725
15.18   O   O   O   O

24.64  24.64 

3 7   488
18.93   O   O   O   O

32.62  32.62 

2 6   551
19.99   X   O   O   O

記録 備考
1 8   495

31.90   O   O   O   O

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  4.23 

女子

円盤投(1.000kg)

  4.58 

12 6   721
 4.23  4.16  4.06

  5.54 

11 1   609
 4.58  4.09  4.03

  5.55 

10 2   347
  X  5.54  4.68

 5.45  5.84  6.10   6.10 

9 8   737
 5.32  5.29  5.55

 6.34  6.91  6.44   7.11 

8 3   329
 5.59  5.16   X

 7.38  7.04  7.40   7.40 

7 7   488
 7.11  6.41  6.92

 7.29  7.51  6.51   7.60 

6 5   810
 6.85  7.26  7.11

 7.65  6.94  7.41   7.76 

5 4  1306
 7.60  7.36  7.37

 6.87  7.57  7.97   7.98 

4 12   813
 7.38  7.76  7.42

 7.29  8.01  8.19   8.39 

3 10   405
 7.78  7.29  7.98

 8.35  8.78  8.51   8.78 

2 9   495
 8.39  7.48  7.45

1 11   327
 8.49  7.73  7.78

-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 7月21日 14:30

大会新(GR)          39.90

有賀 渚(2) 諏訪
ｱﾙｶﾞ ﾅｷﾞｻ 岡谷東高
稲垣 汐里(2) 飯伊
ｲﾅｶﾞｷ ｼｵﾘ 飯田風越高
佐々木 彩(2) 上伊那
ｻｻｷ ｱﾔ 赤穂高
向山 ひより(2) 上伊那
ﾑｶｲﾔﾏ ﾋﾖﾘ 上伊那農業高
赤羽 香子(2) 上伊那
ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｺ 辰野高
向山 ますみ 上伊那
ﾑｶｲﾔﾏ ﾏｽﾐ 伊那市陸協
細井 友香(1) 上伊那
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
滝澤 奈苗(1) 諏訪
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅﾅｴ 岡谷東高
外間 久美子(2) 上伊那
ｿﾄﾏ ｸﾐｺ 高遠高
蟹澤 紗希(2) 上伊那
ｶﾆｻﾜ ｻｷ 赤穂高
藤澤 杏実(1) 上伊那 欠場
ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾐ 伊那西高

 15.55 

6   317

 19.59 

10 2   528
  O   X 15.55

  X   O 20.73  20.73 

9 1   453
  X   O 19.59

  O   O   O  21.16 

8 3   628
  O 19.05   O

  O   O   O  23.30 

7 8   327
  X 21.16   X

  O 24.29   O  24.29 

6 7   314
  O 23.30   O

  -   -   O  24.88 

5 4   548
22.17   O   O

25.12   X   X  25.12 

4 9   505
  O 24.88   -

  -   -   O  29.89 

3 5   524
24.11   X   O

  O   O   O  33.11 

2 11   168
  O 29.89   O

1 10   624
  O   O 33.11

-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-



決勝 7月21日 16:40

大会新(GR)        4,05.44

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 飯伊   149 菅沼 真洸(2)   4,07.78 

ﾊﾝｲ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
   89 上原 千夏(1)

ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ
  116 市沢 日菜(2)

ｲﾁｻﾞﾜ ﾋﾅ
  164 関島 友里佳(2)

ｾｷｼﾞﾏ ﾕﾘｶ
 2   4 諏訪   781 梅垣 琴音(2)   4,07.88 

ｽﾜ ｳﾒｶﾞｷ ｺﾄﾈ
  841 森本 紀乃(2)

ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ
  830 髙見 李那(1)

ﾀｶﾐ ﾘﾅ
  663 髙木 聡美(2)

ﾀｶｷﾞ ｻﾄﾐ
 3   3 上伊那   408 中山 美奈(2)   4,12.71 

ｶﾐｲﾅ ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ
  503 高梨 美岐(3)

ﾀｶﾅｼ ﾐｷ
  380 武井 優奈(2)

ﾀｹｲ ﾕｳﾅ
  413 橋爪 郁未(2)

ﾊｼｽﾞﾒ ｲｸﾐ

三郡対抗女子

対抗4×400mR

決勝
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