
 

  第 55 回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会

ｗ ｗ ｗ ｗ 南 信 地 区 予 選 会 ｗ ｗ ｗ 

            （大会コード：16204002） 

記 録 集 
主 催  南信地区中学校体育連盟                
主 管  南信地区中体連陸上競技専門委員会 

      上伊那陸上競技協会 

後 援  上伊那市町村教育委員会連絡協議会 

諏訪地方市町村教育委員会連絡協議会 

飯伊市町村教育委員会連絡協議会 

長 野 陸 上 競 技 協 会 
 

期 日 ： 平成 28 年 5 月 29 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 

低学年 4x100mR 予選 女子 
 吉澤 芽衣(1)・北原 小遥(1) 

大前 歌音(2)・星野 陽花里(2) 
春富 52 秒 60 54 秒 53  

１００ｍH 予選 女子 林 千尋(3) 伊那 15 秒 61 15 秒 96  

低学年 4x100mR 予選 男子 
瀧澤 直希(1)・浦野 快生(2) 

古賀 直信(2)・松田 拓巳(1) 
箕輪 48 秒 78 49 秒 09  

低学年 4x100mR 決勝 女子 
吉澤 芽衣(1)・北原 小遥(1) 

大前 歌音(2)・星野 陽花里(2) 
春富 52 秒 87 54 秒 53  

 

■ グラウンドコンディション 

 

       

時刻 
天候 

気温 

℃ 

湿度 

  ％ 
風向 

風速 

m/ｓ 

9:00 晴れ 24.0 26.0 東 1.0 

10:00 〃 24.5 25.0 南 1.3 

11:00 〃 26.5 21.0 南西 0.4 

12:00 〃 27.5 20.0 南 1.5 

13:00 〃 28.0 18.0 南 1.3 

14:00 〃 28.5 20.0 南 2.8 

15:00 〃 27.5 20.0 南 4.2 

16:00 〃 26.5 21.0 南東 3.7 

 



第55回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会南信地区予選会                        

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202030  伊那市総合運動場陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/29 女子1年  -3.1 西島 美幸(1) 13.84 田中 凜(1) 14.10 三澤菜々美(1) 14.31 吉澤 芽衣(1) 14.39 塚間 友香(1) 14.57 杉下 舞彩(1) 14.74 五味 愛夏(1) 14.77 小林 万莉(1) 14.78

100ｍ 飯田東 赤穂 伊那東部 春富 辰野 清陵附属 永明 長峰
05/29 柿澤 摩歩(1) 3.94(-0.6) 牛山 珠莉(1) 3.88(-0.8) 本田 尚子(1) 3.73(-1.2) 竹村菜々美(1)3.68(-0.2) 小澤 佑奈(1) 3.66(-0.9) 有賀 雪乃(1) 3.65(-0.6) 小林 菜月(1) 3.46(-0.4) 田中ﾗﾘｯｻ(1) 3.43(0.0)

走幅跳 上諏訪 茅野東部 伊那 緑ヶ丘 辰野 南箕輪 緑ヶ丘 伊那東部
05/29 女子2年  -3.3 小林 舞香(2) 13.58 藤本 遥(2) 13.67 伊藤 優凪(2) 13.73 星野 陽花里(2) 13.81 橋本 花甫(2) 13.91 森脇 涼羽(2) 13.97 鈴木 彩瑛(2) 14.04 宮澤 佳蓮(2) 14.12

100ｍ 富士見 緑ヶ丘 旭ヶ丘 春富 諏訪西 赤穂 飯田高陵 箕輪
05/29 女子3年  -3.9 唐澤 花実(3) 13.01 宮下 真弥(3) 13.44 友田 有紀(3) 13.49 百瀬 果奈(3) 13.97 宮坂 育(3) 14.11 小嶋 織(3) 14.25 小山 礼華(3) 14.29 加藤こころ(3) 14.52

100ｍ 赤穂 豊丘 伊那東部 伊那 岡谷東部 飯田高陵 箕輪 箕輪
05/29 女子2,3年 北岡依生希(2)5.03(+4.2) 宮澤 香音(2) 5.00(+3.0) 小口 るり(3) 4.86(+2.7) 唐澤 純夏(3) 4.80(+2.9) 伊藤 鈴音(3) 4.77(+2.5) 加藤ほのか(3)4.71(+2.1) 小久保茉耶(3)4.63(+2.7) 那須野りさ子(3) 4.61(+1.3)

走幅跳 伊那東部 高森 岡谷東部 赤穂 竜東 箕輪 緑ヶ丘 伊那東部
05/29 女子共通  -3.4 中嶋 杏彩(3) 27.61 小平 夢加(3) 28.41 林 知世(3) 28.42 清水 華乃(3) 28.95 小倉 心音(3) 29.32 篠原 花恋(3) 29.58 木下 千花(3) 29.61 鮎澤 ののか(3) 29.68

200ｍ 赤穂 伊那 箕輪 西箕輪 赤穂 岡谷東部 飯田高陵 上諏訪
05/29 千葉 麻里子(2) 2,23.34 宮澤 紅葉(3) 2,28.15 藤森 恵弥子(2) 2,28.51 高橋 凜(3) 2,30.86 代田 有芽(3) 2,31.35 大槻 美亜(3) 2,32.07 五味 礼羽(3) 2,33.92 木下 利奈(2) 2,34.08

800ｍ 飯田西 辰野 上諏訪 赤穂 飯田高陵 箕輪 原 赤穂
05/29 小原 茉莉(3) 4,45.61 松井 美蓉(2) 5,02.09 五味 叶花(2) 5,05.55 瀬戸 郁美(2) 5,05.59 稲垣 和奏(3) 5,06.43 金子 咲良(3) 5,10.44 平出 藍未(3) 5,11.99 小口 紗弥(1) 5,12.15

1500ｍ 赤穂 阿智 富士見 辰野 赤穂 緑ヶ丘 富士見 岡谷東部
05/29  -2.0 垣内 鈴(3) 16.29 池野 佳帆(2) 16.74 今村 詩乃(3) 17.24 酒井 歩美(3) 18.06 竹内 里桜(1) 18.18 宮坂 なな(3) 18.33 宮坂 麻絢(3) 18.97 林 千尋(3) 19.54

100mH(0.762m) 箕輪 豊丘 緑ヶ丘 岡谷西部 永明 岡谷東部 岡谷東部 伊那
05/29 小林 由依(2) 2.80 田中 志野(3) 2.50 清水 日瑶莉(3) 2.50 北原 きらら(3) 2.40 飯島 葵(3) 1.20

棒高跳 原 伊那東部 原 箕輪 伊那東部
05/29 小口 維吹(3) 9.40 寺澤 瞳子(3) 8.90 髙山 梨帆(3) 8.69 中塚 千夏(3) 8.62 小牧 理瑛(2) 8.17 木下 知夏(3) 8.04 津金 璃子(2) 8.02 櫻本 奈々(3) 7.89

砲丸投(2.72kg) 岡谷東部 飯田高陵 箕輪 茅野東部 春富 緑ヶ丘 原 富士見
05/29 赤穂       51.52 伊那東部       51.77 伊那       52.91 緑ヶ丘       53.61 高森       53.73 豊丘       54.21 飯田高陵       54.42 箕輪       54.84

4×100ｍＲ 森脇 涼羽(2) 三澤菜々美(1) 百瀬 果奈(3) 牧内 沙樹(3) 丸山 いより(2) 田間 美羽(2) 千葉 ほの香(3) 加藤 ほのか(3)
唐澤 花実(3) 友田 有紀(3) 林 千尋(3) 今村 詩乃(3) 石井 涼(3) 池野 佳帆(2) 小嶋 織(3) 林 知世(3)
中嶋 杏彩(3) 澁谷 果歩(3) 金子 結香(2) 小久保 茉耶(3) 宮内 萌菜(3) 菅沼 望子(3) 小西 英瑠真(3) 小山 礼華(3)
唐澤 純夏(3) 北岡 依生希(2) 小平 夢加(3) 藤本 遥(2) 宮澤 香音(2) 宮下 真弥(3) 寺澤 瞳子(3) 加藤 こころ(3)

05/29 小林あゆみ(3) 1761 五味 桃花(3) 1681 今井 美月(3) 1672 吉川 円香(2) 1569 木下 未知(2) 1366 山田 加奈(2) 1312 三沢 らん(3) 1211 赤羽 稀帆(3) 1200
四種競技 長峰 富士見 岡谷東部 清陵附属 緑ヶ丘 岡谷東部 緑ヶ丘 箕輪

05/29 女子低学年 春富       52.87 赤穂       55.66 辰野       56.90 長峰       57.12 清陵附属       57.20 永明       57.26 諏訪西       57.72 岡谷東部     1,00.00
4×100ｍＲ 吉澤 芽衣(1) 中嶋 珠久(1) 遠藤 彩莉(1) 山田 美和(2) 飯澤 優里(1) 竹内 里桜(1) 竹松 優(1) 石吾 桃香(1)

北原 小遥(1) 田中 凜(1) 塚間 友香(1) 小林 万莉(1) 中嶋 密(2) 五味 愛夏(1) 橋本 花甫(2) 江口 真尋(1)
大前 歌音(2) 飯島 莉紗(1) 瀬戸 郁美(2) 小林 千紘(1) 吉川 円香(2) 山田 茉優(2) 原田 なな(1) 篠原 さくら(2)
星野 陽花里(2) 青田 梨世(2) 長田 鼓美(2) 伊藤 朱里(2) 杉下 舞彩(1) 佐伯 明莉(2) 宮下 綺実(2) 大場 ひかる(2)



県中学新            12.05
大会新              12.90

[ 1組] 風速 -2.5 [ 2組] 風速 -1.7

 1 近藤 希乃佳(1)     14.89  1 吉澤 芽衣(1)     14.37 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 飯田高陵 ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 春富

 2 飯澤 優里(1)     15.04  2 小林 万莉(1)     14.82 q
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 清陵附属 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰

 3 綱島 玲渚(1)     15.95  3 月木 優花(1)     15.58 
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 諏訪南 ﾂｷｷﾞ ﾕｳｶ 豊丘

 4 宮下 羽蘭(1)     16.01  4 竹松 優(1)     16.21 
ﾐﾔｼﾀ ｳﾗﾝ 春富 ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ 諏訪西

 5 渡久山 和(1)     16.04  5 八代 かすみ(1)     16.78 
ﾄｸﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ 天龍 ﾔｼﾛ ｶｽﾐ 原

 6 脇坂 有梨那(1)     16.32  6 北原 菜瑞奈(1)     17.00 
ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 岡谷西部 ｷﾀﾊﾗ ﾅｽﾞﾅ 伊那

 7 原 朱音(1)     16.40  7 園原 聖菜(1)     17.55 
ﾊﾗ ｱｶﾈ 豊丘 ｿﾉﾊﾗ ｾﾅ 阿智

 8 古川 葵(1)     17.32 荒井 日菜(1)
ﾌﾙｶﾜ ｱｵｲ 永明 ｱﾗｲ ﾋﾟﾅ 岡谷南部

[ 3組] 風速 -3.7 [ 4組] 風速 -4.0

 1 三澤菜々美(1)     14.48 q  1 西島 美幸(1)     14.27 q
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那東部 ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ 飯田東

 2 小林 千紘(1)     14.92  2 石吾 桃香(1)     15.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 長峰 ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ 岡谷東部

 3 小島 咲愛(1)     15.79  3 宮下 聖菜(1)     15.86 
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 南箕輪 ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ 高森

 4 関崎 茉莉(1)     15.93  4 小板橋 茉由(1)     16.14 
ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ 伊那 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾕ 原

 5 小平 聖乃(1)     16.07  5 志賀 美咲(1)     16.38 
ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ 茅野北部 ｼｶﾞ ﾐｻｷ 諏訪南

 6 芦澤 陽菜(1)     16.25  6 吉田 渚(1)     16.88 
ｱｼｻﾞﾜ ﾋﾅ 阿智 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 下諏訪

 7 木下 弥采(1)     16.59  7 加納 樹(1)     17.08 
ｷﾉｼﾀ ﾐｺﾄ 駒ヶ根東 ｶﾉｳ ｲﾂｷ 岡谷西部

 8 関 結菜(1)     17.12 
ｾｷ ﾕｲﾅ 諏訪西

[ 5組] 風速 -2.0 [ 6組] 風速 -2.4

 1 田中 凜(1)     14.09 q  1 塚間 友香(1)     14.48 q
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 赤穂 ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野

 2 杉下 舞彩(1)     14.73 q  2 五味 愛夏(1)     14.79 q
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 清陵附属 ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ 永明

 3 阿部 真奈美(1)     15.51  3 木下 明里咲(1)     15.25 
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見 ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ 緑ヶ丘

 4 遠藤 彩莉(1)     15.58  4 花岡 真咲(1)     15.83 
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ 辰野 ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部

 5 笹古 菜和葉(1)     16.16  5 竹村 成美(1)     16.19 
ｻｻｺ ﾅｵﾊ 宮田 ﾀｹﾑﾗ ﾅﾙﾐ 高森

 6 北原 ほのか(1)     17.51  6 岡本 真叶(1)     16.73 
ｷﾀﾊﾗ ﾎﾉｶ 駒ヶ根東 ｵｶﾓﾄ ﾏｶﾅ 富士見
井口 空亜(1)  7 寺澤慶恵(1)     17.39 
ｲｸﾞﾁ ｿｱ 箕輪 ﾃﾗｻﾜ ﾖｼｴ 岡谷北部

風速

五味 愛夏(1)
ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ 永明
小林 万莉(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰
西島 美幸(1)
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ 飯田東
塚間 友香(1)
ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野
吉澤 芽衣(1)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 春富
田中 凜(1)
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 赤穂
杉下 舞彩(1)
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 清陵附属
三澤菜々美(1)
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那東部

7  7948

8  8145

5  8164

6  8226

3  8578

4  7954

記録／備考
1  7796

2  7849

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  75945  8003
失格

5  8373

2  7928

6  8591

3  7875

氏  名 所属名 記録／備考
4  7954

 7796

6  8199

2  8226

8  8273

3  7927

7  7953

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  7579

4  7948

順 ﾚｰﾝ No.

7

7  7776

4  7680

2  8374

3  7890

氏  名 所属名 記録／備考
5  8578

6  7645

3  8274

7  7757

4  7815

5  8462

8  8068

6  8085

ﾚｰﾝ No.
2  8145

1  7841

7  7614
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

1  8088

2  8463

3  7758

8  7893

6  7849

4  8548

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
5  8164

8  8549

7  7793

4  8518

6  7580

1  7777

3  8167

2  7947

女子1年

100ｍ

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5  8447



県中学新            12.05
大会新              12.87

[ 1組] 風速 -2.2 [ 2組] 風速 -0.5

 1 伊藤 優凪(2)     13.80 q  1 森脇 涼羽(2)     13.61 q
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 旭ヶ丘 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂

 2 前田 唯(2)     14.07  2 佐伯 明莉(2)     14.11 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪 ｻｴｷ ｱｶﾘ 永明

 3 古谷 裕美(2)     14.35  3 小池 冴羽乃(2)     14.19 
ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ 下諏訪 ｺｲｹ ｻﾜﾉ 飯島

 4 有賀 琳瑚(2)     14.57  4 竹村 彩也香(2)     14.35 
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷西部 ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ 駒ヶ根東

 5 林 愛花(2)     14.76  5 門脇 恵(2)     15.46 
ﾊﾔ ﾏﾅｶ 茅野東部 ｶﾄﾟﾜｷ ｹｲ 茅野北部

 6 中嶋 密(2)     15.23  6 高見澤 美香(2)     15.53 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ 清陵附属 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾐｶ 伊那

 7 松木 心鐘(2)     15.57  7 栗林 優実(2)     15.89 
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 長峰 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾐ 宮田

 8 片桐 あゆ美(2)     15.95  8 原 緋奈乃(2)     16.57 
ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾕﾐ 中川 ﾊﾗ ﾋﾅﾉ 伊那東部

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -1.5

 1 宮澤 佳蓮(2)     13.93 q  1 藤本 遥(2)     13.53 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 箕輪 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘

 2 鈴木 彩瑛(2)     13.94 q  2 星野 陽花里(2)     13.64 q
ｽｽﾞｷ ｻｴ 飯田高陵 ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 春富

 3 中城 美佳(2)     14.03  3 橋本 花甫(2)     13.84 q
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ 駒ヶ根東 ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西

 4 上原 萌(2)     14.26  4 丸山 いより(2)     13.97 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴ 旭ヶ丘 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 高森

 5 大場 ひかる(2)     14.40  5 長谷部 奈月(2)     14.77 
ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ 岡谷東部 ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ 飯田西

 6 小林 朋美(2)     14.99  6 根井 愛佳(2)     14.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 岡谷西部 ﾈｲ ﾏﾅｶ 中川

 7 嶋田 歩唯(2)     15.53  7 藤本 祐菜(2)     14.81 
ｼﾏﾀﾞ ｱｲ 下諏訪 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 飯田高陵

 8 野沢 真莉亜(2)     15.96  8 加納 のどか(2)     15.89 
ﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ 茅野北部 ｶﾉｳ ﾉﾄﾞｶ 岡谷北部

[ 5組] 風速 -3.0

 1 小林 舞香(2)     13.60 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見

 2 伊藤 桃香(2)     14.11 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西

 3 有賀 萌奈(2)     14.42 
ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ 南箕輪

 4 平出 瑠奈(2)     14.77 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部

 5 堀内 沙紀(2)     15.21 
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 原

 6 山田 美和(2)     15.26 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ 長峰

 7 加藤 瑶唯(2)     15.84 
ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部

風速 -3.3

 1 小林 舞香(2)     13.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見

 2 藤本 遥(2)     13.67 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 緑ヶ丘

 3 伊藤 優凪(2)     13.73 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 旭ヶ丘

 4 星野 陽花里(2)     13.81 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 春富

 5 橋本 花甫(2)     13.91 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西

 6 森脇 涼羽(2)     13.97 
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂

 7 鈴木 彩瑛(2)     14.04 
ｽｽﾞｷ ｻｴ 飯田高陵

 8 宮澤 佳蓮(2)     14.12 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 箕輪
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県中学新            12.05
大会新              12.21

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -2.7

 1 宮下 真弥(3)     13.16 q  1 友田 有紀(3)     13.40 q
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部

 2 小嶋 織(3)     13.68 q  2 百瀬 果奈(3)     13.69 q
ｺｼﾞﾏ ﾊﾄﾘ 飯田高陵 ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那

 3 小山 礼華(3)     13.95 q  3 石井 涼(3)     14.41 
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 箕輪 ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ 高森

 4 小澤 沙永子(3)     14.85  4 小沢 恵菜(3)     14.68 
ｵｻﾞﾜ ｻｴｺ 岡谷北部 ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部

 5 渡邊 琴音(3)     15.21  5 鈴木 舞夏(3)     14.90 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄﾈ 伊那東部 ｽｽﾞｷ ﾏﾅ 赤穂

 6 藤森 彩夏(3)     15.92  6 原田 陽菜(3)     15.03 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔｶ 長峰 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 長峰

[ 3組] 風速 -3.0

 1 唐澤 花実(3)     12.97 q
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂

 2 宮坂 育(3)     13.99 q
ﾐﾔｻｶ ｲｸ 岡谷東部

 3 加藤 こころ(3)     14.32 q
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 箕輪

 4 小田切 彩乃(3)     15.24 
ｺﾀｷﾞﾘ ｱﾔﾉ 宮田

 5 石田 涼風(3)     15.26 
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ 緑ヶ丘

風速 -3.9

 1 唐澤 花実(3)     13.01 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ 赤穂

 2 宮下 真弥(3)     13.44 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ 豊丘

 3 友田 有紀(3)     13.49 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那東部

 4 百瀬 果奈(3)     13.97 
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那

 5 宮坂 育(3)     14.11 
ﾐﾔｻｶ ｲｸ 岡谷東部

 6 小嶋 織(3)     14.25 
ｺｼﾞﾏ ﾊﾄﾘ 飯田高陵

 7 小山 礼華(3)     14.29 
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 箕輪

 8 加藤 こころ(3)     14.52 
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 箕輪
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県中学新            25.16
大会新              26.17

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -0.5

 1 林 知世(3)     28.05 q  1 中嶋 杏彩(3)     27.34 q
ﾊﾔｼ ﾁｾ 箕輪 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 赤穂

 2 篠原 花恋(3)     29.08 q  2 鮎澤 ののか(3)     29.20 q
ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 岡谷東部 ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 上諏訪

 3 山田 茉優(2)     30.36  3 松村 みすゞ(2)     29.86 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 旭ヶ丘

 4 平栗 佳歩(3)     31.29  4 小泉 梢(3)     31.00 
ﾋﾗｸﾞﾘ ｶﾎ 緑ヶ丘 ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ 茅野東部

 5 原田 なな(1)     31.79  5 山田 にこ(2)     32.51 
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 諏訪西 ﾔﾏﾀﾞ ﾆｺ 岡谷北部

 6 北原 さくら(3)     32.48  6 小池 愛心(1)     34.01 
ｷﾀﾊﾗ ｻｸﾗ 伊那東部 ｺｲｹ ﾏﾅﾐ 諏訪西

 7 牧 優花(3)     34.03  7 小林 柚花(1)     34.89 
ﾏｷ ﾕｳｶ 茅野東部 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 駒ヶ根東

 8 中曽根 叶(1)     35.22 岡本 真采(1)
ﾅｶｿﾈ ｶﾅ 伊那 ｵｶﾓﾄ ﾐｺﾄ 富士見

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -1.5

 1 清水 華乃(3)     28.61 q  1 小平 夢加(3)     28.47 q
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 西箕輪 ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 伊那

 2 木下 千花(3)     29.05 q  2 小倉 心音(3)     29.03 q
ｷﾉｼﾀ ﾁｶ 飯田高陵 ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 赤穂

 3 宮内 萌菜(3)     30.57  3 小林 香絵(2)     29.42 
ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ 高森 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 駒ヶ根東

 4 山田 花永(3)     31.09  4 田畑 朱理(3)     31.24 
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅｴ 岡谷東部 ﾀﾊﾞﾀ ｼｭﾘ 飯田高陵

 5 溝口 莉緒(1)     32.30  5 小口 侑寿葉(2)     31.25 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 南箕輪 ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 岡谷北部

 6 川口 ののは(1)     32.45  6 片桐 彩(1)     31.77 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見 ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔ 豊丘

 7 並木 絢音(2)     32.54  7 武居 真衣(2)     34.85 
ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰 ﾀｹｲ ﾏｲ 岡谷南部

 8 藤井 七星(2)     35.25 
ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｾ 豊丘

風速 -3.4

 1 中嶋 杏彩(3)     27.61 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ 赤穂

 2 小平 夢加(3)     28.41 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾒｶ 伊那

 3 林 知世(3)     28.42 
ﾊﾔｼ ﾁｾ 箕輪

 4 清水 華乃(3)     28.95 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 西箕輪

 5 小倉 心音(3)     29.32 
ｵｸﾞﾗ ｺｺﾈ 赤穂

 6 篠原 花恋(3)     29.58 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 岡谷東部

 7 木下 千花(3)     29.61 
ｷﾉｼﾀ ﾁｶ 飯田高陵

 8 鮎澤 ののか(3)     29.68 
ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 上諏訪
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県中学新          2,13.56
大会新            2,21.8

[ 1組] [ 2組]

 1 千葉 麻里子(2)   2,23.34  1 代田 有芽(3)   2,31.35 
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田西 ｼﾛﾀ ﾕﾒ 飯田高陵

 2 宮澤 紅葉(3)   2,28.15  2 有賀 すづな(1)   2,34.43 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｸﾚﾊ 辰野 ｱﾙｶﾞ ｽﾂﾞﾅ 下諏訪

 3 藤森 恵弥子(2)   2,28.51  3 法嶋 翠(2)   2,35.26 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 上諏訪 ﾎｳｼﾞﾏ ﾐﾄﾞﾘ 中川

 4 高橋 凜(3)   2,30.86  4 田中 里歩(2)   2,37.94 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝ 赤穂 ﾀﾅｶ ﾘﾎ 阿智

 5 大槻 美亜(3)   2,32.07  5 中原 彩絵(2)   2,38.04 
ｵｵﾂｷ ﾐｱ 箕輪 ﾅｶﾊﾗ ｻｴ 春富

 6 五味 礼羽(3)   2,33.92  6 本橋 奈央子(1)   2,38.62 
ｺﾞﾐ ﾕｷﾊ 原 ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷南部

 7 木下 利奈(2)   2,34.08  7 佐々木 美羽(1)   2,39.01 
ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 赤穂 ｻｻｷ ﾐｳ 鼎

 8 矢﨑 萌夏(2)   2,34.35  8 清水 里彩子(3)   2,40.26 
ﾔｻﾞｷ ﾓｴｶ 岡谷東部 ｼﾐｽﾞ ﾘｻｺ 駒ヶ根東

 9 松下 朋佳(1)   2,36.89  9 川端 彩未(3)   2,41.73 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ 旭ヶ丘 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾐ 茅野北部

10 宮下 綺実(2)   2,42.12 10 森山あすみ(3)   2,49.96 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西 ﾓﾘﾔﾏ ｱｽﾐ 富士見

11 水野 香帆(1)   2,45.02 11 松澤 椿皐(3)   2,50.52 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ 鼎 ﾏﾂｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 伊那東部

12 百瀬 まゆ(2)   2,53.32 12 茅野あすか(3)   2,53.87 
ﾓﾓｾ ﾏﾕ 岡谷北部 ﾁﾉ ｱｽｶ 富士見
藤森 佑奈(2) 水上 胡乃葉(1)
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾅ 諏訪西 ﾐｽﾞｶﾐ ｺﾉﾊ 阿智

[ 3組]

 1 石田 ひかり(2)   2,40.65 
ｲｼﾀﾞ ﾋｶﾘ 緑ヶ丘

 2 畠山 陽南(3)   2,46.85 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾅ 宮田

 3 中島 偲(1)   2,47.44 
ﾅｶｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 南箕輪

 4 中平 留李花(2)   2,48.02 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ 高森

 5 宮内 笑夢(1)   2,48.10 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 高森

 6 南部 和(2)   2,48.91 
ﾅﾝﾌﾞ ﾅｺﾞﾐ 伊那東部

 7 伊藤 菜央(2)   2,49.80 
ｲﾄｳ ﾅｵ 南箕輪

 8 戸田 葵(2)   2,52.01 
ﾄﾀﾞ ｱｵｲ 岡谷北部

 9 中村 希(1)   2,54.15 
ﾅｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 竜峡

10 松島 加奈(2)   2,55.08 
ﾏﾂｼﾏ ｶﾅ 飯田高陵

11 上村 蓮花(3)   2,55.78 
ｶﾐﾑﾗ ﾚﾝｹﾞ 駒ヶ根東

12 北原 結和(1)   3,03.61 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ 長峰
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2  7920

10  7831

12  7922

5  8650

1  8268

4  8179

6  7613

9  8314

3  8460

所属名 記録／備考
8  8436

11  7678

2  7752
欠場

順 No.

7  8651

3  7606

6  8624

4  7749

5  8244

12  7639

10  8016

11  7895

9  7711

13  8238

1  8580

8  7976

女子共通

800ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 千葉 麻里子(2) 飯田西     2,23.34   1   1
   2 宮澤 紅葉(3) 辰野     2,28.15   1   2
   3 藤森 恵弥子(2) 上諏訪     2,28.51   1   3
   4 高橋 凜(3) 赤穂     2,30.86   1   4
   5 代田 有芽(3) 飯田高陵     2,31.35   2   1
   6 大槻 美亜(3) 箕輪     2,32.07   1   5
   7 五味 礼羽(3) 原     2,33.92   1   6
   8 木下 利奈(2) 赤穂     2,34.08   1   7
   9 矢﨑 萌夏(2) 岡谷東部     2,34.35   1   8
  10 有賀 すづな(1) 下諏訪     2,34.43   2   2
  11 法嶋 翠(2) 中川     2,35.26   2   3
  12 松下 朋佳(1) 旭ヶ丘     2,36.89   1   9
  13 田中 里歩(2) 阿智     2,37.94   2   4
  14 中原 彩絵(2) 春富     2,38.04   2   5
  15 本橋 奈央子(1) 岡谷南部     2,38.62   2   6
  16 佐々木 美羽(1) 鼎     2,39.01   2   7
  17 清水 里彩子(3) 駒ヶ根東     2,40.26   2   8
  18 石田 ひかり(2) 緑ヶ丘     2,40.65   3   1
  19 川端 彩未(3) 茅野北部     2,41.73   2   9
  20 宮下 綺実(2) 諏訪西     2,42.12   1  10
  21 水野 香帆(1) 鼎     2,45.02   1  11
  22 畠山 陽南(3) 宮田     2,46.85   3   2
  23 中島 偲(1) 南箕輪     2,47.44   3   3
  24 中平 留李花(2) 高森     2,48.02   3   4
  25 宮内 笑夢(1) 高森     2,48.10   3   5
  26 南部 和(2) 伊那東部     2,48.91   3   6
  27 伊藤 菜央(2) 南箕輪     2,49.80   3   7
  28 森山あすみ(3) 富士見     2,49.96   2  10
  29 松澤 椿皐(3) 伊那東部     2,50.52   2  11
  30 戸田 葵(2) 岡谷北部     2,52.01   3   8
  31 百瀬 まゆ(2) 岡谷北部     2,53.32   1  12
  32 茅野あすか(3) 富士見     2,53.87   2  12
  33 中村 希(1) 竜峡     2,54.15   3   9
  34 松島 加奈(2) 飯田高陵     2,55.08   3  10
  35 上村 蓮花(3) 駒ヶ根東     2,55.78   3  11
  36 北原 結和(1) 長峰     3,03.61   3  12

 8267
 7845

 8136
 7605
 7606
 7920
 8630
 8440

 8069
 8381
 8383
 8140
 8056
 7922

 8268
 8606
 7831
 7749
 8651
 8194

 8314
 8624
 8460
 8179
 7613
 8650

 8436
 8016
 7895
 8244
 7639
 7678

組 順位
 8580
 7976
 7711
 8238

女子共通

800ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考



県中学新          4,28.36
大会新            4,41.56

[ 1組] [ 2組]

 1 小原 茉莉(3)   4,45.61 池上 遼海(1)
ｺﾊﾗ ﾏﾂﾘ 赤穂 ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 南箕輪

 2 松井 美蓉(2)   5,02.09 飯島 菜津美(2)
ﾏﾂｲ ﾐﾖ 阿智 ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 永明

 3 五味 叶花(2)   5,05.55 瀧村 彩音(3)
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見 ﾀｷﾑﾗ ｱﾔﾈ 駒ヶ根東

 4 瀬戸 郁美(2)   5,05.59 真道 美羽(2)
ｾﾄ ｲｸﾐ 辰野 ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部

 5 稲垣 和奏(3)   5,06.43 寺門 萌々花(3)
ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 赤穂 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾓﾓｶ 宮田

 6 金子 咲良(3)   5,10.44 髙野 夏来(1)
ｶﾈｺ ｻｸﾗ 緑ヶ丘 ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 岡谷南部

 7 平出 藍未(3)   5,11.99 酒井 愛梨(3)
ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｲﾐ 富士見 ｻｶｲ ｱｲﾘ 岡谷北部

 8 小口 紗弥(1)   5,12.15 田島 彩貴(2)
ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 岡谷東部 ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 茅野東部

 9 滝澤 朱莉(2)   5,15.61 有賀 由紀恵(3)
ﾀｷｻﾞﾜ ｱｶﾘ 駒ヶ根東 ｱﾙｶﾞ ﾕｷｴ 箕輪

10 神部 紫音(3)   5,16.27 西村 歩華(1)
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 飯田西 ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 高森

11 佐藤 希美(1)   5,24.35 日野 まほろ(3)
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 岡谷南部 ﾋﾉ ﾏﾎﾛ 箕輪

12 森 ほのか(1)   5,29.24 赤羽 菜杏(1)
ﾓﾘ ﾎﾉｶ 春富 ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ 高森

13 小池 嶺花(1)   5,36.41 津田充瑠(1)
ｺｲｹ ﾚｲｶ 原 ﾂﾀﾞ ﾐﾂﾙ 岡谷北部

14 田中 実菜子(3)   5,45.73 
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 永明

   1 小原 茉莉(3) 赤穂     4,45.61   1   1
   2 松井 美蓉(2) 阿智     5,02.09   1   2
   3 五味 叶花(2) 富士見     5,05.55   1   3
   4 瀬戸 郁美(2) 辰野     5,05.59   1   4
   5 稲垣 和奏(3) 赤穂     5,06.43   1   5
   6 金子 咲良(3) 緑ヶ丘     5,10.44   1   6
   7 平出 藍未(3) 富士見     5,11.99   1   7
   8 小口 紗弥(1) 岡谷東部     5,12.15   1   8
   9 滝澤 朱莉(2) 駒ヶ根東     5,15.61   1   9
  10 神部 紫音(3) 飯田西     5,16.27   1  10
  11 佐藤 希美(1) 岡谷南部     5,24.35   1  11
  12 森 ほのか(1) 春富     5,29.24   1  12
  13 小池 嶺花(1) 原     5,36.41   1  13
  14 田中 実菜子(3) 永明     5,45.73   1  14
  15 池上 遼海(1) 南箕輪   2
  15 飯島 菜津美(2) 永明   2
  15 瀧村 彩音(3) 駒ヶ根東   2
  15 真道 美羽(2) 茅野東部   2
  15 寺門 萌々花(3) 宮田   2
  15 髙野 夏来(1) 岡谷南部   2
  15 酒井 愛梨(3) 岡谷北部   2
  15 田島 彩貴(2) 茅野東部   2
  15 有賀 由紀恵(3) 箕輪   2
  15 西村 歩華(1) 高森   2
  15 日野 まほろ(3) 箕輪   2
  15 赤羽 菜杏(1) 高森   2

女子共通

1500ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
3  8235

13  8461

14  7925

11  7981

7  8241

6  8600

10  7921

9  7648

4  8251

2  8582

12  7615

1  8168

8  7891

5  7785

No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  8065

2  7791

3  8269

4  7888

5  8193

6  7612

7  7597

8  7889

9  8021

10  8382

11  8012

12  8375

13  7593
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 8235
 8461
 7925
 7981
 8241
 8600
 7921
 7648
 8251

 7597

 8582
 7615
 8168
 7891
 7785
 8065

 8012
 8375

 7889
 8021
 8382

 7791
 8269
 7888
 8193
 7612



県中学新            14.54
大会新              15.96
大会新              14.8

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.7

 1 垣内 鈴(3)     16.15 q  1 林 千尋(3)     15.61 q
ｶｷｳﾁ ﾚｲ 箕輪 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 伊那

 2 今村 詩乃(3)     17.33 q  2 松村 美咲(2)     18.21 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 緑ヶ丘 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｻｷ 赤穂

 3 宮坂 なな(3)     18.01 q  3 名取 未希(2)     18.48 
ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 岡谷東部 ﾅﾄﾘ ﾐｷ 富士見

 4 金子 結香(2)     18.42  4 男澤 夏帆(2)     20.16 
ｶﾈｺ ﾕｳｶ 伊那 ｵﾄｺｻﾞﾜ ﾅﾂﾎ 天龍

 5 小池 美月(3)     19.71  5 有賀 恵美(3)     20.25 
ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ 赤穂 ｱﾙｶﾞ ｴﾐ 箕輪

 6 野澤 奈々(2)     21.16  6 小田切 すずらん(3)     20.26 
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅ 原 ｺﾀｷﾞﾘ ｽｽﾞﾗﾝ 宮田
後藤 優月(3)  7 原 如美(1)     21.45 
ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 宮田 ﾊﾗ ﾕｷﾐ 茅野北部

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 -0.4

 1 池野 佳帆(2)     17.00 q  1 竹内 里桜(1)     17.86 q
ｲｹﾉ ｶﾎ 豊丘 ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明

 2 酒井 歩美(3)     17.73 q  2 大前 歌音(2)     18.15 
ｻｶｲ ｱﾕﾐ 岡谷西部 ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 春富

 3 宮坂 麻絢(3)     17.74 q  3 菅沼 望子(3)     18.18 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 岡谷東部 ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ 豊丘

 4 澁谷 果歩(3)     18.78  4 有賀 聖菜(2)     21.36 
ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ 伊那東部 ｱﾙｶﾞ ｾｲﾅ 南箕輪

 5 牧内 沙樹(3)     18.87  5 濵  杏華(3)     22.44 
ﾏｷｳﾁ ｻｷ 緑ヶ丘 ﾊﾏ ｷｮｳｶ 長峰
北野 愛佳(1) 清水 綺良々(3)
ｷﾀﾉ ｱｲｶ 永明 ｼﾐｽﾞ ｷﾗﾗ 飯田高陵

風速 -2.0

 1 垣内 鈴(3)     16.29 
ｶｷｳﾁ ﾚｲ 箕輪

 2 池野 佳帆(2)     16.74 
ｲｹﾉ ｶﾎ 豊丘

 3 今村 詩乃(3)     17.24 
ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ 緑ヶ丘

 4 酒井 歩美(3)     18.06 
ｻｶｲ ｱﾕﾐ 岡谷西部

 5 竹内 里桜(1)     18.18 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明

 6 宮坂 なな(3)     18.33 
ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 岡谷東部

 7 宮坂 麻絢(3)     18.97 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 岡谷東部

 8 林 千尋(3)     19.54 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 伊那

8  7654

4  8081

1  7792

2  7661

5  8608

7  7574

6  8011

3  8543

7  8431
失格

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  8059

2  7854

3  8160

4  8541

氏  名 所属名 記録／備考
5  7792

3  8597

7  7794
欠場

5  7654

6  8129

4  8543

2  7574

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

6  8191

8  7830

3  8517

4  8026

大会新
7  8222

2  7926

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8081

4  8192
失格

順 ﾚｰﾝ

8  8239

2  8680

6  7661

7  8083

記録／備考
3  8011

5  8608

女子共通

100ｍＨ(0.762m)

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



県中学新            51.50
大会新              54.53
大会新              54.2

[ 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  8224 中嶋 珠久(1)     55.37 q  1   2 春富  8164 吉澤 芽衣(1)     52.60 q

ｱｶﾎ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ ﾊﾙﾄﾐ ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 大会新
 8226 田中 凜(1)  8163 北原 小遥(1)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
 8229 飯島 莉紗(1)  8160 大前 歌音(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
 8246 青田 梨世(2)  8180 星野 陽花里(2)

ｱｵﾀ ﾘｾ ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
 2   5 辰野  7953 遠藤 彩莉(1)     56.41 q  2   5 岡谷東部  7645 石吾 桃香(1)     56.24 q

ﾀﾂﾉ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ
 7954 塚間 友香(1)  7646 江口 真尋(1)

ﾂｶﾏ ﾕｶ ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ
 7981 瀬戸 郁美(2)  7632 篠原 さくら(2)

ｾﾄ ｲｸﾐ ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ
 7980 長田 鼓美(2)  7666 大場 ひかる(2)

ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ
 3   8 諏訪西中  7758 竹松 優(1)     57.09 q  3   8 清陵附属  7947 飯澤 優里(1)     56.33 q

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸ ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ
 7754 橋本 花甫(2)  7945 中嶋 密(2)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ
 7755 原田 なな(1)  7946 吉川 円香(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ
 7749 宮下 綺実(2)  7948 杉下 舞彩(1)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
 4   6 南箕輪  8066 有賀 雪乃(1)     58.49  4   4 長峰中  7859 山田 美和(2)     57.19 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ
 8068 小島 咲愛(1)  7849 小林 万莉(1)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
 8069 中島 偲(1)  7841 小林 千紘(1)

ﾅｶｼﾏ ｼﾉﾌﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
 8063 溝口 莉緒(1)  7860 伊藤 朱里(2)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ ｲﾄｳ ｱｶﾘ
 5   7 伊那  8087 本田 尚子(1)     59.88  5   7 高森  8383 宮内 笑夢(1)     57.50 

ｲﾅ ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ ﾀｶﾓﾘ ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ
 8085 関崎 茉莉(1)  8382 西村 歩華(1)

ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ
 8089 野崎 葵(1)  8381 中平 留李花(2)

ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾙﾘｶ
 8084 高見澤 美香(2)  8380 小平 真帆(2)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾐｶ ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ
 6   3 阿智  8460 田中 里歩(2)   1,01.55  6   6 緑ヶ丘  8604 磯貝 亜依(2)     57.61 

ｱﾁ ﾀﾅｶ ﾘﾎ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ｲｿｶﾞｲ ｱｲ
 8461 松井 美蓉(2)  8591 木下 明里咲(1)

ﾏﾂｲ ﾐﾖ ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ
 8463 園原 聖菜(1)  8612 小林 菜月(1)

ｿﾉﾊﾗ ｾﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
 8462 芦澤 陽菜(1)  8605 木下 未知(2)

ｱｼｻﾞﾜ ﾋﾅ ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ
 7   1 富士見  7928 岡本 真叶(1)   1,02.10  7   3 豊丘  8546 藤井 七星(2)   1,00.51 

ﾌｼﾞﾐ ｵｶﾓﾄ ﾏｶﾅ ﾄﾖｵｶ ﾌｼﾞｲ ﾅﾅｾ
 7931 小林 穂々光(1)  8547 片桐 彩(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔ
 7930 川口 ののは(1)  8549 原 朱音(1)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ ﾊﾗ ｱｶﾈ
 7927 阿部 真奈美(1)  8548 月木 優花(1)

ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ ﾂｷｷﾞ ﾕｳｶ
  4 飯田高陵  8447 近藤 希乃佳(1)   1 岡谷北部

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 失格 ｵｶﾔﾎｸﾌﾞ 欠場
 8438 今村 朱(2)

ｲﾏﾑﾗ ｱﾝ
 8445 伊東 愛渚(1)

ｲﾄｳ ﾏﾅ
 8442 藤本 祐菜(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ

女子低学年

4×100ｍＲ

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 永明  7792 竹内 里桜(1)     56.12 q

ｴｲﾒｲ ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
 7796 五味 愛夏(1)

ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ
 7790 山田 茉優(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ
 7789 佐伯 明莉(2)

ｻｴｷ ｱｶﾘ
 2   2 箕輪  7992 上田 美海(2)     57.24 

ﾐﾉﾜ ｳｴﾀﾞ ﾐｳ
 7990 宮澤 佳蓮(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾚﾝ
 8001 岡 瑞希(1)

ｵｶ ﾐｽﾞｷ
 8003 井口 空亜(1)

ｲｸﾞﾁ ｿｱ
 3   8 茅野東部  7875 花岡 真咲(1)     57.38 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞ ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ
 7870 平出 瑠奈(2)

ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ
 7873 牛山 珠莉(1)

ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ
 7871 林 愛花(2)

ﾊﾔ ﾏﾅｶ
 4   1 駒ヶ根東  8274 木下 弥采(1)     58.24 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ｷﾉｼﾀ ﾐｺﾄ
 8256 小林 香絵(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ
 8276 竹村 千咲己(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾁｻｷ
 8264 中城 美佳(2)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ
 5   6 下諏訪  7677 嶋田 歩唯(2)     59.13 

ｼﾓｽﾜ ｼﾏﾀﾞ ｱｲ
 7680 吉田 渚(1)

ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ
 7674 小池 由華(1)

ｺｲｹ ﾕｲｶ
 7676 古谷 裕美(2)

ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ
 6   7 岡谷西部  7580 脇坂 有梨那(1)   1,00.52 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞ ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ
 7576 小林 朋美(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ
 7579 加納 樹(1)

ｶﾉｳ ｲﾂｷ
 7577 中島 叶絢(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉｱ
 7   5 諏訪南  7774 神沢 留依(1)   1,01.09 

ｽﾜﾐﾅﾐ ｶﾝｻﾞﾜ ﾙｲ
 7777 綱島 玲渚(1)

ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ
 7775 木村 莉子(1)

ｷﾑﾗ ﾘｺ
 7776 志賀 美咲(1)

ｼｶﾞ ﾐｻｷ
  4 伊那東部  8100 矢野 華奈(1)

ｲﾅﾄｳﾌﾞ ﾔﾉ ｶﾅ 失格
 8146 田中 ラリッサ(1)

ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ
 8148 岡田 優奈(1)

ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾅ
 8147 富山 奈央(1)

ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵ

女子低学年

4×100ｍＲ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 春富  8164 吉澤 芽衣(1)     52.87 

ﾊﾙﾄﾐ ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 大会新
 8163 北原 小遥(1)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
 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
 2   4 赤穂  8224 中嶋 珠久(1)     55.66 

ｱｶﾎ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ
 8226 田中 凜(1)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ
 8229 飯島 莉紗(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ
 8246 青田 梨世(2)

ｱｵﾀ ﾘｾ
 3   7 辰野  7953 遠藤 彩莉(1)     56.90 

ﾀﾂﾉ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ
 7954 塚間 友香(1)

ﾂｶﾏ ﾕｶ
 7981 瀬戸 郁美(2)

ｾﾄ ｲｸﾐ
 7980 長田 鼓美(2)

ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ
 4   1 長峰  7859 山田 美和(2)     57.12 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ
 7849 小林 万莉(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
 7841 小林 千紘(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
 7860 伊藤 朱里(2)

ｲﾄｳ ｱｶﾘ
 5   8 清陵附属  7947 飯澤 優里(1)     57.20 

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸ ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ
 7945 中嶋 密(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ
 7946 吉川 円香(2)

ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ
 7948 杉下 舞彩(1)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
 6   3 永明  7792 竹内 里桜(1)     57.26 

ｴｲﾒｲ ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
 7796 五味 愛夏(1)

ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ
 7790 山田 茉優(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ
 7789 佐伯 明莉(2)

ｻｴｷ ｱｶﾘ
 7   2 諏訪西  7758 竹松 優(1)     57.72 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ
 7754 橋本 花甫(2)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 7755 原田 なな(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ
 7749 宮下 綺実(2)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ
 8   5 岡谷東部  7645 石吾 桃香(1)   1,00.00 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ
 7646 江口 真尋(1)

ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ
 7632 篠原 さくら(2)

ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ
 7666 大場 ひかる(2)

ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ

4×100ｍＲ
決勝

女子低学年



県中学新            48.17
大会新              51.31

[ 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   5 伊那東部  8145 三澤菜々美(1)     51.41 q  1   5 赤穂  8245 森脇 涼羽(2)     52.09 q

ｲﾅﾄｳﾌﾞ ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ ｱｶﾎ ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
 8130 友田 有紀(3)  8220 氣賀澤 杏香(2)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
 8129 澁谷 果歩(3)  8236 中嶋 杏彩(3)

ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｽﾞｻ
 8143 北岡 依生希(2)  8233 唐澤 純夏(3)

ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ
 2   7 飯田高陵  8437 千葉 ほの香(3)     53.77 q  2   2 緑ヶ丘  8597 牧内 沙樹(3)     52.89 q

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ﾏｷｳﾁ ｻｷ
 8443 小嶋 織(3)  8608 今村 詩乃(3)

ｺｼﾞﾏ ﾊﾄﾘ ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ
 8435 小西 英瑠真(3)  8610 中島 愛(3)

ｺﾆｼ ｴﾙﾏ ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ
 8429 寺澤 瞳子(3)  8607 藤本 遥(2)

ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
 3   3 南箕輪  8055 有賀 萌奈(2)     54.14  3   3 高森  8379 丸山 いより(2)     53.02 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ ﾀｶﾓﾘ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
 8054 上田 陽菜(3)  8377 石井 涼(3)

ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ
 8058 酒井 美玲(2)  8376 宮内 萌菜(3)

ｻｶｲ ﾐﾚｲ ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ
 8053 平島 麻衣(3)  8378 宮澤 香音(2)

ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ
 4   6 岡谷東部  7665 篠原 花恋(3)     54.18  4   4 豊丘  8545 田間 美羽(2)     53.97 q

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ ﾄﾖｵｶ ﾀｻﾞﾏ ﾐｳ
 7654 宮坂 麻絢(3)  8543 池野 佳帆(2)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ ｲｹﾉ ｶﾎ
 7661 宮坂 なな(3)  8541 菅沼 望子(3)

ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ
 7664 宮坂 育(3)  8542 宮下 真弥(3)

ﾐﾔｻｶ ｲｸ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 5   2 旭ヶ丘  8622 戸谷 優花(2)     54.52  5   6 春富  8162 小牧 理瑛(2)     56.20 

ｱｻﾋｶﾞｵｶ ﾄﾔ ﾕｳｶ ﾊﾙﾄﾐ ｺﾏｷ ﾘｴ
 8623 松村 みすゞ(2)  8165 小松 葉月(3)

ﾏﾂﾑﾗ ﾐｽｽﾞ ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ
 8621 上原 萌(2)  8166 吉野 直歩(3)

ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ﾖｼﾉ ﾅｵ
 8620 伊藤 優凪(2)  8179 中原 彩絵(2)

ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ﾅｶﾊﾗ ｻｴ
 6   8 上諏訪  7711 藤森 恵弥子(2)     54.84  6   7 宮田  8192 後藤 優月(3)     57.27 

ｶﾐｽﾜ ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ ﾐﾔﾀﾞ ｺﾞﾄｳ ﾕﾂﾞｷ
 7712 前田 唯(2)  8191 小田切 すずらん(3)

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ ｺﾀｷﾞﾘ ｽｽﾞﾗﾝ
 7713 柿澤 摩歩(1)  8195 有賀 希々花(3)

ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ ｱﾙｶﾞ ﾉﾉｶ
 7708 鮎澤 ののか(3)  8190 小田切 彩乃(3)

ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ ｺﾀｷﾞﾘ ｱﾔﾉ
 7   4 岡谷北部  7601 小口 侑寿葉(2)     57.48 

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞ ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ
 7600 小澤 沙永子(3)

ｵｻﾞﾜ ｻｴｺ
 7599 島崎 七星(3)

ｼﾏｻﾞｷ ﾅﾅｾ
 7596 小島 美紀(3)

ｺｼﾞﾏ ﾐｷ

女子共通

4×100ｍＲ

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 伊那  8082 百瀬 果奈(3)     52.24 q

ｲﾅ 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
 2   6 箕輪  8022 加藤 ほのか(3)     52.79 q

ﾐﾉﾜ 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
 3   2 岡谷西部  7578 有賀 琳瑚(2)     54.67 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞ ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ
 7573 倉品 愛美(3)

ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ
 7572 花岡 瑚徒(3)

ﾊﾅｵｶ ｺﾄ
 7574 酒井 歩美(3)

ｻｶｲ ｱﾕﾐ
 4   3 長峰中  7856 原田 芽依(3)     57.78 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ
 7853 小林あゆみ(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 7857 藤森 彩夏(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔｶ
 7855 原田 陽菜(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ
 5   7 茅野東部  7883 小泉 梢(3)     57.90 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞ ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ
 7882 小沢 恵菜(3)

ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ
 7884 牧 優花(3)

ﾏｷ ﾕｳｶ
 7881 中塚 千夏(3)

ﾅｶﾂｶ ﾁﾅﾂ
  5 富士見  7926 名取 未希(2)

ﾌｼﾞﾐ ﾅﾄﾘ ﾐｷ 失格
 7918 五味 桃花(3)

ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ
 7923 大川 あおば(2)

ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ
 7924 小林 舞香(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ

女子共通

4×100ｍＲ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 赤穂  8245 森脇 涼羽(2)     51.52 

ｱｶﾎ 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
 2   3 伊那東部  8145 三澤菜々美(1)     51.77 

ｲﾅﾄｳﾌﾞ ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ
 8130 友田 有紀(3)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
 8129 澁谷 果歩(3)

ｼﾌﾞﾔ ｶﾎ
 8143 北岡 依生希(2)

ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ
 3   4 伊那  8082 百瀬 果奈(3)     52.91 

ｲﾅ 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
 4   8 緑ヶ丘  8597 牧内 沙樹(3)     53.61 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ﾏｷｳﾁ ｻｷ
 8608 今村 詩乃(3)

ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ
 8602 小久保 茉耶(3)

ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ
 8607 藤本 遥(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
 5   7 高森  8379 丸山 いより(2)     53.73 

ﾀｶﾓﾘ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
 8377 石井 涼(3)

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
 6   1 豊丘  8545 田間 美羽(2)     54.21 

ﾄﾖｵｶ ﾀｻﾞﾏ ﾐｳ
 8543 池野 佳帆(2)

ｲｹﾉ ｶﾎ
 8541 菅沼 望子(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ
 8542 宮下 真弥(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 7   2 飯田高陵  8437 千葉 ほの香(3)     54.42 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ
 8443 小嶋 織(3)

ｺｼﾞﾏ ﾊﾄﾘ
 8435 小西 英瑠真(3)

ｺﾆｼ ｴﾙﾏ
 8429 寺澤 瞳子(3)

ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ
 8   6 箕輪  8022 加藤 ほのか(3)     54.84 

ﾐﾉﾜ 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

4×100ｍＲ
決勝

女子共通



県中学新             1.75
大会新               1.75

倉品 愛美(3)
ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ 岡谷西部
花岡 瑚徒(3)
ﾊﾅｵｶ ｺﾄ 岡谷西部
今井 歌乃(3)
ｲﾏｲ ｶﾉ 箕輪
長田 美羽(2)
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 茅野東部
小平 真帆(2)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏﾎ 高森
原 萌夏(3)
ﾊﾗ ﾓｴｶ 伊那東部
田村 明日香(2)
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野東部
菅沼 凛(3)
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘﾝ 飯田高陵
五味 美羽(3)
ｺﾞﾐ ﾐｳ 永明
鈴木 優菜(3)
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 飯田高陵
上條 琴葉(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺﾄﾊ 伊那東部
三枝 千夏(1)
ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野
萩原 優紀(3)
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｷ 緑ヶ丘
北原 璃歩(3)
ｷﾀﾊﾗ ﾘﾎ 岡谷東部
平島 麻衣(3)
ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ 南箕輪
三澤 恵理那(3)
ﾐｻﾜ ｴﾘﾅ 諏訪西
飯島 彩香(1)
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ 永明
原田 芽依(3)
ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ 長峰
帯川 海緒(3)
ｵﾋﾞｶﾜ ﾐｵ 長峰
今井 愛胡(3)
ｲﾏｲ ｱｺ 岡谷東部
磯貝 亜依(2)
ｲｿｶﾞｲ ｱｲ 緑ヶ丘
井田 光咲(1)
ｲﾀﾞ ｱﾘｻ 南箕輪
小池 由華(1)
ｺｲｹ ﾕｲｶ 下諏訪
若月 美侑(3) 欠場
ﾜｶﾂｷ ﾐｳ 諏訪西

県中学新             3.10
大会新               2.90

2m90
小林 由依(2) - O O O O O O XXO O XO
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原 XXX
田中 志野(3) - O - O - O XO XXX
ﾀﾅｶ ｼﾎ 伊那東部
清水 日瑶莉(3) - O O O O O XXO XXX
ｼﾐｽﾞ ﾋﾖﾘ 原
北原 きらら(3) - O O O O O XXX
ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 箕輪
飯島 葵(3) XO /
ｲｲｼﾞﾏ ｱｵｲ 伊那東部

4 1  8024
 2.40

5 5  8126
 1.20

2 3  8131
 2.50

3 2  7896
 2.50

2m70 2m80
記録 備考

1 4  7898
 2.80

2m10 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60

女子共通

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m20 2m00

6  7747

 1.00

2  7674
XXX

22 1  8067
XXO XXX

 1.00

 1.20

21 3  8604
O XXX

XXX
20 12  7657

- O XXO

 1.20

 1.20

19 7  7851
- O XO XXX

XXX
16 9  7856

O O O

 1.20

 1.20

16 5  7797
O O O XXX

XXX
16 4  7744

- O O

 1.25

 1.25

15 13  8053
- O O XXO XXX

XO XXX
14 17  7660

- O XO

 1.25

 1.25

12 10  8594
- O O XO XXX

XO XXX
12 8  7955

- O O

XXX  1.30

 1.30

10 20  8137
- - O O XXO

O XXO XXX
10 14  8432

- O O

XXX  1.30

 1.30

8 19  7786
- O O O XO

O XO XXX
8 18  8427

- O O

XXX  1.30

 1.35

7 15  7886
- - - O O

O O XO XXX
5 21  8135

- - -

XO XXX  1.35

 1.45

5 11  8380
- - O O O

O O O O XO XXX
4 16  7887

- - -

O O XO XXO XXX  1.48

XXX  1.48

3 22  8020
- - O O O

- O O O O XO
2 23  7572

- - -

XO O O O XXX  1.48

1m48 1m51
1 24  7573

- - - - -

記録1m20 1m25 備考1m00 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45

女子共通

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



県中学新             5.75
大会新               4.99

柿澤 摩歩(1)   3.94   3.81   3.91    X   3.90    X    3.94 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 上諏訪   -0.6   -0.6   -0.9   -0.7    -0.6
牛山 珠莉(1)    X   3.61   3.69   3.88   3.78   3.52    3.88 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 茅野東部   -1.3   -0.9   -0.8   -1.0   -0.9    -0.8
本田 尚子(1)   3.55   3.66   3.73   3.68   3.60   3.58    3.73 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 伊那   -2.9   -1.3   -1.2   -2.3   -0.9   -2.2    -1.2
竹村 菜々美(1)   3.48   3.57   3.36   3.51   3.68   3.47    3.68 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 緑ヶ丘   -1.9   +0.3   -0.5   -2.3   -0.2   -1.9    -0.2
小澤 佑奈(1)   3.51    X    X   3.60   3.66   3.33    3.66 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 辰野   -1.7   -0.4   -0.9   -1.7    -0.9
有賀 雪乃(1)    X    X   3.65    X    X   3.64    3.65 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 南箕輪   -0.6   -1.9    -0.6
小林 菜月(1)   3.46   3.42   3.22   3.40   3.19   2.80    3.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘   -0.4   -1.3   -0.7   -1.1   -1.9   -2.2    -0.4
田中 ラリッサ(1)   3.24   3.43   3.33   3.29   3.27   3.42    3.43 
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 伊那東部   -0.7    0.0   -1.4   -1.1   -1.4   -0.8     0.0
小林 穂々光(1)   3.25    X   3.28    3.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 富士見   +0.2   -0.6    -0.6
伊藤 愛(1)   3.26   3.21   3.23    3.26 
ｲﾄｳ ﾏﾅ 南箕輪   -0.3   -1.1   -1.1    -0.3
中林 樹里(1)   3.20   3.25   2.81    3.25 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 箕輪   -0.5   -0.4   -1.6    -0.4
野崎 葵(1)   3.19   2.95   3.13    3.19 
ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ 伊那   +0.3   +0.2   -0.4    +0.3
竹村 千咲己(1)   3.15    X   2.93    3.15 
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻｷ 駒ヶ根東   +1.1   -1.2    +1.1
三村 紗唯(1)   3.08   3.11   2.86    3.11 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 清陵附属   -0.2   -1.8   +0.2    -1.8
柳沢 愛莉(1)    X   2.95   3.07    3.07 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 茅野東部   -0.6   -2.1    -2.1
小澤 明日香(1)    X   2.80   3.05    3.05 
ｵｻﾞﾜ ｱｽｶ 辰野    0.0   -0.3    -0.3
熊谷 千尋(1)   2.98    X   2.66    2.98 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 高森   -1.7   -1.4    -1.7
木村 莉子(1)   2.86    X   2.96    2.96 
ｷﾑﾗ ﾘｺ 諏訪南   -1.1   -2.7    -2.7
神沢 留依(1)    X    X   2.47    2.47 
ｶﾝｻﾞﾜ ﾙｲ 諏訪南   -1.2    -1.2
江口 真尋(1)    X    X    X
ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部
北原 小遥(1)    X    X    X
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 春富

女子1年

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 20  7713

-5-

2 16  7873

3 15  8087

4 17  8598

5 13  7952

6 4  8066

7 19  8612

8 9  8146

9 8  7931

10 1  8061

11 18  8002

12 7  8089

13 3  8276

14 2  7949

15 10  7876

16 6  7950

17 14  8372

18 11  7775

21  8163

19 12  7774

5  7646



県中学新             5.75
大会新               5.54

北岡 依生希(2)    X    X   4.91   4.79    X   5.03    5.03 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那東部   +2.2   +1.1   +4.2    +4.2
宮澤 香音(2)    X   4.94   5.00   4.95   4.90   4.80    5.00 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 高森   +1.2   +3.0   +2.5   +2.5   +1.7    +3.0
小口 るり(3)   4.86   4.82   3.61   4.78   2.81   4.72    4.86 
ｵｸﾞﾁ ﾙﾘ 岡谷東部   +2.7   +1.4   +1.4   -0.4   +2.5   +1.0    +2.7
唐澤 純夏(3)   4.54   2.73   4.53   4.66   4.80   4.52    4.80 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 赤穂   +2.6   +1.1   +2.8   +2.5   +2.9   +4.6    +2.9
伊藤 鈴音(3)    X    X   4.50    X   4.62   4.77    4.77 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 竜東   +1.9   +2.0   +2.5    +2.5
加藤 ほのか(3)   4.59   4.71   4.50   4.57    X   4.34    4.71 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 箕輪   +1.0   +2.1   +2.5   +2.3   +0.4    +2.1
小久保 茉耶(3)   4.53   4.25   4.37   4.60   4.63    X    4.63 
ｺｸﾎﾞ ﾏﾔ 緑ヶ丘   +1.5   +1.0   +3.3   +2.2   +2.7    +2.7
那須野 りさ子(3)   4.37   4.50    X    X   4.52   4.61    4.61 
ﾅｽﾉ ﾘｻｺ 伊那東部   +2.8   +2.8   +3.6   +1.3    +1.3
小西 英瑠真(3)   4.53    X    X    X   4.46   4.47    4.53 
ｺﾆｼ ｴﾙﾏ 飯田高陵   +1.3   +2.7   +3.3    +1.3
小松 葉月(3)   4.30   4.25   4.46    4.46 
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 春富   +1.4   +2.4   +3.5    +3.5
中島 愛(3)   4.21   4.33   4.33    4.33 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 緑ヶ丘   +1.9   +2.6   +3.7    +2.6
酒井 美玲(2)   4.22   3.75   4.28    4.28 
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 南箕輪   +0.5   +1.0   +1.7    +1.7
大川 あおば(2)   4.19   4.25   3.96    4.25 
ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ 富士見   +1.1   +2.2   +2.7    +2.2
鎌倉 杏(2)   4.12   4.17   4.24    4.24 
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原   +2.4   +1.6   +2.8    +2.8
千葉 ほの香(3)    X   4.20   3.98    4.20 
ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ 飯田高陵   +2.3   +3.0    +2.3
上田 陽菜(3)   3.95   4.09   3.86    4.09 
ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ 南箕輪   +0.5   +1.0   +2.4    +1.0
山田 愛莉(2)   4.07   3.91   3.56    4.07 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野東部   +1.7   +1.9   +1.8    +1.7
有賀 希々花(3)   3.97   4.00   4.04    4.04 
ｱﾙｶﾞ ﾉﾉｶ 宮田   +2.9   +2.5   +2.0    +2.0
金子 向日葵(3)   4.04    X   3.99    4.04 
ｶﾈｺ ﾋﾏﾘ 原   +2.2   +4.0    +2.2
髙木 佑菜(3)   4.04   3.97   3.70    4.04 
ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 岡谷北部   +3.3   +1.8   +2.5    +3.3
戸枝 恵依(2)    X   3.81   3.77    3.81 
ﾄｴﾀﾞ ｹｲ 駒ヶ根東   +2.8   +1.6    +2.8
小林 菜々美(3)   3.77   3.67   3.64    3.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 富士見   +1.6   +1.0   +1.3    +1.6
吉野 直歩(3)   3.33   3.18   3.68    3.68 
ﾖｼﾉ ﾅｵ 春富   +2.9   +1.9   +1.7    +1.7
林 菜月(3)   3.43   3.45   3.62    3.62 
ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 岡谷東部   +0.7   +0.9   +4.9    +4.9
佐藤 鈴夏(3)   3.51    X   3.51    3.51 
ｻﾄｳ ｽｽﾞｶ 下諏訪   +2.7   +2.7    +2.7
田間 美羽(2)   3.24   2.63   2.64    3.24 
ﾀｻﾞﾏ ﾐｳ 豊丘   +1.9   +2.2   +1.3    +1.9
中島 叶絢(2)   2.93   3.20   3.15    3.20 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉｱ 岡谷西部   +2.7   +1.5   +0.4    +1.5
中野 天音(2)   3.13   3.02    X    3.13 
ﾅｶﾉ ｱﾏﾈ 長峰   +4.2   +1.5    +4.2
長田 鼓美(2)    X    X    X 記録なし
ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 辰野

18  7980

27 1  7577

28 4  7863

25 3  7686

26 2  8545

23 6  8166

24 10  7663

21 5  8257

22 11  7917

19 12  7894

20 13  7598

17 14  7872

18 7  8195

15 15  8437

16 8  8054

13 20  7923

14 21  7897

11 23  8610

12 9  8058

9 16  8435

10 17  8165

7 22  8602

8 19  8133

5 25  8641

6 24  8022

3 26  7659

4 27  8233

1 29  8143
-5-

2 28  8378

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子2,3年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



県中学新            13.49
大会新              12.11

小口 維吹(3)
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部
寺澤 瞳子(3)
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳｺ 飯田高陵
髙山 梨帆(3)
ﾀｶﾔﾏ ﾘﾎ 箕輪
中塚 千夏(3)
ﾅｶﾂｶ ﾁﾅﾂ 茅野東部
小牧 理瑛(2)
ｺﾏｷ ﾘｴ 春富
木下 知夏(3)
ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｶ 緑ヶ丘
津金 璃子(2)
ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ 原
櫻本 奈々(3)
ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ 富士見
藤森 美帆(3)
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾎ 永明
戸谷 優花(2)
ﾄﾔ ﾕｳｶ 旭ヶ丘
溝尾 茉優(2)
ﾐｿﾞｵ ﾏﾕ 辰野
若林 咲理菜(3)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾘﾅ 箕輪
山田 都子(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾔｺ 伊那東部
上田 朋花(1)
ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 南箕輪
竹村 日向(2)
ﾀｹﾑﾗ ﾋﾅﾀ 長峰中
笹尾 美宙(3)
ｻｻｵ ﾐｿﾗ 宮田
平出 雅(2)
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾐﾔﾋﾞ 辰野
武居 梓(3)
ﾀｹｲ ｱｽﾞｻ 宮田
鷲尾 和乃佳(2)
ﾜｼｵ ﾉﾉｶ 長峰中
野村 ひかり(1)
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 南箕輪
武井 幸音(3) 欠場
ﾀｹｲ ﾕｷﾈ 清陵附属

  4.62 

8  7942

 4.62  4.45  4.26
20 2  8064

  4.72  4.72  4.58

  5.18 

19 5  7861
 3.89

 5.18  4.80  4.60
18 1  8197

  5.25   X  5.25

  5.29 

17 7  7982
  X

 4.53  4.18  5.29
16 4  8196

  6.01  5.92  5.50

  6.03 

15 6  7862
 6.01

 5.44  6.03  5.94
14 3  8062

  6.45  5.84  6.45

  6.45 

13 13  8128
  X

 6.27  6.45  6.03
12 9  8025

  6.90  6.90  6.85

  7.20 

11 12  7984
 6.79

 6.95  7.16  7.20
10 10  8622

  7.32  6.60  7.00

  7.89 

9 11  7788
 7.32

 7.66  7.57  7.85 7.89  7.26   X
8 15  7919

 7.98  8.02   8.02  7.42  7.89  7.36

  8.04 

7 16  7899
 7.80

 7.68  7.32  7.02 8.04  7.45  7.18
6 17  8611

 7.98   X   8.17  7.16  7.67  8.17

  8.62 

5 14  8162
 7.51

 8.62  7.86  8.40 8.58  7.42  7.92
4 18  7881

 8.69  8.20   8.69  8.26  8.24  8.41

  8.90 

3 20  8014
 8.52

 8.30  8.08  8.38 8.24  8.90  7.19
2 19  8429

 8.50  8.99   9.40  9.16  9.40   X

備考
1 21  7658

 8.91

-5- -6- 記録-2- -3-

女子共通

砲丸投(2.72kg)

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



県中新               2777
大会新               2323

小林あゆみ(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰
五味 桃花(3)
ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ 富士見
今井 美月(3)
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 岡谷東部
吉川 円香(2)
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属
木下 未知(2)
ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ 緑ヶ丘
山田 加奈(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部
三沢 らん(3)
ﾐｻﾜ ﾗﾝ 緑ヶ丘
赤羽 稀帆(3)
ｱｶﾊﾈ ｷﾎ 箕輪
木村 果蓮(3)
ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ 箕輪
武舎 ひかる(3)
ﾑｼｬ ﾋｶﾙ 岡谷西部
宮阪 ひかり(1)
ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部
伊東 瑠菜(1)
ｲﾄｳ ﾙﾅ 南箕輪

11  7874
   558

12  8060
   362

9  8019
  1158

10  7575
  1116

7  8601
  1211

8  8013
  1200

5  8605
  1366

6  7641
  1312

3  7662
  1672

4  7946
  1569

1  7853
  1761

2  7918
  1681

女子共通

四種競技

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考



[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速  0.0

 1 小林あゆみ(3) 17.95(494)  1 五味 桃花(3) 18.03(485)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰 ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ 富士見

 2 吉川 円香(2) 18.30(458)  2 山田 加奈(2) 21.08(219)
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部

 3 今井 美月(3) 18.48(440)  3 武舎 ひかる(3) 21.20(210)
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 岡谷東部 ﾑｼｬ ﾋｶﾙ 岡谷西部

 4 赤羽 稀帆(3) 20.47(264)  4 三沢 らん(3) 21.44(194)
ｱｶﾊﾈ ｷﾎ 箕輪 ﾐｻﾜ ﾗﾝ 緑ヶ丘

 5 木下 未知(2) 20.51(261)  5 木村 果蓮(3) 21.76(173)
ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ 緑ヶ丘 ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ 箕輪

 6 宮阪 ひかり(1) 22.36(136)  6 伊東 瑠菜(1) 26.24(  2)
ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部 ｲﾄｳ ﾙﾅ 南箕輪

五味 桃花(3)
ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ 富士見
山田 加奈(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部
吉川 円香(2)
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属
今井 美月(3)
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 岡谷東部
木下 未知(2)
ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ 緑ヶ丘
武舎 ひかる(3)
ﾑｼｬ ﾋｶﾙ 岡谷西部
小林あゆみ(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰
三沢 らん(3)
ﾐｻﾜ ﾗﾝ 緑ヶ丘
赤羽 稀帆(3)
ｱｶﾊﾈ ｷﾎ 箕輪
木村 果蓮(3)
ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ 箕輪
伊東 瑠菜(1)
ｲﾄｳ ﾙﾅ 南箕輪
宮阪 ひかり(1)
ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部

小林あゆみ(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰
今井 美月(3)
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 岡谷東部
木村 果蓮(3)
ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ 箕輪
三沢 らん(3)
ﾐｻﾜ ﾗﾝ 緑ヶ丘
山田 加奈(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部
木下 未知(2)
ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ 緑ヶ丘
五味 桃花(3)
ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ 富士見
赤羽 稀帆(3)
ｱｶﾊﾈ ｷﾎ 箕輪
武舎 ひかる(3)
ﾑｼｬ ﾋｶﾙ 岡谷西部
吉川 円香(2)
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属
宮阪 ひかり(1)
ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部
伊東 瑠菜(1)
ｲﾄｳ ﾙﾅ 南箕輪

  4.05 

  5.37 

12 4  8060
 4.04  4.05  3.75

  5.64 

11 7  7874
 4.63  4.99  5.37

  6.27 

10 8  7946
 5.30  4.96  5.64

  6.27 

9 5  7575
 5.95  5.39  6.27

  6.60 

8 9  8013
 6.27  6.25  6.15

  6.74 

7 3  7918
 6.60  6.37  6.48

  7.02 

6 12  8605
 6.60  6.74  6.36

  7.30 

5 1  7641
 6.96  6.89  7.02

  7.33 

4 2  8601
 6.56  7.30  6.72

  7.71 

3 6  8019
  X  7.33  6.87

  7.71 

2 10  7662
 6.21  7.51  7.71

1 11  7853
 7.31  7.71  7.55

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子共通四種競

砲丸投(2.72kg)
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

12  7874
XXX

3  8060
XXX

 1.10

 1.15

10 1  8019
O O XXX

XXX
9 10  8013

O O XXO

 1.15

 1.20

8 5  8601
O O O XXX

XO XXX
7 8  7853

O O O

 1.20

 1.25

6 2  7575
O O O O XXX

O XO XXX
5 7  8605

- O XO

XXO XXX  1.30

 1.30

4 9  7662
- - O O O

O O O XXX
1 11  7946

- - O

O XXX  1.30

 1.30

1 6  7641
- - O O O

O O O XXX

記録 備考
1 4  7918

- - -

1m15 1m20 1m25 1m30 1m35

女子共通四種競

走高跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m05 1m10

4  8060

6  8601

2  8019

7  7641

3  7575

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7918

2  8605

7  7874

4  7662

5  8013

3  7853

6  7946

女子共通四種競

100ｍＨ(0.762m)
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -3.6

 1 木村 果蓮(3) 31.12(407)  1 小林あゆみ(3) 28.74(574)
ｷﾑﾗ ｶﾚﾝ 箕輪 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰

 2 三沢 らん(3) 31.27(397)  2 五味 桃花(3) 30.06(478)
ﾐｻﾜ ﾗﾝ 緑ヶ丘 ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ 富士見

 3 赤羽 稀帆(3) 31.51(382)  3 吉川 円香(2) 30.42(453)
ｱｶﾊﾈ ｷﾎ 箕輪 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属

 4 武舎 ひかる(3) 32.78(306)  4 今井 美月(3) 30.58(442)
ﾑｼｬ ﾋｶﾙ 岡谷西部 ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 岡谷東部

 5 伊東 瑠菜(1) 34.58(211)  5 木下 未知(2) 30.79(428)
ｲﾄｳ ﾙﾅ 南箕輪 ｷﾉｼﾀ ﾐﾁ 緑ヶ丘

 6 宮阪 ひかり(1) 34.99(191)  6 山田 加奈(2) 32.05(348)
ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部

2  7874 3  7641

3  8060 2  8605

4  7575 5  7662

5  8013 7  7946

6  8601 6  7918

記録／備考
7  8019 4  7853

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

女子共通四種競

200ｍ
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