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大会コード：19170526

第５９回 上伊那陸上競技選手権大会
記録集

期 日 令和元年８月１７日（土）

主 催 上伊那陸上競技協会、伊那市スポーツ協会陸上部

共 催 信濃毎日新聞社

後 援 伊那市、伊那市教育委員会

主 管 上伊那陸上競技協会

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 有賀 保義（ﾄﾗｯｸ）　遠山 正洋（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）

記録情報主任 竹内 秀樹

■ この大会で樹立された記録

ｸﾗｽ／種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録 備考

2分22秒47 大会新

女子 400m 決 58秒79 林 千尋(3) 上伊那農高 59秒06

14秒74 唐澤 さくら(2) 箕輪中 15秒58

大会新

女子 800m 決 2分22秒11 中林 樹里(1) 辰野高

大会新

中学女子 砲丸投(2.721kg) 決 13ｍ35 倉田 紗優加(3) 南箕輪中 11ｍ64 大会新

中学女子 100mH(0.762m) 決

女子 4×100m 決 50秒47

氣賀澤 杏香(2)

上伊那農高 51秒07 大会新
加藤 ほのか(3)

加藤 こころ(3)

清水 華乃(3)

中学女子 4×100m 決 51秒86

山田 優芽(3)

赤穂中(A) 52秒20 大会新
原田 栞里(3)

宮澤 けい(2)

鎮西 花(3)

■ グラウンドコンディション

月日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(m/s)

8月17日(土)

8:50 晴れ 31.0 58.0 南 1.0

9:00 晴れ 31.3 56.0 南西 1.6

10:00 晴れ 31.4 52.0 南 2.6

11:00 晴れ 31.9 52.0 南西 2.5

12:00 晴れ 33.5 45.0 南 3.0

13:00 晴れ 33.7 45.0 南東 1.7

14:00 晴れ 33.5 46.0 南 2.7



第59回上伊那陸上競技選手権大会                                                  
　　主催：上伊那陸上競技協会・伊那市スポーツ協会陸上部                          
　　期日：2019年8月17日（土）                                                   

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
08/17 女子  -2.1清水 華乃(3) 12.99 星野 陽花里(2) 13.45 加藤 ほのか(3) 13.50 氣賀澤 杏香(2) 13.56 有賀 雪乃(1) 13.89 小山 礼華(3) 13.99 長田 鼓美(2) 14.00 本田 尚子(1) 14.23

１００ｍ 高校･上伊那農高 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･辰野高 高校･上伊那農高 高校･伊那北高 高校･赤穂高
08/17 清水 華乃(3) 26.83 三澤 菜々美(1) 27.61 三枝 千夏(1) 28.04 森脇 涼羽(2) 28.06 氣賀澤 杏香(2) 28.13 小島 咲愛(1) 28.39 小山 礼華(3) 28.56 飯島 莉紗(1) 28.75

２００ｍ 高校･上伊那農高 高校･伊那北高 高校･辰野高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･伊那西高
08/17 林 千尋(3) 58.79 森脇 涼羽(2) 1,02.25 氣賀澤 円香(1) 1,04.94 飯島 莉紗(1) 1,05.62 小林 香絵(2) 1,06.73 青田 梨世(2) 1,06.80 三澤 由佳(1) 1,15.36

４００ｍ 高校･上伊那農高 GR 高校･赤穂高 高校･赤穂高 高校･伊那西高 高校･赤穂高 高校･辰野高 中学･箕輪中
08/17 中林 樹里(1) 2,22.11 滝沢 初寧(3) 2,31.88 森 ほのか(1) 2,33.12 出澤 幸芽(1) 2,35.05 唐澤 愛佳(2) 2,35.94 北原 柑那(2) 2,37.61 伊藤 希美(1) 2,39.90 武村 美尋(1) 2,40.94

８００ｍ 高校･辰野高 GR 中学･駒ヶ根東中 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･赤穂中 中学･駒ヶ根東中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･箕輪中
08/17 守屋 有彩(3) 10,40.66 瀬戸 郁美(2) 10,53.55 森脇 光砂(3) 11,04.98 木下 利奈(2) 11,11.55 戸枝 くるみ(2) 11,24.87 平松 愛純(1) 11,36.43 松田 楓(3) 12,06.07 有賀 由紀恵(3) 12,08.46

３０００ｍ 中学･春富中 高校･伊那西高 中学･赤穂中 高校･伊那西高 中学･駒ヶ根東中 高校･伊那西高 中学･宮田中 高校･上伊那農高
08/17  -1.5大前 歌音(2) 15.60 三澤 菜々美(1) 18.79

100mH(0.838m) 高校･伊那北高 高校･伊那北高
08/17 小島 咲愛(1) 1.25

走高跳 高校･伊那北高
08/17 北原 きらら(3) 2.70 清水 愛奈(3) 2.60 野村 ひかり(1) 2.30 原 ひなた(2) 2.10

棒高跳 高校･辰野高 高校･高遠高 高校･高遠高 中学･赤穂中
08/17 長田 鼓美(2) 4.84(+3.0) 加藤ほのか(3)4.83(+4.6) 酒井 美玲(2) 4.80(+3.1) 本田 尚子(1) 4.53(+2.3) 田中ラリッサ(1)4.29(+1.6)

走幅跳 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･高遠高 高校･赤穂高 高校･赤穂高
08/17 小野 智子 7.53

砲丸投(4.000kg) 一般･上伊那郡陸協
08/17 酒井 梨乃(2) 14.47 原沢 聖奈(2) 10.99

円盤投(1.000kg) 高校･赤穂高 高校･赤穂高
08/17 大前 歌音(2) 28.34 向山 ますみ 25.20 小野 智子 23.12

やり投(0.600kg) 高校･伊那北高 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協
08/17 上伊那農高       50.47 伊那北高       51.10 辰野高       53.43

４×１００ｍＲ 氣賀澤 杏香(2) GR 小島 咲愛(1) 中林 樹里(1)
加藤 ほのか(3) 星野 陽花里(2) 青田 梨世(2)
加藤 こころ(3) 大前 歌音(2) 三枝 千夏(1)
清水 華乃(3) 三澤 菜々美(1) 有賀 雪乃(1)

08/17 中学女子  -3.8野村 優香(3) 13.65 髙橋 つきみ(2) 13.86 藤森 紗理奈(2) 13.91 山田 優芽(3) 14.14 海沼 結(2) 14.27 鎮西 花(3) 14.34 富山 唯奈(3) 14.41 小日向 慧(2) 14.50
１００ｍ 中学･南箕輪中 中学･南箕輪中 中学･辰野中 中学･赤穂中 中学･南箕輪中 中学･赤穂中 中学･伊那東部中 中学･箕輪中

08/17  -1.0秋葉 まどか(2) 29.76 大和田明日風(1) 31.17 小林 美穂(2) 31.85 竹村 沙葉(1) 33.66
２００ｍ 中学･辰野中 中学･伊那東部中 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中

08/17 唐澤 さくら(2) 14.74 福澤 さくら(1) 17.80 増澤  雛(2) 18.27 石崎 智紗(2) 19.62 伊藤 凛花(1) 19.72 向山 埜乃歌(1) 19.95 伊藤 心美(1) 20.07 小松 星奈(2) 20.24
100mH(0.762m) 中学･箕輪中 GR 中学･伊那東部中 中学･辰野中 中学･辰野中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･箕輪中 中学･辰野中

08/17 原田 栞里(3) 1.50 石崎 智紗(2) 1.30 竹之内 史織(1) 中学･伊那東部中 1.25 伊藤 涼音(2) 1.25 中原 寧々(2) 1.20
走高跳 中学･赤穂中 中学･辰野中 中谷 美玖(2) 中学･箕輪中 中学･春富中 中学･春富中

08/17 向山 飛鳥(2) 4.64(+2.3) 小日向 慧(2) 4.47(+3.1) 海沼 結(2) 4.47(+3.7) 掛川 風保(1) 4.29(+3.6) 福澤さくら(1)4.22(+1.8) 三澤 琴(1) 4.21(+2.0) 伊藤 心美(1) 4.18(+2.6) 田口 蒼波(1) 3.78(+2.4)
走幅跳 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･南箕輪中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･箕輪中 中学･南箕輪中

08/17 倉田 紗優加(3) 13.35 富山 唯奈(3) 9.53 下村 美優(1) 8.94 宮原 彩菜(2) 8.59 城村 はな(2) 7.25 伊藤 彩乃(1) 6.69 松田 陽夏(2) 6.14 松﨑 祥歩(2) 5.93
砲丸投(2.721kg) 中学･南箕輪中 GR 中学･伊那東部中 中学･南箕輪中 中学･辰野中 中学･伊那東部中 中学･南箕輪中 中学･辰野中 中学･辰野中

08/17 赤穂中(A)       51.86 箕輪中(A)       54.09 南箕輪中       54.42 辰野中(A)       54.69 春富中(A)       56.34 伊那東部中(B)      56.39 赤穂中(B)       56.97 伊那東部中(A)      57.47
４×１００ｍＲ 山田 優芽(3) GR 向山 飛鳥(2) 海沼 結(2) 秋葉 まどか(2) 畠山 あゆみ(1) 福澤 さくら(1) 木ノ島 夏生(1) 六波羅 琉菜(2)

原田 栞里(3) 唐澤 さくら(2) 髙橋 つきみ(2) 石崎 智紗(2) 山崎 愛菜(1) 掛川 風保(1) 石曽根 葵(1) 富山 唯奈(3)
宮澤 けい(2) 小日向 慧(2) 井原 由奈(1) 増澤  雛(2) 田中 結羽(1) 三澤 琴(1) 宮澤 ひなの(1) 城村 はな(2)
鎮西 花(3) 今井 遥香(1) 竹村 日和(2) 藤森 紗理奈(2) 片桐 愛香(2) 大和田 明日風(1) 田中 萌衣(1) 城倉 風花(2)



予選 8月17日 12:10
決勝 8月17日 13:30

県新(NR)            11.56
県高校新(KR)        12.00
大会新(GR)          12.62

[ 1組] 風速 -2.8 [ 2組] 風速 -2.2

 1 清水 華乃(3) 高校     13.03 q  1 氣賀澤 杏香(2) 高校     13.62 q
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高 ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農高

 2 星野 陽花里(2) 高校     13.52 q  2 小山 礼華(3) 高校     13.96 q
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北高 ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農高

 3 加藤 ほのか(3) 高校     13.55 q  3 有賀 雪乃(1) 高校     13.96 q
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高 ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 辰野高

 4 本田 尚子(1) 高校     14.33 q  4 長田 鼓美(2) 高校     14.04 q
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 赤穂高 ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 伊那北高

 5 野村 ひかり(1) 高校     14.52  5 春日 如乃(2) 高校     14.37 
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 高遠高 ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂高

 6 溝口 莉緒(1) 高校     14.90  6 小松 優未(1) 高校     15.77 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 伊那西高 ｺﾏﾂ ﾕｳﾐ 高遠高
田中 ラリッサ(1)高校
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 赤穂高

風速 -2.1

 1 清水 華乃(3) 高校     12.99 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高

 2 星野 陽花里(2) 高校     13.45 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北高

 3 加藤 ほのか(3) 高校     13.50 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高

 4 氣賀澤 杏香(2) 高校     13.56 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農高

 5 有賀 雪乃(1) 高校     13.89 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 辰野高

 6 小山 礼華(3) 高校     13.99 
ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農高

 7 長田 鼓美(2) 高校     14.00 
ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 伊那北高

 8 本田 尚子(1) 高校     14.23 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 赤穂高

女子

１００ｍ

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 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   233

2   270

8   333

4   235

3   355

1   350
欠場

順 ﾚｰﾝ

7   258

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   241

8   234

6   196

3   271

1   347

5   256

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   233

5   270

6   235

3   241

7   196

8   234

1   271

2   355



決勝 8月17日  9:45

県新(NR)            23.73
県高校新(KR)        24.59
大会新(GR)          26.20

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -2.9

 1 三枝 千夏(1) 高校     28.04  1 三澤 菜々美(1) 高校     27.61 
ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野高 ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北高

 2 小島 咲愛(1) 高校     28.39  2 森脇 涼羽(2) 高校     28.06 
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 伊那北高 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高

 3 氣賀澤 円香(1) 高校     28.99  3 小山 礼華(3) 高校     28.56 
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂高 ｺﾔﾏ ｱﾔｶ 上伊那農高

 4 春日 如乃(2) 高校     29.50  4 小林 香絵(2) 高校     29.04 
ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 赤穂高

 5 溝口 莉緒(1) 高校     30.45  5 酒井 美玲(2) 高校     30.39 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 伊那西高 ｻｶｲ ﾐﾚｲ 高遠高

[ 3組] 風速 -1.4

 1 清水 華乃(3) 高校     26.83 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 上伊那農高

 2 氣賀澤 杏香(2) 高校     28.13 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農高

 3 飯島 莉紗(1) 高校     28.75 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 伊那西高
星野 陽花里(2) 高校
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北高

   1 清水 華乃(3) 高校 上伊那農高     26.83 (-1.4)   3   1
   2 三澤 菜々美(1) 高校 伊那北高     27.61 (-2.9)   2   1
   3 三枝 千夏(1) 高校 辰野高     28.04 (-0.6)   1   1
   4 森脇 涼羽(2) 高校 赤穂高     28.06 (-2.9)   2   2
   5 氣賀澤 杏香(2) 高校 上伊那農高     28.13 (-1.4)   3   2
   6 小島 咲愛(1) 高校 伊那北高     28.39 (-0.6)   1   2
   7 小山 礼華(3) 高校 上伊那農高     28.56 (-2.9)   2   3
   8 飯島 莉紗(1) 高校 伊那西高     28.75 (-1.4)   3   3
   9 氣賀澤 円香(1) 高校 赤穂高     28.99 (-0.6)   1   3
  10 小林 香絵(2) 高校 赤穂高     29.04 (-2.9)   2   4
  11 春日 如乃(2) 高校 赤穂高     29.50 (-0.6)   1   4
  12 酒井 美玲(2) 高校 高遠高     30.39 (-2.9)   2   5
  13 溝口 莉緒(1) 高校 伊那西高     30.45 (-0.6)   1   5

女子

２００ｍ

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

  349

4   272

3   198
所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

7   368

5   273

3   366

順 ﾚｰﾝ No.

6   255

所属名 記録／備考

2   234

4   241

7   347

5

2   333

6   233
氏  名

3   270
欠場

2   332

  241
  272

タイムレース

順位 No. 氏  名

  368

備考 組 順位都道府県 所属名 記録（風）

  333

  233
  273
  198

  255

  234
  332
  349
  366
  347



決勝 8月17日 10:55

県新(NR)            54.56
大会新(GR)          59.06

[ 1組] [ 2組]

 1 氣賀澤 円香(1) 高校   1,04.94  1 林 千尋(3) 高校     58.79 
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂高 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 上伊那農高

 2 小林 香絵(2) 高校   1,06.73  2 森脇 涼羽(2) 高校   1,02.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 赤穂高 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂高

 3 青田 梨世(2) 高校   1,06.80  3 飯島 莉紗(1) 高校   1,05.62 
ｱｵﾀ ﾘｾ 辰野高 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 伊那西高

 4 三澤 由佳(1) 中学   1,15.36 加藤 こころ(3) 高校
ﾐｻﾜ ﾕｳｶ 箕輪中 ｶﾄｳ ｺｺﾛ 上伊那農高
中嶋 珠久(1) 高校
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 伊那弥生ヶ丘高

   1 林 千尋(3) 高校 上伊那農高       58.79 大会新   2   1
   2 森脇 涼羽(2) 高校 赤穂高     1,02.25   2   2
   3 氣賀澤 円香(1) 高校 赤穂高     1,04.94   1   1
   4 飯島 莉紗(1) 高校 伊那西高     1,05.62   2   3
   5 小林 香絵(2) 高校 赤穂高     1,06.73   1   2
   6 青田 梨世(2) 高校 辰野高     1,06.80   1   3
   7 三澤 由佳(1) 中学 箕輪中     1,15.36   1   4

女子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

 7998

5   349

3   366

7   305
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

2   213

6

所属名 記録／備考
4   231

大会新
5   368

3   332

2   236
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
  231
  368
  349

 7998

  332
  366
  213



決勝 8月17日 13:00

県新(NR)          2,05.78
大会新(GR)        2,22.47

[ 1組] [ 2組]

 1 中林 樹里(1) 高校   2,22.11  1 武村 美尋(1) 中学   2,40.94 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 辰野高 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪中

 2 滝沢 初寧(3) 中学   2,31.88  2 小松 凛(2) 中学   2,44.79 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 駒ヶ根東中 ｺﾏﾂ ﾘﾝ 赤穂中

 3 森 ほのか(1) 高校   2,33.12  3 堀内 花恋(2) 中学   2,45.19 
ﾓﾘ ﾎﾉｶ 伊那弥生ヶ丘高 ﾎﾘｳﾁ ｶﾚﾝ 駒ヶ根東中

 4 出澤 幸芽(1) 中学   2,35.05  4 善積 結花(1) 中学   2,46.78 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｺｳﾒ 赤穂中 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾕｳｶ 駒ヶ根東中

 5 唐澤 愛佳(2) 中学   2,35.94  5 前田 未羽(1) 中学   2,46.87 
ｶﾗｻﾜ ｱｲｶ 駒ヶ根東中 ﾏｴﾀﾞ ﾐｳ 伊那東部中

 6 北原 柑那(2) 中学   2,37.61  6 宮下 琴羽(1) 中学   2,50.61 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾝﾅ 伊那東部中 ﾐﾔｼﾀ ｺﾄﾊ 駒ヶ根東中

 7 増田 莉彩(1) 中学   2,55.48 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ 宮田中

[ 3組] [ 4組]

 1 伊藤 希美(1) 中学   2,39.90  1 向山 綾織(1) 高校   2,53.06 
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 伊那東部中 ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾔﾘ 赤穂高

 2 柴 由衣(2) 中学   2,46.79  2 千島 葵(1) 中学   2,53.40 
ｼﾊﾞ ﾕｲ 箕輪中 ﾁｼﾏ ｱｵｲ 春富中

 3 小林 ここね(1) 中学   2,49.91  3 平松 佳恋(1) 中学   2,57.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾈ 駒ヶ根東中 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾚﾝ 箕輪中

 4 岡 瑞希(1) 高校   2,50.74  4 吉瀨 美優羽(1) 中学   3,04.00 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｷｾ ﾐﾕｳ 宮田中

 5 原田 妃菜(2) 中学   2,52.76  5 三澤 咲貴(2) 中学   3,05.33 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 南箕輪中 ﾐｻﾜ ｻｷ 箕輪中

 6 中林 杏樹(1) 中学   2,58.84  6 瀧澤 ひより(1) 中学   3,22.04 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 箕輪中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 宮田中
鈴木 そら(2) 中学 宮本 美月(1) 中学
ｽｽﾞｷ ｿﾗ 箕輪中 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 辰野中

   1 中林 樹里(1) 高校 辰野高     2,22.11 大会新   1   1
   2 滝沢 初寧(3) 中学 駒ヶ根東中     2,31.88   1   2
   3 森 ほのか(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,33.12   1   3
   4 出澤 幸芽(1) 中学 赤穂中     2,35.05   1   4
   5 唐澤 愛佳(2) 中学 駒ヶ根東中     2,35.94   1   5
   6 北原 柑那(2) 中学 伊那東部中     2,37.61   1   6
   7 伊藤 希美(1) 中学 伊那東部中     2,39.90   3   1
   8 武村 美尋(1) 中学 箕輪中     2,40.94   2   1
   9 小松 凛(2) 中学 赤穂中     2,44.79   2   2
  10 堀内 花恋(2) 中学 駒ヶ根東中     2,45.19   2   3
  11 善積 結花(1) 中学 駒ヶ根東中     2,46.78   2   4
  12 柴 由衣(2) 中学 箕輪中     2,46.79   3   2
  13 前田 未羽(1) 中学 伊那東部中     2,46.87   2   5
  14 小林 ここね(1) 中学 駒ヶ根東中     2,49.91   3   3
  15 宮下 琴羽(1) 中学 駒ヶ根東中     2,50.61   2   6
  16 岡 瑞希(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     2,50.74   3   4
  17 原田 妃菜(2) 中学 南箕輪中     2,52.76   3   5
  18 向山 綾織(1) 高校 赤穂高     2,53.06   4   1
  19 千島 葵(1) 中学 春富中     2,53.40   4   2
  20 増田 莉彩(1) 中学 宮田中     2,55.48   2   7
  21 平松 佳恋(1) 中学 箕輪中     2,57.20   4   3
  22 中林 杏樹(1) 中学 箕輪中     2,58.84   3   6
  23 吉瀨 美優羽(1) 中学 宮田中     3,04.00   4   4
  24 三澤 咲貴(2) 中学 箕輪中     3,05.33   4   5
  25 瀧澤 ひより(1) 中学 宮田中     3,22.04   4   6

女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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2  8254

8  8120

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
7  8103
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3  8252

5   307

8  8020
欠場

順 No.
3   369
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4  8163

6  7997
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7  8122

2  7956
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決勝 8月17日 10:00

県新(NR)          9,00.50
大会新(GR)       10,19.25

 1 守屋 有彩(3) 中学  10,40.66 
ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 春富中

 2 瀬戸 郁美(2) 高校  10,53.55 
ｾﾄ ｲｸﾐ 伊那西高

 3 森脇 光砂(3) 中学  11,04.98 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 赤穂中

 4 木下 利奈(2) 高校  11,11.55 
ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 伊那西高

 5 戸枝 くるみ(2) 中学  11,24.87 
ﾄｴﾀﾞ ｸﾙﾐ 駒ヶ根東中

 6 平松 愛純(1) 高校  11,36.43 
ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 伊那西高

 7 松田 楓(3) 中学  12,06.07 
ﾏﾂﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 宮田中

 8 有賀 由紀恵(3) 高校  12,08.46 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷｴ 上伊那農高

 9 熊崎 光芽(3) 高校  12,39.53 
ｸﾏｻﾞｷ ｺｳﾒ 伊那西高

10 逸持治 奏愛(1) 高校  13,27.44 
ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ 赤穂高

11 小松 礼佳(3) 中学  13,29.38 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 箕輪中

12 松見 すみれ(3) 中学  14,35.63 
ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ 箕輪中
中村 柚音(1) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 伊那西高
佐々木 夏海(2) 高校
ｻｻｷ ﾅﾂﾐ 伊那西高

女子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11  8167

3   321

7  8826

1   327

4  8282

5   326

8  8123

12   239
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15   348

6  8013

2  8014

9   324
欠場

13   325
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決勝 8月17日 12:35

県新(NR)            13.81
県高校新(KR)        14.10
大会新(GR)          15.55

風速 -1.5

 1 大前 歌音(2) 高校     15.60 
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北高

 2 三澤 菜々美(1) 高校     18.79 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北高

6   269

4   273

女子

１００ｍＨ(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月17日 14:25

県新(NR)            46.86
県高校新(KR)        46.86
大会新(GR)          51.07

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 上伊那農高   241 氣賀澤 杏香(2)     50.47 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 大会新
  235 加藤 ほのか(3)

ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
  236 加藤 こころ(3)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ
  233 清水 華乃(3)

ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ
 2   3 伊那北高   272 小島 咲愛(1)     51.10 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
  270 星野 陽花里(2)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
  269 大前 歌音(2)

ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ
  273 三澤 菜々美(1)

ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ
 3   7 辰野高   197 中林 樹里(1)     53.43 

ﾀﾂﾉｺｳ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ
  213 青田 梨世(2)

ｱｵﾀ ﾘｾ
  198 三枝 千夏(1)

ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ
  196 有賀 雪乃(1)

ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ

女子

４×１００ｍ

決勝



予選 8月17日 11:05
決勝 8月17日 13:25

県中学新(CR)        12.05
大会新(GR)          12.97

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -1.3

 1 髙橋 つきみ(2) 中学     13.82 q  1 藤森 紗理奈(2) 中学     13.77 q
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 南箕輪中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ 辰野中

 2 富山 唯奈(3) 中学     14.19 q  2 海沼 結(2) 中学     13.85 q
ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那東部中 ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪中

 3 赤羽 七海(1) 中学     15.02  3 三澤 琴(1) 中学     15.03 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 箕輪中 ﾐｻﾜ ｺﾄ 伊那東部中

 4 石曽根 葵(1) 中学     15.18  4 田中 結羽(1) 中学     15.45 
ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ 赤穂中 ﾀﾅｶ ﾕｳ 春富中

 5 山中 美沙樹(1) 中学     15.64  5 川上 七海(1) 中学     15.82 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ 辰野中 ｶﾜｶﾐ ﾅﾅﾐ 赤穂中

 6 下平 明音(1) 中学     16.24  6 増田 夏実(1) 中学     16.07 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｶﾈ 駒ヶ根東中 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾂﾐ 宮田中

 7 山本 琴音(1) 中学     17.11  7 髙橋 希(1) 中学     16.09 
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾄﾈ 宮田中 ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中

 8 百瀬 京香(1) 中学     16.29 
ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ 辰野中

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -1.6

 1 向山 飛鳥(2) 中学     14.25  1 小日向 慧(2) 中学     14.10 q
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 箕輪中 ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中

 2 田中 萌衣(1) 中学     14.75  2 木ノ島 夏生(1) 中学     14.48 
ﾀﾅｶ ﾒｲ 赤穂中 ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ 赤穂中

 3 畠山 あゆみ(1) 中学     15.01  3 竹村 日和(2) 中学     14.78 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 春富中 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾖﾘ 南箕輪中

 4 那須野 桜(3) 中学     15.12  4 北澤 想夏(1) 中学     15.17 
ﾅｽﾉ ｻｸﾗ 宮田中 ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ 伊那東部中

 5 尾戸 美柚(1) 中学     15.40  5 田中 美結(2) 中学     15.39 
ｵﾄ ﾐﾕｳ 辰野中 ﾀﾅｶ ﾐﾕ 宮田中

 6 小池 那奈(1) 中学     15.57  6 赤羽 優花(1) 中学     15.69 
ｺｲｹ ﾅﾅ 箕輪中 ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ 辰野中

 7 赤羽 七生(1) 中学     16.03  7 中川 綾乃(1) 中学     16.12 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅｵ 伊那東部中 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 箕輪中

[ 5組] 風速 -2.2 [ 6組] 風速 -2.6

 1 山田 優芽(3) 中学     13.88 q  1 鎮西 花(3) 中学     13.99 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 赤穂中 ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 赤穂中

 2 今井 遥香(1) 中学     14.22  2 片桐 愛香(2) 中学     14.51 
ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪中 ｶﾀｷﾞﾘ ｱｲｶ 春富中

 3 掛川 風保(1) 中学     14.62  3 藤森 沙耶(3) 高校／飯伊     14.75 
ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ 伊那東部中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ 辰野中

 4 岩井 陽菜(1) 中学     15.48  4 小林 美咲(2) 中学     15.58 
ｲﾜｲ ｱｷﾅ 辰野中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 箕輪中

 5 片桐 茉穂(1) 中学     16.09  5 佐野 志織(1) 中学     15.96 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾎ 駒ヶ根東中 ｻﾉ ｼｵﾘ 赤穂中

 6 眞田 日向(1) 中学     16.31  6 岡田 奈都美(1) 中学     16.34 
ｻﾅﾀﾞ ﾋﾅﾀ 赤穂中 ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ 伊那東部中

 7 羽柴 あゆみ(2) 中学     16.86 
ﾊｼﾊﾞ ｱﾕﾐ 駒ヶ根東中

[ 7組] 風速 -3.2 [ 8組] 風速 -2.0

 1 六波羅 琉菜(2) 中学     14.68  1 野村 優香(3) 中学     13.33 q
ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那東部中 ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪中

 2 秋葉 まどか(2) 中学     14.68  2 堀内 遥加(1) 中学     15.03 
ｱｷﾊﾞ ﾏﾄﾞｶ 辰野中 ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 箕輪中

 3 横山 莉央(2) 中学     15.25  2 大和田 明日風(1)中学     15.03 
ﾖｺﾔﾏ ﾘｵ 南箕輪中 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那東部中

 4 竹内 ひかり(1) 中学     15.48  4 加藤 凪紗(1) 中学     15.53 
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 赤穂中 ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ 春富中

 5 松沢 憂菜(1) 中学     15.61  5 宮澤 ひなの(1) 中学     15.62 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ 箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ 赤穂中

 6 濵島 朱里(1) 中学     17.03  6 桑澤 乃愛(1) 中学     16.43 
ﾊﾏｼﾞﾏ ｼｭﾘ 春富中 ｸﾜｻﾞﾜ ﾉｱ 辰野中

中学女子

１００ｍ

予選 通過基準  8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  8048

8  8130

1  8250

3  8001

2  8240

6  8198

順 ﾚｰﾝ

7  7955

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  7976

2  8055

6  8105

7  8160

4  8245

1  8124

8  7999

5  7954

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  8017

8  8247

4  7993

2  8164

7  8195

5  8116

順 ﾚｰﾝ No.

4  8244

3  7952

氏  名 所属名 記録／備考
6  8019

7  8049

3  8117

5  8197

2  7950

8  7996

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8820

7  8000

5  8114

3  7951

4  8251

8  8241

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8821

4  8177

7  7963

8  8024

6  8246

3  8107

5  8284

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5  8144

3  7974

4  8057

6  8239

2  7991

8  8168

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8054

6  7992

7  8106

8  8162

4  8243

5  7953



風速 -3.8

 1 野村 優香(3) 中学     13.65 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪中

 2 髙橋 つきみ(2) 中学     13.86 
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 南箕輪中

 3 藤森 紗理奈(2) 中学     13.91 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ 辰野中

 4 山田 優芽(3) 中学     14.14 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 赤穂中

 5 海沼 結(2) 中学     14.27 
ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪中

 6 鎮西 花(3) 中学     14.34 
ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 赤穂中

 7 富山 唯奈(3) 中学     14.41 
ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那東部中

 8 小日向 慧(2) 中学     14.50 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中

中学女子

１００ｍ
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8054

5  8048

6  7976

8  8820

3  8055

7  8821

1  8130

2  8019



決勝 8月17日  9:15

県中学新(CR)        24.88
大会新(GR)          25.83

風速 -1.0

 1 秋葉 まどか(2) 中学     29.76 
ｱｷﾊﾞ ﾏﾄﾞｶ 辰野中

 2 大和田 明日風(1)中学     31.17 
ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那東部中

 3 小林 美穂(2) 中学     31.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 駒ヶ根東中

 4 竹村 沙葉(1) 中学     33.66 
ﾀｹﾑﾗ ｻﾖ 駒ヶ根東中

2  8287

4  8253

6  7974

5  8106

中学女子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月17日 12:25

県中学新(CR)        14.05
大会新(GR)          15.58

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -1.4

 1 向山 埜乃歌(1) 中学     19.95  1 唐澤 さくら(2) 中学     14.74 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾉﾉｶ 伊那東部中 ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中

 2 伊藤 心美(1) 中学     20.07  2 福澤 さくら(1) 中学     17.80 
ｲﾄｳ ｺｺﾐ 箕輪中 ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那東部中

 3 小松 星奈(2) 中学     20.24  3 増澤  雛(2) 中学     18.27 
ｺﾏﾂ ｾｲﾅ 辰野中 ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾅ 辰野中

 4 本多 杏海(2) 中学     21.78  4 石崎 智紗(2) 中学     19.62 
ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ 箕輪中 ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 辰野中

 5 唐澤 明日香(2) 中学     22.96  5 伊藤 凛花(1) 中学     19.72 
ｶﾗｻﾜ ｱｽｶ 辰野中 ｲﾄｳ ﾘﾝｶ 伊那東部中

   1 唐澤 さくら(2) 中学 箕輪中     14.74 (-1.4)大会新   2   1
   2 福澤 さくら(1) 中学 伊那東部中     17.80 (-1.4)   2   2
   3 増澤  雛(2) 中学 辰野中     18.27 (-1.4)   2   3
   4 石崎 智紗(2) 中学 辰野中     19.62 (-1.4)   2   4
   5 伊藤 凛花(1) 中学 伊那東部中     19.72 (-1.4)   2   5
   6 向山 埜乃歌(1) 中学 伊那東部中     19.95 (-2.3)   1   1
   7 伊藤 心美(1) 中学 箕輪中     20.07 (-2.3)   1   2
   8 小松 星奈(2) 中学 辰野中     20.24 (-2.3)   1   3
   9 本多 杏海(2) 中学 箕輪中     21.78 (-2.3)   1   4
  10 唐澤 明日香(2) 中学 辰野中     22.96 (-2.3)   1   5

 7977
 7969
 8108
 8115

 7970

 7995
 7971
 8021

記録（風） 備考 組 順位
 8018
 8102

6  8108

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

7  7977

5  7969

所属名 記録／備考
3  8018

大会新
2  8102

7  7970

順 ﾚｰﾝ No.

5  7971

2  8021

3  8115

6  7995

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



決勝 8月17日 14:15

県中学新(CR)        48.17
大会新(GR)          52.20

[ 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 赤穂中(A)  8820 山田 優芽(3)     51.86  1   7 南箕輪中  8055 海沼 結(2)     54.42 

ｱｶﾎﾁｭｳA ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 大会新 ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶｲﾇﾏ ﾕｳ
 8825 原田 栞里(3)  8048 髙橋 つきみ(2)

ﾊﾗﾀﾞ ｼｵﾘ ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ
 8234 宮澤 けい(2)  8045 井原 由奈(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ
 8821 鎮西 花(3)  8049 竹村 日和(2)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ ﾀｹﾑﾗ ﾋﾖﾘ
 2   2 箕輪中(A)  8017 向山 飛鳥(2)     54.09  2   6 箕輪中(B)  8023 中谷 美玖(2)     58.72 

ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾅｶﾔ ﾐｸ
 8018 唐澤 さくら(2)  7992 堀内 遥加(1)

ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ
 8019 小日向 慧(2)  8024 小林 美咲(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ
 8000 今井 遥香(1)  8001 赤羽 七海(1)

ｲﾏｲ ﾊﾙｶ ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ
 3   3 春富中(A)  8164 畠山 あゆみ(1)     56.34  3   3 辰野中(B)  7955 山中 美沙樹(1)   1,00.18 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳA ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ ﾀﾂﾉﾁｭｳB ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ
 8171 山崎 愛菜(1)  7951 岩井 陽菜(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ ｲﾜｲ ｱｷﾅ
 8160 田中 結羽(1)  7954 百瀬 京香(1)

ﾀﾅｶ ﾕｳ ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ
 8177 片桐 愛香(2)  7950 赤羽 優花(1)

ｶﾀｷﾞﾘ ｱｲｶ ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ
 4   5 赤穂中(B)  8244 木ノ島 夏生(1)     56.97  4   5 赤穂中(C)  8246 佐野 志織(1)   1,00.26 

ｱｶﾎﾁｭｳB ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ ｱｶﾎﾁｭｳC ｻﾉ ｼｵﾘ
 8240 石曽根 葵(1)  8241 眞田 日向(1)

ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ ｻﾅﾀﾞ ﾋﾅﾀ
 8243 宮澤 ひなの(1)  8239 竹内 ひかり(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾅﾉ ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ
 8247 田中 萌衣(1)  8245 川上 七海(1)

ﾀﾅｶ ﾒｲ ｶﾜｶﾐ ﾅﾅﾐ
 5   4 伊那東部中(A)  8144 六波羅 琉菜(2)     57.47  5   2 箕輪中(D)  7999 髙橋 希(1)   1,00.42 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ ﾐﾉﾜﾁｭｳD ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ
 8130 富山 唯奈(3)  7996 中川 綾乃(1)

ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ
 8111 城村 はな(2)  7990 登内 空未(1)

ｼﾛﾑﾗ ﾊﾅ ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ
 8145 城倉 風花(2)  7993 小池 那奈(1)

ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ ｺｲｹ ﾅﾅ
  4 箕輪中(C)  7991 松沢 憂菜(1)

ﾐﾉﾜﾁｭｳC ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ 失格
 7995 伊藤 心美(1) R1(3-4)

ｲﾄｳ ｺｺﾐ
 8022 坂下 鈴華(2)

ｻｶｼﾀ ﾚｲｶ
 8021 本多 杏海(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｱﾐ

中学女子

４×１００ｍＲ

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 辰野中(A)  7974 秋葉 まどか(2)     54.69 

ﾀﾂﾉﾁｭｳA ｱｷﾊﾞ ﾏﾄﾞｶ
 7969 石崎 智紗(2)

ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ
 7977 増澤  雛(2)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾅ
 7976 藤森 紗理奈(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ
 2   6 伊那東部中(B)  8102 福澤 さくら(1)     56.39 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ
 8114 掛川 風保(1)

ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ
 8105 三澤 琴(1)

ﾐｻﾜ ｺﾄ
 8106 大和田 明日風(1)

ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ
 3   2 伊那東部中(D)  8115 向山 埜乃歌(1)     59.26 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾑｶｲﾔﾏ ﾉﾉｶ
 8101 前田 未羽(1)

ﾏｴﾀﾞ ﾐｳ
 8117 北澤 想夏(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ
 8103 伊藤 希美(1)

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ
 4   4 伊那東部中(C)  8108 伊藤 凛花(1)   1,01.39 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｲﾄｳ ﾘﾝｶ
 8116 赤羽 七生(1)

ｱｶﾊﾈ ﾅﾅｵ
 8104 竹之内 史織(1)

ﾀｹﾉｳﾁ ｼｵﾘ
 8107 岡田 奈都美(1)

ｵｶﾀﾞ ﾅﾂﾐ
 5   3 駒ヶ根東中  8287 小林 美穂(2)   1,04.13 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ
 8284 羽柴 あゆみ(2)

ﾊｼﾊﾞ ｱﾕﾐ
 8251 片桐 茉穂(1)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾎ
 8253 竹村 沙葉(1)

ﾀｹﾑﾗ ｻﾖ

中学女子

４×１００ｍＲ



   1 赤穂中(A)     51.86大会新 山田 優芽(3) 原田 栞里(3) 宮澤 けい(2) 鎮西 花(3)   1   1
   2 箕輪中(A)     54.09 向山 飛鳥(2) 唐澤 さくら(2)小日向 慧(2) 今井 遥香(1)   1   2
   3 南箕輪中     54.42 海沼 結(2) 髙橋 つきみ(2)井原 由奈(1) 竹村 日和(2)   2   1
   4 辰野中(A)     54.69 秋葉 まどか(2)石崎 智紗(2) 増澤  雛(2) 藤森 紗理奈(2)  3   1
   5 春富中(A)     56.34 畠山 あゆみ(1)山崎 愛菜(1) 田中 結羽(1) 片桐 愛香(2)   1   3
   6 伊那東部中(B)     56.39 福澤 さくら(1)掛川 風保(1) 三澤 琴(1) 大和田 明日風(  3   2
   7 赤穂中(B)     56.97 木ノ島 夏生(1)石曽根 葵(1) 宮澤 ひなの(1)田中 萌衣(1)   1   4
   8 伊那東部中(A)     57.47 六波羅 琉菜(2)富山 唯奈(3) 城村 はな(2) 城倉 風花(2)   1   5
   9 箕輪中(B)     58.72 中谷 美玖(2) 堀内 遥加(1) 小林 美咲(2) 赤羽 七海(1)   2   2
  10 伊那東部中(D)     59.26 向山 埜乃歌(1)前田 未羽(1) 北澤 想夏(1) 伊藤 希美(1)   3   3
  11 辰野中(B)   1,00.18 山中 美沙樹(1)岩井 陽菜(1) 百瀬 京香(1) 赤羽 優花(1)   2   3
  12 赤穂中(C)   1,00.26 佐野 志織(1) 眞田 日向(1) 竹内 ひかり(1)川上 七海(1)   2   4
  13 箕輪中(D)   1,00.42 髙橋 希(1) 中川 綾乃(1) 登内 空未(1) 小池 那奈(1)   2   5
  14 伊那東部中(C)   1,01.39 伊藤 凛花(1) 赤羽 七生(1) 竹之内 史織(1)岡田 奈都美(1)  3   4
  15 駒ヶ根東中   1,04.13 小林 美穂(2) 羽柴 あゆみ(2)片桐 茉穂(1) 竹村 沙葉(1)   3   5

記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

中学女子

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

４×１００ｍＲ
タイムレース

順位 所属名 都道府県



決勝 8月17日 12:00

県新(NR)             1.81
県高校新(KR)         1.77
大会新(GR)           1.64

小島 咲愛(1) 高校
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 伊那北高

決勝 8月17日 12:00

県中学新(CR)         1.75
大会新(GR)           1.57

原田 栞里(3) 中学
ﾊﾗﾀﾞ ｼｵﾘ 赤穂中
石崎 智紗(2) 中学
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 辰野中
竹之内 史織(1) 中学
ﾀｹﾉｳﾁ ｼｵﾘ 伊那東部中
中谷 美玖(2) 中学
ﾅｶﾔ ﾐｸ 箕輪中
伊藤 涼音(2) 中学
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ 春富中
中原 寧々(2) 中学
ﾅｶﾊﾗ ﾈﾈ 春富中
後藤 心優(1) 中学 欠場
ｺﾞﾄｳ ﾐﾕｳ 宮田中
増澤  雛(2) 中学 欠場
ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾅ 辰野中

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1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55
1 1   272 O XXO XXX  1.25

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 記録 備考
1 8  8825 - - - - - O O XXX  1.50

2 7  7969 O O O XXX  1.30

3 3  8104 O O XXX  1.25

3 6  8023 O O XXX  1.25

5 1  8181 XO XO XXX  1.25

6 5  8179 O XXX  1.20

2  8192

4  7977



決勝 8月17日  9:30

県新(NR)             4.01
大会新(GR)           3.80

北原 きらら(3) 高校
ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 辰野高
清水 愛奈(3) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠高
野村 ひかり(1) 高校
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 高遠高
原 ひなた(2) 中学
ﾊﾗ ﾋﾅﾀ 赤穂中
坂下 鈴華(2) 中学 記録なし
ｻｶｼﾀ ﾚｲｶ 箕輪中
小松 優未(1) 高校 記録なし
ｺﾏﾂ ﾕｳﾐ 高遠高

3   256 XXX

 2.10

1  8022 XXX

4 4  8238 O O XXX

 2.30

 2.60

3 2   258 O O O XXO XXX

- O O XO XXX2 6   254 - - -

- XO XXO XXX  2.70

2m80
1 5   212 - - - - XO

記録2m20 2m30 備考2m00 2m10 2m40 2m50 2m60 2m70

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月17日  9:00

県新(NR)             6.41
県高校新(KR)         6.06
大会新(GR)           5.71

長田 鼓美(2) 高校   4.67   4.75   4.69    X   4.84   4.83    4.84 
ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 伊那北高   +1.3   +2.6   +3.6   +3.0   +1.6    +3.0
加藤 ほのか(3) 高校   4.67   4.73   4.83    X    X   4.79    4.83 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 上伊那農高    0.0   +1.9   +4.6   +1.0    +4.6
酒井 美玲(2) 高校   4.80    -    -   4.65    -    -    4.80 
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 高遠高   +3.1   +2.9    +3.1
本田 尚子(1) 高校   4.53   4.48   4.42   4.39    X   4.47    4.53 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 赤穂高   +2.3   +1.6   +2.4   +3.1   +1.5    +2.3
田中 ラリッサ(1) 高校   4.20   4.29    X    X   4.27   4.22    4.29 
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 赤穂高   +0.9   +1.6   +4.0   +2.9    +1.6

決勝 8月17日  9:00

県中学新(CR)         5.74
大会新(GR)           5.13

向山 飛鳥(2) 中学   4.46   4.23   4.64   4.26   4.44   4.45    4.64 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 箕輪中   +1.7   +0.7   +2.3   +2.7   +4.0   +2.2    +2.3
小日向 慧(2) 中学   4.37   4.27   4.47   4.44   4.35   4.44    4.47 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 箕輪中   +1.1   +1.9   +3.1   +3.4   +2.3   +1.9    +3.1
海沼 結(2) 中学   4.03   4.20   4.05   4.47   4.14   4.25    4.47 
ｶｲﾇﾏ ﾕｳ 南箕輪中   +1.6   +2.5   +1.6   +3.7   +2.4   +2.1    +3.7
掛川 風保(1) 中学   3.98   3.97   4.09   4.29   4.29   3.99    4.29 
ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ 伊那東部中   +1.6   +1.9   +2.5   +3.6   +2.6   +0.3    +3.6
福澤 さくら(1) 中学   4.22   4.14   3.73   3.85   4.04   4.07    4.22 
ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那東部中   +1.8   +1.8   +3.8   +2.8   +2.0   +2.1    +1.8
三澤 琴(1) 中学   3.97   4.13   4.06   4.21    X   3.91    4.21 
ﾐｻﾜ ｺﾄ 伊那東部中   -0.6   +2.2   +2.1   +2.0   +0.2    +2.0
伊藤 心美(1) 中学   4.07   4.09   3.95   3.73   3.98   4.18    4.18 
ｲﾄｳ ｺｺﾐ 箕輪中   +0.8   +3.1   +2.7   +3.7   +2.2   +2.6    +2.6
田口 蒼波(1) 中学   3.76   3.78   3.68    -    -    -    3.78 
ﾀｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 南箕輪中   +0.9   +2.4   +2.1    +2.4
山崎 愛菜(1) 中学   3.69   3.56   3.52    3.69 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ 春富中   +2.4   +2.4   +2.3    +2.4
瀬戸 はるな(2) 中学   3.58   3.09   3.49    3.58 
ｾﾄ ﾊﾙﾅ 辰野中   -0.2   +2.8   +2.3    -0.2
北澤 想夏(1) 中学   3.51   3.37   3.38    3.51 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ 伊那東部中   +1.3   +2.6   +2.8    +1.3
赤羽 七生(1) 中学   3.41   3.36   3.24    3.41 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅｵ 伊那東部中   +1.5   -0.4   +2.5    +1.5
樋郡 冬華(2) 中学    X    X   3.39    3.39 
ﾋｺﾞｵﾘ ﾌﾕｶ 赤穂中   +1.3    +1.3
百瀬 京香(1) 中学   2.99   3.34   3.22    3.34 
ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ 辰野中   +1.9   +2.7   +3.2    +2.7
登内 空未(1) 中学   3.04   3.29   3.14    3.29 
ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ 箕輪中   +0.8   +2.2   +2.4    +2.2
蟹澤 亜季(1) 中学   3.10   3.28    X    3.28 
ｶﾆｻﾜ ｱｷ 箕輪中   +1.3   +1.6    +1.6
城倉 風花(2) 中学    X   2.88    X    2.88 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ 伊那東部中   +2.0    +2.0
伊藤 彩羽(1) 中学    X   2.63   2.68    2.68 
ｲﾄｳ ｲﾛﾊ 宮田中   +1.9   +2.0    +2.0

17 14  8145

18 4  8121

15 2  7990

16 1  8003

13 18  8235

14 7  7954

11 6  8117

12 16  8116

9 5  8171

10 8  7975

7 9  7995

8 13  8040

5 17  8102

6 11  8105

3 3  8055

4 15  8114

1 21  8017
-5-

2 19  8019

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

5 1   350

3 4   255

4 2   355

1 5   271
-5-

2 6   235

-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-



決勝 8月17日  9:00

県新(NR)            13.70
県高校新(KR)        13.65
大会新(GR)          10.98

小野 智子 一般
ｵﾉ ﾄﾓｺ 上伊那郡陸協

決勝 8月17日  9:00

県中学新(CR)        13.55
大会新(GR)          11.64

倉田 紗優加(3) 中学 大会新
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪中
富山 唯奈(3) 中学
ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那東部中
下村 美優(1) 中学
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 南箕輪中
宮原 彩菜(2) 中学
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾔﾅ 辰野中
城村 はな(2) 中学
ｼﾛﾑﾗ ﾊﾅ 伊那東部中
伊藤 彩乃(1) 中学
ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 南箕輪中
松田 陽夏(2) 中学
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾂ 辰野中
松﨑 祥歩(2) 中学
ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾎ 辰野中
鈴木 こゆき(1) 中学
ｽｽﾞｷ ｺﾕｷ 宮田中
唐澤 明日香(2) 中学
ｶﾗｻﾜ ｱｽｶ 辰野中
渡辺 光莉(1) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ 辰野中
瀬戸 はるな(2) 中学
ｾﾄ ﾊﾙﾅ 辰野中
城倉 涼花(2) 中学 欠場
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那東部中

  4.80 

8  8110

  5.43 

12 1  7975  4.80  4.07  4.64

  5.54 

11 2  7957  5.15  5.43  5.31

  5.86 

10 4  7970  5.35  5.19  5.54

 5.57   5.93 

9 3  8199  5.69  5.86  5.77

 5.16   6.14 

8 6  7978  5.77  5.67  5.93  5.69  5.58

 5.91   6.69 

7 5  7973  6.14  5.78   X  5.11  5.71

 6.68   7.25 

6 7  8042  6.53  6.63  6.45  6.42  6.69

 8.35   8.59 

5 10  8111  7.16  7.11  7.25  6.90  5.78

 8.56   8.94 

4 9  7972  7.60  8.42  8.59  8.47  8.29

 9.53   9.53 

3 11  8062  8.56  8.18  8.51  8.78  8.94

12.70  13.35 

2 12  8130  9.26  8.40  9.47  9.30  8.77

記録 備考
1 13  8051 12.61 11.66 12.86 12.18 13.35

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

砲丸投(2.721kg)

1 1  9001  7.33   -  7.34  7.53  7.52  7.33   7.53 

記録

中学女子

備考-3- -4--1- -2-

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 -6-ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -5-



決勝 8月17日 11:15

県新(NR)            45.73
県高校新(KR)        44.69
大会新(GR)          38.90

酒井 梨乃(2) 高校
ｻｶｲ ﾘﾉ 赤穂高
原沢 聖奈(2) 高校
ﾊﾗｻﾜ ｾｲﾅ 赤穂高

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 2   342   O 14.47   X

2 1   341   O   O 10.99  10.99   O   O   O

  O   O   O  14.47 



決勝 8月17日 13:00

県新(NR)            57.17
県高校新(KR)        50.93
大会新(GR)          40.46

大前 歌音(2) 高校
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北高
向山 ますみ 一般
ﾑｶｲﾔﾏ ﾏｽﾐ 上伊那郡陸協
小野 智子 一般
ｵﾉ ﾄﾓｺ 上伊那郡陸協

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 3   269   O   O 28.34   X   O   O  28.34 

2 2  9000 25.20   O   O

3 1  9001   O   X 22.33   X 23.12   O  23.12 

  O   O   O  25.20 



決勝 8月17日 12:10

[ 1組] 風速 -2.8 [ 2組] 風速 -2.2

 1 森谷 純礼(2) 高校     13.78  1 藤本 遥(2) 高校     14.37 
ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 飯田風越高 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ 飯田高

 1 嵯峨座 維(1) 高校     14.37 
ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ 飯田風越高

決勝 8月17日  9:45

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -2.9

 1 丸山 いより(2) 高校     28.28  1 森谷 純礼(2) 高校     28.95 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越高 ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 飯田風越高

[ 3組] 風速 -1.4

 1 伊藤 優凪(2) 高校     28.14 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 飯田風越高

決勝 8月17日 10:55

[ 1組] [ 2組]

 1 熊谷 千尋(1) 高校   1,06.20  1 丸山 いより(2) 高校   1,05.64 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田高 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越高

決勝 8月17日 13:00

 1 梅木 莉子(1) 中学   2,38.12 
ｳﾒｷ ﾘｺ 下條中

決勝 8月17日 10:00

 1 増田 彩花(2) 高校  11,12.82 
ﾏｽﾀ ｱﾔｶ 松本県ヶ丘高

 2 筒井 心葉(3) 中学  11,37.26 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵中
加藤 杏由夏(1) 高校
ｶﾄｳ ｱﾕｶ 松本県ヶ丘高

決勝 8月17日 12:35

風速 -1.5

 1 小林 菜月(1) 高校     17.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田高

 2 熊谷 千尋(1) 高校     18.79 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田高

オープン女子

１００ｍＨ(0.838m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   406

5   408

7  8482

オープン女子

８００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

所属名 記録／備考
4   408 6   447

所属名 記録／備考

オープン女子

４００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 No. 氏  名順 ﾚｰﾝ

5   446
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   447 4   450

オープン女子

２００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7   453

オープン女子

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   450 2   411

オープン女子

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

３０００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14  1811

10  8413

16  1824
欠場



決勝 8月17日 11:05

[ 1組] 風速 -1.7 [ 5組] 風速 -2.2

 1 熊谷 綾乃(1) 中学     15.05  1 宮下 心優(1) 中学     15.90 
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ 高森中 ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕ 高森中

[ 7組] 風速 -3.2 [ 8組] 風速 -2.0

 1 能登 愛琉(2) 中学     13.96  1 中村 千果(2) 中学     14.38 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中

決勝 8月17日  9:15

風速 -1.0

 1 能登 愛琉(2) 中学     28.13 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 高森中

決勝 8月17日 12:25

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -1.4

 1 熊谷 綾乃(1) 中学     22.91  1 中村 千果(2) 中学     19.23 
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ 高森中 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 高森中

所属名 記録／備考 氏  名

No.

4  8400
順 ﾚｰﾝ No.ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  8390

オープン中学女子

１００ｍＨ(0.762m)

順

ﾚｰﾝ

記録／備考
3  8387

氏  名

オープン中学女子

２００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

記録／備考
7  8387 2  8390

No.順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名

氏  名 所属名 記録／備考
4  8400 6  8402

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

オープン中学女子

１００ｍ

順



決勝 8月17日 14:25

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 飯田高   412 池野 佳帆(2)     50.16 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｲｹﾉ ｶﾎ
  411 藤本 遥(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
  408 熊谷 千尋(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ
  406 小林 菜月(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
 2   6 飯田風越高   446 伊藤 優凪(2)     53.17 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
  447 丸山 いより(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
  453 嵯峨座 維(1)

ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ
  450 森谷 純礼(2)

ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ

決勝 8月17日 14:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 高森中  8400 熊谷 綾乃(1)     55.77 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ
 8387 能登 愛琉(2)

ﾉﾄ ｱｲﾙ
 8390 中村 千果(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ
 8388 梶間 理預(2)

ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ

オープン中学女子

４×１００ｍＲ

オープン女子

４×１００ｍ



決勝 8月17日 12:00

小林 菜月(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田高

決勝 8月17日  9:00

竹村 菜々美(1) 高校    X   4.19   4.46    X    X   4.44    4.46 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 飯田高   +2.9   +3.8   +2.8    +3.8

決勝 8月17日  9:00

宮下 心優(1) 中学   3.89   3.72   3.73   3.82   4.00   3.74    4.00 
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕ 高森中   +1.0   +1.7   +3.3   +1.3   +1.7   +4.0    +1.7
梶間 理預(2) 中学    X    X   3.77    3.77 
ｶｼﾞﾏ ﾘﾖ 高森中   +3.4    +3.4
松下 陽音(3) 中学 欠場
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森中

オープン女子

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m30 1m35 備考1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55
1 2   406 - - O XXO O XXX  1.40

20  8386

1 10  8402

2 12  8388

-6- 記録-2- -3- -4- 備考-5-

オープン中学女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

備考

オープン女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
1 4   407

-5- -6- 記録-2- -3- -4-
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