
（大会コード：19170517） 

第２８回南信陸上競技選手権大会 

第４７回南信三郡対抗陸上競技大会 

記 録 集 

 
主 催 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  南信中学校体育連盟 

期 日 ２０１９年（令和元年）７月１５日（月・海の日） 

会 場 伊那市陸上競技場（競技場コード：172030） 

総 務 桐山 勝次 

審 判 長 北原 誠治（ﾄﾗｯｸ） 遠山 正洋（ﾌｨｰﾙﾄﾞ） 小林 初美（招集所） 

記録情報主任 竹内 秀樹 

 

■ この大会で樹立した記録 

種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 氏名 所属（学年） 記録 従来の記録 備考 

男子 3000m 決 桃澤 大祐 サン工業 8 分 37 秒 02 8 分 39 秒 31 大会新 

女子 100m 予 北岡 依生希 東海大諏訪高(2) 12 秒 13 12 秒 33 大会新 

 

■ この大会で新設した種目 

種目 チーム名 氏名 記録 備考 

混合 4×400m 

（三郡対抗） 
諏訪 

遠山 龍之介 小林 舞香 

中原 希空  二見 優輝 
3 分 36 秒 28  

 

■ 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 
時刻 天候 

気温 

℃ 

湿度 

％ 
風向 

風速 

m/s 

8:30 曇り 25.7 66.0 北 1.9 13:00 曇り 29.8 56.0 西 0.4 

9:00 曇り 26.3 64.0 北東 1.1 14:00 曇り 30.4 53.0 北東 0.2 

10:00 晴れ 29.6 58.0 北東 2.1 15:00 曇り 28.1 60.0 南 3.2 

11:00 雨 28.7 58.0 北東 1.5 16:00 曇り 26.4 65.0 南 3.0 

12:00 曇り 29.1 55.0 北東 0.8       

 



第28回南信陸上競技選手権大会 兼 第47回南信三郡対抗陸上競技会                    
主催：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、南信中学校体育連盟        

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】172030  伊那市陸上競技場

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
07/15 女子  -2.4北岡 依生希(2) 12.44 藤本 遥(2) 13.02 清水 華乃(3) 13.14 伊藤 桃香(2) 13.20 宮下 莉瑚(3) 13.33 藤森 七海(3) 13.41 山城 春菜(3) 13.50 飯澤 優里(1) 13.66

100m 諏訪･東海大諏訪高 飯伊･飯田高 上伊那･上伊那農業高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･豊丘中 諏訪･諏訪西中 飯伊･高森中 諏訪･諏訪清陵高
07/15 小林 舞香(2) 58.30 加藤 こころ(3) 1,00.39 田中 里歩(2) 1,00.50 中原 希空(1) 1,01.82 野村 優香(3) 1,02.90 森脇 涼羽(2) 1,04.20 丸山 いより(2) 1,06.11 宮澤 香音(2) 1,06.64

400m 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･上伊那農業高 飯伊･松川高 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･南箕輪中 上伊那･赤穂高 飯伊･飯田風越高 飯伊･下伊那農業高
07/15 小林 舞香(2) 2,15.54 佐藤 悠花(3) 2,17.01 守屋 有彩(3) 2,20.08 中林 樹里(1) 2,22.71 髙野 夏来(1) 2,22.76 川口 ののは(1) 2,23.24 篠原 さら(3) 2,23.45 臼田 麻花(3) 2,24.97

800m 諏訪･東海大諏訪高 飯伊･下伊那松川中 上伊那･春富中 上伊那･辰野高 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･東海大諏訪高 諏訪･茅野東部中 諏訪･下諏訪中
07/15 名和 夏乃子(2) 10,29.62 中村 柚音(1) 10,51.32 瀬戸 郁美(2) 10,51.87 大槻 美亜(3) 11,17.32 小池 嶺花(1) 11,19.86 佐々木 夏海(2) 11,22.12 佐藤 綾花(3) 11,24.43 松崎 紫月(2) 11,47.72

3000m 諏訪･岡谷南部中 上伊那･伊那西高 上伊那･伊那西高 諏訪･東海大諏訪高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･伊那西高 飯伊･下伊那松川中 諏訪･諏訪二葉高
07/15 池野 佳帆(2) 15.49 大前 歌音(2) 15.56 竹内 里桜(1) 16.21 小林 菜月(1) 16.25 吉川 円香(2) 16.77 熊谷 千尋(1) 18.40 三澤 菜々美(1) 18.90 小林 朋美(2) 19.04

100mH(0.838m) 飯伊･飯田高 上伊那･伊那北高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･飯田高 諏訪･諏訪清陵高 飯伊･飯田高 上伊那･伊那北高 諏訪･諏訪実業高
07/15 木下 利奈(2) 36,02.20

5000mW 上伊那･伊那西高
07/15 長田 美羽(2) 1.55 千葉 琉莉(2) 1.50 吉川 円香(2) 1.50 田村 明日香(2) 1.45 田村 優衣(2) 1.45 小平 奏重(3) 1.45 上村 文寧(2) 1.40 山本 結萌(3) 1.35

走高跳 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･岡谷東部中 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･茅野東部中 諏訪･永明中 上伊那･伊那中 飯伊･豊丘中
07/15 小林 由依(2) 3.00 偆道 心々美(3) 2.70 清水 愛奈(3) 2.60 野村 ひかり(1) 2.20 舩坂 來実(2) 2.00 柏原 ひな(2) 諏訪･原中 2.00 北田 紗由季(2) 2.00

棒高跳 諏訪･下諏訪向陽高 諏訪･原中 上伊那･高遠高 上伊那･高遠高 諏訪･岡谷東部中 原 ひなた(2) 上伊那･赤穂中 諏訪･岡谷東部中
07/15 宮澤 香音(2) 5.40(+0.8) 小林 千紘(1) 5.31(+1.8) 大﨑 にこ(2) 5.17(+2.0) 吉村 葵(2) 5.14(+2.4) 今村 実伶(3) 4.96(+4.2) 濵田 みなと(3)4.93(+1.5) 北原 小遥(1) 4.48(+1.2) 長門 杏実(3) 4.81(+0.8)

走幅跳 飯伊･下伊那農業高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･伊那中 諏訪･岡谷東高 飯伊･緑ヶ丘中 上伊那･春富中 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･岡谷東部中
07/15 倉田 紗優加(3) 10.20 小池 明日美(2) 8.13 小野 智子 7.99 並木 愛佳(3) 7.62 林 優舞(3) 7.02 城村 はな(2) 6.69 坂戸 愛佳(3) 6.66 宮原 彩菜(2) 6.53

上伊那･南箕輪中 諏訪･長峰中 上伊那･上伊那郡陸協 諏訪･長峰中 諏訪･岡谷東部中 上伊那･伊那東部中 諏訪･岡谷東部中 上伊那･辰野中
07/15 櫻本 奈々(3) 24.76 瀧浪 麻愛(2) 18.11 酒井 梨乃(2) 15.06 春日 如乃(2) 11.92 松﨑 祥歩(2) 10.67 中村 七海(1) 9.72 松田 陽夏(2) 7.63 山﨑 彩菜(1) 6.75

諏訪･岡谷工業高 飯伊･下伊那農業高 上伊那･赤穂高 上伊那･赤穂高 上伊那･辰野中 上伊那･高遠高 上伊那･辰野中 諏訪･岡谷南部中
07/15 有賀 琳瑚(2) 30.40 櫻本 奈々(3) 30.26 北沢 莉沙(2) 23.60 小野 智子 21.02 熊崎 光芽(3) 20.23 小林 菜月(1) 20.18 平出 瑠奈(2) 19.88 溝口 莉緒(1) 16.08

やり投(600g) 諏訪･岡谷東高 諏訪･岡谷工業高 飯伊･下伊那農業高 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･伊那西高 飯伊･飯田高 諏訪･諏訪実業高 上伊那･伊那西高
07/15 上伊那農業高      49.87 飯田高       50.07 伊那北高       50.56 赤穂中       50.75 諏訪二葉高       51.07 春富中       51.28 南箕輪中       52.13 諏訪西中       52.50

4x100m 氣賀澤 杏香(2) 池野 佳帆(2) 小島 咲愛(1) 山田 優芽(3) 小林 千紘(1) 田中 海羽(3) 海沼 結(2) 安田 莉穂(3)
加藤 ほのか(3) 藤本 遥(2) 星野 陽花里(2) 佐野 涼楓(2) 伊藤 桃香(2) 埋橋 凜(3) 髙橋 つきみ(2) 藤森 七海(3)
加藤 こころ(3) 小林 菜月(1) 大前 歌音(2) 宮澤 けい(2) 竹内 里桜(1) 中村 映夢(3) 髙木 萌子(3) 小松 美沙季(2)
清水 華乃(3) 熊谷 千尋(1) 三澤 菜々美(1) 鎮西 花(3) 北原 小遥(1) 濵田 みなと(3) 野村 優香(3) 小口 葉奈(3)

07/15 混合三郡対抗 諏訪     3,36.28 飯伊     3,38.27 上伊那     3,38.77
4x400m 遠山 龍之介(2) 藤本 遥(2) 逸見 崚輔(2)

小林 舞香(2) 近藤 雅哉 林 千尋(3)
中原 希空(1) 田中 里歩(2) 加藤 こころ(3)
二見 優輝(2) 橋爪 孔明(2) 小濱 律(3)

07/15 三郡対抗(女子) 諏訪 196.5 上伊那 160.5 飯伊 83

07/15 三郡対抗(総合) 上伊那 448 諏訪 366.5 飯伊 200.5

砲丸投
(4.000kg)

円盤投
(1.000kg)



予選 7月15日 11:30
決勝 7月15日 15:50

大会新  (GR )       12.33

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.8

 1 伊藤 優凪(2) 飯伊     13.27  1 藤森 七海(3) 諏訪     12.90 q
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 飯田風越高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

 2 山田 茉優(2) 諏訪     13.57  2 森脇 涼羽(2) 上伊那     13.22 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 東海大諏訪高 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高

 3 藤森 沙耶(3) 上伊那     14.10  3 伊藤 穂香(1) 諏訪     13.98 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ 辰野中 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 諏訪西中

 4 塚間 友香(1) 諏訪     14.19  4 宮脇 依茉(2) 上伊那     14.20 
ﾂｶﾏ ﾕｶ 岡谷南高 ﾐﾔﾜｷ ｴﾏ 伊那中

 5 岡田 成美(2) 諏訪     14.69  5 綱島 玲渚(1) 諏訪     14.73 
ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ 岡谷南部中 ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 下諏訪向陽高

 6 宮下 夏澄(1) 飯伊     15.18  6 土橋 茉奈(1) 諏訪     15.81 
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾐ 下伊那松川中 ﾂﾁﾊｼ ﾏﾅ 清陵附属中

 7 小池 心都(1) 諏訪     15.86  7 小林 ほの穂(1) 上伊那     16.23 
ｺｲｹ ｺﾄ 富士見中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉﾎ 伊那中
井原 由奈(1) 上伊那 関島 瑠愛(3) 飯伊
ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪中 ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 下伊那松川中

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 +0.6

 1 宮下 莉瑚(3) 飯伊     12.96 q  1 山城 春菜(3) 飯伊     13.01 q
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 豊丘中 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中

 2 川井田 望(3) 上伊那     13.82  2 中村 映夢(3) 上伊那     13.49 
ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 赤穂中 ﾅｶﾑﾗ  ｴﾑ 春富中

 3 河西 真依(2) 諏訪     14.37  3 山本 香菜美(2) 諏訪     13.73 
ｶｻｲ ﾏｲ 諏訪南中 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 茅野東部中

 4 村澤 みゆき(1) 飯伊     14.67  4 角 咲乃(2) 上伊那     13.88 
ﾑﾗｻﾜ ﾐﾕｷ 緑ヶ丘中 ｽﾐ ｻｷﾉ 伊那中

 5 小池 萌恵(1) 諏訪     14.83  5 中村 美沙稀(2) 諏訪     14.39 
ｺｲｹ ﾓｴ 富士見中 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 上諏訪中

 6 那須野 桜(3) 上伊那     14.90  6 矢澤 千夏(1) 飯伊     14.79 
ﾅｽﾉ ｻｸﾗ 宮田中 ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 飯田高陵中

 7 山本 琴音(1) 上伊那     16.94  7 濵 さくら(1) 諏訪     15.85 
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾈ 宮田中 ﾊﾏ ｻｸﾗ 岡谷西部中
藤森 悠実(2) 諏訪  8 田中 琉奈(1) 上伊那     16.37 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾐ 岡谷東部中 ﾀﾅｶ ﾙﾅ 中川中

[ 5組] 風速 +1.9 [ 6組] 風速 +0.4

 1 飯澤 優里(1) 諏訪     13.16 q  1 北岡 依生希(2) 諏訪     12.13 q
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 諏訪清陵高 ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 東海大諏訪高

 2 吉澤 詩乃(3) 飯伊     13.41  2 森谷 純礼(2) 飯伊     13.54 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 高森中 ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 飯田風越高

 3 田中 海羽(3) 上伊那     13.49  3 林 海音(2) 諏訪     13.66 
ﾀﾅｶ  ﾐｳ 春富中 ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ 岡谷東部中

 4 岩下 夢菜(3) 諏訪     13.78  4 池上 舞花(3) 上伊那     14.15 
ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ 永明中 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川中

 5 藤島 沙由希(3) 諏訪     14.44  5 両角 みなみ(3) 諏訪     14.18 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ 上諏訪中

 6 田中 彩音(3) 上伊那     14.46  6 矢澤 華(3) 上伊那     14.43 
ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 伊那東部中 ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅ 駒ヶ根東中

 7 加藤 美奈(1) 上伊那     15.46  7 菅野 愛梨(3) 諏訪     15.13 
ｶﾄｳ ﾐﾅ 南箕輪中 ｶﾝﾉ ｱｲﾘ 諏訪南中

 8 加納 瑠璃菜(1) 諏訪     15.66  8 神田 美羽(1) 諏訪     15.54 
ｶﾉｳ ﾙﾘﾅ 長峰中 ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ 岡谷南部中

[ 7組] 風速 +0.7 [ 8組] 風速 +0.1

 1 藤本 遥(2) 飯伊     12.63 q  1 伊藤 桃香(2) 諏訪     12.92 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 飯田高 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

 2 小口 葉奈(3) 諏訪     13.34  2 伊藤 結衣(1) 諏訪     13.64 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 諏訪西中 ｲﾄｳ ﾕｲ 茅野東部中

 3 小林 香絵(2) 上伊那     13.55  3 渡辺 梓沙(3) 上伊那     13.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 赤穂高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ 辰野中

 4 春日 如乃(2) 上伊那     14.28  4 小林 咲月(2) 飯伊     13.79 
ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂高 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 緑ヶ丘中

 5 辰野 陽和(2) 諏訪     14.45  5 越川 えり(3) 諏訪     14.19 
ﾀﾂﾉ ﾋﾖﾘ 岡谷南部中 ｺｼｶﾜ ｴﾘ 富士見中

 6 小松 志緒(2) 諏訪     14.57  6 宮澤 日菜(3) 上伊那     14.50 
ｺﾏﾂ ｼｵ 清陵附属中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅ 駒ヶ根東中

 7 本田 杏海(2) 上伊那     14.67  7 飯嶋 咲南(1) 諏訪     14.60 
ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ 箕輪中 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 諏訪南中

 8 高野 晴愛(1) 諏訪     15.05 若林 優里(2) 上伊那
ﾀｶﾉ ﾊﾙ 岡谷北部中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 箕輪中
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[ 9組] 風速 +1.4 [ 10組] 風速 +1.1

 1 清水 華乃(3) 上伊那     12.82 q  1 星野 陽花里(2) 上伊那     13.24 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農業高 ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北高

 2 三枝 千夏(1) 上伊那     13.62  2 北原 小遥(1) 諏訪     13.35 
ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野高 ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉高

 3 杉下 舞彩(1) 諏訪     13.70  3 宮坂 優那(3) 諏訪     13.64 
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 諏訪清陵高 ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中

 4 小倉 歩華(3) 諏訪     13.91  4 田中 凛(1) 諏訪     13.76 
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 上諏訪中 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 東海大諏訪高

 5 六波羅 琉菜(2) 上伊那     14.12  5 入谷 奏音(3) 上伊那     13.82 
ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那東部中 ｲﾘﾔ ｶﾉﾝ 赤穂中

 6 湯澤 帆花(2) 飯伊     14.30  6 加納 萌瑛菜(1) 諏訪     14.45 
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 下伊那松川中 ｶﾉｳ ﾓｴﾅ 長峰中

 7 勝野 真碧(1) 諏訪     15.03  7 小西 世蘭(1) 飯伊     14.60 
ｶﾂﾉ ﾏｵ 原中 ｺﾆｼ ｾﾗﾝ 飯田高陵中

 8 小林 美咲(2) 上伊那     15.06  8 松澤 奈央(3) 上伊那     14.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 箕輪中 ﾏﾂｻﾞﾜ  ﾅｵ 春富中

[ 11組] 風速 +0.3 [ 12組] 風速 +0.8

 1 林 千尋(3) 上伊那     13.29  1 佐々木 幸雪(2) 飯伊     13.22 
ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農業高 ｻｻｷ ｺﾕｷ 緑ヶ丘中

 2 富山 唯奈(3) 上伊那     13.65  2 小林 千紘(1) 諏訪     13.39 
ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高

 3 有賀 雪乃(1) 上伊那     13.73  3 野村 夏月(3) 諏訪     13.61 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 辰野高 ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 茅野東部中

 4 中村 千果(2) 飯伊     14.10  4 嵯峨座 維(1) 飯伊     14.00 
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中 ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ 飯田風越高

 5 鎌倉 美子(1) 飯伊     14.57  4 上島 澪里(3) 上伊那     14.00 
ｶﾏｸﾗ ﾐｺ 飯田高陵中 ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ 辰野中

 6 小杉 心愛(1) 上伊那     15.22  6 川倉 薫子(2) 諏訪     14.98 
ｺｽｷﾞ ｺｺｱ 中川中 ｶﾜｸﾗ ｶｵﾙｺ 岡谷西部中

 7 高澤 菜月(1) 諏訪     15.58 田中 美結(2) 上伊那
ﾀｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 岡谷北部中 ﾀﾅｶ ﾐﾕ 宮田中

[ 13組] 風速 +0.1

 1 氣賀澤 杏香(2) 上伊那     13.21 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農業高

 2 関 唯々香(3) 諏訪     13.94 
ｾｷ ﾕﾕｶ 岡谷西部中

 3 近藤 希乃佳(1) 飯伊     13.95 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 飯田OIDE長姫高

 4 木ノ島 夏生(1) 上伊那     14.08 
ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ 赤穂中

 5 鍋島 楓(3) 飯伊     14.71 
ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ 豊丘中

 6 今井 優香(1) 諏訪     14.81 
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 清陵附属中

 7 小林 美穂(2) 上伊那     15.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 駒ヶ根東中

風速 -2.4

 1 北岡 依生希(2) 諏訪     12.44 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 東海大諏訪高

 2 藤本 遥(2) 飯伊     13.02 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 飯田高

 3 清水 華乃(3) 上伊那     13.14 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農業高

 4 伊藤 桃香(2) 諏訪     13.20 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

 5 宮下 莉瑚(3) 飯伊     13.33 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 豊丘中

 6 藤森 七海(3) 諏訪     13.41 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

 7 山城 春菜(3) 飯伊     13.50 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森中

 8 飯澤 優里(1) 諏訪     13.66 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 諏訪清陵高
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予選 7月15日 13:00
決勝 7月15日 15:40

大会新(GR)          57.31

[ 1組] [ 2組]

 1 中原 希空(1) 諏訪   1,01.89 q  1 青田 梨世(2) 上伊那   1,04.88 
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪高 ｱｵﾀ ﾘｾ 辰野高

 2 森脇 涼羽(2) 上伊那   1,02.72 q  2 木下 茜莉(3) 飯伊   1,07.93 
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高 ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 緑ヶ丘中

 3 丸山 いより(2) 飯伊   1,04.76 q  3 西尾 咲輝(1) 飯伊   1,11.03 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越高 ﾆｼｵ ｻｷ 飯田高陵中

 4 野村 ひかり(1) 上伊那   1,06.97  4 岸本 珠吏(1) 諏訪   1,14.94 
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 高遠高 ｷｼﾓﾄ ｼｭﾘ 岡谷西部中

 5 小林 心渚(2) 諏訪   1,09.45  5 竹村 沙葉(1) 上伊那   1,15.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾅ 長峰中 ﾀｹﾑﾗ ｻﾖ 駒ヶ根東中

 6 中林 杏樹(1) 上伊那   1,15.58  6 小林 芽生(1) 上伊那   1,17.03 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 箕輪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 南箕輪中

 7 平澤 來実(1) 飯伊   1,20.79 中村 杏(2) 諏訪
ﾋﾗｻﾜ ｸﾙﾐ 下伊那松川中 ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 茅野東部中

 8 田中 望愛(1) 諏訪   1,20.89 中村 空夏(3) 諏訪
ﾀﾅｶ ﾉｱ 岡谷南部中 ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪南中

[ 3組] [ 4組]

 1 田中 里歩(2) 飯伊   1,02.04 q  1 野村 優香(3) 上伊那   1,01.92 q
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高 ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪中

 2 中嶋 珠久(1) 上伊那   1,05.40  2 宮澤 香音(2) 飯伊   1,03.32 q
ﾅｶﾞｼﾞﾏ ﾐｸ 伊那弥生ヶ丘高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農業高

 3 岡村 瑚白(1) 飯伊   1,10.93  3 髙野 夏来(1) 諏訪   1,05.00 
ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ 緑ヶ丘中 ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 諏訪二葉高

 4 栁沢 愛莉(1) 諏訪   1,11.88  4 氣賀澤 円香(1) 上伊那   1,05.71 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 岡谷南高 ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂高

 5 田中 沙奈(3) 上伊那   1,14.41  5 溝口 莉緒(1) 上伊那   1,07.86 
ﾀﾅｶ ｻﾅ 中川中 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 伊那西高

 6 今井 優香(1) 諏訪   1,16.93  6 丸山 結菜(1) 飯伊   1,14.05 
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 清陵附属中 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 飯田高陵中

 7 上久保 花怜(2) 諏訪   1,19.56  7 山浦 花杏(1) 諏訪   1,24.31 
ｶﾐｸﾎﾞ ｶﾚﾝ 清陵附属中 ﾔﾏｳﾗ ｶﾅﾝ 長峰中
伊藤 桃香(2) 諏訪 倉坪 佑衣(2) 諏訪
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高 ｸﾗﾂﾎﾞ ﾕｲ 岡谷西部中

[ 5組] [ 6組]

 1 小林 舞香(2) 諏訪     58.89 q  1 加藤 こころ(3) 上伊那   1,00.19 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高 ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農業高

 2 小林 香絵(2) 上伊那   1,05.86  2 飯島 莉紗(1) 上伊那   1,04.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 赤穂高 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 伊那西高

 3 竹内 里桜(1) 諏訪   1,07.00  3 中島 志穂(2) 飯伊   1,08.44 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉高 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 緑ヶ丘中

 4 宮﨑 汐音(3) 上伊那   1,09.65  4 安田 莉穂(3) 諏訪   1,11.53 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼｵﾝ 中川中 ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪西中

 5 岡田 なみき(1) 諏訪   1,18.06  5 宮澤 ありさ(3) 諏訪   1,13.10 
ｵｶﾀﾞ ﾅﾐｷ 岡谷西部中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中

 6 平松 佳恋(1) 上伊那   1,19.01  6 三澤 由佳(1) 上伊那   1,14.83 
ﾋﾗﾏﾂ ｶﾚﾝ 箕輪中 ﾐｻﾜ ﾕｶ 箕輪中

 7 小原 瑚雪(1) 諏訪   1,29.13  7 小山 真央(1) 飯伊   1,16.30 
ｵﾊﾗ ｺﾕｷ 岡谷南部中 ｺﾔﾏ ﾏｵ 飯田高陵中
北沢 莉沙(2) 飯伊  8 大久保 結葉(2) 諏訪   1,17.60 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｻ 下伊那農業高 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾊ 長峰中
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 1 小林 舞香(2) 諏訪     58.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高

 2 加藤 こころ(3) 上伊那   1,00.39 
ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農業高

 3 田中 里歩(2) 飯伊   1,00.50 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川高

 4 中原 希空(1) 諏訪   1,01.82 
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪高

 5 野村 優香(3) 上伊那   1,02.90 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪中

 6 森脇 涼羽(2) 上伊那   1,04.20 
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高

 7 丸山 いより(2) 飯伊   1,06.11 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越高

 8 宮澤 香音(2) 飯伊   1,06.64 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農業高
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決勝 7月15日 14:20

大会新  (GR )     2,12.88

[ 1組] [ 2組]

 1 斉藤 あんず(2) 飯伊   2,48.96  1 原田 妃菜(2) 上伊那   2,47.17 
ｻｲﾄｳ ｱﾝｽﾞ 飯田高陵中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 南箕輪中

 2 武居 言実(1) 諏訪   3,00.76  2 小林 ここね(1) 上伊那   2,49.45 
ﾀｹｲ ｺﾄﾐ 岡谷北部中 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾈ 駒ヶ根東中

 3 原 千惺(1) 諏訪   3,02.91  3 逢坂 百花(1) 上伊那   2,53.67 
ﾊﾗ ﾁｻﾄ 茅野東部中 ｵｵｻｶ ﾓﾓｶ 南箕輪中

 4 細川 美詩(2) 諏訪   3,02.99  4 向山 綾織(1) 上伊那   2,54.33 
ﾎｿｶﾜ ﾐｳﾀ 富士見中 ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾔﾘ 赤穂高

 5 吉澤 紗穂(2) 飯伊   3,03.58  4 千島 葵(1) 上伊那   2,54.33 
ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾎ 飯田高陵中 ﾁｼﾏ ｱｵｲ 春富中

 6 富田 樹里(1) 諏訪   3,03.87  6 下島 莉紗子(3) 諏訪   2,55.76 
ﾄﾐﾀ ｼﾞｭﾘ 茅野東部中 ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻｺ 岡谷南部中

 7 吉瀨 美優羽(1) 上伊那   3,04.11  7 三澤 咲貴(2) 上伊那   2,57.73 
ｷｾ ﾐﾕｳ 宮田中 ﾐｻﾜ ｻｷ 箕輪中

 8 中野 友愛(1) 諏訪   3,04.92  8 池田 ゆりな(1) 諏訪   2,59.62 
ﾅｶﾉ ﾕﾅ 岡谷北部中 ｲｹﾀﾞ ﾕﾘﾅ 長峰中

 9 山田 恵蓮(1) 諏訪   3,05.86  9 百瀬 京香(2) 上伊那   3,00.66 
ﾔﾏﾀﾞ ｴﾚﾝ 岡谷南部中 ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ 辰野中

10 土橋 茉奈(1) 諏訪   3,19.44 10 宮本 美月(1) 上伊那   3,20.84 
ﾂﾁﾊｼ ﾏﾅ 清陵附属中 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 辰野中

11 上田 柚希(1) 諏訪   3,25.59 増田 莉彩(1) 上伊那
ｳｴﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 岡谷西部中 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｻ 宮田中

[ 3組] [ 4組]

 1 田村 凜(1) 諏訪   2,44.01  1 森 ほのか(1) 上伊那   2,35.71 
ﾀﾑﾗ ﾘﾝ 諏訪南中 ﾓﾘ ﾎﾉｶ 伊那弥生ヶ丘高

 2 宮下 琴羽(1) 上伊那   2,45.17  2 岡本 千織(2) 諏訪   2,38.50 
ﾐﾔｼﾀ ｺﾄﾊ 駒ヶ根東中 ｵｶﾓﾄ ﾁｵﾘ 岡谷東部中

 3 中山 結(3) 諏訪   2,47.35  3 両角 愛菜(1) 諏訪   2,39.04 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 諏訪南中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏﾅ 諏訪市陸協

 4 佐々木 里奈(2) 上伊那   2,47.58  4 五味 桜花(2) 諏訪   2,39.78 
ｻｻｷ ﾘﾅ 中川中 ｺﾞﾐ ｵｳｶ 清陵附属中

 5 小松 夢來(3) 諏訪   2,49.08  5 平松 愛純(1) 上伊那   2,44.30 
ｺﾏﾂ ﾕﾗ 諏訪西中 ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 伊那西高

 6 逸持治 奏愛(1) 上伊那   2,49.82  6 長門 里奈(1) 諏訪   2,45.17 
ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ 赤穂高 ﾅｶﾞﾄ ﾘﾅ 岡谷東部中

 7 岡 瑞希(1) 上伊那   2,51.45  7 小松 凛(2) 上伊那   2,45.79 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｺﾏﾂ ﾘﾝ 赤穂中

 8 松村 美佑(3) 飯伊   2,53.97  8 熊谷 綾乃(1) 飯伊   2,48.54 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 緑ヶ丘中 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ 高森中

 9 小林 穂々光(1) 諏訪   2,55.75  9 鈴木 そら(2) 上伊那   2,58.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 下諏訪向陽高 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 箕輪中
武村 美尋(1) 上伊那 牧内 里奈(2) 飯伊
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪中 ﾏｷｳﾁ ﾘﾅ 飯田風越高
黒澤 萌(1) 諏訪
ｸﾛｻﾜ ﾓｴ 岡谷東高

[ 5組] [ 6組]

 1 齋藤 奏絵(2) 諏訪   2,30.55  1 篠原 さら(3) 諏訪   2,23.45 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 諏訪南中 ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ 茅野東部中

 2 宮下 綺実(2) 諏訪   2,30.84  2 森脇 光砂(3) 上伊那   2,26.21 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪二葉高 ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 赤穂中

 3 唐澤 愛佳(2) 上伊那   2,31.99  3 田畑 愛花(2) 上伊那   2,26.57 
ｶﾗｻﾜ ｱｲｶ 駒ヶ根東中 ﾀﾊﾞﾀ ｱｲｶ 伊那中

 4 北原 柑那(2) 上伊那   2,33.53  4 髙木 萌子(3) 上伊那   2,33.47 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾝﾅ 伊那東部中 ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 南箕輪中

 5 小林 みさと(2) 諏訪   2,36.02  5 羽生 彩七(3) 飯伊   2,36.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 富士見中 ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田高陵中

 6 出澤 幸芽(1) 上伊那   2,37.31  6 小嶋 楓來(3) 諏訪   2,40.90 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｺｳﾒ 赤穂中 ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 原中

 7 笹尾 美宙(3) 上伊那   2,41.64  7 梅木 莉子(1) 飯伊   2,41.31 
ｻｻｵ ﾐｿﾗ 伊那西高 ｳﾒｷ ﾘｺ 下條中

 8 小澤 来空(3) 上伊那   2,42.61  8 中島 優香(3) 諏訪   2,41.52 
ｵｻﾞﾜ ﾗｲｱ 辰野中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 岡谷西部中

 9 小池 瑠美嶺(1) 諏訪   2,52.00  9 藤島 沙由希(3) 諏訪   3,16.40 
ｺｲｹ ﾙﾐﾈ 原中 ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中
塩澤 かりん(3) 上伊那 小林 心渚(2) 諏訪
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾘﾝ 伊那弥生ヶ丘高 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾅ 長峰中

女子

800m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
10    97

5   723

2   731

3   940

8    88

1   746

  879

6   409

4   721

9   644

順 ﾚｰﾝ No.

7   696

11

所属名 記録／備考
1  1369

9   445

7  1363

5   556

6   502

4   694

11  1399

2   905

3  1333

8  1313

10   422
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   844

6   440

3   842

2  1344

11   818

8   551

10  1427
失格(T3)

4   392

7   143

1   654
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

5   662

9   963

氏  名 所属名 記録／備考
4   399

3   774

7   869

2   319

9   675

10   583

6    43

1  1430

8   120
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
4   848

6   853

10   458

5   364

2   945

3   582

7   315

1  1317

8   978

9   391
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
3   733

8   586

6   337

10  1382

2    82

5   771

4    38

9   649

7   908

1   899
欠場



[ 7組]

 1 小林 舞香(2) 諏訪   2,15.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪高

 2 佐藤 悠花(3) 飯伊   2,17.01 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川中

 3 守屋 有彩(3) 上伊那   2,20.08 
ﾓﾘﾔ  ｱﾘｻ 春富中

 4 中林 樹里(1) 上伊那   2,22.71 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 辰野高

 5 髙野 夏来(1) 諏訪   2,22.76 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 諏訪二葉高

 6 川口 ののは(1) 諏訪   2,23.24 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 東海大諏訪高

 7 臼田 麻花(3) 諏訪   2,24.97 
ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 下諏訪中

 8 増沢 結(2) 諏訪   2,26.64 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ 岡谷東部中

 9 越川 えり(3) 諏訪   2,28.65 
ｺｼｶﾜ ｴﾘ 富士見中

10 真柴 萌菜(3) 上伊那   2,30.47 
ﾏｼﾊﾞ  ﾓｴﾅ 春富中

女子

800m                

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   925

4    28

2   494

8  1305

3   867

10   928

7   974

5   673

1   937

6   500



   1 小林 舞香(2) 諏訪 東海大諏訪高     2,15.54   7   1
   2 佐藤 悠花(3) 飯伊 下伊那松川中     2,17.01   7   2
   3 守屋 有彩(3) 上伊那 春富中     2,20.08   7   3
   4 中林 樹里(1) 上伊那 辰野高     2,22.71   7   4
   5 髙野 夏来(1) 諏訪 諏訪二葉高     2,22.76   7   5
   6 川口 ののは(1) 諏訪 東海大諏訪高     2,23.24   7   6
   7 篠原 さら(3) 諏訪 茅野東部中     2,23.45   6   1
   8 臼田 麻花(3) 諏訪 下諏訪中     2,24.97   7   7
   9 森脇 光砂(3) 上伊那 赤穂中     2,26.21   6   2
  10 田畑 愛花(2) 上伊那 伊那中     2,26.57   6   3
  11 増沢 結(2) 諏訪 岡谷東部中     2,26.64   7   8
  12 越川 えり(3) 諏訪 富士見中     2,28.65   7   9
  13 真柴 萌菜(3) 上伊那 春富中     2,30.47   7  10
  14 齋藤 奏絵(2) 諏訪 諏訪南中     2,30.55   5   1
  15 宮下 綺実(2) 諏訪 諏訪二葉高     2,30.84   5   2
  16 唐澤 愛佳(2) 上伊那 駒ヶ根東中     2,31.99   5   3
  17 髙木 萌子(3) 上伊那 南箕輪中     2,33.47   6   4
  18 北原 柑那(2) 上伊那 伊那東部中     2,33.53   5   4
  19 森 ほのか(1) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高     2,35.71   4   1
  20 小林 みさと(2) 諏訪 富士見中     2,36.02   5   5
  21 羽生 彩七(3) 飯伊 飯田高陵中     2,36.80   6   5
  22 出澤 幸芽(1) 上伊那 赤穂中     2,37.31   5   6
  23 岡本 千織(2) 諏訪 岡谷東部中     2,38.50   4   2
  24 両角 愛菜(1) 諏訪 諏訪市陸協     2,39.04   4   3
  25 五味 桜花(2) 諏訪 清陵附属中     2,39.78   4   4
  26 小嶋 楓來(3) 諏訪 原中     2,40.90   6   6
  27 梅木 莉子(1) 飯伊 下條中     2,41.31   6   7
  28 中島 優香(3) 諏訪 岡谷西部中     2,41.52   6   8
  29 笹尾 美宙(3) 上伊那 伊那西高     2,41.64   5   7
  30 小澤 来空(3) 上伊那 辰野中     2,42.61   5   8
  31 田村 凜(1) 諏訪 諏訪南中     2,44.01   3   1
  32 平松 愛純(1) 上伊那 伊那西高     2,44.30   4   5
  33 宮下 琴羽(1) 上伊那 駒ヶ根東中     2,45.17   3   2
  33 長門 里奈(1) 諏訪 岡谷東部中     2,45.17   4   6
  35 小松 凛(2) 上伊那 赤穂中     2,45.79   4   7
  36 原田 妃菜(2) 上伊那 南箕輪中     2,47.17   2   1
  37 中山 結(3) 諏訪 諏訪南中     2,47.35   3   3
  38 佐々木 里奈(2) 上伊那 中川中     2,47.58   3   4
  39 熊谷 綾乃(1) 飯伊 高森中     2,48.54   4   8
  40 斉藤 あんず(2) 飯伊 飯田高陵中     2,48.96   1   1
  41 小松 夢來(3) 諏訪 諏訪西中     2,49.08   3   5
  42 小林 ここね(1) 上伊那 駒ヶ根東中     2,49.45   2   2
  43 逸持治 奏愛(1) 上伊那 赤穂高     2,49.82   3   6
  44 岡 瑞希(1) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高     2,51.45   3   7
  45 小池 瑠美嶺(1) 諏訪 原中     2,52.00   5   9
  46 逢坂 百花(1) 上伊那 南箕輪中     2,53.67   2   3
  47 松村 美佑(3) 飯伊 緑ヶ丘中     2,53.97   3   8
  48 向山 綾織(1) 上伊那 赤穂高     2,54.33   2   4
  48 千島 葵(1) 上伊那 春富中     2,54.33   2   4
  50 小林 穂々光(1) 諏訪 下諏訪向陽高     2,55.75   3   9
  51 下島 莉紗子(3) 諏訪 岡谷南部中     2,55.76   2   6
  52 三澤 咲貴(2) 上伊那 箕輪中     2,57.73   2   7
  53 鈴木 そら(2) 上伊那 箕輪中     2,58.74   4   9
  54 池田 ゆりな(1) 諏訪 長峰中     2,59.62   2   8
  55 百瀬 京香(2) 上伊那 辰野中     3,00.66   2   9
  56 武居 言実(1) 諏訪 岡谷北部中     3,00.76   1   2
  57 原 千惺(1) 諏訪 茅野東部中     3,02.91   1   3
  58 細川 美詩(2) 諏訪 富士見中     3,02.99   1   4
  59 吉澤 紗穂(2) 飯伊 飯田高陵中     3,03.58   1   5
  60 富田 樹里(1) 諏訪 茅野東部中     3,03.87   1   6
  61 吉瀨 美優羽(1) 上伊那 宮田中     3,04.11   1   7
  62 中野 友愛(1) 諏訪 岡谷北部中     3,04.92   1   8
  63 山田 恵蓮(1) 諏訪 岡谷南部中     3,05.86   1   9
  64 藤島 沙由希(3) 諏訪 長峰中     3,16.40   6   9
  65 土橋 茉奈(1) 諏訪 清陵附属中     3,19.44   1  10
  66 宮本 美月(1) 上伊那 辰野中     3,20.84   2  10
  67 上田 柚希(1) 諏訪 岡谷西部中     3,25.59   1  11

女子

800m                
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
  925
   28
  494
 1305
  867
  928
  733
  974
  586
  337
  673
  937
  500
  848
  853
  458
 1382
  364
  399
  945
   82
  582
  662
  774
  869
  771
   38
  649
  315
 1317
  844
  319
  440
  675
  583
 1369
  842
 1344
   43
   97
  818
  445
  551
  392
  978
 1363
  143
  556
  502
  963
  694
 1399
 1430
  905
 1333
  723
  731

  644

  908
  879
 1313

  940
   88
  746
  409
  721
  696



決勝 7月15日  9:10

大会新(GR)        9,54.80

 1 名和 夏乃子(2) 諏訪  10,29.62 
ﾅﾜ ｶﾉｺ 岡谷南部中

 2 中村 柚音(1) 上伊那  10,51.32 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 伊那西高

 3 瀬戸 郁美(2) 上伊那  10,51.87 
ｾﾄ ｲｸﾐ 伊那西高

 4 大槻 美亜(3) 諏訪  11,17.32 
ｵｵﾂｷ ﾐｱ 東海大諏訪高

 5 小池 嶺花(1) 諏訪  11,19.86 
ｺｲｹ ﾚｲｶ 諏訪二葉高

 6 佐々木 夏海(2) 上伊那  11,22.12 
ｻｻｷ ﾅﾂﾐ 伊那西高

 7 佐藤 綾花(3) 飯伊  11,24.43 
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 下伊那松川中

 8 松崎 紫月(2) 諏訪  11,47.72 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼｽﾞｷ 諏訪二葉高

 9 松田 楓(3) 上伊那  11,47.76 
ﾏﾂﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 宮田中

10 善積 結花(1) 上伊那  11,55.21 
ﾖｼｽﾞﾐ ﾕｳｶ 駒ヶ根東中

11 小松 礼佳(3) 上伊那  12,17.44 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 箕輪中

12 圓谷 爽夏(3) 飯伊  12,18.46 
ﾂﾌﾞﾗﾔ ｻﾔｶ 高森中

13 田中 凜(2) 飯伊  12,23.97 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 緑ヶ丘中

14 柴 由衣(2) 上伊那  12,34.81 
ｼﾊﾞ ﾕｲ 箕輪中

15 佐藤 京都(2) 上伊那  12,41.79 
ｻﾄｳ ｹｲﾄ 伊那弥生ヶ丘高

16 松見 すみれ(3) 上伊那  12,46.29 
ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ 箕輪中

17 池戸 野乃佳(2) 飯伊  12,48.02 
ｲｹﾄﾞ ﾉﾉｶ 緑ヶ丘中

18 宮澤 明日香(2) 諏訪  13,07.61 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｽｶ 岡谷西部中
原田未朱 飯伊
ﾊﾗﾀﾞﾐｼｭ DreamAC

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14   709

2   317

6   316

19   930

18   858

10   314

16    27

8   861

4   418

1   453

15  1408

13    53

3   156

5  1406

9   396

7  1413

17     3
途中棄権

11   152

12   638



決勝 7月15日 11:00

大会新(GR)          15.00

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +0.7

 1 小林 菜月(1) 飯伊     16.25  1 池野 佳帆(2) 飯伊     15.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田高 ｲｹﾉ ｶﾎ 飯田高

 2 熊谷 千尋(1) 飯伊     18.40  2 大前 歌音(2) 上伊那     15.56 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田高 ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北高

 3 小林 朋美(2) 諏訪     19.04  3 竹内 里桜(1) 諏訪     16.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 諏訪実業高 ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉高
名取 未希(2) 諏訪  4 吉川 円香(2) 諏訪     16.77 
ﾅﾄﾘ ﾐｷ 諏訪実業高 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵高
本田 尚子(1) 上伊那  5 三澤 菜々美(1) 上伊那     18.90 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 赤穂高 ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北高

   1 池野 佳帆(2) 飯伊 飯田高     15.49 (+0.7)   2   1
   2 大前 歌音(2) 上伊那 伊那北高     15.56 (+0.7)   2   2
   3 竹内 里桜(1) 諏訪 諏訪二葉高     16.21 (+0.7)   2   3
   4 小林 菜月(1) 飯伊 飯田高     16.25 (+1.3)   1   1
   5 吉川 円香(2) 諏訪 諏訪清陵高     16.77 (+0.7)   2   4
   6 熊谷 千尋(1) 飯伊 飯田高     18.40 (+1.3)   1   2
   7 三澤 菜々美(1) 上伊那 伊那北高     18.90 (+0.7)   2   5
   8 小林 朋美(2) 諏訪 諏訪実業高     19.04 (+1.3)   1   3

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

  785
欠場

6    73

4    72

7   568
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

3   780

5

所属名 記録／備考
3    76

6   382

5   863

7   789

4   376

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
   76
  382
  863

  376
  780

   73
  789
   72



決勝 7月15日  8:30

大会新(GR)       23,53.57

 1 木下 利奈(2) 上伊那  36,02.20 
ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 伊那西高
稲垣 和奏(3) 諏訪
ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 東海大諏訪高

女子

5000mW

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.

11   916
欠場

12   320



予選 7月15日 10:05
決勝 7月15日 14:10

大会新(GR)          48.49

[ 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 伊那北高   378 小島 咲愛(1)     50.76 q  1   2 赤穂中   579 山田 優芽(3)     51.04 q

ｲﾅｷﾀｺｳ ｺｼﾞﾏ ｻﾗ ｱｶﾎﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
  380 星野 陽花里(2)   578 佐野 涼楓(2)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ ｻﾉ ｽｽﾞｶ
  382 大前 歌音(2)   574 宮澤 けい(2)

ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ
  376 三澤 菜々美(1)   591 鎮西 花(3)

ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
 2   3 飯田風越高   113 伊藤 優凪(2)     52.37  2   3 長峰中   910 箱田 真奈美(2)     53.21 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ
  114 丸山 いより(2)   895 小松 未唯奈(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ
  117 嵯峨座 維(1)   892 黒澤 美月(3)

ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ
  118 森谷 純礼(2)   911 畔上 陽菜(2)

ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ
 3   4 岡谷東高   659 有賀 琳瑚(2)     53.35  3   6 箕輪中  1396 今井 遥香(1)     53.46 

ｵｶﾔﾋｶﾞｼｺｳｺｳ ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｲﾏｼ ﾊﾙｶ
  653 吉村 葵(2)  1424 唐澤 さくら(2)

ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ
  655 篠原 さくら(2)  1410 小日向 慧(2)

ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ
  652 柿澤 摩歩(1)  1395 向山 飛鳥(2)

ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ
 4   6 諏訪南中   841 池上 桃可(2)     54.18  4   8 緑ヶ丘中   155 中島 志穂(2)     53.59 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ
  843 中村 空夏(3)   138 佐々木 幸雪(2)

ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ ｻｻｷ ｺﾕｷ
  839 相馬 里瑠(2)   137 今村 実伶(3)

ｿｳﾏ ﾘﾙ ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ
  830 河西 真依(2)   160 木下 茜莉(3)

ｶｻｲ ﾏｲ ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ
 5   5 中川中  1346 小杉 心愛(1)     56.09  5   7 上諏訪中   989 田口 澄香(2)     55.80 

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ｺｽｷﾞ ｺｺｱ ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾀｸﾞﾁ ｽﾐｶ
 1344 佐々木 里奈(2)   988 中村 美沙稀(2)

ｻｻｷ ﾘﾅ ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ
 1341 宮﨑 汐音(3)   991 両角 みなみ(3)

ﾐﾔｻﾞｷ ｼｵﾝ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ
 1350 池上 舞花(3)   986 小倉 歩華(3)

ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ
  1 辰野中  6   4 伊那中   327 向山 菜々美(2)   1,00.05 

ﾀﾂﾉ 欠場 ｲﾅﾁｭｳ ﾑｶｲﾔﾏ ﾅﾅﾐ
  329 高嶋 桃花(2)

ﾀｶｼﾏ ﾓﾓｶ
  326 宮澤 颯希(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｷ
  328 溝口 陽菜(1)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ
  2 東海大諏訪  7   5 岡谷南部中   703 成田 楓華(3)   1,01.72 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ 欠場 ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞﾁｭｳ ﾅﾘﾀ ﾌｳｶ
  694 下島 莉紗子(3)

ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻｺ
  693 沖津 美咲(3)

ｵｷﾂ ﾐｻｷ
  699 小口 美来(3)

ｵｸﾞﾁ ﾐｸ
  8 岡谷北部中

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ 欠場

女子

4x100m

予選 通過基準  5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   8 飯田高    76 池野 佳帆(2)     50.43 q  1   8 上伊那農業高   547 氣賀澤 杏香(2)     50.88 q

ｲｲﾀﾞｺｳ ｲｹﾉ ｶﾎ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
   78 藤本 遥(2)   524 加藤 ほのか(3)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
   73 小林 菜月(1)   523 加藤 こころ(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ ｶﾄｳ ｺｺﾛ
   72 熊谷 千尋(1)   535 清水 華乃(3)

ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ
 2   6 南箕輪中  1368 海沼 結(2)     51.75 q  2   5 茅野東部中   734 小倉 和香葉(1)     52.70 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶｲﾇﾏ ﾕｳ ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ
 1381 髙橋 つきみ(2)   732 山本 香菜美(2)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ
 1382 髙木 萌子(3)   729 丸茂 花愛(2)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
 1380 野村 優香(3)   728 伊藤 結衣(1)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ ｲﾄｳ ﾕｲ
 3   3 諏訪西中   806 安田 莉穂(3)     52.11 q  3   4 高森中    48 松下 陽音(3)     52.86 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ
  826 藤森 七海(3)    51 中村 千果(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ
  817 小松 美沙季(2)    42 吉澤 詩乃(3)

ｺﾏﾂ ﾐｻｷ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
  816 小口 葉奈(3)    45 山城 春菜(3)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 4   5 諏訪清陵高   800 飯澤 優里(1)     52.70  4   2 赤穂高   568 本田 尚子(1)     52.96 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ ｱｶﾎｺｳ ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ
  794 杉下 舞彩(1)   563 森脇 涼羽(2)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
  789 吉川 円香(2)   561 小林 香絵(2)

ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ
  795 長田 美羽(2)   569 氣賀澤 円香(1)

ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
 5   2 辰野高  1305 中林 樹里(1)     52.99  5   7 茅野北部中   761 小泉 美羽(3)     54.12 

ﾀﾂﾉｺｳ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｺｲｽﾞﾐ ﾐｳ
 1304 青田 梨世(2)   763 川口 結(3)

ｱｵﾀ ﾘｾ ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｲ
 1303 三枝 千夏(1)   756 宮澤 瑠里(3)

ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾘ
 1306 有賀 雪乃(1)   762 小平 芙菜(3)

ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ ｺﾀﾞｲﾗ ﾊｽﾅ
 6   7 岡谷西部中   633 関 唯々香(3)     55.68  6   3 富士見中   945 小林 みさと(2)     57.37 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｾｷ ﾕﾕｶ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ
  636 宮内 胡都(3)   956 和田 咲菜(1)

ﾐﾔｳﾁ ｺﾄ ﾜﾀﾞ ｻｷﾅ
  649 中島 優香(3)   943 小池 萌恵(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ ｺｲｹ ﾓｴ
  650 内川 穂乃佳(3)   937 越川 えり(3)

ｳﾁｶﾜ ﾎﾉｶ ｺｼｶﾜ ｴﾘ
 7   4 駒ヶ根東中   455 竹村 沙葉(1)   1,03.01  7   6 宮田中   430 田中 美結(2)   1,00.29 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ ｻﾖ ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾐﾕ
  439 下平 明音(1)   424 大江 香梅(1)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｶﾈ ｵｵｴ ｺｳﾒ
  461 片桐 茉穂(1)   418 松田 楓(3)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾎ ﾏﾂﾀﾞ ｶｴﾃﾞ
  465 羽柴 あゆみ(2)   431 那須野 桜(3)

ﾊｼﾊﾞ ｱﾕﾐ ﾅｽﾉ ｻｸﾗ

4x100m
女子



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 諏訪二葉高   859 小林 千紘(1)     51.11 q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
  849 伊藤 桃香(2)

ｲﾄｳ ﾓﾓｶ
  863 竹内 里桜(1)

ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
  865 北原 小遥(1)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
 2   5 春富中   508 田中 海羽(3)     51.46 q

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾀﾅｶ  ﾐｳ
  512 埋橋 凜(3)

ｳｽﾞﾊｼ  ﾘﾝ
  505 中村 映夢(3)

ﾅｶﾑﾗ  ｴﾑ
  515 濵田 みなと(3)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
 3   2 岡谷東部中   672 千葉 琉莉(2)     55.33 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾁﾊﾞ ﾙﾘ
  671 石倉 ゆうび(2)

ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ
  676 田中 絆(2)

ﾀﾅｶ ｷｽﾞﾅ
  661 蔭山 羽音(2)

ｶｹﾞﾔﾏ ﾊｵﾄ
 4   3 伊那東部中   358 田中 彩音(3)     55.55 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ
  362 富山 唯奈(3)

ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ
  350 城倉 風花(2)

ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ
  367 六波羅 琉菜(2)

ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ
 5   6 飯田高陵中    96 西尾 咲輝(1)     56.65 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾆｼｵ ｻｷ
   86 鎌倉 美子(1)

ｶﾏｸﾗ ﾐｺ
  102 矢澤 千夏(1)

ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ
   93 小西 世蘭(1)

ｺﾆｼ ｾﾗﾝ
 6   4 清陵附属中   872 小松 志緒(2)     56.71 

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ｺﾏﾂ ｼｵ
  870 高林 あんり(3)

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ
  868 宮澤 ありさ(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ
  869 五味 桜花(2)

ｺﾞﾐ ｵｳｶ

女子

4x100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 上伊那農業高   547 氣賀澤 杏香(2)     49.87 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
  524 加藤 ほのか(3)

ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
  523 加藤 こころ(3)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ
  535 清水 華乃(3)

ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ
 2   6 飯田高    76 池野 佳帆(2)     50.07 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｲｹﾉ ｶﾎ
   78 藤本 遥(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
   73 小林 菜月(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
   72 熊谷 千尋(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ
 3   3 伊那北高   378 小島 咲愛(1)     50.56 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
  380 星野 陽花里(2)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
  382 大前 歌音(2)

ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
  376 三澤 菜々美(1)

ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ
 4   4 赤穂中   579 山田 優芽(3)     50.75 

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
  578 佐野 涼楓(2)

ｻﾉ ｽｽﾞｶ
  574 宮澤 けい(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ
  591 鎮西 花(3)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ
 5   8 諏訪二葉高   859 小林 千紘(1)     51.07 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
  849 伊藤 桃香(2)

ｲﾄｳ ﾓﾓｶ
  863 竹内 里桜(1)

ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
  865 北原 小遥(1)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
 6   7 春富中   508 田中 海羽(3)     51.28 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾀﾅｶ  ﾐｳ
  512 埋橋 凜(3)

ｳｽﾞﾊｼ  ﾘﾝ
  505 中村 映夢(3)

ﾅｶﾑﾗ  ｴﾑ
  515 濵田 みなと(3)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
 7   1 南箕輪中  1368 海沼 結(2)     52.13 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
 1381 髙橋 つきみ(2)

ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
 1382 髙木 萌子(3)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
 1380 野村 優香(3)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 8   2 諏訪西中   806 安田 莉穂(3)     52.50 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ
  826 藤森 七海(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ
  817 小松 美沙季(2)

ｺﾏﾂ ﾐｻｷ
  816 小口 葉奈(3)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ

決勝

女子

4x100m



決勝 7月15日 10:00

大会新(GR)           3.61

小林 由依(2) 諏訪
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 下諏訪向陽高
偆道 心々美(3) 諏訪
ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 原中
清水 愛奈(3) 上伊那
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠高
野村 ひかり(1) 上伊那
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 高遠高
舩坂 來実(2) 諏訪
ﾌﾅｻｶ ｸﾙﾐ 岡谷東部中
柏原 ひな(2) 諏訪
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾋﾅ 原中
原 ひなた(2) 上伊那
ﾊﾗ ﾋﾅﾀ 赤穂中
北田 紗由季(2) 諏訪
ｷﾀﾀﾞ ｻﾕｷ 岡谷東部中
長濱 愛里咲(2) 諏訪 欠場
ﾅｶﾞﾊﾏ ｱﾘｻ 原中
坂下 鈴華(2) 上伊那 記録なし
ｻｶｼﾀ ﾚｲｶ 箕輪中
島谷 桃葉(3) 諏訪 記録なし
ｼﾏﾔ ﾓﾓﾊ 岡谷東部中
小松 優未(1) 上伊那 記録なし
ｺﾏﾂ ﾕｳﾐ 高遠高

4   476 XXX

3   677 XXX

1  1398 XXX

 2.00

9   979

8 6   679 XXO XXX

 2.00

 2.00

6 8   576 XO XXX

6 5   772 XO XXX

 2.00

 2.20

5 7   682 O XXX

4 2   483 O XXO XXX

XXX  2.60

 2.70

3 12   477 - - O O -

XO XXO XXX2 10   773 - - O

- O XXX  3.001 11   964 - - - - -

記録2m40 2m60 備考2m00 2m20 2m70 2m80 3m00 3m40

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月15日 13:15

大会新(GR)           1.65

1m60
長田 美羽(2) 諏訪 - - - - - - O O O XXO
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 諏訪清陵高 XXX
千葉 琉莉(2) 諏訪 - - - O O O O XO O XXX
ﾁﾊﾞ ﾙﾘ 岡谷東部中
吉川 円香(2) 諏訪 - - - - O O XO XO XXO XXX
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵高
田村 明日香(2) 諏訪 - - - - - - O O XXX
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 諏訪清陵高
田村 優衣(2) 諏訪 - - - - O O O XO XXX
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 茅野東部中
小平 奏重(3) 諏訪 - - - - O O O XXO XXX
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 永明中
上村 文寧(2) 上伊那 - - - - O O XO XXX
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 伊那中
山本 結萌(3) 飯伊 - - O O O O XXX
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 豊丘中
北原 舞香(3) 上伊那 - - O O O XO XXX
ｷﾀﾊﾗ  ﾏｲｶ 春富中
山科 志帆(2) 諏訪 - - - O O XO XXX
ﾔﾏｼﾅ ｼﾎ 岡谷東部中
石崎 智紗(2) 上伊那 O O XO O XO XO XXX
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 辰野中
小池 理紗子(3) 諏訪 - - O O O XXO XXX
ｺｲｹ ﾘｻｺ 諏訪西中
池上 桃可(2) 諏訪 - - O O O XXO XXX
ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ 諏訪南中
奥原 緒美(3) 諏訪 - - O O O XXO XXX
ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ 長峰中
宮坂 優羽奈(3) 諏訪 - - - - O XXO XXX
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中
瀧浪 麻愛(2) 飯伊 - - - O O XXX
ﾀｷﾅﾐ ﾏｲ 下伊那農業高
中原 寧々(2) 上伊那 O O O O XO XXX
ﾅｶﾊﾗ  ﾈﾈ 春富中
逸見 加奈子(2) 上伊那 - - O O XO XXX
ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ 伊那中
前里 咲耀(2) 飯伊 O O O O XXX
ﾏｴｻﾞﾄ ｻﾖ 緑ヶ丘中
山下 心花(1) 諏訪 O O O O XXX
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野北部中
高嶋 桃花(2) 上伊那 O O XXO O XXX
ﾀｶｼﾏ ﾓﾓｶ 伊那中
代田 那菜(3) 飯伊 - O O XO XXX
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 緑ヶ丘中
小島 咲愛(1) 上伊那 - - XO XO X- XX
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 伊那北高
小嶋 ちひろ(3) 上伊那 - - XXO XO XXX
ｺｼﾞﾏ  ﾁﾋﾛ 春富中
大江 香梅(1) 上伊那 - XXO XXO XO XXX
ｵｵｴ ｺｳﾒ 宮田中
市川 紗菜(1) 諏訪 O O O XXO XXX
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南中
小松 美沙季(2) 諏訪 O O O XXX
ｺﾏﾂ ﾐｻｷ 諏訪西中
加納 環(2) 諏訪 O O O XXX
ｶﾉｳ ﾀﾏｷ 岡谷西部中
中谷 美玖(2) 上伊那 XO O O XXX
ﾅｶﾔ ﾐｸ 箕輪中
矢﨑 梨奈(1) 諏訪 O XXO O XXX
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 諏訪南中
北澤 遥香(2) 諏訪 XXO O XXX
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 諏訪西中
前澤 ほのみ(1) 諏訪 XXO XXX
ﾏｴｻﾞﾜ ﾎﾉﾐ 茅野東部中
林 優花(1) 諏訪 欠場
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 茅野東部中
原田 未李(1) 飯伊 欠場
ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ 緑ヶ丘中
足助 唯菜(1) 諏訪 XXX 記録なし
ｱｽｹ ﾕｲﾅ 岡谷南部中
唐澤 明日香(2) 上伊那 XXX 記録なし
ｶﾗｻﾜ ｱｽｶ 辰野中

2  1329

6   134

1   704

32 3   741  1.10

5   750

30 7   847  1.20

31 10   827  1.15

27 15   630  1.20

29 18  1419  1.20

26 8   832  1.25

27 11   817  1.20

24 23   497  1.25

25 20   423  1.25

22 21   151  1.25

23 22   378  1.25

19 24   759  1.25

21 12   329  1.25

17 16   321  1.30

19 17   148  1.25

16 25    36  1.30

17 14   503  1.30

12 30   888  1.35

12 34   664  1.35

12 26   823  1.35

12 27   841  1.35

9 33   668  1.35

11 13  1323  1.35

8 19   122  1.35

9 28   511  1.35

6 32   603  1.45

7 31   332  1.40

4 37   796  1.45

5 29   745  1.45

2 38   672  1.50

3 35   789  1.50

1 36   795  1.55

記録
1m20 1m25

備考
1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55
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走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



1m60
黒瀬 ひまり(1) 諏訪 XXX 記録なし
ｸﾛｾ ﾋﾏﾘ 岡谷西部中
赤羽 沙恵花(1) 諏訪 XXX 記録なし
ｱｶﾊﾈ ｻｴｶ 岡谷西部中

4   639

9   645

備考
1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録
1m20 1m25

女子

走高跳



決勝 (1,2組) 7月15日  9:15

大会新(GR)           6.06

[ 1組]

福澤 さくら(1) 上伊那   3.82   4.12    4.12 
ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那東部中   +0.6   +1.7    +1.7
前島 梨那(2) 諏訪   4.03   3.92    4.03 
ﾏｴｼﾏ ﾘﾅ 富士見中   +0.8   +2.0    +0.8
田口 蒼波(1) 上伊那   3.93   3.79    3.93 
ﾀｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 南箕輪中   +1.3   +1.9    +1.3
長瀬 友菜(1) 上伊那   3.92   3.80    3.92 
ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾅ 中川中   +1.3   +1.3    +1.3
新村 唯乃(2) 飯伊    X   3.91    3.91 
ﾆｲﾑﾗ ﾕｲﾉ 緑ヶ丘中   +1.4    +1.4
成田 楓華(3) 諏訪   3.76   3.89    3.89 
ﾅﾘﾀ ﾌｳｶ 岡谷南部中   +1.0   +0.9    +0.9
城倉 風花(2) 上伊那   3.88    X    3.88 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ 伊那東部中   +1.7    +1.7
伊藤 心美(1) 上伊那   3.63   3.87    3.87 
ｲﾄｳ ｺｺﾐ 箕輪中   +1.9   +1.8    +1.8
梶間 理預(2) 飯伊   3.68   3.86    3.86 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 高森中   +1.1   +1.2    +1.2
和田 咲菜(1) 諏訪   3.64   3.83    3.83 
ﾜﾀﾞ ｻｷﾅ 富士見中   +2.1   +1.4    +1.4
花岡 澄珠(2) 諏訪   3.65   3.76    3.76 
ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ 岡谷西部中   +2.2   +2.0    +2.0
吉田 晶(1) 諏訪   3.73   3.51    3.73 
ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 茅野北部中   +1.8   +1.2    +1.8
宮澤 颯希(2) 上伊那   3.43   3.68    3.68 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｷ 伊那中   +2.0   +1.4    +1.4
原田 千聖(1) 上伊那   3.63   3.33    3.63 
ﾊﾗﾀﾞ ﾁｻﾄ 中川中   +1.0   +1.3    +1.0
百瀬 京香(2) 上伊那   3.62   3.15    3.62 
ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ 辰野中   +1.0   +2.2    +1.0
石倉 ゆうび(2) 諏訪   3.57   3.38    3.57 
ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ 岡谷東部中   +1.0   +1.0    +1.0
北澤 想夏(1) 上伊那   3.31   3.41    3.41 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ 伊那東部中   +2.0   +1.9    +1.9
瀬戸 はるな(2) 上伊那   3.38   3.36    3.38 
ｾﾄ ﾊﾙﾅ 辰野中   +0.7   +0.9    +0.7
吉澤 真穂(2) 飯伊   3.37   3.27    3.37 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾎ 飯田高陵中   +1.8   +2.4    +1.8
山崎 愛菜(1) 上伊那   3.17   3.36    3.36 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ 春富中   +2.0   +1.8    +1.8
溝口 陽菜(1) 上伊那   3.34    X    3.34 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 伊那中   +2.2    +2.2
櫻本 芽衣(1) 諏訪   3.33   3.13    3.33 
ｻｸﾗﾓﾄ ﾒｲ 富士見中   +1.1   +2.0    +1.1
神谷 穂歌(3) 諏訪   3.31   3.22    3.31 
ｶﾐﾔ ﾎﾉｶ 諏訪南中   +0.9   +2.1    +0.9
鈴木 こゆき(1) 上伊那    X   3.28    3.28 
ｽｽﾞｷ ｺﾕｷ 宮田中   +1.5    +1.5
武井 みずき(1) 上伊那    X   3.25    3.25 
ﾀｹｲ ﾐｽﾞｷ 南箕輪中   +2.0    +2.0
中川 花音(1) 上伊那   2.96   3.23    3.23 
ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 中川中   +2.0   +1.8    +1.8
蟹澤 亜季(1) 上伊那   3.18   3.19    3.19 
ｶﾆｻﾜ ｱｷ 箕輪中   +2.0   +2.1    +2.1
登内 空未(1) 上伊那   3.19   3.03    3.19 
ﾄﾉｳﾁ ﾐｸ 箕輪中   +3.0   +1.7    +3.0
北原 怜奈(1) 飯伊   3.17   3.18    3.18 
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾅ 高森中   +1.3   +0.6    +0.6
齊藤 花音(2) 諏訪    X   3.17    3.17 
ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 茅野東部中   +1.6    +1.6
伊藤 彩羽(1) 上伊那   3.09   3.12    3.12 
ｲﾄｳ ｲﾛﾊ 宮田中   +0.5   +0.4    +0.4
竹内 果歩(3) 飯伊   2.83   2.98    2.98 
ﾀｹｳﾁ ｶﾎ 飯田高陵中   +1.7   +1.8    +1.8
安藤 奈々花(1) 飯伊   2.96   2.69    2.96 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ 緑ヶ丘中   +0.9   +1.9    +0.9
田中 ラリッサ(1) 上伊那 欠場
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 赤穂高
竹内 ひかり(1) 上伊那    X    X 記録なし
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 赤穂中
小口 美来(3) 諏訪    X    - 記録なし
ｵｸﾞﾁ ﾐｸ 岡谷南部中
沖津 美咲(3) 諏訪    X    X 記録なし
ｵｷﾂ ﾐｻｷ 岡谷南部中

11   693

1   589

3   699

33 26   128

32   566

31 6   407

32 23    99

29 36    52

30 14   752

27 15  1391

28 9  1423

25 18  1378

26 8  1353

23 12   835

24 16   434

21 13   328

22 27   957

19 10    89

20 22   493

17 29   366

18 19  1322

15 7  1333

16 28   671

13 17   326

14 2  1342

11 37   631

12 5   755

9 34    41

10 25   956

7 33   350

8 30  1387

5 31   145

6 35   703

3 24  1375

4 4  1354

1 21   363
-5-

2 20   949

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



[ 2組]

宮澤 香音(2) 飯伊   5.33    X    X   5.36   5.40    5.40 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農業高   +2.0   +0.7   +0.8    +0.8
小林 千紘(1) 諏訪   5.31   5.12   5.22   5.23   5.27    5.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高   +1.8   +2.4   +1.1   +0.5   +0.9    +1.8
大﨑 にこ(2) 上伊那    X   4.73   5.17    X    X    5.17 
ｵｵｻｷ ﾆｺ 伊那中   +2.7   +2.0    +2.0
吉村 葵(2) 諏訪   5.14   4.94   4.87   5.05   4.90    5.14 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 岡谷東高   +2.4   +1.9   +1.6   +1.4   +1.0    +2.4
今村 実伶(3) 飯伊   4.91   4.96   4.94   4.57   4.60    4.96 
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 緑ヶ丘中   +2.5   +4.2   +1.1   +1.2   +1.2    +4.2
濵田 みなと(3) 上伊那   4.58   4.82   4.93   4.87   4.62    4.93 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 春富中   +0.7   +0.6   +1.5   +1.4   +1.2    +1.5
北原 小遥(1) 諏訪   4.77   4.73   4.83   4.84   4.83    4.84 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉高   +2.0   +1.2   +1.2   +1.2   +1.4    +1.2
長門 杏実(3) 諏訪    X   4.73    X   4.81    X    4.81 
ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ 岡谷東部中   +1.7   +0.8    +0.8
丸茂 花愛(2) 諏訪   4.54   4.80   3.96   4.38   4.54    4.80 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 茅野東部中   +1.9   +2.7   +1.3   +1.3   +1.2    +2.7
篠原 さくら(2) 諏訪   4.56   4.69    4.69 
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東高   +1.0   +1.8    +1.8
外山 優(2) 諏訪   4.67    X    4.67 
ﾄﾔﾏ ﾕｳ 岡谷西部中   +1.2    +1.2
唐澤 純夏(3) 上伊那   4.64   4.57    4.64 
ｶﾗｻﾜ ｽﾐｶ 上伊那農業高   +1.0   +2.9    +1.0
加藤 ほのか(3) 上伊那   4.44   4.61    4.61 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農業高   +1.6   +2.5    +2.5
酒井 美玲(2) 上伊那   4.60    -    4.60 
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 高遠高   +2.9    +2.9
埋橋 凜(3) 上伊那   4.46   4.56    4.56 
ｳｽﾞﾊｼ  ﾘﾝ 春富中   +3.3   +1.5    +1.5
舟橋 里紗(3) 上伊那    X   4.54    4.54 
ﾌﾅﾊﾞｼ ﾘｻ 辰野中   +1.6    +1.6
箱田 真奈美(2) 諏訪   4.46   4.35    4.46 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 長峰中   +1.6   +1.8    +1.6
高林 あんり(3) 諏訪   4.45   4.23    4.45 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属中   +1.6   +1.8    +1.6
相馬 里瑠(2) 諏訪   4.42   4.24    4.42 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 諏訪南中   +2.1   +2.3    +2.1
柿澤 摩歩(1) 諏訪   4.39   4.35    4.39 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 岡谷東高   +2.6   +3.2    +2.6
竹村 菜々美(1) 飯伊   4.39    X    4.39 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 飯田高   +1.2    +1.2
本田 尚子(1) 上伊那   4.34   4.32    4.34 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 赤穂高   +2.7   +1.5    +2.7
内川 穂乃佳(3) 諏訪   4.33   4.22    4.33 
ｳﾁｶﾜ ﾎﾉｶ 岡谷西部中   +1.6   +1.7    +1.6
小松 百萌(3) 諏訪   4.09   4.29    4.29 
ｺﾏﾂ ﾓﾓ 諏訪南中   +1.5   +2.7    +2.7
松下 陽音(3) 飯伊   4.04   4.23    4.23 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森中   +1.4   +0.3    +0.3
三村 紗唯(1) 諏訪   4.22   4.09    4.22 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 諏訪清陵高   +2.0   +1.3    +2.0
大木 結月(3) 上伊那   4.09   4.22    4.22 
ｵｵｷ ﾕﾂﾞｷ 南箕輪中   +3.0   +2.2    +2.2
小松 志緒(2) 諏訪   3.97   4.18    4.18 
ｺﾏﾂ ｼｵ 清陵附属中   +0.9   +2.6    +2.6
宮澤 ありさ(3) 諏訪   4.02   3.68    4.02 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中   +2.0   +2.3    +2.0
小島 彩奈(3) 諏訪   3.97   3.85    3.97 
ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 長峰中   +1.4   +2.7    +1.4
綱島 玲渚(1) 諏訪   3.79   3.91    3.91 
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 下諏訪向陽高   +1.2   +1.7    +1.7
古木 優羽(3) 諏訪   3.56   3.86    3.86 
ﾌﾙｷ ﾕｳ 岡谷東部中   +3.0   +1.9    +1.9
大和 由奈(1) 諏訪    X   3.84    3.84 
ｵｵﾜ ﾕﾅ 長峰中   +1.9    +1.9
田口 澄香(2) 諏訪   3.77   3.81    3.81 
ﾀｸﾞﾁ ｽﾐｶ 上諏訪中   +0.6   +2.5    +2.5
牛山 珠莉(1) 諏訪 欠場
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪高
長澤 妙(3) 上伊那 欠場
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 信州大
小倉 和香葉(1) 諏訪    X    X 記録なし
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 茅野東部中

17   734

24   919

37   548

33 1   904

34 2   989

31 19   960

32 10   666

29 5   868

30 11   897

26 16  1374

28 7   872

25 8    48

26 14   793

23 6   650

24 15   834

21 4    77

22 12   568

19 9   839

20 22   652

17 13   910

18 21   870

15 31   512

16 20  1315

13 27   524

14 30   475

11 3   632

12 36   543

9 26   729

10 28   655

7 33   865

8 18   674

5 23   137

6 25   515

3 29   335

4 34   653

備考
1 32    32

-5-

2 35   859

-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15日 11:30

大会新(GR)          12.05

倉田 紗優加(3) 上伊那
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪中
小池 明日美(2) 諏訪
ｺｲｹ ｱｽﾐ 長峰中
小野 智子 上伊那
ｵﾉ ﾄﾓｺ 上伊那郡陸協
並木 愛佳(3) 諏訪
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 長峰中
林 優舞(3) 諏訪
ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部中
城村 はな(2) 上伊那
ｼﾛﾑﾗ ﾊﾅ 伊那東部中
坂戸 愛佳(3) 諏訪
ｻｶﾄ ｱｲｶ 岡谷東部中
宮原 彩菜(2) 上伊那
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾔﾅ 辰野中
中村 文音(1) 飯伊
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 緑ヶ丘中
原沢 聖奈(2) 上伊那
ﾊﾗｻﾜ ｾｲﾅ 赤穂高
城倉 涼花(2) 上伊那
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那東部中
松田 陽夏(2) 上伊那
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾂ 辰野中
松﨑 祥歩(2) 上伊那
ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾎ 辰野中
牧内 はるな(1) 飯伊
ﾏｷｳﾁ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘中
浅井 ゆいか(1) 飯伊
ｱｻｲ ﾕｲｶ 緑ヶ丘中
吉村 千都子(3) 上伊那 欠場
ﾖｼﾑﾗ ﾁﾂﾞｺ 伊那東部中
田中 ラリッサ(1) 上伊那 欠場
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 赤穂高
畔上 陽菜(2) 諏訪 欠場
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 長峰中

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 18  1373  9.89  9.67  9.61   X  9.90 10.20  10.20 

2 15   896  7.11  7.57  8.13  7.14  7.31  7.45   8.13 

3 16   517  7.68  7.38  7.71  7.81  7.99  7.48   7.99 

4 13   913  7.18  7.31  7.62  7.00  6.88  7.13   7.62 

5 17   681  6.95   X  6.16  6.39  6.78  7.02   7.02 

6 4   352  6.21  5.68  5.76  6.69  6.30  6.11   6.69 

7 14   667  6.07  6.25  6.47  6.19  5.94  6.66   6.66 

8 5  1312   X  6.05  6.41  6.26  6.17  6.53   6.53 

9 12   154  5.26  4.83  5.46   5.46 

10 9   555  5.13  5.38  4.99   5.38 

11 2   351  5.36  4.49  5.16   5.36 

12 3  1318  4.65  4.28  4.24   4.65 

13 1  1320  4.44  4.49  4.49   4.49 

14 10   159  3.57  4.20  4.01   4.20 

15 8   147  3.71  4.20  3.20   4.20 

6   344

7   566

11   911



決勝 7月15日  9:00

大会新(GR)          38.38

櫻本 奈々(3) 諏訪
ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ 岡谷工業高
瀧浪 麻愛(2) 飯伊
ﾀｷﾅﾐ ﾏｲ 下伊那農業高
酒井 梨乃(2) 上伊那
ｻｶｲ ﾘﾉ 赤穂高
春日 如乃(2) 上伊那
ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂高
松﨑 祥歩(2) 上伊那
ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾎ 辰野中
中村 七海(1) 上伊那
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾐ 高遠高
松田 陽夏(2) 上伊那
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾂ 辰野中
山﨑 彩菜(1) 諏訪
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾅ 岡谷南部中
笠原 惺々楽(1) 諏訪
ｶｻﾊﾗ ｾｾﾗ 岡谷南部中
伊藤 琴美(2) 上伊那 欠場
ｲﾄｳ ｺﾄﾐ 赤穂高
渡辺 光莉(1) 上伊那 記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ 辰野中

5  1328   X   X   X

  6.08 

2   550

  O   O  6.75   6.75 

9 3   695   X   X  6.08

  O   O   O   7.63 

8 1   697   X   O   O

 9.72   X   X   9.72 

7 7  1318  7.63   O   O

  O   O   O  10.67 

6 8   478   X   X   O

11.92   O   O  11.92 

5 9  1320 10.67   O   X

  O   O   O  15.06 

4 6   559   O   O   O

  O   O 18.11  18.11 

3 4   558   O 15.06   O

  O   O   O  24.76 

2 10    36   X   O   O

1 11   624   O 24.76   O

-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15日 14:30

大会新  (GR )       41.06

有賀 琳瑚(2) 諏訪
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷東高
櫻本 奈々(3) 諏訪
ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ 岡谷工業高
北沢 莉沙(2) 飯伊
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｻ 下伊那農業高
小野 智子 上伊那
ｵﾉ ﾄﾓｺ 上伊那郡陸協
熊崎 光芽(3) 上伊那
ｸﾏｻﾞｷ ｺｳﾒ 伊那西高
小林 菜月(1) 飯伊
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田高
平出 瑠奈(2) 諏訪
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 諏訪実業高
溝口 莉緒(1) 上伊那
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 伊那西高
酒井 美玲(2) 上伊那
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 高遠高
小松 優未(1) 上伊那
ｺﾏﾂ ﾕｳﾐ 高遠高
飯島 莉紗(1) 上伊那
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 伊那西高
中村 七海(1) 上伊那
ﾅｶﾑﾗ ﾅﾐ 高遠高
原沢 聖奈(2) 上伊那
ﾊﾗｻﾜ ｾｲﾅ 赤穂高
酒井 梨乃(2) 上伊那
ｻｶｲ ﾘﾉ 赤穂高
伊藤 琴美(2) 上伊那 欠場
ｲﾄｳ ｺﾄﾐ 赤穂高
牛山 珠莉(1) 諏訪 欠場
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪高

女子

やり投(600g)        

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 16   659 30.16   O   O   O 30.40   O  30.40 

2 15   624   O 30.23   O   X 30.26   O  30.26 

3 14    37 23.60   O   -   X   X   X  23.60 

4 12   517   O   X 20.75   O   O 21.02  21.02 

5 11   312   O 19.63   X   X   O 20.23  20.23 

6 10    73 20.18   O   O   O   O   O  20.18 

7 13   784 19.88   O   O   X   O   O  19.88 

8 4   313   O 16.08   O   O   O   X  16.08 

9 9   475   O   O 15.01  15.01 

10 2   476 13.64   O   O  13.64 

11 1   318   O   O 13.46  13.46 

12 6   478   O   O 13.26  13.26 

13 3   555 13.18   O   O  13.18 

14 5   558   X   X  5.81   5.81 

7   550

8   919



決勝 7月15日 16:50

大会新(GR)        3,18.61

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 諏訪   917 遠山 龍之介(2)   3,36.28 

ｽﾜ ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
  925 小林 舞香(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
  931 中原 希空(1)

ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ
  799 二見 優輝(2)

ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ
 2   4 飯伊    78 藤本 遥(2)   3,38.27 

ﾊﾝｲ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
   13 近藤 雅哉

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
   59 田中 里歩(2)

ﾀﾅｶ ﾘﾎ
   56 橋爪 孔明(2)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ
 3   3 上伊那   369 逸見 崚輔(2)   3,38.77 

ｶﾐｲﾅ ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ
  545 林 千尋(3)

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
  523 加藤 こころ(3)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ
  532 小濱 律(3)

ｺﾊﾏ ﾘﾂ

混合三郡対抗

4x400m

決勝
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