
主催：南信中学校体育連盟・南信陸上競技協会                                      

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202030  伊那市営陸上競技場

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
05/30 共通女子  +1.8 木下　愛里(3) 27.47 山田　結花(3) 28.18 宮澤　智優(2) 28.51 本島　沙百合(2) 28.61 塩澤ゆり奈(2) 28.68 有賀　瑞生(3) 28.75 竹内　華奈子(2) 28.86 柴田　佳歩(2) 29.48

２００ｍ 高森 岡谷東部 岡谷東部 駒ヶ根東 飯田高陵 諏訪南 駒ヶ根東 旭ヶ丘
鶯巣　美冴(3) 2,27.12 河西　いづみ(2) 2,29.48 宮下　夏奈(2) 2,29.91 春日　ともえ(2) 2,30.22 中本　愛里(3) 2,31.34 片桐　萌々香(1) 2,35.00 馬場　優生(2) 2,35.75 宮島　志保美(2) 2,36.63

８００ｍ 緑ヶ丘 長峰 諏訪南 駒ヶ根東 緑ヶ丘 中川 赤穂 高森
湯澤　ほのか(3) 4,41.56 細田　あい(2) 4,46.49 山下　奈津子(1) 4,57.14 江口　由真(3) 4,57.28 小口    雪音(1) 4,57.93 伊東　玲奈(3) 5,03.79 北林 由里(2) 5,09.99 下島　郁奈(2) 5,14.87

１５００ｍ 駒ヶ根東 長峰 岡谷北部 旭ヶ丘 下諏訪 赤穂 旭ヶ丘 駒ヶ根東
 +2.0 高橋　美佳(2) 17.17 伊藤 りさ(3) 17.57 平林　静香(3) 17.70 篠原　麻衣子(3) 17.86 辰野　七生(3) 18.10 米澤　実花(3) 18.31 桃沢　愛唯(3) 18.35 大島　佳純(2) 18.47

１００ｍＨ 箕輪 永明 諏訪南 原 茅野東部 駒ヶ根東 中川 南箕輪
丸山　晴香(3) 1.51 中原　遥菜(3) 1.48 木下　萌恵(3) 緑ヶ丘 1.35 野澤　柚香(3) 1.35 吉川里緒奈(3) 1.30 平澤　花恵(3) 1.30 関　七菜実(2) 1.25

走高跳 春富 春富 青木　友里恵(3) 箕輪 辰野 飯田高陵 中川 岡谷西部
田中　優奈(2) 2.60 桜井　まどか(3) 2.50 増島　桃子(3) 2.20 上原　悠紀(2) 2.10 伊藤 りさ(3) 永明 2.00 広瀬　若菜(2) 1.90 根津　みなみ(2) 1.80

棒高跳(ｵｰﾌﾟﾝ) 茅野東部 春富 春富 永明 若狭　杏子(3) 永明 永明 南箕輪
青木　亜里沙(3)4.95(-0.7) 橋本　紗季(2) 4.47(+0.5) 三村捺美(3) 4.43(-0.6) 小池　玲菜(3) 4.43(+1.8) 小牧　知世(3) 4.35(+2.3) 北原　和香菜(3)4.26(0.0) 原　　早紀(3) 4.26(-0.8) 安藤　友里(3) 4.21(-0.6)

走幅跳 辰野 春富 飯田高陵 岡谷東部 春富 駒ヶ根東 鼎 伊那
辰野       52.76 諏訪南       53.29 岡谷東部       53.48 伊那東部       53.56 駒ヶ根東       53.70 伊那       53.90 飯田高陵       54.02 赤穂       56.23

４×１００ｍＲ 畑　瑠衣菜(1) 神谷　桃香(2) 小池　玲菜(3) 蟹澤　由貴(2) 本島　沙百合(2) 武田　真緒(3) 佐藤花菜子(2) 望月　愛里(3)
坂井　聖奈(3) 上原　亜里沙(3) 武藤　美樹(2) 掛川　鈴月(2) 今井　美月(2) 西田　綾花(2) 原田麻亜(2) 松井　早希(3)
有賀　菜央(2) 平林　静香(3) 宮澤　智優(2) 高橋　千夏(3) 北原　和香菜(3) 田中　礼　(3) 塩澤ゆり奈(2) 北原　亜美(3)
青木　亜里沙(3) 有賀　瑞生(3) 山田　結花(3) 町田　佳穂(3) 二宮　萌々(2) 倉科　千紘(3) 三村捺美(3) アルッガマゲ未美利(2

新海　ちなつ(3) 9.50 篠原　皐(3) 9.27 髙坂　真由(3) 8.89 奥原　玲菜(3) 8.46 宮﨑　澪(3) 8.43 小口　裕子(3) 7.94 望月　沙羅(2) 7.77 小澤　麻美(3) 7.71
砲丸投げ 緑ヶ丘 駒ヶ根東 南箕輪 岡谷北部 駒ヶ根東 諏訪南 茅野東部 辰野

1年女子  +1.6 畑　瑠衣菜(1) 13.55 小松　恵美(1) 14.03 伊東沙織(1) 14.07 飯島　栞(1) 伊那東部 14.15 北原　詩織(1) 14.19 小澤　未菜(1) 14.23 鈴木　幸恵　　( 14.67
１００ｍ 辰野 岡谷東部 飯田高陵 中村　友紀(1) 岡谷東部 駒ヶ根東 緑ヶ丘 辰野

植栗　彩加(1) 4.15(+2.5) 松坂　春子(1) 4.06(+2.9) 北原京子(1) 4.02(+1.7) 武井　萌美(1) 3.94(+1.8) 小野田　雛子(1)3.90(+1.1) 半﨑　まあや(1)3.85(+1.1) 酒井　玲羅(1) 3.84(+1.0) 小口　綾音(1) 3.66(+2.6)
走幅跳 富士見南 富士見南 飯田高陵 岡谷東部 下條 緑ヶ丘 宮田 岡谷北部

2年女子  +1.3 原田麻亜(2) 13.07 掛川　鈴月(2) 13.19 二宮　萌々(2) 13.22 清水　真希(2) 13.29 武井　祐里香(2) 13.38 大脇　愛菜(2) 13.39 今井　美月(2) 13.50 米澤　緋那(2) 13.52
１００ｍ 飯田高陵 伊那東部 駒ヶ根東 竜東 宮田 春富 駒ヶ根東 緑ヶ丘

3年女子  +1.8 梅村　映美(3) 13.03 上原　亜里沙(3) 13.22 坂井　聖奈(3) 13.43 加藤　未里百(3) 13.67 倉科　千紘(3) 13.72 樋口　梨乃(3) 13.82 町田　佳穂(3) 13.84 宮下　彩(3) 13.99
１００ｍ 鼎 諏訪南 辰野 箕輪 伊那 鼎 伊那東部 諏訪西

低学年女子 緑ヶ丘       54.90 岡谷東部       55.73 駒ヶ根東       56.73 長峰       57.73 中川       57.76 辰野       58.24 茅野東部     1,00.63 飯田高陵     1,04.55
４×１００ｍＲ 小澤　未菜(1) 中村　友紀(1) 北原　詩織(1) 池上 真理奈(1) 瀧澤　瑠奈(2) 根橋　愛美(2) 堀　由奈(1) 岡山未来(1)

清水　香央梨(2) 小松　恵美(1) 竹内　華奈子(2) 吉水　麻莉(2) 片桐　萌々香(1) 茶城　美優(2) 両角　優香(1) 高田侑花(1)
植原　佳奈(1) 小林　愛奈(2) 高梨　美岐(1) 森元 愛梨(1) 三石　友貴(2) 溝尾　彩夏(1) 両角　果穂(2) 伊東沙織(1)

米澤　緋那(2) 後藤　ちほり(2) 寺平　葵(2) 山田　小夜子(2) 小原　愛(1) 鈴木　幸恵　　(1) 河西　祐美(2) 北原京子(1)
有賀　菜央(2) 1.25 伊東　泉朋(2) 1.25 名取　麻楓(3) 諏訪南 1.20 小林　愛奈(2) 1.20 串原愛(2) 1.15

走高跳 辰野 岡谷西部 秋山　真理沙(3) 長峰 岡谷東部 飯田高陵
林　優花(2) 駒ヶ根東



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
共通女子 05/30 +1.8  1 木下　愛里(3)    27.47  2 山田　結花(3)    28.18  3 宮澤　智優(2)    28.51  4 本島　沙百合(2)    28.61

高森 岡谷東部 岡谷東部 駒ヶ根東
 5 塩澤ゆり奈(2)    28.68  6 有賀　瑞生(3)    28.75  7 竹内　華奈子(2)    28.86  8 柴田　佳歩(2)    29.48

飯田高陵 諏訪南 駒ヶ根東 旭ヶ丘
共通女子 05/30  1組  1 上條　栞奈(1)  2,41.23  2 五味　小夏(2)  2,42.27  3 小出　あかね(2)  2,45.42  4 原　智花(1)  2,47.08

宮田 富士見南 上諏訪 西箕輪
 5 吉川舞子(3)  2,48.70  6 吉川恵理(3)  2,49.10  7 松澤　莉歩(2)  2,51.65  8 岡庭　優希(1)  2,53.11

飯田高陵 飯田高陵 上諏訪 茅野東部
 9 小池　みのり(3)  2,56.08 10 中原　郁美(3)  2,59.35 11 川口　愛美(3)  3,02.78 12 村澤　泉季(1)  3,03.93

伊那 高森 茅野北部 諏訪西
13 唐澤　和季(1)  3,13.45 菊本　ゆりあ(2) 欠場    

西箕輪 鼎
 2組  1 片桐　萌々香(1)  2,35.00  2 宮崎　莉那(2)  2,36.98  3 河西　祐美(2)  2,41.62  4 松原　佳歩(1)  2,41.74

中川 中川 茅野東部 旭ヶ丘
 5 大野田　由維加(3)  2,44.33  6 小林　花菜(2)  2,44.77  7 向山　美和(3)  2,46.18  8 藤森　菜月(3)  2,49.72

伊那 長峰 南箕輪 諏訪南
 9 小池　明(3)  2,54.14 10 内田　奈緒子(2)  2,54.93 11 吉野　なな実(2)  2,57.90 12 山田　怜実(3)  3,00.79

諏訪西 箕輪 岡谷北部 岡谷北部
13 中村　真優(1)  3,01.64 14 倉品　  美里紀(3)  3,21.30

南箕輪 下諏訪
 3組  1 鶯巣　美冴(3)  2,27.12  2 河西　いづみ(2)  2,29.48  3 宮下　夏奈(2)  2,29.91  4 春日　ともえ(2)  2,30.22

緑ヶ丘 長峰 諏訪南 駒ヶ根東
 5 中本　愛里(3)  2,31.34  6 馬場　優生(2)  2,35.75  7 宮島　志保美(2)  2,36.63  8 田畑　三紗(3)  2,38.14

緑ヶ丘 赤穂 高森 伊那松川
 9 伊藤　美穂(2)  2,38.18 10 宮下　真凜(3)  2,39.74 11 下島　あゆみ(3)  2,43.88 12 鈴木　愛菜(3)  2,54.06

岡谷西部 伊那松川 駒ヶ根東 赤穂
13 鈴木　瑞葉(3)  3,05.18 14 松田　明穂(3)  3,19.63

箕輪 辰野
共通女子 05/30  1組  1 岩波　宏佳(2)  5,22.22  2 辻村　夏奈子(2)  5,25.69  3 植松美香子(1)  5,29.95  4 宮坂　美緒(2)  5,41.92

諏訪南 伊那松川 富士見高原 上諏訪
 5 武田　詩歩(2)  5,44.12  6 竹下　舞香(1)  5,46.36  7 大場　有紀菜(3)  5,48.30  8 高山　夏美(2)  5,51.01

西箕輪 原 中川 諏訪南
 9 河崎　夏美(2)  5,53.40 10 松田　愛菜(2)  5,53.80 11 伊壷南美(2)  6,00.75 12 田畑　日向子(3)  6,01.98

上諏訪 西箕輪 飯田高陵 伊那
13 上原　菜緒(3)  6,14.45 14 小池 香穂(1)  6,22.55 15 田中　由布奈(2)  6,24.14 16 湯本　愛菜(2)  6,27.68

茅野東部 長峰 岡谷西部 茅野北部
17 鈴木　祐美子(3)  6,44.46 両角　果穂(2) 欠場    

中川 茅野東部
 2組  1 湯澤　ほのか(3)  4,41.56  2 細田　あい(2)  4,46.49  3 山下　奈津子(1)  4,57.14  4 江口　由真(3)  4,57.28

駒ヶ根東 長峰 岡谷北部 旭ヶ丘
 5 小口    雪音(1)  4,57.93  6 伊東　玲奈(3)  5,03.79  7 北林 由里(2)  5,09.99  8 下島　郁奈(2)  5,14.87

下諏訪 赤穂 旭ヶ丘 駒ヶ根東
 9 清水　恵美(1)  5,16.73 10 宮下　ちひろ(3)  5,18.97 11 松尾　美佳(3)  5,20.36 12 清水　真唯(3)  5,26.86

緑ヶ丘 伊那松川 辰野 南箕輪
13 塩澤華奈(2)  5,31.14 14 植松優季子(2)  5,32.98 15 牛山　杏香(1)  5,39.25 16 原田　楽(3)  5,54.66

飯田高陵 富士見高原 阿智 伊那
17 坂本　秋穂(3)  6,23.04

伊那東部

２００ｍ

８００ｍ
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位
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位
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位
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位

１５００ｍ



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

共通女子 05/30 +2.0  1 高橋　美佳(2)    17.17  2 伊藤 りさ(3)    17.57  3 平林　静香(3)    17.70  4 篠原　麻衣子(3)    17.86
箕輪 永明 諏訪南 原

 5 辰野　七生(3)    18.10  6 米澤　実花(3)    18.31  7 桃沢　愛唯(3)    18.35  8 大島　佳純(2)    18.47
茅野東部 駒ヶ根東 中川 南箕輪

1年女子 05/30 +1.6  1 畑　瑠衣菜(1)    13.55  2 小松　恵美(1)    14.03  3 伊東沙織(1)    14.07  4 飯島　栞(1)    14.15
辰野 岡谷東部 飯田高陵 伊那東部

 4 中村　友紀(1)    14.15  6 北原　詩織(1)    14.19  7 小澤　未菜(1)    14.23  8 鈴木　幸恵　　(1)    14.67
岡谷東部 駒ヶ根東 緑ヶ丘 辰野

2年女子 05/30 +1.3  1 原田麻亜(2)    13.07  2 掛川　鈴月(2)    13.19  3 二宮　萌々(2)    13.22  4 清水　真希(2)    13.29
飯田高陵 伊那東部 駒ヶ根東 竜東

 5 武井　祐里香(2)    13.38  6 大脇　愛菜(2)    13.39  7 今井　美月(2)    13.50  8 米澤　緋那(2)    13.52
宮田 春富 駒ヶ根東 緑ヶ丘

3年女子 05/30 +1.8  1 梅村　映美(3)    13.03  2 上原　亜里沙(3)    13.22  3 坂井　聖奈(3)    13.43  4 加藤　未里百(3)    13.67
鼎 諏訪南 辰野 箕輪

 5 倉科　千紘(3)    13.72  6 樋口　梨乃(3)    13.82  7 町田　佳穂(3)    13.84  8 宮下　彩(3)    13.99
伊那 鼎 伊那東部 諏訪西

四種女子 05/30  1組 +0.9  1 有賀　菜央(2)    28.07  2 林　優花(2)    29.52  3 小林　愛奈(2)    29.96  4 秋山　真理沙(3)    30.22
辰野 駒ヶ根東 岡谷東部 長峰

 5 串原愛(2)    31.40  6 名取　麻楓(3)    33.11  7 伊東　泉朋(2)    33.95 若狭　杏子(3) 欠場    
飯田高陵 諏訪南 岡谷西部 永明

 2組 +0.5  1 武田　真緒(3)    28.75  2 向山　友記(3)    30.14  3 金山　文佳(2)    30.35  4 井口　恵里佳(3)    30.46
伊那 岡谷東部 南箕輪 岡谷西部

 5 田中　優奈(2)    31.01  6 加藤まりな(2)    31.22  7 小澤　優奈(3)    31.38  8 横山　葵(3)    32.42
茅野東部 飯田高陵 辰野 岡谷北部

四種女子 05/30  1組 +3.6  1 有賀　菜央(2)    15.47  2 小林　愛奈(2)    16.99  3 名取　麻楓(3)    19.01  4 伊東　泉朋(2)    19.16
辰野 岡谷東部 諏訪南 岡谷西部

 5 秋山　真理沙(3)    19.18  6 若狭　杏子(3)    19.45  7 串原愛(2)    19.77  8 林　優花(2)    20.50
長峰 永明 飯田高陵 駒ヶ根東

 2組 +3.2  1 井口　恵里佳(3)    16.38  2 武田　真緒(3)    17.17  3 向山　友記(3)    18.47  4 田中　優奈(2)    18.62
岡谷西部 伊那 岡谷東部 茅野東部

 5 小澤　優奈(3)    19.08  6 金山　文佳(2)    19.52  7 加藤まりな(2)    19.59  8 横山　葵(3)    21.92
辰野 南箕輪 飯田高陵 岡谷北部
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
共通女子 05/30  1組 +1.5  1 有賀　瑞生(3)    28.17  2 竹内　華奈子(2)    28.48  3 塩澤ゆり奈(2)    28.50  4 征矢　希(2)    30.23

諏訪南 駒ヶ根東 飯田高陵 南箕輪
 5 今井　彩樺(3)    31.30  6 赤羽　未紅(3)    33.36  7 熊谷　美佑(1)    34.05  8 登内　彩香(1)    34.54

岡谷北部 赤穂 伊那松川 伊那東部
 2組 +2.5  1 木下　愛里(3)    27.16  2 本島　沙百合(2)    28.25  3 笠原　麻衣(2)    29.79  4 小池　千明(2)    30.48

高森 駒ヶ根東 岡谷北部 原
 5 森元 愛梨(1)    30.66  6 林　成美(3)    31.38 大沢　里歩(2) 欠場    

長峰 辰野 緑ヶ丘
 3組 +2.7  1 宮澤　智優(2)    28.18  2 柴田　佳歩(2)    28.66  3 竹松　多恵子(3)    29.66  4 北原　亜美(3)    30.12

岡谷東部 旭ヶ丘 春富 赤穂
 5 伊藤　舞香(3)    30.28  6 佐々木　歩(3)    31.15  7 福沢　美帆(2)    33.11

原 辰野 高森
 4組 +1.6  1 山田　結花(3)    27.98  2 高橋　千夏(3)    29.85  3 渥美　紀生子(3)    30.45  4 永平　有花(2)    31.06

岡谷東部 伊那東部 茅野東部 諏訪南
 5 西永　梨恵(1)    31.68  6 原田　彩那(1)    32.00  7 大貫　優奈(2)    32.22

伊那松川 諏訪西 箕輪
共通女子 05/30  1組 +2.6  1 篠原　麻衣子(3)    17.79  2 桃沢　愛唯(3)    18.37  3 大島　佳純(2)    18.43  4 赤羽　里香(2)    18.55

原 中川 南箕輪 辰野
 5 石渡　ほなみ(3)    18.61  6 木下采音(3)    18.70  7 田中　礼　(3)    18.87

茅野東部 飯田高陵 伊那
 2組 +3.7  1 伊藤 りさ(3)    17.56  2 高橋　美佳(2)    17.69  3 辰野　七生(3)    18.36  4 米澤　実花(3)    18.43

永明 箕輪 茅野東部 駒ヶ根東
 5 佐藤花菜子(2)    18.90  6 松坂　葉月(2)    21.20  7 大久保　芽衣(2)    31.98

飯田高陵 長峰 春富
 3組 +4.6  1 平林　静香(3)    17.79  2 横澤　なつみ(2)    18.56  3 小澤　佳純(2)    18.88  4 浦野　杏奈(3)    18.96

諏訪南 南箕輪 岡谷北部 伊那東部
 5 瀧澤　瑠奈(2)    20.63  6 久住　麻美(1)    23.18

中川 諏訪西
1年女子 05/30  1組 -1.0  1 小原　愛(1)    14.86  2 三石　奈穂(1)    15.10  3 野口　那奈美(1)    15.37  4 濵　寿未加(1)    15.89

中川 緑ヶ丘 諏訪南 南箕輪
 5 有田　かな(1)    16.02 島岡　あか里(1) 欠場    濵　怜花(1) 欠場    

諏訪西 飯田東 長峰
 2組 -0.3  1 畑　瑠衣菜(1)    13.76  2 伊東沙織(1)    14.36  2 飯島　栞(1)    14.36  4 前島　奈々(1)    14.91

辰野 飯田高陵 伊那東部 原
 5 池上 真理奈(1)    15.12  6 和田　みな美(1)    15.31  7 中野　風香(1)    15.66

長峰 伊那松川 赤穂
 3組 +1.3  1 小澤　未菜(1)    14.19  2 高野　麻梨香(1)    14.72  3 伊藤　奈美(1)    15.03  4 橋詰　樹奈(1)    15.24

緑ヶ丘 下諏訪 南箕輪 諏訪西
 5 米山　瑛梨花(1)    15.48  6 川上　藍(1)    15.49 宮澤　映里奈(1) 欠場    

中川 下條 岡谷西部
 4組 +2.7  1 小松　恵美(1)    13.95  2 北原　詩織(1)    14.06  3 鈴木　幸恵　　(1)    14.32  4 倉田　さやか(1)    14.58

岡谷東部 駒ヶ根東 辰野 伊那
 5 下村　都子(1)    15.03  6 鷲山　令珠(1)    15.04  7 小口　　純枝(1)    19.38

岡谷北部 高森 下諏訪
 5組 +2.8  1 中村　友紀(1)    14.14  2 高橋　美凪(1)    14.59  3 小澤　佳奈子(1)    14.92  3 木下直美(1)    14.92

岡谷東部 永明 伊那東部 飯田高陵
 5 原　千春(1)    14.98  6 両角　優香(1)    15.02  7 中島　美咲(1)    15.38

伊那 茅野東部 下條

１００ｍＨ

１００ｍ

順
位

順
位

２００ｍ

順
位

順
位



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

2年女子 05/30  1組 -1.0  1 武井　祐里香(2)    13.37  2 米澤　緋那(2)    13.64  3 西田　綾花(2)    14.21  4 増澤　里紗(2)    14.75
宮田 緑ヶ丘 伊那 岡谷北部

 5 永井　舞華(2)    14.80  6 小林　真美(2)    15.78  7 竹松　葵(2)    15.88
南箕輪 富士見南 長峰

 2組 -1.4  1 原田麻亜(2)    13.31  2 古谷　砂弥(2)    13.76  3 上原　悠紀(2)    14.40  4 小出　詩織(2)    14.96
飯田高陵 上諏訪 永明 伊那

 5 茶城　美優(2)    15.01  6 山口　鈴佳(2)    15.19  7 田中 優衣(2)    15.51
辰野 西箕輪 茅野北部

 3組 -0.4  1 掛川　鈴月(2)    13.36  2 二宮　萌々(2)    13.43  3 清水　香央梨(2)    14.25  4 金子　優季(2)    14.51
伊那東部 駒ヶ根東 緑ヶ丘 諏訪西

 5 宮城　小春(2)    14.53  6 町田　智美(2)    15.17  7 竹村　彩花(2)    15.31
茅野北部 茅野東部 諏訪南

 4組 0.0  1 大脇　愛菜(2)    13.45  2 清水　真希(2)    13.60  3 石井　菜月(2)    14.30  4 神谷　桃香(2)    14.61
春富 竜東 上諏訪 諏訪南

 5 根橋　愛美(2)    14.85  6 三石　友貴(2)    15.28  7 岩波　和(2)    16.24
辰野 中川 岡谷東部

 5組 0.0  1 武藤　美樹(2)    13.81  2 アルッガマゲ未美利(2    14.22  3 今泉　茜音(2)    14.67  4 山田　小夜子(2)    15.21
岡谷東部 赤穂 伊那松川 長峰

 5 宇治　舞香(2)    16.27  6 小川　真央(2)    16.41 米山なつ子(2) 欠場    
原 箕輪 中川

 6組 +0.4  1 今井　美月(2)    13.76  2 北條　和(2)    14.56  3 穂刈　南緒(2)    14.79  4 桂川　志織(2)    14.85
駒ヶ根東 西箕輪 岡谷北部 赤穂

 5 代田　優里香(2)    14.95  6 坂口　佳帆(2)    15.17  7 飯塚　 万結香(2)    15.75
高森 原 下諏訪

3年女子 05/30  1組 +0.1  1 加藤　未里百(3)    13.59  2 樋口　梨乃(3)    13.87  3 宮下　彩(3)    14.02  4 宮下菜都美(3)    14.26
箕輪 鼎 諏訪西 飯田高陵

 5 北原　朋実(3)    14.42  6 清水　菜津美(3)    14.76  7 加々見　唯真(3)    15.26  8 高野 彩音(3)    15.66
駒ヶ根東 春富 富士見南 茅野北部

 2組 -0.4  1 上原　亜里沙(3)    13.41  2 坂井　聖奈(3)    13.59  3 倉科　千紘(3)    13.84  4 原　麻梨子(3)    14.45
諏訪南 辰野 伊那 緑ヶ丘

 5 増澤　泉帆(3)    14.46  6 篠原　友紀(3)    14.86  7 松井　早希(3)    15.00 平澤　水喜(3) 欠場    
岡谷北部 茅野北部 赤穂 中川

 3組 -1.1  1 梅村　映美(3)    13.40  2 町田　佳穂(3)    14.00  3 望月　愛里(3)    14.44  4 味澤　七星(3)    14.51
鼎 伊那東部 赤穂 辰野

 5 進藤　那月(3)    14.55  6 大家　美紅(3)    14.80  7 柿澤　麻綾(3)    14.82  8 高野　愛梨(3)    15.76
諏訪西 岡谷北部 茅野東部 下諏訪
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リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
共通女子 05/30     1 辰野 畑　瑠衣菜(1) 坂井　聖奈(3) 有賀　菜央(2) 青木　亜里沙(3)       52.76

    2 諏訪南 神谷　桃香(2) 上原　亜里沙(3) 平林　静香(3) 有賀　瑞生(3)       53.29
    3 岡谷東部 小池　玲菜(3) 武藤　美樹(2) 宮澤　智優(2) 山田　結花(3)       53.48
    4 伊那東部 蟹澤　由貴(2) 掛川　鈴月(2) 高橋　千夏(3) 町田　佳穂(3)       53.56
    5 駒ヶ根東 本島　沙百合(2) 今井　美月(2) 北原　和香菜(3) 二宮　萌々(2)       53.70
    6 伊那 武田　真緒(3) 西田　綾花(2) 田中　礼　(3) 倉科　千紘(3)       53.90
    7 飯田高陵 佐藤花菜子(2) 原田麻亜(2) 塩澤ゆり奈(2) 三村捺美(3)       54.02
    8 赤穂 望月　愛里(3) 松井　早希(3) 北原　亜美(3) アルッガマゲ未美利(2       56.23

低学年女子 05/30     1 緑ヶ丘 小澤　未菜(1) 清水　香央梨(2) 植原　佳奈(1) 米澤　緋那(2)       54.90
    2 岡谷東部 中村　友紀(1) 小松　恵美(1) 小林　愛奈(2) 後藤　ちほり(2)       55.73
    3 駒ヶ根東 北原　詩織(1) 竹内　華奈子(2) 高梨　美岐(1) 寺平　葵(2)       56.73
    4 長峰 池上 真理奈(1) 吉水　麻莉(2) 森元 愛梨(1) 山田　小夜子(2)       57.73
    5 中川 瀧澤　瑠奈(2) 片桐　萌々香(1) 三石　友貴(2) 小原　愛(1)       57.76
    6 辰野 根橋　愛美(2) 茶城　美優(2) 溝尾　彩夏(1) 鈴木　幸恵　　(1)       58.24
    7 茅野東部 堀　由奈(1) 両角　優香(1) 両角　果穂(2) 河西　祐美(2)     1,00.63
    8 飯田高陵 岡山未来(1) 高田侑花(1) 伊東沙織(1) 北原京子(1)     1,04.55
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リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
共通女子 05/30  1組     1 諏訪南 神谷　桃香(2) 上原　亜里沙(3) 平林　静香(3) 有賀　瑞生(3)       53.00

    2 駒ヶ根東 本島　沙百合(2) 今井　美月(2) 北原　和香菜(3) 二宮　萌々(2)       53.23
    3 伊那 武田　真緒(3) 西田　綾花(2) 田中　礼　(3) 倉科　千紘(3)       53.97
    4 高森 宮島　志保美(2) 中平　岬(2) 代田　優里香(2) 木下　愛里(3)       55.30
    5 諏訪西 進藤　那月(3) 金子　優季(2) 小池　明(3) 宮下　彩(3)       55.50
    6 茅野北部 篠原　友紀(3) 宮坂 理奈(2) 吉江　美香里(3) 高野 彩音(3)       58.60
    7 中川 川田　麻菜(3) 桃沢　愛唯(3) 平澤　水喜(3) 平澤　花恵(3)     1,00.29

緑ヶ丘 原　麻梨子(3) 大平　有紀奈(2) 池田　有那(2) 滝沢　芹奈(2) 失格      
 2組     1 辰野 畑　瑠衣菜(1) 坂井　聖奈(3) 有賀　菜央(2) 青木　亜里沙(3)       53.22

    2 伊那東部 蟹澤　由貴(2) 掛川　鈴月(2) 高橋　千夏(3) 町田　佳穂(3)       53.66
    3 飯田高陵 佐藤花菜子(2) 原田麻亜(2) 塩澤ゆり奈(2) 三村捺美(3)       54.31
    4 上諏訪 松澤　莉歩(2) 石井　菜月(2) 古谷　砂弥(2) 小出　あかね(2)       55.61
    5 南箕輪 根津　みなみ(2) 征矢　希(2) 永井　舞華(2) 金山　文佳(2)       56.47
    6 茅野東部 渥美　紀生子(3) 柿澤　麻綾(3) 石渡　ほなみ(3) 辰野　七生(3)       58.00
    7 長峰 五味 あかり(1) 河西　いづみ(2) 小林　花菜(2) 竹松　葵(2)     1,02.81

 3組     1 岡谷東部 小池　玲菜(3) 武藤　美樹(2) 宮澤　智優(2) 山田　結花(3)       53.04
    2 赤穂 望月　愛里(3) 松井　早希(3) 北原　亜美(3) アルッガマゲ未美利(2       55.26
    3 岡谷北部 穂刈　南緒(2) 増澤　泉帆(3) 大家　美紅(3) 笠原　麻衣(2)       56.24
    4 箕輪 唐澤　美香(3) 大槻　みほな(3) 飯澤　美咲(3) 加藤　未里百(3)       56.27
    5 原 篠原　麻衣子(3) 伊藤　舞香(3) 小池　千明(2) 坂口　佳帆(2)       57.40
    6 春富 竹松　多恵子(3) 増島　桃子(3) 原　萌美(2) 大脇　愛菜(2)       58.64
    7 岡谷西部 伊藤　美穂(2) 関　七菜実(2) 井口　恵里佳(3) 伊東　泉朋(2)       59.45

鼎 欠場      
低学年女子 05/30  1組     1 緑ヶ丘 小澤　未菜(1) 清水　香央梨(2) 植原　佳奈(1) 米澤　緋那(2)       54.99

    2 辰野 根橋　愛美(2) 茶城　美優(2) 溝尾　彩夏(1) 鈴木　幸恵　　(1)       57.20
    3 諏訪南 野口　那奈美(1) 後藤　優菜(1) 金井　亜衣梨(2) 矢島　愛菜(2)       59.85
    4 永明 広瀬　若菜(2) 上原　悠紀(2) 高橋　美凪(1) 宮坂  あきほ(1)     1,00.03
    5 下條 中島　美咲(1) 亀割　聖夏(1) 川上　藍(1) 朝山　実夢(1)     1,00.47
    6 原 荒木　瑞葉(1) 中村　絵里(1) 竹下　舞香(1) 前島　奈々(1)     1,01.76

伊那東部 髙橋　愛華(1) 飯島　栞(1) 堀内　彩香(1) 小澤　佳奈子(1) 失格      
 2組     1 岡谷東部 中村　友紀(1) 小松　恵美(1) 小林　愛奈(2) 後藤　ちほり(2)       54.53

    2 飯田高陵 加藤まりな(2) 串原愛(2) 伊東沙織(1) 北原京子(1)       56.53
    3 茅野東部 堀　由奈(1) 両角　優香(1) 両角　果穂(2) 河西　祐美(2)       57.85
    4 南箕輪 伊藤　奈美(1) 横澤　なつみ(2) 濵　寿未加(1) 大島　佳純(2)       58.71
    5 高森 鷲山　令珠(1) 瀧本　珠子(2) 岡田　ラナ(1) 福沢　美帆(2)       59.35
    6 岡谷西部 北原　舞雪(2) 宮澤　あずさ(1) 宮澤　映里奈(1) 田中　由布奈(2)     1,00.02

 3組     1 駒ヶ根東 北原　詩織(1) 竹内　華奈子(2) 高梨　美岐(1) 春日　ともえ(2)       56.28
    2 長峰 池上 真理奈(1) 吉水　麻莉(2) 森元 愛梨(1) 山田　小夜子(2)       57.27
    3 中川 瀧澤　瑠奈(2) 片桐　萌々香(1) 三石　友貴(2) 小原　愛(1)       57.82
    4 岡谷北部 小澤　唯(1) 宮坂　舞(1) 古川　礼菜(2) 増澤　里紗(2)       58.17
    5 伊那松川 西永　梨恵(1) 今泉　茜音(2) 小沼　千夏(1) 和田　みな美(1)       58.45
    6 諏訪西 名取　未歩(2) 橋詰　樹奈(1) 有田　かな(1) 原田　彩那(1)     1,01.00

選手名１

４×１００ｍＲ

４×１００ｍＲ

チーム名



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
共通女子 05/30  1 丸山　晴香(3)    1.51  2 中原　遥菜(3)    1.48  3 木下　萌恵(3)    1.35  3 青木　友里恵(3)    1.35

春富 春富 緑ヶ丘 箕輪
 5 野澤　柚香(3)    1.35  6 吉川里緒奈(3)    1.30  7 平澤　花恵(3)    1.30  8 関　七菜実(2)    1.25

辰野 飯田高陵 中川 岡谷西部
 9 増澤　摩耶佳(3)    1.20 10 藤森　若菜(2)    1.20 11 小池　伶奈(3)    1.15 11 北原　茉那美(3)    1.15

岡谷北部 諏訪南 諏訪西 駒ヶ根東
13 北原　舞雪(2)    1.15 13 関　杏利紗(3)    1.15 北原　あすか(1) 桑原　紗弥(1)

岡谷西部 諏訪西 茅野東部 茅野東部
福島　あやめ(3) 欠場    

緑ヶ丘
共通女子 05/30  1 田中　優奈(2)    2.60  2 桜井　まどか(3)    2.50  3 増島　桃子(3)    2.20  4 上原　悠紀(2)    2.10

茅野東部 春富 春富 永明
 5 伊藤 りさ(3)    2.00  5 若狭　杏子(3)    2.00  7 広瀬　若菜(2)    1.90  8 根津　みなみ(2)    1.80

永明 永明 永明 南箕輪
 9 両角　果穂(2)    1.80 高橋　美凪(1) 欠場    宮坂  あきほ(1) 欠場    武村　結香(1) 欠場    

茅野東部 永明 永明 永明
共通女子 05/30  1 青木　亜里沙(3)    4.95  2 橋本　紗季(2)    4.47  3 三村捺美(3)    4.43  4 小池　玲菜(3)    4.43

辰野    -0.7 春富    +0.5 飯田高陵    -0.6 岡谷東部    +1.8
 5 小牧　知世(3)    4.35  6 北原　和香菜(3)    4.26  7 原　　早紀(3)    4.26  8 安藤　友里(3)    4.21

春富    +2.3 駒ヶ根東     0.0 鼎    -0.8 伊那    -0.6
 9 黒岩　真子(3)    4.15 10 小池　菜笑(3)    4.13 11 竹折　綾乃(3)    3.88 12 後藤　ちほり(2)    3.83

鼎    -0.6 富士見南    -0.6 緑ヶ丘    -1.1 岡谷東部    -0.2
13 村沢　茉美(2)    3.81 14 藤森　帆波(2)    3.75 15 古川　礼菜(2)    3.74 16 吉瀧　美里(3)    3.71

宮田    -0.5 茅野東部    -0.3 岡谷北部    -0.3 茅野東部    -0.2
17 郡司　多英子(2)    3.63 18 中平　岬(2)    3.54 19 小林　もと(3)    3.53 20 川田　麻菜(3)    3.48

岡谷西部    -1.1 高森    -1.0 諏訪南    -0.2 中川    -0.6
21 高倉　菜摘(3)    3.41 22 早出　桃子(2)    3.10 23 吉水　麻莉(2)    3.08 24 森下　莉那(3)    3.07

赤穂    -0.3 下諏訪    -0.8 長峰    -0.2 赤穂    -0.3
名取　未歩(2) 小口　　未沙(3) 欠場    吉江　美香里(3) 欠場    根津　みなみ(2) 欠場    

諏訪西 下諏訪 茅野北部 南箕輪
蟹澤　由貴(2) 欠場    

伊那東部
共通女子 05/30  1 新海　ちなつ(3)    9.50  2 篠原　皐(3)    9.27  3 髙坂　真由(3)    8.89  4 奥原　玲菜(3)    8.46

緑ヶ丘 駒ヶ根東 南箕輪 岡谷北部
 5 宮﨑　澪(3)    8.43  6 小口　裕子(3)    7.94  7 望月　沙羅(2)    7.77  8 小澤　麻美(3)    7.71

駒ヶ根東 諏訪南 茅野東部 辰野
 9 濵　優花(2)    7.39 10 高井　ユージン(2)    7.38 11 広瀬　若菜(2)    7.21 12 遠山　芙海可(3)    7.10

長峰 南箕輪 永明 緑ヶ丘
13 半坂　佳奈恵(3)    6.99 14 小泉　美有(3)    6.71 15 宮澤　あずさ(1)    6.69 16 舘山　明希(3)    6.56

岡谷北部 諏訪西 岡谷西部 諏訪南
17 窪田　暉(2)    6.46 18 高田侑花(1)    5.51 19 中村　絵里(1)    5.30 20 瀧本　珠子(2)    5.24

長峰 飯田高陵 原 高森
21 荒木　瑞葉(1)    4.64 田中　美咲(3) 欠場    

原 諏訪西

走高跳

棒高跳（オープ

走幅跳

砲丸投げ

順
位

順
位

順
位

順
位



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

1年女子 05/30  1 植栗　彩加(1)    4.15  2 松坂　春子(1)    4.06  3 北原京子(1)    4.02  4 武井　萌美(1)    3.94
富士見南    +2.5 富士見南    +2.9 飯田高陵    +1.7 岡谷東部    +1.8

 5 小野田　雛子(1)    3.90  6 半﨑　まあや(1)    3.85  7 酒井　玲羅(1)    3.84  8 小口　綾音(1)    3.66
下條    +1.1 緑ヶ丘    +1.1 宮田    +1.0 岡谷北部    +2.6

 9 小沼　千夏(1)    3.63 10 岡田　ラナ(1)    3.60 11 堀　由奈(1)    3.60 12 高梨　美岐(1)    3.55
伊那松川    +3.0 高森    +4.6 茅野東部    +3.1 駒ヶ根東    +3.1

13 朝山　実夢(1)    3.52 14 林　瑞希(1)    3.51 15 大杉　知佳(1)    3.48 16 川崎　玲美(1)    3.46
下條    +2.1 岡谷西部    +2.5 伊那東部    +3.1 諏訪西    +4.6

17 原　皐月(1)    3.39 18 武村　結香(1)    3.38 19 宮澤　沙織(1)    3.37 20 鈴木　彩音(1)    3.37
茅野北部    +2.2 永明    +3.5 赤穂    +1.2 伊那松川    +1.2

21 五味 梨香(1)    3.32 22 更科　魅空(1)    3.31 23 後藤　優菜(1)    3.29 24 廣田　恵(1)    3.24
長峰    +4.8 辰野    +3.2 諏訪南    +2.0 伊那    +2.2

25 伊藤　京香(1)    3.15 26 赤堀　琴未(1)    2.99 27 藤田　亜巳(1)    2.95 28 宮坂  あきほ(1)    2.83
伊那東部    +1.7 南箕輪    +2.4 南箕輪    +2.2 永明    +3.8

四種女子 05/30  1組  1 有賀　菜央(2)    1.25  2 伊東　泉朋(2)    1.25  3 名取　麻楓(3)    1.20  3 秋山　真理沙(3)    1.20
辰野 岡谷西部 諏訪南 長峰

 3 林　優花(2)    1.20  6 小林　愛奈(2)    1.20  7 串原愛(2)    1.15 若狭　杏子(3)
駒ヶ根東 岡谷東部 飯田高陵 永明

 2組 横山　葵(3) 小澤　優奈(3) 加藤まりな(2) 田中　優奈(2)
岡谷北部 辰野 飯田高陵 茅野東部

井口　恵里佳(3) 金山　文佳(2) 向山　友記(3) 武田　真緒(3)
岡谷西部 南箕輪 岡谷東部 伊那

四種女子 05/30 名取　麻楓(3) 横山　葵(3) 向山　友記(3) 串原愛(2)
諏訪南 岡谷北部 岡谷東部 飯田高陵

田中　優奈(2) 井口　恵里佳(3) 小澤　優奈(3) 加藤まりな(2)
茅野東部 岡谷西部 辰野 飯田高陵

武田　真緒(3) 伊東　泉朋(2) 金山　文佳(2) 小林　愛奈(2)
伊那 岡谷西部 南箕輪 岡谷東部

林　優花(2) 秋山　真理沙(3) 有賀　菜央(2) 若狭　杏子(3) 棄権    
駒ヶ根東 長峰 辰野 永明

砲丸投

走幅跳

走高跳



Ｐ　４７

コード

コード

15"47 781 17"17 577 16"38 668 16"99 598 18"47 441 19"18 374 19"52 343 20"50 262 18"62 426 19"59 337

+3.6 781 +3.2 577 +3.2 668 +3.6 598 +3.2 441 +3.6 374 +3.2 343 +3.6 262 +3.2 426 +3.2 337

1m25 359 1m35 460 1m30 409 1m20 312 1m35 460 1m20 312 1m30 409 1m20 312 1m25 359 1m25 359

1140 1037 1077 910 901 686 752 574 785 696

8m75 448 6m99 334 6m50 303 7m61 374 6m14 280 8m74 447 7m38 359 8m06 403 6m32 292 6m92 330

1588 1371 1380 1284 1181 1133 1111 977 1077 1026

28"07 625 28"75 573 30"46 450 29"96 485 30"14 472 30"22 467 30"35 458 29"52 516 31"01 414 31"22 400

+0.9 2213 +0.5 1944 +0.5 1830 +0.9 1769 +0.5 1653 +0.9 1600 +0.5 1569 +0.9 1493 +0.5 1491 +0.5 1426

総　得　点

順　　　位

19"08 383 19"16 376 19"77 322 19"01 389 21"92 162 19"45 349

+3.2 383 +3.6 376 +3.6 322 +3.6 389 +3.2 162 +3.6 349

1m20 312 1m25 359 1m15 266 1m20 312 1m15 266 記録なし 0

695 735 588 701 428 349

6m88 327 7m37 359 6m15 281 5m76 256 5m82 260 棄権

1022 1094 869 957 688

31"38 390 33"95 242 31"40 389 33"11 287 32"42 326 棄権

+0.5 1412 +0.9 1336 +0.9 1258 +0.9 1244 +0.5 1014

総　得　点

順　　　位 16

349

11 12 13 14 15

１００ｍH

走高跳

砲丸投

２００ｍ

1412 1336 1258 1244 1014

辰野 3 岡谷西部 2 飯田高陵 2 諏訪南 3 岡谷北部 3 永明 3

小澤　優奈 伊東　泉朋 串原　愛 名取　麻楓 横山　葵 若狭　杏子

10

1534 1025 2046 1295 1058 1335

1426

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1769 1653 1600 1569 1493 1491

走高跳

砲丸投

２００ｍ

2213 1944 1830

長峰 3 南箕輪 2 駒ヶ根東 2 茅野東部 2 飯田高陵 2

１００ｍH

秋山真理沙 金山　文佳 林　優花 田中　優奈 加藤まりな

辰野 2 伊那 3 岡谷西部 3 岡谷東部 2 岡谷東部 3

1381 1607 1827 1425 2042

有賀　菜央 武田　真緒 井口恵里佳 小林　愛奈 向山　友記

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード 競技会名　　　南信地区予選会

主催団体　南信地区中学校体育連盟 競技場名　　　伊那市陸上競技場

平成２１　年　　５　月　３０　日（　土　曜）

1536 1625 1021 1117 1113

種 目

都
道府

県・所属

競 技者名

ナ ン バ ー

混成競技(四種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 桐 山 勝 次

記録主任 後 藤 衛

審 判 長 大 澤 徹

２ ０ ２ ０ ３ ０

名

種 目

都
道府

県・所属

競 技者名

ナ ン バ ー

名

属

名

名

属

名

名属

名

名

２ ０ ０ ９ ２ ０ ４ ０ ０ ２
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