
   第２５回南信陸上競技選手権大会ｗｗｗ 

ｗｗ 第４４回南信三郡対抗陸上競技大会ｗｗ

ｗ 
            （大会コード：16200517） 

記 録 集 
主 催  一般財団法人長野陸上競技協会 南信地区陸上競技協会                       

共 催  ㈱長野日報社 

後 援  伊那市・伊那市教育委員会  

南信高等学校体育連盟  南信地区中学校体育連盟 

主 管  南信地区陸上競技協会 

期 日 ： 平成２８年７月２４日（日） 

会 場 ： 伊那市総合運動場陸上競技場（競技場コード 202030） 
 

■この大会で樹立した記録 

 
種  目 予・決 男女 氏 名 所 属 記 録 従来の記録 備考 

５０００ⅿＷ 決勝 女子 大和 千秋 飯田病院 23，53．57 24，15．93 大会新 

１００ⅿＨ 決勝 女子 前田 花奈 
伊那弥生ケ丘高

（3） 
15.00 15.03 大会新 

円盤投（1.750

㎏） 
決勝 男子 奥垣内 崇史 東海大諏訪高（2） 41ⅿ66 40ⅿ08 大会新 

4×100ⅿＲ 予選 女子 

今井（1），菅沼

（2） 

小林（1）,臼井

（2） 

東海大諏訪高 49.15 49.90 大会新 

4×100ⅿＲ 決勝 女子 

今井（1），菅沼

（2） 

小林（1）,臼井

（2） 

東海大諏訪高 49.24 49.90 大会新 

5000ｍ 決勝 男子 牛山 純一 相支走愛 14,59.46 15,02.15 大会新 

4×400ⅿＲ 決勝 女子 

今井（1），菅沼

（2） 

小林（1）,臼井

（2） 

諏訪 

 
4,02.21 4,02.63 大会新 

 

■ 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 

８:00 晴 26.0 53 東 0.2 

９:00 〃 28.0 51 南東 0.3 

10:00 〃 30.1 50 〃 1.3 

11:00 〃 30.8 48 北東 1.0 

12:00 〃 30.9 47 南西 1.7 

13:00 〃 32.3 42 南 1.1 

14:00 〃 31.3 42 南西 1.3 

15:00 〃 30.9 46 南 1.7 

16:00 〃 30.1 50 〃 2.0 

1111111 

 



男　　子 女　　子 男　　子 女　　子 男　　子 女　　子

１００ｍ 10 0 11 4 0 17

４００ｍ 10 1 4 6 7 14

８００ｍ 3 4 12 10 6 7

１５００ｍ 17 4 0

３０００ｍ 0 6 15

５０００ｍ 4 5 12

１００ｍＨ 3 11 7

１１０ｍＨ 11 4 6

５０００ｍＷ 8 14 3 2 10 5

４×１００ｍＲ 12 7 0 7 9 7

走　高　跳 5.5 3 7.5 11 8 7

棒　高　跳 2 3 7 5 12 10

走　幅　跳 7 3 0 9 14 9

砲　丸　投 11 2 9 14 1 5

高校砲丸投 6 6 9

円　盤　投 12 1 9 18 0 2

高校円盤投 7 5 7

や　り　投 12 10 6 11 3 0

４×４００ｍＲ 6 2 2 4 4 6

計 143.5 53 94.5 118 108 111

種別順位 1 3 3 1 2 2

合　　　計

総合順位

 得　点　表

3 2 1

196.5 212.5 219

飯　　　　　伊 上　　伊　　那 諏　　　　　訪チーム名

種　　目



  第２５回南信陸上競技選手権大会ｗｗｗ 

ｗｗ 第４４回南信三郡対抗陸上競技大会ｗｗ

ｗ 
（大会コード：16200517） 

記 録 集 
主 催  一般財団法人長野陸上競技協会 南信地区陸上競技協会

共 催  ㈱長野日報社 

後 援  伊那市・伊那市教育委員会  

南信高等学校体育連盟  南信地区中学校体育連盟 

主 管  南信地区陸上競技協会 

期 日 ： 平成２８年７月２４日（日） 

会 場 ： 伊那市総合運動場陸上競技場（競技場コード 202030） 

■この大会で樹立した記録

種 目 予・決 男女 氏 名 所 属 記 録 従来の記録 備考 

５０００ⅿＷ 決勝 女子 大和 千秋 飯田病院 23，53．57 24，15．93 大会新

１００ⅿＨ 決勝 女子 前田 花奈 
伊那弥生ケ丘高

（3） 
15.00 15.03 大会新

円盤投（1.750

㎏） 
決勝 男子 奥垣内 崇史 東海大諏訪高（2） 41ⅿ66 40ⅿ08 大会新

4×100ⅿＲ 予選 女子 

今井（1），菅沼

（2） 

小林（1）,臼井

（2） 

東海大諏訪高 49.15 49.90 大会新

4×100ⅿＲ 決勝 女子 

今井（1），菅沼

（2） 

小林（1）,臼井

（2） 

東海大諏訪高 49.24 49.90 大会新

5000ｍ 決勝 男子 牛山 純一 相支走愛 14,59.46 15,02.15 大会新

4×400ⅿＲ 決勝 女子 

今井（1），菅沼

（2） 

小林（1）,臼井

（2） 

諏訪 
4,02.21 4,02.63 大会新

■ 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 

８:00 晴 26.0 53 東 0.2 

９:00 〃 28.0 51 南東 0.3 

10:00 〃 30.1 50 〃 1.3 

11:00 〃 30.8 48 北東 1.0 

12:00 〃 30.9 47 南西 1.7 

13:00 〃 32.3 42 南 1.1 

14:00 〃 31.3 42 南西 1.3 

15:00 〃 30.9 46 南 1.7 

16:00 〃 30.1 50 〃 2.0 



男　　子 女　　子 男　　子 女　　子 男　　子 女　　子

１００ｍ 10 0 11 4 0 17

４００ｍ 10 1 4 6 7 5

８００ｍ 3 4 12 10 6 7

１５００ｍ 17 4 0

３０００ｍ 0 6 15

５０００ｍ 4 5 12

１００ｍＨ 3 11 7

１１０ｍＨ 11 4 6

５０００ｍＷ 8 14 3 2 10 5

４×１００ｍＲ 12 7 0 7 9 7

走　高　跳 5.5 3 7.5 11 8 7

棒　高　跳 2 3 7 5 12 10

走　幅　跳 7 3 0 9 14 9

砲　丸　投 11 2 9 14 1 5

高校砲丸投 6 6 9

円　盤　投 12 1 9 18 0 2

高校円盤投 7 5 7

や　り　投 12 10 6 11 3 0

４×４００ｍＲ 6 2 2 4 4 6

計 143.5 53 94.5 118 108 102

種別順位 1 3 3 1 2 2

合　　　計

総合順位

 得　点　表

3 1 2

196.5 212.5 210

飯　　　　　伊 上　　伊　　那 諏　　　　　訪チーム名

種　　目



第25回南信陸上選手権大会 兼 第44回南信三郡対抗陸上競技会                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】202030  伊那市総合運動場陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

07/24 女子  -1.7菅沼 美風(2) 12.73 今井 希生(1) 13.09 宮澤 希(2) 13.11 小林 叶音(1) 13.25 宮澤 歩(1) 13.28 小林 舞香(2) 13.49 上原 千夏(3) 13.52 伯耆原 由花(1) 13.57
１００ｍ 諏訪･東海大諏訪高 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･伊那北高 諏訪･東海大諏訪高 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･富士見中 飯伊･松川高 上伊那･松本大

07/24 臼井 美紅(2) 59.09 小林 叶音(1) 1,00.05 金森 佑奈(1) 1,01.59 今井 希生(1) 1,02.39 熊谷 早恵(2) 1,03.84 牧野 明日香(1) 1,05.04 北原  寧々(2) 1,06.06
４００ｍ 諏訪･東海大諏訪高 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･伊那北高 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･伊那北高 飯伊･松川高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高

07/24 竹村 瑞香(3) 2,23.44 瀬戸 郁美(2) 2,26.17 桜井 菜緒(3) 2,26.27 浦野 友里(2) 2,27.31 宮澤 紅葉(3) 2,27.97 小池 七海(2) 2,29.81 田中 杏子(3) 2,34.39 原田 未朱(1) 2,35.38
８００ｍ 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･辰野中 飯伊･飯田風越高 上伊那･伊那西高 上伊那･辰野中 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･松川高

07/24 竹内 優花(3) 10,14.10 高橋 未来(3) 10,30.63 五味 叶花(2) 11,35.51 平出 藍未(3) 11,38.90 佐藤希美(1) 11,39.49 瀧村 彩音(3) 11,43.43 木下 利奈(2) 11,52.85 有賀 由紀恵(3) 11,59.60
３０００ｍ 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･上伊那農高 諏訪･富士見中 諏訪･富士見中 諏訪･岡谷南部中 上伊那･駒ヶ根東中 上伊那･赤穂中 上伊那･箕輪中

07/24 前田 花奈(3) 15.00 宮澤 希(2) 15.29 中島 瑠衣(1) 17.59 宮崎 真衣奈(3) 17.83 鈴木 菜々花(1) 17.87 伊藤 絵夢(1) 17.97 宮坂 麻絢(3) 18.29 小林 あゆみ(3) 18.47
１００ｍＨ 上伊那･伊那弥生 GR 上伊那･伊那北高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･飯田風越高 諏訪･下諏訪向陽高 諏訪･諏訪実業高 諏訪･岡谷東部中 諏訪･長峰中

07/24 大和 千秋 23,53.57 落合 早峰(1) 29,01.12 平澤 優佳(1) 29,56.85 矢沢 美代子 32,08.46 高倉 楓花(1) 35,38.54 木下 菫(2) 36,19.35
５０００ｍＷ 飯伊･飯田病院 GR 諏訪･東海大諏訪高 飯伊･松川高 飯伊･飯田市陸協 上伊那･上伊那農高 飯伊･飯田高

07/24 奥田 藍美(2) 1.50 今井 歌乃(3) 1.50 樋口 朋果(3) 1.45 佐藤 梓 1.45 齊藤 由佳(1) 1.45 北原 沙希(1) 1.40 田村 明日香(2) 1.40 長田 美羽(2) 1.35
走高跳 上伊那･赤穂高 上伊那･箕輪中 諏訪･岡谷東高 諏訪･諏訪陸協 飯伊･飯田高 飯伊･飯田風越高 諏訪･茅野東部中 諏訪･茅野東部中

07/24 小林 由依(2) 2.80 北原 きらら(3) 2.60 堀内 沙紀(2) 2.40 佐々木 果穂(2) 2.00
棒高跳 諏訪･原中 上伊那･箕輪中 諏訪･原中 飯伊･飯田風越高

07/24 宮澤 歩(1) 5.45(+2.5) 桐山 明日香 5.16(+2.7) 関 理帆(3) 4.95(+2.3) 宮崎真衣奈(3)4.94(+1.9) 篠原 舞(2) 4.89(+1.8) 石見 彩音(2) 4.88(+1.4) 小口 るり(3) 4.78(+1.2) 伊藤 絵夢(1) 4.71(+3.1)
走幅跳 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･Easters 上伊那･赤穂高 飯伊･飯田風越高 諏訪･岡谷南高 諏訪･下諏訪向陽高 諏訪･岡谷東部中 諏訪･諏訪実業高

07/24 細井 友香(3) 10.32 小野 智子 8.72 金子 真菜(1) 8.42 北原 遥香(3) 7.93 竹内 乃亜(2) 7.68 櫻本 奈々(3) 7.40 髙山 梨帆(3) 7.04 吉田  みさき(2) 6.77
砲丸投 上伊那･伊那西高 上伊那･上伊那郡陸協 諏訪･諏訪実業高 上伊那･上伊那農高 飯伊･飯田女子高 諏訪･富士見中 上伊那･箕輪中 上伊那･伊那弥生ヶ丘高

07/24 細井 友香(3) 30.14 北原 遥香(3) 27.53 宮澤 あかね(2) 22.82 清水 詩乃(2) 21.89 清水 希(2) 20.20 北野 緋菜(1) 19.80 金子 真菜(1) 19.05 髙山 梨帆(3) 17.36
円盤投 上伊那･伊那西高 上伊那･上伊那農高 上伊那･伊那西高 上伊那･伊那西高 諏訪･岡谷東高 飯伊･阿南高 諏訪･諏訪実業高 上伊那･箕輪中

07/24 吉田  みさき(2) 35.77 北野 緋菜(1) 32.23 三澤 葵(3) 31.85 向山 ますみ 27.16 前田 花奈(3) 25.69 小池 雅絵(2) 23.76 本田 梨音(2) 20.13 北原 凪紗(2) 19.12
やり投 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 飯伊･阿南高 飯伊･飯田高 上伊那･上伊那陸協 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 飯伊･下伊那農業高 上伊那･赤穂高 上伊那･赤穂高

07/24 東海大諏訪高      49.24 緑ヶ丘中       52.15 春富中       52.25 赤穂高       52.43 飯田風越高       53.07 岡谷東部中       53.47 箕輪中       53.59 伊那弥生ヶ丘高      54.22
４×１００ｍＲ 今井 希生(1) GR 牧内 沙樹(3) 吉澤 芽衣(1) 氣賀澤 柚希(2) 松村 紫乃(1) 篠原 花恋(3) 加藤 ほのか(3) 吉田  みさき(2)

菅沼 美風(2) 今村 詩乃(3) 北原 小遥(1) 江崎 奈美(3) 野崎 優奈(2) 大場 ひかる(2) 林 知世(3) 北原  寧々(2)
小林 叶音(1) 中島 愛(3) 大前 歌音(2) 朝日 りおん(2) 佐々木 果穂(2) 小口 るり(3) 小山 礼華(3) 髙橋  光(2)
臼井 美紅(2) 藤本 遥(2) 星野 陽花里(2) 長谷川 未来(3) 宮澤 風香(2) 宮坂 育(3) 加藤 こころ(3) 両角  あずさ(2)

07/24 諏訪     4,02.21 上伊那     4,06.76 飯伊     4,14.60
４×４００ｍＲ 今井 希生(1) GR 宮澤 希(2) 上原 千夏(3)

菅沼 美風(2) 熊谷 早恵(2) 宮澤 風香(2)
小林 叶音(1) 金森 佑奈(1) 牧野 明日香(1)
臼井 美紅(2) 前田 花奈(3) 菅沼 真洸(1)



予選 7月24日 10:00
決勝 7月24日 15:15

大会新(GR)          12.4

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.9

 1 小林 靜句(1) 諏訪     13.93  1 藤本 遥(2) 飯伊     13.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ 岡谷南高 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘中

 2 澁谷 果歩(3) 上伊那     14.26  2 江崎 奈美(3) 上伊那     13.63 
ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那東部中 ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂高

 3 平出 瑠奈(2) 諏訪     14.51  3 塚間 友香(1) 上伊那     14.04 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部中 ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野中

 4 山内 萌衣(1) 飯伊     14.89  4 中島 夏美(2) 諏訪     14.27 
ﾔﾏｳﾁ ﾓｴ OIDE長姫高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 諏訪実業高

 5 中尾 晴香(2) 飯伊     14.93  5 篠原 舞(2) 諏訪     14.35 
ﾅｶｵ ﾊﾙｶ OIDE長姫高 ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷南高
笹古 菜和葉(1) 上伊那  6 三枝 千夏(1) 上伊那     14.69 
ｻｻｺ ﾅｵﾊ 宮田中 ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野中
友田 有紀(3) 上伊那  7 宮下 聖菜(1) 飯伊     15.17 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部中 ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ 高森中
三澤 恵理那(3) 諏訪  8 望月 莉子(1) 諏訪     17.29 
ﾐｻﾜ ｴﾘﾅ 諏訪西中 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｺ 富士見中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速  0.0

 1 林 知世(3) 上伊那     13.50  1 宮澤 希(2) 上伊那     12.85 q
ﾊﾔｼ ﾁｾ 箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高

 2 伊藤 桃香(2) 諏訪     13.90  2 松村 紫乃(1) 飯伊     13.78 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西中 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越高

 3 菅沼 望子(3) 飯伊     14.46  3 鮎澤 ののか(3) 諏訪     14.48 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中 ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 上諏訪中

 4 根井 愛佳(2) 上伊那     14.65  4 佐伯 明莉(2) 諏訪     14.49 
ﾈｲ ﾏﾅｶ 中川中 ｻｴｷ ｱｶﾘ 永明中

 5 宮坂 奏江(2) 諏訪     14.95  5 髙橋  光(2) 上伊那     14.64 
ﾐﾔｻｶ ｶﾈｴ 下諏訪向陽高 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那弥生ヶ丘高

 6 伊東 愛渚(1) 飯伊     15.71  6 小島 咲愛(1) 上伊那     14.67 
ｲﾄｳ ﾏﾅ 飯田高陵中 ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 南箕輪中
宮澤 風香(2) 飯伊  7 石田 涼風(3) 飯伊     14.76 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 緑ヶ丘中
中嶋 杏彩(3) 上伊那  8 綱島玲渚(1) 諏訪     14.85 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 赤穂中 ﾂﾅｼﾏﾚﾅ 諏訪南中

[ 5組] 風速 +0.1 [ 6組] 風速 -1.0

 1 金森 佑奈(1) 上伊那     13.53  1 星野 陽花里(2) 上伊那     13.36 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高 ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 春富中

 2 菅沼 真洸(1) 飯伊     13.93  2 川上 由華(2) 諏訪     13.72 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵高

 3 前田 唯(2) 諏訪     14.17  3 中山 ほのか(1) 飯伊     14.37 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中 ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 飯田女子高

 4 飯澤 優里(1) 諏訪     14.23  4 飯島 莉紗(2) 上伊那     14.52 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 清陵附属中 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 赤穂中

 5 竹村 彩也香(2) 上伊那     14.47  5 小沢 恵菜(3) 諏訪     14.59 
ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ヶ根東中 ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部中

 6 平栗 佳歩(3) 飯伊     14.97  6 島崎 七星(3) 諏訪     15.14 
ﾋﾗｸﾞﾘ ｶﾎ 緑ヶ丘中 ｼﾏｻﾞｷ ﾅﾅｾ 岡谷北部中

 7 遠藤 彩莉(1) 上伊那     15.20  7 溝口 莉緒(1) 上伊那     15.45 
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ 辰野中 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 南箕輪中

 8 神沢瑠依(1) 諏訪     15.66 平澤 優香(1) 飯伊
ｶﾝｻﾞﾜﾙｲ 諏訪南中 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｶ OIDE長姫高

[ 7組] 風速 +0.6 [ 8組] 風速 -1.4

 1 小林 舞香(2) 諏訪     13.22 q  1 長谷川 未来(3) 上伊那     13.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 赤穂高

 2 氣賀澤 柚希(2) 上伊那     13.91  2 牧野 明日香(1) 飯伊     13.92 
ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂高 ﾏｷﾉ  ｱｽｶ 松川高

 3 有賀 萌奈(2) 上伊那     14.17  3 西山 幸花(2) 諏訪     14.22 
ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ 南箕輪中 ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 下諏訪向陽高

 4 倉澤 まりあ(2) 飯伊     14.27  4 橋本 花甫(2) 諏訪     14.35 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ 下伊那農業高 ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西中

 5 髙木 佑菜(3) 諏訪     14.34  5 吉澤 芽衣(1) 上伊那     14.49 
ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 岡谷北部中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 春富中

 6 中嶋 密(2) 諏訪     14.74  6 小澤 沙永子(3) 諏訪     14.84 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ 清陵附属中 ｵｻﾞﾜ ｻｴｺ 岡谷北部中

 7 北原 ほのか(1) 上伊那     16.23  7 片桐 あゆ美(2) 上伊那     16.10 
ｷﾀﾊﾗ ﾎﾉｶ 駒ヶ根東中 ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾕﾐ 中川中

 8 熊谷 美雨(1) 飯伊     16.62 天野 悠美(1) 諏訪
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｳ 飯田高陵中 ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 下諏訪向陽高
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[ 9組] 風速  0.0 [ 10組] 風速  0.0

 1 菅沼 美風(2) 諏訪     12.64 q  1 小林 叶音(1) 諏訪     13.20 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

 2 伯耆原 由花(1) 上伊那     13.35 q  2 熊谷 汐乃(1) 飯伊     13.77 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 松本大 ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 飯田女子高

 3 丸山 いより(2) 飯伊     13.75  3 清水 華乃(3) 上伊那     13.92 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 伊那AC

 4 杉下 舞彩(1) 諏訪     14.22  4 五味 愛夏(1) 諏訪     14.29 
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 清陵附属中 ｺﾞﾐﾏﾅｶ 永明中

 5 小林 香絵(2) 上伊那     14.51  5 佐藤 茜(1) 上伊那     14.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 駒ヶ根東中 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 箕輪進修高

 6 岡本 真采(1) 諏訪     15.60  6 鎌倉 夏美(1) 上伊那     15.55 
ｵｶﾓﾄ ﾐｺﾄ 富士見中 ｶﾏｸﾗ ﾅﾂﾐ 伊那西高
向山 弥那(1) 上伊那  7 荒井 日菜(1) 諏訪     15.87 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅ 高遠高 ｱﾗｲ ﾋﾟﾅ 岡谷南部中

 8 畠中 音花(1) 飯伊     16.06 
ﾊﾀﾅｶ ｵﾄｶ 飯田高陵中

[ 11組] 風速  0.0 [ 12組] 風速 -1.4

 1 上原 千夏(3) 飯伊     13.32 q  1 宮澤 歩(1) 諏訪     13.23 q
ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉高

 2 宮坂 育(3) 諏訪     13.67  2 北原  寧々(2) 上伊那     13.40 
ﾐﾔｻｶ ｲｸ 岡谷東部中 ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高

 3 加藤 こころ(3) 上伊那     14.12  3 北原 小遥(1) 上伊那     13.97 
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 箕輪中 ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 春富中

 4 小林 万莉(1) 諏訪     14.40  4 五味 優花(1) 諏訪     14.24 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰中 ｺﾞﾐ ﾕｳｶ 岡谷東高

 5 山口 穂菜美(2) 飯伊     14.74  5 小椋 万柚(2) 飯伊     14.40 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 下伊那農業高 ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高

 6 小平 聖乃(1) 諏訪     15.05  6 林 愛花(2) 諏訪     14.50 
ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ 茅野北部中 ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中

 7 仁平 樹里(1) 上伊那     15.90  7 岡田 優奈(1) 上伊那     15.58 
ﾆﾍｲ ｼﾞｭﾘ 高遠高 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾅ 伊那東部中

[ 13組] 風速 -1.1

 1 今井 希生(1) 諏訪     12.91 q
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪高

 2 青田 梨世(2) 上伊那     13.97 
ｱｵﾀ ﾘｾ 赤穂中

 3 小山 礼華(3) 上伊那     14.06 
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 箕輪中

 4 小林 紗耶加(1) 上伊那     14.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上伊那農高

 5 篠原 花恋(3) 諏訪     14.34 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 岡谷東部中

 6 宮内 萌菜(3) 飯伊     14.49 
ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 高森中

 7 山田 花永(3) 諏訪     15.03 
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅｴ 岡谷東部中

風速 -1.7

 1 菅沼 美風(2) 諏訪     12.73 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪高

 2 今井 希生(1) 諏訪     13.09 
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪高

 3 宮澤 希(2) 上伊那     13.11 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高

 4 小林 叶音(1) 諏訪     13.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

 5 宮澤 歩(1) 諏訪     13.28 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉高

 6 小林 舞香(2) 諏訪     13.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中

 7 上原 千夏(3) 飯伊     13.52 
ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高

 8 伯耆原 由花(1) 上伊那     13.57 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 松本大
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予選 7月24日 12:05
決勝 7月24日 14:45

大会新(GR)          57.71

[ 1組] [ 2組]

 1 中澤 毬乃(2) 諏訪   1,04.18 q  1 金森 佑奈(1) 上伊那   1,01.07 q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 下諏訪向陽高 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 2 北原  寧々(2) 上伊那   1,04.27 q  2 今井 希生(1) 諏訪   1,01.38 q
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪高

 3 上原 千夏(3) 飯伊   1,05.48  3 原田 未朱(1) 飯伊   1,05.26 
ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高 ﾊﾗﾀﾞ  ﾐｼｭ 松川高

 4 朝日 りおん(2) 上伊那   1,06.57  4 川口 ののは(1) 諏訪   1,10.94 
ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂高 ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見中

 5 小椋 万柚(2) 飯伊   1,08.02  5 戸枝 星(1) 上伊那   1,13.37 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高 ﾄｴﾀﾞ ｱｶﾘ 赤穂高

 6 清水 華乃(3) 上伊那   1,12.22  6 小倉 心音(3) 上伊那   1,13.40 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 伊那AC ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 赤穂中

 7 木村莉子(1) 諏訪   1,15.50  7 武川 かりん(1) 諏訪   1,30.67 
ｷﾑﾗﾘｺ 諏訪南中 ﾀｹｶﾜｶﾘﾝ 永明中

 8 田中 胡桃(1) 諏訪   1,18.56 佐々木 果穂(2) 飯伊
ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ 富士見中 ｻｻｷ ｶﾎ 飯田風越高

[ 3組] [ 4組]

 1 臼井 美紅(2) 諏訪   1,00.43 q  1 小林 叶音(1) 諏訪     59.70 q
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

 2 熊谷 早恵(2) 上伊那   1,03.59 q  2 柏原 千夏(3) 上伊那   1,05.25 
ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那北高 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 上伊那農高

 3 牧野 明日香(1) 飯伊   1,04.45 q  3 野崎 優奈(2) 飯伊   1,06.91 
ﾏｷﾉ  ｱｽｶ 松川高 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越高

 4 両角  あずさ(2) 上伊那   1,09.23  4 志賀美咲(1) 諏訪   1,14.66 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘高 ｼｶﾞﾐｻｷ 諏訪南中

 5 髙橋  光(2) 上伊那   1,09.58  5 池上 遼海(1) 上伊那   1,15.56 
ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那弥生ヶ丘高 ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 南箕輪中

 6 原田 陽菜(3) 諏訪   1,12.96 高橋 結子(2) 諏訪
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 長峰中 ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 諏訪二葉高
池上 葵(1) 上伊那 宮澤 風香(2) 飯伊
ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 伊那北高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高
諏訪 春乃(2) 諏訪
ｻﾜ ﾊﾙﾉ 諏訪清陵高

 1 臼井 美紅(2) 諏訪     59.09 
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪高

 2 小林 叶音(1) 諏訪   1,00.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

 3 金森 佑奈(1) 上伊那   1,01.59 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 4 今井 希生(1) 諏訪   1,02.39 
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪高

 5 熊谷 早恵(2) 上伊那   1,03.84 
ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那北高

 6 牧野 明日香(1) 飯伊   1,05.04 
ﾏｷﾉ  ｱｽｶ 松川高

 7 北原  寧々(2) 上伊那   1,06.06 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高
中澤 毬乃(2) 諏訪
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 下諏訪向陽高
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1   607

4   190
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
5   875

4   358

3   113

2   375

8   376

1   868

6   364
欠場

7   786
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
2   881

8   478

3   202

6   828

7   594

4   836
欠場

5   188
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   875

3   881

4   356

6   879

8   358

1   113

2   374

欠場
7   691



予選 7月24日 13:50
決勝 7月24日 15:30

大会新(GR)        2,18.40

[ 1組] [ 2組]

 1 小池 七海(2) 諏訪   2,28.55 Q  1 宮澤 紅葉(3) 上伊那   2,28.21 Q
ｺｲｹ ﾅﾅﾐ 諏訪二葉高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野中

 2 小口 紗弥(1) 諏訪   2,29.54  2 藤森 恵弥子(2) 諏訪   2,29.77 
ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 岡谷東部中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 上諏訪中

 3 半田 永遠(1) 上伊那   2,33.82  3 上原 萌花(2) 諏訪   2,38.16 
ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 辰野高 ｳｴﾊﾗ ﾓｴｶ 岡谷東高

 4 篠田 萌(1) 飯伊   2,36.32  4 小林 茉由(1) 諏訪   2,43.32 
ｼﾉﾀﾞ ﾓｴ 飯田高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 岡谷東高

 5 髙野 夏来(1) 諏訪   2,42.67  5 酒井 萌々香(2) 上伊那   2,43.76 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 岡谷南部中 ｻｶｲ ﾓﾓｶ 赤穂中

 6 高橋 凜(3) 上伊那   2,43.73  6 水野 香帆(1) 飯伊   2,43.92 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 赤穂中 ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ 鼎中

 7 柘植 菜々子(1) 上伊那   3,04.13  7 戸田 葵(2) 諏訪   2,46.32 
ﾂｹﾞ ﾅﾅｺ 伊那西高 ﾄﾀﾞ ｱｵｲ 岡谷北部中

 8 斉藤 百花(1) 飯伊   3,09.77  8 川端 彩美(3) 諏訪   2,47.44 
ｻｲﾄｳ ﾓｶ 緑ヶ丘中 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾐ 茅野北部中

 9 上村 蓮花(3) 上伊那   3,22.05  9 廣島 歩佳(1) 上伊那   3,07.49 
ｶﾐﾑﾗ ﾚﾝｹﾞ 駒ヶ根東中 ﾋﾛｼﾏ ﾎﾉｶ 辰野中
千葉 麻里子(2) 飯伊 10 赤羽 菜杏(1) 飯伊   3,20.88 
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中 ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ 高森中
奥村 亜希(3) 諏訪 森 ほのか(1) 上伊那
ｵｸﾑﾗ ｱｷ 上諏訪中 ﾓﾘ ﾎﾉｶ 春富中

[ 3組] [ 4組]

 1 竹村 瑞香(3) 諏訪   2,22.41 Q  1 浦野 友里(2) 上伊那   2,28.14 Q
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大諏訪高 ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 伊那西高

 2 桜井 菜緒(3) 飯伊   2,26.14 q  2 宮坂 万理(2) 諏訪   2,30.08 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高 ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 諏訪清陵高

 3 瀬戸 郁美(2) 上伊那   2,27.55 q  3 大槻 美亜(3) 上伊那   2,34.14 
ｾﾄ ｲｸﾐ 辰野中 ｵｵﾂｷ ﾐｱ 箕輪中

 4 三井 咲良(2) 諏訪   2,35.23  4 三村 杏佑夏(2) 諏訪   2,36.60 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 諏訪清陵高 ﾐﾑﾗ ｱﾕｶ 諏訪二葉高

 5 法嶋 翠(2) 上伊那   2,37.62  5 佐々木 美羽(1) 飯伊   2,43.26 
ﾎｳｼﾞﾏ ﾐﾄﾞﾘ 中川中 ｻｻｷ ﾐｳ 鼎中

 6 田島 彩貴(2) 諏訪   2,38.67  6 相良 琴美(2) 諏訪   2,44.32 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 茅野東部中 ｻｶﾞﾗ ｺﾄﾐ 諏訪清陵高

 7 若狹 藍子(1) 諏訪   2,45.09  7 本橋 奈央子(1) 諏訪   2,44.55 
ﾜｶｻ ｱｲｺ 下諏訪向陽高 ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷南部中

 8 石田 ひかり(2) 飯伊   2,45.42  8 野村 ひかり(1) 上伊那   2,45.99 
ｲｼﾀﾞ ﾋｶﾘ 緑ヶ丘中 ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 南箕輪中

 9 栗林 優実(2) 上伊那   2,58.75  9 清水 里彩子(3) 上伊那   2,49.21 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾐ 宮田中 ｼﾐｽﾞ ﾘｻｺ 駒ヶ根東中
上島 実歩(1) 諏訪 10 松島 加奈(2) 飯伊   2,58.22 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾎ 岡谷東高 ﾏﾂｼﾏ ｶﾅ 飯田高陵中
中島 偲(1) 上伊那 11 小口 侑寿葉(2) 諏訪   3,04.28 
ﾅｶｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 南箕輪中 ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 岡谷北部中

[ 5組] [ 6組]

 1 原田 未朱(1) 飯伊   2,32.39 Q  1 仲田 ほの(1) 飯伊   2,26.17 
ﾊﾗﾀﾞ  ﾐｼｭ 松川高 ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越高

 2 阿部 真奈美(1) 諏訪   2,33.54  2 真道 美羽(2) 諏訪   2,26.27 
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見中 ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部中

 3 小出 千夏(1) 上伊那   2,44.77  3 西村 歩華(1) 飯伊   2,27.31 
ｺｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ 赤穂高 ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 高森中

 4 伊藤 菜央(2) 上伊那   2,49.78  4 京澤 夏子(1) 上伊那   2,27.97 
ｲﾄｳ ﾅｵ 南箕輪中 ｷｮｳｻﾜ ﾅﾂｺ 伊那北高

 5 茅野 あすか(3) 諏訪   2,50.09  5 森山 あすみ(3) 諏訪   2,29.81 
ﾁﾉ ｱｽｶ 富士見中 ﾓﾘﾔﾏ ｱｽﾐ 富士見中

 6 宮内 笑夢(1) 飯伊   2,51.63  6 中林 知紗(1) 上伊那   2,34.39 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 高森中 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 伊那北高

 7 百瀬 まゆ(2) 諏訪   2,52.69  7 田中 杏子(3) 諏訪   2,35.38 Q
ﾓﾓｾ ﾏﾕ 岡谷北部中 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高
矢﨑 萌夏(2) 諏訪  8 宮下 綺実(2) 諏訪   2,47.81 
ﾔｻﾞｷ ﾓｴｶ 岡谷東部中 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中
黒田 琴音(2) 上伊那  9 小林 柚花(1) 上伊那   2,58.10 
ｸﾛﾀﾞ ｺﾄﾈ 伊那西高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 駒ヶ根東中
田中 実菜子(3) 諏訪 中原 彩絵(2) 上伊那
ﾀﾅｶﾐﾅｺ 永明中 ﾅｶﾊﾗ ｻｴ 春富中

女子

８００ｍ

予選 通過基準  6組  1着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   842

3   638

5   541

8   129

1   662

2   517

6   182

9   326

4   219

欠場
10   742

欠場

順

11   407

No. 氏  名 所属名 記録／備考
10   545

11   755

5   617

9   616

4   519

2   118

7   667

3   730

1   566

8    81

6   441
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
11   890

1   192

4   557

5   783

2   581

7   719

3   618
欠場

9   687

10   220

8   595
欠場

順 No.
10   318

6   384

7   777

8  1332

1   838

11   117

3   788

5   661

6   598

2   410

4   160

9   672

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No.
2    97

9   897

10   497

6   587

7   900

8    70

3   676

1   646
欠場

4   322
欠場

5   606
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
1   198

2   716

4    79

3   355

6   916

7   365

8   849

10   796

9   405

5   446
欠場



 1 竹村 瑞香(3) 諏訪  2,23.44
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大諏訪高

 2 瀬戸 郁美(2) 上伊那  2,26.17
ｾﾄ ｲｸﾐ 辰野中

 3 桜井 菜緒(3) 飯伊  2,26.27
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高

 4 浦野 友里(2) 上伊那  2,27.31
ｳﾗﾉ ﾕｳﾘ 伊那西高

 5 宮澤 紅葉(3) 上伊那  2,27.97
ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野中

 6 小池 七海(2) 諏訪  2,29.81
ｺｲｹ ﾅﾅﾐ 諏訪二葉高

 7 田中 杏子(3) 諏訪  2,34.39
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高

 8 原田 未朱(1) 飯伊  2,35.38
ﾊﾗﾀﾞ  ﾐｼｭ 松川高

女子

８００ｍ
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

1   557

2   192

3   545

4   318

5   890

6   842

7   849

8    97



決勝 7月24日 14:50

大会新(GR)        9,54.80

 1 竹内 優花(3) 諏訪  10,14.10 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 東海大諏訪高

 2 高橋 未来(3) 上伊那  10,30.63 
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 上伊那農高

 3 五味 叶花(2) 諏訪  11,35.51 
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見中

 4 平出 藍未(3) 諏訪  11,38.90 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｲﾐ 富士見中

 5 佐藤希美(1) 諏訪  11,39.49 
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 岡谷南部中

 6 瀧村 彩音(3) 上伊那  11,43.43 
ﾀｷﾑﾗ ｱﾔﾈ 駒ヶ根東中

 7 木下 利奈(2) 上伊那  11,52.85 
ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 赤穂中

 8 有賀 由紀恵(3) 上伊那  11,59.60 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷｴ 箕輪中

 9 金子 陽南(1) 飯伊  12,12.62 
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘中

10 仲田 ほの(1) 飯伊  12,17.16 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越高

11 日野 まほろ(3) 上伊那  12,22.90 
ﾋﾉ ﾏﾎﾛ 箕輪中

12 酒井 愛梨(3) 諏訪  12,38.33 
ｻｶｲ ｱｲﾘ 岡谷北部中

13 森本 恵生(2) 飯伊  12,41.32 
ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ 飯田風越高

14 座光寺 未来(2) 飯伊  12,59.54 
ｻﾞｺｳｼﾞ ﾐｸ 飯田女子高

15 小池 碧桜(1) 飯伊  13,29.87 
ｺｲｹ  ﾐｵ 松川高
金子 咲良(3) 飯伊
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中
上原 舞(3) 諏訪
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 諏訪清陵高
永山 実来(3) 飯伊
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 飯田高

10   785
欠場

17   123
欠場

13   103

9   210
欠場

3   196

7   176

14  1335

12   670

5   211

11   198

1   535

4  1339

6   658

16   414

18   902

15   921

2   891

8   464

女子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月24日  8:50

大会新(GR)          15.03

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -0.6

 1 前田 花奈(3) 上伊那     15.00  1 伊藤 絵夢(1) 諏訪     17.97 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾄｳ ｴﾑ 諏訪実業高

 2 鈴木 菜々花(1) 諏訪     17.87  2 小林 あゆみ(3) 諏訪     18.47 
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽高 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 3 池戸 日彩(2) 飯伊     18.59  3 菅沼 望子(3) 飯伊     18.60 
ｲｹﾄﾞ ﾋｲﾛ 飯田女子高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中

 4 中島 夏美(2) 諏訪     19.32  4 今村 詩乃(3) 飯伊     19.35 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 諏訪実業高 ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 緑ヶ丘中

 5 熊谷 千尋(1) 飯伊     22.77  5 竹松 美南(2) 上伊那     21.03 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 高森中 ﾀｹﾏﾂ ﾐﾅﾐ 春富中

 6 山田 にこ(2) 諏訪     23.10  6 宮坂 なな(3) 諏訪     22.26 
ﾔﾏﾀﾞ ﾆｺ 岡谷北部中 ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 岡谷東部中

 7 小林 尚美(1) 諏訪     24.65  7 加藤 瑶唯(2) 諏訪     23.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 諏訪実業高 ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部中
笹古 菜和葉(1) 上伊那  8 有賀 聖菜(2) 上伊那     26.62 
ｻｻｺ ﾅｵﾊ 宮田中 ｱﾙｶﾞ ｾｲﾅ 南箕輪中

[ 3組] 風速 -1.4 [ 4組] 風速 -0.3

 1 宮澤 希(2) 上伊那     15.29  1 中島 瑠衣(1) 諏訪     17.59 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉高

 2 宮坂 麻絢(3) 諏訪     18.29  2 宮崎 真衣奈(3) 飯伊     17.83 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高

 3 榊山 莉帆(3) 飯伊     18.68  3 牧内 沙樹(3) 飯伊     20.22 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子高 ﾏｷｳﾁ ｻｷ 緑ヶ丘中

 4 木下 未知(2) 飯伊     20.89  4 花岡 真咲(1) 諏訪     20.41 
ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ 緑ヶ丘中 ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部中

 5 五味 桃花(3) 諏訪     22.66  5 今井 美月(3) 諏訪     20.98 
ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ 富士見中 ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 岡谷東部中

 6 宮坂 ひかり(1) 諏訪     28.27  6 原 如美(1) 諏訪     21.30 
ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部中 ﾊﾗ ﾕｷﾐ 茅野北部中
徳竹 美友(1) 諏訪  7 大前 歌音(2) 上伊那     22.59 
ﾄｸﾀｹ ﾐｳ 東海大諏訪高 ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 春富中
加納 のどか(2) 諏訪  8 名取 未希(2) 諏訪     31.78 
ｶﾉｳ ﾉﾄﾞｶ 岡谷北部中 ﾅﾄﾘ ﾐｷ 富士見中

   1 前田 花奈(3) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高     15.00 (-0.9) 大会新   1   1
   2 宮澤 希(2) 上伊那 伊那北高     15.29 (-1.4)   3   1
   3 中島 瑠衣(1) 諏訪 諏訪二葉高     17.59 (-0.3)   4   1
   4 宮崎 真衣奈(3) 飯伊 飯田風越高     17.83 (-0.3)   4   2
   5 鈴木 菜々花(1) 諏訪 下諏訪向陽高     17.87 (-0.9)   1   2
   6 伊藤 絵夢(1) 諏訪 諏訪実業高     17.97 (-0.6)   2   1
   7 宮坂 麻絢(3) 諏訪 岡谷東部中     18.29 (-1.4)   3   2
   8 小林 あゆみ(3) 諏訪 長峰中     18.47 (-0.6)   2   2
   9 池戸 日彩(2) 飯伊 飯田女子高     18.59 (-0.9)   1   3
  10 菅沼 望子(3) 飯伊 豊丘中     18.60 (-0.6)   2   3
  11 榊山 莉帆(3) 飯伊 飯田女子高     18.68 (-1.4)   3   3
  12 中島 夏美(2) 諏訪 諏訪実業高     19.32 (-0.9)   1   4
  13 今村 詩乃(3) 飯伊 緑ヶ丘中     19.35 (-0.6)   2   4
  14 牧内 沙樹(3) 飯伊 緑ヶ丘中     20.22 (-0.3)   4   3
  15 花岡 真咲(1) 諏訪 茅野東部中     20.41 (-0.3)   4   4
  16 木下 未知(2) 飯伊 緑ヶ丘中     20.89 (-1.4)   3   4
  17 今井 美月(3) 諏訪 岡谷東部中     20.98 (-0.3)   4   5
  18 竹松 美南(2) 上伊那 春富中     21.03 (-0.6)   2   5
  19 原 如美(1) 諏訪 茅野北部中     21.30 (-0.3)   4   6
  20 宮坂 なな(3) 諏訪 岡谷東部中     22.26 (-0.6)   2   6
  21 大前 歌音(2) 上伊那 春富中     22.59 (-0.3)   4   7
  22 五味 桃花(3) 諏訪 富士見中     22.66 (-1.4)   3   5
  23 熊谷 千尋(1) 飯伊 高森中     22.77 (-0.9)   1   5
  24 山田 にこ(2) 諏訪 岡谷北部中     23.10 (-0.9)   1   6
  25 加藤 瑶唯(2) 諏訪 岡谷北部中     23.69 (-0.6)   2   7
  26 小林 尚美(1) 諏訪 諏訪実業高     24.65 (-0.9)   1   7
  27 有賀 聖菜(2) 上伊那 南箕輪中     26.62 (-0.6)   2   8
  28 宮坂 ひかり(1) 諏訪 茅野東部中     28.27 (-1.4)   3   6
  29 名取 未希(2) 諏訪 富士見中     31.78 (-0.3)   4   8

女子

１００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
2   372

大会新
1   695

4   178

3   767

8    73

7   669

5   764

6   385
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   761

3   870

8   205

2   212

4   444

1   625

7   664

6   600

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   354

7   627

3   177

1   234

2   903

4   708

5   892
欠場

6   665
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   848

2   187

4   231

1   707

3   631

5   725

6   443

7   923

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
  372
  354
  848
  187
  695
  761
  627
  870
  178
  205
  177
  767
  212
  231
  707
  234
  631
  444
  725
  625
  443
  903
   73
  669

  708
  923

  664
  764
  600



決勝 7月24日  8:00

大会新(GR)       24,15.93

 1 大和 千秋 飯伊  23,53.57 
ﾔﾏﾄ  ﾁｱｷ 飯田病院

 2 落合 早峰(1) 諏訪  29,01.12 
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ 東海大諏訪高

 3 平澤 優佳(1) 飯伊  29,56.85 
ﾋﾗｻﾜ  ﾕｳｶ 松川高

 4 矢沢 美代子 飯伊  32,08.46 
ﾔｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 飯田市陸協

 5 高倉 楓花(1) 上伊那  35,38.54 
ﾀｶｸﾗ ﾌｳｶ 上伊那農高

 6 木下 菫(2) 飯伊  36,19.35 
ｷﾉｼﾀ ｽﾐﾚ 飯田高
加藤 晴香(2) 上伊那
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 伊那西高

順 No.

女子

５０００ｍＷ

決勝

8   184
大会新

氏  名 所属名 記録／備考

12   112

13   895

11   465

14   174

9   319
欠場

10   143



予選 7月24日 12:55
決勝 7月24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   4 東海大諏訪高   879 今井 希生(1)     49.15 q  1   5 緑ヶ丘中   231 牧内 沙樹(3)     52.41 q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｲﾏｲ ｷｷ 大会新 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾏｷｳﾁ ｻｷ
  886 菅沼 美風(2)   212 今村 詩乃(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ
  881 小林 叶音(1)   225 中島 愛(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ
  875 臼井 美紅(2)   226 藤本 遥(2)

ｳｽｲ ﾐｸ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
 2   7 箕輪中  1317 加藤 こころ(3)     52.78 q  2   2 岡谷東部中   635 篠原 花恋(3)     53.87 q

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶﾄｳ ｺｺﾛ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ
 1340 林 知世(3)   642 大場 ひかる(2)

ﾊﾔｼ ﾁｾ ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ
 1327 小山 礼華(3)   637 小口 るり(3)

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ ｵｸﾞﾁ ﾙﾘ
 1317 加藤 こころ(3)   626 宮坂 育(3)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ ﾐﾔｻｶ ｲｸ
 3   5 高森中    71 宮内 萌菜(3)     54.98  3   1 南箕輪中  1302 有賀 萌奈(2)     54.52 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ
   64 丸山 いより(2)   593 上田 陽菜(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ
   85 中平 留李花(2)   590 酒井 美玲(2)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ ｻｶｲ ﾐﾚｲ
   76 小平 真帆(2)   597 平島 麻衣(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ
 4   3 松川高    97 原田 未朱(1)     55.16  4   7 下伊那農業高    55 今村 月愛(2)     54.82 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾊﾗﾀﾞ  ﾐｼｭ ｼﾓｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ
  106 上原 千夏(3)    59 倉澤 まりあ(2)

ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ
  103 小池 碧桜(1)    56 山口 穂菜美(2)

ｺｲｹ  ﾐｵ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ
  113 牧野 明日香(1)    54 井口 恵(2)

ﾏｷﾉ  ｱｽｶ ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ
 5   2 諏訪清陵高   771 伊藤 結菜(1)     55.85  5   8 赤穂中   528 中嶋 珠久(1)     55.10 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｲﾄｳ ﾕｲﾅ ｱｶﾎﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ
  787 川上 由華(2)   531 田中 凜(1)

ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ ﾀﾅｶ ﾘﾝ
  792 名取 奈々海(2)   523 森脇 涼羽(2)

ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
  791 繁田 奈々世(1)   537 氣賀澤 杏香(2)

ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
 6   1 辰野中   542 遠藤 彩莉(1)     56.21   4 諏訪南中   830 木村莉子(1)

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｷﾑﾗﾘｺ 失格
  560 塚間 友香(1)   828 志賀美咲(1)

ﾂｶﾏ ﾕｶ ｼｶﾞﾐｻｷ
  557 瀬戸 郁美(2)   829 神沢瑠依(1)

ｾﾄ ｲｸﾐ ｶﾝｻﾞﾜﾙｲ
  559 長田 鼓美(2)   826 綱島玲渚(1)

ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ ﾂﾅｼﾏﾚﾅ
 7   8 岡谷北部中   675 島崎 七星(3)     59.86   3 OIDE長姫高

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｼﾏｻﾞｷ ﾅﾅｾ OIDEｵｻﾋﾒｺｳ 欠場
  674 小澤 沙永子(3)

ｵｻﾞﾜ ｻｴｺ
  665 加納 のどか(2)

ｶﾉｳ ﾉﾄﾞｶ
  673 小島 美紀(3)

ｺｼﾞﾏ ﾐｷ
  6 諏訪西中   6 諏訪二葉高

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ 欠場 ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ 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   3 春富中   435 吉澤 芽衣(1)     52.46 q  1   7 赤穂高   512 氣賀澤 柚希(2)     52.38 q

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ ｱｶﾎｺｳ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
  449 北原 小遥(1)   494 江崎 奈美(3)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ ｴｻﾞｷ ﾅﾐ
  443 大前 歌音(2)   500 朝日 りおん(2)

ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
  442 星野 陽花里(2)   501 長谷川 未来(3)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ
 2   1 飯田風越高   194 松村 紫乃(1)     52.89 q  2   3 伊那弥生ヶ丘高   369 吉田  みさき(2)     53.38 q

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ
  202 野崎 優奈(2)   374 北原  寧々(2)

ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
  190 佐々木 果穂(2)   376 髙橋  光(2)

ｻｻｷ ｶﾎ ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
  188 宮澤 風香(2)   375 両角  あずさ(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ
 3   2 下諏訪向陽高   689 西山 幸花(2)     54.14  3   5 飯田女子高   179 竹内 乃亜(2)     54.16 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾉｱ
  691 中澤 毬乃(2)   181 田中 優(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ ﾀﾅｶ ﾕｳ
  695 鈴木 菜々花(1)   180 中山 ほのか(1)

ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ
  690 石見 彩音(2)   175 熊谷 汐乃(1)

ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ
 4   4 上諏訪中   743 柿澤 摩歩(1)     55.36  4   8 飯田高   130 小椋 万柚(2)     54.45 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ ｲｲﾀﾞｺｳ ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ
  752 前田 唯(2)   138 島岡 日和(1)

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ
  740 鮎澤 ののか(3)   146 齊藤 由佳(1)

ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ ｻｲﾄｳ ﾕｶ
  755 藤森 恵弥子(2)   124 下平 佳穂里(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ
 5   5 駒ヶ根東中   402 戸枝 恵依(2)     56.16  5   2 諏訪実業高   761 伊藤 絵夢(1)     54.64 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾄｴﾀﾞ ｹｲ ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳ ｲﾄｳ ｴﾑ
  416 竹村 彩也香(2)   770 濱 奏美(1)

ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ ﾊﾏ ｶﾅﾐ
  404 小林 香絵(2)   767 中島 夏美(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
  418 中城 美佳(2)   764 小林 尚美(1)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ
 6   6 飯田高陵中   116 菅沼 真洸(1)   1,00.03  6   4 富士見中   923 名取 未希(2)     55.11 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾅﾄﾘ ﾐｷ
  153 熊谷 美雨(1)   903 五味 桃花(3)

ｸﾏｶﾞｲ ﾐｳ ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ
  147 伊東 愛渚(1)   919 大川 あおば(2)

ｲﾄｳ ﾏﾅ ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ
  165 藤本 祐菜(2)   911 小林 舞香(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
  8 茅野東部中   715 小沢 恵菜(3)  7   6 清陵附属中   858 三村 紗唯(1)     55.77 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 失格 ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ﾐﾑﾗ ｻﾕ
  720 平出 瑠奈(2)   863 飯澤 優里(1)

ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ
  707 花岡 真咲(1)   860 中嶋 密(2)

ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ
  722 林 愛花(2)   859 杉下 舞彩(1)

ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
  7 伊那東部中

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ 欠場

女子

４×１００ｍＲ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 東海大諏訪高   879 今井 希生(1)     49.24 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｲﾏｲ ｷｷ 大会新
  886 菅沼 美風(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ
  881 小林 叶音(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
  875 臼井 美紅(2)

ｳｽｲ ﾐｸ
 2   4 緑ヶ丘中   231 牧内 沙樹(3)     52.15 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾏｷｳﾁ ｻｷ
  212 今村 詩乃(3)

ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ
  225 中島 愛(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ
  226 藤本 遥(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
 3   6 春富中   435 吉澤 芽衣(1)     52.25 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ
  449 北原 小遥(1)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
  443 大前 歌音(2)

ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
  442 星野 陽花里(2)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
 4   5 赤穂高   512 氣賀澤 柚希(2)     52.43 

ｱｶﾎｺｳ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
  494 江崎 奈美(3)

ｴｻﾞｷ ﾅﾐ
  500 朝日 りおん(2)

ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
  501 長谷川 未来(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ
 5   7 飯田風越高   194 松村 紫乃(1)     53.07 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ
  202 野崎 優奈(2)

ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ
  190 佐々木 果穂(2)

ｻｻｷ ｶﾎ
  188 宮澤 風香(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 6   2 岡谷東部中   635 篠原 花恋(3)     53.47 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ
  642 大場 ひかる(2)

ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ
  637 小口 るり(3)

ｵｸﾞﾁ ﾙﾘ
  626 宮坂 育(3)

ﾐﾔｻｶ ｲｸ
 7   8 箕輪中  1318 加藤 ほのか(3)     53.59 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
 1340 林 知世(3)

ﾊﾔｼ ﾁｾ
 1327 小山 礼華(3)

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
 1317 加藤 こころ(3)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ
 8   1 伊那弥生ヶ丘高   369 吉田  みさき(2)     54.22 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ
  374 北原  寧々(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
  376 髙橋  光(2)

ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
  375 両角  あずさ(2)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ

４×１００ｍＲ
決勝

女子



決勝 7月24日 16:30

大会新(GR)        4,03.63

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 諏訪   879 今井 希生(1)   4,02.21 

ｽﾜ ｲﾏｲ ｷｷ 大会新
  886 菅沼 美風(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ
  881 小林 叶音(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
  875 臼井 美紅(2)

ｳｽｲ ﾐｸ
 2   4 上伊那   354 宮澤 希(2)   4,06.76 

ｶﾐｲﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
  358 熊谷 早恵(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ
  356 金森 佑奈(1)

ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ
  372 前田 花奈(3)

ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ
 3   2 飯伊   106 上原 千夏(3)   4,14.60 

ﾊﾝｲ ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ
  188 宮澤 風香(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
  113 牧野 明日香(1)

ﾏｷﾉ  ｱｽｶ
  116 菅沼 真洸(1)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ

女子 三郡対抗

４×４００ｍＲ

決勝



決勝 7月24日 13:30

大会新(GR)           1.65

奥田 藍美(2) 上伊那
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 赤穂高
今井 歌乃(3) 上伊那
ｲﾏｲ ｶﾉ 箕輪中
樋口 朋果(3) 諏訪
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 岡谷東高
佐藤 梓 諏訪
ｻﾄｳ ｱﾂﾞｻ 諏訪陸協
齊藤 由佳(1) 飯伊
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高
北原 沙希(1) 飯伊
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高
田村 明日香(2) 諏訪
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野東部中
長田 美羽(2) 諏訪
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 茅野東部中
小平 真帆(2) 飯伊
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 高森中
百瀬 早姫(1) 諏訪
ﾓﾓｾ ｻｷ 下諏訪向陽高
濱 奏美(1) 諏訪
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 諏訪実業高
萩原 優紀(3) 飯伊
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｷ 緑ヶ丘中
五味 桃花(3) 諏訪
ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ 富士見中
伊藤 結菜(1) 諏訪
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 諏訪清陵高
平島 麻衣(3) 上伊那
ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ 南箕輪中
渡邉 友香(3) 上伊那
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 赤穂高
北原 璃歩(3) 諏訪
ｷﾀﾊﾗ ﾘﾎ 岡谷東部中
藤本 祐菜(2) 飯伊
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 飯田高陵中
今村 朱(2) 飯伊
ｲﾏﾑﾗ ｱﾝ 飯田高陵中
今井 愛胡(3) 諏訪
ｲﾏｲ ｱｺ 岡谷東部中
酒井 美玲(2) 上伊那
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 南箕輪中
竹村 菜々美(1) 飯伊
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 緑ヶ丘中
下平 佳穂里(1) 飯伊
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 飯田高
木村莉子(1) 諏訪
ｷﾑﾗﾘｺ 諏訪南中
神沢瑠依(1) 諏訪
ｶﾝｻﾞﾜﾙｲ 諏訪南中
三澤 恵理那(3) 諏訪 欠場
ﾐｻﾜ ｴﾘﾅ 諏訪西中
松下 茉鈴(1) 上伊那 欠場
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾘﾝ 辰野中
三沢 らん(3) 飯伊 欠場
ﾐｻﾜ ﾗﾝ 緑ヶ丘中
井口 恵(2) 飯伊 欠場
ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 下伊那農業高
井田 光咲(1) 上伊那 記録なし
ｲﾀﾞ ｱﾘｻ 南箕輪中
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女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月24日  9:30

大会新(GR)           3.61

小林 由依(2) 諏訪
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中
北原 きらら(3) 上伊那
ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 箕輪中
堀内 沙紀(2) 諏訪
ﾋﾘｳﾁ ｻｷ 原中
佐々木 果穂(2) 飯伊
ｻｻｷ ｶﾎ 飯田風越高

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録2m40 2m60 備考2m00 2m20 2m70 2m80 2m90 3m00
1 4   734

- - O O O O XXX  2.80

2 3  1336
- O O XO XXX  2.60

3 2   737
XO O XXO XXX  2.40

4 1   190
XO XXX  2.00



決勝 7月24日 13:30

大会新(GR)           6.06

宮澤 歩(1) 諏訪   4.86    X   5.28    X   5.45    X    5.45 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉高   +0.8   +2.5   +2.5    +2.5
桐山 明日香 上伊那   5.16   4.98    X   5.13   4.98    -    5.16 
ｷﾘﾔﾏ ｱｽｶ Easters   +2.7   +0.6   +1.8   +2.0    +2.7
関 理帆(3) 上伊那    X   4.90   4.95   4.91    X   4.76    4.95 
ｾｷ ﾘﾎ 赤穂高   +1.2   +2.3   +2.0   +2.8    +2.3
宮崎 真衣奈(3) 飯伊    X   4.73   4.93   4.76   3.62   4.94    4.94 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高   +1.4   +1.5   +3.1   +3.6   +1.9    +1.9
篠原 舞(2) 諏訪   4.57   4.83   4.71   4.89   4.46   4.78    4.89 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷南高   +2.0   +1.6   +3.0   +1.8   +2.0   +4.2    +1.8
石見 彩音(2) 諏訪   4.78   4.88   4.58   4.61   4.86    X    4.88 
ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽高   +1.1   +1.4   +1.2   +1.9   +3.1    +1.4
小口 るり(3) 諏訪   4.09   4.52   4.66   4.78    X   4.41    4.78 
ｵｸﾞﾁ ﾙﾘ 岡谷東部中   +1.8   +0.5   +1.9   +1.2   +1.6    +1.2
伊藤 絵夢(1) 諏訪   4.63   4.66   4.41   4.35   4.51   4.71    4.71 
ｲﾄｳ ｴﾑ 諏訪実業高   +3.4   +1.1   +2.1   +1.4   +2.7   +3.1    +3.1
加藤 ほのか(3) 上伊那   4.55   4.62    X    4.62 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 箕輪中   +2.5   +1.7    +1.7
深江 愛美(2) 諏訪   4.52   4.39   4.26    4.52 
ﾌｶｴ ｱﾐ 諏訪二葉高   +1.8   +2.4   +1.8    +1.8
小久保 茉耶(3) 飯伊   4.37   4.51    X    4.51 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 緑ヶ丘中   +2.4   +1.1    +1.1
小松 葉月(3) 上伊那   4.45   4.29   4.34    4.45 
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 春富中   +0.7   +2.1   +1.5    +0.7
山田 愛莉(2) 諏訪   4.35   4.13   4.22    4.35 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野東部中   +1.1   +2.6   +3.5    +1.1
上田 陽菜(3) 上伊那   4.10   4.05   4.35    4.35 
ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ 南箕輪中   +0.6   +2.8   +2.4    +2.4
長田 鼓美(2) 上伊那   4.29   4.28   4.13    4.29 
ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 辰野中    0.0   +1.9   +1.8     0.0
北原 沙希(1) 飯伊   4.26   4.16   4.28    4.28 
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高   +1.8   +2.2   +3.5    +3.5
繁田 奈々世(1) 諏訪   4.28   4.19   4.19    4.28 
ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ 諏訪清陵高   +2.7   +0.9   +1.5    +2.7
小林 千紘(1) 諏訪   3.88   4.12   4.25    4.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 長峰中   +1.0   +1.9   +2.0    +2.0
髙木 佑菜(3) 諏訪   3.85   3.51   4.25    4.25 
ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 岡谷北部中    0.0   +1.9   +2.2    +2.2
中島 愛(3) 飯伊   4.23    X   4.15    4.23 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘中   +0.3   +2.8    +0.3
名取 奈々海(2) 諏訪   4.22   4.18   4.04    4.22 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高   +1.8   +2.6   +1.4    +1.8
今村 月愛(2) 飯伊   4.20   4.17   4.06    4.20 
ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ 下伊那農業高   +1.9   +1.8   +0.3    +1.9
松村 紫乃(1) 飯伊   4.05   3.77   4.19    4.19 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越高   +1.9   +2.4   +1.9    +1.9
大川 あおば(2) 諏訪   4.09   3.75   4.15    4.15 
ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ 富士見中   +2.2   +2.3   +4.2    +4.2
齊藤 由佳(1) 飯伊   3.95   4.13   4.12    4.13 
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高   +1.0   +1.0   +3.0    +1.0
綱島玲渚(1) 諏訪   4.12   3.46   4.02    4.12 
ﾂﾅｼﾏﾚﾅ 諏訪南中   +2.6   +2.1   +1.6    +2.6
中平 留李花(2) 飯伊   3.72   4.06   3.74    4.06 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中   +3.2   +1.2   +3.0    +1.2
小林 菜々美(3) 諏訪   3.58   3.77   3.95    3.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 富士見中   +1.4   +1.3   +1.3    +1.3
林 菜月(3) 諏訪   3.83   3.82   3.89    3.89 
ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 岡谷東部中   +1.5   +1.9   +1.9    +1.9
有賀 雪乃(1) 上伊那   3.82   3.86   3.75    3.86 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 南箕輪中   +1.6   +2.0   +0.4    +2.0
田中 優(2) 飯伊   3.83   3.39   3.85    3.85 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 飯田女子高   -0.1   +1.0   +2.4    +2.4
志賀美咲(1) 諏訪   3.50   3.80   3.74    3.80 
ｼｶﾞﾐｻｷ 諏訪南中   +0.9   +1.1   +3.0    +1.1
埋橋 優菜(2) 上伊那    X   3.76   3.74    3.76 
ｳｽﾞﾊｼ ﾕｳﾅ 春富中   +1.1   +1.3    +1.1
小林 菜月(1) 飯伊   3.76   3.71    X    3.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘中   -0.1   +1.8    -0.1
牛山 珠莉(1) 諏訪   3.61   3.70   2.94    3.70 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 茅野東部中   +0.9   +1.3   +1.2    +1.3
吉野 直歩(3) 上伊那   3.67   3.51   3.69    3.69 
ﾖｼﾉ ﾅｵ 春富中   +1.5   +2.0   +2.9    +2.9
柿澤 摩歩(1) 諏訪    X   3.69    X    3.69 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 上諏訪中   +0.7    +0.7
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



熊谷 汐乃(1) 飯伊   3.66   3.46    X    3.66 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｵﾉ 飯田女子高   +0.8   +0.9    +0.8
藤井 七星(2) 飯伊   3.66   3.26   3.45    3.66 
ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｾ 豊丘中   +1.3   +2.6   +1.4    +1.3
小澤 明日香(1) 上伊那   3.27   3.26   3.47    3.47 
ｵｻﾞﾜ ｱｽｶ 辰野中   +2.6   +1.1   +0.9    +0.9
藤森 春陽(1) 諏訪   3.19   3.46   2.84    3.46 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾋ 岡谷南高   -0.3   +1.0   +2.0    +1.0
小林 穂々光(1) 諏訪   3.36   3.16   3.37    3.37 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 富士見中   +0.9   +1.1   +1.2    +1.2
竹村 成美(1) 飯伊   3.31   2.91   3.37    3.37 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾙﾐ 高森中   +1.2   +1.9   +1.1    +1.1
赤羽 稀帆(3) 上伊那   3.06   3.14   3.36    3.36 
ｱｶﾊﾈ ｷﾎ 箕輪中   +2.9   +1.4   +1.5    +1.5
原 如美(1) 諏訪   3.34   3.22   3.24    3.34 
ﾊﾗ ﾕｷﾐ 茅野北部中   +2.2   +0.8   +1.4    +2.2
柳沢 愛莉(1) 諏訪   2.97   3.33   3.28    3.33 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 茅野東部中   +1.2   +0.6   +2.0    +0.6
伊藤 愛(1) 上伊那   3.32   3.27   3.15    3.32 
ｲﾄｳ ﾏﾅ 南箕輪中   +1.4   +2.5   +0.6    +1.4
武居 真衣(2) 諏訪   3.32   3.17   3.13    3.32 
ﾀｹｲ ﾏｲ 岡谷南部中   +1.3   +2.5   +1.3    +1.3
加藤 瑶唯(2) 諏訪   3.29   3.17    X    3.29 
ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部中   +0.7   +1.3    +0.7
三村 紗唯(1) 諏訪   2.93   2.73   3.26    3.26 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 清陵附属中   +2.3   +3.9   -0.1    -0.1
小澤 佑奈(1) 上伊那   3.05   3.17   3.09    3.17 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 辰野中   +0.8   +1.3   +2.5    +1.3
中山 ほのか(1) 飯伊    X   2.78   3.06    3.06 
ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 飯田女子高   +1.0   +2.8    +2.8
加納 のどか(2) 諏訪   2.31   2.83   2.58    2.83 
ｶﾉｳ ﾉﾄﾞｶ 岡谷北部中   +2.1   +0.7   +2.4    +0.7
宮澤 香音(2) 飯伊    /    /    /
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中
山内 萌衣(1) 飯伊 欠場
ﾔﾏｳﾁ ﾓｴ OIDE長姫高
山口 穂菜美(2) 飯伊 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 下伊那農業高
垣内 鈴(3) 上伊那 欠場
ｶｷｳﾁ ﾚｲ 箕輪中
島岡 日和(1) 飯伊 欠場
ｼﾏｵｶ ﾋﾖﾘ 飯田高
唐澤 純夏(3) 上伊那 欠場
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 赤穂中
戸枝 恵依(2) 上伊那    X    X    X 記録なし
ﾄｴﾀﾞ ｹｲ 駒ヶ根東中

25   402

34   138

51   532

21    56

30  1320

54 56    72

6    18

52 32   180

53 11   665

50 3   858

51 14   555

48 23   660

49 9   664

46 7   721

47 4   586

44 22  1331

45 5   725

42 17   912

43 8    82

40 1   554

41 10   653

備考
38 31   175

-5-

39 2   206

-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24日  9:00

大会新(GR)          38.38

細井 友香(3) 上伊那
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
北原 遥香(3) 上伊那
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農高
宮澤 あかね(2) 上伊那
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｶﾈ 伊那西高
清水 詩乃(2) 上伊那
ｼﾐｽﾞ ｼﾉ 伊那西高
清水 希(2) 諏訪
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東高
北野 緋菜(1) 飯伊
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南高
金子 真菜(1) 諏訪
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪実業高
髙山 梨帆(3) 上伊那
ﾀｶﾔﾏ ﾘﾎ 箕輪中
細川 佑郁(2) 諏訪
ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 諏訪二葉高
木村 果蓮(3) 上伊那
ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ 箕輪中
若林 咲理菜(3) 上伊那
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 箕輪中
向山 ますみ 上伊那 欠場
ﾑｶｲﾔﾏ ﾏｽﾐ 上伊那陸協

 12.24 

3   483

 15.31 

11 2  1326
12.24   O   X

 15.59 

10 6  1338
  X   X 15.31

17.36   O   O  17.36 

9 8   837
  X 15.59   X

  O   O 19.05  19.05 

8 10  1341
  X 16.30   X

  X   O   O  19.80 

7 4   763
  O 17.66   O

  O   O   O  20.20 

6 9    43
  O 19.80   X

  O   O   O  21.89 

5 5   619
  O   O 20.20

  O   X   X  22.82 

4 1   325
21.89   X   O

  X   X   O  27.53 

3 7   321
  X   O 22.82

  X   O   X  30.14 

2 11   480
27.53   O   O

1 12   323
  X 30.14   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 7月24日 14:30

大会新(GR)          39.90

吉田  みさき(2) 上伊那
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高
北野 緋菜(1) 飯伊
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南高
三澤 葵(3) 飯伊
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高
向山 ますみ 上伊那
ﾑｶｲﾔﾏ ﾏｽﾐ 上伊那陸協
前田 花奈(3) 上伊那
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高
小池 雅絵(2) 飯伊
ｺｲｹ ﾏｻｴ 下伊那農業高
本田 梨音(2) 上伊那
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｵﾝ 赤穂高
北原 凪紗(2) 上伊那
ｷﾀﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 赤穂高
守屋 泉里(1) 上伊那
ﾓﾘﾔ ｾﾝﾘ 伊那西高
井口 恵(2) 飯伊 欠場
ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 下伊那農業高
奥田 藍美(2) 上伊那 欠場
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 赤穂高

女子

やり投

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 11   369

  O 33.68   O   O 35.77   O  35.77 

2 9    43
28.23   O   O   O   O 32.23  32.23 

3 10   127
31.85   O   O   X   O   O  31.85 

4 7   483
  X   O 24.56   O   O 27.16  27.16 

5 8   372
25.69   O   X   O   -   -  25.69 

6 6    57
  X 22.49   X   O 23.76   X  23.76 

7 5   510
  X 20.13   X   X   X   O  20.13 

8 4   509
  O 18.63   O 19.12   O   O  19.12 

9 2   324
  O   O 16.35  16.35 

1    54

3   488
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