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■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 試合放棄

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
他の競技者を妨害した (R163-2)
他のレーンに入った (R163-3a)
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b)
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5)
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
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 (R170-7)
リレーでテイク・オーバーゾーンの外からスタートした (R170-9)
()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

■その他の略号の説明
警告
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FS
T1

13:00 晴れ 21.1 35.0 東

T8
R1

東 2.0
11:00 晴れ 23.3 35.0 北東 2.1

〇 ✖ － ｒ

10月29日 8:40 晴れ 19.5 40.0 北東 1.3
9:00 晴れ 21.7 36.0 北東 1.4
10:00 晴れ 23.0 35.0 北東 3.0

1.1
12:00 晴れ 22.5 35.0

■ グラウンドコンディション
月日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(m/s)

記録情報主任 桜井 健一

■ この大会で樹立された記録

総 務 桐山 勝次
審 判 長 遠山 正洋

第5回 上伊那トライアル
記　録　集

期 日 令和４年１０月２９日（土）
主 催 上伊那陸上競技協会
会 場 伊那市陸上競技場（競技場コード：172030）



ﾄﾗｯｸ審判長 遠山 正洋

跳躍審判長 遠山 正洋
投てき審判長 遠山 正洋

【開催日】 令和4年10月29日（土） 記録主任 桜井 健一

【主催団体】 上伊那陸上競技協会 決勝記録一覧表
女  子 【競技場】伊那市陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

10/29 女子 宮澤 希(2) 12.46 小林 南実 12.52 光澤 琥珀(2) 12.84 山田 聖来(1) 12.92 塩澤 みのり(2) 13.05 池田 よつば(2) 春富中 13.20 福澤 琉色(1) 13.34
100m ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 諏訪二葉高 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 柳 美結(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 南箕輪中

10/29 宮澤 希(2) 25.97 福澤 琉色(1) 27.11 矢島 柚那(3) 27.17 六波羅 琉菜(2) 28.37 大槻 恵永ｹﾘｰ(2) 箕輪中 28.41 西村 陽菜(1) 28.62 熊谷 綾乃(1) 28.83
200m ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 南箕輪中 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 伊那弥生ヶ丘高 河野 恭子(1) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 上伊那農高 飯田高

10/29 金森 佑奈(4) 1:00.73 岡村 瑚白(1) 1:02.44 前田 未羽(1) 1:06.25 原田 妃菜(2) 1:07.27 竹内 ひかり(1) 1:11.08 伊藤 優楽(1) 1:11.30 松澤 亜夢(1) 1:14.85
400m 法大 飯田風越高 赤穂高 伊那弥生ヶ丘高 赤穂高 赤穂高 赤穂高

10/29 唐澤 愛佳(2) 2:26.26 小林 みさと(2) 2:30.65 山田 怜来(2) 2:30.84 湯澤 帆花(2) 2:31.94 米澤 碧海(2) 2:33.33 荻原 真柚(2) 2:33.47 濱野 しおり(2) 2:48.73 羽柴 りえ(3) 2:49.06
800m 伊那弥生ヶ丘高 諏訪二葉高 永明中 飯田高 南箕輪中 箕輪中 宮田中 駒ヶ根東中

10/29  +1.7 中村 千果(2) 16.76 相馬 里瑠(2) 17.56
100mH(0.838m) 飯田風越高 下諏訪向陽高

10/29 上村 文寧(2) 1.53 山下 心花(1) 1.47 前里 咲耀(2) 1.47 梶谷 はる(3) 1.35 武井 双葉(2) 南箕輪中 1.25 佐野 志織(1) 1.20
走高跳 諏訪二葉高 諏訪二葉高 飯田高 宮田中 川上 七海(1) 高遠高 赤穂高

織井 瑞希(2) 春富中
10/29 篭田 心優(2) 2.60 向山 優菜(3) 2.50 向山 綾音(1) 1.80

棒高跳 春富中 箕輪中 箕輪中
10/29 小林 南実 5.51(+3.1) 櫻井 音寧(2) 5.01(+0.6) 海老原 千咲(1) 4.76(+1.3) 相馬 里瑠(2) 4.59(+2.3) 上村 文寧(2) 4.57(+2.2) 宮下 華凜(2) 4.48(+1.9) 小林 日菜花(2) 4.42(+1.2) 林 かれん(1) 4.39(+1.3)

走幅跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 緑ヶ丘中 諏訪南中 下諏訪向陽高 諏訪二葉高 南箕輪中 南箕輪中 飯田高陵中
10/29 溝口 陽菜(1) 6.79

砲丸投(4.000kg) 諏訪二葉高
10/29 城倉 涼花(2) 31.88 後沢 香菜(2) 19.87

やり投(600g) 伊那弥生ヶ丘高 飯田高
10/29 松川陸上ｸﾗﾌﾞ       51.56 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       54.05 赤穂中       54.06 南箕輪中       54.11 伊那弥生ヶ丘高       54.30 箕輪中       56.95 伊那東部中       57.71 駒ヶ根東中       59.34

4×100m 光澤 琥珀(2) 久保田 陽香(2) 長岩 里桜(1) 武井 双葉(2) 福澤 さくら(1) 根橋 紅羽(2) 樋口 結泉(1) 大沼 美月(1)
塩澤 みのり(2) 藤本 心美(1) 権田 なほ(1) 小林 日菜花(2) 橋爪 万智(2) 山中 陽づき(1) 小林 虹光(1) 竹村 心玖(1)
鈴木 梨夏(1) 林 亜優香(2) 鈴木 かなで(2) 宮下 華凜(2) 城倉 風花(2) 三澤 汐音(1) 中山 由衣(2) 水上 虹実(1)
柳 美結(1) 宮澤 希(2) 山本 結友(2) 福澤 琉色(1) 六波羅 琉菜(2) 大槻 恵永ｹﾘｰ(2) 下島 有里菜(2) 下宮 唯颯(1)

10/29 中学女子 中山 桃(2) 16.07 山下 恋花(2) 16.40 梶谷 きこ(1) 16.72 高坂 絢乃(1) 17.08 藤本 心美(1) 17.83 林 亜優香(2) 18.14 池田 よつば(2) 19.70 前里 海紗(1) 20.03
100mH(0.762-8.0m) 諏訪南中 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 宮田中 宮田中 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 春富中 緑ヶ丘中

10/29 友竹 杏希(2) 9.85 湯澤 未依紗(2) 8.83 伊藤 智夏(2) 8.50 小椋 はるか(2) 7.51 萩原 歩生(1) 6.18 平出 朱乃(1) 5.03
砲丸投(2.721kg) 飯田高陵中 駒ヶ根東中 南箕輪中 春富中 辰野中 辰野中

10/29 水上 虹実(1) 28.75 海老原 千咲(1) 25.98 樋口 結泉(1) 25.20 湯澤 未依紗(2) 24.53 山本 結友(2) 24.46 友竹 杏希(2) 21.51 星野 水澪(3) 19.17
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 駒ヶ根東中 諏訪南中 伊那東部中 駒ヶ根東中 赤穂中 飯田高陵中 宮田中

10/29 小学6年女子  +1.0 高木 穂菜実(6) 13.32 宮入 にこ(6) 14.63 島村 桃歌(6) 14.89 伊藤 莉子(6) 14.97 大門 知歩(6) 15.17
100m 伊那AC 箕輪中部小 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

10/29 小学5年女子  +3.5 佐々木 心春(5) 14.49 河野 恵子(5) 14.93 福澤 唯色(5) 15.19 倉田 文華(5) 15.22 伊藤 凛乃(5) 15.29 太田 心陽(5) 15.41 林 杏理(5) 15.47
100m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 伊那AC 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 伊那AC 伊那AC

10/29 小学4年女子 小林 実咲(4) 14.57 柏原 優子(4) 14.68 河西 来奈(4) 15.09 城鳥 結菜(4) 15.35 笠原 朋楓(4) 15.64 進藤 優花(4) 15.75 米山 彩音(4) 15.80 北原 由渚(4) 15.92
100m 伊那小 岡田小 諏訪FA 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 諏訪FA 諏訪FA 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

10/29 小学3年女子  +1.5 扇田 紗季(3) 16.10 井原 梨陽(3) 16.85 林 千夏(3) 16.88 征矢 愛莉(3) 18.37 深澤 里々(3) 19.20
100m 諏訪FA 岡谷市陸上教室 伊那AC 箕輪中部小 COZYTFC伊那



決勝 10月29日 12:15

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   
長野県中学記録(CR)              11.80 寺平 祈愛                    木祖             2022/8/3    

[ 1組] 風速 +2.3 [ 2組] 風速 +3.0

 1 樋口 結泉(1)     14.38  1 下島 有里菜(2)     14.06 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ 伊那東部中 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕﾘﾅ 伊那東部中

 2 根橋 紅羽(2)     14.93  2 樋郡 結華(1)     14.21 
ﾈﾊﾞｼ ｸﾚﾊ 箕輪中 ﾋｺﾞｵﾘ ﾕｲｶ 赤穂中

 3 大沼 美月(1)     15.01  3 山中 陽づき(1)     14.23 
ｵｵﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 駒ヶ根東中 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾂﾞｷ 箕輪中

 4 野口 咲良(1)     15.18  4 鈴木 かなで(2)     14.25 
ﾉｸﾞﾁ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 赤穂中

 5 小澤 芽流(1)     15.24  5 林 亜優香(2)     14.29 
ｵｻﾞﾜ ﾒﾙ 赤穂中 ﾊﾔｼ ｱﾕｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 遠田 七海(2)     15.27  6 井戸 友理(1)     14.38 
ｴﾝﾀﾞ ﾅﾅﾐ 赤穂中 ｲﾄﾞ ﾕｳﾘ 箕輪中

 7 大森 美羽(1)     15.74  7 久保田 陽香(2)     14.43 
ｵｵﾓﾘ ﾐｳ 辰野中 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 8 桑澤 乃愛(1)     16.01  8 小林 優月(2)     14.46 
ｸﾜｻﾞﾜ ﾉｱ 箕輪進修高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 赤穂中

[ 3組] 風速 +3.4 [ 4組] 風速 +2.3

 1 小林 日菜花(2)     13.83  1 林 かれん(1)     13.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ 南箕輪中 ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 飯田高陵中

 2 田畑 胡桃(1)     14.03  2 権田 なほ(1)     13.65 
ﾀﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ 三郷中 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ 赤穂中

 3 山本 結友(2)     14.06  3 赤羽 優花(1)     13.66 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 赤穂中 ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ 上伊那農高

 4 三澤 汐音(1)     14.11  4 小倉 結芽(2)     13.73 
ﾐｻﾜ ｼｵﾝ 箕輪中 ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 竹村 心玖(1)     14.22  5 六波羅 琉菜(2)     13.74 
ﾀｹﾑﾗ ﾐｸ 駒ヶ根東中 ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 6 武井 双葉(2)     14.56  6 片桐 颯華(1)     13.82 
ﾀｹｲ ﾌﾀﾊﾞ 南箕輪中 ｶﾀｷﾞﾘ ﾌｳｶ 緑ヶ丘中

 7 唐澤 彩実(2)     15.32  7 熊谷 綾乃(1)     13.84 
ｶﾗｻﾜ ｱﾔﾐ 辰野中 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ 飯田高

[ 5組] 風速 +3.3 [ 6組] 風速 +3.0

 1 池田 よつば(2)     13.20  1 宮澤 希(2)     12.46 
ｲｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ 春富中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 福澤 琉色(1)     13.34  2 小林 南実     12.52 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾙｲ 南箕輪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾐ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 長岩 里桜(1)     13.37  3 光澤 琥珀(2)     12.84 
ﾅｶﾞｲﾜ ﾘｵ 赤穂中 ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 藤本 心美(1)     13.42  4 山田 聖来(1)     12.92 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 諏訪二葉高

 5 鈴木 梨夏(1)     13.46  5 塩澤 みのり(2)     13.05 
ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 加藤 妃心(2)     13.53  6 柳 美結(1)     13.20 
ｶﾄｳ ﾋﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 西村 陽菜(1)     13.65   矢島 柚那(3)      
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 上伊那農高 ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

3  8242 4

DNS

8  8366 6  8446
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 8365
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4  8445 2  8397
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2  7970 7   408

2  8176 7  8584
No. 氏  名順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 記録／備考

4  8238 2   234

3  8275 4   314

5  8021 5  7822

7  6732 3  8239

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
8  8050 6  8420

2  8024

8   217

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 所属名 記録／備考

6  7951 6  8583

1  8226

2  8603 7  8221

1  8277 4  8023

7  8240 8  8634

3  8237

4  8018 5  8241

所属名 記録／備考
5  8131 3  8125

ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 宮澤 希(2) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     12.46 (+3.0)   6   1
   2 小林 南実 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     12.52 (+3.0)   6   2
   3 光澤 琥珀(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     12.84 (+3.0)   6   3
   4 山田 聖来(1) 諏訪二葉高     12.92 (+3.0)   6   4
   5 塩澤 みのり(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.05 (+3.0)   6   5
   6 池田 よつば(2) 春富中     13.20 (+3.3)   5   1
   6 柳 美結(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.20 (+3.0)   6   6
   8 福澤 琉色(1) 南箕輪中     13.34 (+3.3)   5   2
   9 長岩 里桜(1) 赤穂中     13.37 (+3.3)   5   3
  10 藤本 心美(1) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.42 (+3.3)   5   4
  11 林 かれん(1) 飯田高陵中     13.46 (+2.3)   4   1
  11 鈴木 梨夏(1) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.46 (+3.3)   5   5
  13 加藤 妃心(2) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     13.53 (+3.3)   5   6
  14 権田 なほ(1) 赤穂中     13.65 (+2.3)   4   2
  14 西村 陽菜(1) 上伊那農高     13.65 (+3.3)   5   7
  16 赤羽 優花(1) 上伊那農高     13.66 (+2.3)   4   3
  17 小倉 結芽(2) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     13.73 (+2.3)   4   4
  18 六波羅 琉菜(2) 伊那弥生ヶ丘高     13.74 (+2.3)   4   5
  19 片桐 颯華(1) 緑ヶ丘中     13.82 (+2.3)   4   6
  20 小林 日菜花(2) 南箕輪中     13.83 (+3.4)   3   1
  21 熊谷 綾乃(1) 飯田高     13.84 (+2.3)   4   7
  22 田畑 胡桃(1) 三郷中     14.03 (+3.4)   3   2
  23 下島 有里菜(2) 伊那東部中     14.06 (+3.0)   2   1
  23 山本 結友(2) 赤穂中     14.06 (+3.4)   3   3
  25 三澤 汐音(1) 箕輪中     14.11 (+3.4)   3   4
  26 樋郡 結華(1) 赤穂中     14.21 (+3.0)   2   2
  27 竹村 心玖(1) 駒ヶ根東中     14.22 (+3.4)   3   5
  28 山中 陽づき(1) 箕輪中     14.23 (+3.0)   2   3
  29 鈴木 かなで(2) 赤穂中     14.25 (+3.0)   2   4
  30 林 亜優香(2) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.29 (+3.0)   2   5
  31 樋口 結泉(1) 伊那東部中     14.38 (+2.3)   1   1
  31 井戸 友理(1) 箕輪中     14.38 (+3.0)   2   6
  33 久保田 陽香(2) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     14.43 (+3.0)   2   7
  34 小林 優月(2) 赤穂中     14.46 (+3.0)   2   8
  35 武井 双葉(2) 南箕輪中     14.56 (+3.4)   3   6
  36 根橋 紅羽(2) 箕輪中     14.93 (+2.3)   1   2
  37 大沼 美月(1) 駒ヶ根東中     15.01 (+2.3)   1   3
  38 野口 咲良(1) 緑ヶ丘中     15.18 (+2.3)   1   4
  39 小澤 芽流(1) 赤穂中     15.24 (+2.3)   1   5
  40 遠田 七海(2) 赤穂中     15.27 (+2.3)   1   6
  41 唐澤 彩実(2) 辰野中     15.32 (+3.4)   3   7
  42 大森 美羽(1) 辰野中     15.74 (+2.3)   1   7
  43 桑澤 乃愛(1) 箕輪進修高     16.01 (+2.3)   1   8
    矢島 柚那(3) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ          (+3.0)DNS   6     7850
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決勝 10月29日 10:55

長野県記録(NR)                  23.66 君嶋 愛梨沙                  土木管理総合     2022/5/3    
長野県高校記録(KR)              24.44 深澤 あまね                  佐久長聖         2020/8/29   
長野県中学記録(CR)              24.86 寺平 祈愛                    木祖             2022/6/18   

[ 1組] 風速 +2.1 [ 2組] 風速 +2.6

 1 原田 妃菜(2)     29.37  1 六波羅 琉菜(2)     28.37 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 伊那弥生ヶ丘高 ﾛｸﾊﾗ ﾙﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 2 田中 結羽(1)     30.77  2 大槻 恵永ｹﾘｰ(2)     28.41 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 伊那弥生ヶ丘高 ｵｵﾂｷ ﾒｲｹﾘｰ 箕輪中

 3 織井 瑞希(2)     31.94  3 河野 恭子(1)     28.41 
ｵﾘｲ ﾐｽﾞｷ 春富中 ｺｳﾉ ｷｮｳｺ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 中山 由衣(2)     32.19  4 熊谷 綾乃(1)     28.83 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 伊那東部中 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾔﾉ 飯田高

 5 野口 咲良(1)     32.36  5 片桐 颯華(1)     29.61 
ﾉｸﾞﾁ ｻｸﾗ 緑ヶ丘中 ｶﾀｷﾞﾘ ﾌｳｶ 緑ヶ丘中

 6 下宮 唯颯(1)     33.58  6 藤森 紗理奈(2)     30.64 
ｼﾓﾐﾔ ｲﾌ 駒ヶ根東中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ 諏訪二葉高

  松﨑 志桜(2)      
ﾏﾂｻﾞｷ ｼｵ 辰野中

[ 3組] 風速 +1.0

 1 宮澤 希(2)     25.97 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 福澤 琉色(1)     27.11 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾙｲ 南箕輪中

 3 矢島 柚那(3)     27.17 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 西村 陽菜(1)     28.62 
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 上伊那農高

 5 赤羽 優花(1)     28.89 
ｱｶﾊﾈ ﾕｳｶ 上伊那農高

  能登 愛琉(2)      
ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田高

   1 宮澤 希(2) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     25.97 (+1.0)   3   1
   2 福澤 琉色(1) 南箕輪中     27.11 (+1.0)   3   2
   3 矢島 柚那(3) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     27.17 (+1.0)   3   3
   4 六波羅 琉菜(2) 伊那弥生ヶ丘高     28.37 (+2.6)   2   1
   5 大槻 恵永ｹﾘｰ(2) 箕輪中     28.41 (+2.6)   2   2
   5 河野 恭子(1) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     28.41 (+2.6)   2   3
   7 西村 陽菜(1) 上伊那農高     28.62 (+1.0)   3   4
   8 熊谷 綾乃(1) 飯田高     28.83 (+2.6)   2   4
   9 赤羽 優花(1) 上伊那農高     28.89 (+1.0)   3   5
  10 原田 妃菜(2) 伊那弥生ヶ丘高     29.37 (+2.1)   1   1
  11 片桐 颯華(1) 緑ヶ丘中     29.61 (+2.6)   2   5
  12 藤森 紗理奈(2) 諏訪二葉高     30.64 (+2.6)   2   6
  13 田中 結羽(1) 伊那弥生ヶ丘高     30.77 (+2.1)   1   2
  14 織井 瑞希(2) 春富中     31.94 (+2.1)   1   3
  15 中山 由衣(2) 伊那東部中     32.19 (+2.1)   1   4
  16 野口 咲良(1) 緑ヶ丘中     32.36 (+2.1)   1   5
  17 下宮 唯颯(1) 駒ヶ根東中     33.58 (+2.1)   1   6
    松﨑 志桜(2) 辰野中          (+2.1)DNS   1    
    能登 愛琉(2) 飯田高          (+1.0)DNS   3    
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決勝 10月29日  8:50

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   
長野県中学記録(CR)              57.81 三澤 百佳                    開成             2019/7/27   

 1 金森 佑奈(4)   1:00.73 
ｶﾅﾓﾘ ﾕｳﾅ 法大

 2 岡村 瑚白(1)   1:02.44 
ｵｶﾑﾗ ｺﾊｸ 飯田風越高

 3 前田 未羽(1)   1:06.25 
ﾏｴﾀﾞ ﾐｳ 赤穂高

 4 原田 妃菜(2)   1:07.27 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 伊那弥生ヶ丘高

 5 竹内 ひかり(1)   1:11.08 
ﾀｹｳﾁ ﾋｶﾘ 赤穂高

 6 伊藤 優楽(1)   1:11.30 
ｲﾄｳ ﾕﾗ 赤穂高

 7 松澤 亜夢(1)   1:14.85 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾑ 赤穂高

決勝 10月29日 13:00

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  
長野県中学記録(CR)            2:13.56 和田 有菜                    川中島           2014/7/19   

[ 1組] [ 2組]

 1 濱野 しおり(2)   2:48.73  1 唐澤 愛佳(2)   2:26.26 
ﾊﾏﾉ ｼｵﾘ 宮田中 ｶﾗｻﾜ ｱｲｶ 伊那弥生ヶ丘高

 2 羽柴 りえ(3)   2:49.06  2 小林 みさと(2)   2:30.65 
ﾊｼﾊﾞ ﾘｴ 駒ヶ根東中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 諏訪二葉高

 3 平澤 謡(1)   2:49.82  3 山田 怜来(2)   2:30.84 
ﾋﾗｻﾜ ｳﾀ 宮田中 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明中

 4 酒井 映里那(1)   2:57.06  4 湯澤 帆花(2)   2:31.94 
ｻｶｲ ｴﾘﾅ 岡谷北部中 ﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 飯田高

 5 上條 あかり(1)   3:14.86  5 米澤 碧海(2)   2:33.33 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｶﾘ 茅野東部中 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｵﾐ 南箕輪中

  伊藤 琉楠(1)       6 荻原 真柚(2)   2:33.47 
ｲﾄｳ ﾙﾅ 伊那東部中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾏﾕ 箕輪中

   1 唐澤 愛佳(2) 伊那弥生ヶ丘高     2:26.26   2   1
   2 小林 みさと(2) 諏訪二葉高     2:30.65   2   2
   3 山田 怜来(2) 永明中     2:30.84   2   3
   4 湯澤 帆花(2) 飯田高     2:31.94   2   4
   5 米澤 碧海(2) 南箕輪中     2:33.33   2   5
   6 荻原 真柚(2) 箕輪中     2:33.47   2   6
   7 濱野 しおり(2) 宮田中     2:48.73   1   1
   8 羽柴 りえ(3) 駒ヶ根東中     2:49.06   1   2
   9 平澤 謡(1) 宮田中     2:49.82   1   3
  10 酒井 映里那(1) 岡谷北部中     2:57.06   1   4
  11 上條 あかり(1) 茅野東部中     3:14.86   1   5
    伊藤 琉楠(1) 伊那東部中 DNS   1    
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決勝 10月29日  9:10

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  

風速 +1.7

 1 中村 千果(2)     16.76 
ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 飯田風越高

 2 相馬 里瑠(2)     17.56 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 下諏訪向陽高

  能登 愛琉(2)      
ﾉﾄ ｱｲﾙ 飯田高

決勝 10月29日  9:15

長野県中学記録(CR)              13.96 並木 彩華                    野沢             2022/8/20   

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +2.4

 1 藤本 心美(1)     17.83  1 中山 桃(2)     16.07 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南中

 2 池田 よつば(2)     19.70  2 山下 恋花(2)     16.40 
ｲｹﾀﾞ ﾖﾂﾊﾞ 春富中 ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 前里 海紗(1)     20.03  3 梶谷 きこ(1)     16.72 
ﾏｴｻﾞﾄ ﾐｻ 緑ヶ丘中 ｶｼﾞﾀﾆ ｷｺ 宮田中

 4 水上 虹実(1)     22.99  4 高坂 絢乃(1)     17.08 
ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾐ 駒ヶ根東中 ｺｳｻｶ ｱﾔﾉ 宮田中

  片桐 花望(1)       5 林 亜優香(2)     18.14 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾅﾉ 駒ヶ根東中 ﾊﾔｼ ｱﾕｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 廣瀬 美春(3)     23.43 
ﾋﾛｾ ﾐﾊﾙ 宮田中

   1 中山 桃(2) 諏訪南中     16.07 (+2.4)   2   1
   2 山下 恋花(2) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.40 (+2.4)   2   2
   3 梶谷 きこ(1) 宮田中     16.72 (+2.4)   2   3
   4 高坂 絢乃(1) 宮田中     17.08 (+2.4)   2   4
   5 藤本 心美(1) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     17.83 (+0.8)   1   1
   6 林 亜優香(2) ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     18.14 (+2.4)   2   5
   7 池田 よつば(2) 春富中     19.70 (+0.8)   1   2
   8 前里 海紗(1) 緑ヶ丘中     20.03 (+0.8)   1   3
   9 水上 虹実(1) 駒ヶ根東中     22.99 (+0.8)   1   4
  10 廣瀬 美春(3) 宮田中     23.43 (+2.4)   2   6
    片桐 花望(1) 駒ヶ根東中          (+0.8)DNS   1    
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決勝 10月29日 13:20

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）
長野県中学記録(CR)              48.17                              豊科北           2014/7/6    
                                      （湯本 珠実・臼井 美紅・齊藤 静花・木村 凌）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  8365 光澤 琥珀(2)     51.56 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｻﾞﾜ ｺﾊｸ
 8446 塩澤 みのり(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ
 8366 鈴木 梨夏(1)

ｽｽﾞｷ ﾘﾝｶ
 8397 柳 美結(1)

ﾔﾅｷﾞ ﾐﾕ
 2   1 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  8583 久保田 陽香(2)     54.05 

ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｴｰｼｰ ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙｶ
 8644 藤本 心美(1)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｺﾐ
 8634 林 亜優香(2)

ﾊﾔｼ ｱﾕｶ
 8584 宮澤 希(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 3   7 赤穂中  8242 長岩 里桜(1)     54.06 

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾅｶﾞｲﾜ ﾘｵ
 8239 権田 なほ(1)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾅﾎ
 8221 鈴木 かなで(2)

ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ
 8238 山本 結友(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ
 4   4 南箕輪中  8049 武井 双葉(2)     54.11 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾀｹｲ ﾌﾀﾊﾞ
 8050 小林 日菜花(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ
 8052 宮下 華凜(2)

ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ
 8041 福澤 琉色(1)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾙｲ
 5   6 伊那弥生ヶ丘高  317 福澤 さくら(1)     54.30 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾌｸｻﾞﾜ ｻｸﾗ
  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 箕輪中  8018 根橋 紅羽(2)     56.95 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾈﾊﾞｼ ｸﾚﾊ
 8023 山中 陽づき(1)

ﾔﾏﾅｶ ﾋﾂﾞｷ
 8021 三澤 汐音(1)

ﾐｻﾜ ｼｵﾝ
 8019 大槻 恵永ｹﾘｰ(2)

ｵｵﾂｷ ﾒｲｹﾘｰ
 7   3 伊那東部中  8131 樋口 結泉(1)     57.71 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ
 8132 小林 虹光(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺ
 8127 中山 由衣(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ
 8125 下島 有里菜(2)

ｼﾓｼﾞﾏ ﾕﾘﾅ
 8   2 駒ヶ根東中  8277 大沼 美月(1)     59.34 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｵｵﾇﾏ ﾐｽﾞｷ
 8275 竹村 心玖(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾐｸ
 8280 水上 虹実(1)

ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾐ
 8281 下宮 唯颯(1)

ｼﾓﾐﾔ ｲﾌ

女子

4×100m

決勝



決勝 10月29日 11:00

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    
長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/9/28   

1m44 1m47 1m50 1m53 1m56 1m59
上村 文寧(2) - - - - - - - - - -
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 諏訪二葉高 - - o o - xxx
山下 心花(1) - - - - - - - - o xo
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 諏訪二葉高 xxo o xxx
前里 咲耀(2) - - - - - - - xo xxo xxo
ﾏｴｻﾞﾄ ｻﾖ 飯田高 xxo o xxx
梶谷 はる(3) - - - - o o xo o xxx
ｶｼﾞﾀﾆ ﾊﾙ 宮田中
武井 双葉(2) - - - o o xo xxx
ﾀｹｲ ﾌﾀﾊﾞ 南箕輪中
川上 七海(1) - - - o o xo xxx
ｶﾜｶﾐ ﾅﾅﾐ 高遠高
織井 瑞希(2) - - - o o xo xxx
ｵﾘｲ ﾐｽﾞｷ 春富中
佐野 志織(1) - - - xo o xxx
ｻﾉ ｼｵﾘ 赤穂高
小林 虹光(1) o o o xo xxo xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺ 伊那東部中
福澤 音羽(1) o o o o xxx
ﾌｸｻﾞﾜ ｵﾄﾊ 駒ヶ根東中
富田 帆乃佳(2) o o o xxx
ﾄﾐﾀ ﾎﾉｶ 南箕輪中
御子柴 直美(2) DNS
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ 諏訪中

決勝 10月29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   
長野県中学記録(CR)               3.45 岡田 莉歩                    軽井沢A&AC       2020/10/31  

篭田 心優(2)
ｶｺﾞﾀ ｺｺﾛ 春富中
向山 優菜(3)
ﾑｶｲﾔﾏ ﾕｳﾅ 箕輪中
向山 綾音(1)
ﾑｶｲﾔﾏ ｱﾔﾈ 箕輪中
星野 瑳那(1) NM
ﾎｼﾉ ｻﾅ 宮田中
石曽根 葵(1) DNS
ｲｼｿﾞﾈ ｱｵｲ 赤穂高

     
3   346

 1.80

1  8194
xxx      

 2.50

3 2  8028
o xo xxx

- o o xxo o
2 5  8006

- -

記録 備考
1 4  8179

- - - - o - o o xxx  2.60

2m40 2m50 2m60 2m70 2m80

xxx

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m60 1m80 2m00 2m20 2m30

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m00 1m05 1m38 1m41

記録 備考

1 12   108
 1.53

1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35

2 11   111
 1.47

3 10   416
 1.47

4 9  8204
 1.35

5 3  8049
 1.25

5 7   246
 1.25

5 8  8180
 1.25

8 4   349
 1.20

9 5  8132
 1.20

6  7731
     

10 1  8283
 1.15

11 2  8051
 1.10



決勝 10月29日  9:00

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   
長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/8/31   

小林 南実   5.39   x   5.51   5.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾐ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +0.9        +3.1   +3.1
櫻井 音寧(2)   5.01  4.82  4.94   5.01 
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 緑ヶ丘中   +0.6  +0.7  +3.5   +0.6
海老原 千咲(1)   4.76   x   4.38   4.76 
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁｻｷ 諏訪南中   +1.3        +1.9   +1.3
相馬 里瑠(2)    x   4.59  4.28   4.59 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 下諏訪向陽高         +2.3  +2.0   +2.3
上村 文寧(2)    x   4.54  4.57   4.57 
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 諏訪二葉高         +2.3  +2.2   +2.2
宮下 華凜(2)    x   4.34  4.48   4.48 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾘﾝ 南箕輪中         +0.6  +1.9   +1.9
小林 日菜花(2)   4.42  4.39  4.38   4.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅｶ 南箕輪中   +1.2  +1.2  +2.4   +1.2
林 かれん(1)    x   4.04  4.39   4.39 
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 飯田高陵中         +0.9  +1.3   +1.3
鈴木 かなで(2)   4.24   x   4.31   4.31 
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 赤穂中   +1.2        +0.6   +0.6
三澤 汐音(1)   4.28  4.21  4.17   4.28 
ﾐｻﾜ ｼｵﾝ 箕輪中   +4.0  +2.0  +2.9   +4.0
城倉 風花(2)    x    x   4.27   4.27 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾌｳｶ 伊那弥生ヶ丘高               +0.5   +0.5
長岩 里桜(1)    x   4.12  4.12   4.12 
ﾅｶﾞｲﾜ ﾘｵ 赤穂中         +2.0  +2.3   +2.0
宮澤 杏奈(2)   3.76  3.72  4.00   4.00 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 辰野中   +1.6  +1.5  +1.5   +1.5
犬塚 結菜(2)    x   3.87  3.66   3.87 
ｲﾇﾂﾞｶ ﾕｳﾅ 春富中         +0.7  +0.4   +0.7
伊藤 彩羽(1)    x    x   3.86   3.86 
ｲﾄｳ ｲﾛﾊ 伊那弥生ヶ丘高               +1.8   +1.8
前里 海紗(1)   3.38  3.25  3.83   3.83 
ﾏｴｻﾞﾄ ﾐｻ 緑ヶ丘中   +1.2  +1.6  +1.4   +1.4
加藤 はつき(2)   3.28  3.73   x    3.73 
ｶﾄｳ ﾊﾂｷ 宮田中   +0.6  +1.3         +1.3
保科 祥子(1)   3.49  3.63  3.37   3.63 
ﾎｼﾅ ｼｮｳｺ 宮田中   +1.1  +2.7  +0.7   +2.7
有賀 優月(1)   3.42  3.48  3.48   3.48 
ｱﾙｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 茅野東部中   +0.8  +1.0  +0.7   +0.7
宮脇 妃菜(1)   3.40  3.45  3.48   3.48 
ﾐﾔﾜｷ ﾋﾅ 駒ヶ根東中   -0.2  +1.7  +3.5   +3.5
山室 星令那(1)   3.12  3.32  3.11   3.32 
ﾔﾏﾑﾛ ｾﾚﾅ 伊那東部中   +1.3  +2.5  +2.4   +2.5

21 1  8130

19 5  7870

20 3  8278

17 6  8191

18 2  8193

15 12   318

16 7  8604

13 9  7972

14 4  8178

11 11   312

12 8  8242

9 15  8221

10 10  8021

7 17  8050

8 16  8420

5 20   108

6 13  8052

3 19  7770

4 14   119

備考

1 21  9000

2 18  8931

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録

女子



決勝 10月29日  9:00

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   

溝口 陽菜(1)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 諏訪二葉高

決勝 10月29日 12:00

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   

城倉 涼花(2)
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那弥生ヶ丘高
後沢 香菜(2)
ｺﾞｻﾞﾜ ｶﾅ 飯田高

  6.34  6.79

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

1 1   114

備考

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- 記録

記録

 31.88 31.88 

  6.79   6.60

備考

2 1   418

女子

やり投(600g)

2   315
   o    o

1

 19.87   o    o  19.87 

-3-



決勝 10月29日  9:00

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/8/24   

友竹 杏希(2)
ﾄﾓﾀｹ ｱﾉ 飯田高陵中
湯澤 未依紗(2)
ﾕｻﾞﾜ ﾐｲｻ 駒ヶ根東中
伊藤 智夏(2)
ｲﾄｳ ﾄﾓｶ 南箕輪中
小椋 はるか(2)
ｵｸﾞﾗ ﾊﾙｶ 春富中
萩原 歩生(1)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｵｲ 辰野中
平出 朱乃(1)
ﾋﾗｲﾃﾞ ｼｭﾉ 辰野中

決勝 10月29日 10:30

長野県中学記録(CR)              58.63 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/10/11  

水上 虹実(1)
ﾐｽﾞｶﾐ ｺｳﾐ 駒ヶ根東中
海老原 千咲(1)
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁｻｷ 諏訪南中
樋口 結泉(1)
ﾋｸﾞﾁ ﾕｲ 伊那東部中
湯澤 未依紗(2)
ﾕｻﾞﾜ ﾐｲｻ 駒ヶ根東中
山本 結友(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 赤穂中
友竹 杏希(2)
ﾄﾓﾀｹ ｱﾉ 飯田高陵中
星野 水澪(3)
ﾎｼﾉ ﾐｵ 宮田中
酒井 沙恵(2) DNS
ｻｶｲ ｻｴ 春富中

 19.17 

1  8181
             

7 2  8205
   x    x  19.17

 24.46 

6 5  8456
   o  21.51   o  21.51 

5 3  8238
   x  24.46   o

 25.20 

4 4  8265
   o    o  24.53 24.53 

3 6  8131
   o  25.20   x

2 8  7770
   o    o  25.98 25.98 

-2- -3- 記録 備考

1 7  8280
   o    o  28.75

  5.03 

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

6 1  7982
  4.43  5.03  4.84

 28.75 

  7.51 

5 2  7952
  6.18  5.25  6.13  6.18 

4 3  8177
  7.32  6.78  7.51

3 5  8048
  8.29  8.50  8.09  8.50 

2 4  8265
  8.26  8.56  8.83

備考

1 6  8456
  8.36  9.85  9.18  9.85 

  8.83 

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録



決勝 10月29日 11:05

長野県小学生記録(ER)            12.81 大熊 杏美                    坂城JAC          2019/8/10   

風速 +1.0

 1 高木 穂菜実(6)     13.32 
ﾀｶｷﾞ ﾎﾅﾐ 伊那AC

 2 宮入 にこ(6)     14.63 
ﾐﾔｲﾘ ﾆｺ 箕輪中部小

 3 島村 桃歌(6)     14.89 
ｼﾏﾑﾗ ﾓﾓｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 伊藤 莉子(6)     14.97 
ｲﾄｳ ﾘｺ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 大門 知歩(6)     15.17 
ﾀﾞｲﾓﾝ ﾁﾎ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

決勝 10月29日 11:10

長野県小学生記録(ER)            12.81 大熊 杏美                    坂城JAC          2019/8/10   

風速 +3.5

 1 佐々木 心春(5)     14.49 
ｻｻｷ ｺﾊﾙ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 河野 恵子(5)     14.93 
ｺｳﾉ ｹｲｺ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 福澤 唯色(5)     15.19 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｲ 伊那AC

 4 倉田 文華(5)     15.22 
ｸﾗﾀ ﾌﾐｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 伊藤 凛乃(5)     15.29 
ｲﾄｳ ﾘﾉ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 6 太田 心陽(5)     15.41 
ｵｵﾀ ﾐﾊﾙ 伊那AC

 7 林 杏理(5)     15.47 
ﾊﾔｼ ｱﾝﾘ 伊那AC

  渋谷 優心(5)      
ｼﾌﾞﾔ ﾕﾅ 伊那AC

小学6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学5年女子

100m

7  9102

8  9134

4  9113

4  9114

3  9122

5  9116

3  9105

8  9121

記録／備考

DNS

 9104

2  9115

5

1  9106

7  9103

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  9112



決勝 10月29日 11:15

長野県小学生記録(ER)            12.81 大熊 杏美                    坂城JAC          2019/8/10   

[ 1組] 風速 +3.9 [ 2組] 風速 +2.0

 1 笠原 朋楓(4)     15.64  1 進藤 優花(4)     15.75 
ｶｻﾊﾗ ﾎﾉｶ 諏訪FA ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 諏訪FA

 2 三澤 陽菜(4)     16.19  2 米山 彩音(4)     15.80 
ﾐｻﾜ ﾋﾅ 箕輪中部小 ﾖﾈﾔﾏ ｱﾔﾈ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 3 矢澤 里彩(4)     16.59  3 北原 由渚(4)     15.92 
ﾔｻﾞﾜ ﾘｻ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 ｷﾀﾊﾗ ﾕﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 4 山口 美一心(4)     16.62  4 上原 聖愛(4)     16.03 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｲﾐ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｳｴﾊﾗ ﾋｲﾅ 諏訪FA

 5 橫内 友里那(6)     17.15  5 竹村 美涼(4)     16.05 
ﾖｺｳﾁ ﾕﾘﾅ 箕輪TFC ﾀｹﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 箕輪中部小

 6 北原 まな(4)     17.76  6 小林 樹理(4)     16.70 
ｷﾀﾊﾗ ﾏﾅ 箕輪中部小 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 7 藤澤 鈴奈(4)     18.79 
ﾌｼﾞｻﾜ ｽｽﾞﾅ COZYTFC伊那

  春日 柚希(4)      
ｶｽｶﾞ ﾕｽﾞｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

[ 3組] 風速 +2.4

 1 小林 実咲(4)     14.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 伊那小

 2 柏原 優子(4)     14.68 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｺ 岡田小

 3 河西 来奈(4)     15.09 
ｶｻｲ ﾗﾅ 諏訪FA

 4 城鳥 結菜(4)     15.35 
ｼﾛﾄﾘ ﾕﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 井上 玲(4)     16.00 
ｲﾉｳｴ ﾚｲ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 塩澤 もも香(4)     16.16 
ｼｵｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

   1 小林 実咲(4) 伊那小     14.57 (+2.4)   3   1
   2 柏原 優子(4) 岡田小     14.68 (+2.4)   3   2
   3 河西 来奈(4) 諏訪FA     15.09 (+2.4)   3   3
   4 城鳥 結菜(4) 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     15.35 (+2.4)   3   4
   5 笠原 朋楓(4) 諏訪FA     15.64 (+3.9)   1   1
   6 進藤 優花(4) 諏訪FA     15.75 (+2.0)   2   1
   7 米山 彩音(4) 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     15.80 (+2.0)   2   2
   8 北原 由渚(4) 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     15.92 (+2.0)   2   3
   9 井上 玲(4) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.00 (+2.4)   3   5
  10 上原 聖愛(4) 諏訪FA     16.03 (+2.0)   2   4
  11 竹村 美涼(4) 箕輪中部小     16.05 (+2.0)   2   5
  12 塩澤 もも香(4) 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     16.16 (+2.4)   3   6
  13 三澤 陽菜(4) 箕輪中部小     16.19 (+3.9)   1   2
  14 矢澤 里彩(4) 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     16.59 (+3.9)   1   3
  15 山口 美一心(4) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.62 (+3.9)   1   4
  16 小林 樹理(4) 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     16.70 (+2.0)   2   6
  17 橫内 友里那(6) 箕輪TFC     17.15 (+3.9)   1   5
  18 北原 まな(4) 箕輪中部小     17.76 (+3.9)   1   6
  19 藤澤 鈴奈(4) COZYTFC伊那     18.79 (+3.9)   1   7
    春日 柚希(4) 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少          (+3.9)DNS   1    

 9101
 9118

 9125
 9127
 9119
 9133
 9138

 9111
 9130
 9137
 9117
 9135

 9120
 9129
 9131
 9123
 9124

組 順位
 9108
 9110
 9128

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

5  9111

7  9117

6  9128

3  9120

4  9108

8  9110

8  9118
DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  9101

5  9138 3  9119

1  9133 4  9137

2  9127 8  9130

4  9125 5  9124

3  9135 7  9123

所属名 記録／備考
7  9129 6  9131

小学4年女子

100m

決勝

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



決勝 10月29日 11:30

風速 +1.5

 1 扇田 紗季(3)     16.10 
ｵｵｷﾞﾀﾞ ｻｷ 諏訪FA

 2 井原 梨陽(3)     16.85 
ｲﾊﾗ ﾘｵ 岡谷市陸上教室

 3 林 千夏(3)     16.88 
ﾊﾔｼ ﾁﾅﾂ 伊那AC

 4 征矢 愛莉(3)     18.37 
ｿﾔ ｱｲﾘ 箕輪中部小

 5 深澤 里々(3)     19.20 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾘﾘ COZYTFC伊那

  鈴木 絢央(3)      
ｽｽﾞｷ ｱﾔﾅ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 DNS

8  9100

5  9126

7  9107

4  9136

記録／備考
3  9132

6  9109

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

小学3年女子

100m

決勝
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