
予選 6月4日 9:40
決勝 6月4日 14:00

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +0.9

 1 鈴島 瑞菜(5)    15.41 q 1 原 愛美(5)    15.51 q
ｽｽﾞｼﾏ ﾐｽﾞﾅ 芳川小 ﾊﾗ ｱｲﾐ 福島小

 2 石田 遥(5)    16.01 2 宮下 智帆(5)    15.64 q
ｲｼﾀﾞﾊﾙｶ 穂高南小 ﾐﾔｼﾀ ﾁﾎ 塩尻西小

 3 上條 美蘭(5)    16.32 3 栃木 優衣(5)    15.98 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾗﾝ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾄﾁｷﾞ ﾕｲ 上松小

 4 赤羽 香穂(5)    17.17 4 巾 こと美(5)    16.02 
ｱｶﾊﾈ ｶﾎ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗 ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 王滝小

 5 外谷 望(5)    17.49 5 市川 歌乃(5)    16.51 
ﾄﾔ ﾉｿﾞﾐ 開明小 ｲﾁｶﾜ ｶﾉ 梓川小

 6 谷口 真生(5)    17.56 6 宮下 結華(5)    16.78 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 二子小 ﾐﾔｼﾀ ﾕｲｶ 開智小
竹本 のどか(5) 7 宍戸 優希(5)    16.84 
ﾀｹﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 穂高西小 ｼｼﾄﾞ ﾕｷ 筑摩小

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 +0.5

 1 清水 玲香(5)    15.66 q 1 宮坂 菜帆子(5)    15.39 q
ｼﾐｽﾞ ﾚｲｶ 大町西小 ﾐﾔｻｶ ﾅﾎｺ 会染小

 2 太田 彩水(5)    15.86 2 甲斐 彩子(5)    15.97 
ｵｵﾀ ｱﾔﾐ 塩尻西小 ｶｲ ｱﾔｺ 開智小

 3 田中 ゆりな(5)    16.65 3 小松 亜由菜(5)    16.02 
ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ 開明小 ｺﾏﾂ ｱﾕﾅ 豊科南小

 4 宗村 奈生子(5)    16.84 4 吉澤 未久(5)    16.13 
ﾑﾈﾑﾗ ﾅｵｺ 堀金小 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｸ 小谷小

 5 小林 日菜美(5)    16.85 5 遠藤 あかね(5)    16.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾐ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ｴﾝﾄﾞｳ ｱｶﾈ 生坂小

 6 麻沼 優理(5)    16.88 6 竹内 愛海(5)    16.67 
ｱｻﾇﾏ ﾕﾘ 開智小 ﾀｹｳﾁ ｱﾐ 堀金小

 7 大前 遥(5)    16.96 7 塩原 まなみ(5)    17.24 
ｵｵﾏｴ ﾊﾙｶ 上松小 ｼｵﾊﾗ ﾏﾅﾐ 広丘小

[ 5組] 風速 +2.6 [ 6組] 風速 +2.2

 1 山口 優花(5)    15.31 q 1 村上 春菜(5)    15.59 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 梓川小 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 八坂小

 2 塩原 美里(5)    15.93 2 本沢 夏来(5)    15.86 
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 会染小 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 洗馬小

 3 遠藤 由菜    15.93 3 小林 茉由(5)    15.88 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 穂高西小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 宗賀小

 4 吉富 真央(5)    15.98 4 上條 寧々(5)    15.92 
ﾖｼﾄﾐ ﾏｵ 池田小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 5 金子 結羽(5)    16.22 5 鈴木 葵(5)    16.24 
ｶﾈｺ ﾕｳ 穂高南小 ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 穂高南小

 6 髙木 明日翔(5)    17.08 6 栁澤 美璃亜(5)    16.65 
ﾀｶｷﾞ ｱｽｶ 三岳小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾘｱ 生坂小

 7 原井 雪里(5)    17.20 7 熊澤 玲菜(5)    16.90 
ﾊﾗｲ ﾕﾘ 生坂小 ｸﾏｻﾞﾜ ﾚｲﾅ 開智小

風速 -2.2

 1 原 愛美(5)    15.45 
ﾊﾗ ｱｲﾐ 福島小

 1 宮坂 菜帆子(5)    15.45 
ﾐﾔｻｶ ﾅﾎｺ 会染小

 3 山口 優花(5)    15.56 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 梓川小

 4 鈴島 瑞菜(5)    15.70 
ｽｽﾞｼﾏ ﾐｽﾞﾅ 芳川小

 5 村上 春菜(5)    15.89 
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 八坂小

 6 宮下 智帆(5)    15.94 
ﾐﾔｼﾀ ﾁﾎ 塩尻西小

 7 清水 玲香(5)    16.09 
ｼﾐｽﾞ ﾚｲｶ 大町西小

 8 太田 彩水(5)    16.28 
ｵｵﾀ ｱﾔﾐ 塩尻西小

 9 本沢 夏来(5)    16.36 
ﾎﾝｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 洗馬小
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予選 6月4日 10:00
決勝 6月4日 14:05

大会記録(GR)                    13.62 

[ 1組] 風速 +3.0 [ 2組] 風速 +0.6

 1 青柳 里央(6)    14.53 q 1 堤 向日葵(6)    14.74 q
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 穂高北小 ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 寿小

 2 萩原 栞菜(6)    14.79 q 2 高橋 那佳(6)    15.52 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾝﾅ 豊科南小 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ 豊科北小

 3 宮戸香菜(6)    15.03 3 佐藤 登志恵(6)    15.63 
ﾐﾔﾄﾞ ｶﾅ 木曽上田小 ｻﾄｳ ﾄｼｴ 北安松川小

 4 石原 美帆(6)    15.78 4 安田 三奈美(6)    15.74 
ｲｼﾊﾗ ﾐﾎ 大町北小 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 5 重野 朋子(6)    15.81 5 礒 清菜(6)    15.77 
ｼｹﾞﾉ ﾄﾓｺ 福島小 ｲｿ ｻﾔﾅ 開智小

 6 上原 華澄(6)    16.12 6 大沢 貴子(6)    15.92 
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾐ 広丘小 ｵｵｻﾜ ﾀｶｺ 二子小

 7 小木曽 里沙(6)    16.25 7 川井 海帆(6)    16.03 
ｵｷﾞｿ ﾘｻ 開智小 ｶﾜｲ ｶﾎ 朝日小
湯本 珠実(6) 8 古畑 清華(6)    16.07 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科東小 ﾌﾙﾊﾀ ｷﾖｶ 三岳小

[ 3組] 風速 +1.3 [ 4組] 風速 +1.9

 1 古谷 菜穂(6)    15.02 1 木田村 美央(6)    14.66 q
ﾌﾙﾔ ﾅｵ 片丘小 ｷﾀﾑﾗ  ﾐｵ 木曽上田小

 2 西村 光(6)    15.07 2 田中 瑞紀(6)    14.69 q
ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾘ 清水小 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 大町南小

 3 小林 侑生(6)    15.16 3 森 麻(6)    14.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野小 ﾓﾘ ｱｻ 白馬北小

 4 大月 純(6)    15.17 4 黒田 ひかる(6)    15.33 
ｵｵﾂｷ ｼﾞｭﾝ 鎌田小 ｸﾛﾀﾞ ﾋｶﾙ 豊科東小

 5 宮下 渓香(6)    15.26 5 藤森 瑞花(6)    15.61 
ﾐﾔｼﾀｹｲｶ 坂井小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐｽﾞｶ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗

 6 一ﾉ沢 温美(6)    15.62 6 武居 麻結(6)    15.75 
ｲﾁﾉｻﾜ ｱﾂﾐ 三岳小 ﾀｹｲ ﾏﾕ 今井小

 7 白倉 李緒(6)    15.84 7 久保 菜都希(6)    16.14 
ｼﾗｸﾗ ﾘｵ 二子小 ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 塩尻東小

 8 細川 さやか(6)    15.87 8 古厩 亜美(6)    16.63 
ﾎｿｶﾜ ｻﾔｶ 穂高北小 ﾌﾙﾏﾔ ｱﾐ 島立小

[ 5組] 風速 +1.2 [ 6組] 風速 +3.0

 1 横山可奈子(6)    14.51 q 1 森本 知隼(6)    13.49 q
ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田小 ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻西小

 2 松山 由里香(6)    14.79 q 2 太田 愛海(6)    15.07 
ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 島内小 ｵｵﾀ ﾏﾅﾐ 開智小

 3 中村 美佑(6)    15.37 3 前多 柚子奈(6)    15.11 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ 上松小 ﾏｴﾀﾞ ﾕｽﾞﾅ 会染小

 4 友渕 若穂(6)    15.43 4 長曽我部 なつ(6)    15.29 
ﾄﾓﾌﾞﾁ ﾜｶﾎ 寿小 ﾁｮｳｿｶﾍﾞ ﾅﾂ 豊科東小

 5 小坂 愛美(6)    15.72 5 宮下 奈緒(6)    15.48 
ｺｻｶ ﾏﾅﾐ 三郷小 ﾐﾔｼﾀ ﾅｵ 島立小

 6 丸山 優花(6)    15.75 6 宮下 爽佳(6)    15.63 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 本城小 ﾐﾔｼﾀ ｻﾔｶ 本城小

 7 後藤 月楓(6)    16.01 7 清澤 さやか(6)    15.91 
ｺﾞﾄｳ ﾂｷｶ 大町南小 ｷﾖｻﾜ ｻﾔｶ 朝日小

風速 -0.5

 1 森本 知隼(6)    13.62 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻西小

 2 横山可奈子(6)    14.75 
ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田小

 3 木田村 美央(6)    15.06 
ｷﾀﾑﾗ  ﾐｵ 木曽上田小

 4 青柳 里央(6)    15.09 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 穂高北小

 5 萩原 栞菜(6)    15.12 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾝﾅ 豊科南小

 6 松山 由里香(6)    15.14 
ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 島内小

 7 堤 向日葵(6)    15.33 
ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 寿小

 8 田中 瑞紀(6)    15.40 
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 大町南小
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決勝 6月4日 13:20

[ 1組] [ 2組]

 1 宮下 瑠那(6)  3:34.66 1 津金 真由子(6)  3:16.94 
ﾐﾔｼ ﾀﾙﾅ 豊科南小 ﾂｶﾞﾈ ﾏﾕｺ 堀金小

 2 川井 有珠(6)  3:39.49 2 節　崚子(6)  3:25.71 
ｶﾜｲ ｱﾘｽ 南木曽小 ｾﾂ ﾘｮｳｺ 北安松川小

 3 高橋 莉那(6)  3:40.12 3 根津 葵(5)  3:30.01 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 白馬南小 ﾈﾂ ｱｵｲ 本郷小

 4 田倉 芽衣(5)  3:41.53 4 山﨑 栞奈(6)  3:30.74 
ﾀｸﾗ ﾏｲ 北安松川小 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾅ 明北小

 5 安元 実佑(5)  3:42.67 5 高安 結衣(5)  3:30.92 
ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ ｺﾒｯﾄ波田 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 6 小岩井 杏花(6)  3:44.02 6 牛越 裕子(6)  3:35.41 
ｺｲﾜｲ ｷｮｳｶ 鎌田小 ｳｼｺｼ ﾕｳｺ 明南小

 7 矢島 あかり(6)  3:44.11 7 武田 梨奈(6)  3:35.97 
ﾔｼﾞﾏ ｱｶﾘ 吉田小 ﾀｹﾀﾞ ﾘﾅ 塩尻西小

 8 窪堀 あずみ(5)  3:46.32 8 黒川 真由香(6)  3:37.65 
ｸﾎﾞﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 豊科北小 ｸﾛｶﾜ ﾏﾕｶ 大町北小

 9 丸山 明日香(6)  3:47.54 9 北沢 朱里(6)  3:39.18 
ﾏﾙﾔﾏ ｱｽｶ 白馬AC ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ 北安松川小

10 喜多見 彩乃(6)  3:48.49 10 村上 明日香(6)  3:39.50 
ｷﾀﾐ ｱﾔﾉ 開明小 ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

11 小平 つむぎ(5)  3:49.98 11 塩原 優夏(6)  3:41.26 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾂﾑｷﾞ 木曽楢川小 ｼｵﾊﾗ ﾕｳｶ 島立小

12 明間 史佳(6)  3:50.09 12 土田 彩美(6)  3:42.59 
ｱｹﾏ ﾌﾐｶ 朝日小 ﾂﾁﾀﾞ ｱﾐ 寿小

13 熊谷 佳奈(6)  3:50.75 13 甕 夏実(5)  3:45.36 
ｸﾏｶﾞｲ ｶﾅ 豊科南小 ﾓﾀｲ ﾅﾂﾐ 吉田小

14 伊藤 佳菜美(6)  3:50.78 14 竹田 ののか(6)  3:45.76 
ｲﾄｳ ｶﾅﾐ 田川小 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾉｶ 広丘小

15 塩原 朱夏(5)  3:56.11 15 瀧澤 萌音(6)  3:45.84 
ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭｶ 本郷小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾓﾈ 明南小

16 安藤 里架(6)  3:56.32 16 小林 はる子(6)  3:46.25 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｶ ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｺ 生坂小

17 渭原 千夏子(6)  4:03.31 17 宮澤 杏香(6)  3:46.26 
ｲﾊﾗ ﾁｶｺ 梓川小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｶ 坂北小

18 丸山 純礼(5)  4:03.53 18 横山 香奈(6)  3:48.12 
ﾏﾙﾔﾏ ｽﾐﾚ 梓川小 ﾖｺﾔﾏ ｺﾅ 塩尻西小

19 青木 美香里(6)  4:15.05 19 南澤 あゆ(6)  3:57.30 
ｱｵｷ ﾐｶﾘ 木祖源流TC ﾐﾅﾐｻﾜ ｱﾕ 二子小

20 三田 尚果(5)  4:32.57 五味 優月(6)
ﾐﾀ ﾅｵｶ ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾞﾐ ﾕﾂﾞｷ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
羽多野 桃香(6)
ﾊﾀﾉ ﾓﾓｶ 梓川小
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18   318

16   369

7   601

9   673

19     9

12   446

10   307

11   655

14    60

21   243

17   473

3   708

15   744

13   602

6   638

4   626

2   101

5   606

記録／備考
14   420

No. 氏  名 所属名

11   371

18   746

4   426

16   218

6   481

19    44

8   364

5   370

2   219

1   727

13   691

7     8

3    13

10   482

9   208

15   201

17    45

20   735

12   220
途中棄権

8   624
欠場



   1 津金 真由子(6) 堀金小    3:16.94  2  1
   2 節　崚子(6) 北安松川小    3:25.71  2  2
   3 根津 葵(5) 本郷小    3:30.01  2  3
   4 山﨑 栞奈(6) 明北小    3:30.74  2  4
   5 高安 結衣(5) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    3:30.92  2  5
   6 宮下 瑠那(6) 豊科南小    3:34.66  1  1
   7 牛越 裕子(6) 明南小    3:35.41  2  6
   8 武田 梨奈(6) 塩尻西小    3:35.97  2  7
   9 黒川 真由香(6) 大町北小    3:37.65  2  8
  10 北沢 朱里(6) 北安松川小    3:39.18  2  9
  11 川井 有珠(6) 南木曽小    3:39.49  1  2
  12 村上 明日香(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    3:39.50  2 10
  13 高橋 莉那(6) 白馬南小    3:40.12  1  3
  14 塩原 優夏(6) 島立小    3:41.26  2 11
  15 田倉 芽衣(5) 北安松川小    3:41.53  1  4
  16 土田 彩美(6) 寿小    3:42.59  2 12
  17 安元 実佑(5) ｺﾒｯﾄ波田    3:42.67  1  5
  18 小岩井 杏花(6) 鎌田小    3:44.02  1  6
  19 矢島 あかり(6) 吉田小    3:44.11  1  7
  20 甕 夏実(5) 吉田小    3:45.36  2 13
  21 竹田 ののか(6) 広丘小    3:45.76  2 14
  22 瀧澤 萌音(6) 明南小    3:45.84  2 15
  23 小林 はる子(6) 生坂小    3:46.25  2 16
  24 宮澤 杏香(6) 坂北小    3:46.26  2 17
  25 窪堀 あずみ(5) 豊科北小    3:46.32  1  8
  26 丸山 明日香(6) 白馬AC    3:47.54  1  9
  27 横山 香奈(6) 塩尻西小    3:48.12  2 18
  28 喜多見 彩乃(6) 開明小    3:48.49  1 10
  29 小平 つむぎ(5) 木曽楢川小    3:49.98  1 11
  30 明間 史佳(6) 朝日小    3:50.09  1 12
  31 熊谷 佳奈(6) 豊科南小    3:50.75  1 13
  32 伊藤 佳菜美(6) 田川小    3:50.78  1 14
  33 塩原 朱夏(5) 本郷小    3:56.11  1 15
  34 安藤 里架(6) ｺﾒｯﾄ波田    3:56.32  1 16
  35 南澤 あゆ(6) 二子小    3:57.30  2 19
  36 渭原 千夏子(6) 梓川小    4:03.31  1 17
  37 丸山 純礼(5) 梓川小    4:03.53  1 18
  38 青木 美香里(6) 木祖源流TC    4:15.05  1 19
  39 三田 尚果(5) ｺﾒｯﾄ波田    4:32.57  1 20

女子

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
  420
  371
  746
  426
  218
  474
  481
   44
  364
  370
  155
  219
  318
  727
  369
  691
  601
  673
    9
    8
   13
  482
  208
  201
  446
  307
   45
  655
   60
  243
  473
  708
  744
  602

  606

  735
  638
  626
  101



予選 6月4日 11:50
決勝 6月4日 14:25

大会記録(GR)                    56.55 

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 ｺﾒｯﾄ波田(A)   622 百瀬 天音(6)    57.71 q 1  9 豊科北小(A)  449 中澤 紫音(6)    56.13 q

ﾓﾓｾ ｱﾏﾈ ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ
  621 百瀬 そよか(6)  448 齊藤 静花(6)

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
  614 中村 芽生(6)  450 木村 凌(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
  616 中塚 真子(6)  447 臼井 美紅(6)

ﾅｶﾂｶ ﾏｺ ｳｽｲ ﾐｸ
 2   2 堀金小(A)   424 松本 真輝(6)  1:00.28 q 2  8 宗賀小(B)   37 塩原 咲希(6)  1:00.31 q

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ ｼｵﾊﾗ ｻｷ
  422 宮島 志歩(6)   35 青木 理子(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎ ｱｵｷ ﾘｺ
  423 中村 優(6)   36 恵木 和香(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ ｴｷﾞ ﾎﾉｶ
  421 末次 綾乃(6)   38 武居 柚花(6)

ｽｴﾂｸﾞ ｱﾔﾉ ﾀｹｲ ﾕｳｶ
 3   8 広丘小(A)    19 伊藤 日菜(5)  1:00.58 q 3  5 岡田小  642 石川 瑶乃(6)  1:02.98 

ｲﾄｳ ﾋﾅ ｲｼｶﾜ ﾀﾏﾉ
   20 西沢 李々華(5)  644 柳原 咲希(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾘｶ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｻｷ
   21 藤田 茉優(5)  641 植村 夏帆(6)

ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕ ｳｴﾑﾗ ｶﾎ
   22 田中 海羽(5)  640 山下 優生(6)

ﾀﾅｶ ﾐｳ ﾔﾏｼﾀ ﾕｷ
 4   1 開明小(A)   656 吉澤 陽菜(6)  1:00.78 4  4 清水小  705 龍野 琴乃(6)  1:03.25 

ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾅ ﾀﾂﾉ ｺﾄﾉ
  666 板花 佳乃子(6)  703 田中 凜花(6)

ｲﾀﾊﾅ ｶﾉｺ ﾀﾅｶ ﾘﾝｶ
  663 大塚 千咲(6)  698 松邑 美来(6)

ｵｵﾂｶ ﾁｻｷ ﾏﾂﾑﾗ ﾐｸ
  661 西條 朱莉(6)  702 的場 優衣(6)

ｻｲｼﾞｮｳ ｼｭﾘ ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ
 5   5 大町南小   359 丸山 美咲(6)  1:01.00 5  1 三郷小(A)  431 小穴 真穂(5)  1:04.90 

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｷ ｵｱﾅ ﾏﾎ
  360 細澤 彩香(6)  432 臼井 はな乃(5)

ﾎｿｻﾞﾜ ｱﾔｶ ｳｽｲ ﾊﾅﾉ
  361 白澤 真実(6)  434 上沼 瑞季(6)

ｼﾗｻﾜ ﾏﾅﾐ ｳｴﾇﾏ ﾐｽﾞｷ
  362 安藤 響(6)  433 中西 彩乃(6)

ｱﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ ﾅｶﾆｼ ｱﾔﾉ
 6   7 大町西小   351 小林 永佳(6)  1:01.90 6  3 芝沢小  683 池田 杏莉(5)  1:05.41 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾘ
  352 荒井 空(6)  687 藤澤 優衣(6)

ｱﾗｲ ｿﾗ ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｲ
  353 藤沢 夏乃(6)  686 塚田 帆風(6)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾂﾉ ﾂｶﾀﾞ ﾎﾉｶ
  354 山本 里枝(6)  688 北林 玲奈(6)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴ ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾅ
 7   3 梓川小   632 西牧 亜加莉(6)  1:02.02 7  6 大町東小(B)  340 石田 花穂(5)  1:06.98 

ﾆｼﾏｷ ｱｶﾘ ｲｼﾀﾞ ｶﾎ
  629 上嶋 彩香(6)  343 松井 美樹(5)

ｶﾐｼﾞﾏ ｱﾔｶ ﾏﾂｲ ﾐｷ
  625 横山 夏帆(6)  342 澁谷 涼夏(5)

ﾖｺﾔﾏ ﾅﾂﾎ ｼﾌﾞﾔ ｽｽﾞｶ
  631 西山 果歩(6)  344 千野 歩果(5)

ﾆｼﾔﾏ ｶﾎ ﾁﾉ ｱﾕｶ
 8   9 島内小   721 小林 未璃愛(5)  1:03.82 8  7 木祖源流TC  103 巾崎 里咲(5)  1:07.41 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾘｱ ﾊﾊﾞｻﾞｷ ﾘｻ
  726 髙山 瑞季(5)  104 奥原 菜季(5)

ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ ｵｸﾊﾗ ﾅｲｷ
  725 田力 萌香(5)  105 笹川 美来(5)

ﾀﾁﾞｶﾗ ﾓｴｶ ｻｻｶﾞﾜ ﾐﾗｲ
  720 河野 莉奈(5)  106 永島 穂乃香(5)

ｺｳﾉ ﾘﾅ ﾅｶﾞｼﾏ ﾎﾉｶ
 9   6 宗賀小(A)    32 二宮 咲希(5)  1:05.94  2 穂高南小  409 池田 茜(6)

ﾆﾉﾐﾔ ｻｷ ｲｹﾀﾞｱｶﾈ 失格
   34 山口 桃佳(5)  408 遠藤 美雨(6) R1(3-4)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓｶ ｴﾝﾄﾞｳﾐｳ
   33 増谷 美江音(5)  407 杏 由茉(6)

ﾏｽﾀﾆ ﾐｺﾄ ｶﾗﾓﾓﾕﾏ
   31 座光寺 真依(5)  410 望月 茉桜(6)

ｻﾞｺｳｼﾞ ﾏｲ ﾓﾁﾂﾞｷﾏｵ

女子

4×100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 三郷小(B)   438 入江 帆奈美(6)    59.25 q 1  2 白馬AC  309 横山 凛(6)    59.24 q

ｲﾘｴ ﾎﾅﾐ ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝ
  437 中島 真緒(6)  310 松本 逸希(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｵ ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂｷ
  436 川口 希美(6)  311 森 晴菜(6)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ ﾓﾘ ﾊﾙﾅ
  435 滝澤 舞奈(6)  312 下澤 瑠菜(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲﾅ ｼﾓｻﾞﾜ ﾙﾅ
 2   9 ｺﾒｯﾄ波田(B)   612 倉谷 奈菜(6)    59.95 q 2  3 大町東小(A)  335 降籏 星奈(6)  1:01.35 

ｸﾗﾔ ﾅﾅ ﾌﾘﾊﾀ ｾｲﾅ
  619 二村 美羽(6)  336 西澤 友麻莉(6)

ﾆﾑﾗ ﾐｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕﾘ
  604 一柳 菜々子(6)  337 曽根原 はるか(6)

ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾅﾅｺ ｿﾈﾊﾗ ﾊﾙｶ
  620 柏原 朋意(6)  338 新井 茅乃(6)

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾄﾓｲ ｱﾗｲ ｶﾔﾉ
 3   8 大桑小   144 古野 成美(6)  1:00.71 3  8 田川小  710 今井 香帆(6)  1:01.53 

ﾌﾙﾉ ﾅﾙﾐ ｲﾏｲ ｶﾎ
  145 須賀 夢佳(6)  718 藤沼 奈津(6)

ｽｶﾞ ﾕﾒｶ ﾌｼﾞﾇﾏ ﾅﾂ
  146 古畑 桃子(6)  714 池田 仁美(6)

ﾌﾙﾊﾀ ﾓﾓｺ ｲｹﾀﾞ ﾋﾄﾐ
  147 松原 かのん(6)  716 辻村 夢実(6)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶﾉﾝ ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕﾒﾐ
 4   6 塩尻東小(A)    54 武藤有香(6)  1:01.01 4  4 北安松川小  375 金井 向日葵(5)  1:02.83 

ﾑﾄｳ ﾕｳｶ ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
   53 一ﾉ瀬 緑(5)  376 高橋 咲夏(5)

ｲﾁﾉｾ ﾐﾄﾞﾘ ﾀｶﾊｼ ｴﾐｶ
   55 百瀬 真帆(5)  377 北澤 詩織(5)

ﾓﾓｾ ﾏﾎ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
   52 有賀 留那(6)  378 高橋 柚菜(5)

ｱﾙｶﾞ ﾙﾅ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾅ
 5   7 菅野小(A)   697 赤羽 ゆり華(6)  1:03.52 5  9 穂高西小  490 臼井 舞彩(6)  1:03.71 

ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ ｳｽｲ ﾏｱﾔ
  694 高橋 知沙都(6)  488 辰口 和(6)

ﾀｶﾊｼ ﾁｻﾄ ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ
  696 松下 奈那子(6)  491 越野 花奈子(6)

ﾏﾂｼﾀ ﾅﾅｺ ｺｼﾉ ｶﾅｺ
  693 岩垂 瀬夏(6)  489 藤原 舞(6)

ｲﾜﾀﾞﾚ ｾﾅ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ
 6   3 広丘小(B)    24 樋口 莉緒花(6)  1:03.58 6  7 開明小(B)  658 高橋 加奈(5)  1:04.47 

ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ ﾀｶﾊｼ ｶﾅ
   25 小松 結莉乃(6)  667 樋口 奈央(6)

ｺﾏﾂ ﾕﾘﾉ ﾋｸﾞﾁ ﾅｵ
   26 後藤 彩衣(6)  662 前田 えな(5)

ｺﾞﾄｳ ｻｴ ﾏｴﾀﾞ ｴﾅ
   27 青樹 祐香(6)  657 古畑 莉歩(5)

ｱｵｷ ﾕｳｶ ﾌﾙﾊﾀ ﾘﾎ
 7   5 本郷小   755 柳澤 ほのか(6)  1:03.85 7  6 塩尻東小(B)   58 近藤 麻理香(5)  1:04.65 

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾎﾉｶ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｶ
  752 大堀 和佳奈(6)   56 ｲｽﾞﾐ ﾆｺﾚ ｱﾘｻ(5)

ｵｵﾎﾘ ﾜｶﾅ ｲｽﾞﾐ ﾆｺﾚ ｱﾘｻ
  747 小口 奈波(6)   57 木下 くるみ(5)

ｵｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ
  751 折井 映美(6)   59 丸山 依羽(5)

ｵﾘｲ ｴﾐ ﾏﾙﾔﾏ ﾖﾘﾊ
 8   2 南木曽小   156 垂見 琴奈(5)  1:06.45 8  5 麻績小  216 塚原 美緒(5)  1:08.34 

ﾀﾙﾐ ｺﾄﾅ ﾂｶﾊﾗ ﾐｵ
  158 稲葉 奈々子(5)  213 宮下 夢花(5)

ｲﾅﾊﾞ ﾅﾅｺ ﾐﾔｼﾀ ﾕﾒｶ
  157 茶原 奈々(5)  217 寺沢 美似奈(5)

ﾁｬﾊﾗ ﾅﾅ ﾃﾗｻﾜ ﾐｲﾅ
  159 松原 友香(5)  214 木藤 菜花(5)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｶ ｷﾄｳ ｻｲｶ

女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 豊科北小(A)   447 臼井 美紅(6)    55.95 

ｳｽｲ ﾐｸ
  448 齊藤 静花(6)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
  449 中澤 紫音(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ
  450 木村 凌(6)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 2   5 ｺﾒｯﾄ波田(A)   607 三田 有紗(6)    57.72 

ﾐﾀ ｱﾘｻ
  621 百瀬 そよか(6)

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ
  614 中村 芽生(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
  616 中塚 真子(6)

ﾅｶﾂｶ ﾏｺ
 3   6 白馬AC   309 横山 凛(6)    58.99 

ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝ
  310 松本 逸希(6)

ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂｷ
  311 森 晴菜(6)

ﾓﾘ ﾊﾙﾅ
  312 下澤 瑠菜(6)

ｼﾓｻﾞﾜ ﾙﾅ
 4   4 三郷小(B)   438 入江 帆奈美(6)    59.35 

ｲﾘｴ ﾎﾅﾐ
  437 中島 真緒(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｵ
  436 川口 希美(6)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ
  435 滝澤 舞奈(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲﾅ
 5   9 堀金小(A)   424 松本 真輝(6)  1:00.35 

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ
  422 宮島 志歩(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎ
  423 中村 優(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ
  421 末次 綾乃(6)

ｽｴﾂｸﾞ ｱﾔﾉ
 6   8 ｺﾒｯﾄ波田(B)   612 倉谷 奈菜(6)  1:00.42 

ｸﾗﾔ ﾅﾅ
  619 二村 美羽(6)

ﾆﾑﾗ ﾐｳ
  604 一柳 菜々子(6)

ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾅﾅｺ
  620 柏原 朋意(6)

ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾄﾓｲ
 7   3 宗賀小(B)    37 塩原 咲希(6)  1:00.72 

ｼｵﾊﾗ ｻｷ
   35 青木 理子(6)

ｱｵｷ ﾘｺ
   36 恵木 和香(6)

ｴｷﾞ ﾎﾉｶ
   38 武居 柚花(6)

ﾀｹｲ ﾕｳｶ
 8   2 広丘小(A)    19 伊藤 日菜(5)  1:01.09 

ｲﾄｳ ﾋﾅ
   20 西沢 李々華(5)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾘｶ
   21 藤田 茉優(5)

ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕ
   22 田中 海羽(5)

ﾀﾅｶ ﾐｳ

決勝

女子

4×100m
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[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -0.8

 1 鈴木 友菜(6)    16.56 q 1 松葉 可恋(6)    16.56 q
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 池田小 ﾏﾂﾊﾞ ｶﾚﾝ 池田小

 2 清水 彩花(6)    17.10 q 2 宍戸 琴葉(6)    16.82 q
ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 豊科東小 ｼｼﾄﾞ ｺﾄﾊ 豊科東小

 3 上條 祐菜(6)    18.77 3 上條 夏歩(6)    17.24 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾅ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾎ 今井小

 4 池井 菜々子(6)    19.82 4 後藤 希(6)    18.54 
ｲｹｲ ﾅﾅｺ 日義小 ｺﾞﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 王滝小

 5 藤本 優佳(5)    20.00 5 小澤 仁衣菜(6)    19.39 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 王滝小 ｵｻﾞﾜ ﾆｲﾅ 木曽楢川小

 6 飯島 彩香(5)    21.45 6 坂口 琴美(6)    19.44 
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ 開智小 ｻｶｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 麻績小

 7 千野 柚子葉(6)    22.58 7 伊藤 虹(6)    19.74 
ﾁﾉ ﾕｽﾞﾊ 大町東小 ｲﾄｳ ﾅﾅ 穂高南小
日向 萌(5) 8 曽根原 綾香(6)    19.99 
ﾋﾅﾀ ﾓｴ 開明小 ｿﾈﾊﾗ ｱﾔｶ 大町東小

[ 3組] 風速 -1.5 [ 4組] 風速 +1.6

 1 萩原 詳子(6)    16.90 q 1 田近 莉沙(6)    17.73 q
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 吉田小 ﾀﾁﾞｶ ﾘｻ 王滝小

 2 村田 彩夏(6)    17.30 q 2 倉橋 美奈未(6)    17.91 
ﾑﾗﾀ ｱﾔｶ 豊科東小 ｸﾗﾊｼ ﾐﾅﾐ 今井小

 3 曽根原 千聖(5)    17.79 3 由沢 杏純(6)    18.17 
ｿﾈﾊﾗ ﾁｻﾄ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾖｼｻﾞﾜ ｱｽﾞﾐ 豊科東小

 4 五十嵐 彩乃(6)    18.82 4 森下 実咲(6)    18.67 
ｲｶﾞﾗｼ ｱﾔﾉ 池田小 ﾓﾘｼﾀ ﾐｻｷ 豊科南小

 5 輿 恵子(5)    18.88 5 佐藤 美七海(6)    18.74 
ｺｼ ｹｲｺ 芝沢小 ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 開明小

 6 巣山 七海(6)    19.45 6 金藏 未優(6)    18.99 
ｽﾔﾏ ﾅﾅﾐ 木曽楢川小 ｺﾝｿﾞｳ ﾐﾕｳ 塩尻東小

 7 両角 舞(6)    19.95 宮原 瑞季(5)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏｲ 大町東小 ﾐﾔﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 木曽楢川小

風速 +0.2

 1 萩原 詳子(6)    15.53 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 吉田小

 2 鈴木 友菜(6)    16.52 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 池田小

 3 松葉 可恋(6)    16.59 
ﾏﾂﾊﾞ ｶﾚﾝ 池田小

 4 宍戸 琴葉(6)    16.88 
ｼｼﾄﾞ ｺﾄﾊ 豊科東小

 5 上條 夏歩(6)    17.01 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾎ 今井小

 6 村田 彩夏(6)    17.09 
ﾑﾗﾀ ｱﾔｶ 豊科東小

 7 田近 莉沙(6)    17.73 
ﾀﾁﾞｶ ﾘｻ 王滝小

 8 清水 彩花(6)    21.08 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 豊科東小
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4   381
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白倉 優子(6)
ｼﾗｸﾗ ﾕｳｺ 豊科東小
勝野 瞳菜(6)
ｶﾂﾉ ﾐﾅ 大町東小
富田 愛美(6)
ﾄﾐﾀ ﾏﾅﾐ 塩尻西小
赤羽 菜々実(5)
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 三郷小
荒川 菜緒(5)
ｱﾗｶﾜ ﾅｵ 大町西小
南沢 唯(6)
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｲ 大町西小
佐藤 未希(6)
ｻﾄｳ ﾐｷ 白馬南小
上條 みなみ(6)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ 芝沢小
中田 智巳(6)
ﾅｶﾀ ﾄﾓﾐ 白馬南小
松岡 里穂(5)
ﾏﾂｵｶ ﾘﾎ 芳川小
中野 莉花(6)
ﾅｶﾉ ﾘﾅ 芝沢小

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考m85 m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m18 1m21 1m24
1 9   468

o o o o o o o xxo o xxx  1.21

2 11   329
- - - o o o o o xxx  1.18

3 3    46
o o o o xo o xo xxx  1.15

4 7   428
o o o o xo xo xxo xxx  1.15

5 4   346
o o o o o xo xxx  1.10

6 6   345
o o o xo o xxx  1.05

7 5   320
o o o o xo xxx  1.05

8 8   682
o o o o xxo xxx  1.05

9 2   319
o o o o xxx  1.00

10 1   741
o xo xo xxx  0.95

11 10   685
o o xxx  0.90
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青木 七海(6) 芳川小
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ ﾖｼｶﾜｼｮｳ
森永 歩野(6) 北安松川小
ﾓﾘﾅｶﾞ ｱﾕﾉ ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜｼｮｳ
荒井 葵凪(6) 広丘小
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ ﾋﾛｵｶｼｮｳ
宮崎 涼花(6) 大野川小
ﾐﾔｻﾞｷ ｽｽﾞｶ ｵｵﾉｶﾞﾜｼｮｳ
小林 直央(6) 穂高北小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ ﾎﾀｶｷﾀ
内川 あずみ(5) 堀金小
ｳﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ ﾎﾘｶﾞﾈｼｮｳ
内山 ﾋｶﾙ(6) 穂高北小
ｳﾁﾔﾏ ﾋｶﾙ ﾎﾀｶｷﾀ
茅野 萌絵(6) 穂高南小
ﾁﾉ ﾓｴ ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ
小澤 由衣(6) 二子小
ｵｻﾞﾜ ﾕｲ ﾌﾀｺﾞｼｮｳ
樋口 花梨(5) 三郷小
ﾋｸﾞﾁ ｶﾘﾝ ﾐｻﾄｼｮｳ
澤口 瑠七(6) 開田小
ｻﾜｸﾞﾁ ﾙﾅ ｶｲﾀﾞｼｮｳ
久保田 樺乃(6) 朝日小
ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ ｱｻﾋｼｮｳ
小林 想(5) 塩尻西小
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
北澤 佑妃乃(6) 八坂小
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷﾉ ﾔｻｶｼｮｳ
栗空 実穂(5) 王滝小
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ ｵｳﾀｷｼｮｳ
澤尻 典子(5) 福島小
ｻﾜｼﾞﾘ ﾉﾘｺ ﾌｸｼﾏｼｮｳ
佐々木 菜緒(6) 豊科東小
ｻｻｷ ﾅｵ ﾄﾖｼﾅﾋｶﾞｼｼｮｳ
清水 みなみ(5) 広丘小
ｼﾐｽﾞ ﾐﾅﾐ ﾋﾛｵｶｼｮｳ
岡村 琴美(5) 福島小
ｵｶﾑﾗ ｺﾄﾐ ﾌｸｼﾏｼｮｳ
寺澤 千奈(6) 宗賀小
ﾃﾗｻﾜ ﾁﾅ ｿｳｶﾞｼｮｳ
小林 歌織(6) 朝日小
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ ｱｻﾋｼｮｳ
長澤 希(5) 白馬南小
ﾅｶﾞｻﾜ ﾉｿﾞﾐ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ
鈴木 二葉(6) 二子小
ｽｽﾞｷ ﾌﾀﾊﾞ ﾌﾀｺﾞｼｮｳ
安藤 ちはや(5) 芳川小
ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾊﾔ ﾖｼｶﾜｼｮｳ
清水 理佳子(6) 広丘小
ｼﾐｽﾞ ﾘｶｺ ﾋﾛｵｶｼｮｳ
志水 季里(6) 木曽上田小
ｼﾐｽﾞ ｷﾘ ｷｿｳｴﾀﾞｼｮｳ
金子 実夏(5) 八坂小
ｶﾈｺ ﾐﾅ ﾔｻｶｼｮｳ
大羽 夏未(5) 大町南小
ｵｵﾊﾞ ﾅﾂﾐ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐｼｮｳ
岩本 阿海(6) 豊科南小
ｲﾜﾓﾄ ｱﾐ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐｼｮｳ
青島 まど華(5) 王滝小
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ ｵｳﾀｷｼｮｳ
降籏 彩音(6) 大町東小
ﾌﾘﾊﾀ ｱﾔﾈ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
三村 舞雪(5) 広丘小
ﾐﾑﾗ ﾏﾕｷ ﾋﾛｵｶｼｮｳ
丸山 菜々子(5) 穂高南小
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅｺ ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ
伊藤 沙恵(6) 二子小 記録なし
ｲﾄｳ ｻｴ ﾌﾀｺﾞｼｮｳ
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競技結果        女子            走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

藤森茂幸
近藤英男

第６回中信地区小学生陸上競技大会
兼 第２８回長野県小学生陸上競技大会中信地区予選会
主催、主管：中信地区陸上競技協会
後援：松本・塩尻・安曇野・大町 各市教育委員会・木曽・東筑・大北 各地区教育委員会連絡協議会
協賛：信濃毎日新聞社

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：２０１１年６月４日（土）
会場：県松本平広域公園陸上競技場
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３回の
最高記録

赤塚 春奈(6)
ｱｶﾂｶ ﾊﾙﾅ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
石川 園果(6)
ｲｼｶﾜ ｿﾉｶ 島内小
志水 姫香(6)
ｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ 開田小
松田 いづみ(6)
ﾏﾂﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 大町東小
原 菜々子(6)
ﾊﾗ ﾅﾅｺ 宗賀小
野口 優奈(6)
ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾅ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
長内 里紅(6)
ｵｻﾅｲ ﾘｸ 白馬AC
中村 公香(6)
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 朝日小
小笠原 一葉(6)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾊ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
水野 美柚(6)
ﾐｽﾞﾉ ﾐﾕｳ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
草間 美月(5)
ｸｻﾏ ﾐﾂﾞｷ 塩尻西小
山本 夏希(6)
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ 大町東小
中山 珠緒(5)
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾏｵ 池田小
山田 彩加(6)
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 朝日小
松田 夏音(5)
ﾏﾂﾀﾞ ｶｵﾝ 会染小
竹林 沙希(6)
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｻｷ 塩尻東小
澤口 百佳(6)
ｻﾜｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 三岳小
寺平 しずく(6)
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｼｽﾞｸ 木祖源流TC
浅野 沙月(6)
ｱｻﾉ ｻﾂｷ 島立小
三矢 怜奈(6)
ﾐﾂﾔ ﾚﾅ 塩尻東小
山越 月(6)
ﾔﾏｺｼ ﾙﾅ 明北小
山崎 まみこ(5)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾐｺ 堀金小
吉崎 真麻(5)
ﾖｼｻﾞｷ ﾏｵ 広丘小
丸山 莉南(5)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾅ 堀金小
飯沼 笑花(5)
ｲｲﾇﾏ ｴﾐｶ 岡田小
宮田知佳(5)
ﾐﾔﾀ ﾁｶ 福島小
唐澤 眞紀子(5)
ｶﾗｻﾜ ﾏｷｺ 三郷小
川名 美穂(6)
ｶﾜﾅ ﾐﾎ 北安松川小
三木 まどか(6) 欠場
ﾐｷ ﾏﾄﾞｶ 旭町小
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