
大会コード 20173508

: 令和3(2021)年6月5日（土）
: 茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード 173100）
: 南信地区中学校体育連盟 諏訪地方市町村教育委員会協議会

上伊那市町村教育委員会連絡協議会
飯伊市町村教育員会連絡協議会
南信地区陸上競技協会

: 南信地区中学校体育連盟陸上競技専門委員会 
諏訪陸上競技協会

: 大坪 章男
: 桐山 勝次（トラック） 酒井 剛(フィールド)

犬飼 七夕子（混成）
: 矢花 之宏

■グラウンドコンディション

■この競技会で樹立された記録

■フィールド競技における記号の説明
成功・有効試技 失敗・無効試技 パス

■失格の略号の説明

R1
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった

()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走

T2 他のレーンに入った

略号 　内　容

FS 不正スタート

T1 他の競技者を妨害した

諏訪西 15.45

〇 ✖ － ｒ 試合放棄

大会新 男子共通 110ｍH 決勝 14.73 小口 蒼葉(3)

茅野北部 4m99
大会新 女子共通 800ｍ 決勝 2:21.04 御子柴 清美(2) 諏訪 2:21.8

所属
従来の記録

チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)
大会新 女子1年 走幅跳 決勝 5m13 柳平 紗希(1)

記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年)

16:00 晴れ 南西 2.1 24.7 54.812:00 晴れ 北東 0.7 25.2 47.6
15:00 曇り 南南東 1.4 25.1 52.611:00 晴れ 北東 0.4 24.4 52.7
14:00 曇り 南南西 1.5 25.6 42.310:00 晴れ 東 1.4 23.2 57.0
13:00 晴れ 南南東 0.6 26.5 38.209:00 晴れ 東 0.6 23.2 58.4

(m/s) (℃) (%)(m/s) (℃) (%)
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

審 判 ⾧

記録・情報主任

8月1日
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

記 録 集【女子】
期 日
会 場
主 催

主 管

総 務

令和3年度

第60回⾧野県中学校総合体育大会
夏季大会陸上競技南信大会



主催　南信地区中学校体育連盟　諏訪地方市町村教育委員会競技会 記録主任 矢花　之宏

　　　　上伊那市町村教育委員会連絡協議会　飯伊市町村教育委員会連絡協議会 ﾄﾗｯｸ審判長 桐山　勝次

　　　　南信地区陸上競技協会 跳躍審判長 酒井　剛

【開催日】 2021年6月5日（土） 投てき審判長 酒井　剛

【主催団体】 南信地区中学校体育連盟　ほか 決勝記録一覧表 混成審判長 犬飼　七夕子

(GR:大会新) 女  子 【競技場】茅野市運動公園陸上競技場

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

 6/ 5 女子1年  +0.0 宮澤 希(1) 13.48 光澤 琥珀(1) 13.75 塩澤 みのり(1) 13.96 山田 怜来(1) 14.15 池田 よつば(1) 14.34 片山 和奏(1) 14.41 鈴木 紅彩(1) 14.49 三宅 真生(1) 14.53

100m 飯田西 下伊那松川 飯田高陵 永明 春富 伊那 諏訪南 中川

 6/ 5 柳平 紗希(1) 5.13(-0.3) 櫻井 音寧(1) 4.36(0.0) 松木 心音(1) 4.26(-0.7) 御子柴 直美(1) 4.06(-0.5) 小林 日菜花(1) 3.89(-0.3) 勝野 光咲(1) 3.87(-1.0) 宮澤 杏奈(1) 3.84(+0.3) 小松 優月(1) 3.81(+0.3)

走幅跳 茅野北部 GR 緑ヶ丘 清陵附属 諏訪 南箕輪 長峰 辰野 岡谷東部

 6/ 5 女子2年  -1.1 大坪 千紗(2) 13.58 小池 悠(2) 13.65 柳 美紀(2) 13.86 千葉 唯花(2) 13.91 吉水 優香(2) 13.99 湯澤 彩花(2) 14.03 原 結香(2) 14.28 小倉 杏(2) 14.43

100m 箕輪 飯田高陵 高森 飯田高陵 岡谷東部 下伊那松川 南箕輪 諏訪西

 6/ 5 女子3年  +0.1 中村 夏鈴(3) 12.80 尾戸 美柚(3) 13.57 井原 由奈(3) 13.61 山田 聖来(3) 13.67 今井 遥香(3) 13.69 木ﾉ島 夏生(3) 13.76 安藤 奈々花(3) 13.95 赤羽 優花(3) 14.09

100m 旭ヶ丘 辰野 南箕輪 永明 箕輪 赤穂 緑ヶ丘 辰野

 6/ 5 女子2･3年 小倉 和香葉(3) 4.84(+0.3) 赤羽 七生(3) 4.76(-0.5) 三澤 琴(3) 4.60(-0.5) 竹内 ひかり(3) 4.59(-1.1) 伊藤 心美(3) 4.50(+0.2) 北原 怜奈(3) 4.19(+0.6) 大和 由奈(3) 4.18(+0.5) 田口 蒼波(3) 4.17(-0.3)

走幅跳 茅野東部 伊那東部 伊那東部 赤穂 箕輪 高森 長峰 南箕輪

 6/ 5 女子共通  +0.1 矢澤 千夏(3) 28.11 堀内 遥加(3) 28.49 小口 真歩(2) 29.23 伊藤 穂香(3) 29.54 岡村 瑚白(3) 29.68 大和田 明日風(3) 29.93 山中 美沙樹(3) 30.10 岩井 陽菜(3) 30.25

200m 飯田高陵 箕輪 岡谷東部 諏訪西 緑ヶ丘 伊那東部 辰野 辰野

 6/ 5 御子柴 清美(2) 2:21.04 中野 ことは(2) 2:27.16 宮﨑 琴羽(2) 2:29.26 田村 るう(2) 2:30.24 武村 美尋(3) 2:33.87 松下 真奈(3) 2:34.76 篠田 楓夏(2) 2:35.37 北澤 柊花(2) 2:37.12

800m 諏訪 GR 駒ヶ根東 南箕輪 下諏訪 箕輪 旭ヶ丘 飯田西 赤穂

 6/ 5 真柴 愛里(2) 4:48.01 坂元 唯花(2) 4:59.93 伊藤 瑠那(2) 5:02.49 片桐 小春(2) 5:06.07 小川 美紗(1) 5:07.59 米澤 碧海(1) 5:09.35 山﨑 那々(1) 5:09.54 田畑 陽菜(2) 5:15.76

1500m 春富 辰野 旭ヶ丘 駒ヶ根東 赤穂 辰野 下諏訪 春富

 6/ 5  -0.6 矢島 柚那(2) 14.99 福澤 さくら(3) 16.81 飯嶋 咲南(3) 17.16 両角 琉那(2) 18.05 林 優花(3) 18.07 加納 萌瑛菜(3) 18.22 宮坂 椎加(2) 18.59 湯田 うらら(2) 19.05
100mH(0.762-

8.0m) 長峰 伊那東部 諏訪南 茅野東部 茅野東部 長峰 清陵附属 飯田高陵

 6/ 5 山下 心花(3) 1.45 長門 里奈(3) 1.40 ﾗｺﾏｲｿｿ 莉南(3) 1.40 小平 一葉(2) 高森 1.40 春日 円花(3) 1.35 大江 香梅(3) 1.35 竹之内 史織(3) 1.30

走高跳 茅野北部 岡谷東部 岡谷東部 岡田 なみき(3) 岡谷西部 岡谷東部 宮田 伊那東部

 6/ 5 向山 優菜(2) 2.40 赤羽 柚香(2) 2.30 川上 七海(3) 2.30 小林 莉緒(2) 2.20 脇田 みなも(2) 2.20 石曽根 葵(3) 2.10 日達 美心(3) 2.10 唐澤 真衣(2) 2.00

棒高跳 箕輪 長峰 赤穂 原 原 赤穂 原 箕輪

 6/ 5 下村 美優(3) 9.93 矢﨑 梨奈(3) 9.44 田中 琉奈(3) 9.27 溝口 陽菜(3) 8.40 鈴木 こゆき(3) 8.15 板倉 寧々(3) 8.08 熊谷 彩葉(3) 8.01 小林 ほの穂(3) 7.74

砲丸投(2.721kg) 南箕輪 諏訪南 中川 伊那 宮田 天龍 天龍 伊那

 6/ 5 飯田高陵       52.14 箕輪       52.61 伊那東部       53.37 辰野       53.44 赤穂       53.73 岡谷東部       54.15 長峰       54.25 諏訪南       54.30
4×100m 松村 華萌(2) 赤羽 七海(3) 北澤 想夏(3) 山中 美沙樹(3) 竹内 ひかり(3) 小口 真歩(2) 山浦 花杏(3) 矢﨑 梨奈(3)

千葉 唯花(2) 大坪 千紗(2) 掛川 風保(3) 岩井 陽菜(3) 柏原 美緒(2) 林 音琉(2) 大和 由奈(3) 飯嶋 咲南(3)

小西 世蘭(3) 堀内 遥加(3) 三澤 琴(3) 尾戸 美柚(3) 木ﾉ島 夏生(3) 春日 円花(3) 加納 萌瑛菜(3) 中山 桃(1)

矢澤 千夏(3) 今井 遥香(3) 大和田 明日風(3) 赤羽 優花(3) 石曽根 葵(3) 吉水 優香(2) 矢島 柚那(2) 市川 紗菜(3)

 6/ 5 女子1･2年 飯田高陵       55.77 茅野北部       55.92 南箕輪       56.66 伊那       56.72 長峰       56.75 緑ヶ丘       56.79 春富       57.04 箕輪       57.23
4×100m 湯田 うらら(2) 柳平 紗希(1) 宮下 華凜(1) 浦野 あいか(2) 大久保 澪(1) 藤本 夢乃(1) 織井 瑞希(1) 荻原 真柚(1)

椎谷 綾華(1) 山下 恋花(1) 小林 日菜花(1) 片山 和奏(1) 赤羽 柚香(2) 櫻井 音寧(1) 池田 よつば(1) 穂苅 未愛(2)

塩澤 みのり(1) 林 れいな(1) 藤森 菜々美(2) 逸見 菜津子(1) 勝野 光咲(1) 小林 まな(2) 市川 冴姫(2) 加藤 倖希(1)

羽生 月佳(2) 小倉 結芽(1) 原 結香(2) 稲葉 笑麻里(1) 小池 陽葵(2) 秋田 千尋(1) 篭田 心優(1) 山本 柚奈(2)

 6/ 5 女子混成 市川 紗菜(3) 諏訪南 1777 中山 桃(1) 1762 鈴木 翠央(2) 1676 梶谷 はる(2) 1645 太田 結衣(3) 1396 廣瀬 美春(2) 1232 宮下 紗季(2) 1214

四種競技 田中 萌衣(3) 赤穂 諏訪南 赤穂 宮田 永明 宮田 伊那東部



予選 6月5日 11:30
決勝 6月5日 15:40

長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼 美風                    豊丘             2014/07/05  
大会記録：南信中１(GR)          12.90 榊山 恵乃                    飯田東           2000        

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +0.4

 1 光澤 琥珀(1)     13.72 q  1 宮澤 希(1)     13.34 q
ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 飯田西

 2 鈴木 紅彩(1)     14.63 q  2 三宅 真生(1)     14.37 q
ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ 諏訪南 ﾐﾔｹ ﾏｵ 中川

 3 稲葉 笑麻里(1)     14.71  3 飯田 結有(1)     14.83 
ｲﾅﾊﾞ ﾆﾏﾘ 伊那 ｲｲﾀﾞ ﾕｳ 諏訪西

 4 林 れいな(1)     14.86  4 三石 琴音(1)     15.56 
ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ 茅野北部 ﾐﾂｲｼ ｺﾄﾈ 豊丘

 5 唐澤 彩実(1)     15.27  5 大久保 澪(1)     15.64 
ｶﾗｻﾜ ｱﾔﾐ 辰野 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ 長峰

 6 横内 雅(1)     15.40  6 牧田 華奈(1)     15.67 
ﾖｺｳﾁ ﾐﾔﾋﾞ 岡谷西部 ﾏｷﾀ ｶﾅ 竜東

 7 宮下 華凜(1)     15.50  7 茅野 智奈(1)     16.27 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ 南箕輪 ﾁﾉ ﾄﾓﾅ 清陵附属

 8 青木 ののせ(1)     15.97  8 酒井 沙恵(1)     17.28 
ｱｵｷ ﾉﾉｾ 上諏訪 ｻｶｲ ｻｴ 春富

 9 小口 美葵(1)     18.04   和地 莉緒(1)      
ｵｸﾞﾁ ﾐｵ 岡谷南部 ﾜﾁ ﾘｵ 旭ヶ丘

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 +0.7

 1 池田 よつば(1)     14.15 q  1 塩澤 みのり(1)     13.88 q
ｲｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ 春富 ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 飯田高陵

 2 山下 恋花(1)     14.67  2 片山 和奏(1)     14.41 q
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 茅野北部 ｶﾀﾔﾏ ﾜｶﾅ 伊那

 3 加藤 妃心(1)     14.69  3 金子 涼羽(1)     14.95 
ｶﾄｳ ﾋﾅ 飯田高陵 ｶﾈｺ ｽｽﾞﾊ 諏訪西

 4 山本 結友(1)     14.71  4 行田 楓(1)     15.07 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 赤穂 ｷﾞｮｳﾀ ｶｴﾃﾞ 原

 5 澤田 乃愛(1)     15.03  5 久保田 陽香(1)     15.14 
ｻﾜﾀﾞ ﾉｱ 豊丘 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｶ 飯田西

 6 三井 こころ(1)     15.51  6 武井 双葉(1)     15.29 
ﾐﾂｲ ｺｺﾛ 上諏訪 ﾀｹｲ ﾌﾀﾊﾞ 南箕輪

 7 小島 あかり(1)     16.15  7 清水 悠圭(1)     15.48 
ｺｼﾞﾏ  ｱｶﾘ 岡谷東部 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 中川

 8 上田 茜(1)     15.87 
ｳｴﾀﾞ ｱｶﾈ 岡谷西部

[ 5組] 風速 -0.9

 1 山田 怜来(1)     14.25 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明

 2 林 亜優香(1)     14.96 
ﾊﾔｼ ｱﾕｶ 竜峡

 3 丸山 花音(1)     15.01 
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉﾝ 岡谷南部

 4 下島 有里菜(1)     15.24 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕﾘﾅ 伊那東部

 5 松崎 志桜(1)     15.41 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼｵ 辰野

 6 千葉 琉香(1)     15.53 
ﾁﾊﾞ ﾙｶ 岡谷東部

 7 半崎 楓(1)     16.49 
ﾊﾝｻﾞｷ ｶｴﾃﾞ 竜東

 8 佐々木 蘭(1)     17.23 
ｻｻｷ ﾗﾝ 原

女子1年

100m

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

順
6  8365 7  8584

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  7825 4  8545

9  8075 9  7740

所属名 記録／備考 順

1  7763 8  8312

2  7970 3  7852

7  8052 5  7949

4  7581 1  8643

DNS

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

3  7723 6  8181

6  7833 6  8076

5  7610 2  8623

3  8176 5  8446
No. 氏  名

3  7577

5  8544 7  8583

2  7724 8  8049

4  7661 9  8311

8  8445 2  7741

7  8238 4  8684

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  7789

6  8634

7  7612

4  8125

5  7971

8  7664

2  8640

3  8689



風速 +0.0

 1 宮澤 希(1)     13.48 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 飯田西

 2 光澤 琥珀(1)     13.75 
ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川

 3 塩澤 みのり(1)     13.96 
ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 飯田高陵

 4 山田 怜来(1)     14.15 
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明

 5 池田 よつば(1)     14.34 
ｲｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ 春富

 6 片山 和奏(1)     14.41 
ｶﾀﾔﾏ ﾜｶﾅ 伊那

 7 鈴木 紅彩(1)     14.49 
ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ 諏訪南

 8 三宅 真生(1)     14.53 
ﾐﾔｹ ﾏｵ 中川

7  8584

5  8365

女子1年

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  8076

6

8  7789

2  7763

9  8312

4  8176

 8446



予選 6月5日 11:45
決勝 6月5日 15:45

長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼 美風                    豊丘             2014/07/05  
大会記録：南信中２(GR)          12.87 徳竹 美友    　              下諏訪           2014        

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -1.6

 1 千葉 唯花(2)     13.59 q  1 小池 悠(2)     13.67 q
ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵 ｺｲｹ ﾕｳ 飯田高陵

 2 吉水 優香(2)     13.68 q  2 田島 未優(2)     14.11 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 岡谷東部 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾕｳ 辰野

 3 小倉 杏(2)     14.10 q  3 木下 瑠菜(2)     14.26 
ｵｸﾞﾗ ｱﾝｽﾞ 諏訪西 ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ 緑ヶ丘

 4 井上 きなり(2)     14.41  4 林 音琉(2)     14.64 
ｲﾉｳｴ ｷﾅﾘ 茅野北部 ﾊﾔｼ ﾈﾙ 岡谷東部

 5 丸山 日彩(2)     14.79  5 宮坂 真琴(2)     14.77 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｲﾛ 駒ヶ根東 ﾐﾔｻｶ ﾏｺﾄ 上諏訪

 6 北原 実侑(2)     14.82  6 宮阪 百香(2)     15.07 
ｷﾀﾊﾗ ﾐﾕｳ 赤穂 ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ 諏訪西

 7 小野田 実祐(2)     15.18  7 三澤 楓(2)     15.09 
ｵﾉﾀﾞ ﾐﾕ 南箕輪 ﾐｻﾜ ｶｴﾃﾞ 岡谷西部

 8 樋口 くらら(2)     15.61  8 木下 綺乃(2)     16.01 
ﾋｸﾞﾁ ｸﾗﾗ 下諏訪 ｷﾉｼﾀ ｱﾔﾉ 赤穂

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 +0.9

 1 大坪 千紗(2)     13.28 q  1 湯澤 彩花(2)     13.83 q
ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ 箕輪 ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 下伊那松川

 2 柳 美紀(2)     13.70 q  2 原 結香(2)     14.07 q
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森 ﾊﾗ ﾕｲｶ 南箕輪

 3 馬場 美伶(2)     14.29  3 久保田 紀嘉(2)     14.48 
ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾚｲ 伊那 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘｶ 駒ヶ根東

 4 関 心乃香(2)     14.35  4 小林 まな(2)     14.64 
ｾｷ ｺﾉｶ 岡谷西部 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 緑ヶ丘

 5 對馬 心結(2)     14.67  5 清水 心陽(2)     14.72 
ﾂｼﾏ ﾐﾕ 茅野北部 ｼﾐｽﾞ ﾐﾊﾙ 高森

 6 杉本 碧羽(2)     14.87  6 太田 璃乃(2)     16.31 
ｽｷﾞﾓﾄ ｱｵﾊﾞ 辰野 ｵｵﾀ ﾘﾉ 岡谷北部

 7 望月 陽奈(2)     15.18  7 酒井 絢萌(2)     18.47 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾅ 上諏訪 ｻｶｲ ｱﾔﾒ 伊那東部

 8 小木曽 怜(2)     15.52   斉藤 直美(2)      
ｵｷﾞｿ ﾚｲ 宮田 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐ 茅野東部

風速 -1.1

 1 大坪 千紗(2)     13.58 
ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ 箕輪

 2 小池 悠(2)     13.65 
ｺｲｹ ﾕｳ 飯田高陵

 3 柳 美紀(2)     13.86 
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森

 4 千葉 唯花(2)     13.91 
ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵

 5 吉水 優香(2)     13.99 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 岡谷東部

 6 湯澤 彩花(2)     14.03 
ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 下伊那松川

 7 原 結香(2)     14.28 
ﾊﾗ ﾕｲｶ 南箕輪

 8 小倉 杏(2)     14.43 
ｵｸﾞﾗ ｱﾝｽﾞ 諏訪西

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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100m
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7  8005
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3  8058

2  7749
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予選 6月5日 12:00
決勝 6月5日 15:50

長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼 美風                    豊丘             2014/07/05  
大会記録：南信中３(GR)          12.21 菅沼 美風                    豊丘             2014        

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -0.4

 1 山田 聖来(3)     13.41 q  1 今井 遥香(3)     13.54 q
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪

 2 木ﾉ島 夏生(3)     13.65 q  2 尾戸 美柚(3)     13.56 q
ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ 赤穂 ｵﾄ ﾐﾕｳ 辰野

 3 宮下 絢菜(3)     14.49  3 北澤 想夏(3)     14.08 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 下諏訪 ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ 伊那東部

 4 押田 夏音(3)     14.50  4 小池 萌恵(3)     14.18 
ｵｼﾀﾞ ｶﾉﾝ 岡谷東部 ｺｲｹ ﾓｴ 富士見

 5 高野 晴愛(3)     14.63  5 加納 瑠璃菜(3)     14.89 
ﾀｶﾉ ﾊﾙ 岡谷北部 ｶﾉｳ ﾙﾘﾅ 長峰

 6 畠山 あゆみ(3)     14.77  6 加藤 美奈(3)     14.96 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ 春富 ｶﾄｳ ﾐﾅ 南箕輪

 7 北澤 眞由(3)     15.22  7 宮下 夏澄(3)     14.98 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏﾕ 豊丘 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾐ 下伊那松川

 8 竹村 沙葉(3)     15.33  8 神田 美羽(3)     15.16 
ﾀｹﾑﾗ ｻﾖ 駒ヶ根東 ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ 岡谷南部

  伊藤 結衣(3)       9 中野 友愛(3)     15.73 
ｲﾄｳ ﾕｲ 茅野東部 ﾅｶﾉ ﾕﾅ 岡谷北部

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 +0.9

 1 中村 夏鈴(3)     12.89 q  1 井原 由奈(3)     13.35 q
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 旭ヶ丘 ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪

 2 赤羽 優花(3)     13.91 q  2 安藤 奈々花(3)     13.75 q
ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ 辰野 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ 緑ヶ丘

 3 熊谷 綾乃(3)     13.91  3 掛川 風保(3)     13.92 
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ 高森 ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ 伊那東部

 4 小杉 心愛(3)     14.70  4 赤羽 七海(3)     14.26 
ｺｽﾞｷﾞ ｺｺｱ 中川 ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 箕輪

 5 中島 美佳(3)     14.75  5 片桐 茉穂(3)     14.80 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｶ 岡谷東部 ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾎ 駒ヶ根東

 6 櫻本 芽衣(3)     15.21  6 中井 絢香(3)     15.03 
ｻｸﾗﾓﾄ ﾒｲ 富士見 ﾅｶｲ ｱﾔｶ 茅野北部

 7 赤羽 沙恵花(3)     15.29  7 土橋 茉奈(3)     15.40 
ｱｶﾊﾈ ｻｴｶ 岡谷西部 ﾂﾁﾊｼ ﾏﾅ 清陵附属

 8 小原 瑚雪(3)     16.72   小泉 結亜(3)      
ｵﾊﾗ ｺﾕｷ 岡谷南部 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｱ 永明

  村澤 みゆき(3)      
ﾑﾗｻﾜ ﾐﾕｷ 緑ヶ丘

風速 +0.1

 1 中村 夏鈴(3)     12.80 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾘﾝ 旭ヶ丘

 2 尾戸 美柚(3)     13.57 
ｵﾄ ﾐﾕｳ 辰野

 3 井原 由奈(3)     13.61 
ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 南箕輪

 4 山田 聖来(3)     13.67 
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明

 5 今井 遥香(3)     13.69 
ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 箕輪

 6 木ﾉ島 夏生(3)     13.76 
ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ 赤穂

 7 安藤 奈々花(3)     13.95 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ 緑ヶ丘

 8 赤羽 優花(3)     14.09 
ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ 辰野

女子3年

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  7644 5  7922

2  7686 1  8117

所属名 記録／備考 順

1  8244 8  7952

4  7607 6  7863

5  8884 9  8362

7  8164 7  8043

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

8  8253 3

9  7875

No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

 7626

4  7609

9  8321 5  8001

7  8625 9  8045

3  8400 8  8114

8  7950 6  8599

DNS

4  7648 2  8251

5  7570 4  7947

2  7920 7  8851

1  7628 3  7782

6  8000

No. 氏  名 所属名 記録／備考

 8045

2  8599

3  7950

6  8590
DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ

8  8244

7  8625

9  7952

4

5  7780



予選 6月5日 13:00
決勝 6月5日 16:10

長野県中学記録(CR)              24.88 北澤 栞                      三郷             2016/10/16  
大会記録：南信中学(GR)          26.17 宮脇 玲菜                    駒ヶ根東         2011        

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -0.6

 1 堀内 遥加(3)     28.36 q  1 岡村 瑚白(3)     29.51 q
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 箕輪 ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ 緑ヶ丘

 2 鎌倉 美子(3)     30.13  2 岩井 陽菜(3)     29.79 q
ｶﾏｸﾗ ﾐｺ 飯田高陵 ｲﾜｲ ｱｷﾅ 辰野

 3 岸本 珠吏(3)     30.23  3 宇都宮 愛香(2)     31.19 
ｷｼﾓﾄ ｼｭﾘ 岡谷西部 ｳﾂﾉﾐﾔ ｱｲｶ 宮田

 4 武居 言実(3)     30.36  4 下平 明音(3)     31.53 
ﾀｹｲ ｺﾄﾐ 岡谷北部 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｶﾈ 駒ヶ根東

 5 藤井 珠代(2)     30.95  5 岸本 侑良(1)     32.42 
ﾌｼﾞｲ ﾀﾏﾖ 駒ヶ根東 ｷｼﾓﾄ ﾕﾗ 岡谷西部

 6 田中 結羽(3)     31.33  6 徳武 煌(1)     34.09 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 春富 ﾄｸﾀｹ ｷﾗ 諏訪西

 7 富田 帆乃佳(1)     33.08  7 宮下 みはね(2)     34.16 
ﾄﾐﾀ ﾎﾉｶ 南箕輪 ﾐﾔｼﾀ ﾐﾊﾈ 南箕輪

 8 小池 綾葉(1)     35.34 
ｺｲｹ ｱﾔﾊ 諏訪西

[ 3組] 風速 -0.9 [ 4組] 風速 -0.6

 1 伊藤 穂香(3)     29.39 q  1 矢澤 千夏(3)     28.08 q
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 諏訪西 ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 飯田高陵

 2 大和田 明日風(3)     30.02 q  2 小口 真歩(2)     29.11 q
ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那東部 ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 岡谷東部

 3 今井 優香(3)     30.03  3 山中 美沙樹(3)     29.40 q
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 清陵附属 ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ 辰野

 4 増田 莉彩(3)     31.01  4 ﾊﾘｶﾝﾀﾝﾔﾎﾟﾝ(3)     30.46 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ 宮田 ﾊﾘｶﾝ ﾀﾝﾔﾎﾟﾝ 富士見

 5 濵 さくら(3)     32.06  5 篭田 心優(1)     31.67 
ﾊﾏ ｻｸﾗ 岡谷西部 ｶｺﾞﾀ ｺｺﾛ 春富

 6 萩原 愛咲(1)     33.64  6 大久保 瑠依(3)     32.02 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾘｻ 茅野北部 ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ 永明

  細田 葉月(2)       7 羽生 凪(1)     32.47 
ﾎｿﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 岡谷北部 ﾊﾆｭｳ ﾅｷﾞ 駒ヶ根東

風速 +0.1

 1 矢澤 千夏(3)     28.11 
ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 飯田高陵

 2 堀内 遥加(3)     28.49 
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 箕輪

 3 小口 真歩(2)     29.23 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 岡谷東部

 4 伊藤 穂香(3)     29.54 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 諏訪西

 5 岡村 瑚白(3)     29.68 
ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ 緑ヶ丘

 6 大和田 明日風(3)     29.93 
ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ 伊那東部

 7 山中 美沙樹(3)     30.10 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ 辰野

 8 岩井 陽菜(3)     30.25 
ｲﾜｲ ｱｷﾅ 辰野
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決勝 6月5日 13:50

長野県中学記録(CR)            2:13.56 和田 有菜                    川中島           2014/07/19  
大会記録：南信中学(GR)        2:21.8  宮下 三華                    飯島             1989        

[ 1組] [ 2組]

 1 御子柴 清美(2)   2:21.04  1 北澤 柊花(2)   2:37.12 
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｳｶ 赤穂

 2 中野 ことは(2)   2:27.16  2 中原 芽久(2)   2:37.51 
ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ 駒ヶ根東 ﾅｶﾊﾗ ﾒｸﾞ 春富

 3 宮﨑 琴羽(2)   2:29.26  3 鈴木 莉央(1)   2:37.67 
ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾄﾈ 南箕輪 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 諏訪南

 4 田村 るう(2)   2:30.24  4 千村 桜子(2)   2:38.21 
ﾀﾑﾗ ﾙｳ 下諏訪 ﾁﾑﾗ ｻｸﾗｺ 宮田

 5 武村 美尋(3)   2:33.87  5 和田 咲菜(3)   2:38.89 
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 箕輪 ﾜﾀﾞ ｻｷﾅ 富士見

 6 松下 真奈(3)   2:34.76  6 小林 芽生(3)   2:44.52 
ﾏﾂｼﾀ ﾏﾅ 旭ヶ丘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 南箕輪

 7 篠田 楓夏(2)   2:35.37  7 小池 心都(3)   2:44.90 
ｼﾉﾀﾞ ﾌｳｶ 飯田西 ｺｲｹ ｺﾄ 富士見

 8 矢澤 薫奈(2)   2:39.14  8 逢坂 百花(3)   2:48.00 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｷﾅ 中川 ｵｵｻｶ ﾓﾓｶ 南箕輪

 9 宮下 琴羽(3)   2:43.02  9 中林 杏樹(3)   2:48.40 
ﾐﾔｼﾀ ｺﾄﾊ 駒ヶ根東 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 箕輪

10 梅木 莉子(3)   2:46.30 10 瀧澤 ひより(3)   2:52.35 
ｳﾒｷ ﾘｺ 下條 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 宮田

11 小林 ここね(3)   2:49.00 11 松田 陽向(2)   2:53.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾈ 駒ヶ根東 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾅﾀ 辰野

12 中島 妃芽乃(2)   2:55.40 12 植松 伊織里(1)   3:06.91 
ﾅｶｼﾏ ﾋﾒﾉ 下條 ｳｴﾏﾂ ｲｵﾘ 富士見

[ 3組] [ 4組]

 1 西尾 咲輝(3)   2:47.05  1 中西 美緒(1)   2:51.00 
ﾆｼｵ ｻｷ 飯田高陵 ﾅｶﾆｼ ﾐｵ 清陵附属

 2 山岸 來奈(2)   2:50.18  2 内田 讃良(2)   2:54.17 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾗﾅ 旭ヶ丘 ｳﾁﾀﾞ ｻﾗ 中川

 3 五味 乙葉(2)   2:53.01  3 平出 彩音(1)   2:55.11 
ｺﾞﾐ ｵﾄﾊ 辰野 ﾋﾗｲﾃﾞ ｱﾔﾈ 永明

 4 宮本 美月(3)   2:54.26  4 鮎澤 花奏(1)   2:55.14 
ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 辰野 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾅﾃﾞ 原

 5 春日 心音(2)   2:54.58  5 林 柊里(1)   2:55.74 
ｶｽｶﾞ ｺｺﾈ 伊那東部 ﾊﾔｼ ﾋﾏﾘ 原

 6 平松 佳恋(3)   2:55.43  6 大江 可琳(1)   2:56.44 
ﾋﾗﾏﾂ ｶﾚﾝ 箕輪 ｵｵｴ ｶﾘﾝ 茅野北部

 7 成田 未桜(3)   3:00.07  7 冨田 樹里(3)   3:02.90 
ﾅﾘﾀ ﾐｵ 永明 ﾄﾐﾀ ｼﾞｭﾘ 茅野東部

 8 赤羽根 鈴乃(3)   3:05.24  8 髙澤 菜月(3)   3:03.94 
ｱｶﾊﾈ ｽｽﾞﾉ 赤穂 ﾀｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 岡谷北部

 9 山田 恵蓮(3)   3:09.02  9 上山 陽奈(3)   3:15.55 
ﾔﾏﾀﾞ ｴﾚﾝ 岡谷南部 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾅ 飯田高陵

10 小山 真央(3)   3:14.00 10 笠原 惺々楽(3)   3:18.20 
ｺﾔﾏ ﾏｵ 飯田高陵 ｶｻﾊﾗ ｾｾﾗ 岡谷南部

11 池田 ゆりな(3)   3:16.65   山﨑 星奈(3)      
ｲｹﾀﾞ ﾕﾘﾅ 長峰 ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲﾅ 永明

12 矢沢 優衣(1)   3:22.61 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｲ 旭ヶ丘

女子共通

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

大会新
6  8262 8  8184

所属名 記録／備考
4  7730 12  8232

ﾚｰﾝ No. 氏  名

1  7684 1  8206

2  8069 4  7761

8  8627 11  8044

5  8002 10  7921

10  8254 3  7994

9  8482 9  8200

11  8326 5  8041

7  8581 6  7923

6  8452 10  8860
所属名 記録／備考

12  8252 7  7958

氏  名

2  79263  8484

No.順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

9  8119 8  8694

11  7956 2  7890

8  8622 5

3  7960 7  7790

 8327

5  7784 9  7873

12  7997 1  7827

DNS
4  8624

1  8248 4  7606

7  7630 3  8450

2  7860 11  7786

10  8451 6  7629



   1 御子柴 清美(2) 諏訪     2:21.04 大会新   1   1
   2 中野 ことは(2) 駒ヶ根東     2:27.16   1   2
   3 宮﨑 琴羽(2) 南箕輪     2:29.26   1   3
   4 田村 るう(2) 下諏訪     2:30.24   1   4
   5 武村 美尋(3) 箕輪     2:33.87   1   5
   6 松下 真奈(3) 旭ヶ丘     2:34.76   1   6
   7 篠田 楓夏(2) 飯田西     2:35.37   1   7
   8 北澤 柊花(2) 赤穂     2:37.12   2   1
   9 中原 芽久(2) 春富     2:37.51   2   2
  10 鈴木 莉央(1) 諏訪南     2:37.67   2   3
  11 千村 桜子(2) 宮田     2:38.21   2   4
  12 和田 咲菜(3) 富士見     2:38.89   2   5
  13 矢澤 薫奈(2) 中川     2:39.14   1   8
  14 宮下 琴羽(3) 駒ヶ根東     2:43.02   1   9
  15 小林 芽生(3) 南箕輪     2:44.52   2   6
  16 小池 心都(3) 富士見     2:44.90   2   7
  17 梅木 莉子(3) 下條     2:46.30   1  10
  18 西尾 咲輝(3) 飯田高陵     2:47.05   3   1
  19 逢坂 百花(3) 南箕輪     2:48.00   2   8
  20 中林 杏樹(3) 箕輪     2:48.40   2   9
  21 小林 ここね(3) 駒ヶ根東     2:49.00   1  11
  22 山岸 來奈(2) 旭ヶ丘     2:50.18   3   2
  23 中西 美緒(1) 清陵附属     2:51.00   4   1
  24 瀧澤 ひより(3) 宮田     2:52.35   2  10
  25 五味 乙葉(2) 辰野     2:53.01   3   3
  26 松田 陽向(2) 辰野     2:53.31   2  11
  27 内田 讃良(2) 中川     2:54.17   4   2
  28 宮本 美月(3) 辰野     2:54.26   3   4
  29 春日 心音(2) 伊那東部     2:54.58   3   5
  30 平出 彩音(1) 永明     2:55.11   4   3
  31 鮎澤 花奏(1) 原     2:55.14   4   4
  32 中島 妃芽乃(2) 下條     2:55.40   1  12
  33 平松 佳恋(3) 箕輪     2:55.43   3   6
  34 林 柊里(1) 原     2:55.74   4   5
  35 大江 可琳(1) 茅野北部     2:56.44   4   6
  36 成田 未桜(3) 永明     3:00.07   3   7
  37 冨田 樹里(3) 茅野東部     3:02.90   4   7
  38 髙澤 菜月(3) 岡谷北部     3:03.94   4   8
  39 赤羽根 鈴乃(3) 赤穂     3:05.24   3   8
  40 植松 伊織里(1) 富士見     3:06.91   2  12
  41 山田 恵蓮(3) 岡谷南部     3:09.02   3   9
  42 小山 真央(3) 飯田高陵     3:14.00   3  10
  43 上山 陽奈(3) 飯田高陵     3:15.55   4   9
  44 池田 ゆりな(3) 長峰     3:16.65   3  11
  45 笠原 惺々楽(3) 岡谷南部     3:18.20   4  10
  46 矢沢 優衣(1) 旭ヶ丘     3:22.61   3  12
    山﨑 星奈(3) 永明 DNS   4    

 8002
 8627
 8581

女子共通

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 組 順位
 7730
 8262
 8069
 7684

都道府県 所属名 記録 備考

 8232
 8184
 7761
 8206
 7921
 8326
 8254
 8044
 7923
 8482
 8452
 8041
 7994
 8252
 8622
 8860
 8200
 7960
 7958
 8327
 7956
 8119
 7790
 7890
 8484
 7997
 8694

 7860
 7629
 8624
 7786

 7827
 7784
 7873
 7606
 8248
 7926
 7630
 8451
 8450



予選 6月5日 11:00
決勝 6月5日 15:30

長野県中学記録(CR)              14.05 土屋 ほのか                  軽井沢           2018/06/09  
大会記録：南信中学(GR)          14.77 唐澤　さくら                 箕輪             2019        

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 +0.3

 1 矢島 柚那(2)     15.23 q  1 福澤 さくら(3)     16.83 q
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰 ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那東部

 2 林 優花(3)     18.51 q  2 加納 萌瑛菜(3)     18.37 q
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 茅野東部 ｶﾉｳ ﾓｴﾅ 長峰

 3 湯田 うらら(2)     18.66 q  3 鈴木 ひかり(2)     18.72 
ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ 飯田高陵 ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 赤穂

 4 伊藤 凛花(3)     18.89  4 小木曽 史香(2)     18.77 
ｲﾄｳ ﾘﾝｶ 伊那東部 ｵｷﾞｿ ﾌﾐｶ 辰野

 5 斉藤 あんの(3)     19.08  5 松村 華萌(2)     21.10 
ｻｲﾄｳ ｱﾝﾉ 伊那 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ 飯田高陵

 6 柏原 美緒(2)     20.61  6 田中 李佳(2)     22.46 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ 赤穂 ﾀﾅｶ ﾓﾓｶ 宮田

 7 岡田 ほのき(1)     22.12 
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｷ 岡谷西部

[ 3組] 風速 -0.2

 1 飯嶋 咲南(3)     17.10 q
ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 諏訪南

 2 両角 琉那(2)     18.01 q
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾙﾅ 茅野東部

 3 宮坂 椎加(2)     18.60 q
ﾐﾔｻｶ ｼｲｶ 清陵附属

 4 浦野 あいか(2)     20.13 
ｳﾗﾉ ｱｲｶ 伊那

 5 羽生 紗彩(2)     20.61 
ﾊﾆｭｳ ｻｱﾔ 飯田高陵

 6 黒瀬 ひまり(3)     22.27 
ｸﾛｾ ﾋﾏﾘ 岡谷西部

風速 -0.6

 1 矢島 柚那(2)     14.99 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰

 2 福澤 さくら(3)     16.81 
ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那東部

 3 飯嶋 咲南(3)     17.16 
ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 諏訪南

 4 両角 琉那(2)     18.05 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾙﾅ 茅野東部

 5 林 優花(3)     18.07 
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 茅野東部

 6 加納 萌瑛菜(3)     18.22 
ｶﾉｳ ﾓｴﾅ 長峰

 7 宮坂 椎加(2)     18.59 
ﾐﾔｻｶ ｼｲｶ 清陵附属

 8 湯田 うらら(2)     19.05 
ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ 飯田高陵

3  8434

9  7887

8  7862

2  7948

5  7578

4  7568

7  7774

5  7881

3

2  8074

4  7881

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7850

5  8102

6  7774

6  8413

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 7948

4  7887 2  7862

8  8249 4  8197

3  8072 6  8417

6  8108 5  7959

2  8434 7  8229

女子共通

100mH(0.762-8.0m)

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

順
7  7850 3  8102

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



決勝 6月5日  9:00

長野県中学記録(CR)              48.17 豊科北                       豊科北           2014/7/06   
                                      （湯本 珠実・臼井 美紅・齊藤 静花・木村 凌）
大会記録：南信中学(GR)          50.89                              赤穂             2019        
                                      （山田・佐野・宮澤・鎮西）

[ 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   4 赤穂  8239 竹内 ひかり(3)     53.73  1   5 辰野  7955 山中 美沙樹(3)     53.44 

ｱｶﾎ ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ ﾀﾂﾉ ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ
 8249 柏原 美緒(2)  7951 岩井 陽菜(3)

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｵ ｲﾜｲ ｱｷﾅ
 8244 木ﾉ島 夏生(3)  7952 尾戸 美柚(3)

ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ ｵﾄ ﾐﾕｳ
 8240 石曽根 葵(3)  7950 赤羽 優花(3)

ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ
 2   5 長峰  7864 山浦 花杏(3)     54.25  2   4 高森  8396 柳 美紀(2)     55.39 

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾔﾏｳﾗ ｶﾅﾝ ﾀｶﾓﾘ ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ
 7861 大和 由奈(3)  8400 熊谷 綾乃(3)

ｵｵﾜ ﾕﾅ ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ
 7862 加納 萌瑛菜(3)  8401 北原 怜奈(3)

ｶﾉｳ ﾓｴﾅ ｷﾀﾊﾗ ﾚﾅ
 7850 矢島 柚那(2)  8402 宮下 心優(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕ
 3   8 緑ヶ丘  8590 村澤 みゆき(3)     54.43  3   2 清陵附属  7947 土橋 茉奈(3)     57.15 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ﾑﾗｻﾜ ﾐﾕｷ ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸ ﾂﾁﾊｼ ﾏﾅ
 8599 安藤 奈々花(3)  8861 松木 心音(1)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾅｶ ﾏﾂｷ ｺｺﾈ
 8602 岡村 瑚白(3)  7948 宮坂 椎加(2)

ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ ﾐﾔｻｶ ｼｲｶ
 8618 木下 瑠菜(2)  7946 今井 優香(3)

ｷﾉｼﾀ ﾙﾅ ｲﾏｲ ﾕｳｶ
 4   3 茅野北部  8850 山下 心花(3)     56.61  4   6 岡谷西部  7569 濵 さくら(3)     58.30 

ﾁﾉﾄﾎｸﾌﾞ ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ ｵｶﾔｾｲﾌﾞ ﾊﾏ ｻｸﾗ
 8855 細田 成美(3)  7567 岸本 珠吏(3)

ﾎｿﾀﾞ ﾅﾙﾐ ｷｼﾓﾄ ｼｭﾘ
 7837 井上 きなり(2)  7566 岡田 なみき(3)

ｲﾉｳｴ ｷﾅﾘ ｵｶﾀﾞ ﾅﾐｷ
 8851 中井 絢香(3)  7571 上田 柚希(3)

ﾅｶｲ ｱﾔｶ ｳｴﾀﾞ ﾕｽﾞｷ
 5   6 伊那  8072 斉藤 あんの(3)     57.67     3 茅野東部      

ｲﾅ ｻｲﾄｳ ｱﾝﾉ ﾁﾉﾄｳﾌﾞ DNS
 8073 馬場 美伶(2)

ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾚｲ
 8070 小林 ほの穂(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉﾎ
 8071 溝口 陽菜(3)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ
 6   2 豊丘  8542 山崎 愛実(2)     59.18     7 旭ヶ丘      

ﾄﾖｵｶ ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ ｱｻﾋｶﾞｵｶ DNS
 8541 木下 麗(2)

ｷﾉｼﾀ ｳﾗﾗ
 8882 石原 愛子(3)

ｲｼﾊﾗ ｱｲｺ
 8884 北澤 眞由(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏﾕ
 7   7 岡谷南部  7626 神田 美羽(3)   1:02.29 

ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞ ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ
 7628 小原 瑚雪(3)

ｵﾊﾗ ｺﾕｷ
 7627 山﨑 彩菜(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾅ
 7625 田中 望愛(3)

ﾀﾅｶ ﾉｱ

女子共通

4×100m

決勝



[ 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   3 箕輪  8001 赤羽 七海(3)     52.61  1   5 飯田高陵  8417 松村 華萌(2)     52.14 

ﾐﾉﾜ ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ﾏﾂﾑﾗ ｶﾎ
 8005 大坪 千紗(2)  8412 千葉 唯花(2)

ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ
 7992 堀内 遥加(3)  8448 小西 世蘭(3)

ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ ｺﾆｼ ｾﾗﾝ
 8000 今井 遥香(3)  8453 矢澤 千夏(3)

ｲﾏｲ ﾊﾙｶ ﾔｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ
 2   7 諏訪南  7776 矢﨑 梨奈(3)     54.30  2   2 伊那東部  8117 北澤 想夏(3)     53.37 

ｽﾜﾐﾅﾐ ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ ｲﾅﾄｳﾌﾞ ｷﾀｻﾞﾜ ｺｺﾅ
 7774 飯嶋 咲南(3)  8114 掛川 風保(3)

ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ ｶｹｶﾞﾜ ｶﾎ
 7764 中山 桃(1)  8105 三澤 琴(3)

ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ ﾐｻﾜ ｺﾄ
 7775 市川 紗菜(3)  8106 大和田 明日風(3)

ｲﾁｶﾜ ｻﾅ ｵｵﾜﾀﾞ ｱｽｶ
 3   4 春富  8164 畠山 あゆみ(3)     55.57  3   4 岡谷東部  7653 小口 真歩(2)     54.15 

ﾊﾙﾄﾐ ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾕﾐ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ
 8171 山崎 愛菜(3)  7655 林 音琉(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ ﾊﾔｼ ﾈﾙ
 8162 加藤 凪紗(3)  7645 春日 円花(3)

ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ ｶｽｶﾞ ﾏﾄﾞｶ
 8160 田中 結羽(3)  7658 吉水 優香(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳ ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ
 4   2 岡谷北部  7606 髙澤 菜月(3)     57.19  4   6 諏訪西  7748 伊藤 穂香(3)     55.62 

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞ ﾀｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ ｽﾜﾆｼ ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
 7608 武居 言実(3)  7749 小倉 杏(2)

ﾀｹｲ ｺﾄﾐ ｵｸﾞﾗ ｱﾝｽﾞ
 7609 中野 友愛(3)  7750 宮阪 百香(2)

ﾅｶﾉ ﾕﾅ ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ
 7607 高野 晴愛(3)  7741 金子 涼羽(1)

ﾀｶﾉ ﾊﾙ ｶﾈｺ ｽｽﾞﾊ
 5   5 駒ヶ根東  8250 下平 明音(3)     57.80  5   7 南箕輪  8043 加藤 美奈(3)     55.78 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｶﾈ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｶﾄｳ ﾐﾅ
 8251 片桐 茉穂(3)  8040 田口 蒼波(3)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾎ ﾀｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ
 8253 竹村 沙葉(3)  8044 小林 芽生(3)

ﾀｹﾑﾗ ｻﾖ ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ
 8257 藤井 珠代(2)  8045 井原 由奈(3)

ﾌｼﾞｲ ﾀﾏﾖ ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ
 6   6 中川  8324 中川 花音(3)     58.58  6   3 宮田  8199 伊藤 彩羽(3)     57.09 

ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ ﾐﾔﾀﾞ ｲﾄｳ ｲﾛﾊ
 8321 小杉 心愛(3)  8204 梶谷 はる(2)

ｺｽﾞｷﾞ ｺｺｱ ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ
 8323 原田 千聖(3)  8207 廣瀬 美春(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾁｻﾄ ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ
 8325 長瀬 友菜(3)  8201 増田 夏美(3)

ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾅ ﾏｽﾀﾞ ﾅﾂﾐ

女子共通

4×100m



   1 飯田高陵     52.14 松村 華萌(2) 千葉 唯花(2) 小西 世蘭(3) 矢澤 千夏(3)   4   1
   2 箕輪     52.61 赤羽 七海(3) 大坪 千紗(2) 堀内 遥加(3) 今井 遥香(3)   3   1
   3 伊那東部     53.37 北澤 想夏(3) 掛川 風保(3) 三澤 琴(3) 大和田 明日風(  4   2
   4 辰野     53.44 山中 美沙樹(3)岩井 陽菜(3) 尾戸 美柚(3) 赤羽 優花(3)   2   1
   5 赤穂     53.73 竹内 ひかり(3)柏原 美緒(2) 木ﾉ島 夏生(3) 石曽根 葵(3)   1   1
   6 岡谷東部     54.15 小口 真歩(2) 林 音琉(2) 春日 円花(3) 吉水 優香(2)   4   3
   7 長峰     54.25 山浦 花杏(3) 大和 由奈(3) 加納 萌瑛菜(3)矢島 柚那(2)   1   2
   8 諏訪南     54.30 矢﨑 梨奈(3) 飯嶋 咲南(3) 中山 桃(1) 市川 紗菜(3)   3   2
   9 緑ヶ丘     54.43 村澤 みゆき(3)安藤 奈々花(3)岡村 瑚白(3) 木下 瑠菜(2)   1   3
  10 高森     55.39 柳 美紀(2) 熊谷 綾乃(3) 北原 怜奈(3) 宮下 心優(3)   2   2
  11 春富     55.57 畠山 あゆみ(3)山崎 愛菜(3) 加藤 凪紗(3) 田中 結羽(3)   3   3
  12 諏訪西     55.62 伊藤 穂香(3) 小倉 杏(2) 宮阪 百香(2) 金子 涼羽(1)   4   4
  13 南箕輪     55.78 加藤 美奈(3) 田口 蒼波(3) 小林 芽生(3) 井原 由奈(3)   4   5
  14 茅野北部     56.61 山下 心花(3) 細田 成美(3) 井上 きなり(2)中井 絢香(3)   1   4
  15 宮田     57.09 伊藤 彩羽(3) 梶谷 はる(2) 廣瀬 美春(2) 増田 夏美(3)   4   6
  16 清陵附属     57.15 土橋 茉奈(3) 松木 心音(1) 宮坂 椎加(2) 今井 優香(3)   2   3
  17 岡谷北部     57.19 髙澤 菜月(3) 武居 言実(3) 中野 友愛(3) 高野 晴愛(3)   3   4
  18 伊那     57.67 斉藤 あんの(3)馬場 美伶(2) 小林 ほの穂(3)溝口 陽菜(3)   1   5
  19 駒ヶ根東     57.80 下平 明音(3) 片桐 茉穂(3) 竹村 沙葉(3) 藤井 珠代(2)   3   5
  20 岡谷西部     58.30 濵 さくら(3) 岸本 珠吏(3) 岡田 なみき(3)上田 柚希(3)   2   4
  21 中川     58.58 中川 花音(3) 小杉 心愛(3) 原田 千聖(3) 長瀬 友菜(3)   3   6
  22 豊丘     59.18 山崎 愛実(2) 木下 麗(2) 石原 愛子(3) 北澤 眞由(3)   1   6
  23 岡谷南部   1:02.29 神田 美羽(3) 小原 瑚雪(3) 山﨑 彩菜(3) 田中 望愛(3)   1   7
    茅野東部          DNS   2    
    旭ヶ丘          DNS   2    

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

女子共通

4×100m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 6月5日  9:35

長野県中学記録(CR)              48.17 豊科北                       豊科北           2014/7/06   
                                      （湯本 珠実・臼井 美紅・齊藤 静花・木村 凌）
大会記録：南信中低学(GR)        52.46                              赤穂             2018        
                                      （川井田・佐野・宮澤・鎮西）

[ 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   6 茅野北部  7824 柳平 紗希(1)     55.92  1   4 飯田高陵  8434 湯田 うらら(2)     55.77 

ﾁﾉﾄﾎｸﾌﾞ ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ﾕﾀﾞ ｳﾗﾗ
 7833 山下 恋花(1)  8447 椎谷 綾華(1)

ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ ｼｲﾔ ｱﾔｶ
 7825 林 れいな(1)  8446 塩澤 みのり(1)

ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ
 7822 小倉 結芽(1)  8430 羽生 月佳(2)

ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ ﾊﾆｭｳ ﾙｶ
 2   2 伊那  8074 浦野 あいか(2)     56.72  2   2 緑ヶ丘  8932 藤本 夢乃(1)     56.79 

ｲﾅ ｳﾗﾉ ｱｲｶ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾒﾉ
 8076 片山 和奏(1)  8931 櫻井 音寧(1)

ｶﾀﾔﾏ ﾜｶﾅ ｻｸﾗｲ ﾈﾈ
 8078 逸見 菜津子(1)  8619 小林 まな(2)

ﾍﾝﾐ ﾅﾂｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ
 8075 稲葉 笑麻里(1)  8930 秋田 千尋(1)

ｲﾅﾊﾞ ﾆﾏﾘ ｱｷﾀ ﾁﾋﾛ
 3   7 長峰  7852 大久保 澪(1)     56.75  3   7 赤穂  8221 鈴木 かなで(1)     57.34 

ﾅｶﾞﾐﾈ ｵｵｸﾎﾞ ﾐｵ ｱｶﾎ ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ
 7840 赤羽 柚香(2)  8226 小林 優月(1)

ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ
 7853 勝野 光咲(1)  8222 髙島 ことの(1)

ｶﾂﾉ ﾐｻｷ ﾀｶｼﾏ ｺﾄﾉ
 7842 小池 陽葵(2)  8238 山本 結友(1)

ｺｲｹ ﾋﾏﾘ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ
 4   4 春富  8180 織井 瑞希(1)     57.04  4   5 伊那東部  8125 下島 有里菜(1)     57.59 

ﾊﾙﾄﾐ ｵﾘｲ ﾐｽﾞｷ ｲﾅﾄｳﾌﾞ ｼﾓｼﾞﾏ ﾕﾘﾅ
 8176 池田 よつば(1)  8122 酒井 絢萌(2)

ｲｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ ｻｶｲ ｱﾔﾒ
 8185 市川 冴姫(2)  8128 西澤 茉瑚(1)

ｲﾁｶﾜ ｻｷ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｺ
 8179 篭田 心優(1)  8123 原 茉菜(2)

ｶｺﾞﾀ ｺｺﾛ ﾊﾗ ﾏﾅ
 5   3 諏訪南  7760 寺田 星恋(1)     57.32  5   6 辰野  7972 宮澤 杏奈(1)     58.72 

ｽﾜﾐﾅﾐ ﾃﾗﾀﾞ ｾﾚﾝ ﾀﾂﾉ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾝﾅ
 7761 鈴木 莉央(1)  7971 松崎 志桜(1)

ｽｽﾞｷ ﾘｵ ﾏﾂｻﾞｷ ｼｵ
 7762 平林 あずみ(1)  7973 米澤 碧海(1)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｽﾞﾐ ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｵﾐ
 7763 鈴木 紅彩(1)  7970 唐澤 彩実(1)

ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ ｶﾗｻﾜ ｱﾔﾐ
 6   5 駒ヶ根東  8265 湯澤 未依紗(1)     59.97  6   3 宮田  8191 加藤 はつき(1)   1:00.77 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ﾕｻﾞﾜ ﾐｲｻ ﾐﾔﾀﾞ ｶﾄｳ ﾊﾂｷ
 8261 小出 来海(2)  8202 湯澤 愛夏(2)

ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ ﾕｻﾞﾜ ﾏﾅｶ
 8256 下宮 和空(2)  8192 後藤 暖花(1)

ｼﾓﾐﾔ ﾜｸ ｺﾞﾄｳ ﾏﾅｶ
 8264 羽生 凪(1)  8203 宇都宮 愛香(2)

ﾊﾆｭｳ ﾅｷﾞ ｳﾂﾉﾐﾔ ｱｲｶ

女子1･2年

4×100m

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 南箕輪  8052 宮下 華凜(1)     56.66 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ
 8050 小林 日菜花(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ
 8047 藤森 菜々美(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ
 8058 原 結香(2)

ﾊﾗ ﾕｲｶ
 2   3 箕輪  8016 荻原 真柚(1)     57.23 

ﾐﾉﾜ ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ
 8011 穂苅 未愛(2)

ﾎｶﾘ ﾐｸｱ
 8017 加藤 倖希(1)

ｶﾄｳ ﾕｷ
 8014 山本 柚奈(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ
 3   4 岡谷西部  7573 関 心乃香(2)     58.01 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞ ｾｷ ｺﾉｶ
 7576 三澤 楓(2)

ﾐｻﾜ ｶｴﾃﾞ
 7578 岡田 ほのき(1)

ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｷ
 7581 横内 雅(1)

ﾖｺｳﾁ ﾐﾔﾋﾞ
 4   5 岡谷東部  7664 千葉 琉香(1)     58.42 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾙｶ
 7631 宮坂 明香里(1)

ﾐﾔｻｶ  ｱｶﾘ
 7634 山田 琥珀(1)

ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊｸ
 7657 山田 夏蓮(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾚﾝ
 5   6 上諏訪  7723 青木 ののせ(1)     58.48 

ｶﾐｽﾜ ｱｵｷ ﾉﾉｾ
 7720 宮坂 真琴(2)

ﾐﾔｻｶ ﾏｺﾄ
 7724 三井 こころ(1)

ﾐﾂｲ ｺｺﾛ
 7721 望月 陽奈(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾅ
 6   7 原  8680 小林 莉緒(2)     58.66 

ﾊﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ
 8684 行田 楓(1)

ｷﾞｮｳﾀ ｶｴﾃﾞ
 8699 藤森 姫菜(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾒﾅ
 8686 脇田 みなも(2)

ﾜｷﾀ ﾐﾅﾓ

女子1･2年

4×100m



   1 飯田高陵     55.77 湯田 うらら(2)椎谷 綾華(1) 塩澤 みのり(1)羽生 月佳(2)   2   1
   2 茅野北部     55.92 柳平 紗希(1) 山下 恋花(1) 林 れいな(1) 小倉 結芽(1)   1   1
   3 南箕輪     56.66 宮下 華凜(1) 小林 日菜花(1)藤森 菜々美(2)原 結香(2)   3   1
   4 伊那     56.72 浦野 あいか(2)片山 和奏(1) 逸見 菜津子(1)稲葉 笑麻里(1)  1   2
   5 長峰     56.75 大久保 澪(1) 赤羽 柚香(2) 勝野 光咲(1) 小池 陽葵(2)   1   3
   6 緑ヶ丘     56.79 藤本 夢乃(1) 櫻井 音寧(1) 小林 まな(2) 秋田 千尋(1)   2   2
   7 春富     57.04 織井 瑞希(1) 池田 よつば(1)市川 冴姫(2) 篭田 心優(1)   1   4
   8 箕輪     57.23 荻原 真柚(1) 穂苅 未愛(2) 加藤 倖希(1) 山本 柚奈(2)   3   2
   9 諏訪南     57.32 寺田 星恋(1) 鈴木 莉央(1) 平林 あずみ(1)鈴木 紅彩(1)   1   5
  10 赤穂     57.34 鈴木 かなで(1)小林 優月(1) 髙島 ことの(1)山本 結友(1)   2   3
  11 伊那東部     57.59 下島 有里菜(1)酒井 絢萌(2) 西澤 茉瑚(1) 原 茉菜(2)   2   4
  12 岡谷西部     58.01 関 心乃香(2) 三澤 楓(2) 岡田 ほのき(1)横内 雅(1)   3   3
  13 岡谷東部     58.42 千葉 琉香(1) 宮坂 明香里(1)山田 琥珀(1) 山田 夏蓮(2)   3   4
  14 上諏訪     58.48 青木 ののせ(1)宮坂 真琴(2) 三井 こころ(1)望月 陽奈(2)   3   5
  15 原     58.66 小林 莉緒(2) 行田 楓(1) 藤森 姫菜(1) 脇田 みなも(2)  3   6
  16 辰野     58.72 宮澤 杏奈(1) 松崎 志桜(1) 米澤 碧海(1) 唐澤 彩実(1)   2   5
  17 駒ヶ根東     59.97 湯澤 未依紗(1)小出 来海(2) 下宮 和空(2) 羽生 凪(1)   1   6
  18 宮田   1:00.77 加藤 はつき(1)湯澤 愛夏(2) 後藤 暖花(1) 宇都宮 愛香(2)  2   6

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

女子1･2年

4×100m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 6月5日 13:00

長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  
大会記録：南信中学(GR)           1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975        

山下 心花(3)
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野北部
長門 里奈(3)
ﾅｶﾞﾄ ﾘﾅ 岡谷東部
ﾗｺﾏｲｿｿ 莉南(3)
ﾗｺﾏｲｿｿ ﾘﾅ 岡谷東部
小平 一葉(2)
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 高森
岡田 なみき(3)
ｵｶﾀﾞ ﾅﾐｷ 岡谷西部
春日 円花(3)
ｶｽｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 岡谷東部
大江 香梅(3)
ｵｵｴ ｺｳﾒ 宮田
竹之内 史織(3)
ﾀｹﾉｳﾁ ｼｵﾘ 伊那東部
藤森 芽衣(2)
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾒｲ 茅野東部
小倉 結芽(1)
ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ 茅野北部
小池 陽葵(2)
ｺｲｹ ﾋﾏﾘ 長峰
前澤 ほのみ(3)
ﾏｴｻﾞﾜ ﾎﾉﾐ 茅野東部
宮下 心優(3)
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾕ 高森
伊藤 希美(3)
ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 伊那東部
湯澤 愛夏(2)
ﾕｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 宮田
浅井 ゆいか(3)
ｱｻｲ ﾕｲｶ 緑ヶ丘
逸見 菜津子(1)
ﾍﾝﾐ ﾅﾂｺ 伊那
山浦 花杏(3)
ﾔﾏｳﾗ ｶﾅﾝ 長峰
濵島 朱里(3)
ﾊﾏｼﾞﾏ ｼｭﾘ 春富
佐野 志織(3)
ｻﾉ ｼｵﾘ 赤穂
髙橋 希(3)
ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 箕輪
加藤 凪紗(3)
ｶﾄｳ ﾅｷﾞｻ 春富
伊藤 唯花(1)
ｲﾄｳ ﾕｲｶ 岡谷西部
原田 未李(3)
ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾘ 緑ヶ丘
織井 瑞希(1)
ｵﾘｲ ﾐｽﾞｷ 春富
清水 咲希(2) NM
ｼﾐｽﾞ ｻｷ 赤穂
細田 成美(3) DNS
ﾎｿﾀﾞ ﾅﾙﾐ 茅野北部

女子共通

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 記録所属名 1m10 1m20 1m25 1m30 1m35 備考
1 27  8850

- - xo o

o xo

1m40 1m45 1m48

o o o xxx  1.45

 1.40

2 26  7649
- - o o

o o xo xo xxx

xxx  1.40

3 23  7659

4 25  7566
- o o o o xxo

4 19  8395
- - - - o xxo

xxx

- -

 1.35xxo xxx

 1.35o xxx

 1.40

 1.40xxx

6 21  7645
- o o xo

- o
7 16  8198

8 22  8104
- o o o xxx

9 14  7879
- o xo xxo xxx

- -

 1.25

 1.25

 1.30

 1.30

10 1  7822
- o o xxx

o xxx
10 15  7842

10 18  7884
- o o xxx

13 17  8402
- xo o xxx

o o

 1.25

 1.25

 1.25

 1.25

14 20  8103
- o xo xxx

xo xxx
14 24  8202

16 6  8591
o o xxo xxx

17 8  8078
o o xxx

- o

 1.20

 1.20

 1.20

 1.25

17 11  7864
- o xxx

xxx
19 4  8168

o xo

20 12  7999
o xxo xxx

20 7  8246
o xxo xxx

 1.10

 1.10

 1.20

 1.20

22 2  8162
o xxx

22 3  7579
o xxx

 1.10

22 9  8594
o xxx  1.10

22 13  8180
o xxx

5  8227
xxx

10  8855
     

     



決勝 6月5日 11:00

長野県中学記録(CR)               3.35 小林 由衣                    原               2017/09/02  
大会記録：南信中学(GR)           3.10 小林 由依                    原               2017        

2m50
向山 優菜(2) - - - o - o o xo o o
ﾑｶｲﾔﾏ ﾕｳﾅ 箕輪 xxx
赤羽 柚香(2) - - - - - xo o o o xxx
ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ 長峰
川上 七海(3) - - - o o xo o o xxo xxx
ｶﾜｶﾐ ﾅﾅﾐ 赤穂
小林 莉緒(2) - - - - - o o o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 原
脇田 みなも(2) - - - - - o xo o xxx
ﾜｷﾀ ﾐﾅﾓ 原
石曽根 葵(3) - - - - o o o xxx
ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ 赤穂
日達 美心(3) - o o o o xo xo xxx
ﾋﾀﾁ ﾐｺ 原
唐澤 真衣(2) - - - o o o xxx
ｶﾗｻﾜ ﾏｲ 箕輪
山田 夏蓮(2) o o o xo o xxx
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾚﾝ 岡谷東部
田原 知南(2) xxx NM
ﾀﾊﾗ  ﾁﾅ 岡谷東部
御子柴 悠七(2) xxx NM
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳﾅ 岡谷東部
小西 世蘭(3) - - - - - xxx NM
ｺﾆｼ ｾﾗﾝ 飯田高陵

女子共通

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m50 1m60 1m70 1m80 1m90

記録 備考

1 9  8006
 2.40

2m00 2m10 2m20 2m30 2m40

2 10  7840
 2.30

3 2  8245
 2.30

4 7  8680
 2.20

5 12  8686
 2.20

6 11  8240
 2.10

7 4  8696
 2.10

8 6  8013
 2.00

9 3  7657
 1.90

8  8448
     

1  7654
     

5  7656
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主催　南信地区中学校体育連盟　諏訪地方市町村教育委員会競技会
　　　　上伊那市町村教育委員会連絡協議会　飯伊市町村教育委員会連絡協議会
　　　　南信地区陸上競技協会
主管　南信地区中学校体育連盟陸上競技専門委員会　諏訪陸上競技協会

招集所審判長
跳躍審判長 酒井　剛
記録主任 矢花　之宏

長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録：南信中１(GR)           4.99 北岡 依生希                  伊那東部         2015        

 1組

柳平 紗希(1) 茅野北部   5.13 大会新
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ ﾁﾉﾄﾎｸﾌﾞ   -0.3
御子柴 直美(1) 諏訪   4.06
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ ｽﾜ   -0.5
小林 日菜花(1) 南箕輪   3.89
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ   -0.3
宮澤 杏奈(1) 辰野   3.84
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾝﾅ ﾀﾂﾉ   +0.3
小松 優月(1) 岡谷東部   3.81
ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ   +0.3
奥谷 心音(1) 茅野北部   3.72
ｵｸﾀﾆ ﾐｵ ﾁﾉﾄﾎｸﾌﾞ   +0.5
友竹 杏希(1) 飯田高陵   3.71
ﾄﾓﾀｹ ｱﾉ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ   -0.5
宮下 菫(1) 中川   3.55
ﾐﾔｼﾀ ｽﾐﾚ ﾅｶｶﾞﾜ   +0.1
今 梨々花(1) 伊那   3.55
ｺﾝ ﾘﾘｶ ｲﾅ   +0.3
植松 音和(1) 原   3.36
ｳｴﾏﾂ ﾄﾜ ﾊﾗ   -2.4
小椋 はるか(1) 春富   3.33
ｵｸﾞﾗ ﾊﾙｶ ﾊﾙﾄﾐ   -0.7
山﨑 唯菜(1) 岡谷南部   2.66
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲﾅ ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞ   -0.8
山田 琥珀(1) 岡谷東部    NM
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊｸ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ       

 2組

櫻井 音寧(1) 緑ヶ丘   4.36
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ    0.0
松木 心音(1) 清陵附属   4.26
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸ   -0.7
勝野 光咲(1) 長峰   3.87
ｶﾂﾉ ﾐｻｷ ﾅｶﾞﾐﾈ   -1.0
湯田 のの椛(1) 飯田高陵   3.71
ﾕﾀﾞ ﾉﾉｶ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ   -0.6
中田 帆南(1) 原   3.58
ﾅｶﾀ ﾎﾅﾐ ﾊﾗ   -0.7
寺田 星恋(1) 諏訪南   3.53
ﾃﾗﾀﾞ ｾﾚﾝ ｽﾜﾐﾅﾐ   +0.1
西澤 紗(1) 岡谷南部   3.48
ﾆｼｻﾞﾜ ｽｽﾞ ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞ    0.0
伊藤 智夏(1) 南箕輪   3.48
ｲﾄｳ ﾄﾓｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ    0.0
宮澤 莉央(1) 伊那   3.39
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｵ ｲﾅ   -0.8
伊東 昊咲(1) 長峰   3.38
ｲﾄｳ ｺｳｻ ﾅｶﾞﾐﾈ   +0.3
犬塚 結菜(1) 春富   3.37
ｲﾇﾂﾞｶ ﾕｳﾅ ﾊﾙﾄﾐ   +0.1
西澤 茉瑚(1) 伊那東部    DNS
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｺ ｲﾅﾄｳﾌﾞ                         

        -1.4   +0.3
11 5 8178   3.37   3.29   3.25

  +0.1   +0.4   -1.6
8 8128          

  -0.8   +0.6   +0.3
10 3 7851    x   3.28   3.38

   0.0   +1.4   +1.2
9 2 8079   3.39   3.15   3.28

  -0.4   -0.2    0.0
8 9 8048   3.48   3.25   3.28

        -0.3   +0.1
7 4 7611   3.43   3.36   3.48

  -0.7   -0.4   +0.2
6 6 7760    x   3.18   3.53

   0.0   -0.6   +0.3
5 7 8690   3.58   3.48   3.50

  +0.3   -1.0   -1.7
4 1 8458   3.68   3.71   3.67

  +0.2   -0.3   -0.7
3 11 7853   3.87   3.87   3.79

   0.0   +0.3   -2.0
2 12 8861   4.18   4.08   4.26

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録 備考

1 10 8931   4.36   4.32   4.15

順位 試技

                  

12 2 7613   2.61    x   2.66
  -0.2

10 7634    x    x    x
        -0.8

11 9 8177    x   3.33   3.18
        -0.7   +1.2

10 6 8681   3.35   3.09   3.36
  +1.2   +0.2   -2.4

  -0.2   -1.3   +0.3

8 4 8310   3.55   3.53   3.20
  +0.1

9 1 8077   3.14   2.98   3.55
  +0.1   -0.1

7 3 8456   3.71   3.04   3.68
  -0.5   -0.7   +0.3

6 11 7829   3.72   3.64   3.36
  +0.5   -0.5   +0.5

  -0.9         -0.3

  -0.2   -0.8   +0.3

4 7 7972   3.84   3.36   3.51
  +0.3

5 5 7662   3.56   3.70   3.81
  +1.1   -2.0

  -0.1   -0.3   -0.7

3 8 8050   3.85    x   3.89

2 12 7731   4.01   3.32   4.06
  +0.5   +0.3   -0.5

2021/06/05 11:40

競技結果        女子1年         走幅跳          決勝      

順位

1 13 7824   5.08   5.13   4.89

-３- 記録 備考試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

_______________________________________________________________________________________________________________________
期日　2021年6月5日（土）
場所　茅野市運動公園陸上競技場（173100）
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主催　南信地区中学校体育連盟　諏訪地方市町村教育委員会競技会
　　　　上伊那市町村教育委員会連絡協議会　飯伊市町村教育委員会連絡協議会
　　　　南信地区陸上競技協会
主管　南信地区中学校体育連盟陸上競技専門委員会　諏訪陸上競技協会

招集所審判長
跳躍審判長 酒井　剛
記録主任 矢花　之宏

長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録：南信中１(GR)           4.99 北岡 依生希                  伊那東部         2015        

柳平 紗希(1) 茅野北部 大会新
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ ﾁﾉﾄﾎｸﾌﾞ
櫻井 音寧(1) 緑ヶ丘
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ
松木 心音(1) 清陵附属
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸ
御子柴 直美(1) 諏訪
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ ｽﾜ
小林 日菜花(1) 南箕輪
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ
勝野 光咲(1) 長峰
ｶﾂﾉ ﾐｻｷ ﾅｶﾞﾐﾈ
宮澤 杏奈(1) 辰野
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾝﾅ ﾀﾂﾉ
小松 優月(1) 岡谷東部
ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ
奥谷 心音(1) 茅野北部
ｵｸﾀﾆ ﾐｵ ﾁﾉﾄﾎｸﾌﾞ
湯田 のの椛(1) 飯田高陵
ﾕﾀﾞ ﾉﾉｶ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ
友竹 杏希(1) 飯田高陵
ﾄﾓﾀｹ ｱﾉ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ
中田 帆南(1) 原
ﾅｶﾀ ﾎﾅﾐ ﾊﾗ
宮下 菫(1) 中川
ﾐﾔｼﾀ ｽﾐﾚ ﾅｶｶﾞﾜ
今 梨々花(1) 伊那
ｺﾝ ﾘﾘｶ ｲﾅ
寺田 星恋(1) 諏訪南
ﾃﾗﾀﾞ ｾﾚﾝ ｽﾜﾐﾅﾐ
西澤 紗(1) 岡谷南部
ﾆｼｻﾞﾜ ｽｽﾞ ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞ
伊藤 智夏(1) 南箕輪
ｲﾄｳ ﾄﾓｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ
宮澤 莉央(1) 伊那
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｵ ｲﾅ
伊東 昊咲(1) 長峰
ｲﾄｳ ｺｳｻ ﾅｶﾞﾐﾈ
犬塚 結菜(1) 春富
ｲﾇﾂﾞｶ ﾕｳﾅ ﾊﾙﾄﾐ
植松 音和(1) 原
ｳｴﾏﾂ ﾄﾜ ﾊﾗ
小椋 はるか(1) 春富
ｵｸﾞﾗ ﾊﾙｶ ﾊﾙﾄﾐ
山﨑 唯菜(1) 岡谷南部
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｲﾅ ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞ
山田 琥珀(1) 岡谷東部 NM
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊｸ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ
西澤 茉瑚(1) 伊那東部 DNS
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｺ ｲﾅﾄｳﾌﾞ                         

1-   7634    x    x    x

 8128

1-12

            2-  
                        

   

        -0.7   +1.2   -0.7

  -0.2         -0.8   -0.8
23 7613   2.61    x   2.66   2.66

21 8681   3.35   3.09   3.36   3.36

  3.33 1-11

  +0.1   +0.4   -1.6   +0.1
1-10

  +1.2   +0.2   -2.4   -2.4
22 8177    x   3.33   3.18

19 7851    x   3.28   3.38   3.38

  3.37 2-11

  -0.8   +0.6   +0.3   -0.8
2-10

        -1.4   +0.3   +0.3
20 8178   3.37   3.29   3.25

17 8048   3.48   3.25   3.28   3.48

  3.39 2- 9

  -0.4   -0.2    0.0    0.0
2- 8

   0.0   +1.4   +1.2    0.0
18 8079   3.39   3.15   3.28

15 7760    x   3.18   3.53   3.53

  3.48 2- 7

  -0.2   -1.3   +0.3   +0.3
2- 6

        -0.3   +0.1   +0.1
16 7611   3.43   3.36   3.48

13 8310   3.55   3.53   3.20   3.55

  3.55 1- 9

  -0.7   -0.4   +0.2   -0.7
1- 8

  +0.1   +0.1   -0.1   +0.1
14 8077   3.14   2.98   3.55

11 8456   3.71   3.04   3.68   3.71

  3.58 2- 5

   0.0   -0.6   +0.3   -0.6
1- 7

  -0.5   -0.7   +0.3   -0.5
12 8690   3.58   3.48   3.50

9 7829   3.72   3.64   3.36   3.72

  3.71 2- 4

  -0.2   -0.8   +0.3   +0.3
1- 6

  +0.5   -0.5   +0.5   +0.5
10 8458   3.68   3.71   3.67

7 7972   3.84   3.36   3.51   3.84

  3.81 1- 5

  +0.3   -1.0   -1.7   -1.0
1- 4

  +0.3   +1.1   -2.0   +0.3
8 7662   3.56   3.70   3.81

5 8050   3.85    x   3.89   3.89

  3.87 2- 3

  +0.5   +0.3   -0.5   -0.5
1- 3

  -0.9         -0.3   -0.3
6 7853   3.87   3.87   3.79

3 8861   4.18   4.08   4.26   4.26

  4.06 1- 2

   0.0   +0.3   -2.0    0.0
2- 2

  +0.2   -0.3   -0.7   -0.7
4 7731   4.01   3.32   4.06
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  4.36 2- 1

1 7824   5.08   5.13   4.89   5.13 1- 1
  -0.1   -0.3   -0.7   -0.3

2 8931   4.36   4.32   4.15

-３- 記録 組順 備考順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

_______________________________________________________________________________________________________________________
期日　2021年6月5日（土）
場所　茅野市運動公園陸上競技場（173100）
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主催　南信地区中学校体育連盟　諏訪地方市町村教育委員会競技会
　　　　上伊那市町村教育委員会連絡協議会　飯伊市町村教育委員会連絡協議会
　　　　南信地区陸上競技協会
主管　南信地区中学校体育連盟陸上競技専門委員会　諏訪陸上競技協会

招集所審判長
跳躍審判長 酒井　剛
記録主任 矢花　之宏

長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録：南信中2/3(GR)          5.54 宮坂 楓                      岡谷東部         2007

 1組

小倉 和香葉(3) 茅野東部            4.84
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ ﾁﾉﾄｳﾌﾞ                     +0.3
三澤 琴(3) 伊那東部            4.60
ﾐｻﾜ ｺﾄ ｲﾅﾄｳﾌﾞ                     -0.5
竹内 ひかり(3) 赤穂            4.59
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ ｱｶﾎ                     -1.1
北原 怜奈(3) 高森            4.19
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾅ ﾀｶﾓﾘ                     +0.6
田口 蒼波(3) 南箕輪            4.17
ﾀｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ                     -0.3
長瀬 友菜(3) 中川            4.03
ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾅ ﾅｶｶﾞﾜ                     +0.1
百瀬 京香(3) 辰野            4.00
ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ ﾀﾂﾉ                     -0.9
伊藤 彩羽(3) 宮田            3.91
ｲﾄｳ ｲﾛﾊ ﾐﾔﾀﾞ                     +0.7
藤森 菜々美(2) 南箕輪            3.88
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ                     -1.1
上田 柚希(3) 岡谷西部            3.79
ｳｴﾀﾞ ﾕｽﾞｷ ｵｶﾔｾｲﾌﾞ                     -0.2
伊藤 陽香(2) 岡谷北部            3.73
ｲﾄｳ ﾊﾙｶ ｵｶﾔﾎｸﾌﾞ                     -1.1
山崎 愛菜(3) 春富            3.73
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ ﾊﾙﾄﾐ                     +1.2
市川 冴姫(2) 春富            3.59
ｲﾁｶﾜ ｻｷ ﾊﾙﾄﾐ                     -0.5
滝 彩愛(2) 岡谷北部            3.50
ﾀｷ ｱﾔﾅ ｵｶﾔﾎｸﾌﾞ                     -1.4
髙山 穂実(3) 緑ヶ丘            3.43
ﾀｶﾔﾏ ﾎﾉﾐ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ                     -0.1
山﨑 彩菜(3) 岡谷南部            2.68
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾅ ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞ                     -0.9

 2組

赤羽 七生(3) 伊那東部            4.76
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅｵ ｲﾅﾄｳﾌﾞ                     -0.5
伊藤 心美(3) 箕輪            4.50
ｲﾄｳ ｺｺﾐ ﾐﾉﾜ                     +0.2
大和 由奈(3) 長峰            4.18
ｵｵﾜ ﾕﾅ ﾅｶﾞﾐﾈ                     +0.5
小泉 穂乃佳(2) 茅野北部            4.13
ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ ﾁﾉﾄﾎｸﾌﾞ                      0.0
林 舞羽(3) 岡谷東部            4.13
ﾊﾔｼ ﾏｲﾊ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ                     -0.3
原田 千聖(3) 中川            4.08
ﾊﾗﾀﾞ ﾁｻﾄ ﾅｶｶﾞﾜ                     -0.4
篠原 夏帆(3) 岡谷東部            4.05
ｼﾉﾊﾗ ｶﾎ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ                     -0.8
有岡 遼香(2) 赤穂            3.94
ｱﾘｵｶ ﾊﾙｶ ｱｶﾎ                     -0.3
山崎 愛実(2) 豊丘            3.94
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ ﾄﾖｵｶ                     -0.1
蟹澤 亜季(3) 箕輪            3.76
ｶﾆｻﾜ ｱｷ ﾐﾉﾜ                     -0.2
平澤 來実(3) 下伊那松川            3.73
ﾋﾗｻﾜ ｸﾙﾐ ｼﾓｲﾅﾏﾂｶﾜ                     +0.4
内川 千鶴(2) 岡谷西部            3.65
ｳﾁｶﾜ ﾁﾂﾞﾙ ｵｶﾔｾｲﾌﾞ                     +0.5
下宮 和空(2) 駒ヶ根東            3.50
ｼﾓﾐﾔ ﾜｸ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ                     -0.2
小出 来海(2) 駒ヶ根東            3.43
ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ                     +0.6
田中 望愛(3) 岡谷南部            3.21
ﾀﾅｶ ﾉｱ ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞ                     +0.1
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順位

1 15 7876    x   4.63   4.84

-３- -４- -５- -６- 記録 備考試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

2 13 8105   4.60   4.55    x

氏  名 所属団体名 -１- -２-

        -2.2   +0.3

  -0.5   +0.6       
3 16 8239   4.17   4.59   4.50

  +0.2   -1.1   +0.5

  -0.3   +0.3   -0.1

4 9 8401   4.00   4.15   4.19
  -0.4

5 12 8040   4.17   4.16   4.16
  -0.4   +0.6

6 10 8325   3.98   4.03   3.99
  +0.3   +0.1   -0.2

7 8 7954   4.00   3.67   3.93
  -0.9   -1.3    0.0

  +0.4   -1.1    0.0

8 11 8199   3.85    x   3.91
  +0.4

9 6 8047   3.65   3.88   3.84
        +0.7

10 4 7571   3.79   3.57    x
  -0.2   -0.3       

11 5 7602   3.55   3.72   3.73
  +0.1   -0.6   -1.1

              -0.5

12 14 8171   3.47   3.73   3.58
  +0.8

13 7 8185    x    x   3.59
  +1.2   -0.2

14 2 7600   3.25   3.26   3.50
  -1.1   +1.3   -1.4

15 3 8612   3.14   3.43   3.25
   0.0   -0.1    0.0

16 1 7627   2.42   2.67   2.68
   0.0

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１-

  +1.1   -0.9

-５- -６- 記録 備考

1 14 8116   4.58   4.76   4.70

-２- -３- -４-

  +0.3   -0.5   +0.2
2 11 7995   4.50   4.35    x

  +0.2   +0.4       
3 15 7861   4.16   4.00   4.18

  +0.9   +0.5   +0.5
4 12 7838   3.94   4.13   3.97

  -0.5    0.0   +1.1
5 9 7650    x   4.13    x

        -0.3       
6 8 8323   4.08   3.85   4.07

  -0.4   -0.9   +0.8
7 7 7647   4.05    x   3.97

  -0.8         +0.8
8 13 8230   3.75   3.85   3.94

  -1.0   +0.2   -0.3
9 4 8542   3.94    x    x

  -0.1             
10 6 8003   3.68   3.54   3.76

  -0.3    0.0   -0.2
11 3 8361   3.63    x   3.73

  -0.1         +0.4
12 2 7572    x   3.65   3.53

        +0.5   -0.1
13 5 8256   3.34   3.50   3.49

        +0.2   +0.1

  +0.4   -0.2   -0.1
14 10 8261   3.31   3.43   2.91

  +0.4   +0.6   -0.2
15 1 7625    x   3.11   3.21

_______________________________________________________________________________________________________________________
期日　2021年6月5日（土）
場所　茅野市運動公園陸上競技場（173100）
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主催　南信地区中学校体育連盟　諏訪地方市町村教育委員会競技会
　　　　上伊那市町村教育委員会連絡協議会　飯伊市町村教育委員会連絡協議会
　　　　南信地区陸上競技協会
主管　南信地区中学校体育連盟陸上競技専門委員会　諏訪陸上競技協会

招集所審判長
跳躍審判長 酒井　剛
記録主任 矢花　之宏

長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録：南信中2/3(GR)          5.54 宮坂 楓                      岡谷東部         2007

小倉 和香葉(3) 茅野東部
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ ﾁﾉﾄｳﾌﾞ
赤羽 七生(3) 伊那東部
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅｵ ｲﾅﾄｳﾌﾞ
三澤 琴(3) 伊那東部
ﾐｻﾜ ｺﾄ ｲﾅﾄｳﾌﾞ
竹内 ひかり(3) 赤穂
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ ｱｶﾎ
伊藤 心美(3) 箕輪
ｲﾄｳ ｺｺﾐ ﾐﾉﾜ
北原 怜奈(3) 高森
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾅ ﾀｶﾓﾘ
大和 由奈(3) 長峰
ｵｵﾜ ﾕﾅ ﾅｶﾞﾐﾈ
田口 蒼波(3) 南箕輪
ﾀｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ
小泉 穂乃佳(2) 茅野北部
ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ ﾁﾉﾄﾎｸﾌﾞ
林 舞羽(3) 岡谷東部
ﾊﾔｼ ﾏｲﾊ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ
原田 千聖(3) 中川
ﾊﾗﾀﾞ ﾁｻﾄ ﾅｶｶﾞﾜ
篠原 夏帆(3) 岡谷東部
ｼﾉﾊﾗ ｶﾎ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ
長瀬 友菜(3) 中川
ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾅ ﾅｶｶﾞﾜ
百瀬 京香(3) 辰野
ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ ﾀﾂﾉ
有岡 遼香(2) 赤穂
ｱﾘｵｶ ﾊﾙｶ ｱｶﾎ
山崎 愛実(2) 豊丘
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ ﾄﾖｵｶ
伊藤 彩羽(3) 宮田
ｲﾄｳ ｲﾛﾊ ﾐﾔﾀﾞ
藤森 菜々美(2) 南箕輪
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ
上田 柚希(3) 岡谷西部
ｳｴﾀﾞ ﾕｽﾞｷ ｵｶﾔｾｲﾌﾞ
蟹澤 亜季(3) 箕輪
ｶﾆｻﾜ ｱｷ ﾐﾉﾜ
伊藤 陽香(2) 岡谷北部
ｲﾄｳ ﾊﾙｶ ｵｶﾔﾎｸﾌﾞ
平澤 來実(3) 下伊那松川
ﾋﾗｻﾜ ｸﾙﾐ ｼﾓｲﾅﾏﾂｶﾜ
山崎 愛菜(3) 春富
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾅ ﾊﾙﾄﾐ
内川 千鶴(2) 岡谷西部
ｳﾁｶﾜ ﾁﾂﾞﾙ ｵｶﾔｾｲﾌﾞ
市川 冴姫(2) 春富
ｲﾁｶﾜ ｻｷ ﾊﾙﾄﾐ
下宮 和空(2) 駒ヶ根東
ｼﾓﾐﾔ ﾜｸ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ
滝 彩愛(2) 岡谷北部
ﾀｷ ｱﾔﾅ ｵｶﾔﾎｸﾌﾞ
小出 来海(2) 駒ヶ根東
ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ
髙山 穂実(3) 緑ヶ丘
ﾀｶﾔﾏ ﾎﾉﾐ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ
田中 望愛(3) 岡谷南部
ﾀﾅｶ ﾉｱ ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞ
山﨑 彩菜(3) 岡谷南部
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾅ ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞ

  4.84
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

      

-６- 記録 組順 備考所属団体名 -１- -２- -３- -４- -５-

        4.76 2- 1

1 7876    x   4.63   4.84    

2 8116   4.58   4.76   4.70    

1- 1
        -2.2   +0.3                     +0.3

  +0.3   -0.5   +0.2                     -0.5
3 8105   4.60   4.55    x            4.60

4 8239   4.17   4.59   4.50    

1- 2
  -0.5   +0.6                           -0.5

        4.59 1- 3
  +0.2   -1.1   +0.5                     -1.1

5 7995   4.50   4.35    x            4.50

6 8401   4.00   4.15   4.19    

2- 2
  +0.2   +0.4                           +0.2

        4.19 1- 4
  -0.4   -0.4   +0.6                     +0.6

7 7861   4.16   4.00   4.18            4.18

8 8040   4.17   4.16   4.16    

2- 3
  +0.9   +0.5   +0.5                     +0.5

        4.17 1- 5
  -0.3   +0.3   -0.1                     -0.3

9 7838   3.94   4.13   3.97            4.13

10 7650    x   4.13    x    

2- 4
  -0.5    0.0   +1.1                      0.0

        4.13 2- 5
        -0.3                           -0.3

11 8323   4.08   3.85   4.07            4.08

12 7647   4.05    x   3.97    

2- 6
  -0.4   -0.9   +0.8                     -0.4

        4.05 2- 7
  -0.8         +0.8                     -0.8

13 8325   3.98   4.03   3.99            4.03

14 7954   4.00   3.67   3.93    

1- 6
  +0.3   +0.1   -0.2                     +0.1

        4.00 1- 7
  -0.9   -1.3    0.0                     -0.9

15 8230   3.75   3.85   3.94            3.94

16 8542   3.94    x    x    

2- 8
  -1.0   +0.2   -0.3                     -0.3

        3.94 2- 9
  -0.1                                 -0.1

17 8199   3.85    x   3.91            3.91

18 8047   3.65   3.88   3.84    

1- 8
  +0.4         +0.7                     +0.7

        3.88 1- 9
  +0.4   -1.1    0.0                     -1.1

19 7571   3.79   3.57    x            3.79

20 8003   3.68   3.54   3.76    

1-10
  -0.2   -0.3                           -0.2

        3.76 2-10
  -0.3    0.0   -0.2                     -0.2

21 7602   3.55   3.72   3.73            3.73

22 8361   3.63    x   3.73    

1-11
  +0.1   -0.6   -1.1                     -1.1

        3.73 2-11
  -0.1         +0.4                     +0.4

23 8171   3.47   3.73   3.58            3.73

24 7572    x   3.65   3.53    

1-12
  +0.8   +1.2   -0.2                     +1.2

        3.65 2-12
        +0.5   -0.1                     +0.5

25 8185    x    x   3.59            3.59

26 8256   3.34   3.50   3.49    

1-13
              -0.5                     -0.5

        3.50 2-13
  +0.4   -0.2   -0.1                     -0.2

27 7600   3.25   3.26   3.50            3.50

28 8261   3.31   3.43   2.91    

1-14
  -1.1   +1.3   -1.4                     -1.4

        3.43 2-14
  +0.4   +0.6   -0.2                     +0.6

29 8612   3.14   3.43   3.25            3.43

30 7625    x   3.11   3.21    

1-15
   0.0   -0.1    0.0                     -0.1

        3.21 2-15

31 7627   2.42   2.67   2.68            2.68 1-16
   0.0   +1.1   -0.9                     -0.9

  +0.1        +0.2   +0.1                   

_______________________________________________________________________________________________________________________
期日　2021年6月5日（土）
場所　茅野市運動公園陸上競技場（173100）



決勝 6月5日 10:15

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019        
大会記録：南信中学(GR)          12.23 倉田 紗優加                  南箕輪           2019        

 ３回の
 最高記録

下村 美優(3)
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 南箕輪
矢﨑 梨奈(3)
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 諏訪南
田中 琉奈(3)
ﾀﾅｶ ﾙﾅ 中川
溝口 陽菜(3)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 伊那
鈴木 こゆき(3)
ｽｽﾞｷ ｺﾕｷ 宮田
板倉 寧々(3)
ｲﾀｸﾗ ﾈﾈ 天龍
熊谷 彩葉(3)
ｸﾏｶﾞｲ ｲﾛﾊ 天龍
小林 ほの穂(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉﾎ 伊那
中村 文音(3)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ 緑ヶ丘
増田 夏美(3)
ﾏｽﾀﾞ ﾅﾂﾐ 宮田
松沢 憂菜(3)
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾅ 箕輪
原 茉菜(2)
ﾊﾗ ﾏﾅ 伊那東部
松川 加歩(3)
ﾏﾂｶﾜ ｶﾎ 南箕輪
渡辺 光莉(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾘ 辰野
中川 花音(3)
ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾉﾝ 中川
登内 空未(3)
ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ 箕輪
伊藤 彩乃(3)
ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 南箕輪
中川 綾乃(3)
ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 箕輪
宮原 里々菜(2)
ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾘﾅ 辰野
平井 茉由佳(2)
ﾋﾗｲ ﾏﾕｶ 岡谷西部
牧内 はるな(3)
ﾏｷｳﾁ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘
星野 水澪(2)
ﾎｼﾉ ﾐｵ 宮田
外山 あかり(2)
ﾄﾔﾏ ｱｶﾘ 岡谷西部
藤森 姫菜(1)
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾒﾅ 原
湯澤 未依紗(1)
ﾕｻﾞﾜ ﾐｲｻ 駒ヶ根東
荒川 夏華(1)
ｱﾗｶﾜ ﾅﾂｶ 原
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記録

女子共通

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
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市川 紗菜(3) 17.55(-0.6)        1.25        6.86 28.98(+1.7)   1777
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南     536     359     326     556      1
田中 萌衣(3) 18.04(+0.5)        1.30        7.25 29.29(+1.7)   1777
ﾀﾅｶ ﾒｲ 赤穂     484     409     351     533      1
中山 桃(1) 17.29(+0.5)        1.30        6.40 29.86(+1.7)   1762
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南     564     409     297     492      3
鈴木 翠央(2) 17.41(-0.6)        1.15        6.26 28.77(+1.7)   1676
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 赤穂     551     266     288     571      4
梶谷 はる(2) 18.90(+0.5)        1.35        7.09 30.56(+1.7)   1645
ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田     400     460     341     444      5
太田 結衣(3) 21.83(-0.6)        1.25        6.86 29.15(+0.7)   1396
ｵｵﾀ ﾕｲ 永明     168     359     326     543      6
廣瀬 美春(2) 21.18(-0.6)        1.20        5.78 30.45(+0.7)   1232
ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田     212     312     257     451      7
宮下 紗季(2) 18.43(+0.5)        1.10        4.85 32.06(+0.7)   1214
ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 伊那東部     445     222     199     348      8
栁澤 千夏(3) 20.08(+0.5)        1.10        6.28 31.93(+0.7)   1163
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾅﾂ 永明     296     222     289     356      9
成沢 花鈴(2) 20.85(-0.6)        1.15        5.59 32.27(+0.7)   1082
ﾅﾙｻﾜ ｶﾘﾝ 伊那東部     236     266     245     335     10

総合得点
順位

 7775

女子混成

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100mH HJ SP 200m

 8207

 8118

 7783

 8121

 8247

 7764

 8233

 8204

 7785



決勝 6月5日 10:50

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 -0.6

 1 中山 桃(1)     17.29  1 鈴木 翠央(2)     17.41 
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南 ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 赤穂

 2 田中 萌衣(3)     18.04  2 市川 紗菜(3)     17.55 
ﾀﾅｶ ﾒｲ 赤穂 ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南

 3 宮下 紗季(2)     18.43  3 成沢 花鈴(2)     20.85 
ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 伊那東部 ﾅﾙｻﾜ ｶﾘﾝ 伊那東部

 4 梶谷 はる(2)     18.90  4 廣瀬 美春(2)     21.18 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田 ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田

 5 栁澤 千夏(3)     20.08  5 太田 結衣(3)     21.83 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾅﾂ 永明 ｵｵﾀ ﾕｲ 永明

女子混成

100mH(0.762-8.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
6  7764 4  8233

ﾚｰﾝ No. 氏  名

564 551
3  8247 5  7775

484 536
4  8118 3  8121

445 236
2  8204 6  8207

296 168

400 212
5  7783 2  7785



決勝 6月5日 11:40

梶谷 はる(2)  1.35
ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田   460
中山 桃(1)  1.30
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南   409
田中 萌衣(3)  1.30
ﾀﾅｶ ﾒｲ 赤穂   409
太田 結衣(3)  1.25
ｵｵﾀ ﾕｲ 永明   359
市川 紗菜(3)  1.25
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南   359
廣瀬 美春(2)  1.20
ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田   312
鈴木 翠央(2)  1.15
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 赤穂   266
成沢 花鈴(2)  1.15
ﾅﾙｻﾜ ｶﾘﾝ 伊那東部   266
栁澤 千夏(3)  1.10
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾅﾂ 永明   222
宮下 紗季(2)  1.10
ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 伊那東部   222
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女子混成

走高跳

決勝
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決勝 6月5日 13:50

田中 萌衣(3)   7.25 
ﾀﾅｶ ﾒｲ 赤穂    351
梶谷 はる(2)   7.09 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田    341
太田 結衣(3)   6.86 
ｵｵﾀ ﾕｲ 永明    326
市川 紗菜(3)   6.86 
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南    326
中山 桃(1)   6.40 
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南    297
栁澤 千夏(3)   6.28 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾅﾂ 永明    289
鈴木 翠央(2)   6.26 
ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 赤穂    288
廣瀬 美春(2)   5.78 
ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田    257
成沢 花鈴(2)   5.59 
ﾅﾙｻﾜ ｶﾘﾝ 伊那東部    245
宮下 紗季(2)   4.85 
ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 伊那東部    199
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女子混成

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月5日 16:20

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.7

 1 太田 結衣(3)     29.15  1 鈴木 翠央(2)     28.77 
ｵｵﾀ ﾕｲ 永明 ｽｽﾞｷ ﾐﾅｶ 赤穂

 2 廣瀬 美春(2)     30.45  2 市川 紗菜(3)     28.98 
ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田 ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南

 3 栁澤 千夏(3)     31.93  3 田中 萌衣(3)     29.29 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾅﾂ 永明 ﾀﾅｶ ﾒｲ 赤穂

 4 宮下 紗季(2)     32.06  4 中山 桃(1)     29.86 
ﾐﾔｼﾀ ｻｷ 伊那東部 ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南

 5 成沢 花鈴(2)     32.27  5 梶谷 はる(2)     30.56 
ﾅﾙｻﾜ ｶﾘﾝ 伊那東部 ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田

女子混成

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
4  7785 7  8233

ﾚｰﾝ No. 氏  名

543 571
6  8207 5  7775

451 556
5  7783 4  8247

356 533
3  8118 3  7764

335 444

348 492
7  8121 6  8204
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