
（大会コード：22170517） 

第 ３ １ 回 南 信 陸 上 競 技 選 手 権 大 会 

第５０回南信三郡対抗陸上競技大会 

記 録 集 

 

主 催 南信地区陸上競技協会 

共 催 ㈱長野日報社 

後 援 伊那市  伊那市教育委員会  南信高等学校体育連盟  南信中学校体育連盟 

期 日 ２０２２年（令和４年）７月１８日（月・海の日） 

会 場 伊那市陸上競技場（競技場コード：172030） 

総 務 大坪 章男 

審 判 長 原 宏旭（ﾄﾗｯｸ） 遠山 正洋（ﾌｨｰﾙﾄﾞ） 中澤 博和（招集所） 

記録情報主任 清水 美彦 

 

■ この大会で樹立した記録 

種目 
ﾗｳﾝﾄﾞ 

氏名・チーム名 
所属/メンバー 

（学年） 
記録 従来の記録 備考 

女子 4x100mR 予選 東海大諏訪高 

小松 未唯奈(3) 

小口  葉奈(3) 

濱田 みなと(3) 

福田  笑未(2) 

48 秒 22 48 秒 49 大会新 

女子 4x100mR 決勝 東海大諏訪高 

小松 未唯奈(3) 

小口  葉奈(3) 

濱田 みなと(3) 

福田  笑未(2) 

48 秒 07 48 秒 49 大会新 

男子 800m 決勝 大場 崇義 上伊那農業高(2) 1 分 53 秒 22 1 分 55 秒 11 大会新 

女子やり投

(600g) 
決勝 倉田 紗優加 伊那北高(3) 52ｍ78 41m06 大会新 

 

■ グラウンドコンディション 

時刻 天候 
気温 

℃ 

湿度 

％ 
風向 

風速 

m/s 
時刻 天候 

気温 

℃ 

湿度 

％ 
風向 

風速 

m/s 

9:00 雨 25.9 62.0 南 1.6 13:00 曇り 29.4 53.0 南 1.9 

10:00 曇り 26.5 57.0 南 1.2 14:00 曇り 28.5 52.0 南西 2.7 

11:00 曇り 29.7 48.0 南西 2.2 15:00 曇り 29.7 54.0 南西 1.6 

12:00 曇り 29.2 53.0 南西 4.4       

 



男　　子 女　　子 男　　子 女　　子 男　　子 女　　子

１００ｍ 7 11 11 7 15 15

４００ｍ 11 13 7 13 15 7

８００ｍ 7 7 16 11 13 15

１５００ｍ 7 12 14

３０００ｍ 14 6 11 15 8 9

１００ｍＨ 8 11 14

１１０ｍＨ 4 11 15

５０００ｍＷ 0 7 0 0 8 8

４×１００ｍＲ 7 4 11 12 15 17

走　高　跳 15 13 11 8 7 12

棒　高　跳 0 0 15 14 11 7

走　幅　跳 7 9 13 9 13 15

砲　丸　投 14 0 5 15 11 11

高校砲丸投 10 11 12

円　盤　投 15 0 6 12 0 14

高校円盤投 0 13 8

や　り　投 7 11 12 18 14 7

計 125 89 165 145 179 151

種別順位 3 3 2 2 1 1

男　女　計

４×４００ｍＲ

合　　　計

総合順位

214 310 330

 得　点　表

飯　　　　　伊 上　　伊　　那 諏　　　　　訪

6 4 8

3 2 1

220 314 338

チーム名

種　　目



ﾄﾗｯｸ審判長 原 宏旭

跳躍審判長 遠山 正洋
投てき審判長 遠山 正洋

【開催日】 2022年7月18日 ｽﾀｰﾄ審判長 小池 充

【主催団体】 南信地区陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任 清水 美彦

(GR:大会新) 女  子 【競技場】伊那市陸上競技場 招集所審判長 中澤　博和
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

 7/18 女子  -2.3 福田 笑未(2) 12.63 小松 未唯奈(3) 12.67 三嶋 渚沙(2) 13.03 千葉 唯花(3) 13.47 箱田 真奈美(2) 13.54 大坪 千紗(3) 13.62 光澤 琥珀(2) 13.67 髙橋 つきみ(2) 13.68
100m 東海大諏訪高 東海大諏訪高 下伊那農高 飯田高陵中 諏訪二葉高 箕輪中 下伊那松川中 伊那北高

 7/18 石﨑 智紗(2) 1:00.63 羽生 彩七(3) 1:02.28 中島 志穂(2) 1:02.92 岡村 瑚白(1) 1:03.73 森脇 光砂(3) 1:04.45 髙橋 つきみ(2) 1:04.97 小池 理紗子(3) 1:05.53 湯澤 帆花(2) 1:06.15
400m 伊那北高 飯田OIDE長姫高 飯田風越高 飯田風越高 伊那西高 伊那北高 下諏訪向陽高 飯田高

 7/18 松下 輝来(3) 2:15.27 阪 千都(1) 2:17.35 守屋 有彩(3) 2:22.72 唐澤 愛佳(2) 2:25.02 増沢 結(2) 2:30.89 北原 柑那(2) 2:30.96 古林 なな花(1) 2:33.24 小池 理紗子(3) 2:34.21
800m 東海大諏訪高 東海大諏訪高 伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高 東海大諏訪高 伊那北高 高森中 下諏訪向陽高

 7/18 坂元 唯花(3) 10:50.78 荻原 真柚(2) 11:06.23 圓谷 爽夏(3) 11:34.11 千村 桜子(3) 11:36.60 北原 和奏(1) 11:48.39 滝沢 初寧(3) 11:54.52 伏見 奈穂(3) 12:15.60 横山 陽奈(1) 12:52.59
3000m 辰野中 箕輪中 飯田風越高 宮田中 長峰中 伊那西高 原中 伊那西高

 7/18 小口 葉奈(3) 15.51 逸見 加奈子(2) 15.89 小平 奏重(3) 16.65 中村 千果(2) 16.96 福澤 さくら(1) 17.19 能登 愛琉(2) 18.32 藤島 沙由希(3) 18.96 相馬 里瑠(2) 19.42
100mH(0.838m) 東海大諏訪高 伊那北高 下諏訪向陽高 飯田風越高 伊那弥生ヶ丘高 飯田高 茅野高 下諏訪向陽高

 7/18 原 千惺(1) 29:33.33 矢澤 美代子 33:06.51
5000m競歩 諏訪二葉高 飯伊陸協

 7/18 小平 奏重(3) 1.55 小平 一葉(3) 1.50 前里 咲耀(2) 1.45 石﨑 智紗(2) 1.40 山本 結萌(3) 下伊那農高 1.40
走高跳 下諏訪向陽高 高森中 飯田高 伊那北高 ﾗｺﾏｲｿｿ莉南(1) 下諏訪向陽高

梶谷 はる(3) 宮田中
山下 心花(1) 諏訪二葉高

 7/18 向山 優菜(3) 2.80 小林 莉緖(3) 2.80 篭田 心優(2) 2.40 原 ひなた(2) 2.40 唐澤 真衣(3) 2.40 石曽根 葵(1) 2.20 川上 七海(1) 2.00
棒高跳 箕輪中 原中 春富中 伊那西高 箕輪中 赤穂高 高遠高

 7/18 小倉 歩華(3) 5.35(+0.9) 大﨑 にこ(2) 5.28(+4.0) 濵田 みなと(3) 5.23(+3.9) 小口 葉奈(3) 5.14(+2.7) 塩澤 舞(3) 4.98(+2.0) 箱田 真奈美(2) 4.93(+0.9) 丸茂 花愛(2) 4.93(+2.5) 小松 優月(2) 4.57(+0.6)
走幅跳 岡谷南高 東海大諏訪高 東海大諏訪高 東海大諏訪高 下伊那農高 諏訪二葉高 岡谷南高 岡谷東部中

 7/18 高橋 世莉子(3) 8.09 吉川 つづり 7.91 下村 美優(1) 7.66 矢﨑 梨奈(1) 7.55 溝口 陽菜(1) 7.15 星野 水澪(3) 6.02 唐澤 歌音(1) 5.90 平井 茉由佳(3) 5.71

砲丸投(4.000kg) 信大 上伊那陸協 伊那北高 諏訪実高 諏訪二葉高 宮田中 長峰中 岡谷西部中
 7/18 柄澤 真野 30.19 岩下 早紀 27.72 藤島 沙由希(3) 18.17 矢澤 愛香(1) 15.17

円盤投(1.000kg) 茅野市陸協 上伊那陸協 茅野高 赤穂高
 7/18 倉田 紗優加(3) 52.78 城倉 涼花(2) 30.90 後澤 香菜(2) 26.15 松村 美佑(3) 25.95 代田 那菜(3) 23.56 向山 ますみ 23.37 山本 結萌(3) 22.82 畔上 陽菜(2) 19.14

やり投(600g) 伊那北高 GR 伊那弥生ヶ丘高 飯田高 飯田女子高 飯田女子高 上伊那陸協 下伊那農高 岡谷南高
 7/18 東海大諏訪高       48.07 箕輪中       52.81 諏訪二葉高       53.13 岡谷南高       53.17 伊那弥生ｹ丘       54.56 高森       55.15 中川中       56.28

4×100m 小松 未唯奈(3) GR 山本 柚奈(3) 山田 聖来(1) 丸茂 花愛(2) 原田 妃菜(2) 阿久澤 来夢(1) 新井 柚香(2)
小口 葉奈(3) 大坪 千紗(3) 箱田 真奈美(2) 安田 莉穂(3) 橋爪 万智(2) 柳 美結(1) 三宅 真生(2)
濵田 みなと(3) 加藤 倖希(2) 上村 文寧(2) 畔上 陽菜(2) 城倉 風花(2) 宮嶋 咲穂(1) 清水 悠圭(2)
福田 笑未(2) 大槻 恵永ｹﾘｰ(2) 溝口 陽菜(1) 小倉 歩華(3) 六波羅 琉菜(2) 林 亜樹(1) 矢澤 薫奈(3)



予選 7月18日 11:20
決勝 7月18日 15:05

長野県記録(NR)                  11.36 君嶋 愛梨沙                  土木管理総合     2022/6/10   
長野県高校記録(KR)              11.88 深澤 あまね                  佐久長聖         2020/8/29   
大会記録(GR)                    12.13 北岡 依生希                  東海大諏訪高     2019        

[ 1組] 風速 -2.9 [ 2組] 風速 -2.2

 1 佐々木 楓花(1)     15.70  1 鈴木 結衣奈(1)     14.96 
ｻｻｷ ﾌｳｶ 緑ヶ丘中 ｽｽﾞｷ ﾕｲﾅ 上諏訪中

 2 佐々木 紅葉(1)     15.83  2 清水 悠圭(2)     15.20 
ｻｻｷ ｸﾚﾊ 緑ヶ丘中 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 中川中

 3 鳥原 美玖(1)     16.44  3 山中 陽づき(1)     15.22 
ﾄﾘﾊﾗ ﾐｸ 春富中 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾂﾞｷ 箕輪中

 4 宮下 明里(1)     16.53  4 唐澤 雪寧(3)     15.92 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾘ 岡谷南部中 ｶﾗｻﾜ ﾕｷﾈ 上伊那農高

 5 上條 あかり(1)     16.53  5 伊東 昊咲(2)     15.95 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｶﾘ 茅野東部中 ｲﾄｳ ｺｳｻ 長峰中

 6 桑澤 乃愛(1)     16.57  6 片桐 花望(1)     16.36 
ｸﾜｻﾞﾜ ﾉｱ 箕輪進修高 ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾅﾉ 駒ヶ根東中

 7 宮脇 妃菜(1)     17.09   太田 紡希(1)      
ﾐﾔﾜｷ ﾋﾅ 駒ヶ根東中 ｵｵﾀ ﾂﾑｷﾞ 清陵附属中

 8 山本 明花(1)     17.36   根橋 紅羽(2)      
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 茅野東部中 ﾈﾊﾞｼ ｸﾚﾊ 箕輪中

[ 3組] 風速 -3.9 [ 4組] 風速 -2.8

 1 北原 美空(1)     14.96  1 赤羽 優花(1)     14.80 
ｷﾀﾊﾗ ﾐｸ 永明中 ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ 上伊那農高

 2 土屋 結愛(1)     15.05  2 田中 結羽(1)     14.84 
ﾂﾁﾔ ﾕｱ 岡谷南部中 ﾀﾅｶ ﾕｳ 伊那弥生ヶ丘高

 3 高坂 綾乃(1)     15.11  3 林 れいな(2)     15.01 
ｺｳｻｶ ｱﾔﾉ 宮田中 ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ 茅野北部中

 4 片桐 颯華(1)     15.13  4 伊藤 愛莉(1)     15.22 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾌｳｶ 緑ヶ丘中 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 長峰中

 5 上田 茜(2)     15.27  5 横内 雅(2)     15.37 
ｳｴﾀﾞ ｱｶﾈ 岡谷西部中 ﾖｺｳﾁ ﾐﾔﾋﾞ 岡谷西部中

 6 上野 日菜乃(1)     15.33  6 宇都宮 愛香(3)     15.41 
ｳｴﾉ ﾋﾅﾉ 長峰中 ｳﾂﾉﾐﾔ ｱｲｶ 宮田中

 7 浦野 あいか(3)     15.36  7 小出 来海(3)     15.82 
ｳﾗﾉ ｱｲｶ 伊那中 ｺｲﾃﾞ ｸﾙﾐ 駒ヶ根東中

 8 澤田 乃愛(2)     15.46  8 三石 琴音(2)     16.33 
ｻﾜﾀﾞ ﾉｱ 豊丘中 ﾐﾂｲｼ ｺﾄﾈ 豊丘中

[ 5組] 風速 -2.3 [ 6組] 風速 -1.4

 1 那須 結月(1)     14.42  1 井原 由奈(1)     13.86 
ﾅｽ ﾕﾂﾞｷ 春富中 ｲﾊﾗ ﾕｳﾅ 辰野高

 2 林 亜樹(1)     14.55  2 今井 遥香(1)     14.06 
ﾊﾔｼ ｱｷ 高森中 ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 岡谷東高

 3 関 心乃香(3)     14.61  3 片山 和奏(2)     14.59 
ｾｷ ｺﾉｶ 岡谷西部中 ｶﾀﾔﾏ ﾜｶﾅ 伊那中

 4 馬場 美伶(3)     14.63  4 小杉 心愛(1)     14.70 
ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾚｲ 伊那中 ｺｽｷﾞ ｺｺｱ 赤穂高

 5 宮坂 明香里(2)     14.96  5 清水 心陽(3)     14.70 
ﾐﾔｻｶ ｱｶﾘ 岡谷東部中 ｼﾐｽﾞ ﾐﾊﾙ 高森中

 6 梶谷 きこ(1)     15.30  6 武井 双葉(2)     14.76 
ｶｼﾞﾀﾆ ｷｺ 宮田中 ﾀｹｲ ﾌﾀﾊﾞ 南箕輪中

 7 花岡 莉亜(1)     16.32   高木 菜緒(1)      
ﾊﾅｵｶ ﾘｱ 岡谷北部中 ﾀｶｷﾞ ﾅｵ 岡谷北部中

  丸山 日彩(3)        西村 陽菜(1)      
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｲﾛ 駒ヶ根東中 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 上伊那農高

[ 7組] 風速 -2.1 [ 8組] 風速 -3.2

 1 三宅 真生(2)     13.82  1 尾戸 美柚(1)     13.92 
ﾐﾔｹ ﾏｵ 中川中 ｵﾄ ﾐﾕｳ 岡谷南高

 2 小倉 歩華(3)     13.85  2 中村 千果(2)     13.99 
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 岡谷南高 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 飯田風越高

 3 加藤 妃心(2)     13.88  3 鈴木 梨夏(1)     14.17 
ｶﾄｳ ﾋﾅ 飯田高陵中 ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 下伊那松川中

 4 六波羅 琉菜(2)     14.23  4 福澤 琉色(1)     14.46 
ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ﾌｸｻﾞﾜ ﾙｲ 南箕輪中

 5 山中 美沙樹(1)     14.37  5 堀内 遥加(1)     14.54 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ 岡谷南高 ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙｶ 岡谷南高

 6 安田 莉穂(3)     14.37   古田 波音(2)      
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 岡谷南高 ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 東海大諏訪高

 7 山田 怜来(2)     14.82   池田 よつば(2)      
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明中 ｲｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ 春富中

所属名 記録／備考 順

4  8601 8  8311

女子

100m

予選 通過基準  10組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
6  8602 7  7725

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  8018

3  7619 6   232

7  8162 2  8023

1  7871 5  7851

所属名 記録／備考

5  8278 3  8863
DNS

2   217 1  8276

8  7873

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  7618 2   319

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
1  7797 5   234

1  8545

8  8600 8  7860

2  8212 3  7825

5  7577 6  7581

所属名 記録／備考

6  8074 7  8261

3  7861 4  8203

4  8544

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  8391 5   136

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
2  8163 2   201

6   233

5  8073 4   342

4  7573 3  8076

7  7631 7  8393

所属名 記録／備考

1  7591 1  7593
DNS

3  8214 8  8049

8  8258

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   175 5   447

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
3  8312 6   169

7   314 3  8041

8   176 4    27

5  8445 7

DNS

6   168 2   167

DNS
4  7789 8  8176

 8366



[ 9組] 風速 -2.9 [ 10組] 風速 -3.3

 1 大坪 千紗(3)     13.39 q  1 小松 未唯奈(3)     12.73 q
ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ 箕輪中 ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 東海大諏訪高

 2 髙橋 つきみ(2)     13.60 q  2 福田 笑未(2)     12.79 q
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 伊那北高 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪高

 3 能登 愛琉(2)     13.77  3 三嶋 渚沙(2)     13.09 q
ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田高 ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 下伊那農高

 4 柳 美紀(3)     13.82  4 光澤 琥珀(2)     13.48 q
ﾔﾅｷﾞ ﾐﾉﾘ 高森中 ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川中

 5 湯澤 彩花(3)     13.87  5 箱田 真奈美(2)     13.55 q
ﾕｻﾞﾜ ｱﾔｶ 下伊那松川中 ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉高

 6 塩澤 みのり(2)     13.88  6 千葉 唯花(3)     13.55 q
ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 飯田高陵中 ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中

 7 山田 聖来(1)     13.94  7 山城 春菜(3)     13.69 
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 諏訪二葉高 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川高

風速 -2.3

 1 福田 笑未(2)     12.63 
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪高

 2 小松 未唯奈(3)     12.67 
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 東海大諏訪高

 3 三嶋 渚沙(2)     13.03 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ 下伊那農高

 4 千葉 唯花(3)     13.47 
ﾁﾊﾞ ﾕｲｶ 飯田高陵中

 5 箱田 真奈美(2)     13.54 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉高

 6 大坪 千紗(3)     13.62 
ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ 箕輪中

 7 光澤 琥珀(2)     13.67 
ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 下伊那松川中

 8 髙橋 つきみ(2)     13.68 
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 伊那北高

女子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

3   280 4    26

所属名 記録／備考
5  8005 6    37

氏  名

4  8396 2  8365

8  8446 3  8412

7   415 5

決勝

2  8363 8   107

6   112 7   387

  487

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    26

5    37

6   487

2  8412

1   280

7   107

3  8005

8  8365



予選 7月18日 12:50
決勝 7月18日 14:55

長野県記録(NR)                  54.56 竹内 昌子                    福島大           2003/5/5    
長野県高校記録(KR)              55.42 山本 瑞                      小諸             2011/8/3    
                                      瀧澤 彩                      長野             2012/7/29   
大会記録(GR)                    57.31 臼井 美紅                    東海大諏訪高     2017        

[ 1組] [ 2組]

 1 岡村 瑚白(1)   1:03.87 q  1 森脇 光砂(3)   1:05.19 q
ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ 飯田風越高 ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 伊那西高

 2 米澤 碧海(2)   1:08.95  2 髙橋 つきみ(2)   1:05.82 q
ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｵﾐ 南箕輪中 ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 伊那北高

 3 小林 美穂(2)   1:09.68  3 湯澤 帆花(2)   1:07.33 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 伊那西高 ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 飯田高

 4 御子柴 くらら(1)   1:22.84  4 原田 妃菜(2)   1:09.49 
ﾐｺｼﾊﾞ ｸﾗﾗ 岡谷東部中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 伊那弥生ヶ丘高

  梅木 莉子(1)        橋爪 万智(2)      
ｳﾒｷ ﾘｺ 飯田風越高 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ 伊那弥生ヶ丘高

  岸本 侑良(2)        守屋 有彩(3)      
ｷｼﾓﾄ ﾕﾗ 岡谷西部中 ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高

[ 3組]

 1 石﨑 智紗(2)   1:03.41 q
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 伊那北高

 2 中島 志穂(2)   1:04.64 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 飯田風越高

 3 羽生 彩七(3)   1:05.23 q
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田OIDE長姫高

 4 小池 理紗子(3)   1:06.01 q
ｺｲｹ ﾘｻｺ 下諏訪向陽高

  御子柴 清美(3)      
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪中

  三澤 百佳(3)      
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 東海大諏訪高

 1 石﨑 智紗(2)   1:00.63 
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 伊那北高

 2 羽生 彩七(3)   1:02.28 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田OIDE長姫高

 3 中島 志穂(2)   1:02.92 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 飯田風越高

 4 岡村 瑚白(1)   1:03.73 
ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ 飯田風越高

 5 森脇 光砂(3)   1:04.45 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 伊那西高

 6 髙橋 つきみ(2)   1:04.97 
ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾐ 伊那北高

 7 小池 理紗子(3)   1:05.53 
ｺｲｹ ﾘｻｺ 下諏訪向陽高

 8 湯澤 帆花(2)   1:06.15 
ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 飯田高

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

女子

400m

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
6   455 6   328

  313

DQ(FS)
7  7580 4   308

5  8060 7   280

3   478

3   337 3

記録／備考
7   271

4   454 2   311
DNS

  417

2  7638 5

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5   446

2  7730
DNS

4    36
DNS

決勝

6   117

4   328

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

  446

5   271

7   478

6

3   455

1   117

2   417

8   280



決勝 7月18日 13:50

長野県記録(NR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  
長野県高校記録(KR)            2:05.78 山本 瑞                      小諸             2011/10/29  
大会記録(GR)                  2:12.88 藤岡 緩奈                    東海大諏訪高     2018        

[ 1組] [ 2組]

 1 守矢 葵(1)   2:46.09  1 杉本 梓音(2)   2:51.28 
ﾓﾘﾔ ｱｵｲ 永明中 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｵﾝ 飯田高陵中

 2 伊藤 優里(2)   2:56.43  2 松村 莉央(2)   2:52.64 
ｲﾄｳ ﾕｳﾘ 中川中 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｵ 飯田高陵中

 3 内田 讃良(3)   3:04.55  3 平澤  謡(1)   2:54.72 
ｳﾁﾀﾞ ｻﾗ 中川中 ﾋﾗｻﾜ ｳﾀ 宮田中

 4 植松 伊織里(2)   3:06.14  4 矢澤 薫奈(3)   2:58.39 
ｳｴﾏﾂ ｲｵﾘ 富士見中 ﾔｻﾞﾜ ﾕｷﾅ 中川中

 5 矢沢 優衣(2)   3:10.27  5 荒川 夏華(2)   2:59.42 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｲ 旭ヶ丘中 ｱﾗｶﾜ ﾅﾂｶ 原中

 6 三澤 楓(3)   3:14.01  6 平出 彩音(2)   3:07.41 
ﾐｻﾜ ｶｴﾃﾞ 岡谷西部中 ﾋﾗｲﾃﾞ ｱﾔﾈ 永明中

 7 大槻 彩絵(1)   3:20.17   橋本 心乃(1)      
ｵｵﾂｷ ｻｴ 箕輪中 ﾊｼﾓﾄ ｺｺﾉ 南箕輪中

  飯島 結羽梨(1)        松澤 亜夢(1)      
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾘ 春富中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾑ 赤穂高

[ 3組] [ 4組]

 1 大原 いろ花(1)   2:40.61  1 小幡 ひまり(3)   2:35.97 
ｵｵﾊﾗ ｲﾛﾊ 駒ヶ根東中 ｵﾊﾞﾀ ﾋﾏﾘ 春富中

 2 米村 衣咲(1)   2:46.38  2 宮脇 悠莉(1)   2:37.35 
ﾖﾈﾑﾗ ｲｻｷ 駒ヶ根東中 ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾘ 高森中

 3 名村 一乃(1)   2:46.96  3 善積 結花(1)   2:37.54 
ﾅﾑﾗ ｲﾁﾉ 清陵附属中 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾕｳｶ 伊那北高

 4 名取 玲香(3)   2:48.62  4 前田 未羽(1)   2:38.48 
ﾅﾄﾘ ﾚｲｶ 諏訪南中 ﾏｴﾀﾞ ﾐｳ 赤穂高

 5 鮎澤 花奏(2)   2:49.36  5 濱野 しおり(2)   2:44.44 
ｱｲｻﾞﾜ ｶﾅﾃﾞ 原中 ﾊﾏﾉ ｼｵﾘ 宮田中

 6 平林 あずみ(2)   2:50.09  6 田中 李佳(3)   2:47.11 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼｱｽﾞﾐ 諏訪南中 ﾀﾅｶ ﾓﾓｶ 宮田中

 7 藤森 姫菜(2)   2:52.57  7 福島 羽七(3)   3:03.20 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾒﾅ 原中 ﾌｸｼﾏ ﾊﾅ 下伊那松川中

 8 羽柴 りえ(3)   2:54.99  8 井上 凛(1)   3:09.39 
ﾊｼﾊﾞ ﾘｴ 駒ヶ根東中 ｲﾉｳｴ ﾘﾝ 高森中

[ 5組] [ 6組]

 1 北原 柑那(2)   2:30.96  1 松下 輝来(3)   2:15.27 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾝﾅ 伊那北高 ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 東海大諏訪高

 2 古林 なな花(1)   2:33.24  2 阪 千都(1)   2:17.35 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾊ 高森中 ｻｶ ﾁﾋﾛ 東海大諏訪高

 3 小池 理紗子(3)   2:34.21  3 守屋 有彩(3)   2:22.72 
ｺｲｹ ﾘｻｺ 下諏訪向陽高 ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 伊那弥生ヶ丘高

 4 中原 芽久(3)   2:35.44  4 唐澤 愛佳(2)   2:25.02 
ﾅｶﾊﾗ ﾒｸﾞ 春富中 ｶﾗｻﾜ ｱｲｶ 伊那弥生ヶ丘高

 5 玉木 優理(1)   2:48.51  5 増沢 結(2)   2:30.89 
ﾀﾏｷ ﾕﾘ 箕輪中 ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ 東海大諏訪高

 6 酒井 映里那(1)   2:52.79  6 小山 美結(1)   3:08.96 
ｻｶｲ ｴﾘﾅ 岡谷北部中 ｺﾔﾏ ﾐﾕ 岡谷北部中

  唐澤 雪寧(3)        伊藤 希美(1)      
ｶﾗｻﾜ ﾕｷﾈ 上伊那農高 ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 伊那西高

  御子柴 直美(2)        森脇 光砂(3)      
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ 諏訪中 ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 伊那西高

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

2  8329 7  8457

所属名 記録／備考
7  7798 5  8455

ﾚｰﾝ No. 氏  名

6   351

5  7926 4  8326

1  8327 2  8198

4  8624 1  7898

所属名 記録／備考

8  8025 8  8043
DQ T1(1)

3  7576 3  7790

6  8161

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  8279 8  8402

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
2  8282 3  8183

2  8383

7  7765 7   348

8  8864 5   276
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所属名 記録／備考

1  8699 6  8364

5  7762 4  8197

6  8263

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  8400 7    41

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
4   270 5    39

2  8184 8   310

5   117 6   308

1  7592 1  7590

8  8022 3    29

DNS DNS
7  7731 4   328

6   232 2   338

DNSDNS



   1 松下 輝来(3) 東海大諏訪高     2:15.27   6   1
   2 阪 千都(1) 東海大諏訪高     2:17.35   6   2
   3 守屋 有彩(3) 伊那弥生ヶ丘高     2:22.72   6   3
   4 唐澤 愛佳(2) 伊那弥生ヶ丘高     2:25.02   6   4
   5 増沢 結(2) 東海大諏訪高     2:30.89   6   5
   6 北原 柑那(2) 伊那北高     2:30.96   5   1
   7 古林 なな花(1) 高森中     2:33.24   5   2
   8 小池 理紗子(3) 下諏訪向陽高     2:34.21   5   3
   9 中原 芽久(3) 春富中     2:35.44   5   4
  10 小幡 ひまり(3) 春富中     2:35.97   4   1
  11 宮脇 悠莉(1) 高森中     2:37.35   4   2
  12 善積 結花(1) 伊那北高     2:37.54   4   3
  13 前田 未羽(1) 赤穂高     2:38.48   4   4
  14 大原 いろ花(1) 駒ヶ根東中     2:40.61   3   1
  15 濱野 しおり(2) 宮田中     2:44.44   4   5
  16 守矢 葵(1) 永明中     2:46.09   1   1
  17 米村 衣咲(1) 駒ヶ根東中     2:46.38   3   2
  18 名村 一乃(1) 清陵附属中     2:46.96   3   3
  19 田中 李佳(3) 宮田中     2:47.11   4   6
  20 玉木 優理(1) 箕輪中     2:48.51   5   5
  21 名取 玲香(3) 諏訪南中     2:48.62   3   4
  22 鮎澤 花奏(2) 原中     2:49.36   3   5
  23 平林 あずみ(2) 諏訪南中     2:50.09   3   6
  24 杉本 梓音(2) 飯田高陵中     2:51.28   2   1
  25 藤森 姫菜(2) 原中     2:52.57   3   7
  26 松村 莉央(2) 飯田高陵中     2:52.64   2   2
  27 酒井 映里那(1) 岡谷北部中     2:52.79   5   6
  28 平澤 謡(1) 宮田中     2:54.72   2   3
  29 羽柴 りえ(3) 駒ヶ根東中     2:54.99   3   8
  30 伊藤 優里(2) 中川中     2:56.43   1   2
  31 矢澤 薫奈(3) 中川中     2:58.39   2   4
  32 荒川 夏華(2) 原中     2:59.42   2   5
  33 福島 羽七(3) 下伊那松川中     3:03.20   4   7
  34 内田 讃良(3) 中川中     3:04.55   1   3
  35 植松 伊織里(2) 富士見中     3:06.14   1   4
  36 平出 彩音(2) 永明中     3:07.41   2   6
  37 小山 美結(1) 岡谷北部中     3:08.96   6   6
  38 井上 凛(1) 高森中     3:09.39   4   8
  39 矢沢 優衣(2) 旭ヶ丘中     3:10.27   1   5
  40 三澤 楓(3) 岡谷西部中     3:14.01   1   6
  41 大槻 彩絵(1) 箕輪中     3:20.17   1   7
    橋本 心乃(1) 南箕輪中 DQ   2    
    飯島 結羽梨(1) 春富中 DNS   1    
    松澤 亜夢(1) 赤穂高 DNS   2    
    唐澤 雪寧(3) 上伊那農高 DNS   5    
    御子柴 直美(2) 諏訪中 DNS   5    
    伊藤 希美(1) 伊那西高 DNS   6    
    森脇 光砂(3) 伊那西高 DNS   6    

女子

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名

 7798
 8279

都道府県 所属名 記録 備考 組 順位

  117
 8184
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   39
   41
  308
  310
   29
  270
 8400
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 8402
  276
  348
 8282
 8190

 8197
 8022
 7765
 7890
 7762
 8455
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 8457
 7592
 8198
 8263
 8329
 8326
 7898
 8364
 8327
 7926
 7790

 7731
  338
  328

 7590
 8383
 8624
 7576
 8025
 8043
 8161
  351
  232



決勝 7月18日  9:40

 1 坂元 唯花(3)  10:50.78 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野中

 2 荻原 真柚(2)  11:06.23 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 箕輪中

 3 圓谷 爽夏(3)  11:34.11 
ﾂﾌﾞﾔﾗ ｻﾔｶ 飯田風越高

 4 千村 桜子(3)  11:36.60 
ﾁﾑﾗ ｻｸﾗｺ 宮田中

 5 北原 和奏(1)  11:48.39 
ｷﾀﾊﾗ ﾜｶﾅ 長峰中

 6 滝沢 初寧(3)  11:54.52 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 伊那西高

 7 伏見 奈穂(3)  12:15.60 
ﾌｼﾐ ﾅﾎ 原中

 8 横山 陽奈(1)  12:52.59 
ﾖｺﾔﾏ ﾋﾅ 伊那西高

 9 宮澤 真里奈(2)  13:01.77 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 伊那西高

10 關 釉華(3)  13:13.26 
ｾｷ ﾕｳｶ 岡谷南高

11 田村 凜(1)  13:13.79 
ﾀﾑﾗ ﾘﾝ 諏訪二葉高

12 瀧澤 ひより(1)  13:59.07 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 赤穂高

  真柴 愛里(3)      
ﾏｼﾊﾞ ｱｲﾘ 春富中

  北原 風花(1)      
ｷﾀﾊﾗ ﾌｳｶ 箕輪中

  田中 凜(2)      
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 飯田高

  岡 美来(3)      
ｵｶ ﾐﾗｲ 箕輪中

  太田 華乃(2)      
ｵｵﾀ ﾊﾙﾉ 信大

  西山 容子      
ﾆｼﾔﾏ ﾖｳｺ 上伊那陸協

  竹村 美尋(1)      
ﾀｹﾑﾗ ﾐﾋﾛ 東海大諏訪高

  小林 みさと(2)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 諏訪二葉高

  伊藤 優楽(1)      
ｲﾄｳ ﾕﾗ 赤穂高

  矢澤 美紀      
ﾔｻﾞﾜ ﾐｷ 上伊那陸協

4  8016

女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  7962

10   463

7  8206

3  7863

9   330

16  8682

15   340

18   339

12   174

17   113

20   343

1  8182
DNS

5  8020
DNS

6   414
DNS

8  8009
DNS

11  9017
DNS

13  9007
DNS

14    42
DNS

19   110

DNS

DNS
21   347

DNS
22  9068



決勝 7月18日 11:00

長野県記録(NR)                  13.81 茂木 多美江                  小諸高教         1978/10/15  
長野県高校記録(KR)              13.81 中津 晴葉                    佐久長聖         2020/10/23  
大会記録(GR)                    15.00 前田 花奈                    伊那弥生ヶ丘高   2016        

[ 1組] 風速 -3.2 [ 2組] 風速 -2.5

 1 能登 愛琉(2)     18.32  1 小口 葉奈(3)     15.51 
ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田高 ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 東海大諏訪高

 2 相馬 里瑠(2)     19.42  2 逸見 加奈子(2)     15.89 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 下諏訪向陽高 ﾍﾝﾐ ｶﾅｺ 伊那北高

 3 山中 美沙樹(1)     19.78  3 小平 奏重(3)     16.65 
ﾔﾏﾅｶ ﾐｻｷ 岡谷南高 ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽高

 4 中原 寧々(2)     20.17  4 中村 千果(2)     16.96 
ﾅｶﾊﾗ ﾈﾈ 伊那北高 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 飯田風越高

 5 髙野 晴愛(1)     20.49  5 福澤 さくら(1)     17.19 
ﾀｶﾉ ﾊﾙ 岡谷南高 ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ 伊那弥生ヶ丘高

  茅野 智奈(2)       6 藤島 沙由希(3)     18.96 
ﾁﾉ ﾄﾓﾅ 清陵附属中 ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野高

  田中 萌衣(1)      
ﾀﾅｶ ﾒｲ 伊那北高

   1 小口 葉奈(3) 東海大諏訪高     15.51 (-2.5)   2   1
   2 逸見 加奈子(2) 伊那北高     15.89 (-2.5)   2   2
   3 小平 奏重(3) 下諏訪向陽高     16.65 (-2.5)   2   3
   4 中村 千果(2) 飯田風越高     16.96 (-2.5)   2   4
   5 福澤 さくら(1) 伊那弥生ヶ丘高     17.19 (-2.5)   2   5
   6 能登 愛琉(2) 飯田高     18.32 (-3.2)   1   1
   7 藤島 沙由希(3) 茅野高     18.96 (-2.5)   2   6
   8 相馬 里瑠(2) 下諏訪向陽高     19.42 (-3.2)   1   2
   9 山中 美沙樹(1) 岡谷南高     19.78 (-3.2)   1   3
  10 中原 寧々(2) 伊那北高     20.17 (-3.2)   1   4
  11 髙野 晴愛(1) 岡谷南高     20.49 (-3.2)   1   5
    茅野 智奈(2) 清陵附属中          (-3.2)DNS   1    
    田中 萌衣(1) 伊那北高          (-3.2)DNS   1    

  447
  317
  415
   16
  119
  168
  279
  170
 7949
  257

組 順位
   38
  284
  118

No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

タイムレース

順位

6   257
DNS

4   170 3   317

2  7949 2    16
DNS

3   279 7   447

8   168 6   118

5   119 5   284

所属名 記録／備考
7   415 4    38

ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 7月18日  9:00

 1 原 千惺(1)  29:33.33 
ﾊﾗ ﾁｻﾄ 諏訪二葉高

 2 矢澤 美代子  33:06.51 
ﾔｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 飯伊陸協

1   115

2  9066

女子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月18日 10:30
決勝 7月18日 13:40

長野県記録(NR)                  46.86                              市立長野高       2019/6/14   
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）
長野県高校記録(KR)              46.86                              市立長野         2019/6/14   
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）
大会記録(GR)                    48.49                              東海大諏訪高     2017        
                                      （小林・臼井・今井・菅沼）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 高森  8392 阿久澤 来夢(1)     54.72 q  1   5 東海大諏訪高    37 小松 未唯奈(3)     48.22 q

ﾀｶﾓﾘ ｱｸｻﾞﾜ ﾗｲﾑ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 大会新
 8397 柳 美結(1)    38 小口 葉奈(3)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ
 8401 宮嶋 咲穂(1)    40 濵田 みなと(3)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾎ ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
 8391 林 亜樹(1)    26 福田 笑未(2)

ﾊﾔｼ ｱｷ ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ
 2   1 伊那北高   288 木ﾉ島 夏生(1)     55.10 q  2   3 諏訪二葉高   112 山田 聖来(1)     52.82 q

ｲﾅｷﾀ ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ
  279 中原 寧々(2)   107 箱田 真奈美(2)

ﾅｶﾊﾗ ﾈﾈ ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ
  275 田中 萌衣(1)   108 上村 文寧(2)

ﾀﾅｶ ﾒｲ ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ
  277 丸山莉奈(2)   114 溝口 陽菜(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾅ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ
 3   8 中川中  8328 新井 柚香(2)     55.30 q  3   7 岡谷南高   182 丸茂 花愛(2)     53.29 q

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ｱﾗｲ ﾕｽﾞｶ ｵｶﾔﾐﾅﾐｺｳ ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
 8312 三宅 真生(2)   176 安田 莉穂(3)

ﾐﾔｹ ﾏｵ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ
 8311 清水 悠圭(2)   181 畔上 陽菜(2)

ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ
 8326 矢澤 薫奈(3)   175 小倉 歩華(3)

ﾔｻﾞﾜ ﾕｷﾅ ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ
 4   3 伊那中  8075 稲葉 笑麻里(2)     55.55  4   4 箕輪中  8014 山本 柚奈(3)     53.38 q

ｲﾅﾁｭｳ ｲﾅﾊﾞ ﾆﾏﾘ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ
 8076 片山 和奏(2)  8005 大坪 千紗(3)

ｶﾀﾔﾏ ﾜｶﾅ ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ
 8074 浦野 あいか(3)  8017 加藤 倖希(2)

ｳﾗﾉ ｱｲｶ ｶﾄｳ ﾕｷ
 8073 馬場 美伶(3)  8019 大槻 恵永ｹﾘｰ(2)

ﾊﾞﾊﾞ ﾐﾚｲ ｵｵﾂｷ ﾒｲｹﾘｰ
 5   6 赤穂高   350 竹内 ひかり(1)     55.90  5   6 伊那弥生ｹ丘   313 原田 妃菜(2)     54.30 q

ｱｶﾎｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ
  341 赤羽 七生(1)   311 橋爪 万智(2)

ｱｶﾊﾈ ﾅﾅｵ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ
  345 矢澤 愛香(1)   312 城倉 風花(2)

ﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ
  314 六波羅 琉菜(2)

ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ
 6   7 岡谷西部中  7573 関 心乃香(3)     56.31  6   1 駒ｹ根東中  8275 竹村 心玖(1)     55.85 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｾｷ ｺﾉｶ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ ﾐｸ
 7577 上田 茜(2)  8262 中野 ことは(3)

ｳｴﾀﾞ ｱｶﾈ ﾅｶﾉ ｺﾄﾊ
 7575 平井 茉由佳(3)  8260 久保田 紀嘉(3)

ﾋﾗｲ ﾏﾕｶ ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘｶ
 7581 横内 雅(2)  8257 藤井 珠代(3)

ﾖｺｳﾁ ﾐﾔﾋﾞ ﾌｼﾞｲ ﾀﾏﾖ
 7   4 伊那西高   337 小林 美穂(2)     56.92  7   2 春富中  8163 那須 結月(1)     56.99 

ｲﾅﾆｼｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾅｽ ﾕﾂﾞｷ
  338 伊藤 希美(1)  8180 織井 瑞希(2)

ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ｵﾘｲ ﾐｽﾞｷ
  321 原 ひなた(2)  8185 市川 冴姫(3)

ﾊﾗ ﾋﾅﾀ ｲﾁｶﾜ ｻｷ
  323 樋郡 冬華(2)  8179 篭田 心優(2)

ﾋｺﾞｵﾘ ﾌﾕｶ ｶｺﾞﾀ ｺｺﾛ
 8   2 清陵附属中  7949 茅野 智奈(2)     57.06  8   8 南箕輪中  8052 宮下 華凜(2)     57.16 

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ﾁﾉ ﾄﾓﾅ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ
 8861 松木 心音(2)  8050 小林 日菜花(2)

ﾏﾂｷ ｺｺﾈ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ
 8860 中西 美緒(2)  8060 米澤 碧海(2)

ﾅｶﾆｼ ﾐｵ ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｵﾐ
 7948 宮坂 椎加(3)  8041 福澤 琉色(1)

ﾐﾔｻｶ ｼｲｶ ﾌｸｻﾞﾜ ﾙｲ

女子

4×100m

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者通過基準  2組  0着 + 8予選



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 東海大諏訪高    37 小松 未唯奈(3)     48.07 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 大会新
   38 小口 葉奈(3)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ
   40 濵田 みなと(3)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
   26 福田 笑未(2)

ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ
 2   4 箕輪中  8014 山本 柚奈(3)     52.81 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ
 8005 大坪 千紗(3)

ｵｵﾂﾎﾞ ﾁｻ
 8017 加藤 倖希(2)

ｶﾄｳ ﾕｷ
 8019 大槻 恵永ｹﾘｰ(2)

ｵｵﾂｷ ﾒｲｹﾘｰ
 3   3 諏訪二葉高   112 山田 聖来(1)     53.13 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ
  107 箱田 真奈美(2)

ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ
  108 上村 文寧(2)

ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ
  114 溝口 陽菜(1)

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ
 4   6 岡谷南高   182 丸茂 花愛(2)     53.17 

ｵｶﾔﾐﾅﾐｺｳ ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
  176 安田 莉穂(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ
  181 畔上 陽菜(2)

ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ
  175 小倉 歩華(3)

ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ
 5   7 伊那弥生ｹ丘   313 原田 妃菜(2)     54.56 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ
  311 橋爪 万智(2)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ
  312 城倉 風花(2)

ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ
  314 六波羅 琉菜(2)

ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ
 6   8 高森  8392 阿久澤 来夢(1)     55.15 

ﾀｶﾓﾘ ｱｸｻﾞﾜ ﾗｲﾑ
 8397 柳 美結(1)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ
 8401 宮嶋 咲穂(1)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾎ
 8391 林 亜樹(1)

ﾊﾔｼ ｱｷ
 7   1 中川中  8328 新井 柚香(2)     56.28 

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ｱﾗｲ ﾕｽﾞｶ
 8312 三宅 真生(2)

ﾐﾔｹ ﾏｵ
 8311 清水 悠圭(2)

ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ
 8326 矢澤 薫奈(3)

ﾔｻﾞﾜ ﾕｷﾅ
    2 伊那北高   288 木ﾉ島 夏生(1)      

ｲﾅｷﾀ ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ DQ
  279 中原 寧々(2) R1(2-3)

ﾅｶﾊﾗ ﾈﾈ
  275 田中 萌衣(1)

ﾀﾅｶ ﾒｲ
  277 丸山莉奈(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾅ

女子

4×100m
決勝



決勝 7月18日  9:30

長野県記録(NR)                   1.81 屋ヶ田 直美                  中大             1984/10/5   
長野県高校記録(KR)               1.77 上原 久美恵                  岡谷東           197710/3    
大会記録(GR)                     1.65 有賀 楓子                    伊那北高         2011        

1m58
小平 奏重(3) - - - - - - - o o xo
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽高 xxx
小平 一葉(3) - - - - - o o o xxo xxx
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾊ 高森中
前里 咲耀(2) - - - - - o o xxo xxx
ﾏｴｻﾞﾄｻﾖ 飯田高
石﨑 智紗(2) - - - - o o o xxx
ｲｼｻﾞｷ ﾁｻ 伊那北高
山本 結萌(3) - - - o o o xo xxx
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 下伊那農高
ﾗｺﾏｲｿｿ莉南(1) - - - - o o xo xxx
ﾗｺﾏｲｿｿ ﾘﾅ 下諏訪向陽高
梶谷 はる(3) - - o o o o xo xxx
ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田中
山下 心花(1) - - - - - o xo xxx
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾊ 諏訪二葉高
小日向 慧(2) - - - - o xo xo xxx
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 伊那北高
代田 那菜(3) - - o o xxo o xxx
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 飯田女子高
湯澤 愛夏(3) - - - o o xo xxx
ﾕｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 宮田中
伊藤 唯花(2) o o o xo o xxx
ｲﾄｳ ﾕｲｶ 岡谷西部中
岡田 ほのき(2) o o o o xo xxx
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｷ 岡谷西部中
廣瀬 美春(3) - - o o xxo xxx
ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田中
外山 あかり(3) o xxo o xo xxx
ﾄﾔﾏ ｱｶﾘ 岡谷西部中
織井 瑞希(2) - o o - - - - r
ｵﾘｲ ﾐｽﾞｷ 春富中
阿久澤 来夢(1) o xo xo xxx
ｱｸｻﾞﾜ ﾗｲﾑ 高森中
佐野 志織(1) o xo xxx
ｻﾉ ｼｵﾘ 赤穂高
富田 帆乃佳(2) xo xo xxx
ﾄﾐﾀ ﾎﾉｶ 南箕輪中
武井 双葉(2) xo xo xxx
ﾀｹｲ ﾌﾀﾊﾞ 南箕輪中
木嵜 彩名(1) xo xxx
ｷｻﾞｷ ｱﾔﾅ 伊那中
篠原 優愛(2) xo xxx
ｼﾉﾊﾗ ﾕｱ 岡谷東部中
片桐 愛美(3) xxo xxx
ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾅﾐ 高森中
林 結愛(1) xxx NM
ﾊﾔｼ ﾕｱ 伊那中
上村 文寧(2) - - - - - - - xxx NM
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 諏訪二葉高
木ﾉ島 夏生(1) DNS
ｷﾉｼﾏ ﾅﾂｷ 伊那北高
逸見 菜津子(2) DNS
ﾍﾝﾐ ﾅﾂｺ 伊那中

11   288
     

25  8078
     

19 7  8049
 1.15

21 3

23 4  8394
 1.10

 8081
 1.10

21 6  7663
 1.10

27   108
     

1  8083
     

14 15  8207
 1.30

15 9

17 2  8392
 1.20

 7574
 1.25

16 10  8180
 1.20

19 5  8051
 1.15

18 8   349
 1.15

5 24   111
 1.40

9 13

11 23  8202
 1.35

  269
 1.40

10 14   445
 1.35

13 16  7578
 1.30

12 12  7579
 1.30

2 22  8395
 1.50

3 20

5 17   486
 1.40

  416
 1.45

4 19   271
 1.40

5 21  8204
 1.40

5 18   116
 1.40

1 26   118
 1.55

女子

走高跳

決勝

順位 試技
1m35 1m40 1m45 1m50

備考
1m55

記録
1m25 1m30

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15 1m20



決勝 7月18日 10:00

長野県記録(NR)                   4.01 前田 朋子                    ﾔﾏﾄﾔTC           2005/8/8    
長野県高校記録(KR)               3.90 岡田 莉歩                    佐久長聖         2022/5/28   
大会記録(GR)                     3.61 原 奈津美                    上伊那農高       2013        

向山 優菜(3)
ﾑｶｲﾔﾏ ﾕｳﾅ 箕輪中
小林 莉緖(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 原中
篭田 心優(2)
ｶｺﾞﾀ ｺｺﾛ 春富中
原 ひなた(2)
ﾊﾗ ﾋﾅﾀ 伊那西高
唐澤 真衣(3)
ｶﾗｻﾜ ﾏｲ 箕輪中
石曽根 葵(1)
ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ 赤穂高
川上 七海(1)
ｶﾜｶﾐ ﾅﾅﾐ 高遠高
向山 綾音(1) NM
ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾔﾈ 箕輪中
山崎 愛実(3) DNS
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 豊丘中

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 2m60 2m70ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m00 2m20 2m40 備考
1 8  8006

o o o o o o

2m80 2m90 記録

 2.80xxx

3 6  8179
- - o xxx

2 7  8680
- - o xo xo xo xxx

 2.40

 2.80

 2.40

4 3   321
- o xo xxx

xxo xxx

 2.40

5 5  8013
o -

 2.00

6 2   346
o o xxx  2.20

7 4   246
o xxx

9  8542
     

1  8028
xxx      



決勝 (1,2組) 7月18日  9:15

長野県記録(NR)                   6.41 湶 純江                      長野ｽｽﾞｷ         1976/4/25   
長野県高校記録(KR)               6.06 宮坂 楓                      東海大三         2010/7/19   
大会記録(GR)                     6.06 宮坂 楓                      東海大三高       2010        

[ 1組]
 ３回の
 最高記録

山崎 愛実(3)   3.59  3.90  3.75   3.90             3.90 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 豊丘中   +1.2  +2.6  -0.3   +2.6                      +2.6
前里 海紗(1)   3.78  3.62  3.81   3.81             3.81 
ﾏｴｻﾞﾄ ﾐｻ 緑ヶ丘中   -0.1  +1.3  +1.0   +1.0                      +1.0
稲葉 笑麻里(2)   3.11  3.80   -    3.80             3.80 
ｲﾅﾊﾞ ﾆﾏﾘ 伊那中   +0.8  -0.7         -0.7                      -0.7
市川 冴姫(3)   3.77   x    -    3.77             3.77 
ｲﾁｶﾜ ｻｷ 春富中   +0.6               +0.6                      +0.6
塩澤 夢々花(1)   3.76  3.37  3.72   3.76             3.76 
ｼｵｻﾞﾜ ﾕﾕｶ 長峰中   +1.1  +0.6  +1.2   +1.1                      +1.1
宮澤 莉央(2)   3.46  3.52  3.76   3.76             3.76 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｵ 伊那中   +1.8  +0.3  +0.7   +0.7                      +0.7
今 梨々花(2)   3.73   x   3.71   3.73             3.73 
ｺﾝ ﾘﾘｶ 伊那中   +0.1        +0.8   +0.1                      +0.1
伊東 昊咲(2)   3.69  3.14  3.72   3.72             3.72 
ｲﾄｳ ｺｳｻ 長峰中   +1.1  +1.1  +2.0   +2.0                      +2.0
犬塚 結菜(2)   3.03   x   3.67   3.67             3.67 
ｲﾇﾂﾞｶ ﾕｳﾅ 春富中   +0.7        +1.2   +1.2                      +1.2
加藤 はつき(2)   3.59  3.62  3.54   3.62             3.62 
ｶﾄｳ ﾊﾂｷ 宮田中   +1.6  +1.2  +0.5   +1.2                      +1.2
宮下 菫(2)   3.61  3.06  3.61   3.61             3.61 
ﾐﾔｼﾀ ｽﾐﾚ 中川中   +1.7  +0.6  +0.1   +0.1                      +0.1
原 杏花里(1)   3.47  3.59  3.60   3.60             3.60 
ﾊﾗ ｱｶﾘ 茅野東部中   +1.0  +1.2  +0.7   +0.7                      +0.7
矢澤 愛香(1)    -    -   3.58   3.58             3.58 
ﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 赤穂高               +1.9   +1.9                      +1.9
小平 明莉(2)   3.55  3.17  3.48   3.55             3.55 
ｺﾀﾞｲﾗ ｱｶﾘ 長峰中   +1.9  -0.2  +1.2   +1.9                      +1.9
下宮 和空(3)   3.07  3.02  3.55   3.55             3.55 
ｼﾓﾐﾔ ﾜｸ 駒ヶ根東中   +1.5  +0.6  +1.5   +1.5                      +1.5
宮下 華暖(1)   3.38  3.53  3.06   3.53             3.53 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾉﾝ 南箕輪中   +1.2  +2.6  -0.7   +2.6                      +2.6
宮下 心花(1)   3.15  3.49  3.37   3.49             3.49 
ﾐﾔｼﾀ ﾐﾊﾅ 高森中   +1.2  +2.0  +0.1   +2.0                      +2.0
新井 柚香(2)   3.40  3.46   -    3.46             3.46 
ｱﾗｲ ﾕｽﾞｶ 中川中   +1.1  +0.5         +0.5                      +0.5
酒井 沙恵(2)   3.34  2.95  3.21   3.34             3.34 
ｻｶｲ ｻｴ 春富中   +0.8  +1.6  +2.1   +0.8                      +0.8
水上 虹実(1)   3.07  3.15  3.19   3.19             3.19 
ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾐ 駒ヶ根東中   +0.5  +0.5  +0.5   +0.5                      +0.5
有賀 優月(1)   3.13  3.13  3.10   3.13             3.13 
ｱﾙｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 茅野東部中   +0.9  +1.2  +2.4   +0.9                      +0.9
保科 祥子(1)   3.05  2.97   x    3.05             3.05 
ﾎｼﾅ ｼｮｳｺ 宮田中   -0.6  +0.7         -0.6                      -0.6
福澤 音羽(1)   2.86  2.97  2.86   2.97             2.97 
ﾌｸｻﾞﾜ ｵﾄﾊ 駒ヶ根東中   +0.3  +1.4  +1.2   +1.4                      +1.4
星野 瑳那(1)    x   2.60  2.80   2.80             2.80 
ﾎｼﾉ ｻﾅ 宮田中         +1.8  +0.4   +0.4                      +0.4
岡江 琴音(1)   2.28   x   2.32   2.32             2.32 
ｵｶｴ ｺﾄﾈ 箕輪中   +1.5        +0.7   +0.7                      +0.7
内川 千鶴(3)    x    x    x                   NM
ｳﾁｶﾜ ﾁﾂﾞﾙ 岡谷西部中                                                   
高木 菜緒(1)                            DNS
ﾀｶｷﾞ ﾅｵ 岡谷北部中                                                   

2 8  8604

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -4- -5- -6- 記録 備考

1 27  8542

所属名 -1- -2- -3-

3 18  8075

4 25  8185

5 12  7864

6 14  8079

7 22  8077

8 19  7851

14 21  7855

9 17  8178

10 16  8191

11

12 13  7872

13 15   345

10  8310

15 20  8256

16 23  8042

17 4  8388

18 7  8328

19 5  8181

20 11  8280

21 2  7870

22 9  8193

23 6  8283

24 3  8194

25 1  8026

24  7572

26  7593



[ 2組]
 ３回の
 最高記録

小倉 歩華(3)   5.35   x   4.90   5.35   5.19   x   5.19   5.35 
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 岡谷南高   +0.9        -1.1   +0.9   +1.7        +2.6   +0.9
大﨑 にこ(2)    x   4.80  4.84   4.84   5.05  5.07  5.28   5.28 
ｵｵｻｷ ﾆｺ 東海大諏訪高          0.0  +1.5   +1.5   +1.7  +1.6  +4.0   +4.0
濵田 みなと(3)   4.81  4.54  4.76   4.81   4.98  5.07  5.23   5.23 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 東海大諏訪高   +2.1  +1.1  +1.6   +2.1   +5.1  +1.4  +3.9   +3.9
小口 葉奈(3)    x   5.05   x    5.05   5.14   -    -    5.14 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 東海大諏訪高         +1.6         +1.6   +2.7               +2.7
塩澤 舞(3)   4.93  4.96  4.70   4.96   4.98  4.98  4.91   4.98 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ 下伊那農高   +1.7  +2.8  +1.8   +2.8   +2.6  +2.0  +2.2   +2.0
箱田 真奈美(2)   4.90  4.69  4.93   4.93    x   4.84   x    4.93 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉高   +1.4  +0.9  +0.9   +0.9         +1.1         +0.9
丸茂 花愛(2)   4.77  4.73  4.75   4.77    x   4.93  4.80   4.93 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 岡谷南高   +0.9  -0.3  +2.4   +0.9         +2.5  +3.3   +2.5
小松 優月(2)   4.57  2.61  4.48   4.57    x   4.53   x    4.57 
ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ 岡谷東部中   +0.6  +2.0  +2.0   +0.6         +1.3         +0.6
赤羽 七生(1)    x   4.33  4.47   4.47             4.47 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅｵ 赤穂高         +1.2  +0.6   +0.6                      +0.6
城倉 風花(2)   4.42  4.39   x    4.42             4.42 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ 伊那弥生ヶ丘高   +1.9  +1.0         +1.9                      +1.9
海老原 千咲(1)   4.40  4.25  4.34   4.40             4.40 
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁｻｷ 諏訪南中   +0.2  +0.7  +0.4   +0.2                      +0.2
相馬 里瑠(2)   4.34  4.16  4.32   4.34             4.34 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 下諏訪向陽高   -0.1  +1.5   0.0   -0.1                      -0.1
山田 怜来(2)    x    x   4.34   4.34             4.34 
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明中               +0.5   +0.5                      +0.5
小日向 慧(2)   4.33  4.17  4.29   4.33             4.33 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲ 伊那北高   +0.4  +0.5  +1.0   +0.4                      +0.4
竹内 ひかり(1)   4.00   x   4.32   4.32             4.32 
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 赤穂高   +0.9        +1.6   +1.6                      +1.6
向山 飛鳥(2)   4.21  4.16  4.19   4.21             4.21 
ﾑｶｲﾔﾏ ｱｽｶ 岡谷東高   +0.2  +1.1  +0.2   +0.2                      +0.2
岡田 陽菜(1)   3.85  4.16  4.07   4.16             4.16 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ 岡谷東部中   -0.3  +3.0  +1.6   +3.0                      +3.0
三澤 汐音(1)   3.32  4.02  4.13   4.13             4.13 
ﾐｻﾜ ｼｵﾝ 箕輪中   +1.1  +3.2  +1.1   +1.1                      +1.1
伊藤 彩羽(1)   4.05  4.00   x    4.05             4.05 
ｲﾄｳ ｲﾛﾊ 伊那弥生ヶ丘高   +1.9  +1.2         +1.9                      +1.9
伊藤 心美(1)    x    x   3.98   3.98             3.98 
ｲﾄｳ ｺｺﾐ 岡谷東高               -0.4   -0.4                      -0.4
山田 琥珀(2)    x   3.86  3.90   3.90             3.90 
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊｸ 岡谷東部中         +1.3  +1.3   +1.3                      +1.3
中原 寧々(2)   3.70  3.84  3.80   3.84             3.84 
ﾅｶﾊﾗ ﾈﾈ 伊那北高   -0.5  +1.4  +1.6   +1.4                      +1.4
伊藤 陽香(3)   3.72  3.58  3.57   3.72             3.72 
ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 岡谷北部中   +1.3  +3.3  -0.4   +1.3                      +1.3
滝 彩愛(3)   3.43  3.12  3.35   3.43             3.43 
ﾀｷ ｱﾔﾅ 岡谷北部中   +2.5  +4.1  +1.1   +2.5                      +2.5
宮嶋 咲穂(1)   3.23  3.00  3.28   3.28             3.28 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾎ 高森中   +1.3  +1.4  +1.7   +1.7                      +1.7
高橋 世莉子(3)                            DNS
ﾀｶﾊｼ ﾖﾘｺ 信大                                                   

2 23    28

女子

走幅跳

順位 試技 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 24   175

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

3 22    40

4 20    38

5 21   483

6 19   107

7 17   182

8 8  7662

14 10   269

9 18   341

10 9   312

11

12 11   119

13 13  7789

14  7770

15 15   350

16 12   160

17 7  7640

18 6  8021

19 2   318

20 5   150

16  9015

21 1  7634

22 3   279

23

24 26  7600

25 4  8401

25  7602



決勝 7月18日 11:30

長野県記録(NR)                  13.70 鷹野 絹子                    東女体大         1977/10/16  
長野県高校記録(KR)              13.65 大矢 結麻                    丸子実           2006/5/13   
大会記録(GR)                    12.05 中山 裕子                    高遠高           2004        

 ３回の
 最高記録

高橋 世莉子(3)
ﾀｶﾊｼ ﾖﾘｺ 信大
吉川 つづり
ｷｯｶﾜ ﾂﾂﾞﾘ 上伊那陸協
下村 美優(1)
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 伊那北高
矢﨑 梨奈(1)
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 諏訪実高
溝口 陽菜(1)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 諏訪二葉高
星野 水澪(3)
ﾎｼﾉ ﾐｵ 宮田中
唐澤 歌音(1)
ｶﾗｻﾜ ｶﾉﾝ 長峰中
平井 茉由佳(3)
ﾋﾗｲ ﾏﾕｶ 岡谷西部中
林 未緒(1)
ﾊﾔｼ ﾐｵ 長峰中

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

        7.66 

備考

1 7  9015
  8.09  7.58  8.09   8.09   7.94  7.15

-3-

   7.91   7.57  7.91    x   7.86

-4- -5- -6- 記録

  7.67  8.09 

5 5   114
  7.15  6.49  6.56

2 9  9012
  7.91  7.91  7.90

  7.55  7.55 

   6.70   6.55  7.04  7.15

3 8   268
  7.66   x    r    7.66    

  7.15 

4 6    46
  7.55  7.04  7.51   7.51   7.43  7.21

  6.01  6.02 

7 1  7862
  5.90  5.70  5.68   5.70   5.74  5.20  5.90  5.90 

6 3  8205
  6.02  5.94  5.85   5.94   5.59  6.02

  5.15 

8 4  7575
  5.71  5.06  5.71   5.71   5.31  5.71 

9 2  7865
  5.15  3.23  4.55   5.15

  5.51  5.39



決勝 7月18日  9:00

 ３回の
 最高記録

柄澤 真野
ｶﾗｻﾜ ﾏﾔ 茅野市陸協
岩下 早紀
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 上伊那陸協
藤島 沙由希(3)
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 茅野高
矢澤 愛香(1)
ﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 赤穂高

 15.17 

   x   18.17    o    o    x  18.17 

   x        x  15.17

2 3  9011
   o

   x
4 1   345

   x    x

3 2    16
 18.17   o

 27.58   o   27.58    x    o  27.72  27.72

 30.19 
1 4  9040

 30.19   -    -   30.19    -    -    -

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- -5- -6- 記録 備考-4-
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長野県記録(NR)                  57.17 山本 晴美                    長野市陸協       2001/6/8    
長野県高校記録(KR)              55.33 倉田 紗優加                  伊那北           2022/6/18   
大会記録(GR)                    41.06 北野 緋菜                    阿南高           2018        

 ３回の
 最高記録

倉田 紗優加(3) 大会新
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 伊那北高
城倉 涼花(2)
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那弥生ヶ丘高
後澤 香菜(2)
ｺﾞｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高
松村 美佑(3)
ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 飯田女子高
代田 那菜(3)
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 飯田女子高
向山 ますみ
ﾑｶｲﾔﾏ ﾏｽﾐ 上伊那陸協
山本 結萌(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 下伊那農高
畔上 陽菜(2)
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 岡谷南高
矢﨑 梨奈(1)
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 諏訪実高
田中 萌衣(1)
ﾀﾅｶ ﾒｲ 伊那北高
樋郡 冬華(2)
ﾋｺﾞｵﾘ ﾌﾕｶ 伊那西高
下村 美優(1) DNS
ｼﾓﾑﾗ ﾐﾕ 伊那北高

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 12   281
   o    o  50.78  50.78  52.78

-2- -3-

 52.78 

記録

   o  30.90

-4- -5- -6-

   o    o

2 11   315
   o  29.00   o    o  30.90 

3 10   418
   o  26.15

4 8   428
 25.41   o    x    o  25.95 

   o   26.15    o    o    o  26.15 

  25.41    o  25.95

  29.00

 23.56  23.56    o    o    o  23.56 

  21.70    o    o 21.70  23.37 23.37 

5 5   445
   o    o

6 9  9026
   o    o

 21.27  21.27    o    o  22.82 22.82 

  18.25    o    o 18.25  19.14 19.14 

7 6   486
   o    o

8 2   181
   o    o

9 4    46
   x    o

          13.18 

10 3   275
   o    o  17.41

 17.72  17.72           17.72 

  17.41       

   

    17.41 

11 1   323
 13.18   o    x   13.18

       
7   268
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