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第５０回 上伊那陸上競技記録会（秋季） 
第２０回 上伊那スポーツフェスティバル’15 

記録集 
 

 
 
期  日： 平成２７年 ８月２９日（土） 
主  催： 上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部 
      上伊那スポーツ振興協議会 
後  援： 南信教育事務所・上伊那市町村教育委員会連絡協議会 
      上伊那地区社会教育委員会連絡協議会・上伊那教育会 
      上伊那公民館連絡協議会・上伊那校長会 
      上伊那体育指導委員連絡協議会・上伊那 PTA 連合会 
会  場： 伊那市陸上競技場（202030） 
審 判 長： 有賀 保義 
記録主任： 竹内 秀樹 

 
■ この大会で樹立された記録 

種  目 予・決 男女 氏 名 所 属 記 録 従来の記録 備考 

小学共通男子 

ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 
決 男子 浅石 晴成 駒ヶ根市スポ少(6) 40m50  新種目 

小学共通女子 

ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 
決 女子 塩澤 沙希 飯島小(6) 28m13  新種目 

 

 

■グラウンドコンディション 
時刻 天候 気温 ℃ 湿度 ％ 風向 風速 m/s 

9：00 雨 21.0 86.0 北北西 0.5 

10：00 雨 22.0 82.0 西北西 0.1 

11：00 雨 22.5 82.0 北西 0.1 

12：00 曇 25.5 68.0  0.0 

13：00 曇 24.0 75.0  0.0 

14：00 雲 25.0 72.0 南東 0.1 
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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
08/29 女子 唐澤 花実(2) 13.09 金森 佑奈(3) 13.31 前田 花奈(2) 13.45 林 千尋(2) 13.49 北原  寧々(1) 13.60 長谷川 未来(2) 13.61 伊藤 優凪(1) 13.81 宮澤 香音(1) 13.91

１００ｍ 中学･赤穂中 中学･南箕輪中 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･伊那中 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･赤穂高 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･高森中
08/29 唐澤 花実(2) 1,00.42 金森 佑奈(3) 1,01.76 宮澤 風香(1) 1,04.33 長谷川 未来(2) 1,04.49 柏原 千夏(2) 1,04.94 北原  寧々(1) 1,06.73 中嶋 杏彩(2) 1,07.43 小椋 万柚(1) 1,07.97

４００ｍ 中学･赤穂中 中学･南箕輪中 高校･飯田風越高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･赤穂中 高校･飯田高
08/29 原田 未朱(3) 2,34.81 高橋 凜(2) 2,35.31 黒田 琴音(1) 2,35.53 木下 利奈(1) 2,37.58 小平 夢加(2) 2,38.74 仲田 ほの(3) 2,40.51 金子 咲良(2) 2,43.56 酒井 萌々香(1) 2,46.70

８００ｍ 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･赤穂中 高校･伊那西高 中学･赤穂中 中学･伊那中 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･赤穂中
08/29 藤岡 緩奈(3) 10,57.51 神部 紫音(2) 11,36.30 小池 碧桜(3) 12,25.89 原 彩花(3) 12,55.27

３０００ｍ 中学･高森中 中学･飯田西中 中学･高森中 中学･下伊那松川中
08/29 村松 明日見(2) 1.50 唐澤 遥南(3) 1.45 藤田 茉椰(1) 1.20

走高跳 高校･飯田高 高校･伊那西高 中学･飯島中
08/29 佐々木 果穂(1) 1.20

棒高跳 高校･飯田風越高
08/29 林 千尋(2) 4.81(-0.2) 栗空 実穂(3) 4.62(-0.7) 前田 花奈(2) 4.58(0.0) 唐澤 純夏(2) 4.58(-0.3) 宮崎 真衣奈(2)4.55(-0.2) 池野 佳帆(1) 4.26(-0.1) 伊藤 鈴音(2) 4.16(0.0) 戸谷 有沙(3) 4.11(-0.2)

走幅跳 中学･伊那中 中学･王滝中 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･赤穂中 高校･飯田風越高 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
08/29 巾 こと美(3) 10.35 藤本 優佳(3) 9.35 細井 友香(2) 9.16 宮澤 あかね(1) 7.09

砲丸投 中学･王滝中 中学･王滝中 高校･伊那西高 高校･伊那西高
08/29 巾 こと美(3) 24.38 細井 友香(2) 23.87 北原 遥香(2) 23.64 溝口 佳歩(2) 21.85 藤本 優佳(3) 20.38 田近 嵯季(1) 18.83 宮澤 あかね(1) 18.19 酒井 麗(2) 15.82

円盤投 中学･王滝中 高校･伊那西高 高校･上伊那農高 中学･王滝中 中学･王滝中 中学･王滝中 高校･伊那西高 高校･伊那西高
08/29 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)       52.90 伊那弥生ヶ丘高      53.76 伊那中(A)       54.80 高森中       55.32 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)       56.95 赤穂中(B)       58.60

４×１００ｍＲ 伊藤 優凪(1) 吉田  みさき(1) 小平 夢加(2) 丸山 いより(1) 戸谷 優花(1) 青田 梨世(1)
戸谷 有沙(3) 北原  寧々(1) 林 千尋(2) 宮澤 香音(1) 松村 みすゞ(1) 小倉 心音(2)
島岡 日和(3) 髙橋  光(1) 金子 結香(1) 宮内 萌菜(2) 伊藤 鈴音(2) 鈴木 舞夏(2)
松村 紫乃(3) 前田 花奈(2) 百瀬 果奈(2) 石井 涼(2) 池野 佳帆(1) 氣賀澤 杏香(1)

08/29 中学女子 吉川 つづり(3) 10.17 溝口 佳歩(2) 8.81 田近 嵯季(1) 7.87 百瀬 果奈(2) 6.50 戸谷 優花(1) 6.36
砲丸投 中学･南箕輪中 中学･王滝中 中学･王滝中 中学･伊那中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

08/29 北野 緋菜(3) 30.70 唐澤 純夏(2) 17.44 鈴木 舞夏(2) 11.37 小池 美月(2) 7.87
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･赤穂中 中学･赤穂中 中学･赤穂中

08/29 小学4年女子  -0.7 佐野 涼楓(4) 16.36 唐澤 美琴(4) 16.37 髙橋 つきみ(4) 16.53 藤森紗理奈(4) 16.64 伊藤 朱里(4) 16.74 海沼 結(4) 16.83 小松 ちひろ(4) 17.49 小澤 優寿香(4) 17.78
１００ｍ 小学･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学･箕輪中部小 小学･南箕輪小 小学･辰野南小 小学･箕輪中部小 小学･南箕輪小 小学･飯島小 小学･南箕輪小

08/29 小学5年女子   0.0 野村 優香(5) 15.26 渡辺 梓沙(5) 15.36 青沼 のどか(5) 15.71 芦田 凜々子(5) 15.85 神山 佳凜(5) 15.89 藤森 沙耶(5) 15.92 山田 優芽(5) 16.30 池上 舞花(5) 16.39
１００ｍ 小学･南箕輪小 小学･辰野南小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･飯島小 小学･辰野南小 小学･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ

08/29 小学6年女子   0.0 北原 小遥(6) 14.19 田中 凜(6) 14.26 塚間 友香(6) 14.66 吉澤 芽衣(6) 14.78 三澤 菜々美(6) 15.09 中嶋 珠久(6) 15.22 飯島 莉紗(6) 15.31
１００ｍ 小学･伊那AC 小学･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学･辰野南小 小学･伊那AC 小学･伊那AC 小学･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

08/29 小学共通女子 坂元 夏希(5) 3,29.84 森 ほのか(6) 3,34.19 前野 遥(5) 3,38.12 坂本 なお(5) 3,44.12 松崎 こころ(5) 3,46.93 森脇 光砂(5) 3,48.45 坂元 唯花(2) 3,49.59 滝沢 初寧(5) 3,49.63
１０００ｍ 小学･辰野南小 小学･ﾁｰﾑJIAN 小学･南箕輪小 小学･中沢RC 小学･中沢RC 小学･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学･辰野南小 小学･中沢RC

08/29  +0.8 小木曽 楽々(6) 15.81
80mH(0.700m) 小学･飯島小

08/29 小日向 慧(4) 2.83(-1.0)
走幅跳 小学･箕輪中部小

08/29 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(A)      58.56 飯島小(A)       59.82 辰野南小     1,01.72 南箕輪小(A)     1,01.80 南箕輪小(D)     1,04.23 南箕輪小(B)     1,04.24 辰野西小     1,04.45 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(B)    1,04.46
４×１００ｍＲ 氣賀沢 円香(6) 北原 由宇(6) 渡辺 梓沙(5) 芦田 凜々子(5) 青沼 のどか(5) 松澤 怜莉(6) 大槻 遥花(5) 佐野 涼楓(4)

田中 凜(6) 柳生 夏弥(6) 藤森 沙耶(5) 野村 優香(5) 海沼 結(4) 北條 智子(6) 上島 澪里(5) 佐々木 香苗(6)
小野 茉佑子(6) 塩澤 沙希(6) 山崎 栞菜(6) 髙木 萌子(5) 小澤 優寿香(4) 井田 光咲(6) 上島 はな香(5) 関 広菜(6)
中嶋 珠久(6) 小木曽 楽々(6) 塚間 友香(6) 小島 咲愛(6) 髙橋 つきみ(4) 上田 朋花(6) 宮澤 藍子(5) 飯島 莉紗(6)

08/29 塩澤 沙希(6) 28.13 田中 香月(4) 19.20 桃澤 まなか(4) 14.33
ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾌｯﾄﾎﾞｰ 小学･飯島小 小学･西箕輪小 小学･飯島小

08/29 オープン小学 西島 美幸(6) 14.55 金田 萌(6) 14.91 伊藤 ほの(6) 15.80 三嶋 渚沙(4) 16.30 藤森 愛夢(4) 16.64 小山 夏葵(5) 16.65 三角 このは(4) 17.77
１００ｍ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･王滝小 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 小学･王滝小 小学･王滝小

08/29 松下 朋佳(6) 3,22.45 佐々木 美羽(6) 3,30.80 水野 香帆(6) 3,37.79 木下 茜莉(5) 3,37.93 金子 陽南(6) 3,46.11
１０００ｍ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ

08/29 西島 美幸(6) 3.16(-0.5)
走幅跳 小学･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
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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
08/29 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     1,01.38

４×１００ｍＲ 三嶋 渚沙(4)
金田 萌(6)
藤森 愛夢(4)
西島 美幸(6)



決勝 8月29日 11:35

県新(NR)            11.86
県高校新(HR)        12.09
県中学新(JR)        12.29

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速  0.0

 1 金子 結香(1) 中学     14.84  1 森脇 涼羽(1) 中学     14.33 
ｶﾈｺ ﾕｳｶ 伊那中 ﾓﾘﾜｷｽｽﾞﾊ 赤穂中

 2 熊谷 真歩(1) 中学     15.06  2 氣賀澤 杏香(1) 中学     14.45 
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ 赤穂中 ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 赤穂中

 3 小池 美月(2) 中学     15.27  3 小倉 心音(2) 中学     14.61 
ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ 赤穂中 ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 赤穂中

 4 春日 如乃(1) 中学     15.70  4 松村 みすゞ(1) 中学     14.67 
ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂中 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 鈴木 夏知花(1) 中学     16.02  5 青田 梨世(1) 中学     15.12 
ｽｽﾞｷ ﾅﾁｶ 赤穂中 ｱｵﾀ ﾘｾ 赤穂中

 6 眞田 華香(1) 中学     16.04  6 中平 留李花(1) 中学     15.84 
ｻﾅﾀﾞ ﾊﾅｶ 赤穂中 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中
松村 美咲(1) 中学  7 小平 真帆(1) 中学     15.93 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｻｷ 赤穂中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 高森中
高見澤 美香(1) 中学  8 鈴木 舞夏(2) 中学     15.93 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾐｶ 伊那中 ｽｽﾞｷ ﾏﾅ 赤穂中

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +0.9

 1 吉田  みさき(1) 高校     14.04  1 前田 花奈(2) 高校     13.45 
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 2 伊藤 鈴音(2) 中学     14.29  2 長谷川 未来(2) 高校     13.61 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 赤穂高

 3 丸山 いより(1) 中学     14.41  3 宮澤 香音(1) 中学     13.91 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中

 4 清水 詩乃(1) 高校     14.58  4 小椋 万柚(1) 高校     14.03 
ｼﾐｽﾞ ｼﾉ 伊那西高 ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高

 5 田中 真彩(2) 高校     14.61  5 百瀬 果奈(2) 中学     14.20 
ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那北高 ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那中

 6 小池 冴羽乃(1) 中学     14.67  6 中嶋 杏彩(2) 中学     14.21 
ｺｲｹ ｻﾜﾉ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 赤穂中

 7 宮内 萌菜(2) 中学     14.82  7 池野 佳帆(1) 中学     14.65 
ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 高森中 ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
石井 涼(2) 中学  8 小平 夢加(2) 中学     14.77 
ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ 高森中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 伊那中

[ 5組] 風速 +0.2

 1 唐澤 花実(2) 中学     13.09 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂中

 2 金森 佑奈(3) 中学     13.31 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中

 3 林 千尋(2) 中学     13.49 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 伊那中

 4 北原  寧々(1) 高校     13.60 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高

 5 伊藤 優凪(1) 中学     13.81 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 萩原 美空(1) 高校     13.98 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾐｸ 伊那西高

 7 清水 華乃(2) 中学     13.98 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 伊那AC

女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5  8083

4  8249

8  8239

6  8248

1  8221

2  8243

3  8222
欠場

7  8084
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8245

1  8220

5  8240

4  8623

8  8246

2  8381

6  8380

7  8234

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   300

3  8641

4  8379

7   329

1   286

6    29

2  8376

8  8377
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   296

6   344

4  8378

3   410

7  8082

2  8236

1  8543

5  8080

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  8237

5  8047

2  8081

8   298

3  8620

4   333

6    14



   1 唐澤 花実(2) 中学 赤穂中     13.09 (+0.2)   5   1
   2 金森 佑奈(3) 中学 南箕輪中     13.31 (+0.2)   5   2
   3 前田 花奈(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     13.45 (+0.9)   4   1
   4 林 千尋(2) 中学 伊那中     13.49 (+0.2)   5   3
   5 北原  寧々(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     13.60 (+0.2)   5   4
   6 長谷川 未来(2) 高校 赤穂高     13.61 (+0.9)   4   2
   7 伊藤 優凪(1) 中学 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.81 (+0.2)   5   5
   8 宮澤 香音(1) 中学 高森中     13.91 (+0.9)   4   3
   9 萩原 美空(1) 高校 伊那西高     13.98 (+0.2)   5   6
   9 清水 華乃(2) 中学 伊那AC     13.98 (+0.2)   5   7
  11 小椋 万柚(1) 高校 飯田高     14.03 (+0.9)   4   4
  12 吉田  みさき(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     14.04 (+0.8)   3   1
  13 百瀬 果奈(2) 中学 伊那中     14.20 (+0.9)   4   5
  14 中嶋 杏彩(2) 中学 赤穂中     14.21 (+0.9)   4   6
  15 伊藤 鈴音(2) 中学 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.29 (+0.8)   3   2
  16 森脇 涼羽(1) 中学 赤穂中     14.33 (0.0)   2   1
  17 丸山 いより(1) 中学 高森中     14.41 (+0.8)   3   3
  18 氣賀澤 杏香(1) 中学 赤穂中     14.45 (0.0)   2   2
  19 清水 詩乃(1) 高校 伊那西高     14.58 (+0.8)   3   4
  20 小倉 心音(2) 中学 赤穂中     14.61 (0.0)   2   3
  20 田中 真彩(2) 高校 伊那北高     14.61 (+0.8)   3   5
  22 池野 佳帆(1) 中学 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.65 (+0.9)   4   7
  23 松村 みすゞ(1) 中学 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.67 (0.0)   2   4
  23 小池 冴羽乃(1) 中学 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.67 (+0.8)   3   6
  25 小平 夢加(2) 中学 伊那中     14.77 (+0.9)   4   8
  26 宮内 萌菜(2) 中学 高森中     14.82 (+0.8)   3   7
  27 金子 結香(1) 中学 伊那中     14.84 (-0.5)   1   1
  28 熊谷 真歩(1) 中学 赤穂中     15.06 (-0.5)   1   2
  29 青田 梨世(1) 中学 赤穂中     15.12 (0.0)   2   5
  30 小池 美月(2) 中学 赤穂中     15.27 (-0.5)   1   3
  31 春日 如乃(1) 中学 赤穂中     15.70 (-0.5)   1   4
  32 中平 留李花(1) 中学 高森中     15.84 (0.0)   2   6
  33 小平 真帆(1) 中学 高森中     15.93 (0.0)   2   7
  33 鈴木 舞夏(2) 中学 赤穂中     15.93 (0.0)   2   8
  35 鈴木 夏知花(1) 中学 赤穂中     16.02 (-0.5)   1   5
  36 眞田 華香(1) 中学 赤穂中     16.04 (-0.5)   1   6

女子

１００ｍ
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
 8237
 8047
  296
 8081
  298
  344
 8620
 8378
  333
   14
  410
  300
 8082
 8236
 8641
 8245
 8379
 8220
  329
 8240
  286
 8543
 8623
   29
 8080
 8376
 8083

 8234
 8221
 8243

 8249
 8246
 8239
 8248
 8381
 8380



決勝 8月29日 10:05

県新(NR)          2,05.78
県高校新(HR)      2,05.78
県中学新(JR)      2,14.96

 1 原田 未朱(3) 中学   2,34.81 
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｼｭ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 高橋 凜(2) 中学   2,35.31 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 赤穂中

 3 黒田 琴音(1) 高校   2,35.53 
ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 伊那西高

 4 木下 利奈(1) 中学   2,37.58 
ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 赤穂中

 5 小平 夢加(2) 中学   2,38.74 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 伊那中

 6 仲田 ほの(3) 中学   2,40.51 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 金子 咲良(2) 中学   2,43.56 
ｶﾈｺ ｻｸﾗ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 酒井 萌々香(1) 中学   2,46.70 
ｻｶｲ ﾓﾓｶ 赤穂中

 9 小池 冴羽乃(1) 中学   2,46.73 
ｺｲｹ ｻﾜﾉ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

10 中村 ななみ(1) 高校   2,50.25 
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾐ 伊那西高
瀧澤 優奈(3) 中学
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

女子

８００ｍ８００ｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
1111  8598 8598

66  8238 8238

1010   325  325

22  8244 8244

55  8080 8080

11  8624 8624

77  8600 8600

44  8247 8247

99    29   29

88   327  327

33  8655 8655



決勝 8月29日 12:10

県新(NR)            54.56
県高校新(HR)        55.42
県中学新(JR)        58.70

[ 1組] [ 2組]

 1 唐澤 花実(2) 中学   1,00.42  1 宮澤 風香(1) 高校   1,04.33 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 2 中嶋 杏彩(2) 中学   1,07.43  2 北原  寧々(1) 高校   1,06.73 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 赤穂中 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高

 3 小椋 万柚(1) 高校   1,07.97  3 村松 明日見(2) 高校   1,08.03 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高 ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高

 4 清水 華乃(2) 中学   1,10.66  4 野崎 優奈(1) 高校   1,09.41 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 伊那AC ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越高

 5 両角  あずさ(1) 高校   1,12.41  5 小倉 心音(2) 中学   1,10.09 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘高 ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 赤穂中

 6 吉田  みさき(1) 高校   1,14.62  6 髙橋  光(1) 高校   1,14.05 
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那弥生ヶ丘高

[ 3組]

 1 金森 佑奈(3) 中学   1,01.76 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中

 2 長谷川 未来(2) 高校   1,04.49 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 赤穂高

 3 柏原 千夏(2) 高校   1,04.94 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 上伊那農高

 4 青田 梨世(1) 中学   1,09.33 
ｱｵﾀ ﾘｾ 赤穂中

 5 森脇 涼羽(1) 中学   1,11.88 
ﾓﾘﾜｷｽｽﾞﾊ 赤穂中

4  8245

8   242

6  8246

5  8047

7   344

5   297

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   446

7  8240

3   298

4   418

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   447

8   299

6   300

4   410

7    14

3  8237

5  8236

女子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 唐澤 花実(2) 中学 赤穂中     1,00.42   1   1
   2 金森 佑奈(3) 中学 南箕輪中     1,01.76   3   1
   3 宮澤 風香(1) 高校 飯田風越高     1,04.33   2   1
   4 長谷川 未来(2) 高校 赤穂高     1,04.49   3   2
   5 柏原 千夏(2) 高校 上伊那農高     1,04.94   3   3
   6 北原  寧々(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,06.73   2   2
   7 中嶋 杏彩(2) 中学 赤穂中     1,07.43   1   2
   8 小椋 万柚(1) 高校 飯田高     1,07.97   1   3
   9 村松 明日見(2) 高校 飯田高     1,08.03   2   3
  10 青田 梨世(1) 中学 赤穂中     1,09.33   3   4
  11 野崎 優奈(1) 高校 飯田風越高     1,09.41   2   4
  12 小倉 心音(2) 中学 赤穂中     1,10.09   2   5
  13 清水 華乃(2) 中学 伊那AC     1,10.66   1   4
  14 森脇 涼羽(1) 中学 赤穂中     1,11.88   3   5
  15 両角  あずさ(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,12.41   1   5
  16 髙橋  光(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,14.05   2   6
  17 吉田  みさき(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     1,14.62   1   6

 8246
  446
 8240

  297
  300

   14
 8245
  299

  344
  242
  298
 8236
  410
  418

備考 組 順位
 8237
 8047
  447

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録

女子

４００ｍ
タイムレース



決勝 8月29日 13:45

県新(NR)          9,16.29
県高校新(HR)      9,16.29
県中学新(JR)      9,25.24

 1 藤岡 緩奈(3) 中学  10,57.51 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 高森中

 2 神部 紫音(2) 中学  11,36.30 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田西中

 3 小池 碧桜(3) 中学  12,25.89 
ｺｲｹ ﾐｵ 高森中

 4 原 彩花(3) 中学  12,55.27 
ﾊﾗ ｻﾔｶ 下伊那松川中
金子 咲良(2) 中学
ｶﾈｺ ｻｸﾗ ISｼﾞｭﾆｱ
瀧澤 優奈(3) 中学
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

女子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  8375

6  8582

3  8373

5  8352

2  8600
欠場

4  8655
欠場



決勝 8月29日 14:35

県新(NR)            47.82
県高校新(HR)        47.82
県中学新(JR)        48.17

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(A)  8620 伊藤 優凪(1)     52.90 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｴｰｼｰA ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
 8627 戸谷 有沙(3)

ﾄﾔ ｱﾘｻ
 8625 島岡 日和(3)

ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ
 8628 松村 紫乃(3)

ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
 2   1 伊那弥生ヶ丘高   300 吉田  みさき(1)     53.76 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ
  298 北原  寧々(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
  297 髙橋  光(1)

ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
  296 前田 花奈(2)

ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ
 3   2 伊那中(A)  8080 小平 夢加(2)     54.80 

ｲﾅﾁｭｳA ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ
 8081 林 千尋(2)

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
 8083 金子 結香(1)

ｶﾈｺ ﾕｳｶ
 8082 百瀬 果奈(2)

ﾓﾓｾ ｶﾅ
 4   3 高森中  8379 丸山 いより(1)     55.32 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
 8378 宮澤 香音(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ
 8376 宮内 萌菜(2)

ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ
 8377 石井 涼(2)

ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ
 5   7 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC(B)  8622 戸谷 優花(1)     56.95 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｴｰｼｰB ﾄﾔ ﾕｳｶ
 8623 松村 みすゞ(1)

ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ
 8641 伊藤 鈴音(2)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
 8543 池野 佳帆(1)

ｲｹﾉ ｶﾎ
 6   5 赤穂中(B)  8246 青田 梨世(1)     58.60 

ｱｶﾎﾁｭｳB ｱｵﾀ ﾘｾ
 8240 小倉 心音(2)

ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ
 8234 鈴木 舞夏(2)

ｽｽﾞｷ ﾏﾅ
 8220 氣賀澤 杏香(1)

ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
  6 赤穂中(C)  8248 春日 如乃(1)

ｱｶﾎﾁｭｳC ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 失格
 8221 鈴木 夏知花(1)

ｽｽﾞｷ ﾅﾁｶ
 8249 熊谷 真歩(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ
 8239 小池 美月(2)

ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ
  8 赤穂中(A)  8245 森脇 涼羽(1)

ｱｶﾎﾁｭｳA ﾓﾘﾜｷｽｽﾞﾊ 失格
 8237 唐澤 花実(2)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
 8236 中嶋 杏彩(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ
 8233 唐澤 純夏(2)

ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ

女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 8月29日 11:30

県中学新(JR)        43.68

北野 緋菜(3) 中学
ｷﾀﾉ ﾋﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
唐澤 純夏(2) 中学
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 赤穂中
鈴木 舞夏(2) 中学
ｽｽﾞｷ ﾏﾅ 赤穂中
小池 美月(2) 中学
ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ 赤穂中

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 4  8490

  O 30.70   O  30.70 

2 3  8233
  O   O 17.44  17.44 

3 2  8234
  O   O 11.37

4 1  8239
  X  7.87   O   7.87 

 11.37 



決勝 8月29日  9:00

県中学新(JR)        13.49

吉川 つづり(3) 中学
ｷｯｶﾜ ﾂﾂﾞﾘ 南箕輪中
溝口 佳歩(2) 中学
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 王滝中
田近 嵯季(1) 中学
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 王滝中
百瀬 果奈(2) 中学
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那中
戸谷 優花(1) 中学
ﾄﾔ ﾕｳｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

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 5  8049

 9.30 10.17  9.87  10.17 

2 4  6335
 8.61  8.81  8.62   8.81 

3 3  6336
 7.87  7.32  7.84   7.87 

4 1  8082
 6.50  5.95   X

5 2  8622
 5.54  6.10  6.36   6.36 

  6.50 



決勝 8月29日  9:00

県新(NR)            13.70
県高校新(HR)        13.65

巾 こと美(3) 中学
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 王滝中
藤本 優佳(3) 中学
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 王滝中
細井 友香(2) 高校
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
宮澤 あかね(1) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ 伊那西高

  7.09 

  9.16 

4 1   328
  X  6.49  7.09

  9.35 

3 3   334
  X   X  9.16

 10.35 

2 2  6333
 9.35   X   X

1 4  6332
 9.97  9.86 10.35

-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 8月29日  9:00

県新(NR)             4.01
県高校新(HR)         3.65
県中学新(JR)         3.10

佐々木 果穂(1) 高校
ｻｻｷ ｶﾎ 飯田風越高

 1.20

記録 備考
1 1   449

O XXX

1m40

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m30



決勝 8月29日 10:30

県新(NR)             6.41
県高校新(HR)         6.06
県中学新(JR)         5.74

林 千尋(2) 中学   4.59   4.81   4.68    4.81 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 伊那中   -0.2   -0.2   -0.2    -0.2
栗空 実穂(3) 中学    X   4.33   4.62    4.62 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 王滝中   -0.8   -0.7    -0.7
前田 花奈(2) 高校   4.44   4.58   4.17    4.58 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高   -1.3    0.0   -0.2     0.0
唐澤 純夏(2) 中学   4.13   4.17   4.58    4.58 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 赤穂中   -0.2   -0.8   -0.3    -0.3
宮崎 真衣奈(2) 高校    X   4.55   4.45    4.55 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高   -0.2    0.0    -0.2
池野 佳帆(1) 中学   3.81    X   4.26    4.26 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -0.4   -0.1    -0.1
伊藤 鈴音(2) 中学   4.16    X    X    4.16 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    0.0     0.0
戸谷 有沙(3) 中学   4.11    X   4.08    4.11 
ﾄﾔ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -0.2   -0.3    -0.2
青島 まど華(3) 中学   4.10    X   4.08    4.10 
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 王滝中   -1.2    0.0    -1.2
三澤 葵(2) 高校   3.98   4.05   3.99    4.05 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高   +0.4   +0.3   -0.7    +0.3
北野 緋菜(3) 中学   4.05    X    X    4.05 
ｷﾀﾉ ﾋﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -0.2    -0.2
守屋 綺乃(2) 高校   3.97   4.02   3.75    4.02 
ﾓﾘﾔ ｱﾔﾉ 伊那西高   -0.7    0.0   -0.8     0.0
小平 真帆(1) 中学   3.78   3.99   3.93    3.99 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 高森中    0.0   -0.2   -0.4    -0.2
氣賀澤 杏香(1) 中学   3.85   3.75   3.87    3.87 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 赤穂中    0.0   -0.3   -0.4    -0.4
熊谷 真歩(1) 中学   3.43   2.99   3.26    3.43 
ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾎ 赤穂中   -0.1   -0.7   -0.2    -0.1
中平 留李花(1) 中学   3.37   3.38   3.31    3.38 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中   +0.4   -0.5   -0.2    -0.5
金子 結香(1) 中学    X   3.29   3.32    3.32 
ｶﾈｺ ﾕｳｶ 伊那中   -0.5   -0.8    -0.8
春日 如乃(1) 中学   2.95   2.73   2.85    2.95 
ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂中   -0.5   -0.4   -1.2    -0.5
宮澤 香音(1) 中学    X    X    X 記録なし
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中
高見澤 美香(1) 中学 欠場
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾐｶ 伊那中
松村 美咲(1) 中学 欠場
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｻｷ 赤穂中

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 14  8081

-5-

2 21  6330

3 17   296

4 19  8233

5 18   467

6 12  8543

7 15  8641

8 11  8627

9 13  6331

10 9   415

11 16  8490

12 10   322

13 8  8380

14 5  8220

15 3  8249

16 7  8381

17 6  8083

18 2  8248

4  8222

20  8378

1  8084



決勝 8月29日 10:00

県新(NR)             1.81
県高校新(HR)         1.77
県中学新(JR)         1.75

村松 明日見(2) 高校
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高
唐澤 遥南(3) 高校
ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾅ 伊那西高
藤田 茉椰(1) 中学
ﾌｼﾞﾀ ﾏﾔ 飯島中

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m53 記録 備考
1 2   418

- - - O O O XXO O XXX  1.50

2 3   331
- - - O O O XO XXX  1.45

3 1  8290
O O XXX  1.20



決勝 8月29日 13:00

県新(NR)            45.73
県高校新(HR)        44.69

巾 こと美(3) 中学
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 王滝中
細井 友香(2) 高校
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
北原 遥香(2) 高校
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農高
溝口 佳歩(2) 中学
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 王滝中
藤本 優佳(3) 中学
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 王滝中
田近 嵯季(1) 中学
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 王滝中
宮澤 あかね(1) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ 伊那西高
酒井 麗(2) 高校
ｻｶｲ ﾚｲ 伊那西高
清水 美玖(1) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 飯田風越高

 12.58 

 15.82 

9 1   450
  X   O 12.58

 18.19 

8 3   323
  X 15.82   X

 18.83 

7 5   328
18.19   X   O

 20.38 

6 4  6336
  O   O 18.83

 21.85 

5 6  6333
  O 20.38   O

 23.64 

4 2  6335
  O   O 21.85

 23.87 

3 8   240
  O 23.64   X

 24.38 

2 9   334
  X   X 23.87

1 7  6332
24.38   O   X

-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 8月29日  9:00

県小学新(ER)        12.70

風速 +0.8

 1 小木曽 楽々(6) 小学     15.81 
ｵｷﾞｿ ﾗﾗ 飯島小
中村 栞菜(6) 小学
ﾅｶﾑﾗ  ｶﾝﾅ 旭町小
下出 桜(5) 小学
ｼﾀﾃﾞ ｻｸﾗ 王滝小
小山 紗於里(3) 小学
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 王滝小
林 思来(6) 小学
ﾊﾔｼ ｺﾄﾅ 王滝小

小学共通女子

８０ｍＨ(0.700m)８０ｍＨ(0.700m)

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    96   96

66    11   11

88    19   19

55    22   22

77    23   23
欠場欠場



予選 8月29日  9:00

県小学新(ER )       12.70

[ 1組] 風速 +0.8

 1 中村 栞菜(6) 小学     14.83 
ﾅｶﾑﾗ  ｶﾝﾅ 旭町小

 2 下出 桜(5) 小学     19.64 
ｼﾀﾃﾞ ｻｸﾗ 王滝小

 3 小山 紗於里(3) 小学     20.11 
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 王滝小
林 思来(6) 小学
ﾊﾔｼ ｺﾄﾅ 王滝小 欠場

5    22

7    23

記録／備考
6    11

8    19

オープン小学女

８０ｍＨ(0.700m)    

予選 通過基準  1組  0着 + 0 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



予選 8月29日 10:25
決勝 8月29日 12:50

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +1.1

 1 藤森紗理奈(4) 小学     16.46 q  1 唐澤 美琴(4) 小学     16.21 q
ﾌｼﾞﾓﾘｻﾘﾅ 辰野南小 ｶﾗｻﾜ ﾐｺﾄ 箕輪中部小

 2 伊藤 朱里(4) 小学     16.52 q  2 佐野 涼楓(4) 小学     16.36 q
ｲﾄｳ ｱｶﾘ 箕輪中部小 ｻﾉ ｽｽﾞｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 3 海沼 結(4) 小学     16.70 q  3 髙橋 つきみ(4) 小学     16.49 q
ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪小 ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 南箕輪小

 4 小松 ちひろ(4) 小学     17.38 q  4 瀬戸 由來(4) 小学     17.62 
ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ 飯島小 ｾﾄ ﾕｲｷ 南箕輪小

 5 小澤 優寿香(4) 小学     17.50 q  5 守屋 玲奈(4) 小学     18.37 
ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ 南箕輪小 ﾓﾘﾔ ﾚﾅ 高遠小

 6 青木 日和(4) 小学     18.24  6 後藤 彩寿(4) 小学     18.78 
ｱｵｷ ﾋﾖﾘ 箕輪中部小 ｺﾞﾄｳ ｻﾄ 飯島小

 7 横山 あむ(4) 小学     18.38  7 藪 笑寧(4) 小学     18.87 
ﾖｺﾔﾏ ｱﾑ 飯島小 ﾔﾌﾞ ｴﾐﾈ 高遠小

 8 野澤 菜々香(4) 小学     19.67 赤羽 さくら(4) 小学
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 高遠小 ｱｶﾊﾈ ｻｸﾗ 南箕輪小

[ 3組] 風速 +1.5

三嶋 渚沙(4) 小学
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
藤森 愛夢(4) 小学
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
三角 このは(4) 小学
ﾐｽﾐ ｺﾉﾊ 王滝小

風速 -0.7

 1 佐野 涼楓(4) 小学     16.36 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 2 唐澤 美琴(4) 小学     16.37 
ｶﾗｻﾜ ﾐｺﾄ 箕輪中部小

 3 髙橋 つきみ(4) 小学     16.53 
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 南箕輪小

 4 藤森紗理奈(4) 小学     16.64 
ﾌｼﾞﾓﾘｻﾘﾅ 辰野南小

 5 伊藤 朱里(4) 小学     16.74 
ｲﾄｳ ｱｶﾘ 箕輪中部小

 6 海沼 結(4) 小学     16.83 
ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪小

 7 小松 ちひろ(4) 小学     17.49 
ｺﾏﾂ ﾁﾋﾛ 飯島小

 8 小澤 優寿香(4) 小学     17.78 
ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ 南箕輪小

1    95

2    68

7   104

8    65

5    89

3    53

6    27

4   108

4    20

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6     7

5     9

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    39 5    74
欠場

6    92 7    40

2   107 1    94

7    68 6    38

3    95 8    71

1    65 3    89

8   104 4    27

4    53 2   108

小学4年女子

１００ｍ

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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



予選 8月29日 10:45
決勝 8月29日 13:00

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +1.2

 1 青沼 のどか(5) 小学     15.61 q  1 神山 佳凜(5) 小学     15.60 q
ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ 南箕輪小 ｶﾐﾔﾏ ｶﾘﾝ 飯島小

 2 池上 舞花(5) 小学     15.63 q  2 藤森 沙耶(5) 小学     15.73 q
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞﾓﾘｻﾔ 辰野南小

 3 芦田 凜々子(5) 小学     15.69 q  3 山田 優芽(5) 小学     15.88 q
ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ 南箕輪小 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 4 田中 海羽(5) 小学     16.38  4 髙木 萌子(5) 小学     16.03 
ﾀﾅｶ ﾐｳ 伊那AC ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 南箕輪小

 5 中嶋 由希(5) 小学     17.34  5 鎮西 花(5) 小学     16.32 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 6 竹村 七星(5) 小学     17.83  6 下島 琉那(5) 小学     16.66 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅｾ 南箕輪小 ｼﾓｼﾞﾏ ﾙﾅ 飯島小

 7 竹俣 歩(5) 小学     18.08  7 倉田 紗優加(5) 小学     16.70 
ﾀｹﾏﾀ ｱﾕﾐ 飯島小 ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪小

 8 堀米 夏瑠(5) 小学     18.50  8 福田 香葉(5) 小学     17.45 
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾅﾂﾙ 南箕輪小 ﾌｸﾀﾞ ｺﾉﾊ 南箕輪小

[ 3組] 風速 +0.9

 1 野村 優香(5) 小学     15.05 q
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪小

 2 渡辺 梓沙(5) 小学     15.17 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ 辰野南小

 3 舟橋 里紗(5) 小学     16.41 
ﾌﾅﾊﾞｼﾘｻ 辰野南小

 4 小山 夏葵(5) 小学     16.65 
ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ 王滝小

 5 唐澤 杏奈(5) 小学     16.72 
ｶﾗｻﾜ ｱﾝﾅ 飯島小

 6 中本 瑠花(5) 小学     17.84 
ﾅｶﾓﾄ ﾙｶ 南箕輪小

 7 有賀 彩乃(5) 小学     17.99 
ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾉ 南箕輪小

 8 原 美遥(5) 小学     18.85 
ﾊﾗ ﾐﾕ 南箕輪小

風速  0.0

 1 野村 優香(5) 小学     15.26 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪小

 2 渡辺 梓沙(5) 小学     15.36 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ 辰野南小

 3 青沼 のどか(5) 小学     15.71 
ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ 南箕輪小

 4 芦田 凜々子(5) 小学     15.85 
ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ 南箕輪小

 5 神山 佳凜(5) 小学     15.89 
ｶﾐﾔﾏ ｶﾘﾝ 飯島小

 6 藤森 沙耶(5) 小学     15.92 
ﾌｼﾞﾓﾘｻﾔ 辰野南小

 7 山田 優芽(5) 小学     16.30 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 8 池上 舞花(5) 小学     16.39 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
3    73

2    54

小学5年女子

１００ｍ

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

順 ﾚｰﾝ

   78

7    60

8    16

6    99

5    84

4    33

1

No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
5    97

3    52

7    28

8    90

4    34

1    93

6    76

2    81

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    85

3    51

1    49

8    21

6   100

4    79

7    86

5    66

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    85

6    51

3    73

7    60

5    97

1    52

2    28

8    54



予選 8月29日 11:05
決勝 8月29日 13:10

県小学新(ER)        13.06

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +0.7

 1 北原 小遥(6) 小学     14.23 q  1 田中 凛(6) 小学     14.15 q
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 伊那AC ﾀﾅｶ ﾘﾝ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 2 塚間 友香(6) 小学     14.77 q  2 三澤 菜々美(6) 小学     14.95 q
ﾂｶﾏﾕｶ 辰野南小 ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那AC

 3 小島 咲愛(6) 小学     15.43  3 氣賀沢 円香(6) 小学     15.52 
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 南箕輪小 ｷｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 4 山本 花歩(6) 小学     15.55  4 柳生 夏弥(6) 小学     15.63 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎ 箕輪中部小 ﾔｷﾞｭｳ ﾅﾂﾐ 飯島小

 5 小野 茉佑子(6) 小学     15.58  5 山崎 栞菜(6) 小学     16.42 
ｵﾉ ﾏﾕｺ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾅ 辰野南小

 6 関 広菜(6) 小学     16.92  6 北條 智子(6) 小学     16.60 
ｾｷ ﾋﾛﾅ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓｺ 南箕輪小

 7 堀 心寧(6) 小学     17.18  7 伊東 瑠菜(6) 小学     16.78 
ﾎﾘ ｺｺﾈ 南箕輪小 ｲﾄｳ ﾙﾅ 南箕輪小
須田 瑠姫(6) 小学
ｽﾀﾞ ﾙｷ 飯島小

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 +0.8

 1 吉澤 芽衣(6) 小学     14.86 q  1 中嶋 珠久(6) 小学     15.22 q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 伊那AC ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 2 飯島 莉紗(6) 小学     15.01 q  2 日向 彩瑛(6) 小学     15.45 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾋｭｳｶﾞ ｱｲ 南箕輪小

 3 北原 由宇(6) 小学     15.21 q  3 大槻 美波(6) 小学     15.75 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 飯島小 ｵｵﾂｷ ﾐﾅﾐ 伊那AC

 4 松澤 怜莉(6) 小学     16.11  4 井田 光咲(6) 小学     16.23 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｲﾘ 南箕輪小 ｲﾀﾞ ｱﾘｻ 南箕輪小

 5 佐々木 香苗(6) 小学     16.30 西島 美幸(6) 小学
ｻｻｷ ｶﾅｴ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 6 安藤 真由奏(6) 小学     17.80 金田 萌(6) 小学
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾕｶ 南箕輪小 ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

伊藤 ほの(6) 小学
ｲﾄｳ ﾎﾉ 王滝小

風速  0.0

 1 北原 小遥(6) 小学     14.19 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 伊那AC

 2 田中 凛(6) 小学     14.26 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 3 塚間 友香(6) 小学     14.66 
ﾂｶﾏﾕｶ 辰野南小

 4 吉澤 芽衣(6) 小学     14.78 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 伊那AC

 5 三澤 菜々美(6) 小学     15.09 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那AC

 6 中嶋 珠久(6) 小学     15.22 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 7 飯島 莉紗(6) 小学     15.31 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少
北原 由宇(6) 小学
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 飯島小

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

小学6年女子

１００ｍ

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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
2    17 5    35

3    50 3    13

1    67 7    37

5   105 6   103

8    30 2    48

6    25 8    82

7    83 4    62

4    98
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    12 5    32

3    36 4    80

4   102 2    15

2    69 3    64

6    26 8     8

5    61 6     6

7    18

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    17

4    35

6    50

5    12

8    13

2    32

7    36

1   102
欠場



決勝 8月29日 10:25

県小学新(ER )       13.06

風速

 1 西島 美幸(6) 小学     14.55 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 金田 萌(6) 小学     14.91 
ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 伊藤 ほの(6) 小学     15.80 
ｲﾄｳ ﾎﾉ 王滝小

 4 三嶋 渚沙(4) 小学     16.30 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 5 藤森 愛夢(4) 小学     16.64 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 6 小山 夏葵(5) 小学     16.65 
ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ 王滝小

 7 三角 このは(4) 小学     17.77 
ﾐｽﾐ ｺﾉﾊ 王滝小

オープン小学女

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7     8

5     6

6    18

3     7

1    20

2     9

4    21



決勝 8月29日 13:35

県小学新(ER)      3,03.46

 1 坂元 夏希(5) 小学   3,29.84 
ｻｶﾓﾄﾅﾂｷ 辰野南小

 2 森 ほのか(6) 小学   3,34.19 
ﾓﾘ ﾎﾉｶ ﾁｰﾑJIAN

 3 前野 遥(5) 小学   3,38.12 
ﾏｴﾉ ﾊﾙｶ 南箕輪小

 4 坂本 なお(5) 小学   3,44.12 
ｻｶﾓﾄ ﾅｵ 中沢RC

 5 松崎 こころ(5) 小学   3,46.93 
ﾏﾂｻﾞｷ ｺｺﾛ 中沢RC

 6 森脇 光砂(5) 小学   3,48.45 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 7 坂元 唯花(2) 小学   3,49.59 
ｻｶﾓﾄﾕｲｶ 辰野南小

 8 滝沢 初寧(5) 小学   3,49.63 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 中沢RC

 9 逸持治 奏愛(6) 小学   3,58.62 
ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

10 大谷 乃愛(4) 小学   4,48.20 
ｵｵﾀﾆ ﾉｱ 南箕輪小
松下 朋佳(6) 小学
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ
佐々木 美羽(6) 小学
ｻｻｷ ﾐｳ ISｼﾞｭﾆｱ
水野 香帆(6) 小学
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ
木下 茜莉(5) 小学
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ
金子 陽南(6) 小学
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ ISｼﾞｭﾆｱ
出澤 幸芽(3) 小学
ﾃﾞｻﾜ ｺｳﾒ 中沢RC
滝沢 さくら(3) 小学
ﾀｷｻﾞﾜ ｻｸﾗ 中沢RC

小学共通女子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12    46

10    10

6    75

4    55

5    57

7    31

8    47

11    59

1    24

3    77

16     3

15     2

17     4

14     5

9    58
欠場

13     1

2    56
欠場



決勝 8月29日 13:35

県小学新(ER )     3,03.46

 1 松下 朋佳(6) 小学   3,22.45 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 佐々木 美羽(6) 小学   3,30.80 
ｻｻｷ ﾐｳ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 水野 香帆(6) 小学   3,37.79 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 木下 茜莉(5) 小学   3,37.93 
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 金子 陽南(6) 小学   3,46.11 
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ ISｼﾞｭﾆｱ

13     1

17     4

14     5

16     3

15     2

オープン小学女

１０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月29日  9:45
決勝 8月29日 14:15

県小学新(ER)        53.27

[ 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   8 飯島小(A)   102 北原 由宇(6)   1,00.38 q  1   5 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(A)   37 氣賀沢 円香(6)     59.00 q

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ｷｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
  103 柳生 夏弥(6)    35 田中 凜(6)

ﾔｷﾞｭｳ ﾅﾂﾐ ﾀﾅｶ ﾘﾝ
   91 塩澤 沙希(6)    30 小野 茉佑子(6)

ｼｵｻﾞﾜ ｻｷ ｵﾉ ﾏﾕｺ
   96 小木曽 楽々(6)    32 中嶋 珠久(6)

ｵｷﾞｿ ﾗﾗ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ
 2   4 辰野南小    51 渡辺 梓沙(5)   1,00.73 q  2   7 飯島小(B)    93 下島 琉那(5)   1,05.66 

ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ ｲｲｼﾞﾏｼｮｳB ｼﾓｼﾞﾏ ﾙﾅ
   52 藤森 沙耶(5)   100 唐澤 杏奈(5)

ﾌｼﾞﾓﾘｻﾔ ｶﾗｻﾜ ｱﾝﾅ
   48 山崎 栞菜(6)    97 神山 佳凜(5)

ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾅ ｶﾐﾔﾏ ｶﾘﾝ
   50 塚間 友香(6)    99 竹俣 歩(5)

ﾂｶﾏﾕｶ ﾀｹﾏﾀ ｱﾕﾐ
 3   3 南箕輪小(A)    60 芦田 凜々子(5)   1,00.99 q  3   4 南箕輪小(C)    80 日向 彩瑛(6)   1,06.00 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ﾋｭｳｶﾞ ｱｲ
   85 野村 優香(5)    62 伊東 瑠菜(6)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ ｲﾄｳ ﾙﾅ
   90 髙木 萌子(5)    61 安藤 真由奏(6)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾕｶ
   67 小島 咲愛(6)    83 堀 心寧(6)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ ﾎﾘ ｺｺﾈ
 4   7 南箕輪小(D)    73 青沼 のどか(5)   1,04.60 q  4   3 箕輪中部小   106 小日向 慧(4)   1,06.02 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳD ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ
   65 海沼 結(4)   108 唐澤 美琴(4)

ｶｲﾇﾏ ﾕｳ ｶﾗｻﾜ ﾐｺﾄ
   68 小澤 優寿香(4)   107 青木 日和(4)

ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ ｱｵｷ ﾋﾖﾘ
   89 髙橋 つきみ(4)   104 伊藤 朱里(4)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ ｲﾄｳ ｱｶﾘ
 5   6 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(C)   31 森脇 光砂(5)   1,05.74  5   6 南箕輪小(F)    84 堀米 夏瑠(5)   1,09.57 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳC ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳE ﾎﾘｺﾞﾒ ﾅﾂﾙ
   34 鎮西 花(5)    81 福田 香葉(5)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ ﾌｸﾀﾞ ｺﾉﾊ
   33 中嶋 由希(5)    87 有賀 美紅(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ ｱﾙｶﾞ ﾐｸ
   28 山田 優芽(5)    86 有賀 彩乃(5)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾉ
 6   5 南箕輪小(G)    72 清水 芹蓮(4)   1,13.15   8 伊那AC    12 吉澤 芽衣(6)

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳE ｼﾐｽﾞ ｾﾚﾝ ｲﾅｴｰｼｰ ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 失格
   71 瀬戸 由來(4)    17 北原 小遥(6)

ｾﾄ ﾕｲｷ ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
   77 大谷 乃愛(4)    15 大槻 美波(6)

ｵｵﾀﾆ ﾉｱ ｵｵﾂｷ ﾐﾅﾐ
   72 清水 芹蓮(4)    13 三澤 菜々美(6)

ｼﾐｽﾞ ｾﾚﾝ ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ

小学共通女子

４×１００ｍＲ

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 南箕輪小(B)    69 松澤 怜莉(6)   1,03.18 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｲﾘ
   82 北條 智子(6)

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓｺ
   64 井田 光咲(6)

ｲﾀﾞ ｱﾘｻ
   70 上田 朋花(6)

ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ
 2   4 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(B)   27 佐野 涼楓(4)   1,03.42 q

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ｻﾉ ｽｽﾞｶ
   26 佐々木 香苗(6)

ｻｻｷ ｶﾅｴ
   25 関 広菜(6)

ｾｷ ﾋﾛﾅ
   36 飯島 莉紗(6)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ
 3   6 辰野西小    45 大槻 遥花(5)   1,04.20 q

ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳ ｵｵﾂｷ ﾊﾙｶ
   44 上島 澪里(5)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ
   43 上島 はな香(5)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾊﾅｶ
   42 宮澤 藍子(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｲｺ
 4   5 南箕輪小(E)    79 中本 瑠花(5)   1,08.27 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳE ﾅｶﾓﾄ ﾙｶ
   76 倉田 紗優加(5)

ｸﾗﾀ ｻﾕｶ
   88 有賀 夢良(5)

ｱﾙｶﾞ ﾕﾗ
   78 竹村 七星(5)

ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅｾ
 5   7 飯島小(C)    94 後藤 彩寿(4)   1,11.91 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳC ｺﾞﾄｳ ｻﾄ
   85 野村 優香(5)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
  101 桃澤 まなか(4)

ﾓﾓｻﾞﾜ ﾏﾅｶ
   92 横山 あむ(4)

ﾖｺﾔﾏ ｱﾑ
  8 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     7 三嶋 渚沙(4)

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ
    6 金田 萌(6)

ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ
    9 藤森 愛夢(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ
    8 西島 美幸(6)

ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ

小学共通女子

４×１００ｍＲ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(A)   37 氣賀沢 円香(6)     58.56 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳA ｷｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
   35 田中 凜(6)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ
   30 小野 茉佑子(6)

ｵﾉ ﾏﾕｺ
   32 中嶋 珠久(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ
 2   5 飯島小(A)   102 北原 由宇(6)     59.82 

ｲｲｼﾞﾏｼｮｳA ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ
  103 柳生 夏弥(6)

ﾔｷﾞｭｳ ﾅﾂﾐ
   91 塩澤 沙希(6)

ｼｵｻﾞﾜ ｻｷ
   96 小木曽 楽々(6)

ｵｷﾞｿ ﾗﾗ
 3   6 辰野南小    51 渡辺 梓沙(5)   1,01.72 

ﾀﾂﾉﾐﾅﾐｼｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ
   52 藤森 沙耶(5)

ﾌｼﾞﾓﾘｻﾔ
   48 山崎 栞菜(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾅ
   50 塚間 友香(6)

ﾂｶﾏﾕｶ
 4   3 南箕輪小(A)    60 芦田 凜々子(5)   1,01.80 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ
   85 野村 優香(5)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
   90 髙木 萌子(5)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
   67 小島 咲愛(6)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
 5   2 南箕輪小(D)    73 青沼 のどか(5)   1,04.23 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳD ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ
   65 海沼 結(4)

ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
   68 小澤 優寿香(4)

ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ
   89 髙橋 つきみ(4)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
 6   8 南箕輪小(B)    69 松澤 怜莉(6)   1,04.24 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｲﾘ
   82 北條 智子(6)

ﾎｳｼﾞｮｳ ﾄﾓｺ
   64 井田 光咲(6)

ｲﾀﾞ ｱﾘｻ
   70 上田 朋花(6)

ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ
 7   1 辰野西小    45 大槻 遥花(5)   1,04.45 

ﾀﾂﾉﾆｼｼｮｳ ｵｵﾂｷ ﾊﾙｶ
   44 上島 澪里(5)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ
   43 上島 はな香(5)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾊﾅｶ
   42 宮澤 藍子(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｲｺ
 8   7 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少(B)   27 佐野 涼楓(4)   1,04.46 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳB ｻﾉ ｽｽﾞｶ
   26 佐々木 香苗(6)

ｻｻｷ ｶﾅｴ
   25 関 広菜(6)

ｾｷ ﾋﾛﾅ
   36 飯島 莉紗(6)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ

４×１００ｍＲ
決勝

小学共通女子



決勝 8月29日  9:45

県小学新(ER )       53.27

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     7 三嶋 渚沙(4)   1,01.38 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ
    6 金田 萌(6)

ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ
    9 藤森 愛夢(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ
    8 西島 美幸(6)

ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ

オープン小学女

４×１００ｍＲ      

決勝



決勝 8月29日  9:00

県小学新(ER)         4.50

小日向 慧(4) 小学    X   2.78   2.83    2.83 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中部小   -0.2   -1.0    -1.0
西島 美幸(6) 小学   3.06   2.88   3.16
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   -0.4   -0.4   -0.5    -0.5

小学共通女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 2   106

-5-

1     8



決勝 8月29日  9:00

県小学新(ER )        4.50

西島 美幸(6) 小学   3.06   2.88   3.16    3.16 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   -0.4   -0.4   -0.5    -0.5

備考

オープン小学女

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
1 1     8

-5- -6- 記録-2- -3- -4-



決勝 8月29日 10:30

塩澤 沙希(6) 小学
ｼｵｻﾞﾜ ｻｷ 飯島小
田中 香月(4) 小学
ﾀﾅｶ ｶﾂﾞｷ 西箕輪小
桃澤 まなか(4) 小学
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 飯島小

小学共通女子

ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ投   

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1    91

  O   O 28.13  28.13 

2 2    41
19.20   O   O

3 3   101
  O 14.33   O  14.33 

 19.20 
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