
第１回松本市小中学校陸上競技記録会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：松本陸上競技協会 跳躍審判長 藤森茂幸

投擲審判長 藤森茂幸
【開催日】 平成24年5月19日 記録主任： 上野忠明
【主催団体】 松本陸上競技協会 決勝記録一覧表

女  子 【競技場】県松本平広域公園
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
 5/19 小学共通女子 根津 葵 3:21.12 髙安 結衣(6) 3:27.52 杉村 奈津穂 3:29.97 高坂 珠実(5) 3:35.57 松村 明梨(6) 3:46.77 宮澤 花奈実(5) 3:49.05 大和 夢乃(5) 3:52.60 東木場 緋香(5) 3:56.28

1000m 本郷小 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ 本郷小 芝沢小 島内小 菅野小 寿小 菅野小
 5/19  +2.2 中村 優里(6) 15.95 原田 優(6) 16.13 曽根原 千聖(6) 16.62 稲村 帆乃佳(5) 17.89 平野 百音(5) 19.22 飯島 彩香(6) 19.24 高橋 加奈(6) 19.35 輿 恵子(6) 19.57

80mH 芝沢小 芝沢小 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ 開明小 開智小 開智小 開明小 芝沢小
 5/19 日高 偲歩(6) 1.15 亀野 未夢(6) 1.00

走高跳 芝沢小 芝沢小
 5/19 松岡 みず穂(6)3.56(+2.4) 松本 琴未(5) 3.35(+1.4) 宍戸 優希(6) 3.30(+0.8) 東條 瑞季(5) 3.29(+0.8) 相馬 佳菜子(6)2.81(+1.5) 中澤 希帆(5) 2.79(+2.4) 日向 萌(6) 2.71(+1.5) 江成 彩(6) 2.63(+0.9)

走幅跳 芳川小 田川小 筑摩小 田川小 筑摩小 大野川小 開明小 開明小
 5/19 平井 彩音(6) 37.23 牛山 佑菜(6) 33.67 松岡 里穂(6) 24.07 小林 日菜美(6) 23.69 明間 礼峰(5) 19.98 新村 瑛茉(5) 14.45 渡辺 夏芽(5) 13.73 赤塚 弓乃(6) 5.58

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 開智小 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ 芳川小 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ 朝日小 芝沢小 芝沢小 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
 5/19 中学女子 西村 佳菜子(2) 13.05 村山 奈菜(3) 13.66 上條 渓(3) 13.74 西澤 羽純(2) 13.77 藤田 あかり(3) 13.80 前澤 朱音(3) 13.84 倉沢 果歩(2) 13.90 成田 彩(3) 14.01

100m 信明中 松島中 筑摩野中 豊科北中 穂高東中 筑摩野中 鉢盛中 鉢盛中
 5/19 小林 千紗(3) 2:21.95 鳥羽 美宇(2) 2:24.66 赤羽 美柚(3) 2:26.52 斉藤 眞夕(2) 2:28.70 酒井 優梨愛(3) 2:33.45 赤羽 純美玲(2) 2:34.03 矢野口 弘乃(2) 2:40.52 鈴木 紗穏楓(2) 2:41.16

800m 菅野中 明科中 信明中 大野川中 塩尻広陵中 開成中 豊科北中 鉢盛中
 5/19 三村 静香(3) 10:41.94 小林 鈴華(2) 11:18.72 矢島 風香(2) 11:20.45 渡邊 真由(3) 11:26.75 吉江 美季(2) 11:32.82 山川 桃佳(2) 11:38.27 小林 晴佳(3) 12:06.01 山本 幸奈(2) 12:31.51

3000m 菅野中 菅野中 菅野中 豊科北中 豊科北中 鉢盛中 塩尻広陵中 清水中
 5/19 新井 咲(3) 16.35 加藤 優美(3) 16.48 海口 莉奈(2) 16.50 中野 美智恵(3) 16.75 籏町 佳代(2) 17.51 小澤 美紀(3) 17.81 塩原 由夏(2) 18.42 野村 乃愛(3) 18.67

100mH(0.762m) 丸ﾉ内中 大野川中 梓川中 旭町中 鉢盛中 豊科北中 鉢盛中 波田中
 5/19 新井 咲(3) 1.40 峯村 怜奈(3) 1.35 中野 美智恵(3) 1.35 二木 彩華(3) 1.30 蓼原 彩奈(2) 1.25 上原 明里(3) 1.25 赤羽 遥香(2) 1.25 臼井 美紅(1) 1.20

走高跳 丸ﾉ内中 清水中 旭町中 山辺中 清水中 筑摩野中 旭町中 豊科北中
 5/19 矢島 芽依(2) 4.61(-0.2) 太田 萌愛(3) 4.36(+3.2) 星野 美音(3) 4.28(-0.7) 百瀬 真梨(2) 4.26(+2.5) 白澤  朋(3) 4.25(+0.3) 花村 菜々子(2)4.22(+1.4) 宮下 亜美伽(3)4.14(+2.4) 高木 千咲(3) 4.10(+1.4)

走幅跳 旭町中 明善中 豊科北中 丸ﾉ内中 波田中 丸ﾉ内中 丸ﾉ内中 明善中
 5/19 宇原 萌々香(3) 9.42 山口 樹々(2) 7.87 大槻 沙也加(3) 7.56 高橋 茉里(2) 7.27 上野 沙耶加(2) 6.94 高山 実咲(2) 6.89 藤原 早紀子(3) 6.60 西川 茉那(2) 6.35

砲丸投(2.721kg) 明善中 豊科北中 鉢盛中 旭町中 丸ﾉ内中 信明中 清水中 丸ﾉ内中
 5/19 穂高東中       53.28 豊科北中(A)       53.33 鉢盛中       53.94 波田中(A)       54.16 豊科北中(B)       54.28 山辺中(A)       54.71 筑摩野中(A)       54.77 旭町中       55.00

4×100m 西澤 知世(3) 齊藤 静花(1) 塩原 由夏(2) 牛丸 亜美(2) 山口 樹々(2) 大塚 雨音(2) 清沢 紗理奈(3) 高橋 茉里(2)
中西 保乃花(3) 小澤 美紀(3) 倉沢 果歩(2) 白澤  朋(3) 湯本 珠実(1) 齋藤 由佳(3) 上條 渓(3) 矢島 芽依(2)
石谷 涼香(3) 奥島 彩葉(3) 籏町 佳代(2) 野村 乃愛(3) 臼井 美紅(1) 山﨑 倫瑠(3) 前澤 朱音(3) 下条 菜摘(2)
藤田 あかり(3) 西澤 羽純(2) 成田 彩(3) 上松 南菜子(3) 木村 凌(1) 二木 彩華(3) 樫詰 ひなた(3) 中野 美智恵(3)

 5/19 小学５年女子 樋口 虹夏(5) 15.28 冨田 咲花(5) 15.32 小山 莉那(5) 15.70 北原 智沙(5) 15.76 久保田 梨那(5) 15.79 小林 弥希(5) 15.90 小澤 海美(5) 16.24 小松 真緒(5) 16.35
100m ｺﾒｯﾄ波田 清水小 菅野小 本郷小 本郷小 田川小 本郷小 開智小

 5/19 小学女子 ｺﾒｯﾄ波田(A)     1:00.92 朝日小     1:02.11 芳川小     1:03.37 ｺﾒｯﾄ波田(B)     1:03.46 開明小     1:07.18 鎌田小(A)     1:08.51
4×100m 井嶋 まどか(6) 中村 朱里(6) 小松 結子(6) 太田 菜奈(5) 高田 真弥(5) 片瀬 藍理(5)

中沢 楓香(6) 下田 穂乃香(6) 大澤 美月(6) 寺坂 亜海(5) 國仲 百華(5) 脇田 穂香(5)
三田 尚果(6) 田近 亜紀(6) 澤尻 典子(6) 伊藤 緋莉(5) 髙木 陽香(5) 胡桃沢 真衣(5)
斉藤 楓花(6) 清澤 果穂(6) 須澤 柊乃(6) 加藤 愛理(5) 岩渕 菜々美(5) 宇治 春香(5)



決勝 5月19日 9:30

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +1.5

 1 冨田 咲花(5)    15.32 1 樋口 虹夏(5)    15.28 
ﾄﾐﾀ ｻｸﾗ 清水小 ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ｺﾒｯﾄ波田

 2 小林 弥希(5)    15.90 2 久保田 梨那(5)    15.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 田川小 ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 本郷小

 3 岡田 弥恵(5)    16.42 3 小澤 海美(5)    16.24 
ｵｶﾀﾞ ﾔｴ 本郷小 ｵｻﾞﾜ ｳﾐ 本郷小

 4 小林 萌花(5)    17.18 4 小松 真緒(5)    16.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 鎌田小 ｺﾏﾂ ﾏｵ 開智小

 5 上條 叶(5)    17.19 5 塩原 琴葉(5)    16.38 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾉ 朝日小 ｼｵﾊﾗ ｺﾄﾊ 朝日小

 6 清澤 菜穂(5)    17.40 6 幾嶋 萌夏(5)    17.93 
ｷﾖｻﾜ ﾅｵ 朝日小 ｲｸｼﾏ ﾓｴｶ 芳川小

 7 永井 瑞希(5)    17.87 7 岩渕 花音(5)    20.05 
ﾅｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ 開智小 ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾉﾝ 鎌田小

 8 矢嶋 文奈(5)    19.05 
ﾔｼﾞﾏ ﾌﾐﾅ 芳川小

[ 3組] 風速 +2.9

 1 小山 莉那(5)    15.70 
ｺﾔﾏ ﾘﾅ 菅野小

 2 北原 智沙(5)    15.76 
ｷﾀﾊﾗ ﾁｻ 本郷小

 3 末木 希(5)    16.38 
ｽｴｷ ﾉｿﾞﾐ 開智小

 4 塙 茜音(5)    16.47 
ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ 朝日小

 5 伊藤 優那(5)    16.60 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ 芳川小

 6 梶田 茉朋(5)    16.93 
ｶｼﾞﾀ ﾏﾎ 鎌田小

 7 青嶋 愛梨(5)    17.77 
ｱｵｼﾏｱｲﾘ 芝沢小

小学５年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

7   550

3   431

2   481

6   462

4   376

8   460

3   3709   302

5   546

順 ﾚｰﾝ No.

2   556

6   457

8   552

所属名 記録／備考
5   273

7   527

4   309

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   420

2   561

6   472

5   526

3   326

4   396

7   369



   1 樋口 虹夏(5) ｺﾒｯﾄ波田    15.28 (+1.5)  2  1
   2 冨田 咲花(5) 清水小    15.32 (-0.2)  1  1
   3 小山 莉那(5) 菅野小    15.70 (+2.9)  3  1
   4 北原 智沙(5) 本郷小    15.76 (+2.9)  3  2
   5 久保田 梨那(5) 本郷小    15.79 (+1.5)  2  2
   6 小林 弥希(5) 田川小    15.90 (-0.2)  1  2
   7 小澤 海美(5) 本郷小    16.24 (+1.5)  2  3
   8 小松 真緒(5) 開智小    16.35 (+1.5)  2  4
   9 末木 希(5) 開智小    16.38 (+2.9)  3  3
   9 塩原 琴葉(5) 朝日小    16.38 (+1.5)  2  5
  11 岡田 弥恵(5) 本郷小    16.42 (-0.2)  1  3
  12 塙 茜音(5) 朝日小    16.47 (+2.9)  3  4
  13 伊藤 優那(5) 芳川小    16.60 (+2.9)  3  5
  14 梶田 茉朋(5) 鎌田小    16.93 (+2.9)  3  6
  15 小林 萌花(5) 鎌田小    17.18 (-0.2)  1  4
  16 上條 叶(5) 朝日小    17.19 (-0.2)  1  5
  17 清澤 菜穂(5) 朝日小    17.40 (-0.2)  1  6
  18 青嶋 愛梨(5) 芝沢小    17.77 (+2.9)  3  7
  19 永井 瑞希(5) 開智小    17.87 (-0.2)  1  7
  20 幾嶋 萌夏(5) 芳川小    17.93 (+1.5)  2  6
  21 矢嶋 文奈(5) 芳川小    19.05 (-0.2)  1  8
  22 岩渕 花音(5) 鎌田小    20.05 (+1.5)  2  7

小学５年女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

  420
  561
  552
  481

組 順位
  273
  431

  550
  472
  526
  369

  556
  309
  326
  457

  302
  527
  546
  370

  376
  460
  462
  396



決勝 5月19日 9:55

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.9

 1 髙山 瑞季(6)    14.97 1 古畑 莉歩(6)    14.50 
ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 島内小 ﾌﾙﾊﾀ ﾘﾎ 開明小

 2 上條 のあ(6)    15.13 2 鈴島 瑞菜(6)    14.68 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ｽｽﾞｼﾏ ﾐｽﾞﾅ 芳川小

 3 上條 寧々(6)    15.49 3 鳥山 妃奈(6)    14.97 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾅ 明善小

 4 田中 ゆりな(6)    15.74 4 田力 萌香(6)    15.46 
ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ 開明小 ﾀﾁﾞｶﾗ ﾓｴｶ 島内小

 5 白石 遥(6)    16.07 5 上條 美蘭(6)    15.83 
ｼﾗｲｼ ﾊﾙｶ 筑摩小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾗﾝ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 6 木戸岡 由起(6)    16.20 6 河野 莉奈(6)    15.87 
ｷﾄﾞｵｶ ﾕｷ 本郷小 ｺｳﾉ ﾘﾅ 島内小

 7 樟 恵里(6)    16.26 7 市川 美羽(6)    16.32 
ﾀﾌﾞﾉｷ ﾒｸﾞﾘ 島内小 ｲﾁｶﾜ ﾐｳ 二子小

 8 小林 未璃愛(6)    16.61 8 栗田 頌子(6)    16.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾘｱ 島内小 ｸﾘﾀ ｼｮｳｺ 田川小

 9 谷口 真生(6)    16.84 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 二子小

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5   507

4   282

小学６年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

2   353

3   452

6   283

7   498

9   496

1   562

記録／備考
7   338

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8   504

6   547

3   575

9   512

5   284

4   488

2   480

8   519



   1 古畑 莉歩(6) 開明小    14.50 (+1.9)  2  1
   2 鈴島 瑞菜(6) 芳川小    14.68 (+1.9)  2  2
   3 髙山 瑞季(6) 島内小    14.97 (+0.7)  1  1
   3 鳥山 妃奈(6) 明善小    14.97 (+1.9)  2  3
   5 上條 のあ(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    15.13 (+0.7)  1  2
   6 田力 萌香(6) 島内小    15.46 (+1.9)  2  4
   7 上條 寧々(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    15.49 (+0.7)  1  3
   8 田中 ゆりな(6) 開明小    15.74 (+0.7)  1  4
   9 上條 美蘭(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    15.83 (+1.9)  2  5
  10 河野 莉奈(6) 島内小    15.87 (+1.9)  2  6
  11 白石 遥(6) 筑摩小    16.07 (+0.7)  1  5
  12 木戸岡 由起(6) 本郷小    16.20 (+0.7)  1  6
  13 樟 恵里(6) 島内小    16.26 (+0.7)  1  7
  14 市川 美羽(6) 二子小    16.32 (+1.9)  2  7
  15 栗田 頌子(6) 田川小    16.50 (+1.9)  2  8
  16 小林 未璃愛(6) 島内小    16.61 (+0.7)  1  8
  17 谷口 真生(6) 二子小    16.84 (+0.7)  1  9

所属名 記録（風） 備考

小学６年女子

組 順位
  338
  547

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

  283
  353
  284
  488

  507
  575
  282
  504

  480
  496
  519

  452
  562
  498
  512



決勝 5月19日 13:05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 ｺﾒｯﾄ波田(A)   253 井嶋 まどか(6)  1:00.92 

ｺﾒｯﾄﾊﾀA ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ
  270 中沢 楓香(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ
  257 三田 尚果(6)

ﾐﾀ ﾅｵｶ
  264 斉藤 楓花(6)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 2   4 朝日小   467 中村 朱里(6)  1:02.11 

ｱｻﾋｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
  458 下田 穂乃香(6)

ｼﾓﾀ ﾞﾎﾉｶ
  471 田近 亜紀(6)

ﾀﾁﾞｶ ｱｷ
  461 清澤 果穂(6)

ｷﾖｻﾜ ｶﾎ
 3   2 芳川小   536 小松 結子(6)  1:03.37 

ﾖｼｶﾜｼｮｳ ｺﾏﾂ ﾕｲｺ
  542 大澤 美月(6)

ｵｵｻﾜ ﾐｽﾞｷ
  548 澤尻 典子(6)

ｻﾜｼﾞﾘ ﾉﾘｺ
  540 須澤 柊乃(6)

ｽｻﾞﾜ ﾋﾉ
 4   7 ｺﾒｯﾄ波田(B)   268 太田 菜奈(5)  1:03.46 

ｺﾒｯﾄﾊﾀB ｵｵﾀ ﾅﾅ
  258 寺坂 亜海(5)

ﾃﾗｻｶ ｱﾐ
  251 伊藤 緋莉(5)

ｲﾄｳ ｱｶﾘ
  255 加藤 愛理(5)

ｶﾄｳ ｱｲﾘ
 5   6 開明小   342 高田 真弥(5)  1:07.18 

ｶｲﾒｲｼｮｳ ﾀｶﾀﾞ ﾏﾔ
  362 國仲 百華(5)

ｸﾆﾅｶ ﾓﾓｶ
  364 髙木 陽香(5)

ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ
  336 岩渕 菜々美(5)

ｲﾜﾌﾞﾁ ﾅﾅﾐ
 6   3 鎌田小(A)   378 片瀬 藍理(5)  1:08.51 

ｶﾏﾀﾞｼｮｳA ｶﾀｾ ｱｲﾘ
  380 脇田 穂香(5)

ﾜｷﾀ ﾎﾉｶ
  371 胡桃沢 真衣(5)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾏｲ
  366 宇治 春香(5)

ｳｼﾞ ﾊﾙｶ

小学女子

4×100m

決勝



決勝 5月19日 11:40

 1 根津 葵  3:21.12 
ﾈﾂ ｱｵｲ 本郷小

 2 髙安 結衣(6)  3:27.52 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 3 杉村 奈津穂  3:29.97 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 本郷小

 4 高坂 珠実(5)  3:35.57 
ｺｳｻｶﾀﾏﾐ 芝沢小

 5 松村 明梨(6)  3:46.77 
ﾏﾂﾑﾗ ｱｶﾘ 島内小

 6 宮澤 花奈実(5)  3:49.05 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 菅野小

 7 大和 夢乃(5)  3:52.60 
ｵｵﾜ  ﾕﾒﾉ 寿小

 8 東木場 緋香(5)  3:56.28 
ﾋｶﾞｼｺﾊﾞ ﾋｶﾙ 菅野小

 9 田中 瞳来(6)  4:08.62 
島内小

10 澁谷 雪乃(6)  4:13.13 
ｼﾌﾞﾔ ﾕｷﾉ 二子小

11 中坪 美紀(5)  4:22.27 
ﾅｶﾂﾎﾞ ﾐｷ 田川小

12 藤巻 仁美(6)  4:26.32 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾄﾐ 開智小

13 熊澤 玲菜(6)  4:26.44 
ｸﾏｻﾞﾜ ﾚｲﾅ 開智小

14 大西 李来(6)  4:27.43 
ｵｵﾆｼ ﾚｲﾗ 開智小

15 磯尾 彩華(6)  4:42.40 
ｲｿｵ ｱﾔｶ 開智小

13   299

15   304

1   313

12   484

7   318

10   503

9   525

2   416

5   422

4   497

3   419

14   557

11   390

6   554

8   290

小学共通女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月19日 8:45

風速 +2.2

 1 中村 優里(6)    15.95 
ﾅｶﾑﾗﾕﾘ 芝沢小

 2 原田 優(6)    16.13 
ﾊﾗﾀﾕｳ 芝沢小

 3 曽根原 千聖(6)    16.62 
ｿﾈﾊﾗ ﾁｻﾄ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 4 稲村 帆乃佳(5)    17.89 
ｲﾅﾑﾗ ﾎﾉｶ 開明小

 5 平野 百音(5)    19.22 
ﾋﾗﾉ ﾓﾈ 開智小

 6 飯島 彩香(6)    19.24 
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ 開智小

 7 高橋 加奈(6)    19.35 
ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 開明小

 8 輿 恵子(6)    19.57 
ｺｼｹｲｺ 芝沢小

 9 百瀬 さゆり(6)    19.66 
ﾓﾓｾ ｻﾕﾘ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

小学共通女子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   286

9   405

5   389

7   319

8   331

3   323

2   289

4   341

1   412



決勝 5月19日 8:30

３回の
最高記録

松岡 みず穂(6)  3.51  3.56  3.52   3.56    3.56 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 芳川小  -0.1  +2.4  +1.3   +2.4    +2.4
松本 琴未(5)  3.01  3.35  3.12   3.35    3.35 
ﾏﾂﾓﾄ ｺﾄﾐ 田川小  +1.0  +1.4  -1.1   +1.4    +1.4
宍戸 優希(6)  2.82  3.30  2.95   3.30    3.30 
ｼｼﾄﾞ ﾕｷ 筑摩小  +1.3  +0.8  +0.3   +0.8    +0.8
東條 瑞季(5)  3.15  3.21  3.29   3.29    3.29 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 田川小  -0.1  +1.6  +0.8   +0.8    +0.8
相馬 佳菜子(6)  2.81  2.79  2.69   2.81    2.81 
ｿｳﾏ ｶﾅｺ 筑摩小  +1.5  +2.4  +1.7   +1.5    +1.5
中澤 希帆(5)  2.33  2.79  2.75   2.79    2.79 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾎ 大野川小  +1.2  +2.4  +0.4   +2.4    +2.4
日向 萌(6)  2.41  2.71   x   2.71    2.71 
ﾋﾅﾀ ﾓｴ 開明小  +0.5  +1.5   +1.5    +1.5
江成 彩(6)  2.63  2.23  2.51   2.63    2.63 
ｴﾅﾘ ｱﾔ 開明小  +0.9  +0.8  +0.9   +0.9    +0.9

小学共通女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 4   537

-3- -4- -5- -6-

2 8   482

3 7   448

4 3   485

5 5   449

8 1   339

6 6   443

7 2   355



決勝 5月19日 8:30

日高 偲歩(6)
ﾋﾀﾞｶｼﾎ 芝沢小
亀野 未夢(6)
ｶﾒﾉﾐﾕ 芝沢小

小学共通女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

o xo

記録 備考m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15
1 2   408

o o o xxo xxx

1m20

 1.15

2 1   385
xo xo o xxx  1.00



決勝 5月19日 9:00

３回の
最高記録

平井 彩音(6)
ﾋﾗｲ ｱﾔﾈ 開智小
牛山 佑菜(6)
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾅ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
松岡 里穂(6)
ﾏﾂｵｶ ﾘﾎ 芳川小
小林 日菜美(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾐ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
明間 礼峰(5)
ｱｹﾏ ｱﾔﾈ 朝日小
新村 瑛茉(5)
ﾆｲﾑﾗｴﾅ 芝沢小
渡辺 夏芽(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞﾅﾂﾒ 芝沢小
赤塚 弓乃(6)
ｱｶﾂｶ ﾕﾐﾉ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学共通女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  33.67

記録 備考

1 1   322
   o    o  37.23   37.23

2 8   277
   o  33.67    o  33.67 

 37.23 

  23.69

   o  24.07   24.07
3 7   538

   x

4 4   280
   o  23.69    o  23.69 

 24.07 

  14.45

   o    o   19.98
5 3   475

 19.98

6 5   394
   x  14.45    o  14.45 

 19.98 

   5.58

 13.73    o   13.73
7 2   406

   o

8 6   285
  5.58    x    x   5.58 

 13.73 



決勝 5月19日 10:25

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -0.9

 1 西澤 羽純(2)    13.77 1 西村 佳菜子(2)    13.05 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 豊科北中 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 2 前澤 朱音(3)    13.84 2 藤田 あかり(3)    13.80 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 筑摩野中 ﾌｼﾞﾀ ｱｶﾘ 穂高東中

 3 上松 南菜子(3)    14.05 3 成田 彩(3)    14.01 
ｳｴﾏﾂ ﾅﾅｺ 波田中 ﾅﾙﾀ ｱﾔ 鉢盛中

 4 大塚 雨音(2)    14.18 4 小澤 美紀(3)    14.13 
ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ 山辺中 ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 豊科北中

 5 石谷 涼香(3)    14.35 5 太田 もも(2)    14.35 
ｲｼﾔ ｽｽﾞｶ 穂高東中 ｵｵﾀ ﾓﾓ 清水中

 6 藤原 有紀子(3)    15.09 6 小林 みか(2)    14.63 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｺ 清水中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 松島中

 7 手塚 友貴乃(1)    15.36 7 上條 みなみ(1)    15.40 
ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ 松島中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ 高綱中

 8 田中 日奈子(2)    15.92 8 宮澤 実侑紀(1)    15.57 
ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 信明中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕｷ 開成中

 9 塚田 帆風(1)    17.09 9 大島 彩水(1)    16.82 
ﾂｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 高綱中 ｵｵｼﾏ ｱﾔﾐ 穂高西中

[ 3組] 風速 -1.4 [ 4組] 風速 +0.3

 1 村山 奈菜(3)    13.66 1 倉沢 果歩(2)    13.90 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松島中 ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中

 2 上條 渓(3)    13.74 2 牛丸 亜美(2)    14.02 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 筑摩野中 ｳｼﾏﾙ ｱﾐ 波田中

 3 齊藤 静花(1)    14.06 3 遠藤 利佳(2)    14.38 
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北中 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 梓川中

 4 野村 乃愛(3)    14.44 4 三澤 葵(2)    14.45 
ﾉﾑﾗ ﾉｱ 波田中 ﾐｻﾜ ｱｵｲ 穂高東中

 5 山﨑 倫瑠(3)    14.47 5 齋藤 由佳(3)    14.59 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾁﾙ 山辺中 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 山辺中

 6 蓮沼 礼子(3)    14.77 6 松山 由里香(1)    14.75 
ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ 清水中 ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 松島中

 7 平林 桃子(2)    14.97 7 秋川 有季(2)    15.10 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 松島中 ｱｷｶﾜ ﾕｷ 筑摩野中

 8 町田 みさ(1)    16.29 8 百瀬 真梨(2)    15.55 
ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻ 高綱中 ﾓﾓｾ  ﾏﾘ 丸ﾉ内中
井口 七海(3)
ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 梓川中

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
8  3508

2  5974

中学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

1  5878

9  3434

5  3248

4  5824

7  5737

No. 氏  名 所属名

6  5917

3  5668

5  3442

9  6077

記録／備考
2  5732

ﾚｰﾝ

1  5680

8  5820

6  3503

3  5852

7  3467

4  5921

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

3  3486

7  5840

2  5969

1  5673

6  3247

8  5897

4  3616
欠場

9  5818

5  5918

氏  名 所属名 記録／備考
2  6084

6  3620

7  3431

9  3250

3  5816

8  5978

4  5895

5  5758



   1 西村 佳菜子(2) 信明中    13.05 (-0.9)  2  1
   2 村山 奈菜(3) 松島中    13.66 (-1.4)  3  1
   3 上條 渓(3) 筑摩野中    13.74 (-1.4)  3  2
   4 西澤 羽純(2) 豊科北中    13.77 (+1.1)  1  1
   5 藤田 あかり(3) 穂高東中    13.80 (-0.9)  2  2
   6 前澤 朱音(3) 筑摩野中    13.84 (+1.1)  1  2
   7 倉沢 果歩(2) 鉢盛中    13.90 (+0.3)  4  1
   8 成田 彩(3) 鉢盛中    14.01 (-0.9)  2  3
   9 牛丸 亜美(2) 波田中    14.02 (+0.3)  4  2
  10 上松 南菜子(3) 波田中    14.05 (+1.1)  1  3
  11 齊藤 静花(1) 豊科北中    14.06 (-1.4)  3  3
  12 小澤 美紀(3) 豊科北中    14.13 (-0.9)  2  4
  13 大塚 雨音(2) 山辺中    14.18 (+1.1)  1  4
  14 石谷 涼香(3) 穂高東中    14.35 (+1.1)  1  5
  14 太田 もも(2) 清水中    14.35 (-0.9)  2  5
  16 遠藤 利佳(2) 梓川中    14.38 (+0.3)  4  3
  17 野村 乃愛(3) 波田中    14.44 (-1.4)  3  4
  18 三澤 葵(2) 穂高東中    14.45 (+0.3)  4  4
  19 山﨑 倫瑠(3) 山辺中    14.47 (-1.4)  3  5
  20 齋藤 由佳(3) 山辺中    14.59 (+0.3)  4  5
  21 小林 みか(2) 松島中    14.63 (-0.9)  2  6
  22 松山 由里香(1) 松島中    14.75 (+0.3)  4  6
  23 蓮沼 礼子(3) 清水中    14.77 (-1.4)  3  6
  24 平林 桃子(2) 松島中    14.97 (-1.4)  3  7
  25 藤原 有紀子(3) 清水中    15.09 (+1.1)  1  6
  26 秋川 有季(2) 筑摩野中    15.10 (+0.3)  4  7
  27 手塚 友貴乃(1) 松島中    15.36 (+1.1)  1  7
  28 上條 みなみ(1) 高綱中    15.40 (-0.9)  2  7
  29 百瀬 真梨(2) 丸ﾉ内中    15.55 (+0.3)  4  8
  30 宮澤 実侑紀(1) 開成中    15.57 (-0.9)  2  8
  31 田中 日奈子(2) 信明中    15.92 (+1.1)  1  8
  32 町田 みさ(1) 高綱中    16.29 (-1.4)  3  8
  33 大島 彩水(1) 穂高西中    16.82 (-0.9)  2  9
  34 塚田 帆風(1) 高綱中    17.09 (+1.1)  1  9

都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 5732
 5840

中学女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名

 6084
 6077
 3250
 3248

 5969
 3508
 3442
 5974

 5680
 3620
 3247
 3431

 3486
 3503
 5878
 3434

 5673
 5818
 5668
 5978

 5897
 5895
 5820
 5816

 5737
 5918
 3467
 5917

 5824
 5921
 5758
 5852



決勝 5月19日 12:25

[ 1組] [ 2組]

 1 赤羽 美柚(3)  2:26.52 1 酒井 優梨愛(3)  2:33.45 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 信明中 ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻広陵中

 2 中田 佑香(2)  2:41.74 2 鈴木 紗穏楓(2)  2:41.16 
ﾅｶﾀ ﾕｳｶ 清水中 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 鉢盛中

 3 市川 歩美(3)  2:44.92 3 田中 志野(2)  2:44.76 
ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾐ 鉢盛中 ﾀﾅｶ  ｼﾉ 丸ﾉ内中

 4 那須 姫花(2)  2:50.35 4 中澤 紫音(1)  2:47.10 
ﾅｽ ﾋﾒｶ 穂高東中 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ 豊科北中

 5 白木 果歩(3)  2:51.07 5 矢ヶ崎 菜奈(2)  2:50.86 
ｼﾛｷ ｶﾎ 菅野中 ﾔｶﾞｻｷ ﾅﾅ 筑摩野中

 6 中澤 夢乃(1)  2:59.85 6 上嶋 美咲(2)  2:54.45 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾒﾉ 豊科北中 ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｻｷ 梓川中

 7 神戸 美穂(1)  3:00.35 7 奥原 夕奈(2)  2:57.46 
ｺﾞｳﾄﾞ ﾐﾎ 山辺中 ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 旭町中

 8 西原 あかり(1)  3:13.82 8 百瀬 鈴(1)  3:12.16 
ﾆｼﾊﾗ ｱｶﾘ 穂高西中 ﾓﾓｾ ｽｽﾞ 山辺中

[ 3組] [ 4組]

 1 鳥羽 美宇(2)  2:24.66 1 斉藤 眞夕(2)  2:28.70 
ﾄﾊﾞ  ﾐｳ 明科中 ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 大野川中

 2 矢野口 弘乃(2)  2:40.52 2 赤羽 純美玲(2)  2:34.03 
ﾔﾉｸﾁ ﾋﾛﾉ 豊科北中 ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 開成中

 3 山本 音緒(3)  2:44.86 3 茂澄 穂乃夏(2)  2:55.12 
ﾔﾏﾓﾄ ﾈｵ 鉢盛中 ﾓｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 菅野中

 4 宮林 悠莉(1)  2:47.81 4 御子柴 沙南(3)  2:58.50 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 開成中 ﾐｺｼﾊﾞ ｻﾅ 筑摩野中

 5 清水 紗希(2)  2:48.73 5 三田 有紗(1)  2:59.03 
ｼﾐｽﾞ  ｻｷ 丸ﾉ内中 ﾐﾀ ｱﾘｻ 波田中

 6 進藤 綾音(1)  2:52.97 6 浅村 美優(1)  2:59.59 
ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾈ 高綱中 ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ 山辺中

 7 坪田 怜子(2)  2:52.98 7 井口 千夏(2)  3:00.95 
ﾂﾎﾞﾀ ﾚｲｺ 穂高東中 ｲｸﾞﾁ ﾁﾅﾂ 梓川中

 8 大島 彩水(1)  3:34.99 
ｵｵｼﾏ ｱﾔﾐ 穂高西中

[ 5組]

 1 小林 千紗(3)  2:21.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 菅野中

 2 土屋 帆南(3)  2:42.38 
ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ 松島中

 3 上條 紗良(2)  2:52.94 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾗ 旭町中

 4 雨宮 はるか(3)  2:59.43 
ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙｶ 清水中

 5 清沢 紗理奈(3)  3:07.14 
ｷﾖｻﾜ ｻﾘﾅ 筑摩野中

 6 中塚 真子(1)  3:15.60 
ﾅｶﾂｶ ﾏｺ 波田中
岡山 杏(2)
ｵｶﾔﾏ  ｱﾝｽﾞ 丸ﾉ内中

No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
5  5730

4  5677

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ

7  3450

2  5952

9  6080

8  3470

3  3492

4  5982

6  58046  5893

所属名 記録／備考
9  3239

順 ﾚｰﾝ No.

2  5763

8  3491

7  6086

5  5884

3  3619

所属名 記録／備考
6  3279

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  6079

9  5851

5  3506

7  5922

3  3430

2  5760

所属名 記録／備考
7  3671

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  5941

4  5973

2  5849

5  5890

6  3621

8  3256

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  5936

7  5836

8  3467

4  5670

8  5972

5  5813

2  5761
欠場

3  3253



   1 小林 千紗(3) 菅野中    2:21.95  5  1
   2 鳥羽 美宇(2) 明科中    2:24.66  3  1
   3 赤羽 美柚(3) 信明中    2:26.52  1  1
   4 斉藤 眞夕(2) 大野川中    2:28.70  4  1
   5 酒井 優梨愛(3) 塩尻広陵中    2:33.45  2  1
   6 赤羽 純美玲(2) 開成中    2:34.03  4  2
   7 矢野口 弘乃(2) 豊科北中    2:40.52  3  2
   8 鈴木 紗穏楓(2) 鉢盛中    2:41.16  2  2
   9 中田 佑香(2) 清水中    2:41.74  1  2
  10 土屋 帆南(3) 松島中    2:42.38  5  2
  11 田中 志野(2) 丸ﾉ内中    2:44.76  2  3
  12 山本 音緒(3) 鉢盛中    2:44.86  3  3
  13 市川 歩美(3) 鉢盛中    2:44.92  1  3
  14 中澤 紫音(1) 豊科北中    2:47.10  2  4
  15 宮林 悠莉(1) 開成中    2:47.81  3  4
  16 清水 紗希(2) 丸ﾉ内中    2:48.73  3  5
  17 那須 姫花(2) 穂高東中    2:50.35  1  4
  18 矢ヶ崎 菜奈(2) 筑摩野中    2:50.86  2  5
  19 白木 果歩(3) 菅野中    2:51.07  1  5
  20 上條 紗良(2) 旭町中    2:52.94  5  3
  21 進藤 綾音(1) 高綱中    2:52.97  3  6
  22 坪田 怜子(2) 穂高東中    2:52.98  3  7
  23 上嶋 美咲(2) 梓川中    2:54.45  2  6
  24 茂澄 穂乃夏(2) 菅野中    2:55.12  4  3
  25 奥原 夕奈(2) 旭町中    2:57.46  2  7
  26 御子柴 沙南(3) 筑摩野中    2:58.50  4  4
  27 三田 有紗(1) 波田中    2:59.03  4  5
  28 雨宮 はるか(3) 清水中    2:59.43  5  4
  29 浅村 美優(1) 山辺中    2:59.59  4  6
  30 中澤 夢乃(1) 豊科北中    2:59.85  1  6
  31 神戸 美穂(1) 山辺中    3:00.35  1  7
  32 井口 千夏(2) 梓川中    3:00.95  4  7
  33 清沢 紗理奈(3) 筑摩野中    3:07.14  5  5
  34 百瀬 鈴(1) 山辺中    3:12.16  2  8
  35 西原 あかり(1) 穂高西中    3:13.82  1  8
  36 中塚 真子(1) 波田中    3:15.60  5  6
  37 大島 彩水(1) 穂高西中    3:34.99  3  8

中学女子

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 5730
 3671
 3239
 5849

組 順位
 5936
 3279

 5763
 6079
 6080
 3491

 3506
 6086
 5677
 5836

 5952
 5813
 5922
 3430

 5851
 5760
 3450
 5982

 3256
 5670
 5890
 3492

 3619
 5941
 5804
 5973

 3470
 3253
 3467

 5893
 3621
 5972
 5884



決勝 5月19日 11:20

 1 三村 静香(3) 10:41.94 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 菅野中

 2 小林 鈴華(2) 11:18.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 菅野中

 3 矢島 風香(2) 11:20.45 
ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 菅野中

 4 渡邊 真由(3) 11:26.75 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ 豊科北中

 5 吉江 美季(2) 11:32.82 
ﾖｼｴ ﾐｷ 豊科北中

 6 山川 桃佳(2) 11:38.27 
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 鉢盛中

 7 小林 晴佳(3) 12:06.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 塩尻広陵中

 8 山本 幸奈(2) 12:31.51 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅ 清水中

 9 川上 雅子(1) 13:00.22 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 山辺中

10 川上 直美(1) 13:19.46 
ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 山辺中

11 小林 舞美(3) 14:04.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ 清水中
南澤 怜奈(3)
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾚﾅ 信明中
鳥羽 若菜(3)
ﾄﾊﾞ ﾜｶﾅ 山辺中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
13  5942

5  5937

中学女子

3000m

決勝

順

8  3505

10  3507

1  5944

11  3225

9  5675

7  6083

4  5891

3  5672

6  5885

12  5899
欠場

2  5727
欠場



決勝 5月19日 13:45

[ 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   8 穂高東中  3440 西澤 知世(3)    53.28 1  4 鉢盛中 6085 塩原 由夏(2)    53.94 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｼｵﾊﾗ ﾕｶ
 3433 中西 保乃花(3) 6084 倉沢 果歩(2)

ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 3434 石谷 涼香(3) 6087 籏町 佳代(2)

ｲｼﾔ ｽｽﾞｶ ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ
 3442 藤田 あかり(3) 6077 成田 彩(3)

ﾌｼﾞﾀ ｱｶﾘ ﾅﾙﾀ ｱﾔ
 2   7 豊科北中(B)  3510 山口 樹々(2)    54.28 2  2 山辺中(A) 5878 大塚 雨音(2)    54.71 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳB ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳA ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ
 3490 湯本 珠実(1) 5895 齋藤 由佳(3)

ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ ｻｲﾄｳ ﾕｶ
 3489 臼井 美紅(1) 5897 山﨑 倫瑠(3)

ｳｽｲ ﾐｸ ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾁﾙ
 3487 木村 凌(1) 5900 二木 彩華(3)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾔｶ
 3   6 筑摩野中(A)  5972 清沢 紗理奈(3)    54.77 3  6 高綱中 5921 上條 みなみ(1)    55.73 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳA ｷﾖｻﾜ ｻﾘﾅ ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ
 5969 上條 渓(3) 5914 町田 早耶香(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ ﾏﾁﾀﾞ ｻﾔｶ
 5974 前澤 朱音(3) 5912 酒井 菜々子(2)

ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ ｻｶｲ ﾅﾅｺ
 5968 樫詰 ひなた(3) 5909 渡邊 ひより(3)

ｶｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ
 4   2 旭町中  5805 高橋 茉里(2)    55.00 4  8 松島中 5818 平林 桃子(2)    55.84 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ
 5806 矢島 芽依(2) 5833 眞峯 梓(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ ﾏﾐﾈ ｱｽﾞｻ
 5801 下条 菜摘(2) 5840 村山 奈菜(3)

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ
 5800 中野 美智恵(3) 5820 小林 みか(2)

ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ
 5   3 清水中(B)  5686 茅野 晶(1)    58.38 5  5 豊科北中(C) 3493 丸山 優佳(1)    56.96 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳB ﾁﾉ ｱｷ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳC ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ
 5677 中田 佑香(2) 3488 宍戸 琴葉(1)

ﾅｶﾀ ﾕｳｶ ｼｼﾄﾞ ｺﾄﾊ
 5687 井上 碧(1) 3494 中井 遙菜(1)

ｲﾉｳｴ ｱｵｲ ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ
 5690 的場 優衣(1) 3502 星野 美音(3)

ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ
 6   4 山辺中(C)  5889 松崎 知沙(1)    59.03 6  3 波田中(B) 3256 三田 有紗(1)    57.83 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳC ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ ﾊﾀﾁｭｳB ﾐﾀ ｱﾘｻ
 5883 永坂 穂乃佳(1) 3255 百瀬 そよか(1)

ﾅｶﾞｻｶ ﾎﾝｶ ﾓﾓｾ ｿﾖｶ
 5890 浅村 美優(1) 3254 中村 芽生(1)

ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
 5877 中條 彩(2) 3253 中塚 真子(1)

ﾅｶｼﾞｮｳ ｱﾔ ﾅｶﾂｶ ﾏｺ
 7   5 開成中  5852 宮澤 実侑紀(1)    59.35  7 梓川中(A)

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕｷ ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳA 欠場
 5849 赤羽 純美玲(2)

ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ
 5848 若林 葉南(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ
 5851 宮林 悠莉(1)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ

中学女子

4×100m

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 豊科北中(A)  3486 齊藤 静花(1)    53.33 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳA ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 3503 小澤 美紀(3)

ｵｻﾞﾜ ﾐｷ
 3501 奥島 彩葉(3)

ｵｸｼﾏ ｻﾖ
 3508 西澤 羽純(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ
 2   7 波田中(A)  3250 牛丸 亜美(2)    54.16 

ﾊﾀﾁｭｳA ｳｼﾏﾙ ｱﾐ
 3246 白澤  朋(3)

ｼﾗｻﾜ ﾄﾓ
 3247 野村 乃愛(3)

ﾉﾑﾗ ﾉｱ
 3248 上松 南菜子(3)

ｳｴﾏﾂ ﾅﾅｺ
 3   5 丸ﾉ内中  5769 新井 咲(3)    55.99 

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｱﾗｲ  ｻｷ
 5777 花村 菜々子(2)

ﾊﾅﾑﾗ  ﾅﾅｺ
 5774 宮下 亜美伽(3)

ﾐﾔｼﾀ  ｱﾐｶ
 5759 西川 茉那(2)

ﾆｼｶﾜ  ﾏﾅ
 4   2 清水中(A)  5668 藤原 有紀子(3)    56.99 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳA ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｺ
 5673 蓮沼 礼子(3)

ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ
 5671 藤原 早紀子(3)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｷｺ
 5680 太田 もも(2)

ｵｵﾀ ﾓﾓ
 5   4 筑摩野中(B)  5978 秋川 有季(2)    58.44 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳB ｱｷｶﾜ ﾕｷ
 5983 堤 向日葵(1)

ﾂﾂﾐ ﾋﾏﾜﾘ
 5986 廣田 みゆ(1)

ﾋﾛﾀ ﾐﾕ
 5982 矢ヶ崎 菜奈(2)

ﾔｶﾞｻｷ ﾅﾅ
 6   6 山辺中(B)  5879 西澤 爽世(2)    59.56 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳB ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾖ
 5880 矢島 由衣(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ
 5893 神戸 美穂(1)

ｺﾞｳﾄﾞ ﾐﾎ
 5891 川上 直美(1)

ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ

中学女子

4×100m



   1 穂高東中    53.28 西澤 知世(3) 中西 保乃花(3) 石谷 涼香(3) 藤田 あかり(3)  1  1
   2 豊科北中(A)    53.33 齊藤 静花(1) 小澤 美紀(3) 奥島 彩葉(3) 西澤 羽純(2)  3  1
   3 鉢盛中    53.94 塩原 由夏(2) 倉沢 果歩(2) 籏町 佳代(2) 成田 彩(3)  2  1
   4 波田中(A)    54.16 牛丸 亜美(2) 白澤  朋(3) 野村 乃愛(3) 上松 南菜子(3)  3  2
   5 豊科北中(B)    54.28 山口 樹々(2) 湯本 珠実(1) 臼井 美紅(1) 木村 凌(1)  1  2
   6 山辺中(A)    54.71 大塚 雨音(2) 齋藤 由佳(3) 山﨑 倫瑠(3) 二木 彩華(3)  2  2
   7 筑摩野中(A)    54.77 清沢 紗理奈(3) 上條 渓(3) 前澤 朱音(3) 樫詰 ひなた(3)  1  3
   8 旭町中    55.00 高橋 茉里(2) 矢島 芽依(2) 下条 菜摘(2) 中野 美智恵(3)  1  4
   9 高綱中    55.73 上條 みなみ(1) 町田 早耶香(2) 酒井 菜々子(2) 渡邊 ひより(3)  2  3
  10 松島中    55.84 平林 桃子(2) 眞峯 梓(3) 村山 奈菜(3) 小林 みか(2)  2  4
  11 丸ﾉ内中    55.99 新井 咲(3) 花村 菜々子(2) 宮下 亜美伽(3) 西川 茉那(2)  3  3
  12 豊科北中(C)    56.96 丸山 優佳(1) 宍戸 琴葉(1) 中井 遙菜(1) 星野 美音(3)  2  5
  13 清水中(A)    56.99 藤原 有紀子(3) 蓮沼 礼子(3) 藤原 早紀子(3) 太田 もも(2)  3  4
  14 波田中(B)    57.83 三田 有紗(1) 百瀬 そよか(1) 中村 芽生(1) 中塚 真子(1)  2  6
  15 清水中(B)    58.38 茅野 晶(1) 中田 佑香(2) 井上 碧(1) 的場 優衣(1)  1  5
  16 筑摩野中(B)    58.44 秋川 有季(2) 堤 向日葵(1) 廣田 みゆ(1) 矢ヶ崎 菜奈(2)  3  5
  17 山辺中(C)    59.03 松崎 知沙(1) 永坂 穂乃佳(1) 浅村 美優(1) 中條 彩(2)  1  6
  18 開成中    59.35 宮澤 実侑紀(1) 赤羽 純美玲(2) 若林 葉南(2) 宮林 悠莉(1)  1  7
  19 山辺中(B)    59.56 西澤 爽世(2) 矢島 由衣(2) 神戸 美穂(1) 川上 直美(1)  3  6

順位 所属名 都道府県 記録

中学女子

4×100m
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3



決勝 5月19日 9:00

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -0.9

 1 新井 咲(3)    16.35 1 加藤 優美(3)    16.48 
ｱﾗｲ  ｻｷ 丸ﾉ内中 ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 大野川中

 2 籏町 佳代(2)    17.51 2 海口 莉奈(2)    16.50 
ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ 鉢盛中 ｳﾐｸﾞﾁ ﾘﾅ 梓川中

 3 野村 乃愛(3)    18.67 3 中野 美智恵(3)    16.75 
ﾉﾑﾗ ﾉｱ 波田中 ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 旭町中

 4 下条 菜摘(2)    18.90 4 小澤 美紀(3)    17.81 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 旭町中 ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 豊科北中

 5 二木 彩華(3)    19.64 5 塩原 由夏(2)    18.42 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾔｶ 山辺中 ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 鉢盛中

 6 太田 歩美(3)    20.92 6 西澤 知世(3)    18.94 
ｵｵﾀ ｱﾕﾐ 筑摩野中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 穂高東中

 7 宍戸 琴葉(1)    22.53 7 樫詰 ひなた(3)    20.65 
ｼｼﾄﾞ ｺﾄﾊ 豊科北中 ｶｼﾂﾞﾒ ﾋﾅﾀ 筑摩野中

 8 矢島 由衣(2)    25.40 小林 和音(1)
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 山辺中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾈ 山辺中
長岩 妃代里(3)
ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ 豊科北中

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
6  5769

4  6087

中学女子

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ

5  5801

9  5900

7  3247

2  3488

1  5880

3  5967

記録／備考
8  3670

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  3503

9  3617

3  5800

4  5968

2  6085

7  3440

5  5888
欠場

8  3500
欠場



   1 新井 咲(3) 丸ﾉ内中    16.35 (+0.3)  1  1
   2 加藤 優美(3) 大野川中    16.48 (-0.9)  2  1
   3 海口 莉奈(2) 梓川中    16.50 (-0.9)  2  2
   4 中野 美智恵(3) 旭町中    16.75 (-0.9)  2  3
   5 籏町 佳代(2) 鉢盛中    17.51 (+0.3)  1  2
   6 小澤 美紀(3) 豊科北中    17.81 (-0.9)  2  4
   7 塩原 由夏(2) 鉢盛中    18.42 (-0.9)  2  5
   8 野村 乃愛(3) 波田中    18.67 (+0.3)  1  3
   9 下条 菜摘(2) 旭町中    18.90 (+0.3)  1  4
  10 西澤 知世(3) 穂高東中    18.94 (-0.9)  2  6
  11 二木 彩華(3) 山辺中    19.64 (+0.3)  1  5
  12 樫詰 ひなた(3) 筑摩野中    20.65 (-0.9)  2  7
  13 太田 歩美(3) 筑摩野中    20.92 (+0.3)  1  6
  14 宍戸 琴葉(1) 豊科北中    22.53 (+0.3)  1  7
  15 矢島 由衣(2) 山辺中    25.40 (+0.3)  1  8

中学女子

100mH(0.762m)
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

 3617
 5800
 6087
 3503

組 順位
 5769
 3670

 5880

 5900
 5968
 5967
 3488

 6085
 3247
 5801
 3440
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新井 咲(3)
ｱﾗｲ  ｻｷ 丸ﾉ内中
峯村 怜奈(3)
ﾐﾈﾑﾗ ﾚﾅ 清水中
中野 美智恵(3)
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 旭町中
二木 彩華(3)
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾔｶ 山辺中
蓼原 彩奈(2)
ﾀﾃﾞﾊﾗ ｱﾔﾅ 清水中
上原 明里(3)
ｳｴﾊﾗ ｱｶﾘ 筑摩野中
赤羽 遥香(2)
ｱｶﾊﾈ ﾊﾙｶ 旭町中
臼井 美紅(1)
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中
木村 凌(1)
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中
西澤 知世(3)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 穂高東中
高波  舞(2)
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 波田中
牛丸 亜美(2)
ｳｼﾏﾙ ｱﾐ 波田中
矢島 由衣(2)
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 山辺中
中條 彩(2)
ﾅｶｼﾞｮｳ ｱﾔ 山辺中
中井 遙菜(1)
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 豊科北中
二木 珠衣(2)
ﾌﾀﾂｷ ｼﾞｭｲ 信明中
藤澤 亜美(1)
ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾐ 高綱中
眞峯 梓(3) 欠場
ﾏﾐﾈ ｱｽﾞｻ 松島中
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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３回の
最高記録

矢島 芽依(2)   x  4.42  4.61   4.61    4.61 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 旭町中  -0.4  -0.2   -0.2    -0.2
太田 萌愛(3)  4.36  4.22  4.12   4.36    4.36 
ｵｵﾀ ﾓｱ 明善中  +3.2  -0.2  +1.0   +3.2    +3.2
星野 美音(3)  4.17  4.28  4.15   4.28    4.28 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 豊科北中  +1.5  -0.7  +0.2   -0.7    -0.7
百瀬 真梨(2)  4.26  3.74  3.96   4.26    4.26 
ﾓﾓｾ  ﾏﾘ 丸ﾉ内中  +2.5  +0.2  +2.3   +2.5    +2.5
白澤  朋(3)   x  4.25  4.13   4.25    4.25 
ｼﾗｻﾜ ﾄﾓ 波田中  +0.3  +0.5   +0.3    +0.3
花村 菜々子(2)  4.22  4.22   x   4.22    4.22 
ﾊﾅﾑﾗ  ﾅﾅｺ 丸ﾉ内中  +1.4  +2.8   +1.4    +1.4
宮下 亜美伽(3)  4.14  4.01  3.95   4.14    4.14 
ﾐﾔｼﾀ  ｱﾐｶ 丸ﾉ内中  +2.4  +1.0  +1.2   +2.4    +2.4
高木 千咲(3)  4.10  3.97  3.94   4.10    4.10 
ﾀｶｷﾞ ﾁｻｷ 明善中  +1.4  +2.7  -0.6   +1.4    +1.4
奥島 彩葉(3)  4.08  3.95  3.77   4.08    4.08 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 豊科北中  +2.7  +1.7  -0.7   +2.7    +2.7
三輪 才佳(2)   x  3.75  4.07   4.07    4.07 
ﾐﾜ ﾄｼｶ 旭町中  -0.5  -1.3   -1.3    -1.3
曽根原 まろみ(3)   x  4.06  4.00   4.06    4.06 
ｿﾈﾊﾗ ﾏﾛﾐ 鉢盛中  +0.8  +1.9   +0.8    +0.8
市ノ瀬 有香(3)  3.72  4.05  4.01   4.05    4.05 
ｲﾁﾉｾ ﾕｶ 穂高東中  +1.3  +1.8  -0.7   +1.8    +1.8
五十嵐 優香(3)   x  3.88   x   3.88    3.88 
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｶ 清水中  +0.7   +0.7    +0.7
小林 知弘(2)  3.76  3.59  3.84   3.84    3.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 信明中  +1.1  +3.4  -1.0   -1.0    -1.0
長谷川 実咲(3)  3.68  3.80  3.48   3.80    3.80 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｻｷ 筑摩野中  +1.2  +2.3  -1.0   +2.3    +2.3
二木 あゆみ(3)  3.79  3.52  3.63   3.79    3.79 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾕﾐ 筑摩野中  +0.3  +0.6  +1.3   +0.3    +0.3
中澤 摩由(2)  3.67  3.60  3.62   3.67    3.67 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾕｷ 開成中  +0.1  +2.3  -0.6   +0.1    +0.1
松澤 舞(3)  3.67   x  3.52   3.67    3.67 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｲ 塩尻広陵中  +2.9  +2.0   +2.9    +2.9
西澤 鎮加(3)   x  3.63  3.66   3.66    3.66 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｽﾞｶ 穂高東中  +2.6  +2.2   +2.2    +2.2
中村 芽生(1)   x  3.58  3.41   3.58    3.58 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 波田中  -0.1  +2.1  +1.4   +2.1    +2.1
西澤 爽世(2)  3.57  3.43  3.38   3.57    3.57 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾖ 山辺中  +0.9  +2.4  -0.4   +0.9    +0.9
横川 菜央(1)   x  3.34  2.62   3.34    3.34 
ﾖｺｶﾜ ﾅｵ 高綱中  +2.4  -1.5   +2.4    +2.4
永坂 穂乃佳(1)  3.23  3.13  3.16   3.23    3.23 
ﾅｶﾞｻｶ ﾎﾝｶ 山辺中  -0.2  +1.4  -1.0   -0.2    -0.2
百瀬 そよか(1)  3.16  3.05  3.23   3.23    3.23 
ﾓﾓｾ ｿﾖｶ 波田中  -0.7  +0.6  +1.4   +1.4    +1.4
松崎 知沙(1)   x  3.18   x   3.18    3.18 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ 山辺中  +1.8   +1.8    +1.8
中斎 水萌(1)  2.42  2.56  2.72   2.72    2.72 
ﾅｶｻｲ ﾐﾓｴ 高綱中  +0.8  +2.4  -0.3   -0.3    -0.3
山川 桃花(1) 欠場
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 高綱中
長岩 妃代里(3) 欠場
ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ 豊科北中

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 27  5806

-3- -4- -5- -6-

2 21  6014

3 23  3502

4 20  5758

5 22  3246

6 15  5777

7 18  5774

8 25  6013

9 17  3501

10 24  5803

11 19  6078

12 16  3435

13 26  5674

14 2  5735

15 8  5976

16 12  5970

17 7  5847

18 14  3229

19 10  3441

20 13  3254

21 4  5879

22 1  5916

23 9  5883

24 11  3255

25 6  5889

28  3500

26 5  5923

3  5919
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３回の
最高記録

宇原 萌々香(3)
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 明善中
山口 樹々(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ 豊科北中
大槻 沙也加(3)
ｵｵﾂｷ ｻﾔｶ 鉢盛中
高橋 茉里(2)
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ 旭町中
上野 沙耶加(2)
ｳｴﾉ  ｻﾔｶ 丸ﾉ内中
高山 実咲(2)
ﾀｶﾔﾏ ﾐｻｷ 信明中
藤原 早紀子(3)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｷｺ 清水中
西川 茉那(2)
ﾆｼｶﾜ  ﾏﾅ 丸ﾉ内中
原 弘子(2)
ﾊﾗ ﾋﾛｺ 清水中
木曽 唯(3)
ｷｿ ﾕｲ 清水中
湯本 珠実(1)
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科北中
大出 菜々葉(1)
ｵｵｲﾃﾞ ﾅﾅﾊ 高綱中
小池 亜梨紗(3)
ｺｲｹ ｱﾘｻ 筑摩野中
山本 佳奈(1)
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 豊科北中

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

   7.87

記録 備考

1 14  6012
  9.42   9.02   9.08    9.42

2 7  3510
  7.50   7.71   7.87   7.87 

  9.42 

   7.27

  7.56   7.39    7.56
3 13  6081

   x

4 9  5805
  7.27   7.12   6.91   7.27 

  7.56 

   6.89

  6.94   6.28    6.94
5 12  5756

  6.31

6 8  5736
  6.89   6.47   6.34   6.89 

  6.94 

   6.35

  6.10   6.35    6.60
7 11  5671

  6.60

8 10  5759
  5.16   5.91   6.35   6.35 

  6.60 

   5.77

  5.43   5.79    5.79
9 5  5678

  4.95

10 3  5667
  5.51   5.65   5.77   5.77 

  5.79 

   5.22

  5.62   5.48    5.62
11 4  3490

  4.75

12 6  5920
  5.13   5.22   5.14   5.22 

  5.62 

   3.91

  5.03   4.79    5.03
13 2  5975

  5.02

14 1  3496
  3.40   3.91   3.90   3.91 

  5.03 



第１回松本市小中学生陸上競技記録会

競技場：県松本平広域公園

グランドコンディション

 2012/ 5/19    8:30   0.4   15.0
   9:00   0.2   16.0
  10:00   1.5   18.5
  11:00   0.8   20.5
  12:00   0.7   22.5
  13:00   1.0   23.5
  14:00   1.4   24.5

天候日付 計測場所時刻 気温 ℃ 湿度 ％風速 m/s風向
晴れ 南南東  53.0
晴れ 南  45.0
晴れ 東  40.0
晴れ 南西  34.0

晴れ 南東  36.0

晴れ 南東  32.0
晴れ 南西  32.0
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