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平成 ２４年 １０月１２日   土曜日
岡谷市営陸上競技場（204040）

主催： 岡谷市教育委員会
財団法人　岡谷市体協
岡谷市陸上競技協会

主管： 岡谷市陸上競技協会

大会新記録一覧表
種目 決勝・予選 所属 記録

小学女子
1・2年60m

記録会 岡谷小２ 10.99

〃 〃 上の原小２ 11.05

〃 〃 上の原小２ 11.31

〃 〃 岡谷小１ 11.43

〃 〃 岡谷小２ 11.44

小学男子
1・2年60m

記録会 田中小２ 10.55

小学女子
1・2年600m

記録会 川岸小２ 2,25,27

小学男子
1・2年600m

記録会 上の原小２ 2,22,46

中学男子
走幅跳 決勝 岡谷東部中 5,63(2,7)

小学女子
1000m

決勝 小井川小６ 3.22.76

中学女子
1500m

決勝 岡谷東部中２ 5.24.22

〃 〃 岡谷東部中１ 5.31.63

小学女子
3.4年

4×100mＲ
記録会 1.05.81

小学男子
3.4年

4×100mＲ
記録会 1.05.82

中学女子
4×100mR

決勝 54.47

グラウンドコンディション記録
時刻 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速

9:00 曇り 10.5℃ 68％ 南 0.6m/s
10:00 晴れ 12.0℃ 59％ 南 0.5m/s
11:00 曇り 13.0℃ 50％ 北西 1.3m/s
12:00 晴れ 14,5℃ 50％ 南西 2,1m/s
13:00 晴れ 15,5℃ 48％ 南西 2,2m/s
14:00 晴れ 16.5℃ 48％ 北 1.8m/s
15:00
16:00

岡谷東部中Ａ（吉岡綾子、山田彩加、
　　　　　　　　山田花菜、中島夏美）

54.8

高橋 結子 〃

長地小Ａ（西川舞香、平山萌恵、
　　　　　　稲村かん菜、柳沢利子）

1.06.77

長地小（花岡歩樹、平本夏輝、
　　　　　小口皓正、宮澤喬佑）

1.06.78

浦野　博登 5,49

夏川　優衣 3.30.18

今井 萌 5.34.09

池田　太陽 10.82

関　唯々香 2,29,67

横内　優雨 2,22,47

黒木　乃愛 〃

林　奈乃羽 〃

小松　結奈 〃

第66回岡谷市民陸上競技選手権・小学生記録会大会結果一覧

選手名 従来の記録

林　杏珠 11.51

春日　莉緒 〃



決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202040  岡谷市営陸上競技場

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
10/13 小学女子記録 林 杏珠(2) 10.99 春日 莉緒(2) 11.05 黒木 乃愛(2) 11.31 林 奈乃羽(1) 11.43 小松 結奈(2) 11.44 早川 菜々海(2) 11.60 橋本 彩愛(2) 11.72 吉田 華凛(2) 11.74

1･2年60m 岡谷小 上の原小 上の原小 岡谷小 岡谷小 岡谷小 神明小 神明小
10/13 西川 舞香(4) 16.51 小林 朋美(4) 16.86 柳原 利子(4) 17.03 臼田 美月(4) 17.04 大場 ひかる(4) 17.08 中嶋 密(4) 17.28 小口 はる希(4) 17.34 足助 新菜(4) 17.35

3･4年100m 長地小 川岸小 長地小 神明小 小井川小 神明小 川岸小 田中小
10/13 今井 風花(3) 3,07.63 佐藤 希美(3) 3,08.23 北澤 友里(4) 3,08.26 濵 万葉(3) 3,12.49 矢崎 萌夏(4) 3,12.50 村瀬 祥子(4) 3,19.27 伊藤 美咲(3) 3,21.14 宮坂 真菜美(4) 3,22.70

3･4年800m 小井川小 田中小 上の原小 岡谷小 長地小 岡谷小 田中小 長地小
10/13 土屋 萌(4) 2.00(-0.1)

3･4年走幅跳 川岸小
10/13 長地小Ａ     1,05.81 神明小     1,07.45 小井川小     1,08.47 川岸小Ａ     1,08.73 長地小Ｂ     1,09.60 岡谷小Ａ     1,10.25 川岸小Ｂ     1,14.03 田中小     1,14.06

3･4年4×100ｍR 西川 舞香(4) 中嶋 密(4) 加納 のどか(4) 横内 光莉(4) 上條 音織(4) 濵 万葉(3) 脇坂 有梨那(3) 山岡 礼那(3)
平山 萌恵(4) 小口 侑寿葉(4) 髙橋 陽葵(4) 小林 朋美(4) 阿部 彩菜(4) 岩崎 成希(4) 三澤 朋葉(3) 濵 千尋(3)
稲村 かん菜(4) 河口 いずみ(4) 今井 風花(3) 茅野 めぶき(4) 中田 姫菜乃(4) 百瀬 京佳(4) 川倉 桜子(3) 伊藤 美咲(3)
柳原 利子(4) 臼田 美月(4) 大場 ひかる(4) 小口 はる希(4) 花岡 広美(4) 村瀬 祥子(4) 林 菜花(3) 佐藤 希美(3)

10/13 関 唯々香(2) 2,25.27 藤村 紘子(2) 2,36.55 名和 夏乃子(1) 2,36.78 黒木 香乃(2) 2,38.44 永田 真知(2) 2,42.29 宮澤 桃香(2) 2,45.05 山口 優杏(2) 2,45.32 大輪 円香(2) 2,51.30
1･2年600m 川岸小 上の原小 岡谷小 上の原小 小井川小 川岸小 上の原小 川岸小

10/13 小学女子  +2.9 鈴木 蘭(6) 14.70 竹村 美瑛子(5) 14.80 小島 美紀(5) 15.27 島崎 七星(5) 15.33 小林 尚美(6) 15.44 山田 花永(5) 15.74 今井 媛奈(6) 15.94
5･6年100m 岡谷小 田中小 岡谷小 岡谷小 川岸小 長地小 神明小

10/13 夏川 優衣(6) 3,22.76 石田 恵莉(6) 3,52.02 塚田 光香(6) 3,55.75 宮坂 なな(5) 3,57.79 半田 永遠(6) 3,58.49 金田 亜希穂(5) 4,12.47 宮坂 育(5) 4,12.97 原 日向(5) 4,15.47
5･6年1000m 小井川小 小井川小 上の原小 長地小 小井川小 神明小 小井川小 長地小

10/13 早川 涼(6) 1.20 倉品 愛美(5) 1.15 花岡 瑚徒(5) 1.10
5･6年走高跳 岡谷小 岡谷小 岡谷小

10/13 小口 るり(5) 3.62(-0.1) 栁澤 唯月(6) 3.38(-0.1) 丸山 三緒(5) 3.34(-0.1) 濵 若菜(5) 3.24(-0.1) 中村 友香(6) 3.16(-0.1) 林 瞳(6) 3.00(-0.1)
5･6年走幅跳 小井川小 小井川小 小井川小 岡谷小 小井川小 岡谷小

10/13 小井川小Ａ     1,01.16 岡谷小Ｂ     1,02.86 長地小Ａ     1,03.16 岡谷小Ａ     1,03.97 小井川小Ｂ     1,03.99 田中小     1,04.86 長地小Ｂ     1,05.87
5･6年4×100m 工藤 真希(6) 倉品 愛美(5) 山田 ひかる(6) 早川 涼(6) 宮坂 日菜(5) 滝沢 晴香(5) 篠原 花恋(5)

栁澤 唯月(6) 花岡 瑚徒(5) 長久保 麻衣(6) 濵 若菜(5) 小口 るり(5) 山岡 優那(5) 原 日向(5)
木邨 未来(6) 島崎 七星(5) 林 沙都美(6) 林 瞳(6) 宮坂 育(5) 小竹 芽莉(5) 宮坂 なな(5)
夏川 優衣(6) 小島 美紀(5) 花岡 いろは(6) 鈴木 蘭(6) 高林 怜奈(5) 竹村 美瑛子(5) 山田 花永(5)

10/13 中学女子  +2.0 山田 彩加(2) 13.76 中島 夏美(1) 13.85 宮坂 桃夏(1) 14.36 宮澤 杏実(1) 14.72 吉岡 綾子(1) 14.77 山田 栞(2) 14.89 小口 ゆうり(2) 15.05
100m 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中

10/13  -0.3 中島 夏美(1) 29.16 加納 葵(1) 31.65 坂本 唯(1) 32.56
200m 岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中

10/13 今井 萌(2) 5,24.22 高橋 結子(1) 5,31.63 宮坂 万理(1) 5,41.02
1500m 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中

10/13 篠原 舞(1) 1.20 野平 彩(2) 1.00
走高跳 岡谷東部中 岡谷東部中

10/13 井口 咲(1) 4.14(+0.4) 篠原 舞(1) 3.96(+1.2) 小松 晴菜(2) 3.93(+1.0) 宮坂 万理(1) 3.83(+1.0) 後藤 奈々(2) 3.78(+1.0) 御子柴 遥華(1)3.61(+0.8) 野村 朱里(2) 3.57(+0.9) 増澤 紅音(1) 3.56(+1.0)
走幅跳 岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中

10/13 赤羽 紗也加(1) 6.58 坂本 唯(1) 6.38 増澤 紅音(1) 6.31 柳澤 彩夏(2) 5.89 阿部 春菜(1) 5.14 片倉 未来(1) 4.99 清水 希(1) 4.78
砲丸投 2.72 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中

10/13 岡谷東部中Ａ       54.47 岡谷東部中Ｂ       59.38 岡谷北部中Ｂ     1,00.35 岡谷北部中Ａ     1,00.41 岡谷西部中Ｂ     1,00.79 岡谷西部中Ａ     1,01.09
4×100mR 吉岡 綾子(1) 宮坂 桃夏(1) 宮下 綾乃(2) 小澤 迪良衣(2) 小林 美咲(1) 柳澤 彩夏(2)

山田 彩加(2) 坂本 唯(1) 後藤 奈々(2) 浜 沙也加(2) 加納 葵(1) 千葉 恵玲菜(2)
山田 花菜(2) 小口 ゆうり(2) 井口 咲(1) 今井 美帆(2) 五味 雅乃音(1) 山田 栞(2)
中島 夏美(1) 小松 晴菜(2) 谷口 果歩(1) 熊谷 みゆき(2) 齊藤 美羽(1) 宮澤 杏実(1)



決勝 10月13日 11:10

大会新  (GR )       11.51

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.3

 1 小松 結奈(2)     11.44  1 春日 莉緒(2)     11.05 
ｺﾏﾂ ﾕﾅ 岡谷小 ｶｽｶﾞ ﾘｵ 上の原小

 2 橋本 彩愛(2)     11.72  2 林 奈乃羽(1)     11.43 
ﾊｼﾓﾄ  ｱﾔﾒ 神明小 ﾊﾔｼ ﾅﾉﾊ 岡谷小

 3 滝沢 桐子(2)     12.10  3 早川 菜々海(2)     11.60 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄｳｺ 田中小 ﾊﾔｶﾜ ﾅﾅﾐ 岡谷小

 4 落合 真歩(2)     12.33  4 吉田 華凛(2)     11.74 
ｵﾁｱｲ ﾏﾎ 上の原小 ﾖｼﾀﾞ  ｶﾘﾝ 神明小

 5 花岡 澄珠(1)     12.55  5 宮内 胡都(2)     11.79 
ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ 岡谷小 ﾐﾔｳﾁ ｺﾄ 川岸小

 6 花岡 侑奈(1)     12.82  6 小口 藍果(2)     12.08 
ﾊﾅｵｶ ﾕｳﾅ 上の原小 ｵｸﾞﾁ ｱｲｶ 上の原小
小口 美紀(2)
ｵｸﾞﾁ  ﾐｷ 神明小

[ 3組] 風速 +0.9

 1 林 杏珠(2)     10.99 
ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 岡谷小

 2 黒木 乃愛(2)     11.31 
ｸﾛｷ ﾉｱ 上の原小

 3 岡田 成美(1)     11.83 
ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ 田中小

 4 西澤 瑠苺乃(1)     12.64 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾙｲﾅ 川岸小

 5 小島 楓(1)     12.68 
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 上の原小

 5 上久保 かれん(1)     12.68 
ｶﾐｸﾎﾞ  ｶﾚﾝ 神明小

 7 伊藤 朱音(1)     12.69 
ｲﾄｳ ｱｶﾈ 岡谷小

6   234

4    55

5   196

3   367

1   279

大会新
7   208

大会新

所属名 記録／備考
2    11

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

1   197

4   252

5   290

大会新
6    30

3   198
大会新

2     9

No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   239

   50

4   347

欠場

順

5   212

7   180

6

2    36
大会新

1   248

小学女子記録会

1･2年60m            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ



   1 林 杏珠(2) 岡谷小     10.99 (+0.9) 大会新   3   1
   2 春日 莉緒(2) 上の原小     11.05 (+0.3) 大会新   2   1
   3 黒木 乃愛(2) 上の原小     11.31 (+0.9) 大会新   3   2
   4 林 奈乃羽(1) 岡谷小     11.43 (+0.3) 大会新   2   2
   5 小松 結奈(2) 岡谷小     11.44 (+1.2) 大会新   1   1
   6 早川 菜々海(2) 岡谷小     11.60 (+0.3)   2   3
   7 橋本 彩愛(2) 神明小     11.72 (+1.2)   1   2
   8 吉田 華凛(2) 神明小     11.74 (+0.3)   2   4
   9 宮内 胡都(2) 川岸小     11.79 (+0.3)   2   5
  10 岡田 成美(1) 田中小     11.83 (+0.9)   3   3
  11 小口 藍果(2) 上の原小     12.08 (+0.3)   2   6
  12 滝沢 桐子(2) 田中小     12.10 (+1.2)   1   3
  13 落合 真歩(2) 上の原小     12.33 (+1.2)   1   4
  14 花岡 澄珠(1) 岡谷小     12.55 (+1.2)   1   5
  15 西澤 瑠苺乃(1) 川岸小     12.64 (+0.9)   3   4
  16 小島 楓(1) 上の原小     12.68 (+0.9)   3   5
  16 上久保 かれん(1) 神明小     12.68 (+0.9)   3   5
  18 伊藤 朱音(1) 岡谷小     12.69 (+0.9)   3   7
  19 花岡 侑奈(1) 上の原小     12.82 (+1.2)   1   6
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小学女子記録会

1･2年60m            
タイムレース



予選 10月13日  9:25
決勝 10月13日 12:05

大会新              14.00

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -0.9

 1 小林 尚美(6)     15.88 q  1 竹村 美瑛子(5)     15.54 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 川岸小 ﾀｹﾑﾗ ﾐｴｺ 田中小

 2 今井 媛奈(6)     16.06 q  2 小島 美紀(5)     15.70 q
ｲﾏｲ  ﾋﾒﾅ 神明小 ｺｼﾞﾏ ﾐｷ 岡谷小

 3 高林 怜奈(5)     16.10  3 木邨 未来(6)     16.14 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ 小井川小 ｷﾑﾗ ﾐｸ 小井川小

 4 長久保 麻衣(6)     16.36  4 武井 幸音(5)     16.34 
ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｲ 長地小 ﾀｹｲ ﾕｷﾈ 川岸小

 5 小平 鈴(6)     16.40  5 花岡 いろは(6)     16.67 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾘﾝ 上の原小 ﾊﾅｵｶ ｲﾛﾊ 長地小
羽生田 美咲(5)  6 林 優香(5)     16.70 
ﾊﾆｳﾀﾞ ﾐｻｷ 岡谷小 ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 上の原小

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 +0.1

 1 島崎 七星(5)     15.57 q  1 鈴木 蘭(6)     14.99 q
ｼﾏｻﾞｷ ﾅﾅｾ 岡谷小 ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 岡谷小

 2 工藤 真希(6)     16.43  2 山田 花永(5)     16.07 q
ｸﾄﾞｳ ﾏｷ 小井川小 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅｴ 長地小

 3 山田 ひかる(6)     16.67  3 森本 風音(6)     16.36 
ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 長地小 ﾓﾘﾓﾄ ｶｻﾞﾈ 上の原小

 4 篠原 花恋(5)     16.85  4 高木 佑菜(5)     16.38 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 長地小 ﾀｶｷﾞ  ﾕﾅ 神明小

 5 早出 裕美(5)     16.99  5 宮坂 日菜(5)     16.67 
ｿｳﾃﾞ ﾋﾛﾐ 上の原小 ﾐﾔｻｶ ﾋﾅ 小井川小
北田 智咲(5)  6 宮澤 朋花(6)     16.89 
ｷﾀﾀﾞ ﾁｻｷ 小井川小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｶ 川岸小

風速 +2.9

 1 鈴木 蘭(6)     14.70 
ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 岡谷小

 2 竹村 美瑛子(5)     14.80 
ﾀｹﾑﾗ ﾐｴｺ 田中小

 3 小島 美紀(5)     15.27 
ｺｼﾞﾏ ﾐｷ 岡谷小

 4 島崎 七星(5)     15.33 
ｼﾏｻﾞｷ ﾅﾅｾ 岡谷小

 5 小林 尚美(6)     15.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 川岸小

 6 山田 花永(5)     15.74 
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅｴ 長地小

 7 今井 媛奈(6)     15.94 
ｲﾏｲ  ﾋﾒﾅ 神明小
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予選 通過基準  4組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

No.



決勝 10月13日  9:00

大会新              15.70

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -0.7

 1 西川 舞香(4)     16.51  1 稲村 かん菜(4)     17.63 
ﾆｼｶﾜ ﾏｲｶ 長地小 ｲﾅﾑﾗ ｶﾝﾅ 長地小

 2 大場 ひかる(4)     17.08  2 百瀬 京佳(4)     17.87 
ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ 小井川小 ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ 岡谷小

 3 中嶋 密(4)     17.28  3 横内 光莉(4)     18.09 
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾋｿｶ 神明小 ﾖｺｳﾁ ﾋｶﾘ 川岸小

 4 奥原 蒼(4)     18.15  4 花岡 茉奈(3)     18.43 
ｵｸﾊﾗ ｱｵｲ 田中小 ﾊﾅｵｶ ﾏﾅ 上の原小

 5 花岡 広美(4)     18.19  5 山岡 礼那(3)     18.56 
ﾊﾅｵｶ ﾋﾛﾐ 長地小 ﾔﾏｵｶ ﾚｲﾅ 田中小

 6 脇坂 有梨那(3)     18.28  6 小口 裕子(4)     18.84 
ﾜｷｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 川岸小 ｵｸﾞﾁ ﾕｳｺ 小井川小

 7 川倉 桜子(3)     19.31  7 山口 華奈(4)     19.07 
ｶﾜｸﾗ ｻｸﾗｺ 川岸小 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 長地小

[ 3組] 風速 -0.8 [ 4組] 風速 -1.8

 1 髙橋 陽葵(4)     17.36  1 小口 はる希(4)     17.34 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾏﾜﾘ 小井川小 ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 川岸小

 2 中田 姫菜乃(4)     17.75  2 上條 音織(4)     17.67 
ﾅｶﾀ ﾋﾅﾉ 長地小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈｵ 長地小

 3 黒木 莉子(4)     18.06  3 鈴木 茉音(4)     18.51 
ｸﾛｷ ﾘｺ 上の原小 ｽｽﾞｷ  ﾏｵ 神明小

 4 林 菜花(3)     18.22  4 斉藤 亜里紗(4)     19.13 
ﾊﾔｼ ﾅﾉﾊ 川岸小 ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ 小井川小

 5 岩佐 華暖(4)     18.74  5 今井 乃衣(4)     19.14 
ｲﾜｻ  ｶﾉﾝ 神明小 ｲﾏｲ ﾉｲ 上の原小

 6 戸谷 怜那(3)     19.72  6 小林 柚月(4)     19.57 
ﾄﾔ ﾚｲﾅ 田中小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｷ 長地小

 7 田村 ひなた(3)     20.32  7 三澤 朋葉(3)     19.96 
ﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ 上の原小 ﾐｻﾜ ﾄﾓﾊ 川岸小

[ 5組] 風速 -1.5 [ 6組] 風速 -1.5

 1 小林 朋美(4)     16.86  1 足助 新菜(4)     17.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 川岸小 ｱｽｹ ﾆｲﾅ 田中小

 2 柳原 利子(4)     17.03  2 平山 萌恵(4)     17.37 
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘｺ 長地小 ﾋﾗﾔﾏ ﾓｴ 長地小

 3 臼田 美月(4)     17.04  3 河口 いずみ(4)     17.55 
ｳｽｲ  ﾐﾂｷ 神明小 ｶﾜｸﾞﾁ  ｲｽﾞﾐ 神明小

 4 佐々木 遥(3)     18.39  4 師岡 あい(3)     17.87 
ｻｻｷ ﾊﾙｶ 上の原小 ﾓﾛｵｶ ｱｲ 上の原小

 5 大兼政 凜(4)     18.88  5 加納 のどか(4)     18.07 
ｵｵｶﾈﾏｻ ﾘﾝ 小井川小 ｶﾉｳ ﾉﾄﾞｶ 小井川小

 6 阿部 彩菜(4)     19.11  6 茅野 めぶき(4)     18.54 
ｱﾍﾞ ｱﾔﾅ 長地小 ﾁﾉ ﾒﾌﾞｷ 川岸小

 7 高木 愛菜(3)     20.09 
ﾀｶｷﾞ ｱｲﾅ 田中小

4   297

2   199

6   176

1   257

  348

5   311

No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   361

順

7   335

2   203

1   150

5   259

4   281

3   308

1

3

  286

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ

2   318

7   154

5   205

6   218

3   283

4   317

No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   185

順

3   362

2   264

5   253

1   207

6   141

4   313

5   324

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ

1   158

7   211

6   356

2   300

3   334

4    20

No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   278

  332

5   226

順

3   263

1   368

2

6   316

4   149

小学女子記録会

3･4年100m           

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ



   1 西川 舞香(4) 長地小     16.51 (+1.1)   1   1
   2 小林 朋美(4) 川岸小     16.86 (-1.5)   5   1
   3 柳原 利子(4) 長地小     17.03 (-1.5)   5   2
   4 臼田 美月(4) 神明小     17.04 (-1.5)   5   3
   5 大場 ひかる(4) 小井川小     17.08 (+1.1)   1   2
   6 中嶋 密(4) 神明小     17.28 (+1.1)   1   3
   7 小口 はる希(4) 川岸小     17.34 (-1.8)   4   1
   8 足助 新菜(4) 田中小     17.35 (-1.5)   6   1
   9 髙橋 陽葵(4) 小井川小     17.36 (-0.8)   3   1
  10 平山 萌恵(4) 長地小     17.37 (-1.5)   6   2
  11 河口 いずみ(4) 神明小     17.55 (-1.5)   6   3
  12 稲村 かん菜(4) 長地小     17.63 (-0.7)   2   1
  13 上條 音織(4) 長地小     17.67 (-1.8)   4   2
  14 中田 姫菜乃(4) 長地小     17.75 (-0.8)   3   2
  15 百瀬 京佳(4) 岡谷小     17.87 (-0.7)   2   2
  15 師岡 あい(3) 上の原小     17.87 (-1.5)   6   4
  17 黒木 莉子(4) 上の原小     18.06 (-0.8)   3   3
  18 加納 のどか(4) 小井川小     18.07 (-1.5)   6   5
  19 横内 光莉(4) 川岸小     18.09 (-0.7)   2   3
  20 奥原 蒼(4) 田中小     18.15 (+1.1)   1   4
  21 花岡 広美(4) 長地小     18.19 (+1.1)   1   5
  22 林 菜花(3) 川岸小     18.22 (-0.8)   3   4
  23 脇坂 有梨那(3) 川岸小     18.28 (+1.1)   1   6
  24 佐々木 遥(3) 上の原小     18.39 (-1.5)   5   4
  25 花岡 茉奈(3) 上の原小     18.43 (-0.7)   2   4
  26 鈴木 茉音(4) 神明小     18.51 (-1.8)   4   3
  27 茅野 めぶき(4) 川岸小     18.54 (-1.5)   6   6
  28 山岡 礼那(3) 田中小     18.56 (-0.7)   2   5
  29 岩佐 華暖(4) 神明小     18.74 (-0.8)   3   5
  30 小口 裕子(4) 小井川小     18.84 (-0.7)   2   6
  31 大兼政 凜(4) 小井川小     18.88 (-1.5)   5   5
  32 山口 華奈(4) 長地小     19.07 (-0.7)   2   7
  33 阿部 彩菜(4) 長地小     19.11 (-1.5)   5   6
  34 斉藤 亜里紗(4) 小井川小     19.13 (-1.8)   4   4
  35 今井 乃衣(4) 上の原小     19.14 (-1.8)   4   5
  36 川倉 桜子(3) 川岸小     19.31 (+1.1)   1   7
  37 小林 柚月(4) 長地小     19.57 (-1.8)   4   6
  38 戸谷 怜那(3) 田中小     19.72 (-0.8)   3   6
  39 三澤 朋葉(3) 川岸小     19.96 (-1.8)   4   7
  40 高木 愛菜(3) 田中小     20.09 (-1.5)   5   7
  41 田村 ひなた(3) 上の原小     20.32 (-0.8)   3   7
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小学女子記録会

3･4年100m           
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位



予選 10月13日 10:15
決勝 10月13日 12:15

大会新              13.10

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速  0.0

 1 中島 夏美(1)     14.08 q  1 小口 ゆうり(2)     15.29 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 岡谷東部中 ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾘ 岡谷東部中

 2 宮澤 杏実(1)     14.88 q  2 谷口 果歩(1)     15.66 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 岡谷西部中 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ 岡谷北部中

 3 今井 美帆(2)     15.39  3 小林 美咲(1)     15.71 
ｲﾏｲ ﾐﾎ 岡谷北部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 岡谷西部中

 4 高橋 結子(1)     15.76  4 阿部 春菜(1)     16.20 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 岡谷東部中 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾅ 岡谷東部中

 5 千葉 恵玲菜(2)     16.76  5 千葉 愛海華(1)     16.80 
ﾁﾊﾞ ｴﾚﾅ 岡谷西部中 ﾁﾊﾞ ｱﾐｶ 岡谷西部中
髙橋 麻奈華(1) 山田 花菜(2)
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｶ 岡谷東部中 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速 -0.1

 1 山田 彩加(2)     14.12 q  1 吉岡 綾子(1)     14.80 q
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 岡谷東部中 ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 岡谷東部中

 2 宮坂 桃夏(1)     14.62 q  2 山田 栞(2)     15.18 q
ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ 岡谷東部中 ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 岡谷西部中

 3 齊藤 美羽(1)     15.60  3 五味 雅乃音(1)     16.27 
ｻｲﾄｳ ﾐｳ 岡谷西部中 ｺﾞﾐ ｶﾉﾝ 岡谷西部中

 4 熊谷 みゆき(2)     15.66  4 北原 瑠華(1)     16.55 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｷ 岡谷北部中 ｷﾀﾊﾗ ﾙｶ 岡谷東部中

 5 原 歩美(1)     15.78 井口 咲(1)
ﾊﾗ ｱﾕﾐ 岡谷東部中 ｲｸﾞﾁ ｻｷ 岡谷北部中

 6 宮下 綾乃(2)     16.16 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾉ 岡谷北部中

風速 +2.0

 1 山田 彩加(2)     13.76 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 岡谷東部中

 2 中島 夏美(1)     13.85 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 岡谷東部中

 3 宮坂 桃夏(1)     14.36 
ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ 岡谷東部中

 4 宮澤 杏実(1)     14.72 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 岡谷西部中

 5 吉岡 綾子(1)     14.77 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 岡谷東部中

 6 山田 栞(2)     14.89 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 岡谷西部中

 7 小口 ゆうり(2)     15.05 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾘ 岡谷東部中
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No.



決勝 10月13日 13:20

大会新              28.88

風速 -0.3

 1 中島 夏美(1)     29.16 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 岡谷東部中

 2 加納 葵(1)     31.65 
ｶﾉｳ ｱｵｲ 岡谷西部中

 3 坂本 唯(1)     32.56 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲ 岡谷東部中
髙橋 麻奈華(1)
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｶ 岡谷東部中
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5    83



決勝 10月13日 11:45

大会新  (GR )     2,29.67

 1 関 唯々香(2)   2,25.27 
ｾｷ ﾕﾕｶ 川岸小

 2 藤村 紘子(2)   2,36.55 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛｺ 上の原小

 3 名和 夏乃子(1)   2,36.78 
ﾅﾜ ｶﾉｺ 岡谷小

 4 黒木 香乃(2)   2,38.44 
ｸﾛｷ ｶﾉ 上の原小

 5 永田 真知(2)   2,42.29 
ﾅｶﾞﾀ ﾏﾁ 小井川小

 6 宮澤 桃香(2)   2,45.05 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 川岸小

 7 山口 優杏(2)   2,45.32 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｱﾝ 上の原小

 8 大輪 円香(2)   2,51.30 
ｵｵﾜ ﾏﾄﾞｶ 川岸小

決勝 10月13日 13:10

大会新            2,57.09

 1 今井 風花(3)   3,07.63 
ｲﾏｲ ﾌｳｶ 小井川小

 2 佐藤 希美(3)   3,08.23 
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 田中小

 3 北澤 友里(4)   3,08.26 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘ 上の原小

 4 濵 万葉(3)   3,12.49 
ﾊﾏ ﾏﾖ 岡谷小

 5 矢崎 萌夏(4)   3,12.50 
ﾔｻﾞｷ ﾓｴｶ 長地小

 6 村瀬 祥子(4)   3,19.27 
ﾑﾗｾ ｼｮｳｺ 岡谷小

 7 伊藤 美咲(3)   3,21.14 
ｲﾄｳ ﾐｻｷ 田中小

 8 宮坂 真菜美(4)   3,22.70 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾐ 長地小

 9 小口 侑寿葉(4)   3,27.06 
ｵｸﾞﾁ  ﾕｽﾞﾊ 神明小

10 濵 美月(3)   3,27.81 
ﾊﾏ 岡谷小

11 濵 千尋(3)   3,34.14 
ﾊﾏ ﾁﾋﾛ 田中小

12 唐澤 真奈(4)   3,34.23 
ｶﾗｻﾜ ﾏﾅ 川岸小

小学女子記録会

3･4年800m           

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

12   181

2   162

7   360

10    27

4     1

9   309

6   237

3   369

5   329

11   270

8     2

1   336

3   202

8   275

6   288

5   209

1   177

2    15

4   294
大会新

7   184

小学女子記録会

1･2年600m           

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月13日 12:30

大会新  (GR )     3,30.18

 1 夏川 優衣(6)   3,22.76 
ﾅﾂｶﾜ ﾕｲ 小井川小

 2 石田 恵莉(6)   3,52.02 
ｲｼﾀﾞ ｴﾘ 小井川小

 3 塚田 光香(6)   3,55.75 
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾂｶ 上の原小

 4 宮坂 なな(5)   3,57.79 
ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 長地小

 5 半田 永遠(6)   3,58.49 
ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 小井川小

 6 金田 亜希穂(5)   4,12.47 
ｶﾈﾀﾞ  ｱｷﾎ 神明小

 7 宮坂 育(5)   4,12.97 
ﾐﾔｻｶ ｲｸ 小井川小

 8 原 日向(5)   4,15.47 
ﾊﾗ ﾋﾅﾀ 長地小

 9 林 沙都美(6)   4,19.71 
ﾊﾔｼ ｻﾄﾐ 長地小
内藤 莉奈(5)
ﾅｲﾄｳ  ﾘﾅ 神明小

決勝 10月13日 13:00

大会新  (GR )     5,34.09

 1 今井 萌(2)   5,24.22 
ｲﾏｲ ﾓｴ 岡谷東部中

 2 高橋 結子(1)   5,31.63 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 岡谷東部中

 3 宮坂 万理(1)   5,41.02 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 岡谷東部中
中島 美波(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 岡谷東部中

所属名 記録／備考
2   100

大会新
3   101

中学女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名

1    82
欠場

大会新
4   104

4   223
欠場

8   306

3   170

6   326

2   247

10   330

1   146

9   186

大会新
5   153

小学女子

5･6年1000m          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   174



決勝 10月13日 13:35

大会新  (GR )     1,06.77

[ 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   2 長地小Ａ   316 西川 舞香(4)   1,05.81  1   5 神明小   226 中嶋 密(4)   1,07.45 

ﾆｼｶﾜ ﾏｲｶ 大会新 ﾅｶｼﾞﾏ  ﾋｿｶ
  311 平山 萌恵(4)   237 小口 侑寿葉(4)

ﾋﾗﾔﾏ ﾓｴ ｵｸﾞﾁ  ﾕｽﾞﾊ
  334 稲村 かん菜(4)   257 河口 いずみ(4)

ｲﾅﾑﾗ ｶﾝﾅ ｶﾜｸﾞﾁ  ｲｽﾞﾐ
  308 柳原 利子(4)   259 臼田 美月(4)

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘｺ ｳｽｲ  ﾐﾂｷ
 2   3 岡谷小Ａ     1 濵 万葉(3)   1,10.25  2   3 小井川小   176 加納 のどか(4)   1,08.47 

ﾊﾏ ﾏﾖ ｶﾉｳ ﾉﾄﾞｶ
   46 岩崎 成希(4)   141 髙橋 陽葵(4)

ｲﾜｻｷ ﾅﾙｷ ﾀｶﾊｼ ﾋﾏﾜﾘ
   20 百瀬 京佳(4)   162 今井 風花(3)

ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ ｲﾏｲ ﾌｳｶ
   27 村瀬 祥子(4)   149 大場 ひかる(4)

ﾑﾗｾ ｼｮｳｺ ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ
 3   4 川岸小Ｂ   263 脇坂 有梨那(3)   1,14.03  3   2 川岸小Ａ   300 横内 光莉(4)   1,08.73 

ﾜｷｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ ﾖｺｳﾁ ﾋｶﾘ
  286 三澤 朋葉(3)   281 小林 朋美(4)

ﾐｻﾜ ﾄﾓﾊ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ
  278 川倉 桜子(3)   297 茅野 めぶき(4)

ｶﾜｸﾗ ｻｸﾗｺ ﾁﾉ ﾒﾌﾞｷ
  264 林 菜花(3)   283 小口 はる希(4)

ﾊﾔｼ ﾅﾉﾊ ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｷ
 4   5 田中小   356 山岡 礼那(3)   1,14.06  4   4 長地小Ｂ   317 上條 音織(4)   1,09.60 

ﾔﾏｵｶ ﾚｲﾅ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈｵ
  336 濵 千尋(3)   335 阿部 彩菜(4)

ﾊﾏ ﾁﾋﾛ ｱﾍﾞ ｱﾔﾅ
  369 伊藤 美咲(3)   313 中田 姫菜乃(4)

ｲﾄｳ ﾐｻｷ ﾅｶﾀ ﾋﾅﾉ
  360 佐藤 希美(3)   332 花岡 広美(4)

ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ﾊﾅｵｶ ﾋﾛﾐ

小学女子記録会

3･4年4×100ｍR      

決勝



   1 長地小Ａ   1,05.81 大会新 西川 舞香(4) 平山 萌恵(4) 稲村 かん菜(4) 柳原 利子(4)   1   1
   2 神明小   1,07.45 中嶋 密(4) 小口 侑寿葉(4) 河口 いずみ(4) 臼田 美月(4)   2   1
   3 小井川小   1,08.47 加納 のどか(4) 髙橋 陽葵(4) 今井 風花(3) 大場 ひかる(4)   2   2
   4 川岸小Ａ   1,08.73 横内 光莉(4) 小林 朋美(4) 茅野 めぶき(4) 小口 はる希(4)   2   3
   5 長地小Ｂ   1,09.60 上條 音織(4) 阿部 彩菜(4) 中田 姫菜乃(4) 花岡 広美(4)   2   4
   6 岡谷小Ａ   1,10.25 濵 万葉(3) 岩崎 成希(4) 百瀬 京佳(4) 村瀬 祥子(4)   1   2
   7 川岸小Ｂ   1,14.03 脇坂 有梨那(3) 三澤 朋葉(3) 川倉 桜子(3) 林 菜花(3)   1   3
   8 田中小   1,14.06 山岡 礼那(3) 濵 千尋(3) 伊藤 美咲(3) 佐藤 希美(3)   1   4

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

3･4年4×100ｍR      
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

小学女子記録会



決勝 10月13日 13:45

大会新              58.35

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 小井川小Ａ   165 工藤 真希(6)   1,01.16 

ｸﾄﾞｳ ﾏｷ
  142 栁澤 唯月(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ
  143 木邨 未来(6)

ｷﾑﾗ ﾐｸ
  174 夏川 優衣(6)

ﾅﾂｶﾜ ﾕｲ
 2   6 岡谷小Ｂ    32 倉品 愛美(5)   1,02.86 

ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ
   51 花岡 瑚徒(5)

ﾊﾅｵｶ ｺﾄ
   23 島崎 七星(5)

ｼﾏｻﾞｷ ﾅﾅｾ
   35 小島 美紀(5)

ｺｼﾞﾏ ﾐｷ
 3   7 長地小Ａ   323 山田 ひかる(6)   1,03.16 

ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ
  312 長久保 麻衣(6)

ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｲ
  306 林 沙都美(6)

ﾊﾔｼ ｻﾄﾐ
  333 花岡 いろは(6)

ﾊﾅｵｶ ｲﾛﾊ
 4   4 岡谷小Ａ    29 早川 涼(6)   1,03.97 

ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳ
    5 濵 若菜(5)

ﾊﾏ ﾜｶﾅ
   10 林 瞳(6)

ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ
    6 鈴木 蘭(6)

ｽｽﾞｷ ﾗﾝ
 5   5 小井川小Ｂ   168 宮坂 日菜(5)   1,03.99 

ﾐﾔｻｶ ﾋﾅ
  160 小口 るり(5)

ｵｸﾞﾁ ﾙﾘ
  170 宮坂 育(5)

ﾐﾔｻｶ ｲｸ
  164 高林 怜奈(5)

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ
 6   2 田中小   346 滝沢 晴香(5)   1,04.86 

ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
  358 山岡 優那(5)

ﾔﾏｵｶ ﾕｳﾅ
  351 小竹 芽莉(5)

ｺﾀｹ ﾒﾘ
  342 竹村 美瑛子(5)

ﾀｹﾑﾗ ﾐｴｺ
 7   3 長地小Ｂ   320 篠原 花恋(5)   1,05.87 

ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ
  326 原 日向(5)

ﾊﾗ ﾋﾅﾀ
  330 宮坂 なな(5)

ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ
  322 山田 花永(5)

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅｴ

小学女子

5･6年4×100m        

決勝



決勝 10月13日 14:00

大会新  (GR )       54.80

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 岡谷東部中Ａ   107 吉岡 綾子(1)     54.47 

ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 大会新
   94 山田 彩加(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
   95 山田 花菜(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
   83 中島 夏美(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
 2   3 岡谷東部中Ｂ   105 宮坂 桃夏(1)     59.38 

ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ
   99 坂本 唯(1)

ｻｶﾓﾄ ﾕｲ
   92 小口 ゆうり(2)

ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾘ
   89 小松 晴菜(2)

ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ
 3   4 岡谷北部中Ｂ   136 宮下 綾乃(2)   1,00.35 

ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾉ
  133 後藤 奈々(2)

ｺﾞﾄｳ ﾅﾅ
  137 井口 咲(1)

ｲｸﾞﾁ ｻｷ
  127 谷口 果歩(1)

ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ
 4   2 岡谷北部中Ａ   130 小澤 迪良衣(2)   1,00.41 

ｵｻﾞﾜ ﾐﾗｲ
  126 浜 沙也加(2)

ﾊﾏ ｻﾔｶ
  132 今井 美帆(2)

ｲﾏｲ ﾐﾎ
  134 熊谷 みゆき(2)

ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾕｷ
 5   6 岡谷西部中Ｂ    63 小林 美咲(1)   1,00.79 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ
   70 加納 葵(1)

ｶﾉｳ ｱｵｲ
   68 五味 雅乃音(1)

ｺﾞﾐ ｶﾉﾝ
   56 齊藤 美羽(1)

ｻｲﾄｳ ﾐｳ
 6   1 岡谷西部中Ａ    57 柳澤 彩夏(2)   1,01.09 

ﾊﾏ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ
   61 千葉 恵玲菜(2)

ﾁﾊﾞ ｴﾚﾅ
   66 山田 栞(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ
   69 宮澤 杏実(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ

中学女子

4×100mR            

決勝



決勝 10月13日  9:30

早川 涼(6)
ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳ 岡谷小
倉品 愛美(5)
ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ 岡谷小
花岡 瑚徒(5)
ﾊﾅｵｶ ｺﾄ 岡谷小

決勝 10月13日  9:00

大会新               3.99

小口 るり(5)   3.43   3.31   3.62    3.62 
ｵｸﾞﾁ ﾙﾘ 小井川小   -0.1   -0.1   -0.1    -0.1
栁澤 唯月(6)   3.38   3.01   3.36    3.38 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 小井川小   -0.1   -0.1   -0.1    -0.1
丸山 三緒(5)   3.23   2.43   3.34    3.34 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｵ 小井川小   -0.1   -0.1   -0.1    -0.1
濵 若菜(5)   2.79   3.16   3.24    3.24 
ﾊﾏ ﾜｶﾅ 岡谷小   -0.1   -0.1   -0.1    -0.1
中村 友香(6)   2.75   2.76   3.16    3.16 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ 小井川小   -0.1   -0.1   -0.1    -0.1
林 瞳(6)   2.94   3.00   2.86    3.00 
ﾊﾔｼ ﾋﾄﾐ 岡谷小   -0.1   -0.1   -0.1    -0.1

決勝 10月13日 10:30

大会新               1.45

篠原 舞(1)
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷東部中
野平 彩(2)
ﾉﾋﾗ ｱﾔ 岡谷東部中
小松 晴菜(2) 欠場
ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ 岡谷東部中
小口 朋花(2) 欠場
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 岡谷東部中

中学女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

O O

記録 備考1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25
1 2    93

O O O XXX  1.20

2 1    76
XO XXX

3    89

 1.00

4    91

小学女子

5･6年走幅跳         

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 3   160

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

2 4   142

3 2   172

6 6    10

4 5     5

5 1   147

XXX  1.10

 1.20

 1.15

3 2    51
O O O

2 3    32
O O O XO XXX

XXX
1 1    29

O O O O O

記録 備考1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25

小学女子

5･6年走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月13日  9:00

大会新               3.34

土屋 萌(4)    X   2.00   2.00    2.00 
ﾂﾁﾔ ﾓｴ 川岸小   -0.1    0.0    -0.1

決勝 10月13日 10:30

大会新               4.76

井口 咲(1)    X   4.14   4.04   4.06    X   3.92    4.14 
ｲｸﾞﾁ ｻｷ 岡谷北部中   +0.4   +1.0   +0.3   +1.0    +0.4
篠原 舞(1)    X   3.67   3.95   3.50   3.96   3.94    3.96 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷東部中   +0.3   +0.5   +0.2   +1.2   +0.8    +1.2
小松 晴菜(2)   3.77   3.84   3.77   3.78   3.72   3.93    3.93 
ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ 岡谷東部中   +1.2   +0.4   +0.5   +0.5   +1.1   +1.0    +1.0
宮坂 万理(1)   3.67    X   3.83   3.77   3.83    X    3.83 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 岡谷東部中   +0.5   +1.0   +0.6   +1.0    +1.0
後藤 奈々(2)    X   3.67    X   3.62   3.43   3.78    3.78 
ｺﾞﾄｳ ﾅﾅ 岡谷北部中   +0.3   +0.5   +0.5   +1.0    +1.0
御子柴 遥華(1)    X    X   3.52   2.91   3.61    X    3.61 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾊﾙｶ 岡谷東部中   +1.0   +0.5   +0.8    +0.8
野村 朱里(2)   3.39   2.50   3.45   3.56   3.20   3.57    3.57 
ﾉﾑﾗ ｱｶﾘ 岡谷東部中   +0.5   +0.3   +0.5   +0.5   +0.5   +0.9    +0.9
増澤 紅音(1)   3.28   2.29   2.14   3.30   3.51   3.56    3.56 
ﾏｽｻﾞﾜ ｱｶﾈ 岡谷東部中   +0.8   +0.2   +0.8   +0.6   +0.5   +1.0    +1.0
千葉 愛海華(1)   2.84   2.90   2.77    2.90 
ﾁﾊﾞ ｱﾐｶ 岡谷西部中   +0.3   +0.3   +0.3    +0.3
五味 雅乃音(1)    X    X    X
ｺﾞﾐ ｶﾉﾝ 岡谷西部中
吉岡 綾子(1)    X    X    X
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 岡谷東部中
中島 美波(2) 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 岡谷東部中
小口 朋花(2) 欠場
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 岡谷東部中

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 11   137

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

2 8    93

3 9    89

4 10   104

5 3   133

6 6   102

7 7    77

8 5    85

9 1    62

2    68

12   107

4    82

13    91

記録 備考
1 1   271

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

小学女子記録会

3･4年走幅跳         

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月13日 13:00

大会新               8.37

赤羽 紗也加(1)
ｱｶﾊﾈ ｻﾔｶ 岡谷東部中
坂本 唯(1)
ｻｶﾓﾄ ﾕｲ 岡谷東部中
増澤 紅音(1)
ﾏｽｻﾞﾜ ｱｶﾈ 岡谷東部中
柳澤 彩夏(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ 岡谷西部中
阿部 春菜(1)
ｱﾍﾞ ﾊﾙﾅ 岡谷東部中
片倉 未来(1)
ｶﾀｸﾗ ﾐｷ 岡谷西部中
清水 希(1)
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東部中

 4.54   4.78 

 4.95   4.99 

7 2    88
 4.78  4.72  4.58  4.49  4.38

 4.51   5.14 

6 1    58
 4.85  4.92  4.88  4.67  4.99

 5.83   5.89 

5 3   112
 4.66  4.59  5.03  5.14  4.94

 6.31   6.31 

4 6    57
 5.78  5.31  5.89  5.71  5.69

  -   6.38 

3 4    85
 6.03  6.18  5.81  5.78  5.60

 6.34   6.58 

2 5    99
 6.25   -   -   -  6.38

記録 備考
1 7    87

 6.00  6.55  6.58  6.58  6.41

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

中学女子

砲丸投 2.721kg   

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-


