
第39回NAGANOｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ小中学生陸上競技大会                                   
期日：平成24年10月21日（日）                                                    

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

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
10/21 女子中学 櫻ヶ岡中(A)      52.53 裾花中(E)       53.90 附属長野中(A)      54.06 東北中(A)       54.12 篠ﾉ井西中(A)      54.46 裾花中(A)       54.84 川中島中(A)      55.60 東部中(A)       56.32

4×100mR 小野 菜摘(2) 小柳 奈菜(3) 宮田 果歩(2) 小林 音羽(1) 丸田 かおり(2) 髙島 衣織(1) 風間 麗海(1) 武田 奈々美(1)
加納 采弥(2) 南澤 明音(3) 小林 舞音(1) 太田 杏優(1) 丸田 かおり(2) 富岡 沙都子(2) 丸田 映莉香(2) 伊能 史織(1)
井上 悦子(2) 市川 さやか(3) 伊藤 萌花(2) 保科 香奈(2) 土屋 美咲(2) 笠原 茉里(1) 青木 奈美(2) 鈴木 朋香(2)
宮坂 奈緒(2) 相澤 ななみ(3) 髙橋 沙綾(2) 山口 麻衣(2) 土屋 美咲(2) 加藤 詩萌(1) 下村 由依(2) 小松 紗菜(1)

10/21 女子小学3年   0.0 牛澤 莉乃(3) 16.35 碓井 姫乃(3) 16.87 淀 小南津(3) 17.41 内宇田 亜耶(3) 17.60 上垣外 奈緒(3) 三輪小 17.63 及川 葵(3) 17.80 平田 心愛(3) 17.99
100m 寺尾小 城山小 三本柳小 昭和小 小山 莉央(3) 寺尾小 城山小 昭和小

10/21 女子小学4年  +0.4 関野 結衣(4) 16.33 小山 美来(4) 16.42 中澤 穂乃実(4) 16.61 久田 あおい(4) 17.10 原山 亜樹(4) 17.60 加藤 智花(4) 17.63 小嶋 咲良(4) 18.33 齋藤 海羽(4) 18.36
100m 寺尾小 寺尾小 東条小 城山小 三輪小 塩崎小 城東小 昭和小

10/21 戸谷 かれん(4) 3,59.01 高野 ひなの(4) 4,18.09
1000m 城山小 朝陽小

10/21 横山 月渚(4)2.84(+2.3) 加藤 唯菜(4)2.76(+1.1)
走幅跳 昭和小 城山小

10/21 女子小学5年  +0.8 淀 日南子(5) 14.58 竹村 咲耶(5) 15.56 竹澤 志織(5) 15.97 岡井 美優(5) 16.15 久保 尚子(5) 16.61 三村 留奈(5) 16.69 宮澤 由紀(5) 16.75 原山 美宇(5) 16.87
100m 三本柳小 篠ﾉ井西小 裾花小 通明小 昭和小 昭和小 ｽﾎﾟｺﾐ東北 城山小

10/21 和田 真菜(5) 3,26.80 河原 瑞歩(5) 3,45.00 山田 真菜(5) 4,00.47 小口 才実(5) 4,18.12
1000m 三本柳小 城山小 南部小 附属長野小

10/21 女子小学6年  -1.1 田口 璃乃佳(6) 若槻小 14.91 羽生 遥海(6) 15.32 手塚 郁佳(6) 15.67 小坂 帆南海(6) 15.90 村松 佳奈(6) 15.91 中島 唯花(6) 15.97 原山 沙樹(6) 16.47
100m 鏑木 詩央(6)附属長野小 大岡小 附属長野小 ｽﾎﾟｺﾐ東北 浅川小 城山小 三輪小

10/21 高橋 実結(6) 3,53.21 原山 紗果(6) 3,59.20 大石 ひなの(6) 4,17.05 松本 安里奈(6) 4,21.92
1000m 城東小 城山小 浅川小 青木島小

10/21 中村 咲貴(6)3.74(+0.3) 常田 麻奈(6)3.73(+0.1) 宮川 紗衣(6)3.60(+2.3)
走幅跳 ｽﾎﾟｺﾐ東北 浅川小 吉田小

10/21 女子中学1年  -0.7 加藤 詩萌(1) 13.58 小林 舞音(1) 13.67 太田 杏優(1) 13.82 笠原 茉里(1) 14.16 伊能 史織(1) 14.39 小林 珠菜(1) 14.43 宮島 そよか(1) 14.64 小松 紗菜(1) 14.65
100m 裾花中 附属長野中 東北中 裾花中 東部中 東部中 川中島中 東部中

10/21   0.0 髙島 衣織(1) 29.93 伊藤 寧音(1) 30.35 金子 愛実(1) 30.41 西澤 梨奈(1) 30.46 大蔵 菜那子(1) 30.90 澤口 実侑(1) 31.13 大井 まどか(1) 31.20 矢島 朋華(1) 31.77
200m 裾花中 北部中 更北中 附属長野中 附属長野中 櫻ヶ岡中 東部中 裾花中

10/21 清水 美来(1) 5,16.28 大野 奈都美(1) 5,24.38 山崎 夏穂(1) 5,24.72 南澤 泉希(1) 5,26.29 丸山 真央(1) 5,31.07 柳澤 緋里(1) 5,33.66 鈴木 実奈(1) 5,37.57 久保 珠里(1) 5,39.25
1500m 更北中 更北中 東部中 裾花中 北部中 広徳中 東部中 東北中

10/21 盛田 沙英(1) 1.25 荒井 歩実(1) 1.25 武田 奈々美(1) 1.20 速見 透花(1) 1.20 中岡 舞(1) 1.15 松岡 沙紀(1) 1.15 小林 真衣佳(1) 1.10 小池 莉奈(1) 1.05
走高跳 更北中 北部中 東部中 犀陵中 更北中 柳町中 犀陵中 東北中

10/21 小林 音羽(1)4.40(+0.2) 藤井 遥(1) 4.33(+0.3) 福田 みな美(1)4.02(+0.3) 高草木 真珠(1)3.93(0.0) 土屋 友佳(1)3.72(+0.9) 内堀 由菜(1)3.70(+0.1) 倉持 杏都(1)3.70(+1.1) 渡辺 伊南(1)3.69(+0.6)
走幅跳 東北中 櫻ヶ岡中 更北中 柳町中 東部中 東北中 更北中 附属長野中

10/21 白石 友佳(1) 7.86 林 真咲(1) 7.64 内川 さえ(1) 6.90 関澤 みゆ(1) 6.65 山口 未来(1) 5.97 小林 千夏(1) 5.54 宮原 真(1) 5.38 峰村 采花(1) 5.33
砲丸投 更北中 櫻ヶ岡中 川中島中 東部中 北部中 東部中 犀陵中 広徳中

10/21 女子中学2年  -0.4 加納 采弥(2) 13.24 山口 麻衣(2) 14.01 中山 寛香(2) 14.15 加納 愛子(2) 14.16 村松 南美(2) 14.28 田中 響順(2) 14.31 竹前 なぎさ(2) 14.42 宮下 智萌華(2) 14.48
100m 櫻ヶ岡中 東北中 櫻ヶ岡中 西部中 広徳中 犀陵中 附属長野中 三陽中

10/21  -1.7 土屋 美咲(2) 28.53 富岡 沙都子(2) 30.01 中村 理彩(2) 30.08 池田 優女(2) 30.49 山田 紗弥子(2) 30.72 鈴木 朋香(2) 31.11 返町 ほのか(2) 31.18 田中 美穂(2) 31.32
200m 篠ﾉ井西中 裾花中 篠ﾉ井西中 北部中 裾花中 東部中 三陽中 三陽中

10/21 荒井 香穂(2) 5,22.32 大井 遥(2) 5,24.39 川原 泰葉(2) 5,25.73 山口 歩南(2) 5,30.77 青木 くるみ(2) 5,32.49 吉池 優美(2) 5,34.00 佐々木 佳苗(2) 5,38.74 島田 怜果(2) 5,43.40
1500m 更北中 東部中 附属長野中 犀陵中 東北中 北部中 七二会中 西部中

10/21 宮坂 奈緒(2) 1.40 西村 美希(2) 1.40 清水 美紀(2) 1.35 塚田 美希(2) 1.25 熊倉 望(2) 1.20 西澤 涼楓(2) 1.20 高山 莉加(2) 1.20 西澤 里帆(2) 1.15
走高跳 櫻ヶ岡中 北部中 犀陵中 附属長野中 更北中 三陽中 北部中 篠ﾉ井西中

10/21 山岸 明紀穂(2)4.45(-0.3) 宮之尾 久美(2)4.42(-0.1) 田澤 まみこ(2)4.36(0.0) 伊藤 萌花(2)4.36(+0.7) 渡辺 真子(2)4.22(-0.3) 内村 友香(2)4.18(+1.2) 丸田 かおり(2)4.18(+0.4) 小野 菜摘(2) 4.06(0.0)
走幅跳 西部中 柳町中 広徳中 附属長野中 犀陵中 川中島中 篠ﾉ井西中 櫻ヶ岡中

10/21 井上 悦子(2) 11.22 青木 佑奈(2) 8.06 狩野 咲希(2) 7.65 本道 姫奈(2) 7.00 安藤 友子(2) 5.88 吉田 桃子(2) 5.42
砲丸投 櫻ヶ岡中 裾花中 川中島中 東北中 広徳中 裾花中

10/21 女子中学3年  -0.4 南澤 明音(3) 27.90
200m 裾花中

10/21 小林 さくら(3) 5,32.62
1500m 更北中

10/21 岩崎 ちひろ(3) 1.50 吉村 彩加(3) 1.40
走高跳 柳町中 東北中



決勝 10月21日  9:45

県小記録            13.06

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.5

 1 淀 小南津(3) 小学生     17.41  1 牛澤 莉乃(3) 小学生     16.35 
ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ 三本柳小 ｳｼｻﾞﾜ ﾘﾉ 寺尾小

 2 宮岡 彩乃(3) 小学生     18.80  2 碓井 姫乃(3) 小学生     16.87 
ﾐﾔｵｶ ｱﾔﾉ 通明小 ｳｽｲ ﾋﾒﾉ 城山小

 3 髙森 唯花(3) 小学生     18.85  3 小山 莉央(3) 小学生     17.63 
ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ 城山小 ｺﾔﾏ ﾘｵ 寺尾小

 4 山田 凜花(3) 小学生     18.99  4 及川 葵(3) 小学生     17.80 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ 通明小 ｵｲｶﾜ ｱｵｲ 城山小

 5 大石 あかり(3) 小学生     19.10  5 渡辺 美月(3) 小学生     18.63 
ｵｵｲｼ ｱｶﾘ 浅川小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 6 土屋 成実(3) 小学生     19.57  6 宮岡 咲乃(3) 小学生     18.96 
ﾂﾁﾔ ﾅﾙﾐ 通明小 ﾐﾔｵｶ ｻｷﾉ 通明小

 7 渡邉 葵(3) 小学生     20.18  7 宮澤 雅子(3) 小学生     19.66 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 通明小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｺ 三輪小

[ 3組] 風速 +0.8

 1 内宇田 亜耶(3) 小学生     17.60 
ｳﾁｳﾀﾞ ｱﾔ 昭和小

 2 上垣外 奈緒(3) 小学生     17.63 
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 三輪小

 3 平田 心愛(3) 小学生     17.99 
ﾋﾗﾀ ｺｺﾅ 昭和小

 4 青柳 佑奈(3) 小学生     18.20 
ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 5 山岸 桃己(3) 小学生     18.79 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓﾅﾐ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 6 横山 巴渚(3) 小学生     20.00 
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾅ 昭和小
東 佑有(3) 小学生
ｱｽﾞﾏ ﾕｳ ｽﾎﾟｺﾐ東北

   1 牛澤 莉乃(3) 小学生 寺尾小     16.35 (+0.5)   2   1
   2 碓井 姫乃(3) 小学生 城山小     16.87 (+0.5)   2   2
   3 淀 小南津(3) 小学生 三本柳小     17.41 (0.0)   1   1
   4 内宇田 亜耶(3) 小学生 昭和小     17.60 (+0.8)   3   1
   5 上垣外 奈緒(3) 小学生 三輪小     17.63 (+0.8)   3   2
   5 小山 莉央(3) 小学生 寺尾小     17.63 (+0.5)   2   3
   7 及川 葵(3) 小学生 城山小     17.80 (+0.5)   2   4
   8 平田 心愛(3) 小学生 昭和小     17.99 (+0.8)   3   3
   9 青柳 佑奈(3) 小学生 ｽﾎﾟｺﾐ東北     18.20 (+0.8)   3   4
  10 渡辺 美月(3) 小学生 ｽﾎﾟｺﾐ東北     18.63 (+0.5)   2   5
  11 山岸 桃己(3) 小学生 ｽﾎﾟｺﾐ東北     18.79 (+0.8)   3   5
  12 宮岡 彩乃(3) 小学生 通明小     18.80 (0.0)   1   2
  13 髙森 唯花(3) 小学生 城山小     18.85 (0.0)   1   3
  14 宮岡 咲乃(3) 小学生 通明小     18.96 (+0.5)   2   6
  15 山田 凜花(3) 小学生 通明小     18.99 (0.0)   1   4
  16 大石 あかり(3) 小学生 浅川小     19.10 (0.0)   1   5
  17 土屋 成実(3) 小学生 通明小     19.57 (0.0)   1   6
  18 宮澤 雅子(3) 小学生 三輪小     19.66 (+0.5)   2   7
  19 横山 巴渚(3) 小学生 昭和小     20.00 (+0.8)   3   6
  20 渡邉 葵(3) 小学生 通明小     20.18 (0.0)   1   7

女子小学3年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   313 5   113

2   176 8   162

7   164 3   114

6   179 2   163

5   305 4   142

8   177 7   178

4   175 6   102

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   192

2   103

6   193

5   140

7   143
欠場

タイムレース

3   141

8   194

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  113
  162
  313
  192
  103
  114
  163
  193
  140
  142
  141
  176
  164
  178
  179
  305
  177
  102
  194
  175



決勝 10月21日  9:40 決勝 10月21日  9:35

県小記録            13.06 県小記録            13.06

風速 +0.4 風速 +0.8

 1 関野 結衣(4) 小学生     16.33  1 淀 日南子(5) 小学生     14.58 
ｾｷﾉ ﾕｲ 寺尾小 ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 三本柳小

 2 小山 美来(4) 小学生     16.42  2 竹村 咲耶(5) 小学生     15.56 
ｺﾔﾏ ﾐｸ 寺尾小 ﾀｹﾑﾗ ｻﾔ 篠ﾉ井西小

 3 中澤 穂乃実(4) 小学生     16.61  3 竹澤 志織(5) 小学生     15.97 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾎﾉﾐ 東条小 ﾀｹｻﾜ ｼｵﾘ 裾花小

 4 久田 あおい(4) 小学生     17.10  4 岡井 美優(5) 小学生     16.15 
ﾋｻﾀﾞ ｱｵｲ 城山小 ｵｶｲ ﾐﾕ 通明小

 5 原山 亜樹(4) 小学生     17.60  5 久保 尚子(5) 小学生     16.61 
ﾊﾗﾔﾏ ｱｷ 三輪小 ｸﾎﾞ ﾅｵｺ 昭和小

 6 加藤 智花(4) 小学生     17.63  6 三村 留奈(5) 小学生     16.69 
ｶﾄｳ ﾄﾓｶ 塩崎小 ﾐﾑﾗ ﾙﾅ 昭和小

 7 小嶋 咲良(4) 小学生     18.33  7 宮澤 由紀(5) 小学生     16.75 
ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ 城東小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 8 齋藤 海羽(4) 小学生     18.36  8 原山 美宇(5) 小学生     16.87 
ｻｲﾄｳ ﾐｳ 昭和小 ﾊﾗﾔﾏ ﾐｳ 城山小

 9 小池 晏花(5) 小学生     17.35 
ｺｲｹ ﾊﾙｶ 昭和小

決勝 10月21日  9:30

県小記録            13.06

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -1.0

 1 田口 璃乃佳(6) 小学生     14.91  1 鏑木 詩央(6) 小学生     14.91 
ﾀｸﾞﾁ ﾘﾉｶ 若槻小 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｼｵ 附属長野小

 2 村松 佳奈(6) 小学生     15.91  2 羽生 遥海(6) 小学生     15.32 
ﾑﾗﾏﾂ ｶﾅ 浅川小 ﾊﾆｭｳ ﾊﾙﾐ 大岡小

 3 中島 唯花(6) 小学生     15.97  3 手塚 郁佳(6) 小学生     15.67 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲｶ 城山小 ﾃﾂﾞｶ ｱﾔｶ 附属長野小

 4 島田 弥玲(6) 小学生     16.53  4 小坂 帆南海(6) 小学生     15.90 
ｼﾏﾀﾞ ﾐﾚｲ 吉田小 ｺｻｶ ﾎﾅﾐ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 5 若田 彩乃(6) 小学生     16.56  5 原山 沙樹(6) 小学生     16.47 
ﾜｶﾀ ｱﾔﾉ ｽﾎﾟｺﾐ東北 ﾊﾗﾔﾏ ｻｷ 三輪小

 6 田中 恵梨気(6) 小学生     18.50 
ﾀﾅｶ ｴﾘｹ 信州新町小

   1 田口 璃乃佳(6) 小学生 若槻小     14.91 (-1.1)   1   1
   1 鏑木 詩央(6) 小学生 附属長野小     14.91 (-1.0)   2   1
   3 羽生 遥海(6) 小学生 大岡小     15.32 (-1.0)   2   2
   4 手塚 郁佳(6) 小学生 附属長野小     15.67 (-1.0)   2   3
   5 小坂 帆南海(6) 小学生 ｽﾎﾟｺﾐ東北     15.90 (-1.0)   2   4
   6 村松 佳奈(6) 小学生 浅川小     15.91 (-1.1)   1   2
   7 中島 唯花(6) 小学生 城山小     15.97 (-1.1)   1   3
   8 原山 沙樹(6) 小学生 三輪小     16.47 (-1.0)   2   5
   9 島田 弥玲(6) 小学生 吉田小     16.53 (-1.1)   1   4
  10 若田 彩乃(6) 小学生 ｽﾎﾟｺﾐ東北     16.56 (-1.1)   1   5
  11 田中 恵梨気(6) 小学生 信州新町小     18.50 (-1.1)   1   6
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決勝 10月21日 10:25

県中記録            12.29

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.3

 1 高橋 葵(1) 中学生     14.77  1 原山 紗良(1) 中学生     15.15 
ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 三陽中 ﾊﾗﾔﾏ ｻﾗ 附属長野中

 2 山本 晴日(1) 中学生     14.96  2 三浦 杏奈(1) 中学生     15.16 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾋ 信州新町中 ﾐｳﾗ ｱﾝﾅ 柳町中

 3 村田 莉瑛子(1) 中学生     15.36  3 山﨑 咲文香(1) 中学生     15.37 
ﾑﾗﾀ ﾘｴｺ 三陽中 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔｶ 川中島中

 4 矢島 なつみ(1) 中学生     15.40  4 小山 有彩(1) 中学生     15.76 
ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 裾花中 ｺﾔﾏ ｱﾘｻ 更北中

 5 井原 里菜(1) 中学生     15.72  5 本戸 千遥(1) 中学生     15.76 
ｲﾊﾗ ﾘﾅ 三陽中 ﾎﾝﾄﾞ ﾁﾊﾙ 東北中

 6 犬飼 郁美(1) 中学生     16.02  6 酒井 彩花(1) 中学生     16.07 
ｲﾇｶｲ ｲｸﾐ 更北中 ｻｶｲ ｻﾔｶ 篠ﾉ井西中

 7 小林 睦(1) 中学生     16.29  7 上田 未来(1) 中学生     16.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾐ 犀陵中 ｳｴﾀﾞ ﾐｸ 附属長野中

 8 室賀 絢水(1) 中学生     16.53 常田 恵里(1) 中学生
ﾑﾛｶﾞ ｱﾐ 更北中 ﾄｷﾀﾞ ｴﾘ 川中島中

 9 町田 諒子(1) 中学生     17.19 
ﾏﾁﾀﾞ ﾘｮｳｺ 三陽中

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -0.4

 1 小林 珠菜(1) 中学生     14.43  1 加藤 詩萌(1) 中学生     13.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾏﾅ 東部中 ｶﾄｳ ｼﾎ 裾花中

 2 堀内 加菜(1) 中学生     14.83  2 小林 舞音(1) 中学生     13.67 
ﾎﾘｳﾁ ｶﾅ 東北中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾈ 附属長野中

 3 橋本 真理子(1) 中学生     14.98  3 太田 杏優(1) 中学生     13.82 
ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ 櫻ヶ岡中 ｵｵﾀ ｱﾕ 東北中

 4 堀内 優美奈(1) 中学生     15.08  4 笠原 茉里(1) 中学生     14.16 
ﾎﾘｳﾁ ﾕﾐﾅ 広徳中 ｶｻﾊﾗ ﾏﾘ 裾花中

 5 岩崎 楓(1) 中学生     15.10  5 伊能 史織(1) 中学生     14.39 
ｲﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ 裾花中 ｲﾉｳ ｼｵﾘ 東部中

 6 山田 佳苗(1) 中学生     15.15  6 宮島 そよか(1) 中学生     14.64 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅｴ 犀陵中 ﾐﾔｼﾞﾏ ｿﾖｶ 川中島中
小幡 早菜美(1) 中学生  7 小松 紗菜(1) 中学生     14.65 
ｵﾊﾞﾀ ｻﾅﾐ 広徳中 ｺﾏﾂ ｻﾅ 東部中
熊井 美桜(1) 中学生  8 徳竹 友菜(1) 中学生     14.81 
ｸﾏｲ ﾐｵ 北部中 ﾄｸﾀｹ ﾕﾅ 犀陵中

   1 加藤 詩萌(1) 中学生 裾花中     13.58 (-0.4)   4   1
   2 小林 舞音(1) 中学生 附属長野中     13.67 (-0.4)   4   2
   3 太田 杏優(1) 中学生 東北中     13.82 (-0.4)   4   3
   4 笠原 茉里(1) 中学生 裾花中     14.16 (-0.4)   4   4
   5 伊能 史織(1) 中学生 東部中     14.39 (-0.4)   4   5
   6 小林 珠菜(1) 中学生 東部中     14.43 (-0.7)   3   1
   7 宮島 そよか(1) 中学生 川中島中     14.64 (-0.4)   4   6
   8 小松 紗菜(1) 中学生 東部中     14.65 (-0.4)   4   7
   9 高橋 葵(1) 中学生 三陽中     14.77 (-0.7)   1   1
  10 徳竹 友菜(1) 中学生 犀陵中     14.81 (-0.4)   4   8
  11 堀内 加菜(1) 中学生 東北中     14.83 (-0.7)   3   2
  12 山本 晴日(1) 中学生 信州新町中     14.96 (-0.7)   1   2
  13 橋本 真理子(1) 中学生 櫻ヶ岡中     14.98 (-0.7)   3   3
  14 堀内 優美奈(1) 中学生 広徳中     15.08 (-0.7)   3   4
  15 岩崎 楓(1) 中学生 裾花中     15.10 (-0.7)   3   5
  16 原山 紗良(1) 中学生 附属長野中     15.15 (-0.3)   2   1
  16 山田 佳苗(1) 中学生 犀陵中     15.15 (-0.7)   3   6
  18 三浦 杏奈(1) 中学生 柳町中     15.16 (-0.3)   2   2
  19 村田 莉瑛子(1) 中学生 三陽中     15.36 (-0.7)   1   3
  20 山﨑 咲文香(1) 中学生 川中島中     15.37 (-0.3)   2   3
  21 矢島 なつみ(1) 中学生 裾花中     15.40 (-0.7)   1   4
  22 井原 里菜(1) 中学生 三陽中     15.72 (-0.7)   1   5
  23 小山 有彩(1) 中学生 更北中     15.76 (-0.3)   2   4
  23 本戸 千遥(1) 中学生 東北中     15.76 (-0.3)   2   5
  25 犬飼 郁美(1) 中学生 更北中     16.02 (-0.7)   1   6
  26 酒井 彩花(1) 中学生 篠ﾉ井西中     16.07 (-0.3)   2   6
  27 上田 未来(1) 中学生 附属長野中     16.27 (-0.3)   2   7
  28 小林 睦(1) 中学生 犀陵中     16.29 (-0.7)   1   7
  29 室賀 絢水(1) 中学生 更北中     16.53 (-0.7)   1   8
  30 町田 諒子(1) 中学生 三陽中     17.19 (-0.7)   1   9
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決勝 10月21日 10:40

県中記録            12.29

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.5

 1 滝澤 陽菜(2) 中学生     14.80  1 米山 まりん(2) 中学生     14.63 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾅ 裾花中 ﾖﾈﾔﾏ ﾏﾘﾝ 川中島中

 2 熊木 彩也香(2) 中学生     14.83  2 青木 奈美(2) 中学生     14.65 
ｸﾏｷ ｻﾔｶ 東北中 ｱｵｷ ﾅﾐ 川中島中

 3 小池 玲菜(2) 中学生     15.02  3 下村 由依(2) 中学生     14.84 
ｺｲｹ ﾚｲﾅ 附属長野中 ｼﾓﾑﾗ ﾕｲ 川中島中

 4 丸山 真奈(2) 中学生     15.41  4 宮澤 萌花(2) 中学生     15.13 
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ 川中島中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾓｴｶ 若穂中

 5 飯田 絵麻(2) 中学生     15.57  5 赤塩 朋(2) 中学生     15.13 
ｲｲﾀﾞ ｴﾏ 附属長野中 ｱｶｼｵ ﾄﾓ 裾花中

 6 丸山 詩織(2) 中学生     15.65  6 中村 美琴(2) 中学生     15.24 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｵﾘ 附属長野中 ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ 川中島中
稲田 花香(2) 中学生 宮澤 桃佳(2) 中学生
ｲﾅﾀﾞ ﾊﾅｶ 若穂中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 若穂中

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 -0.9

 1 山口 麻衣(2) 中学生     14.01  1 加納 采弥(2) 中学生     13.24 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ 東北中 ｶﾉｳ ｻﾔ 櫻ヶ岡中

 2 加納 愛子(2) 中学生     14.16  2 中山 寛香(2) 中学生     14.15 
ｶﾉｳ ｱｲｺ 西部中 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ 櫻ヶ岡中

 3 田中 響順(2) 中学生     14.31  3 村松 南美(2) 中学生     14.28 
ﾀﾅｶ ﾋﾖﾘ 犀陵中 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾅﾐ 広徳中

 4 竹前 なぎさ(2) 中学生     14.42  4 坂本 かなた(2) 中学生     14.53 
ﾀｹﾏｴ ﾅｷﾞｻ 附属長野中 ｻｶﾓﾄ ｶﾅﾀ 篠ﾉ井西中

 5 宮下 智萌華(2) 中学生     14.48  5 堀澤 奏絵(2) 中学生     14.82 
ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｶ 三陽中 ﾎﾘｻﾜ ｶﾅｴ 広徳中

 6 丸田 映莉香(2) 中学生     14.88 依田 恵(2) 中学生
ﾏﾙﾀ ｴﾘｶ 川中島中 ﾖﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 櫻ヶ岡中

 7 伊勢山 穂乃香(2) 中学生     15.63 長谷部 万葉(2) 中学生
ｲｾﾔﾏ ﾎﾉｶ 広徳中 ﾊｾﾍﾞ ﾏﾖ 更北中

   1 加納 采弥(2) 中学生 櫻ヶ岡中     13.24 (-0.9)   4   1
   2 山口 麻衣(2) 中学生 東北中     14.01 (+1.0)   3   1
   3 中山 寛香(2) 中学生 櫻ヶ岡中     14.15 (-0.9)   4   2
   4 加納 愛子(2) 中学生 西部中     14.16 (+1.0)   3   2
   5 村松 南美(2) 中学生 広徳中     14.28 (-0.9)   4   3
   6 田中 響順(2) 中学生 犀陵中     14.31 (+1.0)   3   3
   7 竹前 なぎさ(2) 中学生 附属長野中     14.42 (+1.0)   3   4
   8 宮下 智萌華(2) 中学生 三陽中     14.48 (+1.0)   3   5
   9 坂本 かなた(2) 中学生 篠ﾉ井西中     14.53 (-0.9)   4   4
  10 米山 まりん(2) 中学生 川中島中     14.63 (-0.5)   2   1
  11 青木 奈美(2) 中学生 川中島中     14.65 (-0.5)   2   2
  12 滝澤 陽菜(2) 中学生 裾花中     14.80 (-0.4)   1   1
  13 堀澤 奏絵(2) 中学生 広徳中     14.82 (-0.9)   4   5
  14 熊木 彩也香(2) 中学生 東北中     14.83 (-0.4)   1   2
  15 下村 由依(2) 中学生 川中島中     14.84 (-0.5)   2   3
  16 丸田 映莉香(2) 中学生 川中島中     14.88 (+1.0)   3   6
  17 小池 玲菜(2) 中学生 附属長野中     15.02 (-0.4)   1   3
  18 宮澤 萌花(2) 中学生 若穂中     15.13 (-0.5)   2   4
  18 赤塩 朋(2) 中学生 裾花中     15.13 (-0.5)   2   5
  20 中村 美琴(2) 中学生 川中島中     15.24 (-0.5)   2   6
  21 丸山 真奈(2) 中学生 川中島中     15.41 (-0.4)   1   4
  22 飯田 絵麻(2) 中学生 附属長野中     15.57 (-0.4)   1   5
  23 伊勢山 穂乃香(2) 中学生 広徳中     15.63 (+1.0)   3   7
  24 丸山 詩織(2) 中学生 附属長野中     15.65 (-0.4)   1   6
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決勝 10月21日 11:40

県中記録            25.16

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.4

 1 西澤 梨奈(1) 中学生     30.46  1 髙島 衣織(1) 中学生     29.93 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾅ 附属長野中 ﾀｶｼﾏ ｲｵﾘ 裾花中

 2 大井 まどか(1) 中学生     31.20  2 伊藤 寧音(1) 中学生     30.35 
ｵｵｲ ﾏﾄﾞｶ 東部中 ｲﾄｳ ﾈﾈ 北部中

 3 雪入 菜月(1) 中学生     31.94  3 金子 愛実(1) 中学生     30.41 
ﾕｷｲﾘ ﾅﾂｷ 広徳中 ｶﾈｺ ﾏﾅﾐ 更北中

 4 小林 眞菜子(1) 中学生     31.99  4 大蔵 菜那子(1) 中学生     30.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 東北中 ｵｵｸﾗ ﾅﾅｺ 附属長野中

 5 山崎 璃央(1) 中学生     32.02  5 澤口 実侑(1) 中学生     31.13 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 柳町中 ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 櫻ヶ岡中

 6 両角 陽華(1) 中学生     32.28  6 矢島 朋華(1) 中学生     31.77 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 広徳中 ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓｶ 裾花中

 7 我妻 さくら(1) 中学生     32.71  7 山岸 思実(1) 中学生     31.85 
ﾜｶﾞﾂﾏ ｻｸﾗ 三陽中 ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ 篠ﾉ井西中

 8 山田 頼子(1) 中学生     33.32 水本 葵(1) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾖﾘｺ 東北中 ﾐｽﾞﾓﾄ ｱｵｲ 北部中
栁島 歩華(1) 中学生
ﾔﾅｷﾞｼﾏ ｱﾕｶ 広徳中

   1 髙島 衣織(1) 中学生 裾花中     29.93 (-1.4)   2   1
   2 伊藤 寧音(1) 中学生 北部中     30.35 (-1.4)   2   2
   3 金子 愛実(1) 中学生 更北中     30.41 (-1.4)   2   3
   4 西澤 梨奈(1) 中学生 附属長野中     30.46 (0.0)   1   1
   5 大蔵 菜那子(1) 中学生 附属長野中     30.90 (-1.4)   2   4
   6 澤口 実侑(1) 中学生 櫻ヶ岡中     31.13 (-1.4)   2   5
   7 大井 まどか(1) 中学生 東部中     31.20 (0.0)   1   2
   8 矢島 朋華(1) 中学生 裾花中     31.77 (-1.4)   2   6
   9 山岸 思実(1) 中学生 篠ﾉ井西中     31.85 (-1.4)   2   7
  10 雪入 菜月(1) 中学生 広徳中     31.94 (0.0)   1   3
  11 小林 眞菜子(1) 中学生 東北中     31.99 (0.0)   1   4
  12 山崎 璃央(1) 中学生 柳町中     32.02 (0.0)   1   5
  13 両角 陽華(1) 中学生 広徳中     32.28 (0.0)   1   6
  14 我妻 さくら(1) 中学生 三陽中     32.71 (0.0)   1   7
  15 山田 頼子(1) 中学生 東北中     33.32 (0.0)   1   8

決勝 10月21日 11:42

県中記録            25.16

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -0.4

 1 鈴木 朋香(2) 中学生     31.11  1 土屋 美咲(2) 中学生     28.53 
ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶ 東部中 ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ 篠ﾉ井西中

 2 返町 ほのか(2) 中学生     31.18  2 富岡 沙都子(2) 中学生     30.01 
ｿﾘﾏﾁ ﾎﾉｶ 三陽中 ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ 裾花中

 3 田中 美穂(2) 中学生     31.32  3 中村 理彩(2) 中学生     30.08 
ﾀﾅｶ ﾐﾎ 三陽中 ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ 篠ﾉ井西中

 4 保科 香奈(2) 中学生     31.41  4 池田 優女(2) 中学生     30.49 
ﾎｼﾅ ｶﾅ 東北中 ｲｹﾀﾞ ﾕﾒ 北部中

 5 大峽 莉奈(2) 中学生     31.74  5 山田 紗弥子(2) 中学生     30.72 
ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ 附属長野中 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｺ 裾花中

   1 土屋 美咲(2) 中学生 篠ﾉ井西中     28.53 (-0.4)   2   1
   2 富岡 沙都子(2) 中学生 裾花中     30.01 (-0.4)   2   2
   3 中村 理彩(2) 中学生 篠ﾉ井西中     30.08 (-0.4)   2   3
   4 池田 優女(2) 中学生 北部中     30.49 (-0.4)   2   4
   5 山田 紗弥子(2) 中学生 裾花中     30.72 (-0.4)   2   5
   6 鈴木 朋香(2) 中学生 東部中     31.11 (-1.7)   1   1
   7 返町 ほのか(2) 中学生 三陽中     31.18 (-1.7)   1   2
   8 田中 美穂(2) 中学生 三陽中     31.32 (-1.7)   1   3
   9 保科 香奈(2) 中学生 東北中     31.41 (-1.7)   1   4
  10 大峽 莉奈(2) 中学生 附属長野中     31.74 (-1.7)   1   5
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決勝 10月21日 11:45

県中記録            25.16

風速 -0.4

 1 南澤 明音(3) 中学生     27.90 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 裾花中

7  5243

女子中学3年

200m                

決勝

順 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 10月21日 12:30

県小記録          3,03.46

 1 戸谷 かれん(4) 小学生   3,59.01 
ﾄﾔ ｶﾚﾝ 城山小

 2 高野 ひなの(4) 小学生   4,18.09 
ﾀｶﾉ ﾋﾅﾉ 朝陽小

決勝 10月21日 12:30

県小記録          3,03.46

 1 和田 真菜(5) 小学生   3,26.80 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 三本柳小

 2 河原 瑞歩(5) 小学生   3,45.00 
ｶﾜﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ 城山小

 3 山田 真菜(5) 小学生   4,00.47 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅ 南部小

 4 小口 才実(5) 小学生   4,18.12 
ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾐ 附属長野小

決勝 10月21日 12:30

県小記録          3,03.46

 1 高橋 実結(6) 小学生   3,53.21 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｳ 城東小

 2 原山 紗果(6) 小学生   3,59.20 
ﾊﾗﾔﾏ ｽｽﾞｶ 城山小

 3 大石 ひなの(6) 小学生   4,17.05 
ｵｵｲｼ ﾋﾅﾉ 浅川小

 4 松本 安里奈(6) 小学生   4,21.92 
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾘﾅ 青木島小
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決勝 10月21日 12:50

県中記録          4,33.88

 1 清水 美来(1) 中学生   5,16.28 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 更北中

 2 大野 奈都美(1) 中学生   5,24.38 
ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ 更北中

 3 山崎 夏穂(1) 中学生   5,24.72 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾎ 東部中

 4 南澤 泉希(1) 中学生   5,26.29 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾐｽﾞｷ 裾花中

 5 丸山 真央(1) 中学生   5,31.07 
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｵ 北部中

 6 柳澤 緋里(1) 中学生   5,33.66 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｶﾘ 広徳中

 7 鈴木 実奈(1) 中学生   5,37.57 
ｽｽﾞｷ ﾐﾅ 東部中

 8 久保 珠里(1) 中学生   5,39.25 
ｸﾎﾞ ｼﾞｭﾘ 東北中

 9 柄澤 苑実(1) 中学生   5,44.62 
ｶﾗｻﾜ ｿﾉﾐ 東北中

10 原田 千磨莉(1) 中学生   5,46.12 
ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾏﾘ 櫻ヶ岡中

11 藤原 美来(1) 中学生   5,46.44 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｷ 裾花中

12 山岸 咲菜(1) 中学生   5,49.44 
ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾅ 更北中

13 久田 ひかり(1) 中学生   6,01.18 
ﾋｻﾀﾞ ﾋｶﾘ 柳町中

決勝 10月21日 13:00

県中記録          4,33.88

 1 荒井 香穂(2) 中学生   5,22.32 
ｱﾗｲ ｶﾎ 更北中

 2 大井 遥(2) 中学生   5,24.39 
ｵｵｲ ﾊﾙｶ 東部中

 3 川原 泰葉(2) 中学生   5,25.73 
ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾊ 附属長野中

 4 山口 歩南(2) 中学生   5,30.77 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾅﾐ 犀陵中

 5 青木 くるみ(2) 中学生   5,32.49 
ｱｵｷ ｸﾙﾐ 東北中

 6 吉池 優美(2) 中学生   5,34.00 
ﾖｼｲｹ ﾕｳﾐ 北部中

 7 佐々木 佳苗(2) 中学生   5,38.74 
ｻｻｷ ｶﾅｴ 七二会中

 8 島田 怜果(2) 中学生   5,43.40 
ｼﾏﾀﾞ ﾚｲｶ 西部中

 9 太田 早耶香(2) 中学生   5,46.74 
ｵｵﾀ ｻﾔｶ 篠ﾉ井西中

10 甘利 美怜(2) 中学生   5,49.56 
ｱﾏﾘ ﾐﾚｲ 裾花中

11 山崎 萌子(2) 中学生   5,53.71 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴｺ 附属長野中

12 今井 優花(2) 中学生   5,58.93 
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 裾花中

13 青木 萌花(2) 中学生   6,00.21 
ｱｵｷ ﾓｴｶ 西部中

14 越渓 純(2) 中学生   6,19.70 
ｺｼﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 三陽中

15 佐藤 夏実(2) 中学生   6,29.20 
ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ 三陽中

16 中沢 瑞希(2) 中学生   6,44.42 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 東北中
岡村 未歩(2) 中学生
ｵｶﾑﾗ ﾐﾎ 更北中
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決勝 10月21日 13:05

県中記録          4,33.88

 1 小林 さくら(3) 中学生   5,32.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ 更北中
小林 美帆(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 更北中

1  5507

2  5513
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 10月21日 13:50

県中記録            49.90

[ 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   3 東部中(B)  5018 倉石 ほのか(1)     57.36  1   6 東部中(A)  5012 武田 奈々美(1)     56.32 

ﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｸﾗｲｼ ﾎﾉｶ ﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ
 5015 小林 珠菜(1)  5006 伊能 史織(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾏﾅ ｲﾉｳ ｼｵﾘ
 5007 鈴木 実奈(1)  5005 鈴木 朋香(2)

ｽｽﾞｷ ﾐﾅ ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶ
 5013 土屋 友佳(1)  5008 小松 紗菜(1)

ﾂﾁﾔ ﾄﾓｶ ｺﾏﾂ ｻﾅ
 2   7 柳町中(B)  4918 久田 ひかり(1)   1,00.06  2   9 東北中(B)  5128 内堀 由菜(1)     57.58 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳB ﾋｻﾀﾞ ﾋｶﾘ ﾄｳﾎｸﾁｭｳB ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｳﾅ
 4917 山崎 璃央(1)  5121 堀内 加菜(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ ﾎﾘｳﾁ ｶﾅ
 4914 高井 沙姫(1)  5107 本道 姫奈(2)

ﾀｶｲ ｻｷ ﾎﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ
 4915 高草木 真珠(1)  5110 熊木 彩也香(2)

ﾀｶｸｻｷﾞ ﾏｱｼﾞｭ ｸﾏｷ ｻﾔｶ
 3   8 三陽中(F)  5078 佐藤 夏実(2)   1,01.30  3   8 北部中(A)  5178 丸山 真央(1)     57.74 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳF ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ ﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ﾏﾙﾔﾏ ﾏｵ
 5079 田中 美穂(2)  5175 荒井 歩実(1)

ﾀﾅｶ ﾐﾎ ｱﾗｲ ｱﾕﾐ
 5087 越渓 純(2)  5172 伊藤 寧音(1)

ｺｼﾀﾆ ｼﾞｭﾝ ｲﾄｳ ﾈﾈ
 5086 村田 莉瑛子(1)  5173 熊井 美桜(1)

ﾑﾗﾀ ﾘｴｺ ｸﾏｲ ﾐｵ
 4   6 東北中(C)  5125 山田 頼子(1)   1,01.92  4   5 西部中  5052 島田 怜果(2)     57.77 

ﾄｳﾎｸﾁｭｳC ﾔﾏﾀﾞ ﾖﾘｺ ｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｼﾏﾀﾞ ﾚｲｶ
 5124 本戸 千遥(1)  5053 山岸 明紀穂(2)

ﾎﾝﾄﾞ ﾁﾊﾙ ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ
 5127 小林 眞菜子(1)  5050 青木 萌花(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ ｱｵｷ ﾓｴｶ
 5130 小池 莉奈(1)  5051 加納 愛子(2)

ｺｲｹ ﾘﾅ ｶﾉｳ ｱｲｺ
 5   5 裾花中(D)  5253 吉田 桃子(2)   1,02.26  5   3 更北中(B)  5468 大野 奈都美(1)     58.54 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳD ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｺ ｺｳﾎｸﾁｭｳB ｵｵﾉ ﾅﾂﾐ
 5234 藤原 美来(1)  5474 福田 みな美(1)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｷ ﾌｸﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 5228 南澤 泉希(1)  5476 小山 有彩(1)

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾐｽﾞｷ ｺﾔﾏ ｱﾘｻ
 5255 上原 有香子(2)  5467 金子 愛実(1)

ｳｴﾊﾗ ﾕｶｺ ｶﾈｺ ﾏﾅﾐ
  9 三陽中(D)  6516 大日方 真帆(1)  6   4 裾花中(C)  5252 青木 佑奈(2)     58.77 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳD ｵﾋﾞﾅﾀ ﾏﾎ 失格 ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳC ｱｵｷ ﾕｳﾅ
 6510 丸田 実果(1) R1(3-4)  5240 矢島 なつみ(1)

ﾏﾙﾀ ﾐｶ ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
 6518 宮川 美咲(1)  5233 矢島 朋華(1)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐｻｷ ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓｶ
 5083 倉島 鈴佳(1)  5251 青木 野々花(2)

ｸﾗｼﾏ ｽｽﾞｶ ｱｵｷ ﾉﾉｶ
  2 三陽中(C)  7   2 三陽中(B)  6506 我妻 さくら(1)   1,00.48 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳC 欠場 ｻﾝﾖｳﾁｭｳB ﾜｶﾞﾂﾏ ｻｸﾗ
 6507 高橋 葵(1)

ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ
 5103 三上 明莉(1)

ﾐｶﾐ ｱｶﾘ
 5105 新津 里佳子(1)

ﾆｲﾂ ﾘｶｺ
  4 三陽中(E)   7 篠ﾉ井西中(B)  5324 山岸 思実(1)

ｻﾝﾖｳﾁｭｳE 欠場 ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳB ﾔﾏｷﾞｼ ｺﾄﾐ 失格
 5322 松林 知里(2) R1(3-4)

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾁｻﾄ
 5317 酒井 彩花(1)

ｻｶｲ ｻﾔｶ
 5319 西澤 里帆(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾎ

女子中学

4×100mR            

決勝



[ 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   3 柳町中(A)  4916 松岡 沙紀(1)     56.35  1   4 櫻ヶ岡中(A)  4979 小野 菜摘(2)     52.53 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳA ﾏﾂｵｶ ｻｷ ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳA ｵﾉ ﾅﾂﾐ
 4909 石井 咲幸(2)  4969 加納 采弥(2)

ｲｼｲ ｻﾁ ｶﾉｳ ｻﾔ
 4912 三浦 杏奈(1)  4970 井上 悦子(2)

ﾐｳﾗ ｱﾝﾅ ｲﾉｳｴ ｴﾂｺ
 4911 宮之尾 久美(2)  4978 宮坂 奈緒(2)

ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ ﾐﾔｻｶ ﾅｵ
 2   8 川中島中(B)  5438 内村 友香(2)     56.52  2   9 裾花中(E)   403 小柳 奈菜(3)     53.90 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳB ｳﾁﾑﾗ ﾄﾓｶ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳE ｺﾔﾅｷﾞ ﾅﾅ
 5463 中村 美琴(2)  5243 南澤 明音(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｺﾄ ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 5459 米山 まりん(2)   402 市川 さやか(3)

ﾖﾈﾔﾏ ﾏﾘﾝ ｲﾁｶﾜ ｻﾔｶ
 6173 宮島 そよか(1)   404 相澤 ななみ(3)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｿﾖｶ ｱｲｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 3   5 裾花中(B)  5254 滝澤 陽菜(2)     56.76  3   7 附属長野中(A)  5633 宮田 果歩(2)     54.06 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳB ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾅ ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳA ﾐﾔﾀ ｶﾎ
 5232 岩崎 楓(1)  6290 小林 舞音(1)

ｲﾜｻｷ ｶｴﾃﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾈ
 5247 赤塩 朋(2)  5609 伊藤 萌花(2)

ｱｶｼｵ ﾄﾓ ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
 5250 山田 紗弥子(2)  5615 髙橋 沙綾(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｺ ﾀｶﾊｼ ｻｱﾔ
 4   6 櫻ヶ岡中(B)  4982 藤井 遥(1)     56.80  4   8 東北中(A)  5120 小林 音羽(1)     54.12 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳB ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ ﾄｳﾎｸﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄﾊ
 4981 橋本 真理子(1)  5129 太田 杏優(1)

ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ ｵｵﾀ ｱﾕ
 4971 中山 寛香(2)  5106 保科 香奈(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶ ﾎｼﾅ ｶﾅ
 4985 林 真咲(1)  5108 山口 麻衣(2)

ﾊﾔｼ ﾏｻｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲ
 5   7 附属長野中(B)  5625 竹前 なぎさ(2)     57.24  5   5 篠ﾉ井西中(A)  5326 丸田 かおり(2)     54.46 

ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳB ﾀｹﾏｴ ﾅｷﾞｻ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ﾏﾙﾀ ｶｵﾘ
 5622 小池 玲菜(2)  5326 丸田 かおり(2)

ｺｲｹ ﾚｲﾅ ﾏﾙﾀ ｶｵﾘ
 5616 野口 奈桜(2)  5321 土屋 美咲(2)

ﾉｸﾞﾁ ﾅｵ ﾂﾁﾔ ﾐｻｷ
 5620 飯田 絵麻(2)  5318 中村 理彩(2)

ｲｲﾀﾞ ｴﾏ ﾅｶﾑﾗ ﾘｻ
 6   9 三陽中(A)  5088 伊藤 優香(2)     57.35  6   3 裾花中(A)  5231 髙島 衣織(1)     54.84 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳA ｲﾄｳ ﾕｳｶ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳA ﾀｶｼﾏ ｲｵﾘ
 5077 返町 ほのか(2)  5249 富岡 沙都子(2)

ｿﾘﾏﾁ ﾎﾉｶ ﾄﾐｵｶ ｻﾄｺ
 5076 小平 典歩(2)  5227 笠原 茉里(1)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾉﾘﾎ ｶｻﾊﾗ ﾏﾘ
 5080 宮下 智萌華(2)  5248 加藤 詩萌(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｶ ｶﾄｳ ｼﾎ
 7   4 附属長野中(C)  5608 山崎 萌子(2)     57.48  7   6 川中島中(A)  6171 風間 麗海(1)     55.60 

ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳC ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴｺ ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳA ｶｻﾞﾏ ｳﾙﾐ
 6289 大蔵 菜那子(1)  5458 丸田 映莉香(2)

ｵｵｸﾗ ﾅﾅｺ ﾏﾙﾀ ｴﾘｶ
 6291 原山 紗良(1)  5437 青木 奈美(2)

ﾊﾗﾔﾏ ｻﾗ ｱｵｷ ﾅﾐ
 6281 西澤 梨奈(1)  5452 下村 由依(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾅ ｼﾓﾑﾗ ﾕｲ
 8   2 更北中(A)  5503 荒井 香穂(2)     58.70  8   1 犀陵中  5269 渡辺 真子(2)     57.20 

ｺｳﾎｸﾁｭｳA ｱﾗｲ ｶﾎ ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺ
 5505 熊倉 望(2)  5265 徳竹 友菜(1)

ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ ﾄｸﾀｹ ﾕﾅ
 5470 倉持 杏都(1)  5261 山田 佳苗(1)

ｸﾗﾓﾁ ｱｽﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅｴ
 5493 長谷部 万葉(2)  5268 田中 響順(2)

ﾊｾﾍﾞ ﾏﾖ ﾀﾅｶ ﾋﾖﾘ
 9   2 広徳中  5526 村松 南美(2)     58.17 

ｺｳﾄｸﾁｭｳ ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾅﾐ
 5521 安藤 友子(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ
 5535 堀内 優美奈(1)

ﾎﾘｳﾁ ﾕﾐﾅ
 5529 田澤 まみこ(2)

ﾀｻﾞﾜ ﾏﾐｺ

女子中学

4×100mR            



   1 櫻ヶ岡中(A)     52.53 小野 菜摘(2) 加納 采弥(2) 井上 悦子(2) 宮坂 奈緒(2)   4   1
   2 裾花中(E)     53.90 小柳 奈菜(3) 南澤 明音(3) 市川 さやか(3) 相澤 ななみ(3)   4   2
   3 附属長野中(A)     54.06 宮田 果歩(2) 小林 舞音(1) 伊藤 萌花(2) 髙橋 沙綾(2)   4   3
   4 東北中(A)     54.12 小林 音羽(1) 太田 杏優(1) 保科 香奈(2) 山口 麻衣(2)   4   4
   5 篠ﾉ井西中(A)     54.46 丸田 かおり(2) 丸田 かおり(2) 土屋 美咲(2) 中村 理彩(2)   4   5
   6 裾花中(A)     54.84 髙島 衣織(1) 富岡 沙都子(2) 笠原 茉里(1) 加藤 詩萌(1)   4   6
   7 川中島中(A)     55.60 風間 麗海(1) 丸田 映莉香(2) 青木 奈美(2) 下村 由依(2)   4   7
   8 東部中(A)     56.32 武田 奈々美(1) 伊能 史織(1) 鈴木 朋香(2) 小松 紗菜(1)   2   1
   9 柳町中(A)     56.35 松岡 沙紀(1) 石井 咲幸(2) 三浦 杏奈(1) 宮之尾 久美(2)   3   1
  10 川中島中(B)     56.52 内村 友香(2) 中村 美琴(2) 米山 まりん(2) 宮島 そよか(1)   3   2
  11 裾花中(B)     56.76 滝澤 陽菜(2) 岩崎 楓(1) 赤塩 朋(2) 山田 紗弥子(2)   3   3
  12 櫻ヶ岡中(B)     56.80 藤井 遥(1) 橋本 真理子(1) 中山 寛香(2) 林 真咲(1)   3   4
  13 犀陵中     57.20 渡辺 真子(2) 徳竹 友菜(1) 山田 佳苗(1) 田中 響順(2)   4   8
  14 附属長野中(B)     57.24 竹前 なぎさ(2) 小池 玲菜(2) 野口 奈桜(2) 飯田 絵麻(2)   3   5
  15 三陽中(A)     57.35 伊藤 優香(2) 返町 ほのか(2) 小平 典歩(2) 宮下 智萌華(2)   3   6
  16 東部中(B)     57.36 倉石 ほのか(1) 小林 珠菜(1) 鈴木 実奈(1) 土屋 友佳(1)   1   1
  17 附属長野中(C)     57.48 山崎 萌子(2) 大蔵 菜那子(1) 原山 紗良(1) 西澤 梨奈(1)   3   7
  18 東北中(B)     57.58 内堀 由菜(1) 堀内 加菜(1) 本道 姫奈(2) 熊木 彩也香(2)   2   2
  19 北部中(A)     57.74 丸山 真央(1) 荒井 歩実(1) 伊藤 寧音(1) 熊井 美桜(1)   2   3
  20 西部中     57.77 島田 怜果(2) 山岸 明紀穂(2) 青木 萌花(2) 加納 愛子(2)   2   4
  21 広徳中     58.17 村松 南美(2) 安藤 友子(2) 堀内 優美奈(1) 田澤 まみこ(2)   4   9
  22 更北中(B)     58.54 大野 奈都美(1) 福田 みな美(1) 小山 有彩(1) 金子 愛実(1)   2   5
  23 更北中(A)     58.70 荒井 香穂(2) 熊倉 望(2) 倉持 杏都(1) 長谷部 万葉(2)   3   8
  24 裾花中(C)     58.77 青木 佑奈(2) 矢島 なつみ(1) 矢島 朋華(1) 青木 野々花(2)   2   6
  25 柳町中(B)   1,00.06 久田 ひかり(1) 山崎 璃央(1) 高井 沙姫(1) 高草木 真珠(1)   1   2
  26 三陽中(B)   1,00.48 我妻 さくら(1) 高橋 葵(1) 三上 明莉(1) 新津 里佳子(1)   2   7
  27 三陽中(F)   1,01.30 佐藤 夏実(2) 田中 美穂(2) 越渓 純(2) 村田 莉瑛子(1)   1   3
  28 東北中(C)   1,01.92 山田 頼子(1) 本戸 千遥(1) 小林 眞菜子(1) 小池 莉奈(1)   1   4
  29 裾花中(D)   1,02.26 吉田 桃子(2) 藤原 美来(1) 南澤 泉希(1) 上原 有香子(2)   1   5

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

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

女子中学



決勝 10月21日  9:00

県中記録             1.75

1m50 1m55
盛田 沙英(1) 中学生 - - O O XO O XXX
ﾓﾘﾀ ｻｴ 更北中
荒井 歩実(1) 中学生 - O O O O XXO XXX
ｱﾗｲ ｱﾕﾐ 北部中
武田 奈々美(1) 中学生 O O O O XO XXX
ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ 東部中
速見 透花(1) 中学生 XO O O XO XO XXX
ﾊﾔﾐ ﾄｳｶ 犀陵中
中岡 舞(1) 中学生 - O O XO XXX
ﾅｶｵｶ ﾏｲ 更北中
松岡 沙紀(1) 中学生 XO O XO XXO XXX
ﾏﾂｵｶ ｻｷ 柳町中
小林 真衣佳(1) 中学生 XO O O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 犀陵中
小池 莉奈(1) 中学生 O O XXX
ｺｲｹ ﾘﾅ 東北中
町田 安寿香(1) 中学生 XO O XXX
ﾏﾁﾀﾞ ｱｽｶ 川中島中
風間 麗海(1) 中学生 XO O XXX
ｶｻﾞﾏ ｳﾙﾐ 川中島中
高井 沙姫(1) 中学生 XXX 記録なし
ﾀｶｲ ｻｷ 柳町中

決勝 10月21日  9:00

県中記録             1.75

1m50 1m55
宮坂 奈緒(2) 中学生 - - - - - - O O XO XXX
ﾐﾔｻｶ ﾅｵ 櫻ヶ岡中
西村 美希(2) 中学生 - - - - - O O XO XXO XXX
ﾆｼﾑﾗ ﾐｷ 北部中
清水 美紀(2) 中学生 - - - O O O O O XXX
ｼﾐｽﾞ ﾐｷ 犀陵中
塚田 美希(2) 中学生 - O O O O XXO XXX
ﾂｶﾀﾞ ﾐｷ 附属長野中
熊倉 望(2) 中学生 - - - O O XXX
ｸﾏｸﾗ ﾉｿﾞﾐ 更北中
西澤 涼楓(2) 中学生 - XO XO XO O XXX
ﾆｼｻﾞﾜ ｽｽﾞｶ 三陽中
高山 莉加(2) 中学生 - O O XO XO XXX
ﾀｶﾔﾏ ﾘｶ 北部中
西澤 里帆(2) 中学生 O O O O XXX
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾎ 篠ﾉ井西中
上原 有香子(2) 中学生 O O O XXO XXX
ｳｴﾊﾗ ﾕｶｺ 裾花中
石井 咲幸(2) 中学生 O O O XXX
ｲｼｲ ｻﾁ 柳町中
樋本 菜南(2) 中学生 O O XXX
ﾋﾉﾓﾄ ﾅﾅﾐ 篠ﾉ井西中

決勝 10月21日  9:00

県中記録             1.75

1m50 1m55
岩崎 ちひろ(3) - - - - - - - - - XO
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 柳町中 XO XXX
吉村 彩加(3) 中学生 - - - - - - - O O XXX
ﾖｼﾑﾗ ｱﾔｶ 東北中

女子中学1年

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m00 1m05 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

1 11  5475
 1.25

記録
1m10 1m15

2 10  5175
 1.25

3 6  5012
 1.20

 1.10

4 7  5277
 1.20

5 4  5469
 1.15

1  6172
 1.05

6 9  4916
 1.15

7 8  5260

 1.05

5  4914

8 2  5130
 1.05

9

氏  名 所属名
1m00 1m05

9 3  6171

1m20 1m25 1m30 1m35

女子中学2年

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m40 1m45

記録 備考

1 21  4978
 1.40

1m10 1m15

2 22  5166
 1.40

3 18  5272
 1.35

4 12  5606
 1.25

5 20  5505
 1.20

6 16  5085
 1.20

7 19  5158
 1.20

8 14  5319
 1.15

9 15  5255
 1.15

10 17  4909
 1.10

11 13  5327
 1.05

女子中学3年

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m00 1m05

備考

1 24  4926
 1.50

1m10 1m15 1m20 1m25 1m30

2 23  5118
 1.40

1m40 1m45
記録

1m35



決勝 10月21日 14:00

県小記録             4.50

横山 月渚(4) 小学生   2.84   2.59   2.60    2.84 
ﾖｺﾔﾏ ﾙﾅ 昭和小   +2.3    0.0   +0.9    +2.3
加藤 唯菜(4) 小学生   2.31   2.76   2.71    2.76 
ｶﾄｳ ﾕｲﾅ 城山小   +1.2   +1.1   +1.6    +1.1
小林 千瑶(4) 小学生 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾖ 城山小

決勝 10月21日 14:00

県小記録             4.50

中村 咲貴(6) 小学生   3.69   3.74   3.53    3.74 
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ ｽﾎﾟｺﾐ東北   +1.5   +0.3   +0.9    +0.3
常田 麻奈(6) 小学生   3.56   3.61   3.73    3.73 
ﾄｷﾀﾞ ﾏﾅ 浅川小   +0.5   -0.3   +0.1    +0.1
宮川 紗衣(6) 小学生   3.40   3.42   3.60    3.60 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｴ 吉田小   +1.4   +0.5   +2.3    +2.3

女子小学4年

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 2   196

-5-

2 3   158

1   159

女子小学6年

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

3 4   340

備考
1 5   137

2 6   307



決勝 10月21日 12:15

県中記録             5.59

小林 音羽(1) 中学生   4.40   4.16   4.35    4.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ｵﾄﾊ 東北中   +0.2   -0.1   +0.5    +0.2
藤井 遥(1) 中学生   4.33   3.28   4.18    4.33 
ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 櫻ヶ岡中   +0.3   -0.1   +0.7    +0.3
福田 みな美(1) 中学生   3.98   4.02   3.87    4.02 
ﾌｸﾀﾞ ﾐﾅﾐ 更北中   +0.3   +0.3   -0.1    +0.3
高草木 真珠(1) 中学生   3.93    X   3.85    3.93 
ﾀｶｸｻｷﾞ ﾏｱｼﾞｭ 柳町中    0.0   +1.3     0.0
土屋 友佳(1) 中学生    X   3.63   3.72    3.72 
ﾂﾁﾔ ﾄﾓｶ 東部中   +0.2   +0.9    +0.9
内堀 由菜(1) 中学生   3.52   3.60   3.70    3.70 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾕｳﾅ 東北中   -0.2   +0.8   +0.1    +0.1
倉持 杏都(1) 中学生   3.59   3.46   3.70    3.70 
ｸﾗﾓﾁ ｱｽﾞ 更北中    0.0   +0.8   +1.1    +1.1
渡辺 伊南(1) 中学生   3.50   3.50   3.69    3.69 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾅﾐ 附属長野中   +0.7   +1.2   +0.6    +0.6
宮澤 千夏(1) 中学生    X   3.59   3.46    3.59 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁｶ 東部中    0.0   +0.6     0.0
清水 梨香子(1) 中学生   3.29   3.08   3.29    3.29 
ｼﾐｽﾞ ﾘｶｺ 犀陵中   -0.2   +0.2   +1.1    -0.2
藤森 成美(1) 中学生   3.29    X    X    3.29 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾙﾐ 東部中    0.0     0.0
春原 百合乃(1) 中学生   2.98   3.02   2.64    3.02 
ｽﾉﾊﾗ ﾕﾘﾉ 附属長野中   +0.7   +0.8    0.0    +0.8
清水 佑己奈(1) 中学生   2.37   2.78   2.38    2.78 
ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾅ 広徳中   +0.9    0.0   +0.9     0.0
矢口 未佳(1) 中学生 欠場
ﾔｸﾞﾁ ﾐｶ 広徳中
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山岸 明紀穂(2) 中学生   4.45   4.20   4.15    4.45 
ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾎ 西部中   -0.3    0.0    0.0    -0.3
宮之尾 久美(2) 中学生   4.42   4.40   4.34    4.42 
ﾐﾔﾉｵ ｸﾐ 柳町中   -0.1   +0.4   +0.5    -0.1
田澤 まみこ(2) 中学生   4.20   4.36   4.17    4.36 
ﾀｻﾞﾜ ﾏﾐｺ 広徳中   +0.1    0.0   +0.1     0.0
伊藤 萌花(2) 中学生    X   4.02   4.36    4.36 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 附属長野中   +0.6   +0.7    +0.7
渡辺 真子(2) 中学生   4.22   4.10    X    4.22 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺ 犀陵中   -0.3   +0.1    -0.3
内村 友香(2) 中学生   3.86   4.18   4.13    4.18 
ｳﾁﾑﾗ ﾄﾓｶ 川中島中   -0.6   +1.2   +0.2    +1.2
丸田 かおり(2) 中学生   4.18   3.68   3.96    4.18 
ﾏﾙﾀ ｶｵﾘ 篠ﾉ井西中   +0.4   +0.6    0.0    +0.4
小野 菜摘(2) 中学生   4.05   4.06   4.04    4.06 
ｵﾉ ﾅﾂﾐ 櫻ヶ岡中    0.0    0.0   -0.2     0.0
寺澤 南海(2) 中学生   3.87   3.54   4.04    4.04 
ﾃﾗｻﾜ ﾐﾅﾐ 北部中   +0.1   -0.2   +0.3    +0.3
倉石 依澄(2) 中学生   3.89   3.91   3.94    3.94 
ｸﾗｲｼ ｲｽﾞﾐ 附属長野中    0.0   +0.6   +0.6    +0.6
堀川 愛佳(2) 中学生   3.85   3.64   3.64    3.85 
ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅｶ 北部中   +0.3   -0.6   -0.5    +0.3
青木 野々花(2) 中学生    X   3.70   3.80    3.80 
ｱｵｷ ﾉﾉｶ 裾花中   +1.6   +0.5    +0.5
松林 知里(2) 中学生   3.43    X   3.46    3.46 
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾁｻﾄ 篠ﾉ井西中    0.0   -0.3    -0.3
小林 楓(2) 中学生 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ 北部中
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白石 友佳(1) 中学生
ｼﾗｲｼ ﾕｶ 更北中
林 真咲(1) 中学生
ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 櫻ヶ岡中
内川 さえ(1) 中学生
ｳﾁｶﾜ ｻｴ 川中島中
関澤 みゆ(1) 中学生
ｾｷｻﾞﾜ ﾐﾕ 東部中
山口 未来(1) 中学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾗｲ 北部中
小林 千夏(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 東部中
宮原 真(1) 中学生
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 犀陵中
峰村 采花(1) 中学生
ﾐﾈﾑﾗ ｱﾔｶ 広徳中
倉石 ほのか(1) 中学生
ｸﾗｲｼ ﾎﾉｶ 東部中
高橋 栞(1) 中学生
ﾀｶﾊｼ ｼｵﾘ 川中島中
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井上 悦子(2) 中学生
ｲﾉｳｴ ｴﾂｺ 櫻ヶ岡中
青木 佑奈(2) 中学生
ｱｵｷ ﾕｳﾅ 裾花中
狩野 咲希(2) 中学生
ｶﾉｳ ｻｷ 川中島中
本道 姫奈(2) 中学生
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾋﾅ 東北中
安藤 友子(2) 中学生
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ 広徳中
吉田 桃子(2) 中学生
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｺ 裾花中
小川 京子(2) 中学生 欠場
ｵｶﾞﾜ ｷｮｳｺ 裾花中
宮島 亜夕加(2) 中学生 欠場
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾕｶ 附属長野中
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