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： 総　務 ： 荻原 信幸

： トラック審判長 ： 勝野 仁深

： 跳躍審判長 ： 篠原 克修

： 投擲審判長 ： 熊谷 賢二

混成審判長 ： 勝野 仁深

記録・情報主任 ： 井原 成経

南信地区陸上競技協会

：

◆ この大会で樹立された記録

◆ グラウンドコンディション

◆ スタートリストおよび競技結果に用いる略号の説明

◆ 失格の理由を示す略号の説明

H4 手や体、振り上げ脚の上側でハードルを〔倒した／移動させた〕 TR22.6.2

T1 レーン走行のレースで、割り当てられたレーン以外を走った〔直走路／曲走路〕 TR17.3.1

L レーン侵害

略号 　内　容 Rules

DQ 失格 r 試合放棄・離脱 qJ ジュリーの決定による通過者

YRC 2回目の警告による失格

NM 記録なし  パス qR 救済および審判長等の決定による通過者 RC レッドカードによる失格

DNF 途中棄権 × 失敗・無効試技 q 記録による通過者

内容

DNS 欠場 ○ 成功・有効試技 Q 順位による通過者 YC 警告

略号 内容 略号 内容 略号 内容 略号

1.31.2 15:00 晴れ 31.7 37.6 南東2.2 15:00 晴れ 30.9 48.6 南

晴れ 31.6 35.7 北西 2.1

15:00 曇り 26.6 72.4 北西

晴れ 30.4 49.0 東 1.4 14:00

33.9 南東 1.1

14:00 曇り 26.7 64.3 西 1.2 14:00

49.2 南西 1.9 13:00 晴れ 32.1

0.8

13:00 曇り 28.1 59.4 西 1.0 13:00 晴れ 30.7

0.9 12:00 晴れ 31.8 38.6 南東1.4 12:00 晴れ 30.0 50.5 南東

晴れ 31.2 40.2 東 0.8

12:00 曇り 26.6 64.1 東

晴れ 28.8 51.8 東 1.5 11:00

44.1 東 1.6

11:00 曇り 26.8 61.1 西南西 1.8 11:00

59.1 南東 0.7 10:00 晴れ 29.5

風速m/s

10:00 曇り 26.0 66.9 北西 0.9 10:00 晴れ 27.6

風速m/s 時刻 天候 気温 湿度 風向風速m/s 時刻 天候 気温 湿度 風向

9/9(金) 9/10(土) 9/11(日)

時刻 天候 気温 湿度 風向

鈴木 慎吾(2)

小口 蒼葉(1)

3分21秒73 大会新

中澤 京聖(2)

東海大諏訪(1) 2分13秒71 大会新

9/11 男子 4×400m 決勝 3分21秒57 東海大諏訪 酒井 隼斗(1)

9/10 女子 800m 予選 2分13秒37 阪 千都

南信高校新

15秒72 大会新

9/9 男子 110mH 決勝 14秒67 小口 蒼葉 東海大諏訪(1) 14秒79

所　属(学年) 従来の記録 備考

チーム名 氏 名(学年)

長野県高等学校体育連盟 陸上競技専門部

月日 男女 種　目 ラウンド 記　録 氏　名

長野県高等学校体育連盟

長野県教育委員会

(一財)長野陸上競技協会

主　　管 南信高等学校体育連盟 陸上競技専門部

会　　場 長野県松本平広域公園陸上競技場

(競技場コード 171020)

主　　催 南信高等学校体育連盟

高校新人

挑戦的に 意欲的に やりがいを求めよう

期　　日 令和4年9月9日(金)・10日(土)・11日(日)

大会コード 22172008

令和4年度 長野県高等学校新人体育大会 陸上競技 南信大会

公式記録集



令和4年度 長野県高等学校新人体育大会 陸上競技 南信大会 ﾄﾗｯｸ審判長 勝野 仁深

　主催 ： 南信高等学校体育連盟・(一財)長野陸上競技協会・南信地区陸上競技協会 跳躍審判長 篠原 克修

　主管 ： 南信高等学校体育連盟陸上競技専門部 投てき審判長 熊谷 賢二

【開催日】 令和4年9月9日（金）～11日（日） ｽﾀｰﾄ審判長 下里 直弥

【主催団体】 南信高体連・長野県高体連・長野県教育委員会 決勝記録一覧表 記録主任 井原 成経

(NKR GR:南信高校新,GR:大会新) 男  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場 招集所審判長 原 宏旭
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

 9/10 男子  -0.4 鈴木 慎吾(2) 10.77 山崎 雄太(2) 11.26 小林 海惺(2) 11.29 征矢 超(2) 11.29 臼井 伶(2) 11.36 松下 穂路(2) 11.45 鈴木 瑛翔(1) 11.45 山岡 陸兎(2) 11.46

100m 東海大諏訪 上伊那農 赤穂 駒ヶ根工 東海大諏訪 阿南 赤穂 岡谷南

 9/11  -1.3 鈴木 慎吾(2) 21.88 山崎 雄太(2) 22.90 小林 海惺(2) 22.98 臼井 伶(2) 23.30 鈴木 瑛翔(1) 23.34 松村 草児(2) 23.80 松下 昇龍(2) 23.87 松下 穂路(2) 24.01

200m 東海大諏訪 上伊那農 赤穂 東海大諏訪 赤穂 飯田 阿南 阿南

 9/ 9 大場 崇義(2) 51.61 山崎 雄太(2) 51.81 酒井 隼斗(1) 52.65 小松 裕昭(2) 52.77 羽生 大起(2) 53.86 伊藤 嶺(2) 54.20 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2) 54.91 宮澤 駿也(2) 57.65

400m 上伊那農 上伊那農 東海大諏訪 下諏訪向陽 飯田風越 伊那北 辰野 辰野

 9/10 中澤 京聖(2) 2:00.88 廣島 壮(1) 2:03.69 前田 翔太(2) 2:04.72 堀田 匠和(2) 2:05.41 羽生 大起(2) 2:06.90 沓掛 珀(2) 2:08.13 保科 陽斗(1) 2:10.12 宮下 翔弥(2) 2:16.30

800m 東海大諏訪 諏訪清陵 東海大諏訪 伊那北 飯田風越 下諏訪向陽 伊那北 東海大諏訪

 9/ 9 小澤 優翔(2) 4:06.79 小木曽 翔太(2) 4:09.44 中澤 京聖(2) 4:10.95 鈴木 哲平(2) 4:15.62 小川 聖司(2) 4:16.71 竹内 浩二(2) 4:20.77 今井 結斗(2) 4:23.85 山田 隼輔(2) 4:24.09

1500m 上伊那農 伊那北 東海大諏訪 上伊那農 伊那弥生ヶ丘 諏訪清陵 下諏訪向陽 飯田

 9/11 鈴木 哲平(2) 15:50.50 大槻 心(1) 16:01.37 小澤 優翔(2) 16:02.27 小木曽 翔太(2) 16:09.98 吉江 健哉(2) 16:22.80 窪田 怜真(2) 16:39.33 今井 結斗(2) 16:44.61 滝澤 賢(2) 17:40.79

5000m 上伊那農 上伊那農 上伊那農 伊那北 伊那北 東海大諏訪 下諏訪向陽 諏訪清陵

 9/ 9  -0.6 小口 蒼葉(1) 14.67 小林 歩睦(1) 15.79 坂口 和音(2) 15.84 市川 志音(1) 19.60 伊藤 良真(2) 19.77 北原 将道(1) 20.26 遠藤 誠志郎(1) 20.93

110mH(1.067m) 東海大諏訪 NKR GR 上伊那農 東海大諏訪 東海大諏訪 諏訪清陵 諏訪清陵 飯田OIDE長姫

 9/10 坂口 和音(2) 58.68 酒井 隼斗(1) 58.70 齋藤 晃希(1) 1:05.93 伊藤 良真(2) 1:12.08 北原 将道(1) 1:15.79

400mH(0.914m) 東海大諏訪 東海大諏訪 伊那弥生ヶ丘 諏訪清陵 諏訪清陵

 9/10 小川 聖司(2) 10:23.70 山田 隼輔(2) 10:48.86 中村 元紀(2) 11:11.45 宮澤 柊太(2) 11:12.01 下平 晟人(1) 11:54.15 眞道 叶羽(2) 12:20.09 難波 光輝(2) 12:35.26 三澤 煌明(2) 13:02.69

3000mSC(0.914m) 伊那弥生ヶ丘 飯田 伊那北 飯田風越 阿南 岡谷南 諏訪清陵 諏訪清陵

 9/ 9 平澤 航大(2) 27:00.91

5000m競歩 松川

 9/10 日野 要(1) 1.75 赤羽 快(2) 1.75 伊藤 嶺(2) 1.70 市川 志音(1) 1.65 下村 考輝(2) 1.60

走高跳 上伊那農 伊那北 伊那北 東海大諏訪 高遠

 9/10 五味 駿太(1) 3.90 日達 羽流(2) 3.40 飯島 颯斗(2) 3.20

棒高跳 諏訪清陵 東海大諏訪 高遠

 9/ 9 鈴木 瑛翔(1) 6.83(+1.0) 名取 陽(2) 6.52(+0.3) 倉澤 拓弥(1) 6.32(+2.4) 内藤 陽葵(2) 6.21(+1.0) 吉澤 志琉(1) 5.98(+0.3) 杉井 瑛澄(1) 5.89(+1.4) 宮阪 和人(1) 5.82(+1.7) 倉澤 傑(2) 5.82(+0.5)

走幅跳 赤穂 諏訪清陵 東海大諏訪 飯田 東海大諏訪 諏訪清陵 下諏訪向陽 岡谷南

 9/11 吉澤 志琉(1) 12.55(-0.3) 倉澤 傑(2) 12.34(-0.1) 杉井 瑛澄(1) 12.04(+0.6) 名取 陽(2) 11.87(+0.8) 土屋 颯太(2) 11.81(+0.9) 三沢 優太(2) 11.62(-0.4) 宮阪 和人(1) 11.48(+0.9) 倉田 晃輔(1) 11.41(-0.2)

三段跳 東海大諏訪 岡谷南 諏訪清陵 諏訪清陵 赤穂 伊那弥生ヶ丘 下諏訪向陽 伊那北

 9/10 藤森 寿馬(2) 10.42 髙見澤 真詩(1) 9.34 今村 友哉(2) 8.61 北澤 遥翔(2) 8.28 春原 賢(2) 8.08 松原 咲希(1) 7.97 伊藤 和輝(1) 7.71 小澤 力六(1) 7.44

砲丸投(6.000kg) 諏訪清陵 下諏訪向陽 飯田風越 高遠 飯田風越 下諏訪向陽 諏訪清陵 高遠

 9/11 田坂 龍駕(2) 26.51 唐木 智徳(2) 24.93 伊藤 和輝(1) 23.49 藤森 寿馬(2) 22.78 小澤 力六(1) 21.27 北澤 遥翔(2) 20.83 中村 楓大(2) 20.37 松原 咲希(1) 20.06

円盤投(1.750kg) 伊那北 伊那北 諏訪清陵 諏訪清陵 高遠 高遠 伊那北 下諏訪向陽

 9/ 9 木下 翔(1) 15.36 山本 新之介(1) 14.19

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 赤穂 赤穂

 9/ 9 田坂 龍駕(2) 42.19 中村 楓大(2) 41.72 藤森 寿馬(2) 41.56 今村 友哉(2) 35.73 伊藤 和輝(1) 34.56 伊東 飛呂人(2) 34.01 倉田 晃輔(1) 31.14 北澤 遥翔(2) 30.04

やり投(800g) 伊那北 伊那北 諏訪清陵 飯田風越 諏訪清陵 岡谷南 伊那北 高遠

 9/ 9 東海大諏訪       42.79 諏訪清陵       44.96 伊那北       45.10 岡谷南       45.48 伊那弥生ヶ丘       46.36 下諏訪向陽       46.87 高遠       48.38 飯田       52.37
4×100m 小口 蒼葉(1) 宮﨑 志貴(2) 小幡 将太朗(2) 曽我 佑治郎(1) 齋藤 晃希(1) 宮阪 和人(1) 飯島 颯斗(2) 松村 青悟(2)

臼井 伶(2) 名取 陽(2) 赤羽 快(2) 山岡 陸兎(2) 三沢 優太(2) 小松 裕昭(2) 小澤 力六(1) 内藤 陽葵(2)

酒井 隼斗(1) 杉井 瑛澄(1) 田坂 龍駕(2) 伊東 飛呂人(2) 加藤 一毅(1) 太田 皓大(2) 原田 琢己(1) 山田 隼輔(2)

鈴木 慎吾(2) 北原 将道(1) 伊藤 嶺(2) 倉澤 傑(2) 山口 蒼太朗(1) 伊東 奏風(2) 下村 考輝(2) 松村 草児(2)

 9/11 東海大諏訪     3:21.57 伊那北     3:31.47 諏訪清陵     3:36.79 下諏訪向陽     3:36.85 赤穂     3:42.62 飯田     3:42.80 伊那弥生ヶ丘     3:43.84 岡谷南     3:54.55
4×400m 酒井 隼斗(1) GR 保科 陽斗(1) 傳田 悠人(2) 太田 皓大(2) 小林 海惺(2) 松村 青悟(2) 齋藤 晃希(1) 山岡 陸兎(2)

中澤 京聖(2) 堀田 匠和(2) 廣島 壮(1) 小松 裕昭(2) 土屋 颯太(2) 山田 隼輔(2) 加藤 一毅(1) 眞道 叶羽(2)

小口 蒼葉(1) 唐木 智徳(2) 中澤 洵之介(1) 沓掛 珀(2) 中村 佳獅(2) 松村 草児(2) 西澤 岳大(1) 伊東 飛呂人(2)

鈴木 慎吾(2) 伊藤 嶺(2) 名取 陽(2) 伊東 奏風(2) 鈴木 瑛翔(1) 内藤 陽葵(2) 井内 悠人(1) 倉澤 傑(2)

 9/10 小松 真優(2) 2802 下村 考輝(2) 2642 春日 佑仁(2) 1584

八種競技 高遠 高遠 高遠

男子学校対校

学校別得点 135 点 103 点 93 点 78 点 49 点 47 点 35 点 28 点

 9/10 ｵｰﾌﾟﾝ男子  -0.6 池田 隆峨(2) 11.68 倉澤 拓弥(1) 11.75 木下 航希(1) 12.50 小林 快聖(1) 12.77 唐澤 心一(1) 12.97 田中 智友(1) 13.62

100m 箕輪進修 東海大諏訪 諏訪二葉 諏訪二葉 箕輪進修 箕輪進修

 9/11  +1.2 原 裕汰(1) 25.57

200m 諏訪二葉

 9/ 9 唐澤 来希(2) 1:02.09 唐澤 心一(1) 1:03.00 田中 智友(1) 1:04.71

400m 箕輪進修 箕輪進修 箕輪進修

 9/10 松村 奏和(1) 2:18.21

800m 東海大諏訪

 9/ 9 大場 崇義(2) 4:01.80 宮下 翔弥(2) 4:34.76 松村 奏和(1) 4:51.57

1500m 上伊那農 東海大諏訪 東海大諏訪

 9/10 井ヶ田 輿行(1) 7.12

砲丸投(6.000kg) 箕輪進修

下諏訪向陽 飯田風越東海大諏訪 諏訪清陵 伊那北 上伊那農業 赤穂 高遠



令和4年度 長野県高等学校新人体育大会 陸上競技 南信大会 ﾄﾗｯｸ審判長 勝野 仁深

　主催 ： 南信高等学校体育連盟・(一財)長野陸上競技協会・南信地区陸上競技協会 跳躍審判長 篠原 克修

　主管 ： 南信高等学校体育連盟陸上競技専門部 投てき審判長 熊谷 賢二

【開催日】 令和4年9月9日（金）～11日（日） ｽﾀｰﾄ審判長 下里 直弥

【主催団体】 南信高体連・長野県高体連・長野県教育委員会 決勝記録一覧表 記録主任 井原 成経

女  子 【競技場】 松本平広域公園陸上競技場 招集所審判長 原 宏旭
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

 9/10 女子  +0.0 福田 笑未(2) 12.51 三嶋 渚沙(2) 12.77 山田 聖来(1) 13.28 尾戸 美柚(1) 13.55 河西 真依(2) 13.62 西村 陽菜(1) 13.65 井原 由奈(1) 13.70 熊谷 綾乃(1) 13.86

100m 東海大諏訪 下伊那農 諏訪二葉 岡谷南 諏訪清陵 上伊那農 辰野 飯田

 9/11  +1.3 福田 笑未(2) 25.63 三嶋 渚沙(2) 26.22 石﨑 智紗(2) 27.14 岡村 瑚白(1) 27.70 山田 聖来(1) 27.74 尾戸 美柚(1) 28.53 堀内 遥加(1) 28.99 熊谷 綾乃(1) 29.37

200m 東海大諏訪 下伊那農 伊那北 飯田風越 諏訪二葉 岡谷南 岡谷南 飯田

 9/ 9 阪 千都(1) 58.09 石﨑 智紗(2) 1:01.53 岡村 瑚白(1) 1:02.55 五味 桜花(2) 1:05.22 湯澤 帆花(2) 1:06.10 原田 妃菜(2) 1:07.09 山下 心花(1) 1:09.87 梅木 莉子(1) 1:09.88

400m 東海大諏訪 伊那北 飯田風越 諏訪清陵 飯田 伊那弥生ヶ丘 諏訪二葉 飯田風越

 9/10 阪 千都(1) 2:17.03 唐澤 愛佳(2) 2:24.95 増沢 結(2) 2:29.40 湯澤 帆花(2) 2:34.17 前田 未羽(1) 2:39.13 善積 結花(1) 2:40.24 小林 みさと(2) 2:41.42 伊藤 希美(1) 2:43.08

800m 東海大諏訪 伊那弥生ヶ丘 東海大諏訪 飯田 赤穂 伊那北 諏訪二葉 伊那西

 9/ 9 唐澤 愛佳(2) 4:58.39 増沢 結(2) 5:07.28 善積 結花(1) 5:18.96 前田 未羽(1) 5:23.76 田中 凜(2) 5:24.29 伊藤 希美(1) 5:31.70 松澤 亜夢(1) 5:32.47 戸枝 くるみ(2) 5:34.66

1500m 伊那弥生ヶ丘 東海大諏訪 伊那北 赤穂 飯田 伊那西 赤穂 伊那弥生ヶ丘

 9/11 田中 凜(2) 11:50.78 横山 陽奈(1) 12:10.90 田村 凜(1) 12:34.04 宮澤 真里奈(2) 12:46.69 武村 美尋(1) 13:00.80 瀧澤 ひより(1) 13:30.98

3000m 飯田 伊那西 諏訪二葉 伊那西 東海大諏訪 赤穂

 9/ 9  +0.4 逸見 加奈子(2) 15.63 飯嶋 咲南(1) 16.19 大﨑 にこ(2) 16.86 相馬 里瑠(2) 17.96 能登 愛琉(2) 18.77 中村 千果(2) 19.30 福澤 さくら(1) 19.80 山中 美沙樹(1) 20.09

100mH(0.838-8.5m) 伊那北 諏訪清陵 東海大諏訪 下諏訪向陽 飯田 飯田風越 伊那弥生ヶ丘 岡谷南

 9/10 逸見 加奈子(2) 1:05.06 飯嶋 咲南(1) 1:09.52 向山 菜々美(2) 1:11.80 五味 桜花(2) 1:12.90 六波羅 琉菜(2) 1:12.99 丸茂 花愛(2) 1:13.74 中村 千果(2) 1:13.79 橋爪 万智(2) 1:17.46

400mH(0.762m) 伊那北 諏訪清陵 伊那北 諏訪清陵 伊那弥生ヶ丘 岡谷南 飯田風越 伊那弥生ヶ丘

 9/ 9 原 千惺(1) 27:58.80

5000m競歩 諏訪二葉

 9/11 上村 文寧(2) 1.55 田村 優衣(2) 1.52 前里 咲耀(2) 1.46 ﾗｺﾏｲｿｿ 莉南(1) 1.43 春日 円花(1) 諏訪清陵 1.40 中原 寧々(2) 1.35 小日向 慧(2) 1.30

走高跳 諏訪二葉 諏訪清陵 飯田 下諏訪向陽 山下 心花(1) 諏訪二葉 伊那北 伊那北

 9/10 原 ひなた(2) 2.30 川上 七海(1) 2.20 石曽根 葵(1) 1.80

棒高跳 伊那西 高遠 赤穂

 9/ 9 小倉 和香葉(1) 5.23(+1.3) 大﨑 にこ(2) 5.07(+0.7) 上村 文寧(2) 4.93(+0.8) 丸茂 花愛(2) 4.88(+0.9) 河西 真依(2) 4.82(+0.4) 箱田 真奈美(2) 4.78(+0.7) 伊藤 心美(1) 4.61(+1.5) 相馬 里瑠(2) 4.59(+0.9)

走幅跳 諏訪清陵 東海大諏訪 諏訪二葉 岡谷南 諏訪清陵 諏訪二葉 岡谷東 下諏訪向陽

 9/11 大﨑 にこ(2) 10.96(+0.7) 箱田 真奈美(2) 10.29(0.0) 丸茂 花愛(2) 10.18(+0.5) 前里 咲耀(2) 9.87(+0.8) 小倉 和香葉(1) 9.79(-1.2) 河西 真依(2) 9.68(+2.3) 相馬 里瑠(2) 9.26(+1.0)

三段跳 東海大諏訪 諏訪二葉 岡谷南 飯田 諏訪清陵 諏訪清陵 下諏訪向陽

 9/10 矢﨑 梨奈(1) 7.75 下村 美優(1) 7.50 溝口 陽菜(1) 6.81 樋郡 冬華(2) 5.89 髙野 晴愛(1) 5.84 春日 円花(1) 4.30

砲丸投(4.000kg) 諏訪実 伊那北 諏訪二葉 伊那西 岡谷南 諏訪清陵

 9/11 西村 陽菜(1) 20.87 下村 美優(1) 17.45 赤羽 七生(1) 17.18 矢澤 愛香(1) 15.68 溝口 陽菜(1) 12.92 赤羽 優花(1) 10.31

円盤投(1.000kg) 上伊那農 伊那北 赤穂 赤穂 諏訪二葉 上伊那農

 9/ 9 城倉 涼花(2) 33.66 後沢 香菜(2) 28.44 矢﨑 梨奈(1) 21.95 畔上 陽菜(2) 18.60 佐野 志織(1) 18.30 下村 美優(1) 15.30 原 ひなた(2) 14.60 溝口 陽菜(1) 13.41

やり投(600g) 伊那弥生ヶ丘 飯田 諏訪実 岡谷南 赤穂 伊那北 伊那西 諏訪二葉

 9/ 9 諏訪清陵       52.37 飯田       53.40 岡谷南       53.46 諏訪二葉       53.52 伊那北       53.76 伊那弥生ヶ丘       54.05 赤穂       54.84 伊那西       58.17
4×100m 河西 真依(2) 湯澤 帆花(2) 山中 美沙樹(1) 山下 心花(1) 木ﾉ島 夏生(1) 福澤 さくら(1) 竹内 ひかり(1) 小林 美穂(2)

小倉 和香葉(1) 熊谷 綾乃(1) 尾戸 美柚(1) 山田 聖来(1) 小日向 慧(2) 橋爪 万智(2) 赤羽 七生(1) 伊藤 希美(1)

田村 優衣(2) 前里 咲耀(2) 丸茂 花愛(2) 上村 文寧(2) 石﨑 智紗(2) 城倉 風花(2) 矢澤 愛香(1) 原 ひなた(2)

飯嶋 咲南(1) 能登 愛琉(2) 畔上 陽菜(2) 溝口 陽菜(1) 逸見 加奈子(2) 六波羅 琉菜(2) 小杉 心愛(1) 樋郡 冬華(2)

 9/11 東海大諏訪     4:01.57 伊那北     4:11.14 諏訪清陵     4:11.35 伊那弥生ヶ丘     4:21.90 岡谷南     4:25.64 飯田     4:27.69 赤穂     4:27.97 諏訪二葉     4:44.59
4×400m 大﨑 にこ(2) 向山 菜々美(2) 飯嶋 咲南(1) 橋爪 万智(2) 堀内 遥加(1) 湯澤 帆花(2) 竹内 ひかり(1) 山下 心花(1)

阪 千都(1) 石﨑 智紗(2) 五味 桜花(2) 唐澤 愛佳(2) 丸茂 花愛(2) 前里 咲耀(2) 前田 未羽(1) 山田 聖来(1)

増沢 結(2) 中原 寧々(2) 田村 優衣(2) 原田 妃菜(2) 畔上 陽菜(2) 田中 凜(2) 赤羽 七生(1) 上村 文寧(2)

福田 笑未(2) 逸見 加奈子(2) 小倉 和香葉(1) 六波羅 琉菜(2) 尾戸 美柚(1) 能登 愛琉(2) 小杉 心愛(1) 溝口 陽菜(1)

 9/11 能登 愛琉(2) 2988 田中 萌衣(1) 2216 樋郡 冬華(2) 1913

七種競技 飯田 伊那北 伊那西

女子学校対校

学校別得点 82 点 78 点 74.5 点 72.5 点 63 点 44 点 42 点 39 点

 9/10 ｵｰﾌﾟﾝ女子 桑澤 乃愛(1) 15.92

100m 箕輪進修

 9/ 9 瀧澤 ひより(1) 6:09.10

1500m 赤穂

伊那弥生ヶ丘 赤穂伊那北 東海大諏訪 諏訪清陵 諏訪二葉 飯田 岡谷南


