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■  この大会で樹立された記録

■ グラウンドコンディション
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　大会コード 19172008

竹内 秀樹
北澤 忠弘、城田 忠承(トラック)　　北沢 豊治(フィールド)
名取 和訓
伊那市陸上競技場（172030）
伊那市教育委員会
長野陸上競技協会　南信高等学校体育連盟　
令和元年9月6日（金）、7日（土）、8日（日）
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令和元年度 南信高等学校新人体育大会陸上競技大会

　記録集
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月日 従来の記録所属

市川 凌大(1)

河野 統徳(1)

東海大諏訪 43"37

二見優輝(2)

今井 頼人(1)

9/7 〃 800m 〃 1'52"17 諏訪清陵 1'56"21

9/6 女子 4×100mR 予選 49"63

備考氏名(学年)
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43"07

〃 100m 準決 12"53(-0.3) 〃 12"53 大会タイ
〃 800m 〃 2'13"71 小林舞香(2) 東海大諏訪 2'14"79 〃

小林菜月(1)

池野佳帆(2)

小林舞香(2)
中原希空(1)

北岡依生希(2)

東海大諏訪 50"17

大会新予選4×100mR男子9/6

熊谷千尋(1)
藤本遥(2)

〃 〃 〃 決勝 12"35(+0.4) 北岡依生希(2)

〃 〃 4×100mR 決勝 42"72

河野 統徳(1)
遠山 龍之介(2)

9/8 〃 800m 〃 1'55"46 二見優輝(2) 諏訪清陵 1'56"21 大会新

〃
熊谷千尋(1)
小林菜月(1)

〃 〃 〃 〃

小林舞香(2)
中原希空(1)

山田梨茉優(2)
北岡依生希(2)
池野佳帆(2)
藤本遥(2)

〃 女子 4×100mR 決勝 49"66

49"97

〃



令和元年度　南信高等学校新人体育大会陸上競技大会
　主催：(一財)長野陸上競技協会・南信高等学校体育連盟
　後援：伊那市教育委員会・上伊那陸上競技協会
　期日：令和元年9月6日(金)、7日(土)、8日(日)

決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会タイ) 女  子 【競技場】172030  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
09/07 女子  +0.4 北岡 依生希(2) 12.35 藤本 遥(2) 12.71 宮澤 香音(2) 13.07 小林 千紘(1) 13.17 伊藤 桃香(2) 13.30 氣賀澤 杏香(2) 13.33 森脇 涼羽(2) 13.40 飯澤 優里(1) 13.48

100m 東海大諏訪 GR 飯田 下伊那農 諏訪二葉 諏訪二葉 上伊那農 赤穂 諏訪清陵
09/08  +2.4 藤本 遥(2) 25.83 伊藤 桃香(2) 26.75 氣賀澤 杏香(2) 27.12 星野 陽花里(2) 27.23 丸山 いより(2) 27.45 田中 里歩(2) 27.64 森脇 涼羽(2) 27.65 三澤 菜々美(1) 27.77

200m 飯田 諏訪二葉 上伊那農 伊那北 飯田風越 松川 赤穂 伊那北
09/06 小林 舞香(2) 58.45 中原 希空(1) 1,00.55 田中 里歩(2) 1,01.67 中林 樹里(1) 1,01.98 森脇 涼羽(2) 1,03.91 丸山 いより(2) 1,04.34 氣賀澤 円香(1) 1,04.74

400m 東海大諏訪 東海大諏訪 松川 辰野 赤穂 飯田風越 赤穂
09/08 小林 舞香(2) 2,16.80 川口 ののは(1) 2,19.84 中林 樹里(1) 2,20.30 髙野 夏来(1) 2,21.53 瀬戸 郁美(2) 2,22.46 木下 利奈(2) 2,28.47 森 ほのか(1) 2,29.07 宮下 綺実(2) 2,34.70

800m 東海大諏訪 東海大諏訪 辰野 諏訪二葉 伊那西 伊那西 伊那弥生ヶ丘 諏訪二葉
09/06 髙野 夏来(1) 4,48.85 川口 ののは(1) 4,49.84 瀬戸 郁美(2) 4,56.88 木下 利奈(2) 5,08.26 森 ほのか(1) 5,15.85 松井 美蓉(2) 5,22.93 小池 嶺花(1) 5,24.08 松崎 紫月(2) 5,34.80

1500m 諏訪二葉 東海大諏訪 伊那西 伊那西 伊那弥生ヶ丘 飯田 諏訪二葉 諏訪二葉
09/08 中村 柚音(1) 10,24.51 佐々木 夏海(2) 11,08.84 平松 愛純(1) 11,21.01 宮下 綺実(2) 11,35.73 小池 嶺花(1) 11,40.19 松崎 紫月(2) 12,07.82 牧内 里奈(2) 12,58.90

3000m 伊那西 伊那西 伊那西 諏訪二葉 諏訪二葉 諏訪二葉 飯田風越
09/06  -1.4 池野 佳帆(2) 15.35 小林 菜月(1) 16.34 竹内 里桜(1) 17.06 熊谷 千尋(1) 18.20

100mH(0.838m) 飯田 飯田 諏訪二葉 飯田
09/07 田中 里歩(2) 1,06.95 吉川 円香(2) 1,06.95 三澤 菜々美(1) 1,08.47 中原 希空(1) 1,09.47 伊藤 桃香(2) 1,11.62 青田 梨世(2) 1,12.48 熊谷 千尋(1) 1,14.21 中嶋 珠久(1) 1,16.30

400mH(0.762m) 松川 諏訪清陵 伊那北 東海大諏訪 諏訪二葉 辰野 飯田 伊那弥生ヶ丘
09/08 長田 美羽(2) 1.52 池野 佳帆(2) 1.49 田村 明日香(2) 1.49 瀧浪 麻愛(2) 1.35 小島 咲愛(1) 1.25

走高跳 諏訪清陵 飯田 諏訪清陵 下伊那農 伊那北
09/07 小林 由依(2) 3.20 野村 ひかり(1) 2.20 小松 優未(1) 2.00

棒高跳 下諏訪向陽 GT 高遠 高遠
09/06 宮澤 香音(2) 5.47(+2.8) 小林 千紘(1) 5.44(+0.5) 吉村 葵(2) 5.19(+2.5) 北原 小遥(1) 5.04(+2.3) 長田 鼓美(2) 5.02(+2.3) 篠原 さくら(2) 4.96(+1.8) 酒井 美玲(2) 4.81(+1.7) 牛山 珠莉(1) 4.55(+0.6)

走幅跳 下伊那農 諏訪二葉 岡谷東 諏訪二葉 伊那北 岡谷東 高遠 東海大諏訪
09/08 宮澤 香音(2) 11.17(+1.0) 吉村 葵(2) 11.13(+0.9) 北原 小遥(1) 10.81(+1.3) 篠原さくら(2) 10.66(+2.4) 酒井 美玲(2) 10.57(+1.3) 小林 千紘(1) 10.43(+1.6) 竹内 里桜(1) 10.15(-0.2) 星野陽花里(2) 10.07(+2.0)

三段跳 下伊那農 岡谷東 諏訪二葉 岡谷東 高遠 諏訪二葉 諏訪二葉 伊那北
09/07 有賀 琳瑚(2) 7.16 山田 加奈(2) 6.31 名取 未希(2) 6.26 平出 瑠奈(2) 6.13 小林 香絵(2) 6.01

砲丸投(4.000kg) 岡谷東 岡谷工 諏訪実 諏訪実 赤穂
09/08 瀧浪 麻愛(2) 19.09 酒井 梨乃(2) 14.34 原沢 聖奈(2) 13.10 春日 如乃(2) 13.07

円盤投(1.000kg) 下伊那農 赤穂 赤穂 赤穂
09/06 有賀 琳瑚(2) 31.48 北沢 莉沙(2) 25.12 酒井 美玲(2) 21.27 牛山 珠莉(1) 20.93 溝口 莉緒(1) 17.61 小松 優未(1) 17.38 平出 瑠奈(2) 16.82 飯島 莉紗(1) 14.32

やり投(0.600kg) 岡谷東 下伊那農 高遠 東海大諏訪 伊那西 高遠 諏訪実 伊那西
09/07 東海大諏訪       49.44 飯田       49.97 諏訪二葉       50.99 伊那北       51.40 辰野       52.26 飯田風越       52.54 岡谷東       52.84 諏訪清陵       53.64

4×100mR 中原 希空(1) GR 池野 佳帆(2) GR 小林 千紘(1) 小島 咲愛(1) 青田 梨世(2) 伊藤 優凪(2) 有賀 琳瑚(2) 三村 紗唯(1)
小林 舞香(2) 藤本 遥(2) 伊藤 桃香(2) 三澤 菜々美(1) 有賀 雪乃(1) 丸山 いより(2) 吉村 葵(2) 杉下 舞彩(1)
山田 茉優(2) 熊谷 千尋(1) 竹内 里桜(1) 星野 陽花里(2) 三枝 千夏(1) 嵯峨座 維(1) 篠原 さくら(2) 吉川 円香(2)
北岡 依生希(2) 小林 菜月(1) 北原 小遥(1) 長田 鼓美(2) 中林 樹里(1) 森谷 純礼(2) 柿澤 摩歩(1) 長田 美羽(2)

09/08 東海大諏訪     4,04.66 飯田     4,10.66 伊那北     4,12.91 赤穂     4,14.63 辰野     4,15.38 諏訪二葉     4,17.16 伊那西     4,19.34 諏訪清陵     4,26.89
4×400mR 山田 茉優(2) 池野 佳帆(2) 小島 咲愛(1) 氣賀澤 円香(1) 有賀 雪乃(1) 小林 千紘(1) 飯島 莉紗(1) 杉下 舞彩(1)

川口 ののは(1) 小林 菜月(1) 星野 陽花里(2) 小林 香絵(2) 中林 樹里(1) 髙野 夏来(1) 中村 柚音(1) 長田 美羽(2)
小林 舞香(2) 熊谷 千尋(1) 長田 鼓美(2) 本田 尚子(1) 青田 梨世(2) 竹内 里桜(1) 溝口 莉緒(1) 田村 明日香(2)
中原 希空(1) 藤本 遥(2) 三澤 菜々美(1) 森脇 涼羽(2) 三枝 千夏(1) 宮下 綺実(2) 木下 利奈(2) 吉川 円香(2)

09/07 小林 菜月(1) 3675 吉川 円香(2) 3421 牛山 珠莉(1) 2859
七種競技 飯田 諏訪清陵 東海大諏訪

諏訪二葉 87 東海大諏訪 78 飯田 69 伊那西 46 下伊那農業 42 岡谷東 39 赤穂 37 伊那北 32
学校対抗



予選 9月6日 14:25
準決勝 9月7日 10:45
決勝 9月7日 12:20

県高新(HR)          12.00
南信新(NHR)         12.06
大会新(GR)          12.53

[ 1組] 風速 -3.6 [ 2組] 風速 -1.4

 1 北岡 依生希(2)     12.73 Q  1 小林 千紘(1)     13.22 Q
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 東海大諏訪 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉

 2 星野 陽花里(2)     13.82 Q  2 宮澤 香音(2)     13.24 Q
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農

 3 伊藤 優凪(2)     13.85 Q  3 飯澤 優里(1)     13.52 Q
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 飯田風越 ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 諏訪清陵

 4 有賀 雪乃(1)     13.96  4 山田 茉優(2)     13.93 q
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 辰野 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 東海大諏訪

 5 柿澤 摩歩(1)     14.22  5 本田 尚子(1)     14.54 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 岡谷東 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 赤穂

 6 春日 如乃(2)     14.49  6 飯嶋 綾乃(1)     15.33 
ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 飯田女子

 7 綱島 玲渚(1)     15.07 近藤 希乃佳(1)
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 下諏訪向陽 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 飯田OIDE長姫

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 -2.4

 1 伊藤 桃香(2)     13.34 Q  1 藤本 遥(2)     13.20 Q
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉 ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾙｶ 飯田

 2 氣賀澤 杏香(2)     13.40 Q  2 森脇 涼羽(2)     13.61 Q
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂

 3 森谷 純礼(2)     13.62 Q  3 北原 小遥(1)     13.77 Q
ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 飯田風越 ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉

 4 杉下 舞彩(1)     13.63 q  4 田中 凛(1)     13.85 q
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 諏訪清陵 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 東海大諏訪

 5 長田 鼓美(2)     13.92 q  5 嵯峨座 維(1)     14.34 
ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 伊那北 ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ 飯田風越

 6 塚間 友香(1)     14.08 小林 由依(2)
ﾂｶﾏ ﾕｶ 岡谷南 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 下諏訪向陽

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速  0.0

 1 北岡 依生希(2)     12.53 Q  1 藤本 遥(2)     12.85 Q
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 東海大諏訪 ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾙｶ 飯田

 2 伊藤 桃香(2)     13.17 Q  2 小林 千紘(1)     13.06 Q
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉

 3 宮澤 香音(2)     13.26 Q  3 氣賀澤 杏香(2)     13.28 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農 ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農

 4 星野 陽花里(2)     13.41  4 飯澤 優里(1)     13.34 q
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北 ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 諏訪清陵

 5 杉下 舞彩(1)     13.57  5 森脇 涼羽(2)     13.39 q
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 諏訪清陵 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂

 5 北原 小遥(1)     13.57  6 森谷 純礼(2)     13.51 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉 ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 飯田風越

 7 伊藤 優凪(2)     13.58  7 田中 凛(1)     13.60 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 飯田風越 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 東海大諏訪

 8 山田 茉優(2)     13.90  8 長田 鼓美(2)     13.71 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 東海大諏訪 ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 伊那北

女子

100m

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

7   270

8    29

  146

6   196

4   446

順 ﾚｰﾝ No.

3   117

5   347

2

3   103
氏  名 所属名 記録／備考

2  2046

5   492

4   355

7    30

6   479
欠場

8   442

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

7   241

4    98

6  2047

3   450

5   166

2   271

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4   368

6   411

7    32

3   102

2   131
欠場

5   453

順 ﾚｰﾝ No.

準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

5    29
大会タイ

氏  名 所属名 記録／備考

3   492

6    98

  102

2  2047

4   270

順 ﾚｰﾝ No.

1    30

7   446

8

5   411
氏  名 所属名 記録／備考

6   241

3   103

4   368

7  2046

1    32

8   450

2   271



風速 +0.4

 1 北岡 依生希(2)     12.35 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 東海大諏訪

 2 藤本 遥(2)     12.71 
ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾙｶ 飯田

 3 宮澤 香音(2)     13.07 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農

 4 小林 千紘(1)     13.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉

 5 伊藤 桃香(2)     13.30 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉

 6 氣賀澤 杏香(2)     13.33 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農

 7 森脇 涼羽(2)     13.40 
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂

 8 飯澤 優里(1)     13.48 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 諏訪清陵

女子

100m
決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6   411

4    29
大会新

3   103

8   492

7   241

5    98

2  2046

1   368



予選 9月8日  9:30
準決勝 9月8日 11:25
決勝 9月8日 13:20

県高新(HR)          24.59
南信新(NHR)         24.59
大会新(GR)          25.58

[ 1組] 風速 +2.3 [ 2組] 風速 +1.8

 1 伊藤 桃香(2)     27.28 Q  1 氣賀澤 杏香(2)     27.24 Q
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉 ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農

 2 三枝 千夏(1)     27.50 Q  2 三澤 菜々美(1)     27.54 Q
ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野 ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北

 3 田中 凛(1)     27.75 Q  3 丸山 いより(2)     27.80 Q
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 東海大諏訪 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越

 4 氣賀澤 円香(1)     28.36  4 小林 香絵(2)     27.96 q
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 赤穂

 5 溝口 莉緒(1)     29.23  5 青田 梨世(2)     28.64 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 伊那西 ｱｵﾀ ﾘｾ 辰野

 6 飯嶋 綾乃(1)     31.90  6 塚間 友香(1)     28.89 
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 飯田女子 ﾂｶﾏ ﾕｶ 岡谷南
小林 由依(2) 北岡 依生希(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 下諏訪向陽 ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 東海大諏訪

[ 3組] 風速 +0.9 [ 4組] 風速 +1.5

 1 藤本 遥(2)     26.06 Q  1 森脇 涼羽(2)     27.39 Q
ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾙｶ 飯田 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂

 2 星野 陽花里(2)     27.35 Q  2 小島 咲愛(1)     27.44 Q
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北 ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 伊那北

 3 伊藤 優凪(2)     27.83 Q  3 田中 里歩(2)     27.72 Q
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 飯田風越 ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川

 4 有賀 雪乃(1)     28.06 q  4 飯島 莉紗(1)     28.17 q
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 辰野 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 伊那西

 5 山田 茉優(2)     28.25  5 森谷 純礼(2)     28.23 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 東海大諏訪 ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 飯田風越

 6 杉下 舞彩(1)     28.59  6 飯澤 優里(1)     28.29 
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 諏訪清陵 ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 諏訪清陵

 7 長谷部 奈月(2)     29.14  7 柿澤 摩歩(1)     29.18 
ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ 飯田OIDE長姫 ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 岡谷東

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +0.9

 1 藤本 遥(2)     26.01 Q  1 氣賀澤 杏香(2)     27.14 Q
ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾙｶ 飯田 ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農

 2 星野 陽花里(2)     27.00 Q  2 伊藤 桃香(2)     27.44 Q
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉

 3 森脇 涼羽(2)     27.15 Q  3 丸山 いより(2)     27.52 Q
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越

 4 田中 里歩(2)     27.44 q  4 三枝 千夏(1)     27.60 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川 ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野

 5 三澤 菜々美(1)     27.47 q  5 小島 咲愛(1)     27.61 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北 ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 伊那北

 6 伊藤 優凪(2)     27.89  6 田中 凛(1)     27.99 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 飯田風越 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 東海大諏訪

 7 有賀 雪乃(1)     28.04  7 小林 香絵(2)     27.99 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 辰野 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 赤穂

 8 森谷 純礼(2)     28.32  8 飯島 莉紗(1)     28.27 
ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 飯田風越 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 伊那西

2   366

1   332

6   272

8    32

7   447

4   198

3   241

5    98

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   196

1   450

6   273

7   446

4   368

8   399

5   411

3   270

準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 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  2046

4   146

2   332

7   450

8   272

6   399

2   477

順 ﾚｰﾝ No.
3   368

3    30

5  2047

4   446

7   196

6   411

8   270

欠場

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

2   166

5    29

8   366

7   213

6   273

3   447

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   241

2   131
欠場

順 ﾚｰﾝ

7   333

5   442

4    32

3   349

記録／備考
6    98

8   198

女子

200m

予選 通過基準  4組  3着 + 4 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



風速 +2.4

 1 藤本 遥(2)     25.83 
ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾙｶ 飯田

 2 伊藤 桃香(2)     26.75 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉

 3 氣賀澤 杏香(2)     27.12 
ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農

 4 星野 陽花里(2)     27.23 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北

 5 丸山 いより(2)     27.45 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越

 6 田中 里歩(2)     27.64 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川

 7 森脇 涼羽(2)     27.65 
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂

 8 三澤 菜々美(1)     27.77 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北

8   368

2   273

7   447

1   399

3   241

4   270

5   411

6    98

女子

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月6日 11:30
決勝 9月6日 13:00

県高新(HR)          55.42
南信新(NHR)         55.74
大会新(GR)          58.25

[ 1組] [ 2組]

 1 中原 希空(1)   1,00.08 Q  1 北岡 依生希(2)     59.36 Q
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪 ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 東海大諏訪

 2 中林 樹里(1)   1,01.31 q  2 丸山 いより(2)   1,03.93 q
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 辰野 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越

 3 氣賀澤 円香(1)   1,03.85 q  3 氣賀澤 杏香(2)   1,07.98 
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂 ｹｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ 上伊那農

 4 中嶋 珠久(1)   1,04.90  4 栁沢 愛莉(1)   1,10.85 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 伊那弥生ヶ丘 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 岡谷南

 5 小林 穂々光(1)   1,13.00  5 黒澤 萌(1)   1,14.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 下諏訪向陽 ｸﾛｻﾜ ﾓｴ 岡谷東
北沢 莉沙(2) 髙野 夏来(1)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｻ 下伊那農 ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 諏訪二葉

[ 3組] [ 4組]

 1 田中 里歩(2)   1,02.58 Q  1 小林 舞香(2)     58.53 Q
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪

 2 青田 梨世(2)   1,04.37  2 森脇 涼羽(2)   1,01.91 q
ｱｵﾀ ﾘｾ 辰野 ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂

 3 小林 香絵(2)   1,04.55  3 飯島 莉紗(1)   1,04.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 赤穂 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 伊那西

 4 溝口 莉緒(1)   1,06.18  4 三枝 千夏(1)   1,05.18 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 伊那西 ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野
藤本 遥(2)  5 長谷部 奈月(2)   1,06.54 
ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾙｶ 飯田 ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｷ 飯田OIDE長姫

 1 小林 舞香(2)     58.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪

 2 中原 希空(1)   1,00.55 
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪

 3 田中 里歩(2)   1,01.67 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川

 4 中林 樹里(1)   1,01.98 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 辰野

 5 森脇 涼羽(2)   1,03.91 
ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ 赤穂

 6 丸山 いより(2)   1,04.34 
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ 飯田風越

 7 氣賀澤 円香(1)   1,04.74 
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂
北岡 依生希(2)
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 東海大諏訪

1   349

欠場
5    29

7   368

2   447

4   399

8   197

3    28

6    33

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   198

7   477

5   368

3   332

5   411
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
6    28

7   366

4   333

6   399

3   213

欠場

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

7   149

5   104

3   241

6   167

記録／備考
2    29

4   447

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   116

7   481

6   349

2   305

記録／備考
5    33

4   197

女子

400m

予選 通過基準  4組  1着 + 4 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



予選 9月7日 10:00
決勝 9月8日 12:45

県高新(HR)        2,06.07
南信新(NHR)       2,09.27
大会新(GR)        2,14.79

[ 1組] [ 2組]

 1 中林 樹里(1)   2,23.08 Q  1 小林 舞香(2)   2,13.71 Q
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 辰野 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪

 2 川口 ののは(1)   2,23.90 Q  2 木下 利奈(2)   2,27.10 Q
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 東海大諏訪 ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 伊那西

 3 瀬戸 郁美(2)   2,25.41 Q  3 髙野 夏来(1)   2,27.86 Q
ｾﾄ ｲｸﾐ 伊那西 ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 諏訪二葉

 4 宮下 綺実(2)   2,31.85 q  4 森 ほのか(1)   2,28.69 q
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪二葉 ﾓﾘ ﾎﾉｶ 伊那弥生ヶ丘

 5 向山 綾織(1)   2,39.25  5 逸持治 奏愛(1)   2,44.87 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾔﾘ 赤穂 ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ 赤穂

 6 栁沢 愛莉(1)   2,41.70  6 黒澤 萌(1)   2,54.68 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 岡谷南 ｸﾛｻﾜ ﾓｴ 岡谷東

 7 小林 穂々光(1)   2,43.87  7 原 奈津美(2)   3,12.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 下諏訪向陽 ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 飯田女子

 8 岡 瑞希(1)   2,53.29 牧内 里奈(2)
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘 ﾏｷｳﾁ ﾘﾅ 飯田風越
松井 美蓉(2)
ﾏﾂｲ ﾐﾖ 飯田

 1 小林 舞香(2)   2,16.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪

 2 川口 ののは(1)   2,19.84 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 東海大諏訪

 3 中林 樹里(1)   2,20.30 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 辰野

 4 髙野 夏来(1)   2,21.53 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 諏訪二葉

 5 瀬戸 郁美(2)   2,22.46 
ｾﾄ ｲｸﾐ 伊那西

 6 木下 利奈(2)   2,28.47 
ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 伊那西

 7 森 ほのか(1)   2,29.07 
ﾓﾘ ﾎﾉｶ 伊那弥生ヶ丘

 8 宮下 綺実(2)   2,34.70 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪二葉

2   306

1   100

8   321

6   327

3   197

7   104

記録／備考
4    28

5    34

4   449
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2   149
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1   306

8   348

大会新
7   327

3   104

No. 氏  名 所属名 記録／備考
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7   418
欠場

順 ﾚｰﾝ

9   116

8   307

1   369

2   167

4   321

3   100

記録／備考
5   197

6    34

女子

800m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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



決勝 9月6日 13:30

県高新(HR)        4,17.77
南信新(NHR)       4,22.18
大会新(GR)        4,39.06

 1 髙野 夏来(1)   4,48.85 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 諏訪二葉

 2 川口 ののは(1)   4,49.84 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 東海大諏訪

 3 瀬戸 郁美(2)   4,56.88 
ｾﾄ ｲｸﾐ 伊那西

 4 木下 利奈(2)   5,08.26 
ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ 伊那西

 5 森 ほのか(1)   5,15.85 
ﾓﾘ ﾎﾉｶ 伊那弥生ヶ丘

 6 松井 美蓉(2)   5,22.93 
ﾏﾂｲ ﾐﾖ 飯田

 7 小池 嶺花(1)   5,24.08 
ｺｲｹ ﾚｲｶ 諏訪二葉

 8 松崎 紫月(2)   5,34.80 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞﾞｷ 諏訪二葉

 9 逸持治 奏愛(1)   5,55.51 
ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ 赤穂

10 岡 瑞希(1)   5,59.96 
ｵｶ ﾐｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘
千葉 麻里子(2)
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田

5   410
欠場

2   348

10   307

3   105

11    99

8   306

9   418

6   321

4   327

1   104

7    34

女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月8日 11:00

県高新(HR)        9,01.36
南信新(NHR)       9,16.29
大会新(GR)        9,51.28

 1 中村 柚音(1)  10,24.51 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 伊那西

 2 佐々木 夏海(2)  11,08.84 
ｻｻｷ ﾅﾂﾐ 伊那西

 3 平松 愛純(1)  11,21.01 
ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 伊那西

 4 宮下 綺実(2)  11,35.73 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪二葉

 5 小池 嶺花(1)  11,40.19 
ｺｲｹ ﾚｲｶ 諏訪二葉

 6 松崎 紫月(2)  12,07.82 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞﾞｷ 諏訪二葉

 7 牧内 里奈(2)  12,58.90 
ﾏｷｳﾁ ﾘﾅ 飯田風越
千葉 麻里子(2)
ﾁﾊﾞ ﾏﾘｺ 飯田

1   449

8   410
欠場

5   105

7    99

2   326

3   100

6   324

4   325

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月6日 12:25

県高新(HR)          14.10
南信新(NHR)         14.39
大会新(GR)          15.26

風速 -1.4

 1 池野 佳帆(2)     15.35 
ｲｹﾉｶﾎ 飯田

 2 小林 菜月(1)     16.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田

 3 竹内 里桜(1)     17.06 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉

 4 熊谷 千尋(1)     18.20 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田
名取 未希(2)
ﾅﾄﾘ ﾐｷ 諏訪実
小林 朋美(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 諏訪実

2    61
欠場

6    60
欠場

4   101

7   408

5   412

3   406

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月7日 11:20
決勝 9月7日 13:10

県高新(HR)          58.80
南信新(NHR)       1,02.15
大会新(GR)        1,04.92

[ 1組] [ 2組]

 1 中原 希空(1)   1,07.32 Q  1 伊藤 桃香(2)   1,08.95 Q
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉

 2 田中 里歩(2)   1,08.22 Q  2 吉川 円香(2)   1,10.82 Q
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵

 3 三澤 菜々美(1)   1,10.07 Q  3 青田 梨世(2)   1,11.33 Q
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北 ｱｵﾀ ﾘｾ 辰野

 4 栁沢 愛莉(1)   1,21.68  4 熊谷 千尋(1)   1,12.77 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 岡谷南 ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田
竹内 里桜(1)  5 中嶋 珠久(1)   1,14.40 q
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 伊那弥生ヶ丘

 1 田中 里歩(2)   1,06.95 
ﾀﾅｶ ﾘﾎ 松川

 2 吉川 円香(2)   1,06.95 
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵

 3 三澤 菜々美(1)   1,08.47 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北

 4 中原 希空(1)   1,09.47 
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪

 5 伊藤 桃香(2)   1,11.62 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉

 6 青田 梨世(2)   1,12.48 
ｱｵﾀ ﾘｾ 辰野

 7 熊谷 千尋(1)   1,14.21 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 飯田

 8 中嶋 珠久(1)   1,16.30 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 伊那弥生ヶ丘

1   408

2   305

4    98

8   213

7   273

3    33

5   399

6    77

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   408

7   305

3    77

6   213

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    98

6   101
失格(T6)

順 ﾚｰﾝ

3   273

7   167

記録／備考
4    33

5   399

女子

400mH(0.762m)

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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



予選 9月6日 10:00
決勝 9月7日 13:50

県高新(HR)          46.86
南信新(NHR)         47.90
大会新(GR)          50.17

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 東海大諏訪    33 中原 希空(1)     49.63 Q  1   7 飯田   412 池野 佳帆(2)     49.66 Q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 大会新 ｲｲﾀﾞ ｲｹﾉｶﾎ 大会新
   28 小林 舞香(2)   411 藤本 遥(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾙｶ
   30 山田 茉優(2)   408 熊谷 千尋(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ
   29 北岡 依生希(2)   406 小林 菜月(1)

ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
 2   4 諏訪二葉   103 小林 千紘(1)     50.77 Q  2   6 伊那北   272 小島 咲愛(1)     51.60 Q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ ｲﾅｷﾀ ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
   98 伊藤 桃香(2)   273 三澤 菜々美(1)

ｲﾄｳ ﾓﾓｶ ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ
  101 竹内 里桜(1)   270 星野 陽花里(2)

ﾀｹｳﾁ ﾘｵ ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
  102 北原 小遥(1)   271 長田 鼓美(2)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ
 3   6 辰野   213 青田 梨世(2)     52.11 Q  3   5 飯田風越   446 伊藤 優凪(2)     51.76 Q

ﾀﾂﾉ ｱｵﾀ ﾘｾ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
  196 有賀 雪乃(1)   447 丸山 いより(2)

ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
  198 三枝 千夏(1)   453 嵯峨座 維(1)

ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ ｻｶﾞｻﾞ ﾕｲ
  197 中林 樹里(1)   450 森谷 純礼(2)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ
 4   5 岡谷東   143 有賀 琳瑚(2)     52.26 q  4   4 赤穂   355 本田 尚子(1)     52.62 

ｵｶﾔﾋｶﾞｼ ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ ｱｶﾎ ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ
  144 吉村 葵(2)   368 森脇 涼羽(2)

ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
  142 篠原 さくら(2)   366 小林 香絵(2)

ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ
  146 柿澤 摩歩(1)   349 氣賀澤 円香(1)

ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
 5   3 諏訪清陵  2046 飯澤 優里(1)     52.58 q

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ
 2047 杉下 舞彩(1)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
   77 吉川 円香(2)

ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ
   81 長田 美羽(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ

女子

4×100mR

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 東海大諏訪    33 中原 希空(1)     49.44 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 大会新
   28 小林 舞香(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
   30 山田 茉優(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ
   29 北岡 依生希(2)

ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ
 2   3 飯田   412 池野 佳帆(2)     49.97 

ｲｲﾀﾞ ｲｹﾉｶﾎ 大会新
  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
 3   6 諏訪二葉   103 小林 千紘(1)     50.99 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
   98 伊藤 桃香(2)

ｲﾄｳ ﾓﾓｶ
  101 竹内 里桜(1)

ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
  102 北原 小遥(1)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
 4   4 伊那北   272 小島 咲愛(1)     51.40 

ｲﾅｷﾀ ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
  273 三澤 菜々美(1)

ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ
  270 星野 陽花里(2)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
  271 長田 鼓美(2)

ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ
 5   8 辰野   213 青田 梨世(2)     52.26 

ﾀﾂﾉ ｱｵﾀ ﾘｾ
  196 有賀 雪乃(1)

ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ
  198 三枝 千夏(1)

ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ
  197 中林 樹里(1)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ
 6   7 飯田風越   446 伊藤 優凪(2)     52.54 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ 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
 7   2 岡谷東   143 有賀 琳瑚(2)     52.84 

ｵｶﾔﾋｶﾞｼ ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ
  144 吉村 葵(2)

ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ
  142 篠原 さくら(2)

ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ
  146 柿澤 摩歩(1)

ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ
 8   1 諏訪清陵  2048 三村 紗唯(1)     53.64 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾐﾑﾗ ｻﾕ
 2047 杉下 舞彩(1)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
   77 吉川 円香(2)

ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ
   81 長田 美羽(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ

4×100mR
決勝

女子



予選 9月7日 15:30
決勝 9月8日 14:35

県高新(HR)        3,46.50
南信新(NHR)       3,50.04
大会新(GR)        4,00.46

[ 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   272 小島 咲愛(1)   4,11.51 Q  1   5 東海大諏訪    33 中原 希空(1)   4,07.19 Q

ｲﾅｷﾀ ｺｼﾞﾏ ｻﾗ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ
  270 星野 陽花里(2)    34 川口 ののは(1)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ
  271 長田 鼓美(2)    30 山田 茉優(2)

ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ
  273 三澤 菜々美(1)    28 小林 舞香(2)

ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
 2   5 飯田   412 池野 佳帆(2)   4,15.59 Q  2   6 辰野   196 有賀 雪乃(1)   4,16.17 Q

ｲｲﾀﾞ ｲｹﾉｶﾎ ﾀﾂﾉ ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ
  406 小林 菜月(1)   197 中林 樹里(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ
  408 熊谷 千尋(1)   213 青田 梨世(2)

ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ ｱｵﾀ ﾘｾ
  411 藤本 遥(2)   198 三枝 千夏(1)

ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾙｶ ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ
 3   4 赤穂   349 氣賀澤 円香(1)   4,16.17 Q  3   4 伊那西   332 飯島 莉紗(1)   4,17.22 Q

ｱｶﾎ ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ ｲﾅﾆｼ ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ
  366 小林 香絵(2)   321 瀬戸 郁美(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ ｾﾄ ｲｸﾐ
  355 本田 尚子(1)   333 溝口 莉緒(1)

ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ
  368 森脇 涼羽(2)   327 木下 利奈(2)

ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ
 4   6 諏訪二葉   101 竹内 里桜(1)   4,18.18 q  4   7 飯田風越   447 丸山 いより(2)   4,26.14 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾀｹｳﾁ ﾘｵ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖﾘ
  104 髙野 夏来(1)   446 伊藤 優凪(2)

ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ ｲﾄｳ ﾕｳﾅ
  100 宮下 綺実(2)   449 牧内 里奈(2)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ ﾏｷｳﾁ ﾘﾅ
   98 伊藤 桃香(2)   450 森谷 純礼(2)

ｲﾄｳ ﾓﾓｶ ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ
 5   3 諏訪清陵  2046 飯澤 優里(1)   4,20.74 q

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ
   81 長田 美羽(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ
 2047 杉下 舞彩(1)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
   77 吉川 円香(2)

ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ

女子

4×400mR

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 東海大諏訪    30 山田 茉優(2)   4,04.66 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ
   34 川口 ののは(1)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ
   28 小林 舞香(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
   33 中原 希空(1)

ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ
 2   5 飯田   412 池野 佳帆(2)   4,10.66 

ｲｲﾀﾞ ｲｹﾉｶﾎ
  406 小林 菜月(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
  408 熊谷 千尋(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ
  411 藤本 遥(2)

ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾙｶ
 3   3 伊那北   272 小島 咲愛(1)   4,12.91 

ｲﾅｷﾀ ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
  270 星野 陽花里(2)

ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ
  271 長田 鼓美(2)

ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ
  273 三澤 菜々美(1)

ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ
 4   7 赤穂   349 氣賀澤 円香(1)   4,14.63 

ｱｶﾎ ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
  366 小林 香絵(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ
  355 本田 尚子(1)

ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ
  368 森脇 涼羽(2)

ﾓﾘﾜｷ ｽｽﾞﾊ
 5   4 辰野   196 有賀 雪乃(1)   4,15.38 

ﾀﾂﾉ ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ
  197 中林 樹里(1)

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
 6   1 諏訪二葉   103 小林 千紘(1)   4,17.16 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
  104 髙野 夏来(1)

ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ
  101 竹内 里桜(1)

ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
  100 宮下 綺実(2)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ
 7   8 伊那西   332 飯島 莉紗(1)   4,19.34 

ｲﾅﾆｼ ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ
  324 中村 柚音(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ
  333 溝口 莉緒(1)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ
  327 木下 利奈(2)

ｷﾉｼﾀ ﾘﾅ
 8   2 諏訪清陵  2047 杉下 舞彩(1)   4,26.89 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
   81 長田 美羽(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ
   80 田村 明日香(2)

ﾀﾑﾗ ｱｽｶ
   77 吉川 円香(2)

ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ

4×400mR
決勝

女子



決勝 9月8日 10:00

県高新(HR)           1.77
南信新(NHR)          1.77
大会新(GR)           1.65

長田 美羽(2)
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 諏訪清陵
池野 佳帆(2)
ｲｹﾉｶﾎ 飯田
田村 明日香(2)
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 諏訪清陵
瀧浪 麻愛(2)
ﾀｷﾅﾐ ﾏｲ 下伊那農
小島 咲愛(1)
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 伊那北

 1.25

 1.35

5 1   272 O XO XXX

XO XXX4 2   482 - O XO

XO O XXO XXX  1.49

 1.49

3 3    80 - - - - O

O O XO XO XO XXX2 4   412 - - O

O O O O XXX  1.52

1m52 1m55
1 5    81 - - - - O

記録1m30 1m35 備考1m20 1m25 1m40 1m43 1m46 1m49

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月7日 10:45

県高新(HR)           3.65
南信新(NHR)          3.65
大会新(GR)           3.20

小林 由依(2) 大会タイ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 下諏訪向陽
野村 ひかり(1)
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 高遠
小松 優未(1)
ｺﾏﾂ ﾕｳﾐ 高遠

 2.00

 2.20

3 1   256 O XXX

2 2   258 O XXO XXX

XXO XXX  3.201 3   131 - - - O O

記録2m40 2m80 備考2m00 2m20 3m00 3m20 3m30

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月6日 10:40

県高新(HR)           6.06
南信新(NHR)          6.06
大会新(GR)           5.62

宮澤 香音(2)   5.17   5.37    X    X    X   5.47    5.47 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農   +1.5   +0.1   +2.8    +2.8
小林 千紘(1)    X   5.38    X   5.44    X    X    5.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉   +2.4   +0.5    +0.5
吉村 葵(2)   5.06   5.08   5.03   5.03    X   5.19    5.19 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 岡谷東   +2.2   +1.4   +1.1   +2.2   +2.5    +2.5
北原 小遥(1)   5.02    X   4.77   4.99   4.90   5.04    5.04 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉   +1.0   +2.1   +1.2   +1.9   +2.3    +2.3
長田 鼓美(2)   4.84   4.89   4.97    X   4.99   5.02    5.02 
ｵｻﾀﾞ ﾂﾂﾞﾐ 伊那北   +2.1   +1.3   +2.2   +1.7   +2.3    +2.3
篠原 さくら(2)   4.85    X   4.87   4.79   4.96   4.94    4.96 
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東   +1.4   +1.7   +2.3   +1.8   +2.9    +1.8
酒井 美玲(2)   4.81   4.65   4.74   4.72    X   4.69    4.81 
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 高遠   +1.7   -0.4   +2.0   +1.6   +1.5    +1.7
牛山 珠莉(1)    X   4.45   4.55   4.51    X    X    4.55 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪   +2.1   +0.6   +3.4    +0.6
柿澤 摩歩(1)   4.18   4.29   4.53    4.53 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 岡谷東   +1.1   +1.1   +0.6    +0.6
本田 尚子(1)   4.45    X   4.45    4.45 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 赤穂   +1.5   +1.0    +1.5
綱島 玲渚(1)   4.23   4.37   4.38    4.38 
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 下諏訪向陽   +1.3   +1.3   -0.1    -0.1
三村 紗唯(1)   4.07   4.27   4.24    4.27 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 諏訪清陵   -0.1   +2.1   +1.3    +2.1
竹村 菜々美(1)    X   4.08   4.16    4.16 
ﾀｹﾑﾗﾅﾅﾐ 飯田   +0.1   +0.2    +0.2
田中 ラリッサ(1)    X   3.41   3.00    3.41 
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 赤穂   +2.1   +0.5    +2.1
小林 朋美(2) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 諏訪実

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 15   492

-5-

2 16   103

3 13   144

4 14   102

5 12   271

6 10   142

7 11   255

8 9    31

9 6   146

10 5   355

11 8   117

12 7  2048

3    60

13 4   407

14 2   350



決勝 9月8日 12:45

県高新(HR)          12.40
南信新(NHR)         12.34
大会新(GR)          11.99

宮澤 香音(2)  10.49    X  11.06    X  10.14  11.17   11.17 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 下伊那農   +2.0   +0.9   -0.4   +1.0    +1.0
吉村 葵(2)  10.93  10.99  10.99  11.05  10.98  11.13   11.13 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 岡谷東   +1.7   +0.9   +1.6   +0.7   +0.4   +0.9    +0.9
北原 小遥(1)  10.81    X   8.63  10.52  10.61  10.66   10.81 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉   +1.3   +1.5   +1.6   +0.6   +1.2    +1.3
篠原 さくら(2)  10.31  10.66  10.36    X    X    -   10.66 
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東   +2.2   +2.4   +1.0    +2.4
酒井 美玲(2)  10.57  10.17   8.39  10.27    -    -   10.57 
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 高遠   +1.3   +1.2   +1.3   +1.2    +1.3
小林 千紘(1)  10.12  10.37  10.43  10.00    X   9.63   10.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉   +2.0   +1.9   +1.6   +1.3   +0.7    +1.6
竹内 里桜(1)   9.79   9.92   9.87  10.11  10.11  10.15   10.15 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉   +3.2   +1.4   +2.7   +1.1   +1.1   -0.2    -0.2
星野 陽花里(2)   9.31   9.77  10.07    -    -    -   10.07 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 伊那北   +1.6   +1.1   +2.0    +2.0
竹村 菜々美(1)   9.80    X   9.61    9.80 
ﾀｹﾑﾗﾅﾅﾐ 飯田   +2.7   +1.0    +2.7
三村 紗唯(1)    X   9.47   9.60    9.60 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 諏訪清陵   +2.3   +1.6    +1.6
脇阪 有梨那(1)    X    X    X 記録なし
ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 岡谷東

女子

三段跳

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 11   492

-5-

2 10   144

3 7   102

4 8   142

5 9   255

6 5   103

7 3   101

8 6   270

2   150

9 1   407

10 4  2048



決勝 9月7日 13:00

県高新(HR)          13.65
南信新(NHR)         12.56
大会新(GR)          10.72

有賀 琳瑚(2)
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷東
山田 加奈(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷工
名取 未希(2)
ﾅﾄﾘ ﾐｷ 諏訪実
平出 瑠奈(2)
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 諏訪実
小林 香絵(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴ 赤穂

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 5   143  6.52  7.05  6.87  6.86  7.15  7.16   7.16 

2 4  2062  5.51  5.78  6.21  5.99  6.31  5.73   6.31 

3 3    61  5.74  5.65  6.11  6.13  6.12  6.26   6.26 

4 1    59  5.63  5.15  5.46

5 2   366  5.90   X  6.01  5.54   X  5.23   6.01 

 5.44  5.73  6.13   6.13 



決勝 9月8日 13:30

県高新(HR)          44.69
南信新(NHR)         39.91
大会新(GR)          34.20

瀧浪 麻愛(2)
ﾀｷﾅﾐ ﾏｲ 下伊那農
酒井 梨乃(2)
ｻｶｲ ﾘﾉ 赤穂
原沢 聖奈(2)
ﾊﾗｻﾜ ｾｲﾅ 赤穂
春日 如乃(2)
ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂

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 4   482   X   O 19.09   O   O   X  19.09 

2 3   342   O 13.87   O   O 14.34   O  14.34 

3 2   341   O   O 12.57

4 1   347   O   O 12.54  13.07   O 13.07   O

  O   O 13.10  13.10 



決勝 9月6日 14:30

県高新(HR)          50.93
南信新(NHR)         44.73
大会新(GR)          35.81

有賀 琳瑚(2)
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷東
北沢 莉沙(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｻ 下伊那農
酒井 美玲(2)
ｻｶｲ ﾐﾚｲ 高遠
牛山 珠莉(1)
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪
溝口 莉緒(1)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 伊那西
小松 優未(1)
ｺﾏﾂ ﾕｳﾐ 高遠
平出 瑠奈(2)
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 諏訪実
飯島 莉紗(1)
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 伊那西
野村 ひかり(1)
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 高遠
山田 加奈(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷工
酒井 梨乃(2)
ｻｶｲ ﾘﾉ 赤穂
原沢 聖奈(2)
ﾊﾗｻﾜ ｾｲﾅ 赤穂

 12.06 

 12.20 

12 2   341 12.06   O   O

 12.34 

11 5   342 12.20   O   X

 12.97 

10 8  2062   X   X 12.34

  O   O   O  14.32 

9 1   258 12.97   O   O

  O   O 16.82  16.82 

8 4   332   O   O 14.32

  O   X   O  17.38 

7 9    59   O 16.19   O

  O 17.61   O  17.61 

6 3   256   O   O 17.38

  X   O   O  20.93 

5 6   333   O   O 17.12

  O   O 21.27  21.27 

4 11    31   O 20.93   O

  O   X 25.12  25.12 

3 7   255   O   O 18.66

  O 31.48   O  31.48 

2 10   481 22.28   X   O

1 12   143   O   O 29.29

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



P31

コード

コード

16"00 714 16"64 638 19"16 376

+0.3 714 +0.3 638 +0.3 376 DNS

1m43 544 1m49 610 1m30 409

1258 1248 785

7m77 385 7m12 343 5m73 254

1643 1591 1039

27"37 681 28"55 588 29"83 494

-0.3 2324 -0.3 2179 -0.3 1533

第　１　日

得　点　計

順　　　位

4m65 466 4m73 487 4m67 472

+1.6 2790 +1.4 2666 +1.7 2005

22m15 329 20m99 307 21m76 322

3119 2973 2327

2´41"50 556 2´51"56 448 2´43"60 532

3675 3421 2859

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

競技会名　南信高等学校新人陸上競技大会　

競技場名　伊那市陸上競技場　

1533

3

２００ｍ

2324

1

主催団体　南信高等学校体育連盟

31 269

大前　歌音

伊那北 2

406

小林　菜月

飯田 1

77

吉川　円香

諏訪清陵 2

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

1351

3675

1 2 3

1326

2859

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード

令和元　年　　９　月　７　　日（　土　曜）～　　９　月　８　　日（　日　曜）

１００ｍＨ

走高跳

牛山　珠莉

東海大諏訪 1

砲丸投

2179

2

やり投

８００ｍ

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

3421

1242

走幅跳

種 目

都
道府

県・所属

競 技者名

ナ ン

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 新村 昌之

記録主任 竹 内 秀 樹

審 判 長 北澤 忠弘１ ９ １ ７ ２ ０ ８

１ ７ ２ ０ ３ ０

種目コーNo ２ 葉 １



決勝 9月7日 14:40

風速 -0.3

 1 小林 菜月(1) 27.37(681)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田

 2 吉川 円香(2) 28.55(588)
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵

 3 牛山 珠莉(1) 29.83(494)
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪
大前 歌音(2)
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北

決勝 9月8日 13:40

 1 小林 菜月(1) 2,41.50(556)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田

 2 牛山 珠莉(1) 2,43.60(532)
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪

 3 吉川 円香(2) 2,51.56(448)
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵

決勝 9月7日  9:30

風速 +0.3

 1 小林 菜月(1) 16.00(714)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田

 2 吉川 円香(2) 16.64(638)
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵

 3 牛山 珠莉(1) 19.16(376)
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪
大前 歌音(2)
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北

4    77

3   406

5    31

七種女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    31

2   269
欠場

3   406

4    77

七種女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

七種女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   406

3    77

2    31

5   269
欠場



決勝 9月7日 10:30

1m52
牛山 珠莉(1) O O O XO XO XXX
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪 (409)
小林 菜月(1) - - - O O O O O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田 (544)
吉川 円香(2) - - - - - O XXO O O XXO
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵 XXX (610)
大前 歌音(2) 欠場
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北

決勝 9月8日  9:30

吉川 円香(2)   4.73   4.62   4.60    4.73 
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵   +1.4   +2.1   +0.9    +1.4 (487)
牛山 珠莉(1)   4.01   4.65   4.67    4.67 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪   +3.0   +0.7   +1.7    +1.7 (472)
小林 菜月(1)   4.65   4.57   4.56    4.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田   +1.6   +1.4   +1.5    +1.6 (466)
大前 歌音(2) 欠場
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北

決勝 9月7日 13:00

牛山 珠莉(1)
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪 (254)
吉川 円香(2)
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵 (343)
小林 菜月(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田 (385)
大前 歌音(2) 欠場
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北

決勝 9月8日 11:30

小林 菜月(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 飯田 (329)
牛山 珠莉(1)
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪 (322)
吉川 円香(2)
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵 (307)
大前 歌音(2) 欠場
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 伊那北

4   269

3   406

2    77

1m46 1m49

1    31

記録
1m20

備考
1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m43

七種女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m25

七種女子

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
2    31  5.36  5.42  5.73

1    77  5.98  7.12  6.60

4   406  7.60  7.71  7.77

七種女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -5- -6- 記録 備考
1 4    77

-3- -4-

2 3    31

3 1   406

2   269

七種女子

やり投(0.600kg)

決勝

3   269

記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 備考
1 2   406   O   O 22.15  22.15 

2 4    31 21.76   O   O  21.76 

3 3    77 20.99   O   O  20.99 

1   269



決勝 9月6日 14:00

県高新(HR)          12.00
南信新(NHR)         12.06

風速 -2.2

 1 氣賀澤 円香(1)     14.24 
ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂

 2 田中 ラリッサ(1)     16.64 
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 赤穂

オープン女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   349

5   350



決勝 9月8日  9:50

県高新(HR)          24.59
南信新(NHR)         24.59

風速

春日 如乃(2)
ｶｽｶﾞ ﾕｷﾉ 赤穂

所属名 記録／備考
5   347

欠場

オープン女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 9月6日 10:40

県高新(HR)           6.06
南信新(NHR)          6.06

脇阪 有梨那(1)    X    X   3.10    3.10 
ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 岡谷東   +0.4    +0.4

備考

オープン女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
1 1   150

-5- -6- 記録-2- -3- -4-
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