
主催：茅野市陸上競技協会                                                        
共催：特定非営利活動法人茅野市体育協会                                          
後援：茅野市、茅野市教育委員会                                                  
主管：茅野市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】203100  茅野市総合運動公園陸上競技場

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
08/01 女子  +0.6瀧澤 祐未(4) 12.38 長村 紋(3) 12.81 橋爪 郁未(3) 13.04 中山 美奈(3) 13.26 北原  寧々(1) 13.87

100m 一般･松本大 一般･松本大 高校生･伊那弥生ヶ丘高 高校生･伊那弥生ヶ丘高 高校生･伊那弥生ヶ丘高
08/01  -1.4瀧澤 祐未(4) 25.67 長村 紋(3) 27.47 諏訪 春乃(1) 35.64

200m 一般･松本大 一般･松本大 高校生･諏訪清陵高
08/01 村松 広捺(2) 58.93 中山 美奈(3) 59.20 橋爪 郁未(3) 1,04.34 宮坂 万理(1) 1,07.16 上原 萌花(1) 1,07.40 川上 由華(1) 1,08.58 三井 咲良(1) 1,11.38 吉田  みさき(1) 1,12.03

400m 一般･松本大 高校生･伊那弥生ヶ丘高 高校生･伊那弥生ヶ丘高 高校生･諏訪清陵高 高校生･岡谷東高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高 高校生･伊那弥生ヶ丘高
08/01 田阪 亜樹 2,12.49

800m 広島･福山市陸協
08/01  -0.1前田 花奈(2) 16.02

100mH(0.838m) 高校生･伊那弥生ヶ丘高
08/01 樋口 朋果(2) 1.40 諏訪 春乃(1) 1.25

走高跳 高校生･岡谷東高 高校生･諏訪清陵高
08/01 宇原 萌々香(3) 3.00 加賀見 麻里(2) 2.80 小林 奏(1) 2.80 室賀 絢水(1) 2.60 田中 真彩(2) 2.60

棒高跳 高校生･田川高 高校生･下諏訪向陽 高校生･佐久長聖高 高校生･市立長野高 高校生･伊那北高
08/01 前田 花奈(2) 4.69(-0.8) 名取奈々海(1)3.98(+0.2) 清水 希(1) 2.66(+0.2)

走幅跳 高校生･伊那弥生ヶ丘高 高校生･諏訪清陵高 高校生･岡谷東高
08/01 栗空亜沙美(3)11.62(0.0) 篠原 夏季 11.00(0.0) 伊藤 絵夢(3) 9.92(+0.1)

三段跳 高校生･木曽青峰高 一般･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 中学生･長峰中
08/01 巾 こと美(3) 10.10 藤本 優佳(3) 9.31 柴田 友菜(2) 8.58 溝口 佳歩(2) 7.64 田近 嵯季(1) 6.67

砲丸投 中学生･王滝中 中学生･王滝中 高校生･田川高 中学生･王滝中 中学生･王滝中
08/01 巾 こと美(3) 25.60 溝口 佳歩(2) 22.73 藤本 優佳(3) 22.14 溝尾 里菜(2) 19.86 田近 嵯季(1) 18.44 岩崎 紗佑美(2) 17.67 清水 希(1) 14.71

円盤投 中学生･王滝中 中学生･王滝中 中学生･王滝中 高校生･岡谷東高 中学生･王滝中 高校生･阿南高 高校生･岡谷東高
08/01 北原 遥香(2) 36.09

ﾊﾝﾏｰ投 高校生･上伊那農高
08/01 伊那弥生ヶ丘高      51.14

4x100mR 前田 花奈(2)
橋爪 郁未(3)
北原  寧々(1)
中山 美奈(3)

08/01 中学女子 金森 佑奈(3) 13.20 天野 悠美(3) 13.41 曹 るみ(2) 13.63 池田 寛子(2) 13.64 橋本 花甫(1) 13.66 宮坂 育(2) 13.84 小林 あゆみ(2) 13.99 竹村 咲耶(2) 14.05
100m 中学生･南箕輪中 中学生･茅野北部中 中学生･犀陵中 中学生･犀陵中 中学生･諏訪西 中学生･岡谷東部中 中学生･長峰中 中学生･篠ﾉ井西中

08/01 金森 佑奈(3) 26.95 天野 悠美(3) 27.73 下田 花菜(2) 27.82 橋本 花甫(1) 28.58 小林 あゆみ(2) 28.83 栗空 実穂(3) 29.15 前田 唯(1) 29.90 鮎澤 ののか(2) 30.32
200m 中学生･南箕輪中 中学生･茅野北部中 中学生･犀陵中 中学生･諏訪西 中学生･長峰中 中学生･王滝中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中

08/01 宮坂 さくら(3) 2,35.94 宮下 綺実(1) 2,38.06 宮澤 紅葉(2) 2,42.89 真道 美羽(1) 2,44.49 宮坂 なな(2) 2,45.51 瀬戸 郁美(1) 2,45.96 川端 彩未(2) 2,46.81 小泉  梢(2) 2,47.36
800m 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪西 中学生･辰野中 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･辰野中 中学生･茅野北部中 中学生･茅野東部中

08/01 臼井 花(2) 1.45 土屋 みやび(3) 1.40 戸谷 はるか(2) 1.35 田村 明日香(1) 1.30 岡田 ほのか(1) 1.25 長田 美羽(1) 1.25 小山 涼菜(1) 中学生･諏訪西 1.15
走高跳 中学生･犀陵中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･小谷中 中学生･茅野東部中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･茅野東部中 三澤 恵理那(2) 中学生･諏訪西

08/01 飯島 葵(2) 2.60 田中 志野(2) 2.50 山田 都子(2) 2.30 鎌倉 杏(1) 2.00 小林 由依(1) 1.70
棒高跳 中学生･伊那東部中 中学生･伊那東部中 中学生･伊那東部中 中学生･原中 中学生･原中

08/01 栗空 実穂(3) 4.74(-1.1) 伊藤 絵夢(3) 4.51(+0.4) 池野 佳帆(1) 4.41(-0.3) 青島 まど華(3)4.15(+1.2) 山田 愛莉(1) 4.14(+1.3) 那須野 りさ子(24.12(+0.9) 今井 美月(2) 4.12(+0.2) 中村 凜(2) 3.97(-1.0)
走幅跳 中学生･王滝中 中学生･長峰中 中学生･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学生･王滝中 中学生･茅野東部中 中学生･伊那東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･辰野中

08/01 巾 こと美(3) 12.68 藤本 優佳(3) 11.26 溝口 佳歩(2) 9.36 田近 嵯季(1) 8.57 小口 維吹(2) 8.20 池田 寛子(2) 8.02 中塚 千夏(2) 7.47 津金 璃子(1) 7.21
砲丸投 中学生･王滝中 中学生･王滝中 中学生･王滝中 中学生･王滝中 中学生･岡谷東部中 中学生･犀陵中 中学生･茅野東部中 中学生･原中

08/01 犀陵中       54.49 岡谷東部中       55.71 諏訪西       56.49 茅野東部中A       56.91 辰野中A       57.38 辰野中B     1,03.17
4x100mR 曹 るみ(2) 篠原 花恋(2) 三澤 恵理那(2) 小沢 恵菜(2) 北原 果林(2) 平出 雅(1)

下田 花菜(2) 宮坂 麻絢(2) 橋本 花甫(1) 小泉  梢(2) 村上 晴香(2) 宮嶋 杏(1)
臼井 花(2) 宮坂 なな(2) 小山 風菜(2) 平出 瑠奈(1) 荒木 美海(2) 瀬戸 郁美(1)
池田 寛子(2) 宮坂 育(2) 伊藤 桃香(1) 山田 愛莉(1) 中村 純子(2) 長田 鼓美(1)

08/01 小学女子  -0.2竹田 紅愛(2) 10.51 小池 明日美(4) 10.73 金子 結香(2) 11.02 関 彩夏(3) 11.13 中嶋 杏佳(2) 11.20 松浦 鈴華(4) 11.57 今井 柚美(2) 11.70 山下 恋花(1) 12.09
60m 小学生･永明小 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･軽井沢A&AC 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

08/01 小泉 春花(6) 14.15 藤森 七海(5) 14.38 小林 万莉(6) 14.45 竹内 里桜(6) 14.51 小林 千紘(6) 14.52 望月 想(6) 14.80 矢口 ほの夏(6) 14.84 柿澤 摩歩(6) 14.88
100m 小学生･諏訪FA 小学生･諏訪FA 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･ﾁｰﾑSkymint 小学生･ﾁｰﾑSkymint 小学生･諏訪FA



主催：茅野市陸上競技協会                                                        
共催：特定非営利活動法人茅野市体育協会                                          
後援：茅野市、茅野市教育委員会                                                  
主管：茅野市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】203100  茅野市総合運動公園陸上競技場

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
08/01 土屋 ほのか(6) 13.79 竹内 里桜(6) 14.60 中嶋 愛佳(5) 14.81 小口 葉奈(5) 19.07 森田 姫奈(6) 19.46

80mH(0.700m) 小学生･軽井沢A&AC 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･軽井沢A&AC 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
08/01 土屋 ほのか(6)4.10(+0.3) 小林 千紘(6) 3.92(0.0) 柿澤 摩歩(6) 3.89(0.0) 中嶋 愛佳(5) 3.74(-0.1) 小泉 春花(6) 3.71(0.0) 小林 万莉(6) 3.70(-0.6) 増田 藍(4) 3.44(0.0) 小林 蓮菜(5) 3.26(-0.8)

走幅跳 小学生･軽井沢A&AC 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･諏訪FA 小学生･軽井沢A&AC 小学生･諏訪FA 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･諏訪FA 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
08/01 ﾁｰﾑSkymint       57.10 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA      58.17 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB    1,02.93 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    1,04.17

4x100mR 中嶋 涼(6) 山口 夢羽(6) 小平 和香菜(5) 佐野 涼楓(4)
矢口 ほの夏(6) 小林 万莉(6) 宮澤 ありさ(5) 鎮西 花(5)
望月 想(6) 小林 千紘(6) 森田 姫奈(6) 中嶋 由希(5)
寺島 佑奈(6) 竹内 里桜(6) 岩下 夢菜(5) 山田 優芽(5)



決勝 8月1日 10:35

風速 +0.6

 1 瀧澤 祐未(4) 一般     12.38 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 長村 紋(3) 一般     12.81 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 3 橋爪 郁未(3) 高校生     13.04 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 4 中山 美奈(3) 高校生     13.26 
ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 5 北原  寧々(1) 高校生     13.87 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高
川上 由華(1) 高校生
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵高
唐澤 季里(2) 高校生
ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 諏訪清陵高

決勝 8月1日  9:15

風速 -0.2

 1 竹田 紅愛(2) 小学生     10.51 
ﾀｹﾀﾞ ｸﾚｱ 永明小

 2 小池 明日美(4) 小学生     10.73 
ｺｲｹ ｱｽﾐ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 金子 結香(2) 小学生     11.02 
ｶﾈｺ ﾕｳｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 関 彩夏(3) 小学生     11.13 
ｾｷ ｱﾔﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 中嶋 杏佳(2) 小学生     11.20 
ﾅｶｼﾞﾏ  ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC

 6 松浦 鈴華(4) 小学生     11.57 
ﾏﾂｳﾗ ｽｽﾞﾊ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 今井 柚美(2) 小学生     11.70 
ｲﾏｲ ﾕｽﾞﾐ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 8 山下 恋花(1) 小学生     12.09 
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 9 齋藤 花帆(2) 小学生     13.14 
ｻｲﾄｳ ｶﾎ 永明小

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   208

5   206

8   314

6   312

4   298

3  2051
欠場

7  2048
欠場

小学女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    17

4    71

1    38

9    44

3    96

6    65

8    16

7    37

5    35



決勝 8月1日  9:50

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -0.3

 1 野沢 真莉亜(1) 中学生     15.38  1 飯島 菜津美(1) 中学生     15.06 
ﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ 茅野北部中 ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 永明中

 2 吉江 ほの美(1) 中学生     15.48  2 若月 美侑(2) 中学生     15.62 
ﾖｼｴ ﾎﾉﾐ 岡谷東部中 ﾜｶﾂｷ ﾐｳ 諏訪西

 3 倉嶋 明結菜(1) 中学生     15.59  3 松木 心鐘(1) 中学生     15.64 
ｸﾗｼﾏ ｱﾕﾅ 岡谷東部中 ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 長峰中

 4 鷲尾 和乃佳(1) 中学生     15.96  4 伊藤 朱里(1) 中学生     15.72 
ﾜｼｵ ﾉﾉｶ 長峰中 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 長峰中

 5 並木 絢音(1) 中学生     15.96  5 臼井 花(2) 中学生     15.73 
ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰中 ｳｽｲ ﾊﾅ 犀陵中

 6 溝尾 茉優(1) 中学生     16.25  6 塩澤 姫和(1) 中学生     15.90 
ﾐｿﾞｵ ﾏﾕ 辰野中 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 岡谷東部中

 7 秋山 陽菜乃(1) 中学生     16.93  7 加納 のどか(1) 中学生     16.13 
ｱｷﾔﾏ ﾋﾅﾉ 長峰中 ｶﾉｳ ﾉﾄﾞｶ 岡谷北部中

 8 平出 雅(1) 中学生     17.26  8 宮嶋 杏(1) 中学生     16.65 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾐﾔﾋﾞ 辰野中 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾝ 辰野中
山田 にこ(1) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾆｺ 岡谷北部中

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速  0.0

 1 小澤 沙永子(2) 中学生     14.74  1 伊藤 絵夢(3) 中学生     14.58 
ｵｻﾞﾜ ｻｴｺ 岡谷北部中 ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中

 2 小山 風菜(2) 中学生     14.88  2 北原 果林(2) 中学生     14.64 
ｺﾔﾏ ﾌｳﾅ 諏訪西 ｷﾀﾊﾗ ｶﾘﾝ 辰野中

 3 山田 茉優(1) 中学生     14.89  3 森脇 涼羽(1) 中学生     14.69 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明中 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂中

 4 三澤 恵理那(2) 中学生     15.06  4 竹村 彩也香(1) 中学生     14.75 
ﾐｻﾜ ｴﾘﾅ 諏訪西 ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 5 小山 涼菜(1) 中学生     15.30  5 平出 瑠奈(1) 中学生     14.78 
ｺﾔﾏ ﾘｮｳﾅ 諏訪西 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部中

 6 山田 美和(1) 中学生     15.33  6 長田 鼓美(1) 中学生     14.96 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ 長峰中 ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 辰野中

 7 野澤 奈々(1) 中学生     15.55  7 原田 陽菜(2) 中学生     15.28 
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅ 原中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 長峰中

 8 加藤 瑶唯(1) 中学生     15.94 鮎澤 ののか(2) 中学生
ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部中 ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 上諏訪中

[ 5組] 風速 +0.1 [ 6組] 風速 -0.5

 1 池田 寛子(2) 中学生     13.64  1 金森 佑奈(3) 中学生     13.20 
ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｺ 犀陵中 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中

 2 小林 あゆみ(2) 中学生     13.99  2 天野 悠美(3) 中学生     13.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中 ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部中

 3 伊藤 桃香(1) 中学生     14.10  3 曹 るみ(2) 中学生     13.63 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西 ｿｳ ﾙﾐ 犀陵中

 4 篠原 花恋(2) 中学生     14.36  4 橋本 花甫(1) 中学生     13.66 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 岡谷東部中 ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西

 5 小池 冴羽乃(1) 中学生     14.39  5 宮坂 育(2) 中学生     13.84 
ｺｲｹ ｻﾜﾉ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾐﾔｻｶ ｲｸ 岡谷東部中

 6 那須野 りさ子(2)中学生     14.39  6 竹村 咲耶(2) 中学生     14.05 
ﾅｽﾉ ﾘｻｺ 伊那東部中 ﾀｹﾑﾗ ｻﾔ 篠ﾉ井西中

 7 永井 望ノ美(1) 中学生     14.47 友田 有紀(2) 中学生
ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 小谷中 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部中

 8 澁谷 果歩(2) 中学生     14.77 佐伯 明莉(1) 中学生
ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那東部中 ｻｴｷ ｱｶﾘ 永明中
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   1 金森 佑奈(3) 中学生 南箕輪中     13.20 (-0.5)   6   1
   2 天野 悠美(3) 中学生 茅野北部中     13.41 (-0.5)   6   2
   3 曹 るみ(2) 中学生 犀陵中     13.63 (-0.5)   6   3
   4 池田 寛子(2) 中学生 犀陵中     13.64 (+0.1)   5   1
   5 橋本 花甫(1) 中学生 諏訪西     13.66 (-0.5)   6   4
   6 宮坂 育(2) 中学生 岡谷東部中     13.84 (-0.5)   6   5
   7 小林 あゆみ(2) 中学生 長峰中     13.99 (+0.1)   5   2
   8 竹村 咲耶(2) 中学生 篠ﾉ井西中     14.05 (-0.5)   6   6
   9 伊藤 桃香(1) 中学生 諏訪西     14.10 (+0.1)   5   3
  10 篠原 花恋(2) 中学生 岡谷東部中     14.36 (+0.1)   5   4
  11 小池 冴羽乃(1) 中学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.39 (+0.1)   5   5
  11 那須野 りさ子(2) 中学生 伊那東部中     14.39 (+0.1)   5   6
  13 永井 望ノ美(1) 中学生 小谷中     14.47 (+0.1)   5   7
  14 伊藤 絵夢(3) 中学生 長峰中     14.58 (0.0)   4   1
  15 北原 果林(2) 中学生 辰野中     14.64 (0.0)   4   2
  16 森脇 涼羽(1) 中学生 赤穂中     14.69 (0.0)   4   3
  17 小澤 沙永子(2) 中学生 岡谷北部中     14.74 (+0.5)   3   1
  18 竹村 彩也香(1) 中学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.75 (0.0)   4   4
  19 澁谷 果歩(2) 中学生 伊那東部中     14.77 (+0.1)   5   8
  20 平出 瑠奈(1) 中学生 茅野東部中     14.78 (0.0)   4   5
  21 小山 風菜(2) 中学生 諏訪西     14.88 (+0.5)   3   2
  22 山田 茉優(1) 中学生 永明中     14.89 (+0.5)   3   3
  23 長田 鼓美(1) 中学生 辰野中     14.96 (0.0)   4   6
  24 飯島 菜津美(1) 中学生 永明中     15.06 (-0.3)   2   1
  24 三澤 恵理那(2) 中学生 諏訪西     15.06 (+0.5)   3   4
  26 原田 陽菜(2) 中学生 長峰中     15.28 (0.0)   4   7
  27 小山 涼菜(1) 中学生 諏訪西     15.30 (+0.5)   3   5
  28 山田 美和(1) 中学生 長峰中     15.33 (+0.5)   3   6
  29 野沢 真莉亜(1) 中学生 茅野北部中     15.38 (+0.6)   1   1
  30 吉江 ほの美(1) 中学生 岡谷東部中     15.48 (+0.6)   1   2
  31 野澤 奈々(1) 中学生 原中     15.55 (+0.5)   3   7
  32 倉嶋 明結菜(1) 中学生 岡谷東部中     15.59 (+0.6)   1   3
  33 若月 美侑(2) 中学生 諏訪西     15.62 (-0.3)   2   2
  34 松木 心鐘(1) 中学生 長峰中     15.64 (-0.3)   2   3
  35 伊藤 朱里(1) 中学生 長峰中     15.72 (-0.3)   2   4
  36 臼井 花(2) 中学生 犀陵中     15.73 (-0.3)   2   5
  37 塩澤 姫和(1) 中学生 岡谷東部中     15.90 (-0.3)   2   6
  38 加藤 瑶唯(1) 中学生 岡谷北部中     15.94 (+0.5)   3   8
  39 鷲尾 和乃佳(1) 中学生 長峰中     15.96 (+0.6)   1   4
  39 並木 絢音(1) 中学生 長峰中     15.96 (+0.6)   1   5
  41 加納 のどか(1) 中学生 岡谷北部中     16.13 (-0.3)   2   7
  42 溝尾 茉優(1) 中学生 辰野中     16.25 (+0.6)   1   6
  43 宮嶋 杏(1) 中学生 辰野中     16.65 (-0.3)   2   8
  44 秋山 陽菜乃(1) 中学生 長峰中     16.93 (+0.6)   1   7
  45 平出 雅(1) 中学生 辰野中     17.26 (+0.6)   1   8

中学女子
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決勝 8月1日 10:55

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +0.6

 1 伊藤 穂香(3) 小学生     16.94  1 鎮西 花(5) 小学生     15.66 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 2 山下 心花(3) 小学生     17.01  2 佐野 涼楓(4) 小学生     15.78 
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｻﾉ ｽｽﾞｶ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 3 齋藤 奏絵(4) 小学生     17.35  3 小口 葉奈(5) 小学生     16.05 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 諏訪FA ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 山田 舞(5) 小学生     17.45  4 河西 真依(4) 小学生     16.11 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 諏訪FA ｶｻｲ ﾏｲ 諏訪FA

 5 小池 明日美(4) 小学生     17.91  5 安坂 真優佳(5) 小学生     16.11 
ｺｲｹ ｱｽﾐ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ｱｻﾞｶ ﾏﾕｶ 安曇野かけっこ

 6 関 彩夏(3) 小学生     18.29  6 中嶋 由希(5) 小学生     16.80 
ｾｷ ｱﾔﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 7 金子 結香(2) 小学生     18.77  7 関 心優(5) 小学生     17.61 
ｶﾈｺ ﾕｳｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｾｷ ﾐﾕｳ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 8 松浦 鈴華(4) 小学生     19.03 石平 愛菜(3) 小学生
ﾏﾂｳﾗ ｽｽﾞﾊ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ 諏訪FA

 9 小林 媛香(3) 小学生     20.07 岡崎 七海(6) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｶ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ｵｶｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 諏訪FA

[ 3組] 風速 +1.1 [ 4組] 風速 +0.8

 1 宮澤 ありさ(5) 小学生     15.18  1 小泉 春花(6) 小学生     14.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 諏訪FA

 2 飯島 莉紗(6) 小学生     15.22  2 藤森 七海(5) 小学生     14.38 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪FA

 3 岩下 夢菜(5) 小学生     15.37  3 小林 万莉(6) 小学生     14.45 
ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 小松 夢來(5) 小学生     15.53  4 竹内 里桜(6) 小学生     14.51 
ｺﾏﾂ ﾕﾗ 諏訪FA ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 増田 藍(4) 小学生     15.69  5 小林 千紘(6) 小学生     14.52 
ﾏｽﾀﾞ ｱｲ 諏訪FA ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 山田 優芽(5) 小学生     15.77  6 柿澤 摩歩(6) 小学生     14.88 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 諏訪FA

 7 濱 弥月(5) 小学生     16.07  7 山口 夢羽(6) 小学生     15.18 
ﾊﾏ ﾐﾂﾞｷ 諏訪FA ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒﾊ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 8 小平 和香菜(5) 小学生     16.29  8 中嶋 愛佳(5) 小学生     15.38 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾜｶﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC

 9 小林 蓮菜(5) 小学生     16.57  9 通崎 夏帆(6) 小学生     15.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ﾂｳｻﾞｷ ﾅﾂﾎ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

[ 5組] 風速 -0.6

 1 望月 想(6) 小学生     14.80 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ ﾁｰﾑSkymint

 2 矢口 ほの夏(6) 小学生     14.84 
ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ ﾁｰﾑSkymint

 3 新田 光咲(6) 小学生     14.89 
ﾆｯﾀ ﾐｻｷ ﾁｰﾑSkymint

 4 寺島 佑奈(6) 小学生     14.92 
ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ ﾁｰﾑSkymint

 5 中嶋 涼(6) 小学生     15.06 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ ﾁｰﾑSkymint
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   1 小泉 春花(6) 小学生 諏訪FA     14.15 (+0.8)   4   1
   2 藤森 七海(5) 小学生 諏訪FA     14.38 (+0.8)   4   2
   3 小林 万莉(6) 小学生 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ     14.45 (+0.8)   4   3
   4 竹内 里桜(6) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     14.51 (+0.8)   4   4
   5 小林 千紘(6) 小学生 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ     14.52 (+0.8)   4   5
   6 望月 想(6) 小学生 ﾁｰﾑSkymint     14.80 (-0.6)   5   1
   7 矢口 ほの夏(6) 小学生 ﾁｰﾑSkymint     14.84 (-0.6)   5   2
   8 柿澤 摩歩(6) 小学生 諏訪FA     14.88 (+0.8)   4   6
   9 新田 光咲(6) 小学生 ﾁｰﾑSkymint     14.89 (-0.6)   5   3
  10 寺島 佑奈(6) 小学生 ﾁｰﾑSkymint     14.92 (-0.6)   5   4
  11 中嶋 涼(6) 小学生 ﾁｰﾑSkymint     15.06 (-0.6)   5   5
  12 宮澤 ありさ(5) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     15.18 (+1.1)   3   1
  12 山口 夢羽(6) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     15.18 (+0.8)   4   7
  14 飯島 莉紗(6) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.22 (+1.1)   3   2
  15 岩下 夢菜(5) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     15.37 (+1.1)   3   3
  16 中嶋 愛佳(5) 小学生 軽井沢A&AC     15.38 (+0.8)   4   8
  17 小松 夢來(5) 小学生 諏訪FA     15.53 (+1.1)   3   4
  18 通崎 夏帆(6) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     15.57 (+0.8)   4   9
  19 鎮西 花(5) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.66 (+0.6)   2   1
  20 増田 藍(4) 小学生 諏訪FA     15.69 (+1.1)   3   5
  21 山田 優芽(5) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.77 (+1.1)   3   6
  22 佐野 涼楓(4) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.78 (+0.6)   2   2
  23 小口 葉奈(5) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.05 (+0.6)   2   3
  24 濱 弥月(5) 小学生 諏訪FA     16.07 (+1.1)   3   7
  25 河西 真依(4) 小学生 諏訪FA     16.11 (+0.6)   2   4
  25 安坂 真優佳(5) 小学生 安曇野かけっこ     16.11 (+0.6)   2   5
  27 小平 和香菜(5) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.29 (+1.1)   3   8
  28 小林 蓮菜(5) 小学生 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ     16.57 (+1.1)   3   9
  29 中嶋 由希(5) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     16.80 (+0.6)   2   6
  30 伊藤 穂香(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.94 (+1.5)   1   1
  31 山下 心花(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     17.01 (+1.5)   1   2
  32 齋藤 奏絵(4) 小学生 諏訪FA     17.35 (+1.5)   1   3
  33 山田 舞(5) 小学生 諏訪FA     17.45 (+1.5)   1   4
  34 関 心優(5) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     17.61 (+0.6)   2   7
  35 小池 明日美(4) 小学生 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ     17.91 (+1.5)   1   5
  36 関 彩夏(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     18.29 (+1.5)   1   6
  37 金子 結香(2) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     18.77 (+1.5)   1   7
  38 松浦 鈴華(4) 小学生 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ     19.03 (+1.5)   1   8
  39 小林 媛香(3) 小学生 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ     20.07 (+1.5)   1   9
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100m
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決勝 8月1日 13:15

風速 -1.4

 1 瀧澤 祐未(4) 一般     25.67 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 長村 紋(3) 一般     27.47 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 3 諏訪 春乃(1) 高校生     35.64 
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 諏訪清陵高

決勝 8月1日 13:00

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -0.3

 1 栗空 実穂(3) 中学生     29.15  1 前田 唯(1) 中学生     29.90 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 王滝中 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中

 2 飯島 菜津美(1) 中学生     31.07  2 鮎澤 ののか(2) 中学生     30.32 
ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 永明中 ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 上諏訪中

 3 青島 まど華(3) 中学生     31.22  3 山田 茉優(1) 中学生     30.56 
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 王滝中 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明中

 4 小口 侑寿葉(1) 中学生     32.45  4 伊藤 桃香(1) 中学生     31.03 
ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 岡谷北部中 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西

 5 青木 優佳(1) 中学生     33.44  5 伊藤 絵夢(3) 中学生     31.14 
ｱｵｷ  ﾕｶ 篠ﾉ井西中 ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中
牧  優花(2) 中学生 小山 風菜(2) 中学生
ﾏｷ ﾕｳｶ 茅野東部中 ｺﾔﾏ ﾌｳﾅ 諏訪西

[ 3組] 風速 +1.8

 1 金森 佑奈(3) 中学生     26.95 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 南箕輪中

 2 天野 悠美(3) 中学生     27.73 
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部中

 3 下田 花菜(2) 中学生     27.82 
ｼﾓﾀ ﾊﾅ 犀陵中

 4 橋本 花甫(1) 中学生     28.58 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西

 5 小林 あゆみ(2) 中学生     28.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 6 紫 美海(3) 中学生     32.37 
ﾑﾗｻｷ ﾐｳ 軽井沢A&AC

   1 金森 佑奈(3) 中学生 南箕輪中     26.95 (+1.8)   3   1
   2 天野 悠美(3) 中学生 茅野北部中     27.73 (+1.8)   3   2
   3 下田 花菜(2) 中学生 犀陵中     27.82 (+1.8)   3   3
   4 橋本 花甫(1) 中学生 諏訪西     28.58 (+1.8)   3   4
   5 小林 あゆみ(2) 中学生 長峰中     28.83 (+1.8)   3   5
   6 栗空 実穂(3) 中学生 王滝中     29.15 (+0.1)   1   1
   7 前田 唯(1) 中学生 上諏訪中     29.90 (-0.3)   2   1
   8 鮎澤 ののか(2) 中学生 上諏訪中     30.32 (-0.3)   2   2
   9 山田 茉優(1) 中学生 永明中     30.56 (-0.3)   2   3
  10 伊藤 桃香(1) 中学生 諏訪西     31.03 (-0.3)   2   4
  11 飯島 菜津美(1) 中学生 永明中     31.07 (+0.1)   1   2
  12 伊藤 絵夢(3) 中学生 長峰中     31.14 (-0.3)   2   5
  13 青島 まど華(3) 中学生 王滝中     31.22 (+0.1)   1   3
  14 紫 美海(3) 中学生 軽井沢A&AC     32.37 (+1.8)   3   6
  15 小口 侑寿葉(1) 中学生 岡谷北部中     32.45 (+0.1)   1   4
  16 青木 優佳(1) 中学生 篠ﾉ井西中     33.44 (+0.1)   1   5

中学女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
3  6330

2  7791

7  6331

4  7601

5  5852

6  7884
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7712

6  7708

2  7790

7  7753

3  7849

5  7746
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  8047

6  7823

3  5792

5  7754

4  7853

2    98

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
 8047
 7823
 5792
 7754
 7853
 6330
 7712
 7708
 7790
 7753
 7791
 7849

 5852

 6331
   98
 7601

4  2052

5   208

3   206

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月1日 11:20

[ 1組] [ 2組]

 1 宮坂 万理(1) 高校生   1,07.16  1 村松 広捺(2) 一般     58.93 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 諏訪清陵高 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大

 2 三井 咲良(1) 高校生   1,11.38  2 中山 美奈(3) 高校生     59.20 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 諏訪清陵高 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 3 吉田  みさき(1) 高校生   1,12.03  3 橋爪 郁未(3) 高校生   1,04.34 
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 4 相良 琴美(1) 高校生   1,13.29  4 上原 萌花(1) 高校生   1,07.40 
ｻｶﾞﾗ ｺﾄﾐ 諏訪清陵高 ｳｴﾊﾗ ﾓｴｶ 岡谷東高

 5 名取 奈々海(1) 高校生   1,15.63  5 川上 由華(1) 高校生   1,08.58 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵高
髙橋  光(1) 高校生 唐澤 季里(2) 高校生
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那弥生ヶ丘高 ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 諏訪清陵高

   1 村松 広捺(2) 一般 松本大       58.93   2   1
   2 中山 美奈(3) 高校生 伊那弥生ヶ丘高       59.20   2   2
   3 橋爪 郁未(3) 高校生 伊那弥生ヶ丘高     1,04.34   2   3
   4 宮坂 万理(1) 高校生 諏訪清陵高     1,07.16   1   1
   5 上原 萌花(1) 高校生 岡谷東高     1,07.40   2   4
   6 川上 由華(1) 高校生 諏訪清陵高     1,08.58   2   5
   7 三井 咲良(1) 高校生 諏訪清陵高     1,11.38   1   2
   8 吉田  みさき(1) 高校生 伊那弥生ヶ丘高     1,12.03   1   3
   9 相良 琴美(1) 高校生 諏訪清陵高     1,13.29   1   4
  10 名取 奈々海(1) 高校生 諏訪清陵高     1,15.63   1   5
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決勝 8月1日 11:50

 1 田阪 亜樹 広島   2,12.49 
ﾀｻｶ ｱｷ 福山市陸協

決勝 8月1日 11:50

[ 1組] [ 2組]

 1 田島 彩貴(1) 中学生   2,47.82  1 真道 美羽(1) 中学生   2,44.49 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 茅野東部中 ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部中

 2 戸田 葵(1) 中学生   2,53.99  2 瀬戸 郁美(1) 中学生   2,45.96 
ﾄﾀﾞ ｱｵｲ 岡谷北部中 ｾﾄ ｲｸﾐ 辰野中

 3 百瀬 まゆ(1) 中学生   2,55.06  3 川端 彩未(2) 中学生   2,46.81 
ﾓﾓｾ ﾏﾕ 岡谷北部中 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾐ 茅野北部中

 4 加藤 瑶唯(1) 中学生   2,55.74  4 矢﨑 萌夏(1) 中学生   2,49.43 
ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部中 ﾔｻﾞｷ ﾓｴｶ 岡谷東部中

 5 加藤 智花(1) 中学生   2,58.71  5 宮澤 ゆめみ(2) 中学生   2,54.01 
ｶﾄｳ  ﾄﾓｶ 篠ﾉ井西中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕﾒﾐ 辰野中
藤森 佑奈(1) 中学生  6 柘植菜々子(3) 中学生   2,57.57 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾅ 諏訪西 ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ 辰野中

[ 3組]

 2 宮坂 さくら(3) 中学生   2,35.94 
ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ 上諏訪中

 3 宮下 綺実(1) 中学生   2,38.06 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西

 4 宮澤 紅葉(2) 中学生   2,42.89 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野中

 5 宮坂 なな(2) 中学生   2,45.51 
ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 岡谷東部中

 6 小泉  梢(2) 中学生   2,47.36 
ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ 茅野東部中

   1 宮坂 さくら(3) 中学生 上諏訪中     2,35.94   3   2
   2 宮下 綺実(1) 中学生 諏訪西     2,38.06   3   3
   3 宮澤 紅葉(2) 中学生 辰野中     2,42.89   3   4
   4 真道 美羽(1) 中学生 茅野東部中     2,44.49   2   1
   5 宮坂 なな(2) 中学生 岡谷東部中     2,45.51   3   5
   6 瀬戸 郁美(1) 中学生 辰野中     2,45.96   2   2
   7 川端 彩未(2) 中学生 茅野北部中     2,46.81   2   3
   8 小泉  梢(2) 中学生 茅野東部中     2,47.36   3   6
   9 田島 彩貴(1) 中学生 茅野東部中     2,47.82   1   1
  10 矢﨑 萌夏(1) 中学生 岡谷東部中     2,49.43   2   4
  11 戸田 葵(1) 中学生 岡谷北部中     2,53.99   1   2
  12 宮澤 ゆめみ(2) 中学生 辰野中     2,54.01   2   5
  13 百瀬 まゆ(1) 中学生 岡谷北部中     2,55.06   1   3
  14 加藤 瑶唯(1) 中学生 岡谷北部中     2,55.74   1   4
  15 柘植菜々子(3) 中学生 辰野中     2,57.57   2   6
  16 加藤 智花(1) 中学生 篠ﾉ井西中     2,58.71   1   5
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決勝 8月1日  8:55

風速 -0.1

 1 前田 花奈(2) 高校生     16.02 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高

決勝 8月1日  8:40

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速  0.0

 1 澁谷 果歩(2) 中学生     20.54  1 宮坂 なな(2) 中学生     18.42 
ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那東部中 ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 岡谷東部中

 2 濵 杏華(2) 中学生     21.34  2 今井 美月(2) 中学生     19.07 
ﾊﾏ ｷｮｳｶ 長峰中 ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 岡谷東部中
小泉  梢(2) 中学生  3 池野 佳帆(1) 中学生     19.58 
ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ 茅野東部中 ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
小沢 恵菜(2) 中学生  4 紫 美海(3) 中学生     20.60 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部中 ﾑﾗｻｷ ﾐｳ 軽井沢A&AC
平出 瑠奈(1) 中学生  5 岡田 ほのか(1) 中学生     21.61 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部中 ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

[ 3組] 風速 -1.0

 1 土屋 みやび(3) 中学生     15.96 
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢A&AC

 2 池田 寛子(2) 中学生     17.34 
ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｺ 犀陵中

 3 伊藤 絵夢(3) 中学生     18.32 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中

 4 曹 るみ(2) 中学生     18.53 
ｿｳ ﾙﾐ 犀陵中

   1 土屋 みやび(3) 中学生 軽井沢A&AC     15.96 (-1.0)   3   1
   2 池田 寛子(2) 中学生 犀陵中     17.34 (-1.0)   3   2
   3 伊藤 絵夢(3) 中学生 長峰中     18.32 (-1.0)   3   3
   4 宮坂 なな(2) 中学生 岡谷東部中     18.42 (0.0)   2   1
   5 曹 るみ(2) 中学生 犀陵中     18.53 (-1.0)   3   4
   6 今井 美月(2) 中学生 岡谷東部中     19.07 (0.0)   2   2
   7 池野 佳帆(1) 中学生 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     19.58 (0.0)   2   3
   8 澁谷 果歩(2) 中学生 伊那東部中     20.54 (-1.8)   1   1
   9 紫 美海(3) 中学生 軽井沢A&AC     20.60 (0.0)   2   4
  10 濵 杏華(2) 中学生 長峰中     21.34 (-1.8)   1   2
  11 岡田 ほのか(1) 中学生 軽井沢A&AC     21.61 (0.0)   2   5

決勝 8月1日  9:05

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.7

 1 中嶋 愛佳(5) 小学生     14.81  1 土屋 ほのか(6) 小学生     13.79 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

 2 森田 姫奈(6) 小学生     19.46  2 竹内 里桜(6) 小学生     14.60 
ﾓﾘﾀ ﾋﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 小口 葉奈(5) 小学生     19.07 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

   1 土屋 ほのか(6) 小学生 軽井沢A&AC     13.79 (+0.7)   2   1
   2 竹内 里桜(6) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     14.60 (+0.7)   2   2
   3 中嶋 愛佳(5) 小学生 軽井沢A&AC     14.81 (+0.4)   1   1
   4 小口 葉奈(5) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     19.07 (+0.7)   2   3
   5 森田 姫奈(6) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     19.46 (+0.4)   1   2

所属名 記録／備考
3   296
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 7854 7854
   99   99

    2    2
 8129 8129
   98   98

 7661 7661
 5793 5793
 7662 7662

   94   94
 5794 5794
 7849 7849

備考備考 組組 順位順位氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風）

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

55  5793 5793

44  7849 7849

33  5794 5794

22    94   94
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

22    99   99

44    98   98

66     2    2

33  7662 7662

55  7661 7661
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

66  7870 7870
欠場欠場

44  7882 7882
欠場欠場

22  7883 7883
欠場欠場

33  7854 7854

55  8129 8129
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

中学女子

100mH(0.762m)100mH(0.762m)
決勝決勝決勝

組 順位

   28
   23

   95
   22
   97

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

2    22

4    28

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    953    97

2    23

小学女子

80mH(0.700m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 8月1日 12:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 伊那弥生ヶ丘高   296 前田 花奈(2)     51.14 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ
  314 橋爪 郁未(3)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｲｸﾐ
  298 北原  寧々(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
  312 中山 美奈(3)

ﾅｶﾔﾏ ﾐﾅ

決勝 8月1日 12:20

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 ﾁｰﾑSkymint   213 中嶋 涼(6)     57.10 

ﾁｰﾑｽｶｲﾐﾝﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
  214 矢口 ほの夏(6)

ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ
  215 望月 想(6)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ
  216 寺島 佑奈(6)

ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ
 2   4 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA    55 山口 夢羽(6)     58.17 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒﾊ
   52 小林 万莉(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
   53 小林 千紘(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
   51 竹内 里桜(6)

ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
 3   3 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB    61 小平 和香菜(5)   1,02.93 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｺﾀﾞｲﾗ ﾜｶﾅ
   62 宮澤 ありさ(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ
   60 森田 姫奈(6)

ﾓﾘﾀ ﾋﾅ
   63 岩下 夢菜(5)

ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ
 4   5 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    90 佐野 涼楓(4)   1,04.17 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ ｻﾉ ｽｽﾞｶ
   81 鎮西 花(5)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
   82 中嶋 由希(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ
   89 山田 優芽(5)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ

小学女子

4x100mR

決勝

女子

4x100mR

決勝



決勝 8月1日 13:45

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 茅野東部中A  7882 小沢 恵菜(2)     56.91  1   2 犀陵中  5793 曹 るみ(2)     54.49 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ｿｳ ﾙﾐ
 7883 小泉  梢(2)  5792 下田 花菜(2)

ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ ｼﾓﾀ ﾊﾅ
 7870 平出 瑠奈(1)  5790 臼井 花(2)

ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ ｳｽｲ ﾊﾅ
 7872 山田 愛莉(1)  5794 池田 寛子(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｺ
 2   5 辰野中A  7978 北原 果林(2)     57.38  2   4 岡谷東部中  7665 篠原 花恋(2)     55.71 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ｶﾘﾝ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ
 7975 村上 晴香(2)  7654 宮坂 麻絢(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ
 7977 荒木 美海(2)  7661 宮坂 なな(2)

ｱﾗｷ ﾐｳ ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ
 7974 中村 純子(2)  7664 宮坂 育(2)

ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ ﾐﾔｻｶ ｲｸ
 3   2 辰野中B  7982 平出 雅(1)   1,03.17  3   5 諏訪西  7744 三澤 恵理那(2)     56.49 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾋﾗｲﾃﾞ ﾐﾔﾋﾞ ｽﾜﾆｼ ﾐｻﾜ ｴﾘﾅ
 7983 宮嶋 杏(1)  7754 橋本 花甫(1)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾝ ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 7981 瀬戸 郁美(1)  7746 小山 風菜(2)

ｾﾄ ｲｸﾐ ｺﾔﾏ ﾌｳﾅ
 7980 長田 鼓美(1)  7753 伊藤 桃香(1)

ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ ｲﾄｳ ﾓﾓｶ
  3 永明中   3 伊那東部中

ｴｲﾒｲﾁｭｳ 欠場 ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ 欠場

  4 岡谷北部中
ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ 欠場

   1 犀陵中     54.49 曹 るみ(2) 下田 花菜(2) 臼井 花(2) 池田 寛子(2)   2   1
   2 岡谷東部中     55.71 篠原 花恋(2) 宮坂 麻絢(2) 宮坂 なな(2) 宮坂 育(2)   2   2
   3 諏訪西     56.49 三澤 恵理那(2) 橋本 花甫(1) 小山 風菜(2) 伊藤 桃香(1)   2   3
   4 茅野東部中A     56.91 小沢 恵菜(2) 小泉  梢(2) 平出 瑠奈(1) 山田 愛莉(1)   1   1
   5 辰野中A     57.38 北原 果林(2) 村上 晴香(2) 荒木 美海(2) 中村 純子(2)   1   2
   6 辰野中B   1,03.17 平出 雅(1) 宮嶋 杏(1) 瀬戸 郁美(1) 長田 鼓美(1)   1   3

ｵｰﾀﾞｰ1

中学女子

4x100mR

決勝

タイムレース

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



決勝 8月1日  9:30

3m20
宇原 萌々香(3) 高校生 - - - - O O O XO O XXX
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川高
加賀見 麻里(2) 高校生 - - - - - - O - XXX
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽
小林 奏(1) 高校生 - - - - - - XXO - - -
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 佐久長聖高 XXX
室賀 絢水(1) 高校生 XXO O O O O XXX
ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ 市立長野高
田中 真彩(2) 高校生 - - - - XXO - XXX
ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那北高

決勝 8月1日 11:30

臼井 花(2) 中学生
ｳｽｲ ﾊﾅ 犀陵中
土屋 みやび(3) 中学生
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 軽井沢A&AC
戸谷 はるか(2) 中学生
ﾄﾔ ﾊﾙｶ 小谷中
田村 明日香(1) 中学生
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野東部中
岡田 ほのか(1) 中学生
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC
長田 美羽(1) 中学生
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 茅野東部中
小山 涼菜(1) 中学生
ｺﾔﾏ ﾘｮｳﾅ 諏訪西
三澤 恵理那(2) 中学生
ﾐｻﾜ ｴﾘﾅ 諏訪西
宮嶋 杏(1) 中学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾝ 辰野中
若月 美侑(2) 中学生
ﾜｶﾂｷ ﾐｳ 諏訪西
山田 にこ(1) 中学生 欠場
ﾔﾏﾀﾞ ﾆｺ 岡谷北部中
加藤 瑶唯(1) 中学生 欠場
ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部中

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m15 1m20 備考1m05 1m10 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48
1 12  5790

- - - - - - O O XXO XXX  1.45

2 11    94
- - - - - - O O XXX  1.40

3 10  6845
- - O O O XXO XXO XXX  1.35

4 5  7886
- O O O O XXO XXX  1.30

5 9    99
- O O O O XXX  1.25

6 3  7887
- O XO O XO XXX  1.25

7 1  7748
- O O XXX  1.15

7 8  7744
- O O XXX  1.15

9 6  7983
O O XO XXX  1.15

10 2  7747
- O XXX  1.10

4  7607

7  7602

4 1   927
 2.60

 2.60
5 3   286

2 5   123
 2.80

3 4  1300
 2.80

1 2  2459
 3.00

記録
2m40 2m50

備考
2m20 2m30 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月1日  9:30

3m20
宇原 萌々香(3) 高校生 - - - - O O O XO O XXX
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川高
加賀見 麻里(2) 高校生 - - - - - - O - XXX
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽
小林 奏(1) 高校生 - - - - - - XXO - - -
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 佐久長聖高 XXX
室賀 絢水(1) 高校生 XXO O O O O XXX
ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ 市立長野高
田中 真彩(2) 高校生 - - - - XXO - XXX
ﾀﾅｶ ﾏﾔ 伊那北高

決勝 8月1日  9:30

2m50 2m60 2m70
飯島 葵(2) 中学生 - - - - - O XO O O O
ｲｲｼﾞﾏ ｱｵｲ 伊那東部中 O O XXX
田中 志野(2) 中学生 - - - - - O - O XXO O
ﾀﾅｶ ｼﾉ 伊那東部中 O XXX
山田 都子(2) 中学生 - - - - - O O XO O XXX
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾔｺ 伊那東部中
鎌倉 杏(1) 中学生 O O O O XO XO XXX
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中
小林 由依(1) 中学生 XO O XXO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
2m20 2m30 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10

1 2  2459
 3.00

記録
2m40 2m50

2 5   123
 2.80

3 4  1300
 2.80

4 1   927
 2.60

 2.60
5 3   286

4 2  7897
 2.00

 1.70
5 1  7898

2 3  8131
 2.50

3 4  8128
 2.30

1 5  8126
 2.60

記録
1m70 1m80

備考
1m50 1m60 1m90 2m00 2m10 2m20 2m30 2m40

中学女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月1日  8:30

前田 花奈(2) 高校生   4.69    -   4.55    4.69 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高   -0.8   -0.3    -0.8
名取 奈々海(1) 高校生   3.98    X    X    3.98 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高   +0.2    +0.2
清水 希(1) 高校生    X    X   2.66    2.66 
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東高   +0.2    +0.2

決勝 8月1日  8:30

栗空 実穂(3) 中学生   4.58    X   4.74    4.74 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 王滝中    0.0   -1.1    -1.1
伊藤 絵夢(3) 中学生   3.45    -   4.51    4.51 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中   -0.2   +0.4    +0.4
池野 佳帆(1) 中学生   4.16    -   4.41    4.41 
ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -0.4   -0.3    -0.3
青島 まど華(3) 中学生   3.86   4.15   4.15    4.15 
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 王滝中   +0.1   +1.2    0.0    +1.2
山田 愛莉(1) 中学生   3.91   4.14    X    4.14 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野東部中   -0.7   +1.3    +1.3
那須野 りさ子(2) 中学生   4.12   4.00    X    4.12 
ﾅｽﾉ ﾘｻｺ 伊那東部中   +0.9   +0.6    +0.9
今井 美月(2) 中学生    X    -   4.12    4.12 
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 岡谷東部中   +0.2    +0.2
中村 凜(2) 中学生   3.77   3.90   3.97    3.97 
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ 辰野中   -0.4   +0.8   -1.0    -1.0
宮坂 麻絢(2) 中学生   3.24   3.97    X    3.97 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中    0.0   +1.1    +1.1
中村 純子(2) 中学生   3.96    X   3.94    3.96 
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 辰野中   -1.3   -0.4    -1.3
田中 ひかる(2) 中学生   3.77   3.76   3.91    3.91 
ﾀﾅｶ  ﾋｶﾙ 篠ﾉ井西中   -0.3   +1.2   -1.5    -1.5
荒木 美海(2) 中学生    X   3.86   3.87    3.87 
ｱﾗｷ ﾐｳ 辰野中   +0.4   -1.3    -1.3
小沢 恵菜(2) 中学生    X    X   3.86    3.86 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部中   -2.0    -2.0
長田 鼓美(1) 中学生   3.73   3.38   3.79    3.79 
ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 辰野中   -0.8   +1.1   -1.7    -1.7
堀内 沙紀(1) 中学生    X   3.72   3.65    3.72 
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 原中   +1.2   -2.1    +1.2
中野 天音(1) 中学生   2.62   3.47   3.59    3.59 
ﾅｶﾉ ｱﾏﾈ 長峰中   -0.7    0.0    0.0     0.0
長田 美羽(1) 中学生   3.40   3.56   3.49    3.56 
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 茅野東部中   -0.1   +0.5   -0.5    +0.5
金子 向日葵(2) 中学生   3.35   3.48   3.42    3.48 
ｶﾈｺ ﾋﾏﾘ 原中   -0.2   +1.0   -1.4    +1.0
松木 心鐘(1) 中学生   3.37   3.48   3.11    3.48 
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 長峰中   -0.3   +0.9   -1.3    +0.9
野澤 奈々(1) 中学生   3.39   3.37   3.24    3.39 
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅ 原中   -0.7    0.0   -1.3    -0.7
村上 晴香(2) 中学生    X    X    X 記録なし
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｶ 辰野中
北岡 依生希(1) 中学生 欠場
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中

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 3   296

-5-

2 1  2054

3 2   147

8  7975

17 5  7887

18

22  8143

19 3  7866

20 7  8680

11  7894

15 9  8684

16 1  7863

13 10  7882

14 4  7980

11 14  5848

12 2  7977

9 12  7654

10 6  7974

7 19  7662

8 15  7970

5 13  7872

6 20  8133

3 17     2

4 18  6331

1 16  6330
-5-

2 21  7849

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月1日 11:30

土屋 ほのか(6) 小学生    -   4.04   4.10    4.10 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC    0.0   +0.3    +0.3
小林 千紘(6) 小学生    -   3.43   3.92    3.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   +0.1    0.0     0.0
柿澤 摩歩(6) 小学生    -   3.89   3.81    3.89 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 諏訪FA    0.0   +0.7     0.0
中嶋 愛佳(5) 小学生   3.64   3.72   3.74    3.74 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC    0.0    0.0   -0.1    -0.1
小泉 春花(6) 小学生   3.28   3.56   3.71    3.71 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 諏訪FA   -0.1   +0.6    0.0     0.0
小林 万莉(6) 小学生   3.60   3.70   3.55    3.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   -1.1   -0.6    0.0    -0.6
増田 藍(4) 小学生   3.44   3.24   3.27    3.44 
ﾏｽﾀﾞ ｱｲ 諏訪FA    0.0    0.0   +0.1     0.0
小林 蓮菜(5) 小学生   3.26    -    X    3.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   -0.8    -0.8
濱 弥月(5) 小学生   3.19   2.90   2.92    3.19 
ﾊﾏ ﾐﾂﾞｷ 諏訪FA   -1.5   -0.7   +0.4    -1.5
齋藤 奏絵(4) 小学生   3.14   3.00    X    3.14 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 諏訪FA   -0.5   -0.3    -0.5
森田 姫奈(6) 小学生   3.09   2.90   3.05    3.09 
ﾓﾘﾀ ﾋﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    0.0   +0.1    0.0     0.0
岡村 呼春(5) 小学生   2.97   2.96    X    2.97 
ｵｶﾑﾗ ｺﾊﾙ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   -0.7   -1.8    -0.7
河西 真依(4) 小学生   2.93   2.30   2.65    2.93 
ｶｻｲ ﾏｲ 諏訪FA    0.0   -1.2   +1.1     0.0
矢﨑 梨奈(3) 小学生    -   2.79   2.77    2.79 
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 四賀小   -0.3   +0.4    -0.3
中嶋 杏佳(2) 小学生   2.57   2.69   2.71    2.71 
ﾅｶｼﾞﾏ  ｷｮｳｶ 軽井沢A&AC   -0.9    0.0   -0.1    -0.1
小林 媛香(3) 小学生   2.45   2.31   2.59    2.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｶ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   -0.5   -1.1   +1.1    +1.1
雨宮 月咲(3) 小学生    X    -    X 記録なし
ｱﾒﾐﾔ ｷｷ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
石平 愛菜(3) 小学生 欠場
ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ 諏訪FA
岡崎 七海(6) 小学生 欠場
ｵｶｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 諏訪FA

小学女子

走幅跳

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 19    95

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

3 15   198

2 16    70

5 13   194

4 14    97

7 17   191

6 18    68

9 8   186

8 10    67

11 12    23

10 6   185

13 4   199

12 7    46

15 9    96

14 5   212

3    75

16 1    69

11   200

2   192



決勝 8月1日 11:00

巾 こと美(3) 中学生
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 王滝中
藤本 優佳(3) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 王滝中
溝口 佳歩(2) 中学生
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 王滝中
田近 嵯季(1) 中学生
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 王滝中
小口 維吹(2) 中学生
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中
池田 寛子(2) 中学生
ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｺ 犀陵中
中塚 千夏(2) 中学生
ﾅｶﾂｶ ﾁﾅﾂ 茅野東部中
津金 璃子(1) 中学生
ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ 原中
藤森 美帆(2) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾎ 永明中
竹村 日向(1) 中学生
ﾀｹﾑﾗ ﾋﾅﾀ 長峰中
並木 絢音(1) 中学生
ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰中
松下 楓果(2) 中学生 欠場
ﾏﾂｼﾀ ﾌｳｶ 辰野中

  4.64 

2  7971

  5.09 

11 3  7865
 4.46  4.64  3.95

  6.68 

10 1  7862
 5.09  4.75  4.84

 7.18  7.09   X   7.21 

9 4  7788
 6.68  6.45  6.37

 7.42  7.21  7.47   7.47 

8 8  7899
 7.21  7.00  7.15

 7.52  6.78  8.02   8.02 

7 6  7881
 7.32  6.80  7.17

  X  8.20  7.98   8.20 

6 11  5794
 8.00  7.67  7.40

 7.32  7.34  8.57   8.57 

5 9  7658
 8.14   X  7.68

 7.98  9.36  8.93   9.36 

4 5  6336
 7.44  7.32  7.75

11.17 11.26 10.93  11.26 

3 10  6335
  X  9.12   X

11.65 12.17 11.98  12.68 

2 7  6333
  X 11.09 11.05

1 12  6332
12.68 11.54   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月1日 10:30

栗空 亜沙美(3) 高校生    X    X    X  11.62  11.49  11.50   11.62 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高    0.0   +2.8   +1.4     0.0
篠原 夏季 一般  11.00  10.89  10.32    -    -    -   11.00 
ｼﾉﾊﾗ ﾅﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    0.0   +0.4    0.0     0.0
伊藤 絵夢(3) 中学生    X    X   9.79   9.48   9.92   9.88    9.92 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中   +1.3   -0.9   +0.1   +1.3    +0.1

決勝 8月1日  8:30

巾 こと美(3) 中学生
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 王滝中
藤本 優佳(3) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 王滝中
柴田 友菜(2) 高校生
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 田川高
溝口 佳歩(2) 中学生
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 王滝中
田近 嵯季(1) 中学生
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 王滝中

決勝 8月1日 10:00

北原 遥香(2) 高校生
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農高

 5.92  6.67  6.35   6.67 

 6.27  7.64  7.64   7.64 

5 1  6336
 5.68  6.26  5.96

 7.93  7.02  7.63   8.58 

4 2  6335
 7.57  7.16  7.45

 8.89  9.04  9.31   9.31 

3 3  2460
 6.00  7.73  8.58

 9.41  9.45  9.73  10.10 

2 4  6333
 9.08  9.28  9.31

1 5  6332
 9.83  9.84 10.10

-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-

  X   O   O  36.09 
1 1   240

  O 36.09   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

3 1  7849

1 3  1585
-5-

2 2    31

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-


