
第7回中信地区小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 中原信一
主催：中信地区陸上競技協会 跳躍審判長 中原信一

投擲審判長 中原信一
【開催日】 平成２４年６月９日（土） 記録主任： 近藤英男
【主催団体】 中信地区陸上競技協会 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
 6/ 9 共通女子 根津 葵(6) 3:22.45 髙安 結衣(6) 3:27.48 杉村 奈津穂(6) 3:31.75 田倉 芽衣(6) 3:32.64 三枝 里緒(6) 3:34.78 高坂 珠実(5) 3:36.25 窪堀 あずみ(6) 3:37.98 甕 夏実(6) 3:38.57

1000m 本郷 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ 本郷 松川 穂高南 芝沢 豊科北 塩尻吉田
 6/ 9  +0.8松原 さくら(6) 14.60 曽根原 千聖(6) 14.85 大月 来夢(6) 15.05 吉冨 真央(6) 15.41 中村 優里(6) 16.00 澁谷 涼夏(6) 16.13 武田 萌絵(6) 16.22 稲村 帆乃佳(5) 16.70

80mH(0.700m) 日義TFC ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ 明南 池田 芝沢 大町東 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ 開明
 6/ 9 赤羽 菜々実(6) 1.15 荒川 菜緒(6) 1.15 宮下 智帆(6) 1.15 鹿崎 さくら(6) 1.15 砂場 晴月(6) 1.10 日高 偲歩(6) 1.10 櫻井 夢(5) 1.10 今井 聖玲奈(6) 1.05

走高跳 三郷 大町西 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ 広丘 豊科東 芝沢 白馬南 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
奥原 奈々(6)
日義TFC

 6/ 9 栗空 美穂(6) 4.15(+1.3) 樋口 花梨(6) 3.99(-0.2) 太田 彩水(6) 3.91(+0.6) 伊藤 日菜(6) 3.85(+0.1) 藤巻 智江(6) 3.73(+2.1) 岡村 琴美(6) 3.67(+1.5) 茶原 奈々(6) 3.60(+1.1) 松本 琴未(5) 3.59(+1.6)
走幅跳 王滝 三郷 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ 広丘 大町南 福島 南木曽 田川

 6/ 9 松田 夏音(6) 39.75 桐山 麻由(6) 39.15 菅谷 千咲(6) 37.74 牛山 佑菜(6) 35.74 宮田 知佳(6) 35.15 草間 美月(6) 33.32 大前 遥(6) 32.97 原 杏奈(5) 31.64
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 会染 坂北 中山 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ 福島 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ 上松 宗賀

 6/ 9 豊科北(A)       57.55 穂高西(A)       58.60 広丘(A)       59.22 豊科南     1:01.16 松川(A)     1:01.52 島内     1:01.54 穂高南     1:01.67
4×100m 齊藤 雅(6) 竹本 のどか(6) 小林 夏希(6) 栗林 かな(6) 高橋 咲夏(6) 樟 恵里(6) 鈴木 葵(6)

佐藤 里菜(6) 黒岩 彩香(6) 西沢 李々華(6) 手塚 陽真莉(6) 伊藤 咲季(6) 髙山 瑞季(6) 石田 遥(6)
岡田 瑠実(6) 遠藤 由菜(6) 御子柴 彩菜(6) 下田 恭子(6) 北澤 詩織(6) 河野 莉奈(6) 丸山 結衣(6)
深澤 由惟(6) 臼井 緑彩(6) 田中 海羽(6) 青山 萌夢(6) 金井 向日葵(6) 田力 萌香(6) 金子 結羽(6)

 6/ 9 5年女子  +1.7矢ケ崎 愛奈(5) 15.10 冨田 咲花(5) 15.35 小林 弥希(5) 15.36 小山 莉那(5) 15.60 寺島 風美花(5) 15.68 徳武 瑠夏(5) 15.97 青木 梨乃(5) 16.09 瀧澤 文(5) 16.09
100m 塩尻東 清水 田川 菅野 寿 堀金 梓川 穂高北

 6/ 9 6年女子  +2.0宮坂 菜帆子(6) 14.51 栃木 優衣(6) 14.65 上條 のあ(6) 14.71 塩原 美里(6) 14.79 マヌガス クラリエ(6)14.81 滝沢 真心(6) 14.86 上條 寧々(6) 15.00 古畑 莉歩(6) 15.08
100m 会染 上松 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ 会染 豊科北 明南 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ 開明

 6/ 9 ｵｰﾌﾟﾝ女子 田中 あす香(6) 14.86 枝澤 萌花(6) 15.61 御子柴 彩菜(6) 15.88 成沢 雛乃(5) 16.51 瀧澤 千春(4) 16.56 イズミ 二コレ アリサ16.57 太田 菜奈(5) 16.63 石川 遥佳(5) 16.70
100m 穂高西 豊科北 広丘 洗馬 穂高北 塩尻東 ｺﾒｯﾄ波田 塩尻東



予選 6月9日  9:30
決勝 6月9日 14:00

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +2.0

 1 本間 萌(5)     15.96  1 徳武 瑠夏(5)     15.61 q
ﾎﾝﾏ ﾓｴ 八坂 ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ 堀金

 2 安坂 侑莉菜(5)     16.21  2 青木 梨乃(5)     15.87 q
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 明北 ｱｵｷ ﾘﾉ 梓川

 3 横山 春香(5)     16.22  3 松澤 美鈴(5)     16.27 
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 木祖源流TC ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｽｽﾞ 池田

 4 北澤 心希(5)     16.32  4 樋口 鈴乃(5)     16.49 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 明南 ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ 大町北

 5 小谷 雪乃(5)     16.55  5 小林 萌花(5)     16.71 
ｺﾀﾆ ﾕｷﾉ 三郷 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 鎌田

 6 宮沢 奈々巳(5)     16.84  6 齋藤 咲希(5)     16.75 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 麻績 ｻｲﾄｳ ｻｷ 白馬南

 7 清澤 菜穂(5)     17.15  7 松原 愛佳(5)     16.81 
ｷﾖｻﾜ ﾅｵ 朝日 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏﾅｶ 木祖源流TC

 8 小林 ゆり(5)     17.45  8 小澤 朱夏(5)     17.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 奈川 ｵｻﾞﾜ ｼｭｶ ｺﾒｯﾄ波田

 9 青嶋 愛梨(5)     18.47  9 中山 佳美(5)     18.60 
ｱｵｼﾏ ｱｲﾘ 芝沢 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾐ 穂高北

[ 3組] 風速 +0.6 [ 4組] 風速 +0.5

 1 矢ケ崎 愛奈(5)     15.34 q  1 小林 弥希(5)     15.29 q
ﾔｶﾞｻｷ ｱｲﾅ 塩尻東 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 田川

 2 三木 彩夏(5)     15.98  2 冨田 咲花(5)     15.57 q
ﾐｷ ｻﾔｶ 広丘 ﾄﾐﾀ ｻｸﾗ 清水

 3 川根 理紗子(5)     15.99  3 平澤 美沙希(5)     16.19 
ｶﾜﾈ ﾘｻｺ 三郷 ﾋﾗｻﾜ ﾐｻｷ 穂高北

 4 北條 月菜(5)     16.13  4 五十嵐 百美(5)     16.26 
ｷﾀｼﾞｮｳ ﾂｸﾅ 会染 ｲｶﾞﾗｼ ﾓﾓﾐ 大町北

 5 矢澤 瑠奈(5)     16.25  5 小松 真緒(5)     16.60 
ﾔｻﾞﾜ ﾙﾅ 穂高北 ｺﾏﾂ ﾏｵ 開智

 6 小澤 美祐(5)     16.45  6 松岡 胡乃葉(5)     16.75 
ｵｻﾞﾜ ﾐﾕ 豊科東 ﾏｯｵｶ ｺﾉﾊ 上松

 7 宮澤 里緒(5)     16.86  7 平林 しほり(5)     16.83 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｵ 大町北 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 池田

 8 塩原 琴葉(5)     16.93  8 宇留賀 満里奈(5)     17.50 
ｼｵﾊﾗ ｺﾄﾊ 朝日 ｳﾙｶﾞ ﾏﾘﾅ 穂高南

 9 朴 由紀(5)     17.38 上條 瑞季(5)
ﾊﾟｸ ﾕｷ 上松 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 広丘

[ 5組] 風速 +1.3 [ 6組] 風速 +1.7

 1 寺島 風美花(5)     15.66 q  1 小山 莉那(5)     15.60 q
ﾃﾗｼﾏ ﾌﾐｶ 寿 ｺﾔﾏ ﾘﾅ 菅野

 2 瀧澤 文(5)     15.70 q  2 忠地 夏桜(5)     15.88 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 穂高北 ﾀﾀﾞﾁ ﾅｵ 奈川

 3 田中 愛(5)     16.01  3 長谷尾 彩華(5)     15.90 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 洗馬 ﾊｾｵ ｱﾔｶ 大町北

 4 中村 雅音(5)     16.83  4 高嶋 凪沙(5)     15.98 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾈ 豊科南 ﾀｶｼﾏ ﾅｷﾞｻ 穂高北

 5 上條 叶(5)     17.03  5 塙 茜音(5)     16.08 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾉ 朝日 ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ 朝日

 6 吉池 彩智(5)     17.10  6 宍戸 菜々花(5)     17.13 
ﾖｼｲｹ ｻﾁ 坂北 ｼｼﾄﾞ ﾅﾅｶ 豊科東

 7 梶田 茉朋(5)     17.35  7 丸山 智加(5)     17.22 
ｶｼﾞﾀ ﾏﾎ 鎌田 ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ 池田

 8 佐藤 萌花(5)     17.78  8 中田 笑実子(5)     18.49 
ｻﾄｳ ﾓｴｶ 広丘 ﾅｶﾀ ｴﾐｺ ｺﾒｯﾄ波田

 9 高宮 李咲(5)     17.94 諌山 アリサ(5)
ﾀｶﾐﾔ ﾘｻ 奈川 ｲｻﾔﾏ ｱﾘｻ 明北 欠場
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風速 +1.7

 1 矢ケ崎 愛奈(5)     15.10 
ﾔｶﾞｻｷ ｱｲﾅ 塩尻東

 2 冨田 咲花(5)     15.35 
ﾄﾐﾀ ｻｸﾗ 清水

 3 小林 弥希(5)     15.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 田川

 4 小山 莉那(5)     15.60 
ｺﾔﾏ ﾘﾅ 菅野

 5 寺島 風美花(5)     15.68 
ﾃﾗｼﾏ ﾌﾐｶ 寿

 6 徳武 瑠夏(5)     15.97 
ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ 堀金

 7 青木 梨乃(5)     16.09 
ｱｵｷ ﾘﾉ 梓川

 8 瀧澤 文(5)     16.09 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 穂高北
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予選 6月9日  9:50
決勝 6月9日 14:05

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +1.3

 1 マヌガス クラリエ(6)     14.70 q  1 宮坂 菜帆子(6)     14.73 q
ﾏﾇｶﾞｽ ｸﾗﾘｴ 豊科北 ﾐﾔｻｶ ﾅﾎｺ 会染

 2 竹内 愛海(6)     15.12  2 古畑 莉歩(6)     14.99 q
ﾀｹｳﾁ ｱﾐ 堀金 ﾌﾙﾊﾀ ﾘﾎ 開明

 3 中野 清風(6)     15.46  3 小松 亜由菜(6)     15.20 
ﾅｶﾉ ｻﾔｶ 洗馬 ｺﾏﾂ ｱﾕﾅ 豊科南

 4 市川 美羽(6)     16.22  4 本沢 夏来(6)     15.39 
ｲﾁｶﾜ ﾐｳ 二子 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 洗馬

 5 栗田 頌子(6)     16.52  5 井嶋 まどか(6)     16.58 
ｸﾘﾀ ｼｮｳｺ 田川 ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ ｺﾒｯﾄ波田

 6 安田 陽乃(6)     16.83  6 谷口 真生(6)     16.73 
ﾔｽﾀﾞ ﾊﾙﾉ 三岳 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 二子

 7 唐澤 眞紀子(6)     19.07  7 井澤 あやの(6)     17.09 
ｶﾗｻﾜ ﾏｷｺ 三郷 ｲｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 堀金
磯尾 彩華(6) 江津 杏夏(6)
ｲｿｵ ｱﾔｶ 開智 ｺﾞｳﾂﾞ ｱﾝﾅ 豊科東

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +1.2

 1 栃木 優依(6)     14.68 q  1 上條 寧々(6)     14.86 q
ﾄﾁｷﾞ ﾕｲ 上松 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 2 上條 のあ(6)     14.72 q  2 原 愛美(6)     15.22 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾊﾗ ｱｲﾐ 福島

 3 丸山 紗輝(6)     15.02  3 小平 つむぎ(6)     15.59 
ﾏﾙﾔﾏ ｻｷ 会染 ｺﾀﾞｲﾗ ﾂﾑｷﾞ 木曽楢川

 4 吉澤 未久(6)     15.22  4 山口 優花(6)     15.61 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｸ 小谷 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 梓川

 5 巾 こと美(6)     15.75  5 宮崎 木乃香(6)     15.75 
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 王滝 ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾉｶ 会染

 6 木戸岡 由起(6)     16.24  6 田中 ゆりな(6)     15.78 
ｷﾄﾞｵｶ ﾕｷ 本郷 ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ 開明

 7 渡邊 明日香(6)     17.38  7 熊澤 玲菜(6)     16.09 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 開智 ｸﾏｻﾞﾜ ﾚｲﾅ 開智
市川 穂(6)
ｲﾁｶﾜ ｽｲ 洗馬

[ 5組] 風速 +1.2

 1 滝沢 真心(6)     14.77 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅﾐ 明南

 2 塩原 美里(6)     14.84 q
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 会染

 3 西澤 芽衣(6)     15.42 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾒｲ 小谷

 4 上條 美蘭(6)     15.50 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾗﾝ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 5 宗村 奈生子(6)     16.15 
ﾑﾈﾑﾗ ﾅｵｺ 堀金

 6 犬飼 愛梨(6)     18.32 
ｲﾇｶｲ ｱｲﾘ 二子
村上 春菜(6)
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 八坂

風速 +2.0

 1 宮坂 菜帆子(6)     14.51 
ﾐﾔｻｶ ﾅﾎｺ 会染

 2 栃木 優依(6)     14.65 
ﾄﾁｷﾞ ﾕｲ 上松

 3 上條 のあ(6)     14.71 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 4 塩原 美里(6)     14.79 
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 会染

 5 マヌガス クラリエ(6)     14.81 
ﾏﾇｶﾞｽ ｸﾗﾘｴ 豊科北

 6 滝沢 真心(6)     14.86 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅﾐ 明南

 7 上條 寧々(6)     15.00 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 8 古畑 莉歩(6)     15.08 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘﾎ 開明
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6年女子

100m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 6月9日 12:40

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +0.8

 1 成沢 雛乃(5)     16.51  1 田中 あす香(6)     14.86 
ﾅﾙｻﾜ ﾋﾅﾉ 洗馬 ﾀﾅｶ ｱｽｶ 穂高西

 2 瀧澤 千春(4)     16.56  2 白倉 仁奈(4)     16.85 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ 穂高北 ｼﾗｸﾗ ﾆﾅ 二子

 3 イズミ 二コレ アリサ(6)     16.57  3 小林 未璃愛(6)     16.96 
ｲｽﾞﾐ ﾆｺﾚ ｱﾘｻ 塩尻東 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾘｱ 島内

 4 石川 遥佳(5)     16.70  4 井水 美来(4)     18.23 
ｲｼｶﾜ ﾊﾙｶ 塩尻東 ｲｽｲ ﾐﾗｲ 開明

 5 浜 沙南(6)     17.28  5 塩原 心空(4)     18.46 
ﾊﾏ ｻﾅﾐ 三郷小ｸﾗﾌﾞ ｼｵﾊﾗ ｺｺｱ 二子

 6 都筑 朱里(5)     17.33  6 藤懸 ひより(5)     18.81 
ﾂﾂﾞｸ ｱｶﾘ 洗馬 ﾌｼﾞｶｹ ﾋﾖﾘ 大桑ｸﾗﾌﾞ

 7 矢澤 幸菜(5)     17.59  7 佐藤 優月(4)     18.85 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｷﾅ 旭町 ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 麻績

 8 日高 愛未(4)     19.07  8 金 理世(4)     19.27 
ﾋﾀﾞｶ ｱﾐ 芝沢 ｷﾝ ﾘｾ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

[ 3組] 風速 +1.2 [ 4組] 風速 +0.9

 1 枝澤 萌花(6)     15.61  1 御子柴 彩菜(6)     15.88 
ｴﾀﾞｻﾜ ﾓｴｶ 豊科北 ﾐｺｼﾊﾞ ｱﾔﾅ 広丘

 2 太田 菜奈(5)     16.63  2 伊藤 緋莉(5)     16.88 
ｵｵﾀ ﾅﾅ ｺﾒｯﾄ波田 ｲﾄｳ ｱｶﾘ ｺﾒｯﾄ波田

 3 金澤 実佑(4)     16.72  3 上條 奎奈(4)     17.56 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ 豊科北 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲﾅ 広丘

 4 佐藤 玲菜(6)     17.12  4 武井 彩姫(6)     17.66 
ｻﾄｳ ﾚﾅ 豊科北 ﾀｹｲ ｻｷ 広丘

 5 沖 明里咲(4)     17.56  5 森 美咲(4)     18.06 
ｵｷ ｱﾘｻ 明北 ﾓﾘ ﾐｻｷ 広丘

 6 中谷 莉子(4)     18.01  6 上條 愛弥(4)     18.76 
ﾅｶﾀﾆ ﾘｺ 豊科北 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾔ 広丘

 7 太田 安奈(4)     18.03 
ｵｵﾀ ｱﾝﾅ ｺﾒｯﾄ波田

 8 疋田 唯乃(4)     18.31 
ﾋｷﾀ ﾕｲﾉ ｺﾒｯﾄ波田
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順 ﾚｰﾝ No.
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5   859
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ｵｰﾌﾟﾝ女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 田中 あす香(6) 穂高西     14.86 (+0.8)   2   1
   2 枝澤 萌花(6) 豊科北     15.61 (+1.2)   3   1
   3 御子柴 彩菜(6) 広丘     15.88 (+0.9)   4   1
   4 成沢 雛乃(5) 洗馬     16.51 (+1.4)   1   1
   5 瀧澤 千春(4) 穂高北     16.56 (+1.4)   1   2
   6 イズミ 二コレ アリサ(6) 塩尻東     16.57 (+1.4)   1   3
   7 太田 菜奈(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.63 (+1.2)   3   2
   8 石川 遥佳(5) 塩尻東     16.70 (+1.4)   1   4
   9 金澤 実佑(4) 豊科北     16.72 (+1.2)   3   3
  10 白倉 仁奈(4) 二子     16.85 (+0.8)   2   2
  11 伊藤 緋莉(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.88 (+0.9)   4   2
  12 小林 未璃愛(6) 島内     16.96 (+0.8)   2   3
  13 佐藤 玲菜(6) 豊科北     17.12 (+1.2)   3   4
  14 浜 沙南(6) 三郷小ｸﾗﾌﾞ     17.28 (+1.4)   1   5
  15 都筑 朱里(5) 洗馬     17.33 (+1.4)   1   6
  16 上條 奎奈(4) 広丘     17.56 (+0.9)   4   3
  16 沖 明里咲(4) 明北     17.56 (+1.2)   3   5
  18 矢澤 幸菜(5) 旭町     17.59 (+1.4)   1   7
  19 武井 彩姫(6) 広丘     17.66 (+0.9)   4   4
  20 中谷 莉子(4) 豊科北     18.01 (+1.2)   3   6
  21 太田 安奈(4) ｺﾒｯﾄ波田     18.03 (+1.2)   3   7
  22 森 美咲(4) 広丘     18.06 (+0.9)   4   5
  23 井水 美来(4) 開明     18.23 (+0.8)   2   4
  24 疋田 唯乃(4) ｺﾒｯﾄ波田     18.31 (+1.2)   3   8
  25 塩原 心空(4) 二子     18.46 (+0.8)   2   5
  26 上條 愛弥(4) 広丘     18.76 (+0.9)   4   6
  27 藤懸 ひより(5) 大桑ｸﾗﾌﾞ     18.81 (+0.8)   2   6
  28 佐藤 優月(4) 麻績     18.85 (+0.8)   2   7
  29 日高 愛未(4) 芝沢     19.07 (+1.4)   1   8
  30 金 理世(4) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ     19.27 (+0.8)   2   8
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

ｵｰﾌﾟﾝ女子



予選 6月9日  9:00
決勝 6月9日 13:50

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.2

 1 中村 優里(6)     16.10 q  1 吉冨 真央(6)     15.80 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 芝沢 ﾖｼﾄﾐ ﾏｵ 池田

 2 稲村 帆乃佳(5)     16.79 q  2 大月 来夢(6)     15.95 q
ｲﾅﾑﾗ ﾎﾉｶ 開明 ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 明南

 3 武田 萌絵(6)     17.14 q  3 高橋 加奈(6)     17.35 
ﾀｹﾀﾞ ﾓｴ 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 開明

 4 大谷 好乃(6)     17.37  4 高畠 彩希(6)     18.29 
ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾉ 白馬北 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｻｷ 梓川

 5 米倉 優(6)     18.69  5 飯島 彩香(6)     18.36 
ﾖﾈｸﾗ ﾕｳ 豊科東 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ 開智

 6 平野 百音(5)     19.28  6 輿 恵子(6)     19.11 
ﾋﾗﾉ ﾓﾈ 開智 ｺｼ ｹｲｺ 芝沢
百瀬 さゆり(6)  7 森下 琴未(5)     19.30 
ﾓﾓｾ ｻﾕﾘ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾓﾘｼﾀ ｺﾄﾐ 豊科南

[ 3組] 風速 +1.6

 1 松原 さくら(6)     14.57 q
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻｸﾗ 日義TFC

 2 曽根原 千聖(6)     15.06 q
ｿﾈﾊﾗ ﾁｻﾄ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 3 澁谷 涼夏(6)     16.95 q
ｼﾌﾞﾔ ｽｽﾞｶ 大町東

 4 藤巻 仁美(6)     18.69 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾄﾐ 開智

 5 中澤 希帆(5)     18.74 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾎ 大野川

 6 細田 夏生(5)     19.82 
ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ 豊科南

風速 +0.8

 1 松原 さくら(6)     14.60 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻｸﾗ 日義TFC

 2 曽根原 千聖(6)     14.85 
ｿﾈﾊﾗ ﾁｻﾄ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 3 大月 来夢(6)     15.05 
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 明南

 4 吉冨 真央(6)     15.41 
ﾖｼﾄﾐ ﾏｵ 池田

 5 中村 優里(6)     16.00 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 芝沢

 6 澁谷 涼夏(6)     16.13 
ｼﾌﾞﾔ ｽｽﾞｶ 大町東

 7 武田 萌絵(6)     16.22 
ﾀｹﾀﾞ ﾓｴ 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ

 8 稲村 帆乃佳(5)     16.70 
ｲﾅﾑﾗ ﾎﾉｶ 開明
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予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 6月9日 13:05

[ 1組] [ 2組]

 1 三枝 里緒(6)   3:34.78  1 根津 葵(6)   3:22.45 
ｻｴｸﾞｻ ﾘｵ 穂高南 ﾈﾂ ｱｵｲ 本郷

 2 高坂 珠実(5)   3:36.25  2 髙安 結衣(6)   3:27.48 
ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 芝沢 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 3 甕 夏実(6)   3:38.57  3 杉村 奈津穂(6)   3:31.75 
ﾓﾀｲ ﾅﾂﾐ 塩尻吉田 ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 本郷

 4 斉藤 菜々実(5)   3:41.03  4 田倉 芽衣(6)   3:32.64 
ｻｲﾄｳ ﾅﾅﾐ 塩尻吉田 ﾀｸﾗ ﾒｲ 松川

 5 松村 明梨(6)   3:42.29  5 窪堀 あずみ(6)   3:37.98 
ﾏﾂﾑﾗ ｱｶﾘ 島内 ｸﾎﾞﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 豊科北

 6 宮澤 花奈実(5)   3:45.81  6 安永 友麻(5)   3:41.69 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 菅野 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 穂高北

 7 森下 結加(5)   3:48.68  7 三田 尚果(6)   3:41.75 
ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｶ 三郷 ﾐﾀ ﾅｵｶ ｺﾒｯﾄ波田

 8 井出 妃咲(5)   3:56.03  8 松倉 后杏(5)   3:41.84 
ｲﾃﾞ ｷｻｷ 日義TFC ﾏﾂｸﾗ ｺｳｱﾝ 白馬北

 9 東木場 緋香(5)   3:56.94  9 津野尾 夏葵(5)   3:41.93 
ﾋｶﾞｼｺﾊﾞ ﾋｶﾙ 菅野 ﾂﾉｵ ﾅﾂｷ 大町東

10 山本 佳奈(6)   3:58.02 10 山下 優香(6)   3:46.44 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 池田 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｶ 豊科北

11 片桐 永莉華(5)   3:59.62 11 高松 いずみ(5)   3:48.80 
ｶﾀｷﾞﾘ ｴﾘｶ 大町南 ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 開田

12 永田 乃絵(6)   4:01.63 12 二條 仁花(6)   3:50.90 
ﾅｶﾞﾀ ﾉｴ 筑摩 ﾆｼﾞｮｳ ｷﾐｶ 豊科北

13 宮林 万奈(5)   4:01.78 13 山崎 まみこ(6)   3:52.83 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 豊科東 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾐｺ 堀金

14 中坪 美紀(5)   4:08.90 14 中山 涼子(6)   3:54.07 
ﾅｶﾂﾎﾞ ﾐｷ 田川 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｺ 堀金

15 矢野倉 優美(6)   4:09.34 15 宮澤 茉那(5)   3:54.93 
ﾔﾉｸﾗ ﾕﾐ 塩尻吉田 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅ 大町北

16 長嶋 綺乃(5)   4:13.53 16 大和 夢乃(5)   3:54.94 
ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔﾉ 木曽楢川 ｵｵﾜ ﾕﾒﾉ 寿

17 小出 真衣(6)   4:13.76 17 田中 瞳来(6)   3:55.80 
ｺｲﾃﾞ ﾏｲ 木祖源流TC ﾀﾅｶ ﾒｸﾞ 島内

18 宮入 麻帆(5)   4:16.57 18 山﨑 優里奈(6)   3:55.97 
ﾐﾔｲﾘ ﾏﾎ 坂北 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘﾅ 明北

19 倉科 沙紀(6)   4:20.82 19 津島 希伊(5)   3:56.88 
ｸﾗｼﾅ ｻｷ 明北 ﾂｼﾏ ｷｲ 旭町

20 石田 桃子(6)   4:35.09 20 青栁 桜子(6)   4:02.38 
ｲｼﾀﾞ ﾓﾓｺ 豊科北 ｱｵﾔｷﾞ ｻｸﾗｺ 大町南
井野 天純香(5) 21 澁谷 雪乃(6)   4:07.88 
ｲﾉ ｱｽｶ 豊科北 ｼﾌﾞﾔ ﾕｷﾉ 二子
田中 萌夏(6) 22 横沢 木葉(5)   4:43.09 
ﾀﾅｶ ﾓｴｶ 豊科南 ﾖｺｻﾜ ｺﾉﾊ 菅野
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



   1 根津 葵(6) 本郷     3:22.45   2   1
   2 髙安 結衣(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ     3:27.48   2   2
   3 杉村 奈津穂(6) 本郷     3:31.75   2   3
   4 田倉 芽衣(6) 松川     3:32.64   2   4
   5 三枝 里緒(6) 穂高南     3:34.78   1   1
   6 高坂 珠実(5) 芝沢     3:36.25   1   2
   7 窪堀 あずみ(6) 豊科北     3:37.98   2   5
   8 甕 夏実(6) 塩尻吉田     3:38.57   1   3
   9 斉藤 菜々実(5) 塩尻吉田     3:41.03   1   4
  10 安永 友麻(5) 穂高北     3:41.69   2   6
  11 三田 尚果(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:41.75   2   7
  12 松倉 后杏(5) 白馬北     3:41.84   2   8
  13 津野尾 夏葵(5) 大町東     3:41.93   2   9
  14 松村 明梨(6) 島内     3:42.29   1   5
  15 宮澤 花奈実(5) 菅野     3:45.81   1   6
  16 山下 優香(6) 豊科北     3:46.44   2  10
  17 森下 結加(5) 三郷     3:48.68   1   7
  18 高松 いずみ(5) 開田     3:48.80   2  11
  19 二條 仁花(6) 豊科北     3:50.90   2  12
  20 山崎 まみこ(6) 堀金     3:52.83   2  13
  21 中山 涼子(6) 堀金     3:54.07   2  14
  22 宮澤 茉那(5) 大町北     3:54.93   2  15
  23 大和 夢乃(5) 寿     3:54.94   2  16
  24 田中 瞳来(6) 島内     3:55.80   2  17
  25 山﨑 優里奈(6) 明北     3:55.97   2  18
  26 井出 妃咲(5) 日義TFC     3:56.03   1   8
  27 津島 希伊(5) 旭町     3:56.88   2  19
  28 東木場 緋香(5) 菅野     3:56.94   1   9
  29 山本 佳奈(6) 池田     3:58.02   1  10
  30 片桐 永莉華(5) 大町南     3:59.62   1  11
  31 永田 乃絵(6) 筑摩     4:01.63   1  12
  32 宮林 万奈(5) 豊科東     4:01.78   1  13
  33 青栁 桜子(6) 大町南     4:02.38   2  20
  34 澁谷 雪乃(6) 二子     4:07.88   2  21
  35 中坪 美紀(5) 田川     4:08.90   1  14
  36 矢野倉 優美(6) 塩尻吉田     4:09.34   1  15
  37 長嶋 綺乃(5) 木曽楢川     4:13.53   1  16
  38 小出 真衣(6) 木祖源流TC     4:13.76   1  17
  39 宮入 麻帆(5) 坂北     4:16.57   1  18
  40 倉科 沙紀(6) 明北     4:20.82   1  19
  41 石田 桃子(6) 豊科北     4:35.09   1  20
  42 横沢 木葉(5) 菅野     4:43.09   2  22
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共通女子



予選 6月9日 12:00
決勝 6月9日 14:25

[ 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 穂高南  1010 鈴木 葵(6)   1:01.00 q  1   8 島内   829 樟 恵里(6)   1:00.89 q

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ ｽｽﾞｷ ｱｵｲ ｼﾏｳﾁ ﾀﾌﾞﾉｷ ﾒｸﾞﾘ
 1000 石田 遥(6)   838 髙山 瑞季(6)

ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ
  986 丸山 結衣(6)   818 河野 莉奈(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲ ｺｳﾉ ﾘﾅ
  990 金子 結羽(6)   835 田力 萌香(6)

ｶﾈｺ ﾕｳ ﾀﾁﾞｶﾗ ﾓｴｶ
 2   2 大町西(B)   656 傳刀 愛梨(6)   1:02.60  2   5 松川(A)   530 高橋 咲夏(6)   1:00.97 q

ｵｵﾏﾁﾆｼB ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ ﾏﾂｶﾜA ﾀｶﾊｼ ｴﾐｶ
  654 北澤 璃子(6)   523 伊藤 咲季(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｺ ｲﾄｳ ｻｷ
  653 望月 絢翔(6)   541 北澤 詩織(6)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
  643 西澤 彩夏(6)   528 金井 向日葵(6)

ﾆｼｻﾞ ﾜｱﾔｶ ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
 3   6 広丘(B)   316 河野 涼奈(6)   1:03.10  3   2 ｺﾒｯﾄ波田    11 牛丸 芳恵(5)   1:02.13 

ﾋﾛｵｶB ｺｳﾉ ｽｽﾞﾅ ｺﾒｯﾄﾊﾀ ｳｼﾏﾙ ﾖｼｴ
  358 中嶌 萌香(6)    33 中沢 楓香(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ
  332 山村 優菜(6)    10 加藤 愛理(5)

ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾅ ｶﾄｳ ｱｲﾘ
  369 平田 千恵(6)    24 斉藤 楓花(6)

ﾋﾗﾀ ﾁｴ ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 4   9 宗賀   492 古田 茉凜(5)   1:03.98  4   9 旭町    80 中田 萌(6)   1:05.05 

ｿｳｶﾞ ﾌﾙﾀ ﾏﾘﾝ ｱｻﾋﾏﾁ ﾅｶﾀ ﾓｴ
  495 西窪 亜美(5)    68 今井 優絵(6)

ﾆｼｸﾎﾞ ｱﾐ ｲﾏｲ ﾏｻｴ
  498 武居 郁花(5)    71 山本 靖淑(6)

ﾀｹｲ ｱﾔｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾖ
  496 二宮 咲希(6)    82 内藤 百嶺(6)

ﾆﾉﾐﾔ ｻｷ ﾅｲﾄｳ ﾓｴ
 5   3 堀金  1135 原 理彩(5)   1:04.32  5   7 梓川(A)    91 市川 歌乃(6)   1:05.56 

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾊﾗ ﾘｻ ｱｽﾞｻｶﾞﾜA ｲﾁｶﾜ ｶﾉ
 1153 大池 優奈(5)   104 中澤 美紅(5)

ｵｵｲｹ ﾕｳﾅ ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｸ
 1162 平澤 風彩(5)    86 丸山 純礼(6)

ﾋﾗｻﾜ　ﾌｳｶ ﾏﾙﾔﾏ ｽﾐﾚ
 1149 赤羽 涼風(5)   108 媚山 萌々(6)

ｱｶﾊﾈ ｽｽﾞｶ ｺﾋﾞﾔﾏ ﾓﾓ
 6   8 塩尻東(A)   160 小松 夏帆(5)   1:05.07  6   3 穂高西(B)   978 波場 結加里(5)   1:05.83 

ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼA ｺﾏﾂ ｶﾎ ﾎﾀｶﾆｼB ﾊﾊﾞ ﾕｶﾘ
  161 小林 花織(5)   981 齊藤 るな(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾘ ｻｲﾄｳ ﾙﾅ
  170 北原 みゆ(5)   975 藤岡 優美(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾐﾕ ﾌｼﾞｵｶ ﾕﾐ
  159 手塚 結芽(5)   966 山石 亜美(5)

ﾃﾂﾞｶ ﾕﾒ ﾔﾏｲｼ ｱﾐ
 7   5 梓川(B)    87 見形 芽生(5)   1:07.06  7   6 広丘(C)   324 降幡 萌(6)   1:06.13 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜB ﾐｶﾀ ﾒｲ ﾋﾛｵｶC ﾌﾘﾊﾀ ﾓｴ
  100 大久保 未弥子(5)   364 藤澤 晴奈(6)

ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾔｺ ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾅ
   92 上嶋 美琴(5)   323 甲斐 みのり(6)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｺﾄ ｶｲ ﾐﾉﾘ
  111 髙山 李花(5)   333 山本 佳奈(6)

ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｶ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ
 8   7 菅野   572 布野 愛瑠(5)   1:12.76  8   4 開明   267 高田 真弥(5)   1:07.04 

ｽｶﾞﾉ ﾌﾉ ｱｲﾙ ｶｲﾒｲ ﾀｶﾀﾞ ﾏﾔ
  568 清水 理桜(5)   287 國仲 百華(5)

ｼﾐｽﾞ ﾘｵ ｸﾆﾅｶ ﾓﾓｶ
  570 藤村 萌花(5)   289 髙木 陽香(5)

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾎﾉｶ ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ
  567 仁科 愛美(5)   261 岩渕 菜々美(5)

ﾆｼﾅ ﾏﾅﾐ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾅﾅﾐ

共通女子

4×100m

予選 通過基準  5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   6 穂高西(A)   969 竹本 のどか(6)     58.06 q  1   5 広丘(A)   336 小林 夏希(6)     58.72 q

ﾎｶﾀﾆｼA ﾀｹﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ ﾋﾛｵｶA ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
  964 黒岩 彩香(6)   350 西沢 李々華(6)

ｸﾛｲﾜ ｱﾔｶ ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾘｶ
  957 遠藤 由菜(6)   363 藤田 茉優(6)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕ
  956 臼井 緑彩(6)   359 田中 海羽(6)

ｳｽｲ ﾂｶｻ ﾀﾅｶ ﾐｳ
 2   2 大町西(A)   659 髙橋 楓果(6)   1:00.68 q  2   4 豊科北(B)  1093 古澤 明日葉(5)   1:02.14 

ｵｵﾏﾁﾆｼA ﾀｶﾊｼ ﾌｳｶ ﾄﾖｼﾅｷﾀB ﾌﾙｻﾜ ｱｽﾊ
  638 松下 弓華(6)  1085 久保村 彩加(6)

ﾏﾂｼﾀ ﾕﾐｶ ｸﾎﾞﾑﾗ ｱﾔｶ
  629 吉原  南(6)  1123 籾山 かえで(6)

ﾖｼﾊﾗ ﾐﾅﾐ ﾓﾐﾔﾏ ｶｴﾃﾞ
  642 清水 玲香(6)  1081 下里 あかり(6)

ｼﾐｽﾞ ﾚｲｶ ｼﾓｻﾄ ｱｶﾘ
 3   7 豊科南  1054 栗林 かな(6)   1:00.77 q  3   8 本郷  1171 岡田 弥恵(5)   1:04.13 

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾅ ﾎﾝｺﾞｳ ｵｶﾀﾞ ﾔｴ
 1059 手塚 陽真莉(6)  1173 久保田 梨那(5)

ﾃﾂﾞｶ ﾋﾏﾘ ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ
 1050 下田 恭子(6)  1184 鳴瀨 あゆみ(5)

ｼﾓﾀﾞ ｷｮｳｺ ﾅﾙｾ ｱﾕﾐ
 1063 青山 萌夢(6)  1183 北原 智沙(5)

ｱｵﾔﾏ ﾒｲﾑ ｷﾀﾊﾗ ﾁｻ
 4   5 塩尻東(B)   158 市ノ瀬 緑(6)   1:02.34  4   2 南木曽   845 岡庭 玲奈(6)   1:04.42 

ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼB ｲﾁﾉｾ ﾐﾄﾞﾘ ﾅｷﾞｿ ｵｶﾆﾜ ﾚﾅ
  169 百瀬 真帆(6)   851 松原 友香(6)

ﾓﾓｾ ﾏﾎ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｶ
  162 西澤 愛梨(6)   855 田中 陽菜(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ｱｲﾘ ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ
  155 近藤 真理香(6)   856 牧野 星(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｶ ﾏｷﾉ ｱｶﾘ
 5   4 坂北   400 近藤 美来(6)   1:03.14  5   6 塩尻吉田   125 有田 芽生(5)   1:04.61 

ｻｶｷﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ﾐｸ ｼｵｼﾞﾘﾖｼﾀﾞ ｱﾘﾀ ﾒｲ
  397 宮入 利子(6)   114 佐々木 愛実(5)

ﾐﾔｲﾘ ﾄｼｺ ｻｻｷ ｱﾐ
  399 近藤 真美(6)   112 吉江 愛菜(5)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾐ ﾖｼｴ ｱｲﾅ
  401 今井 美里(6)   113 宮下 陽(5)

ｲﾏｲ ﾐｻﾄ ﾐﾔｼﾀ ﾋｶﾘ
 6   3 上松   552 合戸 友香(6)   1:04.62  6   7 松川(B)   532 小穴 梨乃(5)   1:04.87 

ｱｹﾞﾏﾂ ｱｲﾄﾞ ﾕｶ ﾏﾂｶﾜB ｵｱﾅ ﾘﾉ
  556 田上 亜耶(6)   540 柏原 明日香(5)

ﾀｳｴ ｱﾔ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｱｽｶ
  557 田上 沙耶(6)   533 小林 綺(5)

ﾀｳｴ ｻﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔ
  549 依馬 万葉香(6)   527 宮坂 希実(5)

ｴﾏ ﾏﾖｶ ﾐﾔｻｶ ﾉｿﾞﾐ
  8 洗馬  7   3 筑摩   770 白石 遥(6)   1:05.92 

ｾﾊﾞ 欠場 ﾂｶﾏ ｼﾗｲｼ ﾊﾙｶ
  769 相馬 佳菜子(6)

ｿｳﾏ ｶﾅｺ
  768 石原 真咲(6)

ｲｼﾊﾗ ﾏｻｷ
  767 宍戸 優希(6)

ｼｼﾄﾞ ﾕｷ

共通女子

4×100m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 豊科北(A)  1079 岡田 瑠実(6)     57.68 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ｵｶﾀﾞ ﾙﾐ
 1094 佐藤 里菜(6)

ｻﾄｳ ﾘﾅ
 1125 齊藤 雅(6)

ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
 1106 深澤 由惟(6)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 2   3 朝日   794 中村 朱里(6)   1:01.96 

ｱｻﾋ ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
  782 下田 穂乃香(6)

ｼﾓﾀﾞ ﾎﾉｶ
  798 田近 亜紀(6)

ﾀﾁﾞｶ ｱｷ
  787 清澤 果穂(6)

ｷﾖｻﾜ ｶﾎ
 3   7 三郷小ｸﾗﾌﾞ   447 穂苅 友香(6)   1:02.28 

ﾐｻﾄｼｮｳｸﾗﾌﾞ ﾎｶﾘ ﾄﾓｶ
  444 水谷 凪沙(6)

ﾐｽﾞﾔ ﾅｷﾞｻ
  443 岩井 芽生(6)

ｲﾜｲ ﾒｲ
  448 北原 愛理(6)

ｷﾀﾊﾗ ｱｲﾘ
 4   8 片丘   949 小松 莉緒(6)   1:02.53 

ｶﾀｵｶ ｺﾏﾂ ﾘｵ
  951 青木 紗楽(6)

ｱｵｷ ｻﾗ
  954 北沢 真衣(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｲ
  953 武居 楓夏(6)

ﾀｹｲ ﾌｳｶ
 5   5 開智   240 麻沼 優理(6)   1:02.86 

ｶｲﾁ ｱｻﾇﾏ ﾕﾘ
  210 宮下 結華(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｲｶ
  221 小池 成奈(6)

ｺｲｹ ｾｲﾅ
  213 甲斐 彩子(6)

ｶｲ ｱﾔｺ
 6   2 三郷   433 内川 葵(6)   1:04.81 

ﾐｻﾄ ｳﾁｶﾜ ｱｵｲ
  423 小穴 真穂(6)

ｵｱﾅ ﾏﾎ
  409 臼井 はな乃(6)

ｳｽｲ ﾊﾅﾉ
  419 山下 菜緒花(6)

ﾔﾏｼﾀ ﾅｵｶ
 7   4 大町南   712 中山 実久(6)   1:07.27 

ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐ ﾅｶﾔﾏ ﾐｸ
  700 坂井 瑞季(6)

ｻｶｲ ﾐｽﾞｷ
  699 佐々木 沙耶(6)

ｻｻｷ ｻﾔ
  703 松林 千晶(6)

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ

共通女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 豊科北(A)  1125 齊藤 雅(6)     57.55 

ﾄﾖｼﾅｷﾀA ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
 1094 佐藤 里菜(6)

ｻﾄｳ ﾘﾅ
 1079 岡田 瑠実(6)

ｵｶﾀﾞ ﾙﾐ
 1106 深澤 由惟(6)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 2   5 穂高西(A)   969 竹本 のどか(6)     58.60 

ﾎｶﾀﾆｼA ﾀｹﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ
  964 黒岩 彩香(6)

ｸﾛｲﾜ ｱﾔｶ
  957 遠藤 由菜(6)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ
  956 臼井 緑彩(6)

ｳｽｲ ﾂｶｻ
 3   6 広丘(A)   336 小林 夏希(6)     59.22 

ﾋﾛｵｶA ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
  350 西沢 李々華(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾘｶ
  322 御子柴 彩菜(6)

ﾐｺｼﾊﾞ ｱﾔﾅ
  359 田中 海羽(6)

ﾀﾅｶ ﾐｳ
 4   9 豊科南  1054 栗林 かな(6)   1:01.16 

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 1059 手塚 陽真莉(6)

ﾃﾂﾞｶ ﾋﾏﾘ
 1050 下田 恭子(6)

ｼﾓﾀﾞ ｷｮｳｺ
 1063 青山 萌夢(6)

ｱｵﾔﾏ ﾒｲﾑ
 5   2 松川(A)   530 高橋 咲夏(6)   1:01.52 

ﾏﾂｶﾜA ﾀｶﾊｼ ｴﾐｶ
  523 伊藤 咲季(6)

ｲﾄｳ ｻｷ
  541 北澤 詩織(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
  528 金井 向日葵(6)

ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
 6   8 島内   829 樟 恵里(6)   1:01.54 

ｼﾏｳﾁ ﾀﾌﾞﾉｷ ﾒｸﾞﾘ
  838 髙山 瑞季(6)

ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ
  818 河野 莉奈(6)

ｺｳﾉ ﾘﾅ
  835 田力 萌香(6)

ﾀﾁﾞｶﾗ ﾓｴｶ
 7   3 穂高南  1010 鈴木 葵(6)   1:01.67 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ ｽｽﾞｷ ｱｵｲ
 1000 石田 遥(6)

ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ
  986 丸山 結衣(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲ
  990 金子 結羽(6)

ｶﾈｺ ﾕｳ
 8   4 大町西(A)   659 髙橋 楓果(6)   1:05.09 

ｵｵﾏﾁﾆｼA ﾀｶﾊｼ ﾌｳｶ
  638 松下 弓華(6)

ﾏﾂｼﾀ ﾕﾐｶ
  629 吉原  南(6)

ﾖｼﾊﾗ ﾐﾅﾐ
  642 清水 玲香(6)

ｼﾐｽﾞ ﾚｲｶ

4×100m
決勝

共通女子



決勝 6月9日  9:00

赤羽 菜々実(6)
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 三郷
荒川 菜緒(6)
ｱﾗｶﾜ ﾅｵ 大町西
宮下 智帆(6)
ﾐﾔｼﾀ ﾁﾎ 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
鹿崎 さくら(6)
ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 広丘
砂場 晴月(6)
ｽﾅﾊﾞ ﾊﾂﾞｷ 豊科東
日高 偲歩(6)
ﾋﾀﾞｶ ｼﾎ 芝沢
櫻井 夢(5)
ｻｸﾗｲ ﾕﾒ 白馬南
今井 聖玲奈(6)
ｲﾏｲ ｾﾚﾅ 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
奥原 奈々(6)
ｵｸﾊﾗ ﾅﾅ 日義TFC
平田 朱音(5)
ﾋﾗﾀ ｱｶﾈ あかしなかけっ
清水 みなみ(6)
ｼﾐｽﾞ ﾐﾅﾐ 広丘
千國 楓花(6)
ﾁｸﾆ ﾌｳｶ 小谷
藤澤 美紀子(6)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐｷｺ 松川
亀野 未夢(6)
ｶﾒﾉ ﾐﾕ 芝沢
宮尾 琴音(5)
ﾐﾔｵ ｺﾄﾈ あかしなかけっ
中村 香月(6)
ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 小谷
北澤 優里愛(5) 欠場
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ あかしなかけっ
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決勝 (1,2組) 6月9日 13:00

[ 1組]
 ３回の
 最高記録

樋口 花梨(6)   3.71   3.66   3.99    3.99    3.99 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 三郷   +1.6   +0.4   -0.2    -0.2    -0.2
太田 彩水(6)   3.87   3.60   3.91    3.91    3.91 
ｵｵﾀ ｱﾔﾐ 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ   +0.9   +0.6   +0.6    +0.6    +0.6
伊藤 日菜(6)    x   3.84   3.85    3.85    3.85 
ｲﾄｳ ﾋﾅ 広丘    0.0   +0.1    +0.1    +0.1
岡村 琴美(6)   3.67    x    x    3.67    3.67 
ｵｶﾑﾗ ｺﾄﾐ 福島   +1.5    +1.5    +1.5
茶原 奈々(6)   3.38   3.60   3.48    3.60    3.60 
ﾁｬﾊﾗ ﾅﾅ 南木曽   +0.9   +1.1   -0.1    +1.1    +1.1
小林 想(6)   3.58   3.49   3.06    3.58    3.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ   +1.4   +1.1   +1.2    +1.4    +1.4
小澤 千夏(6)   3.53    x   3.55    3.55    3.55 
ｵｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ 堀金   +1.1   -0.4    -0.4    -0.4
内川 あずみ(6)   3.55   3.52   3.34    3.55    3.55 
ｳﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 堀金   +0.4   +0.7   +1.0    +0.4    +0.4
浅川 涼音(5)   3.54   3.36   3.31    3.54    3.54 
ｱｻｶﾜ ｽｽﾞﾈ 穂高南   +0.9   +1.3   +0.9    +0.9    +0.9
大羽 夏未(6)   3.50   3.39   3.32    3.50    3.50 
ｵｵﾊﾞ ﾅﾂﾐ 大町南   +0.9   +1.2   -0.1    +0.9    +0.9
坂本 未奈珠(6)   3.49   3.18    x    3.49    3.49 
ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 南木曽   +0.2   +1.1    +0.2    +0.2
石田 花穂(6)   3.47   3.03   3.35    3.47    3.47 
ｲｼﾀﾞ ｶﾎ 大町東   +1.0   +0.4   +1.3    +1.0    +1.0
齊藤 舞莉(6)   3.37   3.30   3.30    3.37    3.37 
ｻｲﾄｳ ﾏｲﾘ 松川   +0.8   +0.9   +1.0    +0.8    +0.8
青島 まど華(6)   3.29   3.28   3.12    3.29    3.29 
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 王滝   +1.4   +1.2   +0.1    +1.4    +1.4
百瀬 香乃(5)   3.16    x   3.18    3.18    3.18 
ﾓﾓｾ ｶﾉ 宗賀   +0.5   +0.1    +0.1    +0.1
三村 舞雪(6)   2.97   3.09   3.00    3.09    3.09 
ﾐﾑﾗ ﾏﾕｷ 広丘   -0.1   +0.9   +0.1    +0.9    +0.9
草場 凜(6)   2.78   2.67   2.93    2.93    2.93 
ｸｻﾊﾞ ﾘﾝ 南木曽   +0.1   +0.6   -0.4    -0.4    -0.4
洞 祥子(5)   2.75   2.67   2.37    2.75    2.75 
ﾎﾗ ｼｮｳｺ 堀金   +1.2   +1.3   +0.7    +1.2    +1.2
松井 美樹(6)    x   2.59   2.27    2.59    2.59 
ﾏﾂｲ ﾐｷ 大町東   +1.3   +0.6    +1.3    +1.3

18 10  1157

19 5   669

16 2   329

17 3   853

14 19  1265

15 4   497

12 11   675

13 13   548

10 6   709

11 1   847

8 12  1159

9 7  1001

6 9   135

7 16  1144

4 8   929

5 15   854

2 14   142

3 18   313

記録 備考

1 17   436
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走幅跳
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



[ 2組]
 ３回の
 最高記録

栗空 美穂(6)   3.95   4.15   3.97    4.15    4.15 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 王滝   +0.8   +1.3   +0.7    +1.3    +1.3
藤巻 智江(6)   3.61   3.73    x    3.73    3.73 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾁｴ 大町南   +1.1   +2.1    +2.1    +2.1
松本 琴未(5)   3.02    x   3.59    3.59    3.59 
ﾏﾂﾓﾄ ｺﾄﾐ 田川   +0.5   +1.6    +1.6    +1.6
和田口 陽愛(5)   3.30   3.41   3.21    3.41    3.41 
ﾜﾀﾞｸﾞﾁ ﾋﾖﾘ 三岳   +0.4   +1.8   +1.7    +1.8    +1.8
今溝 陽名子(5)   3.17   3.17   3.35    3.35    3.35 
ｲﾏﾐｿﾞ ﾋﾅｺ 白馬北   +0.4   +2.4   +1.8    +1.8    +1.8
東條 瑞季(5)   3.03    x   3.22    3.22    3.22 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 田川   +0.7   +1.2    +1.2    +1.2
佐々木 瑠菜(5)   3.15   3.03   3.18    3.18    3.18 
ｻｻｷ ﾙﾅ 洗馬   +1.7   +1.5   +1.0    +1.0    +1.0
郷原 綾夏(6)   2.84   3.14   3.04    3.14    3.14 
ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｱﾔｶ 広丘   +0.7   +1.0   +1.4    +1.0    +1.0
長澤 希(6)    x   2.99   3.11    3.11    3.11 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾉｿﾞﾐ 白馬南   +1.5   +1.6    +1.6    +1.6
三澤 加奈(6)   3.05   2.71    x    3.05    3.05 
ﾐｻﾜ ｶﾅ 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ   +0.8   +1.7    +0.8    +0.8
北原 千智(6)    x    x   3.05    3.05    3.05 
ｷﾀﾊﾗ ﾁｻﾄ 塩尻東   +1.4    +1.4    +1.4
上條 柚菜(6)   2.69   2.98   2.85    2.98    2.98 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｽﾞﾅ 朝日   +0.5   +1.1   +0.9    +1.1    +1.1
岩本 真紀(6)   2.91   2.77   2.60    2.91    2.91 
ｲﾜﾓﾄ ﾏｷ 豊科南   +0.7   +1.3   +1.7    +0.7    +0.7
佐藤 澄怜(5)   2.83   2.81   2.87    2.87    2.87 
ｻﾄｳ ｽﾐﾚ 旭町   +0.9   +1.2   +2.2    +2.2    +2.2
丸山 菜々子(6)    x    x   2.69    2.69    2.69 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅｺ 穂高南   +1.9    +1.9    +1.9
守谷 紗楽(6)   2.42   2.09   2.68    2.68    2.68 
ﾓﾘﾔ ｻﾗ 大町東   +0.9   +1.1   +1.4    +1.4    +1.4
江成 彩(6)   2.60   2.39   2.43    2.60    2.60 
ｴﾅﾘ ｱﾔ 開明   +0.4   +1.0   +1.5    +0.4    +0.4
大野 晃菜(5)   2.30   2.23   2.28    2.30    2.30 
ｵｵﾉ ｱｷﾅ 豊科南   +0.5   +1.3   +1.8    +0.5    +0.5
日向 萌(6)    x    x    x 記録なし
ﾋﾅﾀ ﾓｴ 開明

18 5  1064

1   280

16 10   666

17 2  1273

14 7    69

15 11   987

12 9   786

13 4  1052

10 16   134

11 3   171

8 8   319

9 12   904

6 6   814

7 15   597

4 14   408

5 18   910

2 17   716

3 13   809

備考

1 19  1266
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P. 17

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成24年6月9日（土）
会場：松本平広域公園陸上競技場

栗空 美穂(6) 王滝
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ ｵｳﾀｷ
樋口 花梨(6) 三郷
ﾋｸﾞﾁ ｶﾘﾝ ﾐｻﾄ
太田 彩水(6) 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
ｵｵﾀ ｱﾔﾐ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳｸﾗﾌﾞ
伊藤 日菜(6) 広丘
ｲﾄｳ ﾋﾅ ﾋﾛｵｶ
藤巻 智江(6) 大町南
ﾌｼﾞﾏｷ ﾁｴ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐ
岡村 琴美(6) 福島
ｵｶﾑﾗ ｺﾄﾐ ﾌｸｼﾏ
茶原 奈々(6) 南木曽
ﾁｬﾊﾗ ﾅﾅ ﾅｷﾞｿ
松本 琴未(5) 田川
ﾏﾂﾓﾄ ｺﾄﾐ ﾀｶﾞﾜ
小林 想(6) 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳｸﾗﾌﾞ
小澤 千夏(6) 堀金
ｵｻﾞﾜ ﾁﾅﾂ ﾎﾘｶﾞﾈ
内川 あずみ(6) 堀金
ｳﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ ﾎﾘｶﾞﾈ
浅川 涼音(5) 穂高南
ｱｻｶﾜ ｽｽﾞﾈ ﾎﾀｶﾐﾅﾐ
大羽 夏未(6) 大町南
ｵｵﾊﾞ ﾅﾂﾐ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐ
坂本 未奈珠(6) 南木曽
ｻｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ ﾅｷﾞｿ
石田 花穂(6) 大町東
ｲｼﾀﾞ ｶﾎ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ
和田口 陽愛(5) 三岳
ﾜﾀﾞｸﾞﾁ ﾋﾖﾘ ﾐﾀｹ
齊藤 舞莉(6) 松川
ｻｲﾄｳ ﾏｲﾘ ﾏﾂｶﾜ
今溝 陽名子(5) 白馬北
ｲﾏﾐｿﾞ ﾋﾅｺ ﾊｸﾊﾞｷﾀ
青島 まど華(6) 王滝
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ ｵｳﾀｷ
東條 瑞季(5) 田川
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ ﾀｶﾞﾜ
百瀬 香乃(5) 宗賀
ﾓﾓｾ ｶﾉ ｿｳｶﾞ
佐々木 瑠菜(5) 洗馬
ｻｻｷ ﾙﾅ ｾﾊﾞ
郷原 綾夏(6) 広丘
ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｱﾔｶ ﾋﾛｵｶ
長澤 希(6) 白馬南
ﾅｶﾞｻﾜ ﾉｿﾞﾐ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐ
三村 舞雪(6) 広丘
ﾐﾑﾗ ﾏﾕｷ ﾋﾛｵｶ
三澤 加奈(6) 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
ﾐｻﾜ ｶﾅ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳｸﾗﾌﾞ
北原 千智(6) 塩尻東
ｷﾀﾊﾗ ﾁｻﾄ ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼ
上條 柚菜(6) 朝日
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｽﾞﾅ ｱｻﾋ
草場 凜(6) 南木曽
ｸｻﾊﾞ ﾘﾝ ﾅｷﾞｿ
岩本 真紀(6) 豊科南
ｲﾜﾓﾄ ﾏｷ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ
佐藤 澄怜(5) 旭町
ｻﾄｳ ｽﾐﾚ ｱｻﾋﾏﾁ
洞 祥子(5) 堀金
ﾎﾗ ｼｮｳｺ ﾎﾘｶﾞﾈ
丸山 菜々子(6) 穂高南
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅｺ ﾎﾀｶﾐﾅﾐ
守谷 紗楽(6) 大町東
ﾓﾘﾔ ｻﾗ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ
江成 彩(6) 開明
ｴﾅﾘ ｱﾔ ｶｲﾒｲ
松井 美樹(6) 大町東
ﾏﾂｲ ﾐｷ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ   +1.3

1-19  2.59
  +1.3

  2.27
  +0.6

  +0.4
2-17

36  669    x   2.59
  +0.4

  2.39
  +1.0

  2.43
  +1.5

  +1.4
2-16

35 1273   2.60   2.60
  +0.9

  2.09
  +1.1

  2.68
  +1.4

  +1.9
2-15

34  666   2.42   2.68

   x   2.69
  +1.9

  +1.2
1-18

33  987    x   2.69
  +1.2

  2.67
  +1.3

  2.37
  +0.7

  +2.2
2-14

32 1157   2.75   2.75
  +0.9

  2.81
  +1.2

  2.87
  +2.2

  +0.7
2-13

31   69   2.83   2.87
  +0.7

  2.77
  +1.3

  2.60
  +1.7

  -0.4
1-17

30 1052   2.91   2.91
  +0.1

  2.67
  +0.6

  2.93
  -0.4

  +1.1
2-12

29  853   2.78   2.93
  +0.5

  2.98
  +1.1

  2.85
  +0.9

  +1.4
2-11

28  786   2.69   2.98

   x   3.05
  +1.4

  +0.8
2-10

27  171    x   3.05
  +0.8

  2.71
  +1.7

   x
  +0.9

1-16

26  134   3.05   3.05
  -0.1

  3.09
  +0.9

  3.00
  +0.1

  +1.6
2- 9

25  329   2.97   3.09

  2.99
  +1.5

  3.11
  +1.6

  +1.0
2- 8

24  904    x   3.11
  +0.7

  3.14
  +1.0

  3.04
  +1.4

  +1.0
2- 7

23  319   2.84   3.14
  +1.7

  3.03
  +1.5

  3.18
  +1.0

  +0.1
1-15

22  597   3.15   3.18
  +0.5

   x   3.18
  +0.1

  +1.2
2- 6

21  497   3.16   3.18
  +0.7

   x   3.22
  +1.2

  +1.4
1-14

20  814   3.03   3.22
  +1.4

  3.28
  +1.2

  3.12
  +0.1

  +1.8
2- 5

19 1265   3.29   3.29
  +0.4

  3.17
  +2.4

  3.35
  +1.8

  +0.8
1-13

18  910   3.17   3.35
  +0.8

  3.30
  +0.9

  3.30
  +1.0

  +1.8
2- 4

17  548   3.37   3.37
  +0.4

  3.41
  +1.8

  3.21
  +1.7

  +1.0
1-12

16  408   3.30   3.41
  +1.0

  3.03
  +0.4

  3.35
  +1.3

  +0.2
1-11

15  675   3.47   3.47
  +0.2

  3.18
  +1.1

   x
  +0.9

1-10

14  847   3.49   3.49
  +0.9

  3.39
  +1.2

  3.32
  -0.1

  +0.9
1- 9

13  709   3.50   3.50
  +0.9

  3.36
  +1.3

  3.31
  +0.9

  +0.4
1- 8

12 1001   3.54   3.54
  +0.4

  3.52
  +0.7

  3.34
  +1.0

  -0.4
1- 7

11 1159   3.55   3.55
  +1.1

   x   3.55
  -0.4

  +1.4
1- 6

10 1144   3.53   3.55
  +1.4

  3.49
  +1.1

  3.06
  +1.2

  +1.6
2- 3

9  135   3.58   3.58
  +0.5

   x   3.59
  +1.6

  +1.1
1- 5

8  809   3.02   3.59
  +0.9

  3.60
  +1.1

  3.48
  -0.1

  +1.5
1- 4

7  854   3.38   3.60
  +1.5

   x    x
  +2.1

2- 2

6  929   3.67   3.67
  +1.1

  3.73
  +2.1

   x
  +0.1

1- 3

5  716   3.61   3.73

  3.84
   0.0

  3.85
  +0.1

  +0.6
1- 2

4  313    x   3.85
  +0.9

  3.60
  +0.6

  3.91
  +0.6

  -0.2
1- 1

3  142   3.87   3.91
  +1.6

  3.66
  +0.4

  3.99
  -0.2

2- 1

2  436   3.71   3.99

記録 組順

  +0.8
  4.15
  +1.3

  3.97
  +0.7   +1.3

-３- -４- 備考

1 1266   3.95   4.15

-５- -６-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

競技結果        共通女子        走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

中原信一
近藤英男

2012/06/09 14:50

第7回中信地区小学生陸上競技大会
主催：中信地区陸上競技協会
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_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成24年6月9日（土）
会場：松本平広域公園陸上競技場

競技結果        共通女子        走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

中原信一
近藤英男

2012/06/09 14:50

第7回中信地区小学生陸上競技大会
主催：中信地区陸上競技協会

大野 晃菜(5) 豊科南
ｵｵﾉ ｱｷﾅ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ
日向 萌(6) 開明 記録なし
ﾋﾅﾀ ﾓｴ ｶｲﾒｲ

   x    x

2-18

  280    x 2-  

記録 組順

  +0.5
  2.23
  +1.3

  2.28
  +1.8   +0.5

-３- -４- 備考

37 1064   2.30   2.30

-５- -６-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-



決勝 6月9日 13:30

 ３回の
 最高記録

玉井 琴梨(5)
ﾀﾏｲ ｺﾄﾘ 麻績
明間 礼峰(5)
ｱｹﾏ ｱﾔﾈ 朝日
平田 未来(5)
ﾋﾗﾀ ﾐｸ 麻績
山田 紀花(5)
ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｶ 鎌田
百瀬 愛美(5)
ﾓﾓｾ ﾏﾅﾐ 塩尻東
渡辺 夏芽(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂﾒ 芝沢
望月 彩加(5)
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ 豊科東
末上 凜乃(5)
ｽｴｶﾞﾐ ﾘﾉ 大町西
小野 葵生(5)
ｵﾉ ｱｵｲ 中山
宮澤 ひかり(6)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋｶﾘ 会染
降幡 茉由(5)
ﾌﾘﾊﾀ ﾏﾕ 大町西
西 玲奈(5)
ﾆｼ ﾚｲﾅ 豊科北
原 杏奈(5)
ﾊﾗ ｱﾝﾅ 宗賀
那須 日花里(6)
ﾅｽ ﾋｶﾘ 会染
大前 遥(6)
ｵｵﾏｴ ﾊﾙｶ 上松
松田 夏音(6)
ﾏﾂﾀﾞ ｶｵﾝ 会染
宮田 知佳(6)
ﾐﾔﾀ ﾁｶ 福島
児野 莉望(5)
ﾁｺﾞﾉ ﾘﾐ 木祖源流TC
松山 ｼﾞｬﾝﾋﾞｰｱﾚﾝ(5)
ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｬﾝﾋﾞｰｱﾚﾝ 福島
赤塚 弓乃(6)
ｱｶﾂｶ ﾕﾐﾉ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
桐山 麻由(6)
ｷﾘﾔﾏ ﾏﾕ 坂北
牛山 佑菜(6)
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾅ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
平井 彩音(6)
ﾋﾗｲ ｱﾔﾈ 開智
小林 日菜美(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾐ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
草間 美月(6)
ｸｻﾏ ﾐﾂｷ 塩尻西小ｸﾗﾌﾞ
菅谷 千咲(6)
ｽｶﾞﾔ ﾁｻ 中山
溝口 佳歩(5)
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 王滝
新村 瑛茉(5)
ﾆｲﾑﾗ ｴﾏ 芝沢

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

共通女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録 備考

1  1199

2   803

3  1209

4   296

5   167

6   474

7  1047

8   655

9   774

10   190

11   634

12  1108

13   491

14   201

15   555

16   196

17   931

18  1259

19   937

20    57

21   398

22    45

23   236

24    51

25   139

26   776

27  1267

28   461
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