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第６９回 長野県陸上競技伊那大会 

記録集 
 

 

期  日： 平成 28年 5月 3日（火・憲法記念日） 

主  催： （一財）長野陸上競技協会・伊那市・伊那市教育委員会 

      伊那市体育協会・上伊那陸上競技協会 

主  管： 上伊那陸上競技協会 

会  場： 伊那市陸上競技場（202030） 

審 判 長： 有賀 保義（ﾄﾗｯｸ）、遠山 正洋（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）、熊谷 賢二（招集所） 

記録主任： 竹内 秀樹 

 

 

■ この大会で樹立された記録 

月日 種目 予・決 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

5/3 ４×１００ｍＲ 決 49.49 
今井・臼井 

小林・菅沼 
女子 東海大諏訪高 49.99 大会新 

 

 

 

■グラウンドコンディション 

 
月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 計測場所 

 5月 3日 

 9:00 晴れ 東 0.3 21.0 26.0 

  

10:00 曇り 南東 4.2 22.0 22.0 

11:00 曇り 南東 6.7 22.0 20.0 

12:00 曇り 南 4.7 23.0 20.0 

13:00 曇り 南東 4.6 23.0 20.0 

14:00 曇り 南東 3.1 23.0 20.0 

15:00 曇り 南 2.6 22.0 20.0 

 

 



第６９回長野県陸上競技伊那大会                                                  
主催　長野陸上競技協会、伊那市、伊那市教育委員会                                
　　　伊那市体育協会、上伊那陸上競技協会                                        

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
05/03 女子  -2.5 宮澤 希(2) 13.14 北原  寧々(2) 13.41 南澤 明音(1) 13.46 上原 千夏(3) 13.49 廣瀬 澄玲(3) 13.54 江崎 奈美(3) 13.64 宮澤 風香(2) 13.70 伯耆原 由花(1) 14.06

１００ｍ 高校･伊那北高 高校･伊那弥生ヶ丘高 一般･松本大 高校･松川高 高校･諏訪二葉高 高校･赤穂高 高校･飯田風越高 一般･松本大
05/03 村松 広捺(3) 58.37 長村 紋(4) 59.93 宮澤 風香(2) 1,03.40 廣瀬 澄玲(3) 1,03.60 上原 千夏(3) 1,04.11 金森 佑奈(1) 1,05.42 桜井 菜緒(3) 1,05.60

４００ｍ 一般･松本大 一般･松本大 高校･飯田風越高 高校･諏訪二葉高 高校･松川高 高校･伊那北高 高校･飯田風越高
05/03 高橋 未来(3) 10,52.75 永山 実来(3) 11,03.39 三村 杏佑夏(2) 11,09.42 宮坂 万理(2) 11,37.88 三井 咲良(2) 11,47.12 仲田 ほの(1) 12,15.32 小池 碧桜(1) 12,19.24 酒井 美優(3) 12,20.45

３０００ｍ 高校･上伊那農高 高校･飯田高 高校･諏訪二葉高 高校･諏訪清陵高 高校･諏訪清陵高 高校･飯田風越高 高校･松川高 高校･伊那西高
05/03 前田 花奈(3) 15.77 宮澤 希(2) 16.34 樋屋 彩(3) 17.54 宮崎 真衣奈(3) 17.76 三澤 葵(3) 18.25 渡邉 希(1) 19.20 榊山 莉帆(3) 19.27 塚田 知香(3) 20.00

100mH(0.838m) 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那北高 高校･伊那北高 高校･飯田風越高 高校･飯田高 一般･松本大 高校･飯田女子高 高校･創造学園高
05/03 奥田 藍美(2) 1.50 村松 明日見(3) 1.45 樋口 朋果(3) 高校･岡谷東高 1.40 井口 恵(2) 1.30

走高跳 高校･赤穂高 高校･飯田高 北原 沙希(1) 高校･飯田風越高 高校･下伊那農業高
05/03 佐々木 果穂(2) 1.80

棒高跳 高校･飯田風越高
05/03 長澤 妙(3) 5.18(+3.7) 髙見 李那(3) 5.05(+5.0) 関 理帆(3) 4.81(+1.0) 深江 愛美(2) 4.60(+3.0) 繁田 奈々世(1)4.45(+1.2) 今村 月愛(2) 4.30(+3.0) 住吉 遥夏(2) 4.26(+3.4) 名取 奈々海(2)4.22(+4.8)

走幅跳 高校･諏訪清陵高 高校･諏訪二葉高 高校･赤穂高 高校･諏訪二葉高 高校･諏訪清陵高 高校･下伊那農業高 高校･下伊那農業高 高校･諏訪清陵高
05/03 細井 友香(3) 10.29 巾 こと美(1) 10.28 藤本 優佳(1) 9.16 岩下 早紀(3) 8.72 小野 智子 8.71 竹内 乃亜(2) 7.44 前田 花奈(3) 6.62

砲丸投(4.000kg) 高校･伊那西高 高校･木曽青峰高 高校･木曽青峰高 高校･松商学園高 一般･上伊那郡陸協 高校･飯田女子高 高校･伊那弥生ヶ丘高
05/03 細井 友香(3) 29.55 北原 遥香(3) 27.51 溝尾 里菜(3) 22.75 藤本 優佳(1) 22.71 岩崎 紗佑美(3) 21.65 古畑 桃子(1) 20.28 清水 希(2) 18.73 酒井 麗(3) 18.42

円盤投(1.000kg) 高校･伊那西高 高校･上伊那農高 高校･岡谷東高 高校･木曽青峰高 高校･阿南高 高校･木曽青峰高 高校･岡谷東高 高校･伊那西高
05/03 北野 緋菜(1) 29.60 三澤 葵(3) 29.11 桜井 菜緒(3) 22.13 小池 雅絵(2) 20.49 小池 美穂(3) 20.37 本田 梨音(2) 20.17 酒井 茜(3) 20.07 北原 凪紗(2) 17.85

やり投(0.600kg) 高校･阿南高 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･下伊那農業高 高校･下伊那農業高 高校･赤穂高 高校･赤穂高 高校･赤穂高
05/03 東海大諏訪高       49.49 伊那北高       51.31 赤穂高       52.79 伊那弥生ヶ丘高      53.30 飯田女子高       54.71 松川高       55.40 下伊那農業高       55.91 創造学園高       58.08

４×１００ｍＲ 今井 希生(1) GR 熊谷 早恵(2) 氣賀澤 柚希(2) 前田 花奈(3) 竹内 乃亜(2) 原田 未朱(1) 今村 月愛(2) 塚田 知香(3)
臼井 美紅(2) 河野 恵理子(3) 江崎 奈美(3) 北原  寧々(2) 榊山 莉帆(3) 上原 千夏(3) 山口 穂菜美(2) 堤 向日葵(2)
小林 叶音(1) 鈴木 みのり(3) 朝日 りおん(2) 髙橋  光(2) 田中 優(2) 小池 碧桜(1) 倉澤 まりあ(2) 伊藤 鈴花(2)
菅沼 美風(2) 宮澤 希(2) 長谷川 未来(3) 両角  あずさ(2) 熊谷 汐乃(1) 牧野 明日香(1) 井口 恵(2) 宮坂 梨乃(1)

05/03 中学女子  -1.6 北沢 栞(2) 12.99 唐澤 花実(3) 13.12 宮下 真弥(3) 13.64 安坂 侑莉菜(3) 13.71 友田 有紀(3) 13.73 伊藤 優凪(2) 13.76 伏見 怜奈(2) 13.88 星野 陽花里(2) 13.92
１００ｍ 中学･三郷中 中学･赤穂中 中学･豊丘中 中学･安曇野かけっこ 中学･伊那東部中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･三郷中 中学･春富中

05/03 千葉 麻里子(2) 2,25.60 瀬戸 郁美(2) 2,32.62 五味 叶花(2) 2,32.79 木下  利奈(2) 2,32.98 五味 礼羽(3) 2,33.48 藤森 恵弥子(2) 2,34.07 宮澤 紅葉(3) 2,34.83 大槻 美亜(3) 2,35.06
８００ｍ 中学･飯田西中 中学･辰野中 中学･富士見中 中学･赤穂中 中学･原中 中学･上諏訪中 中学･辰野中 中学･箕輪中

05/03 大前 歌音(2) 16.40 垣内 鈴(3) 16.96 池野 佳帆(2) 17.53 林 知世(3) 18.19 酒井 歩美(3) 18.47 金子 結香(2) 18.64 松村 美咲(2) 18.90 柳澤 結月(2) 19.45
100mH(0.762m) 中学･春富中 中学･箕輪中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･箕輪中 中学･岡谷西部中 中学･伊那中 中学･赤穂中 中学･三郷中

05/03 倉品 愛美(3) 1.48 花岡 瑚徒(3) 1.45 今井 歌乃(3) 1.40 林 千尋(3) 1.40 上條 琴葉(3) 1.35 原 萌夏(3) 1.25 萩原 優紀(3) 1.25 武舎 ひかる(3) 1.15
走高跳 中学･岡谷西部中 中学･岡谷西部中 中学･箕輪中 中学･伊那中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･緑ヶ丘中 中学･岡谷西部中

平島 麻衣(3)
中学･南箕輪中

05/03 飯島 葵(3) 2.60 田中 志野(3) 2.40 清水 日瑶莉(3) 2.40 北原 きらら(3) 中学･箕輪中 2.20
棒高跳 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･原中 山田 都子(3) 中学･伊那東部中

05/03 唐澤 純夏(3) 4.88(+2.1) 宮澤 香音(2) 4.80(+3.9) 北原 小遥(1) 4.70(+1.2) 望月 彩加(3) 4.68(+1.0) 北岡 依生希(2)4.62(+1.7) 伊藤 鈴音(3) 4.58(+1.0) 中島 愛(3) 4.46(+0.4) 小久保 茉耶(3)4.42(+1.5)
走幅跳 中学･赤穂中 中学･高森中 中学･伊那AC 中学･豊科北中 中学･伊那東部中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･緑ヶ丘中 中学･緑ヶ丘中

05/03 田近 嵯季(2) 10.87 溝口 佳歩(3) 10.72 髙山 梨帆(3) 8.22 下川 彩乃(3) 7.94 櫻本 奈々(3) 7.82 小牧 理瑛(2) 7.72 溝尾 茉優(2) 7.59 片柳 裕菜(2) 7.19
砲丸投(2.721kg) 中学･王滝中 中学･王滝中 中学･箕輪中 中学･仁科台中 中学･富士見中 中学･春富中 中学･辰野中 中学･塩尻広陵中

05/03 豊科北中       52.74 赤穂中       52.79 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       53.88 伊那中(A)       54.57 箕輪中       55.10 春富中       55.15 南箕輪中       55.90
４×１００ｍＲ 金澤 実佑(2) 森脇 涼羽(2) 池野 佳帆(2) 百瀬 果奈(3) 加藤 ほのか(3) 小牧 理瑛(2) 有賀 萌奈(2)

津幡 祐衣(2) 唐澤 花実(3) 伊藤 鈴音(3) 林 千尋(3) 林 知世(3) 小松 葉月(3) 上田 陽菜(3)
望月 彩加(3) 中嶋 杏彩(3) 上原 萌(2) 金子 結香(2) 小山 礼華(3) 大前 歌音(2) 酒井 美玲(2)
木村 実夢(2) 唐澤 純夏(3) 伊藤 優凪(2) 小平 夢加(3) 加藤 こころ(3) 星野 陽花里(2) 平島 麻衣(3)



予選 5月3日 10:15
決勝 5月3日 13:35

長野県新            11.56
大会新  (GR )       12.23

[ 1組] 風速 -2.5 [ 2組] 風速 -1.9

 1 宮澤 希(2) 高校     13.10 q  1 上原 千夏(3) 高校     13.36 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高 ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高

 2 廣瀬 澄玲(3) 高校     13.50 q  2 伯耆原 由花(1) 一般     13.85 q
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉高 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 松本大

 3 江崎 奈美(3) 高校     13.85 q  3 金森 佑奈(1) 高校     14.04 
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂高 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 4 倉澤 まりあ(2) 高校     14.24  4 髙橋  光(2) 高校     14.44 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ 下伊那農業高 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那弥生ヶ丘高

 5 牧野 明日香(1) 高校     14.34 山田 花菜(3) 高校
ﾏｷﾉ  ｱｽｶ 松川高 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 諏訪清陵高

 6 名取 奈々海(2) 高校     15.02 佐藤 茜(1) 高校
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高 ｻﾄｳ ｱｶﾈ 箕輪進修高
小林 紗耶加(1) 高校 中山 ほのか(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上伊那農高 ﾅｶﾔﾏ ﾎﾉｶ 飯田女子高

[ 3組] 風速 -2.3 [ 4組] 風速 -5.5

 1 南澤 明音(1) 一般     13.35 q  1 長谷川 未来(3) 高校     14.00 
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ｱｶﾈ 松本大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 赤穂高

 2 北原  寧々(2) 高校     13.62 q  2 河野 恵理子(3) 高校     14.39 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高 ｺｳﾉ ｴﾘｺ 伊那北高

 3 宮澤 風香(2) 高校     13.77 q  3 熊谷 汐乃(1) 高校     14.70 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高 ｸﾏｶﾞｲ  ｼｵﾉ 飯田女子高

 4 氣賀澤 柚希(2) 高校     13.91  4 菅沼 真洸(1) 一般     14.93 
ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 赤穂高 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大

 5 川上 由華(2) 高校     13.97  5 山口 穂菜美(2) 高校     15.47 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 下伊那農業高

 6 深江 愛美(2) 高校     14.46  6 向山 弥那(1) 高校     15.98 
ﾌｶｴ ｱﾐ 諏訪二葉高 ﾑｶｲﾔﾏ ﾐﾅ 高遠高
清水 詩乃(2) 高校 松村 紫乃(1) 高校
ｼﾐｽﾞ ｼﾉ 伊那西高 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ 飯田風越高

風速 -2.5

 1 宮澤 希(2) 高校     13.14 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高

 2 北原  寧々(2) 高校     13.41 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高

 3 南澤 明音(1) 一般     13.46 
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ｱｶﾈ 松本大

 4 上原 千夏(3) 高校     13.49 
ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高

 5 廣瀬 澄玲(3) 高校     13.54 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉高

 6 江崎 奈美(3) 高校     13.64 
ｴｻﾞｷ ﾅﾐ 赤穂高

 7 宮澤 風香(2) 高校     13.70 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 8 伯耆原 由花(1) 一般     14.06 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 松本大

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 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   273

6    97

2  2054

8   349

3   483

7   243
欠場

順 ﾚｰﾝ

4   384

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   403

4     7

5   290

2   297

3  2049
欠場

7   217
欠場

8   441
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
6     6

4   298

7   107

8   447

5   354

3   328
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
3   344

2  2051

8   272

2   437

6     2

7   485

4   252

5   456
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   273

8   298

4     6

5   403

6    97

2   349

7   447

1     7



予選 5月3日 11:05
決勝 5月3日 13:50

長野県新            54.56
大会新  (GR )       58.16

[ 1組] [ 2組]

 1 廣瀬 澄玲(3) 高校   1,04.06 q  1 長村 紋(4) 一般     59.83 q
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉高 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 2 柏原 千夏(3) 高校   1,05.67  2 髙見 李那(3) 高校   1,02.76 q
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾁﾅﾂ 上伊那農高 ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉高

 3 牧野 明日香(1) 高校   1,05.73  3 宮澤 風香(2) 高校   1,04.20 q
ﾏｷﾉ  ｱｽｶ 松川高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 4 野崎 優奈(2) 高校   1,07.79  4 原田 未朱(1) 高校   1,05.84 
ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田風越高 ﾊﾗﾀﾞ  ﾐｼｭ 松川高

 5 両角  あずさ(2) 高校   1,09.25  5 堀内 智加(3) 高校   1,09.56 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ 伊那弥生ヶ丘高 ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 赤穂高

 6 宮坂 梨乃(1) 高校   1,12.59  6 小椋 万柚(2) 高校   1,10.71 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 創造学園高 ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高
唐澤 季里(3) 高校
ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 諏訪清陵高

[ 3組] [ 4組]

 1 村松 広捺(3) 一般     59.24 q  1 金森 佑奈(1) 高校   1,04.40 q
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 2 上原 千夏(3) 高校   1,04.51 q  2 桜井 菜緒(3) 高校   1,05.03 q
ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高 ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高

 3 北原  寧々(2) 高校   1,05.71  3 髙橋  光(2) 高校   1,10.30 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ 伊那弥生ヶ丘高

 4 熊谷 早恵(2) 高校   1,06.40  4 諏訪 春乃(2) 高校   1,15.25 
ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ 伊那北高 ｽﾜ ﾊﾙﾉ 諏訪清陵高

 5 相良 琴美(2) 高校   1,12.44 高橋 結子(2) 高校
ｻｶﾞﾗ ｺﾄﾐ 諏訪清陵高 ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 諏訪二葉高
朝日 りおん(2) 高校 上原 萌花(2) 高校
ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂高 ｳｴﾊﾗ ﾓｴｶ 岡谷東高

 1 村松 広捺(3) 一般     58.37 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大

 2 長村 紋(4) 一般     59.93 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 3 宮澤 風香(2) 高校   1,03.40 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ 飯田風越高

 4 廣瀬 澄玲(3) 高校   1,03.60 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉高

 5 上原 千夏(3) 高校   1,04.11 
ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ 松川高

 6 金森 佑奈(1) 高校   1,05.42 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 伊那北高

 7 桜井 菜緒(3) 高校   1,05.60 
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高
髙見 李那(3) 高校
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉高

女子

４００ｍ            

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 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    97

6   242

3  1988

7   384

5   446

2  2048
欠場

順 ﾚｰﾝ

8   299

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5     4

4    98

3   447

7   382

6   347

2   410

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4     3

6   403

2   298

5   275

3  2055

7   353
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   290

7   468

3   297

2  2052

5   103
欠場

6   146
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6     3

5     4

7   447

3    97

2   403

8   290

1   468

欠場
4    98



決勝 5月3日 10:50

長野県新          9,11.58
大会新  (GR )    10,06.25

 1 高橋 未来(3) 高校  10,52.75 
ﾀｶﾊｼ ﾐｸ 上伊那農高

 2 永山 実来(3) 高校  11,03.39 
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｸ 飯田高

 3 三村 杏佑夏(2) 高校  11,09.42 
ﾐﾑﾗ ｱﾕｶ 諏訪二葉高

 4 宮坂 万理(2) 高校  11,37.88 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 諏訪清陵高

 5 三井 咲良(2) 高校  11,47.12 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 諏訪清陵高

 6 仲田 ほの(1) 高校  12,15.32 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 飯田風越高

 7 小池 碧桜(1) 高校  12,19.24 
ｺｲｹ  ﾐｵ 松川高

 8 酒井 美優(3) 高校  12,20.45 
ｻｶｲ ﾐﾕ 伊那西高

 9 座光寺 未来(2) 高校  12,48.57 
ｻﾞｺｳｼ ﾐｸ 飯田女子高

10 森本 恵生(2) 高校  12,57.50 
ﾓﾘﾓﾄ ｴﾐ 飯田風越高

11 平澤 優佳(1) 高校  13,41.01 
ﾋﾗｻﾜ  ﾕｶ 松川高
上原 舞(3) 高校
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 諏訪清陵高
伊藤 美咲(3) 高校
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 伊那西高

女子

３０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   241

6   416

4   108

11  2056

3  2053

12   459

5   383

10   336

1   444

2   448

8   335
欠場

13   385

7  2046
欠場



決勝 5月3日 12:25

長野県新            13.81
大会新(GR)          15.21

[ 1組] 風速 -3.0 [ 2組] 風速 -3.0

 1 宮崎 真衣奈(3) 高校     17.76  1 前田 花奈(3) 高校     15.77 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 2 榊山 莉帆(3) 高校     19.27  2 宮澤 希(2) 高校     16.34 
ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ 飯田女子高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 伊那北高

 3 塚田 知香(3) 高校     20.00  3 樋屋 彩(3) 高校     17.54 
ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 創造学園高 ﾋｵｸ ｱﾔ 伊那北高

 4 池戸 日彩(2) 高校     20.53  4 三澤 葵(3) 高校     18.25 
ｲｹﾄﾞ ﾋｲﾛ 飯田女子高 ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高

 5 堤 向日葵(2) 高校     21.90  5 渡邉 希(1) 一般     19.20 
ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 創造学園高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大

   1 前田 花奈(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高     15.77 (-3.0)   2   1
   2 宮澤 希(2) 高校 伊那北高     16.34 (-3.0)   2   2
   3 樋屋 彩(3) 高校 伊那北高     17.54 (-3.0)   2   3
   4 宮崎 真衣奈(3) 高校 飯田風越高     17.76 (-3.0)   1   1
   5 三澤 葵(3) 高校 飯田高     18.25 (-3.0)   2   4
   6 渡邉 希(1) 一般 松本大     19.20 (-3.0)   2   5
   7 榊山 莉帆(3) 高校 飯田女子高     19.27 (-3.0)   1   2
   8 塚田 知香(3) 高校 創造学園高     20.00 (-3.0)   1   3
   9 池戸 日彩(2) 高校 飯田女子高     20.53 (-3.0)   1   4
  10 堤 向日葵(2) 高校 創造学園高     21.90 (-3.0)   1   5

女子

１００ｍＨ(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

  438

4   467

3   423

2  1987

順 ﾚｰﾝ No.

6  1985

5   415

所属名 記録／備考
4   296

6   273

3     5

2   288

5

タイムレース結果

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  296
  273
  288
  467
  415
    5

 1987

  423
 1985
  438



決勝 5月3日 15:30

長野県新            47.82
大会新  (GR )       49.99

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 東海大諏訪高    33 今井 希生(1)     49.49  1   6 赤穂高   354 氣賀澤 柚希(2)     52.79 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｲﾏｲ ｷｷ 大会新 ｱｶﾎｺｳ ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
   30 臼井 美紅(2)   349 江崎 奈美(3)

ｳｽｲ ﾐｸ ｴｻﾞｷ ﾅﾐ
   31 小林 叶音(1)   353 朝日 りおん(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ ｱｻﾋ ﾘｵﾝ
   29 菅沼 美風(2)   344 長谷川 未来(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ
 2   6 伊那北高   275 熊谷 早恵(2)     51.31  2   3 伊那弥生ヶ丘高   296 前田 花奈(3)     53.30 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｸﾏｶﾞｲ ｻｴ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ
  272 河野 恵理子(3)   298 北原  寧々(2)

ｺｳﾉ ｴﾘｺ ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ
  287 鈴木 みのり(3)   297 髙橋  光(2)

ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾘ
  273 宮澤 希(2)   299 両角  あずさ(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｽﾞｻ
 3   2 松川高   382 原田 未朱(1)     55.40  3   4 飯田女子高   443 竹内 乃亜(2)     54.71 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾊﾗﾀﾞ  ﾐｼｭ ｲｲﾀﾞｼﾞｮｼｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾉｱ
  403 上原 千夏(3)   423 榊山 莉帆(3)

ｳｴﾊﾗ  ﾁﾅﾂ ｻｶｷﾔﾏ ﾘﾎ
  383 小池 碧桜(1)   445 田中 優(2)

ｺｲｹ  ﾐｵ ﾀﾅｶ ﾕｳ
  384 牧野 明日香(1)   437 熊谷 汐乃(1)

ﾏｷﾉ  ｱｽｶ ｸﾏｶﾞｲ  ｼｵﾉ
 4   5 創造学園高  1985 塚田 知香(3)     58.08  4   2 下伊那農業高   482 今村 月愛(2)     55.91 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ ｼﾓｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ
 1987 堤 向日葵(2)   485 山口 穂菜美(2)

ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ
 1986 伊藤 鈴花(2)   483 倉澤 まりあ(2)

ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ
 1988 宮坂 梨乃(1)   481 井口 恵(2)

ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ
  4 飯田風越高   446 野崎 優奈(2)   5 諏訪二葉高

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾅ 失格 ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ 欠場
  467 宮崎 真衣奈(3) (R1 2-3)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ
  449 佐々木 果穂(2)

ｻｻｷ ｶﾎ
  447 宮澤 風香(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
  3 諏訪清陵高

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ 欠場

   1 東海大諏訪高     49.49 大会新 今井 希生(1) 臼井 美紅(2) 小林 叶音(1) 菅沼 美風(2)   1   1
   2 伊那北高     51.31 熊谷 早恵(2) 河野 恵理子(3) 鈴木 みのり(3) 宮澤 希(2)   1   2
   3 赤穂高     52.79 氣賀澤 柚希(2) 江崎 奈美(3) 朝日 りおん(2) 長谷川 未来(3)   2   1
   4 伊那弥生ヶ丘高     53.30 前田 花奈(3) 北原  寧々(2) 髙橋  光(2) 両角  あずさ(2)  2   2
   5 飯田女子高     54.71 竹内 乃亜(2) 榊山 莉帆(3) 田中 優(2) 熊谷 汐乃(1)   2   3
   6 松川高     55.40 原田 未朱(1) 上原 千夏(3) 小池 碧桜(1) 牧野 明日香(1)   1   3
   7 下伊那農業高     55.91 今村 月愛(2) 山口 穂菜美(2) 倉澤 まりあ(2) 井口 恵(2)   2   4
   8 創造学園高     58.08 塚田 知香(3) 堤 向日葵(2) 伊藤 鈴花(2) 宮坂 梨乃(1)   1   4

所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

女子

４×１００ｍＲ      

決勝

タイムレース結果

順位



決勝 5月3日 14:40

長野県新             1.81
大会新(GR)           1.65

1m65 1m68
奥田 藍美(2) 高校 - - O XO O XO XXX
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 赤穂高
村松 明日見(3) 高校 - - O O XO XXX
ﾑﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 飯田高
樋口 朋果(3) 高校 - O O O XXX
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 岡谷東高
北原 沙希(1) 高校 - - O O XXX
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田風越高
井口 恵(2) 高校 - XXO XXX
ｲｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 下伊那農業高
渡邉 友香(3) 高校 - XXX 記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 赤穂高
鈴木 みのり(3) 高校 - - - - - - - XXX 記録なし
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ 伊那北高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m20 1m30 1m45 1m50 1m53 1m56 1m59 1m62

1 5   351
 1.50

記録
1m35 1m40

2 4   418
 1.45

3 3   144
 1.40

3 6   458
 1.40

5 2   481
 1.30

1   345

7   287



決勝 5月3日  9:00

長野県新             4.01
大会新(GR)           3.90

佐々木 果穂(2) 高校
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2m20 備考1m80 2m00
1 1   449

XXO XXX  1.80



決勝 5月3日 12:00

長野県新             6.41
大会新(GR)           5.61

長澤 妙(3) 高校    X    X   5.18   3.33   5.16    X    5.18 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 諏訪清陵高   +3.7   +3.8   +3.9    +3.7
髙見 李那(3) 高校    X   5.05    -    X    X    X    5.05 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉高   +5.0    +5.0
関 理帆(3) 高校    X   4.81   4.41   4.21   4.57   4.45    4.81 
ｾｷ ﾘﾎ 赤穂高   +1.0   +2.0   +1.7   +5.5   +3.2    +1.0
深江 愛美(2) 高校   4.52   4.57   3.05   4.19   4.60   4.44    4.60 
ﾌｶｴ ｱﾐ 諏訪二葉高   +5.5   +2.4   +1.6   +1.7   +3.0   +2.9    +3.0
繁田 奈々世(1) 高校   4.28   4.21   4.30   4.32   4.34   4.45    4.45 
ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ 諏訪清陵高   +0.4   +4.1   +1.6   +0.4   +3.3   +1.2    +1.2
今村 月愛(2) 高校   3.94   3.98   4.14   4.22   3.97   4.30    4.30 
ｲﾏﾑﾗ ﾂｷｴ 下伊那農業高   +3.3   +2.1   +1.6   +0.8   +3.4   +3.0    +3.0
住吉 遥夏(2) 高校   3.82   4.09   3.96   4.26   4.00   3.76    4.26 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 下伊那農業高   +4.3   +3.2   +2.5   +3.4   +3.1   +3.5    +3.4
名取 奈々海(2) 高校   4.19   4.22   3.87   3.92   3.86   3.99    4.22 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高   +5.8   +4.8   +1.0   +2.3   +1.7   +1.5    +4.8
北野 緋菜(1) 高校    X    X   4.02    4.02 
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南高   +3.4    +3.4
田中 優(2) 高校   3.24   3.71   3.67    3.71 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 飯田女子高   +2.6   +2.3   +2.7    +2.3
宮崎 真衣奈(3) 高校    X    / 途中棄権
ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｲﾅ 飯田風越高
小池 美穂(3) 高校 欠場
ｺｲｹ ﾐﾎ 下伊那農業高
守屋 綺乃(3) 高校 欠場
ﾓﾘﾔ ｱﾔﾉ 伊那西高

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 13  2047

-5-

2 12    98

3 11   346

4 8   107

5 6  2058

6 4   482

7 3   486

8 7  2054

5   322

9 9   547

10 1   445

10   467

2   490



決勝 5月3日 12:30

長野県新            13.70
大会新(GR)          11.53

細井 友香(3) 高校
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
巾 こと美(1) 高校
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰高
藤本 優佳(1) 高校
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰高
岩下 早紀(3) 高校
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松商学園高
小野 智子 一般
ｵﾉ ﾄﾓｺ 上伊那郡陸協
竹内 乃亜(2) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田女子高
前田 花奈(3) 高校
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 伊那弥生ヶ丘高
吉田  みさき(2) 高校 欠場
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 8   334

10.10  9.84   X 10.29 10.16 10.19  10.29 

2 7  1571
 9.60  9.06  9.83  9.29  9.12 10.28  10.28 

3 6  1570
 9.16  9.16  8.92  8.91  8.95  8.55   9.16 

4 5  1933
 6.91  8.32  8.72  8.55  8.54   X   8.72 

5 4     8
 8.04  8.71  8.66  8.49  8.33  8.03   8.71 

6 3   443
  X  7.40  6.81  7.40  7.44  7.42   7.44 

7 1   296
 6.23   X  6.62

2   300

  X  5.61  6.59   6.62 



決勝 5月3日 10:30

長野県新            45.73
大会新(GR)          40.04

細井 友香(3) 高校
ﾎｿｲ ﾕｳｶ 伊那西高
北原 遥香(3) 高校
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 上伊那農高
溝尾 里菜(3) 高校
ﾐｿﾞｵ ﾘﾅ 岡谷東高
藤本 優佳(1) 高校
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 木曽青峰高
岩崎 紗佑美(3) 高校
ｲﾜｻｷ ｻﾕﾐ 阿南高
古畑 桃子(1) 高校
ﾌﾙﾊﾀ ﾓﾓｺ 木曽青峰高
清水 希(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東高
酒井 麗(3) 高校
ｻｶｲ ﾚｲ 伊那西高

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 8   334

  X   X 23.24   X 29.55   O  29.55 

2 7   240
27.51   O   O   O   O   O  27.51 

3 5   145
22.75   O   O   O   O   X  22.75 

4 6  1570
21.30   O   O   O 22.71   O  22.71 

5 4   546
  O   O 21.65   O   X   X  21.65 

6 1  1568
  O   O 18.97   O 20.28   O  20.28 

7 3   147
18.73   X   O

8 2   323
  O   O 17.63  18.42   X   O 18.42

  X   X   O  18.73 



決勝 5月3日 14:00

長野県新            57.17
大会新(GR)          45.10

北野 緋菜(1) 高校
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 阿南高
三澤 葵(3) 高校
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 飯田高
桜井 菜緒(3) 高校
ｻｸﾗｲ ﾅｵ 飯田風越高
小池 雅絵(2) 高校
ｺｲｹ ﾏｻｴ 下伊那農業高
小池 美穂(3) 高校
ｺｲｹ ﾐﾎ 下伊那農業高
本田 梨音(2) 高校
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｵﾝ 赤穂高
酒井 茜(3) 高校
ｻｶｲ ｱｶﾈ 赤穂高
北原 凪紗(2) 高校
ｷﾀﾊﾗ ﾅｷﾞｻ 赤穂高
伊藤 鈴花(2) 高校
ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 創造学園高
知久 遥紀(2) 高校
ﾁｸ ﾊﾙｷ 飯田女子高
巾 こと美(1) 高校 欠場
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 木曽青峰高
吉田  みさき(2) 高校 欠場
ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 伊那弥生ヶ丘高

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2   547

  O 24.75   O   O   O 29.60  29.60 

2 11   415
28.07   O   O 29.11   O   O  29.11 

3 7   468
22.11   O   O   O   O 22.13  22.13 

4 1   484
  X   O 17.60   O   O 20.49  20.49 

5 9   490
  O 20.37   O   O   X   X  20.37 

6 4   350
  O   X 20.17   O   X   O  20.17 

7 6   343
  X 20.07   O   O   O   O  20.07 

8 5   352
  O 17.85   X   O   X   O  17.85 

9 8  1986
  O 16.77   O  16.77 

10 3   440
  O   O 16.47  16.47 

10  1571

12   300



予選 5月3日  9:25
決勝 5月3日 13:40

県中学新            12.05
大会新  (GR )       12.36

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -1.0

 1 北沢 栞(2) 中学     13.49 q  1 宮下 真弥(3) 中学     13.61 q
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 三郷中 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中

 2 中嶋 杏彩(3) 中学     14.17  2 坂口 瑞季(2) 中学     14.10 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 赤穂中 ｻｶｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 安曇野かけっこ

 3 中城 美佳(2) 中学     14.29  3 笠原 萌愛(3) 中学     14.62 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ 駒ヶ根東中 ｶｻﾊﾗ ﾓｴ 豊科北中

 4 北原 小遥(1) 中学     14.75  4 牧内 沙樹(3) 中学     14.68 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 伊那AC ﾏｷｳﾁ ｻｷ 緑ヶ丘中

 5 菅沼 望子(3) 中学     14.96  5 竹村 彩也香(2) 中学     14.73 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中 ﾀｹﾑﾗ  ｻﾔｶ 駒ヶ根東中

 6 田中 麻由(2) 中学     15.18  6 吉澤 芽衣(1) 中学     14.81 
ﾀﾅｶ ﾏﾕ 塩尻広陵中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 伊那AC

 7 小澤 沙永子(3) 中学     15.45  7 松崎 紫月(2) 中学     15.83 
ｵｻﾞﾜ ｻｴｺ 岡谷北部中 ﾏﾂｻﾞｷ ｼｽﾞｷ 塩尻広陵中

 8 中島 叶絢(2) 中学     16.79  8 高見澤 美香(2) 中学     16.25 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉｱ 岡谷西部中 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾐｶ 伊那中

[ 3組] 風速 -2.3 [ 4組] 風速 -1.2

 1 伏見 怜奈(2) 中学     13.70 q  1 星野 陽花里(2) 中学     13.79 q
ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ 三郷中 ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 春富中

 2 伊藤 優凪(2) 中学     13.73 q  2 森脇 涼羽(2) 中学     14.13 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂中

 3 石井 涼(3) 中学     14.53  3 上原 萌(2) 中学     14.38 
ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ 高森中 ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 有賀 萌奈(2) 中学     14.63  4 三澤 菜々美(1) 中学     14.64 
ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ 南箕輪中 ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那AC

 5 加藤 こころ(3) 中学     14.63  5 宮澤 乃愛(2) 中学     14.67 
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｱ 豊科北中

 6 小林 香絵(2) 中学     14.64  6 鮎澤 ののか(3) 中学     15.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 駒ヶ根東中 ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 上諏訪中

 7 小田切 彩乃(3) 中学     15.45  7 中嶋 密(2) 中学     15.66 
ｺﾀｷﾞﾘ  ｱﾔﾉ 宮田中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ 清陵附属中

 8 小林 朋美(2) 中学     15.58  8 北原 さくら(3) 中学     16.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 岡谷西部中 ｷﾀﾊﾗ ｻｸﾗ 伊那東部中

[ 5組] 風速 -2.1 [ 6組] 風速 -2.8

 1 安坂 侑莉菜(3) 中学     13.76 q  1 友田 有紀(3) 中学     13.65 q
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 安曇野かけっこ ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部中

 2 小林 舞香(2) 中学     13.92  2 宮澤 佳蓮(2) 中学     14.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 箕輪中

 3 今村 詩乃(3) 中学     14.41  3 西島 美幸(1) 中学     14.29 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 緑ヶ丘中 ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 百瀬 果奈(3) 中学     14.46  4 丸山 いより(2) 中学     14.38 
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那中 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

 5 瀧澤 美結(2) 中学     14.94  5 吉村 葵(2) 中学     14.75 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾕ 豊科北中 ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 塩尻広陵中

 6 根井 愛佳(2) 中学     15.28  6 有賀 琳瑚(2) 中学     14.90 
ﾈｲ ﾏﾅｶ 中川中 ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷西部中

 7 渡邊 琴音(3) 中学     15.51  7 平出 瑠奈(2) 中学     15.13 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ 伊那東部中 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部中

 8 田間 美羽(2) 中学     15.65 平栗 佳歩(3) 中学
ﾀｻﾞﾏ ﾐｳ 豊丘中 ﾋﾗｸﾞﾘ ｶﾎ 緑ヶ丘中

[ 7組] 風速 -1.8

 1 唐澤 花実(3) 中学     12.99 q
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂中

 2 前田 唯(2) 中学     14.11 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中

 3 小山 礼華(3) 中学     14.51 
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 箕輪中

 4 宮内 萌菜(3) 中学     14.88 
ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 高森中

 5 小牧 理瑛(2) 中学     15.17 
ｺﾏｷ ﾘｴ 春富中

 6 原田 陽菜(3) 中学     15.37 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 長峰中
丸山 来美(2) 中学
ﾏﾙﾔﾏ ｸﾙﾐ 三郷中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4  6727

2  8236

中学女子

１００ｍ            

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

 6477

5  8264

6  5030

1  7600

7  7577

3  8541

8

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
4  8542

3  6663

5  6651

1  8597

6  8253

2  5032

7  6475

8  8084

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
3  6703

4  8620

6  8377

1  8055

5  8023

7  8256

2  8190

8  7576

氏  名 所属名 記録／備考
4  8180

6  8245

2  8621

5  5031

3  6632

8  7708

7  7945

1  8132

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
6  6551

5  7924

4  8608

3  8082

7  6631

1  8313

8  8125

2  8545

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8130

6  7990

8     1

4  8379

2  6479

3  7578

1  7870

7  8595
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8237

6  7712

2  8017

8  8376

4  6731
欠場

7  8162

3  7855



風速 -1.6

 1 北沢 栞(2) 中学     12.99 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 三郷中

 2 唐澤 花実(3) 中学     13.12 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂中

 3 宮下 真弥(3) 中学     13.64 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘中

 4 安坂 侑莉菜(3) 中学     13.71 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 安曇野かけっこ

 5 友田 有紀(3) 中学     13.73 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部中

 6 伊藤 優凪(2) 中学     13.76 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 7 伏見 怜奈(2) 中学     13.88 
ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ 三郷中

 8 星野 陽花里(2) 中学     13.92 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 春富中

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  6727

3  8237

4  8542

1  6551

5  8130

7  8620

8  6703

2  8180



決勝 5月3日 14:00

県中学新          2,13.56
大会新  (GR )     2,22.45

[ 1組] [ 2組]

 1 畠山 陽南(3) 中学   2,48.72  1 中原 彩絵(2) 中学   2,38.42 
ﾊﾀｹﾔﾏ  ﾋﾅ 宮田中 ﾅｶﾊﾗ ｻｴ 春富中

 2 宮内 笑夢(1) 中学   2,50.63  2 松下 朋佳(1) 中学   2,39.66 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 高森中 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ 旭ヶ丘中

 3 茅野 あすか(3) 中学   2,51.24  3 瀧村 彩音(3) 中学   2,44.24 
ﾁﾉ ｱｽｶ 富士見中 ﾀｷﾑﾗ ｱﾔﾈ 駒ヶ根東中

 4 伊藤 菜央(2) 中学   2,54.12  4 清水 里彩子(3) 中学   2,46.34 
ｲﾄｳ ﾅｵ 南箕輪中 ｼﾐｽﾞﾘｻｺ 駒ヶ根東中

 5 松澤 椿皐(3) 中学   2,58.42  5 中平 留李花(2) 中学   2,48.93 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 伊那東部中 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中

 6 有賀 聖菜(2) 中学   3,03.42  6 松崎 紫月(2) 中学   2,49.08 
ｱﾙｶﾞ ｾｲﾅ 南箕輪中 ﾏﾂｻﾞｷ ｼｽﾞｷ 塩尻広陵中

 7 小口 侑寿葉(2) 中学   3,04.87  7 南部 和(2) 中学   2,51.83 
ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 岡谷北部中 ﾅﾝﾌﾞ ﾅｺﾞﾐ 伊那東部中

 8 唐澤 諒子(2) 中学   3,13.84  8 西村 歩華(1) 中学   2,53.30 
ｶﾗｻﾜ ﾘｺ 伊那東部中 ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 高森中

[ 3組] [ 4組]

 1 瀬戸 郁美(2) 中学   2,32.62  1 五味 叶花(2) 中学   2,32.79 
ｾﾄ ｲｸﾐ 辰野中 ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見中

 2 田中 実菜子(3) 中学   2,37.47  2 五味 礼羽(3) 中学   2,33.48 
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 永明中 ｺﾞﾐ ﾕｷﾊ 原中

 3 小平 夢加(3) 中学   2,38.65  3 大槻 美亜(3) 中学   2,35.06 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 伊那中 ｵｵﾂｷ ﾐｱ 箕輪中

 4 寺門 萌々花(3) 中学   2,41.40  4 金子 咲良(3) 中学   2,36.18 
ﾃﾗｶﾄﾞ  ﾓﾓｶ 宮田中 ｶﾈｺ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中

 5 日野 まほろ(3) 中学   2,42.49  5 法嶋 翠(2) 中学   2,38.59 
ﾋﾉ ﾏﾎﾛ 箕輪中 ﾎｳｼﾞﾏ ﾐﾄﾞﾘ 中川中

 6 水野 香帆(1) 中学   2,46.52  6 神部 紫音(3) 中学   2,39.91 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ 鼎中 ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田西中

 7 有賀 由紀恵(3) 中学   3,07.24  7 佐々木 美羽(1) 中学   2,42.07 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷｴ 箕輪中 ｻｻｷ ﾐｳ 鼎中
上條 舞(2) 中学 滝澤 朱莉(2) 中学
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｲ 安曇野かけっこ ﾀｷｻﾞﾜ ｱｶﾘ 駒ヶ根東中

[ 5組]

 1 千葉 麻里子(2) 中学   2,25.60 
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西中

 2 木下  利奈(2) 中学   2,32.98 
ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 赤穂中

 3 藤森 恵弥子(2) 中学   2,34.07 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 上諏訪中

 4 宮澤 紅葉(3) 中学   2,34.83 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野中

 5 高橋  凜(3) 中学   2,46.03 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 赤穂中

 6 戸田 葵(2) 中学   3,01.11 
ﾄﾀﾞ ｱｵｲ 岡谷北部中

 7 百瀬 まゆ(2) 中学   3,04.35 
ﾓﾓｾ ﾏﾕ 岡谷北部中
真野 ひな帆(3) 中学
ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 豊科北中

中学女子

８００ｍ            

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5  8194

6  8383

4  7920

3  8057

8  8136

7  8059

1  7601

2  8139

No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  8179

4  8624

3  8269

7  8268

6  8381

5  6475

2  8140

8  8382

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  7981

4  7785

8  8080

5  8193

6  8012

7  8651

2  8021

1  6662
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7925

1  7895

6  8016

4  8600

2  8314

8  8582

3  8650

7  8251
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8580

7  8244

5  7711

8  7976

1  8238

4  7605

6  7606

3  6653
欠場



   1 千葉 麻里子(2) 中学 飯田西中     2,25.60   5   1
   2 瀬戸 郁美(2) 中学 辰野中     2,32.62   3   1
   3 五味 叶花(2) 中学 富士見中     2,32.79   4   1
   4 木下  利奈(2) 中学 赤穂中     2,32.98   5   2
   5 五味 礼羽(3) 中学 原中     2,33.48   4   2
   6 藤森 恵弥子(2) 中学 上諏訪中     2,34.07   5   3
   7 宮澤 紅葉(3) 中学 辰野中     2,34.83   5   4
   8 大槻 美亜(3) 中学 箕輪中     2,35.06   4   3
   9 金子 咲良(3) 中学 緑ヶ丘中     2,36.18   4   4
  10 田中 実菜子(3) 中学 永明中     2,37.47   3   2
  11 中原 彩絵(2) 中学 春富中     2,38.42   2   1
  12 法嶋 翠(2) 中学 中川中     2,38.59   4   5
  13 小平 夢加(3) 中学 伊那中     2,38.65   3   3
  14 松下 朋佳(1) 中学 旭ヶ丘中     2,39.66   2   2
  15 神部 紫音(3) 中学 飯田西中     2,39.91   4   6
  16 寺門 萌々花(3) 中学 宮田中     2,41.40   3   4
  17 佐々木 美羽(1) 中学 鼎中     2,42.07   4   7
  18 日野 まほろ(3) 中学 箕輪中     2,42.49   3   5
  19 瀧村 彩音(3) 中学 駒ヶ根東中     2,44.24   2   3
  20 高橋  凜(3) 中学 赤穂中     2,46.03   5   5
  21 清水 里彩子(3) 中学 駒ヶ根東中     2,46.34   2   4
  22 水野 香帆(1) 中学 鼎中     2,46.52   3   6
  23 畠山 陽南(3) 中学 宮田中     2,48.72   1   1
  24 中平 留李花(2) 中学 高森中     2,48.93   2   5
  25 松崎 紫月(2) 中学 塩尻広陵中     2,49.08   2   6
  26 宮内 笑夢(1) 中学 高森中     2,50.63   1   2
  27 茅野 あすか(3) 中学 富士見中     2,51.24   1   3
  28 南部 和(2) 中学 伊那東部中     2,51.83   2   7
  29 西村 歩華(1) 中学 高森中     2,53.30   2   8
  30 伊藤 菜央(2) 中学 南箕輪中     2,54.12   1   4
  31 松澤 椿皐(3) 中学 伊那東部中     2,58.42   1   5
  32 戸田 葵(2) 中学 岡谷北部中     3,01.11   5   6
  33 有賀 聖菜(2) 中学 南箕輪中     3,03.42   1   6
  34 百瀬 まゆ(2) 中学 岡谷北部中     3,04.35   5   7
  35 小口 侑寿葉(2) 中学 岡谷北部中     3,04.87   1   7
  36 有賀 由紀恵(3) 中学 箕輪中     3,07.24   3   7
  37 唐澤 諒子(2) 中学 伊那東部中     3,13.84   1   8

タイムレース結果

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 8580
 7981
 7925
 8244
 7895
 7711
 7976
 8016
 8600
 7785
 8179
 8314
 8080
 8624
 8582
 8193
 8650
 8012
 8269
 8238

 7605

 8268
 8651
 8194
 8381
 6475
 8383

 8059

 8139

 7606
 7601
 8021

 7920
 8140
 8382
 8057
 8136



決勝 5月3日 12:35

県中学新            14.54
大会新(GR)          15.71

[ 1組] 風速 -2.0 [ 2組] 風速 -2.3

 1 牧内 沙樹(3) 中学     20.16  1 金子 結香(2) 中学     18.64 
ﾏｷｳﾁ ｻｷ 緑ヶ丘中 ｶﾈｺ ﾕｳｶ 伊那中

 2 小池  美月(3) 中学     20.44  2 松村 美咲(2) 中学     18.90 
ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ 赤穂中 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｻｷ 赤穂中

 3 有賀 恵美(3) 中学     20.80  3 柳澤 結月(2) 中学     19.45 
ｱﾙｶﾞ ｴﾐ 箕輪中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ 三郷中

 4 小田切 すずらん(3)中学     21.03  4 丸山 いより(2) 中学     22.28 
ｺﾀｷﾞﾘ  ｽｽﾞﾗﾝ 宮田中 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森中

 5 五味 桃花(3) 中学     21.24  5 竹松 美南(2) 中学     22.73 
ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ 富士見中 ﾀｹﾏﾂ ﾐﾅﾐ 春富中

 6 後藤 優月(3) 中学     21.58 小平 夢加(3) 中学
ｺﾞﾄｳ  ﾕﾂﾞｷ 宮田中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 伊那中
木下  愛梨(2) 中学 名取 未希(2) 中学
ｷﾉｼﾀ ｱｲﾘ 赤穂中 ﾅﾄﾘ ﾐｷ 富士見中

[ 3組] 風速 -3.1 [ 4組] 風速 -3.3

 1 酒井 歩美(3) 中学     18.47  1 大前 歌音(2) 中学     16.40 
ｻｶｲ ｱﾕﾐ 岡谷西部中 ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 春富中

 2 丸山 実優(2) 中学     19.57  2 垣内 鈴(3) 中学     16.96 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ 豊科北中 ｶｷｳﾁ ﾚｲ 箕輪中

 3 今村 詩乃(3) 中学     19.70  3 池野 佳帆(2) 中学     17.53 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 緑ヶ丘中 ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 小澤 美祐(3) 中学     19.77  4 林 知世(3) 中学     18.19 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ 豊科北中 ﾊﾔｼ ﾁｾ 箕輪中

 5 武舎 ひかる(3) 中学     19.93  5 菅沼 望子(3) 中学     20.10 
ﾑｼｬ ﾋｶﾙ 岡谷西部中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘中

 6 澁谷 果歩(2) 中学     20.20  6 小林 あゆみ(3) 中学     26.81 
ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中
百瀬 果奈(3) 中学
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那中

   1 大前 歌音(2) 中学 春富中     16.40 (-3.3)   4   1
   2 垣内 鈴(3) 中学 箕輪中     16.96 (-3.3)   4   2
   3 池野 佳帆(2) 中学 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     17.53 (-3.3)   4   3
   4 林 知世(3) 中学 箕輪中     18.19 (-3.3)   4   4
   5 酒井 歩美(3) 中学 岡谷西部中     18.47 (-3.1)   3   1
   6 金子 結香(2) 中学 伊那中     18.64 (-2.3)   2   1
   7 松村 美咲(2) 中学 赤穂中     18.90 (-2.3)   2   2
   8 柳澤 結月(2) 中学 三郷中     19.45 (-2.3)   2   3
   9 丸山 実優(2) 中学 豊科北中     19.57 (-3.1)   3   2
  10 今村 詩乃(3) 中学 緑ヶ丘中     19.70 (-3.1)   3   3
  11 小澤 美祐(3) 中学 豊科北中     19.77 (-3.1)   3   4
  12 武舎 ひかる(3) 中学 岡谷西部中     19.93 (-3.1)   3   5
  13 菅沼 望子(3) 中学 豊丘中     20.10 (-3.3)   4   5
  14 牧内 沙樹(3) 中学 緑ヶ丘中     20.16 (-2.0)   1   1
  15 澁谷 果歩(2) 中学 伊那東部中     20.20 (-3.1)   3   6
  16 小池  美月(3) 中学 赤穂中     20.44 (-2.0)   1   2
  17 有賀 恵美(3) 中学 箕輪中     20.80 (-2.0)   1   3
  18 小田切 すずらん(3) 中学 宮田中     21.03 (-2.0)   1   4
  19 五味 桃花(3) 中学 富士見中     21.24 (-2.0)   1   5
  20 後藤 優月(3) 中学 宮田中     21.58 (-2.0)   1   6
  21 丸山 いより(2) 中学 高森中     22.28 (-2.3)   2   4
  22 竹松 美南(2) 中学 春富中     22.73 (-2.3)   2   5
  23 小林 あゆみ(3) 中学 長峰中     26.81 (-3.3)   4   6

中学女子

１００ｍＨ(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
3  8597

5  8239

 8192

6  8026

8  8191

7  8242
失格(T1)

順 ﾚｰﾝ No.

4  7918

2

所属名 記録／備考
4  8083

7  8222

5  6728

3  8379

2  8178

6  8080
欠場

8  7926
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  7574

3  6633

2  8608

5  6650

4  7575

8  8129

 8082
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

5  8011

氏  名 所属名 記録／備考
6  8160

3  8543

7  8018

2  8541

4  7853

タイムレース結果

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

7

備考 組 順位
 8160
 8011
 8543
 8018
 7574
 8083
 8222
 6728
 6633
 8608
 6650
 7575
 8541
 8597
 8129
 8239
 8026
 8191

 8178
 7853

 7918
 8192
 8379



予選 5月3日 13:10
決勝 5月3日 15:25

県中学新            48.17
大会新  (GR )       49.33

[ 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   2 赤穂中  8245 森脇 涼羽(2)     52.81 q  1   4 豊科北中  6635 金澤 実佑(2)     51.97 q

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ
 8237 唐澤 花実(3)  6630 津幡 祐衣(2)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ
 8240 小倉 心音(3)  6654 望月 彩加(3)

ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ
 8233 唐澤 純夏(3)  6636 木村 実夢(2)

ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
 2   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  8543 池野 佳帆(2)     53.93 q  2   7 箕輪中  8022 加藤 ほのか(3)     53.25 q

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲｹﾉ ｶﾎ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
 8641 伊藤 鈴音(3)  8018 林 知世(3)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ﾊﾔｼ ﾁｾ
 8621 上原 萌(2)  8017 小山 礼華(3)

ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
 8620 伊藤 優凪(2)  8023 加藤 こころ(3)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｶﾄｳ ｺｺﾛ
 3   7 高森中  8379 丸山 いより(2)     55.00 q  3   5 伊那中(A)  8082 百瀬 果奈(3)     53.70 q

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ ｲﾅﾁｭｳA ﾓﾓｾ ｶﾅ
 8377 石井 涼(3)  8081 林 千尋(3)

ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
 8376 宮内 萌菜(3)  8083 金子 結香(2)

ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ ｶﾈｺ ﾕｳｶ
 8080 小平 夢加(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ
 4   4 緑ヶ丘中  8597 牧内 沙樹(3)     55.87  4   3 春富中  8162 小牧 理瑛(2)     54.01 q

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾏｷｳﾁ ｻｷ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｺﾏｷ ﾘｴ
 8608 今村 詩乃(3)  8165 小松 葉月(3)

ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ
 8602 小久保 茉耶(3)  8160 大前 歌音(2)

ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
 8610 中島 愛(3)  8180 星野 陽花里(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
 5   8 塩尻広陵中  6475 松崎 紫月(2)     57.37  5   8 南箕輪中  8055 有賀 萌奈(2)     55.59 q

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞｷ ｼｽﾞｷ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ
 6477 田中 麻由(2)  8054 上田 陽菜(3)

ﾀﾅｶ ﾏﾕ ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ
 6476 片柳 裕菜(2)  8058 酒井 美玲(2)

ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ ｻｶｲ ﾐﾚｲ
 6479 吉村 葵(2)  8053 平島 麻衣(3)

ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ
 6   1 辰野中  7981 瀬戸 郁美(2)     58.75  6   6 岡谷西部中  7578 有賀 琳瑚(2)     56.55 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｾﾄ ｲｸﾐ ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ
 7976 宮澤 紅葉(3)  7573 倉品 愛美(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ
 7984 溝尾 茉優(2)  7572 花岡 瑚徒(3)

ﾐｿﾞｵ ﾏﾕ ﾊﾅｵｶ ｺﾄ
 7980 長田 鼓美(2)  7574 酒井 歩美(3)

ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ ｻｶｲ ｱﾕﾐ
 7   5 宮田中  8192 後藤 優月(3)   1,00.08   2 伊那東部中

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ｺﾞﾄｳ  ﾕﾂﾞｷ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ 欠場
 8198 栗林 優実(2)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾐ
 8191 小田切 すずらん(3)

ｺﾀｷﾞﾘ  ｽｽﾞﾗﾝ
 8190 小田切 彩乃(3)

ｺﾀｷﾞﾘ  ｱﾔﾉ
  6 三郷中

ﾐｻﾄﾁｭｳ 欠場

中学女子

４×１００ｍＲ      

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 豊科北中  6635 金澤 実佑(2)     52.74 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ
 6630 津幡 祐衣(2)

ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ
 6654 望月 彩加(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ
 6636 木村 実夢(2)

ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
 2   5 赤穂中  8245 森脇 涼羽(2)     52.79 

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
 8237 唐澤 花実(3)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
 8236 中嶋 杏彩(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ
 8233 唐澤 純夏(3)

ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ
 3   7 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  8543 池野 佳帆(2)     53.88 

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲｹﾉ ｶﾎ
 8641 伊藤 鈴音(3)

ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ
 8621 上原 萌(2)

ｳｴﾊﾗ ﾓｴ
 8620 伊藤 優凪(2)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
 4   6 伊那中(A)  8082 百瀬 果奈(3)     54.57 

ｲﾅﾁｭｳA ﾓﾓｾ ｶﾅ
 8081 林 千尋(3)

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
 8083 金子 結香(2)

ｶﾈｺ ﾕｳｶ
 8080 小平 夢加(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ
 5   4 箕輪中  8022 加藤 ほのか(3)     55.10 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
 8018 林 知世(3)

ﾊﾔｼ ﾁｾ
 8017 小山 礼華(3)

ｺﾔﾏ ｱﾔｶ
 8023 加藤 こころ(3)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ
 6   8 春富中  8162 小牧 理瑛(2)     55.15 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｺﾏｷ ﾘｴ
 8165 小松 葉月(3)

ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ
 8160 大前 歌音(2)

ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
 8180 星野 陽花里(2)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
 7   2 南箕輪中  8055 有賀 萌奈(2)     55.90 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ
 8054 上田 陽菜(3)

ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ
 8058 酒井 美玲(2)

ｻｶｲ ﾐﾚｲ
 8053 平島 麻衣(3)

ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ
  1 高森中  8379 丸山 いより(2)

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 失格
 8377 石井 涼(3) (R1 3-4)

ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ
 8376 宮内 萌菜(3)

ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ
 8378 宮澤 香音(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ

決勝



決勝 5月3日 13:00

県中学新             1.75
大会新  (GR )        1.54

倉品 愛美(3) 中学
ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ 岡谷西部中
花岡 瑚徒(3) 中学
ﾊﾅｵｶ ｺﾄ 岡谷西部中
今井 歌乃(3) 中学
ｲﾏｲ ｶﾉ 箕輪中
林 千尋(3) 中学
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 伊那中
上條 琴葉(3) 中学
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺﾄﾊ 伊那東部中
原 萌夏(3) 中学
ﾊﾗ ﾓｴｶ 伊那東部中
萩原 優紀(3) 中学
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｷ 緑ヶ丘中
武舎 ひかる(3) 中学
ﾑｼｬ ﾋｶﾙ 岡谷西部中
平島 麻衣(3) 中学
ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ 南箕輪中
木村 果蓮(3) 中学
ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ 箕輪中
田中 麻由(2) 中学 途中棄権
ﾀﾅｶ ﾏﾕ 塩尻広陵中
赤羽 稀帆(3) 中学 記録なし
ｱｶﾊﾈ ｷﾎ 箕輪中

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1m30 1m35 備考1m15 1m25 1m40 1m45 1m48 1m50
1 12  7573

- - - O O O XO XXX  1.48

2 11  7572
- - - O O XXO XXX  1.45

3 10  8020
- O O XO XO XXX  1.40

4 3  8081
- - - XXO XXO XXX  1.40

5 7  8137
O O O XO XXX  1.35

6 9  8135
- O XXX  1.25

7 1  8594
O XO XXX  1.25

8 5  7575
O XXX  1.15

8 8  8053
O - - XXX  1.15

10 6  8019
XO XXX  1.15

2  8013
XXX

4  6477
X- - - /



決勝 5月3日  9:00

県中学新             3.10
大会新(GR)           2.80

飯島 葵(3) 中学
ｲｲｼﾞﾏ ｱｵｲ 伊那東部中
田中 志野(3) 中学
ﾀﾅｶ ｼﾉ 伊那東部中
清水 日瑶莉(3) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾋﾖﾘ 原中
北原 きらら(3) 中学
ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 箕輪中
山田 都子(3) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾔｺ 伊那東部中

中学女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録2m20 2m40 備考1m80 2m00 2m60 2m80
1 5  8126

- XO O O O XXX  2.60

2 4  8131
- O O O XXX  2.40

3 3  7896
- O O XO XXX  2.40

4 1  8024
O O O XXX  2.20

4 2  8128
- O O XXX  2.20



決勝 5月3日  9:00

県中学新             5.74
大会新  (GR )        5.17

唐澤 純夏(3) 中学    X   4.64   4.36   4.88   4.76   4.70    4.88 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 赤穂中   +1.1   +3.0   +2.1   +2.1   +3.9    +2.1
宮澤 香音(2) 中学   4.60    X    X   4.80    X    X    4.80 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森中   +0.7   +3.9    +3.9
北原 小遥(1) 中学    X    X   4.54   4.56   4.70   4.55    4.70 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 伊那AC   +0.2   +3.4   +1.2   +1.5    +1.2
望月 彩加(3) 中学   4.40    X    X   4.35   4.68   4.13    4.68 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ 豊科北中    0.0   +1.8   +1.0   +4.6    +1.0
北岡 依生希(2) 中学    X    X   4.62    X    X    X    4.62 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部中   +1.7    +1.7
伊藤 鈴音(3) 中学    X   4.58   4.48    X   4.43   4.43    4.58 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +1.0   +1.5   +1.0   +1.1    +1.0
中島 愛(3) 中学   4.33   4.40   4.46   4.24   4.42   4.38    4.46 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘中   +0.1   +2.8   +0.4   +0.2   +1.5   +2.0    +0.4
小久保 茉耶(3) 中学   4.15   4.31   4.40   4.42   4.39   4.23    4.42 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 緑ヶ丘中   +0.6   +2.3   +3.5   +1.5   +4.0   +3.1    +1.5
吉村 葵(2) 中学   4.38    X    X    4.38 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 塩尻広陵中   -0.8    -0.8
小松 葉月(3) 中学   4.23   4.29   4.31    4.31 
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 春富中   +1.2   +2.7   +0.9    +0.9
吉川 円香(2) 中学    X   4.03   4.17    4.17 
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属中   +1.9   +0.9    +0.9
後藤 玲名(2) 中学    X    X   4.14    4.14 
ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ 豊科北中   +0.9    +0.9
埋橋 優菜(2) 中学   4.04   3.84   4.03    4.04 
ｳｽﾞﾊｼ ﾕｳﾅ 春富中   +1.5   +1.8   +2.2    +1.5
那須野 りさ子(3) 中学    X    X   4.00    4.00 
ﾅｽﾉ ﾘｻｺ 伊那東部中   +1.9    +1.9
眞田 華香(2) 中学   3.44   3.34   3.91    3.91 
ｻﾅﾀﾞ ﾊﾅｶ 赤穂中   +2.1   +1.4   +0.7    +0.7
酒井 美玲(2) 中学   3.76   3.87   3.90    3.90 
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 南箕輪中   +0.3   +0.2   +0.4    +0.4
有賀 希々花(3) 中学   3.74   3.71   3.82    3.82 
ｱﾙｶﾞ  ﾉﾉｶ 宮田中   +1.4   +2.3   +1.2    +1.2
上田 陽菜(3) 中学    X    X   3.79    3.79 
ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ 南箕輪中   +1.0    +1.0
山田 愛莉(2) 中学    X   3.76    X    3.76 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野東部中   +2.2    +2.2
中平 留李花(2) 中学   3.57   3.54   3.72    3.72 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森中   +0.4   +3.3   +1.6    +1.6
小林 朋美(2) 中学   3.39    X   3.45    3.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 岡谷西部中   -1.0   +0.9    +0.9
原田 陽菜(3) 中学    X   3.40    X    3.40 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 長峰中   +1.3    +1.3
戸枝 恵依(2) 中学    X   3.18   3.29    3.29 
ﾄｴﾀﾞ ｹｲ 駒ヶ根東中   +1.6   +1.9    +1.9
藤井 七星(2) 中学   3.09   3.02   3.14    3.14 
ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｾ 豊丘中   +0.3   +3.3   +1.1    +1.1
栗林 優実(2) 中学   2.87   2.90   2.26    2.90 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾐ 宮田中   +0.7   +1.5   +0.8    +1.5
中島 叶絢(2) 中学    X    X   2.74    2.74 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉｱ 岡谷西部中   +2.1    +2.1
加藤 ほのか(3) 中学    X    X    X 記録なし
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 箕輪中
長田 鼓美(2) 中学    X    X    X 記録なし
ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 辰野中
濵 若菜(3) 中学 欠場
ﾊﾏ ﾜｶﾅ 清陵附属中

2121  7980 7980

1919  8022 8022

1414  7943 7943

2626 11  7577 7577

2525 66  8198 8198

2424 44  8546 8546

2323 77  8257 8257

2222 22  7855 7855

2121 33  7576 7576

2020 55  8381 8381

1919 2929  7872 7872

1818 1111  8054 8054

1717 99  8195 8195

1616 1313  8058 8058

1515 88  8243 8243

1414 2323  8133 8133

1313 1010  8181 8181

1212 1515  6634 6634

1111 1616  7946 7946

1010 1717  8165 8165

99 2020  6479 6479

88 1818  8602 8602

77 1212  8610 8610

66 2424  8641 8641

55 2828  8143 8143

44 2727  6654 6654

33 2222  5030 5030

22 2525  8378 8378

備考備考
11 2626  8233 8233

-5--5- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4-氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1-順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

中学女子

走幅跳              走幅跳              

決勝決勝決勝



決勝 5月3日 12:30

県中学新            13.49
大会新  (GR )       12.75

田近 嵯季(2) 中学
ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 王滝中
溝口 佳歩(3) 中学
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 王滝中
髙山 梨帆(3) 中学
ﾀｶﾔﾏ ﾘﾎ 箕輪中
下川 彩乃(3) 中学
ｼﾓｶﾜ ｱﾔﾉ 仁科台中
櫻本 奈々(3) 中学
ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ 富士見中
小牧 理瑛(2) 中学
ｺﾏｷ ﾘｴ 春富中
溝尾 茉優(2) 中学
ﾐｿﾞｵ ﾏﾕ 辰野中
片柳 裕菜(2) 中学
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ 塩尻広陵中
若林 咲理菜(3) 中学
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 箕輪中
平出 雅(2) 中学
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾐﾔﾋﾞ 辰野中
武居 梓(3) 中学
ﾀｹｲ  ｱｽﾞｻ 宮田中
笹尾  美宙(3) 中学
ｻｻｵ ﾐｿﾗ 宮田中
林 千尋(3) 中学 欠場
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 伊那中

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 12  6336

10.63 10.87  9.94  9.07  9.22  9.05  10.87 

2 13  6335
  X  9.25   X 10.48 10.53 10.72  10.72 

3 10  8014
 7.88  8.02  8.15  7.92  8.08  8.22   8.22 

4 11  6917
 7.04  6.92  7.32  7.33  7.91  7.94   7.94 

5 8  7919
 7.78  7.82  7.72  7.57  7.29  6.29   7.82 

6 9  8162
  X  7.14   X  7.64  7.20  7.72   7.72 

7 7  7984
  -  7.37  7.25  7.59  6.91  7.31   7.59 

8 6  6476
 7.19  6.36  6.82  6.39  6.80  7.16   7.19 

9 5  8025
 6.46  6.78  5.26   6.78 

10 3  7982
 5.59  5.84  5.54   5.84 

11 1  8197
 4.52  4.51  4.83   4.83 

12 2  8196
 4.21  4.18  4.65

4  8081

  4.65 
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