
第5６回松本市市民体育大会春季大会陸上競技 ﾄﾗｯｸ審判長 中原　信一
主催：松本市、松本市教育委員会 跳躍審判長 中原　信一
主管：松本陸上競技協会 投擲審判長 中原　信一
【開催日】 平成25年5月3日(金･祝) 記録主任： 上野　忠明
【主催団体】 松本市、松本市教育委員会 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/ 3 一般･高校女  -3.8 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(2) 13.24 市岡 奈月(3) 13.53 長村 紋(1) 13.67 八剱 夏帆(3) 13.74 前澤 朱音(1) 14.18 加藤 優美(1) 14.38 上條 渓(1) 14.48

100m 松商学園高 松本蟻ヶ崎高 松本大 松本県ヶ丘高 創造学園高 松商学園高 創造学園高
 5/ 3  -4.3 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(3) 27.35 長村 紋(1) 28.08 山村 彩花(2) 29.32 上條 渓(1) 29.54 麻沼 優紀(1) 29.54 輿 初菜(3) 29.74 桐井 彩実(2) 30.04 新井 咲(1) 30.97

200m 松商学園高 松本大 松本蟻ヶ崎高 創造学園高 松本秀峰高 松本蟻ヶ崎高 松本深志高 松商学園高
 5/ 3 赤羽 美柚(1) 2:25.41 一之瀬 令菜(3) 2:37.52 蛭田 凜(2) 2:39.35 岩垂 瞳(2) 2:42.09 三田村 優来(2) 2:54.97

800m 松本蟻ヶ崎高 松本蟻ヶ崎高 松本美須々ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 松本県ヶ丘高
 5/ 3 小松 彩乃(3) 11:16.94

3000m 松本蟻ヶ崎高
 5/ 3 新井 咲(1) 1.43 小林 沙彩(2) 1.35

走高跳 松商学園高 松商学園高
 5/ 3 小澤 詩歩(2) 5.36(-1.0) 百瀬 亜希帆(2)5.20(+1.0) 伊藤 野々花(3)5.09(+0.9) 小坂 奈桜(2) 4.94(+1.8) 長﨑 彩(2) 4.26(+2.0) 星野 美音(1) 4.02(+1.3) 前澤 朱音(1) 3.62(+0.5) 栁瀬 舞(1) 3.36(+1.5)

走幅跳 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 松本県ヶ丘高 松商学園高 松本蟻ヶ崎高 創造学園高 創造学園高
 5/ 3 佐藤 ゆきの(2) 20.84 中川 希(2) 20.27 藤原 美月(2) 16.92

やり投 松商学園高 松商学園高 松本美須々ヶ丘高
 5/ 3 松商学園高(A)      51.17 松本県ヶ丘高      51.70 松本蟻ヶ崎高      53.74 松商学園高(B)      54.68 田川高       55.81

4×100m 中村 泉紀(3) 小坂 奈桜(2) 山村 彩花(2) 加藤 優美(1) 大沼 葉月(2)
ﾓﾗｰﾄﾞ 華(2) 小澤 詩歩(2) 輿 初菜(3) 長﨑 彩(2) 樋口 智子(3)
新井 咲(1) 百瀬 亜希帆(2) 星野 美音(1) 小林 沙彩(2) 宇原 萌々香(1)
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(3) 八剱 夏帆(3) 市岡 奈月(3) 奥島 彩葉(1) 小笠原 綾(3)

 5/ 3 中学女子  -2.8西村 佳菜子(3) 13.17 御子柴 優花(2) 13.96 太田 もも(3) 14.19 宮川 恵衣(2) 14.22 中村 芽生(2) 14.34 横山 可奈子(2) 14.71 古屋 悠(3) 14.83 堤 向日葵(2) 14.88
100m 信明中 鉢盛中 清水中 附属松本中 波田中 鎌田中 松本秀峰中 筑摩野中

 5/ 3  -2.0倉沢 果歩(3) 28.09 安田 三奈美(2) 28.78 青木美桜那(3) 29.47 中島萌々香(2) 29.89 川井 海帆(2) 29.90 茅野 晶(2) 30.12 米山 みく(2) 30.20
200m 鉢盛中 鉢盛中 菅野中 菅野中 鉢盛中 清水中 菅野中

 5/ 3 赤羽 純美玲(3) 2:22.81 斉藤 眞夕(3) 2:29.90 一ノ瀬 菜月(3) 2:30.61 古河 雅(2) 2:31.14 鈴木 紗穏楓(3) 2:36.20 柴田紗来(2) 2:36.39 塩原真悠(3) 2:36.89 青木 弥佳(2) 2:38.79
800m 開成中 大野川中 附属松本中 鉢盛中 鉢盛中 菅野中 菅野中 附属松本中

 5/ 3 曽根ほの翔(2) 10:56.74 矢島風香(3) 11:03.36 内山 璃沙(2) 11:11.58 川上 雅子(2) 11:14.77 一之瀬 陽菜(3) 11:27.96 赤羽ゆり華(2) 11:28.15 小林鈴華(3) 11:34.80
3000m 菅野中 菅野中 附属松本中 山辺中 附属松本中 菅野中 菅野中

 5/ 3 籏町 佳代(3) 16.72 東本 真実(3) 16.98 塩原 由夏(3) 17.04 牛丸 亜美(3) 17.24 下条 菜摘(3) 18.93 宮澤 実侑紀(2) 20.31 小口 寿子(2) 20.89 座間 美咲(3) 21.01
100mH(0.762m) 鉢盛中 附属松本中 鉢盛中 波田中 旭町中 開成中 附属松本中 菅野中

 5/ 3 上沼 瑞季(2) 1.35 矢ヶ崎 菜奈(3) 筑摩野中 1.35 赤羽 遥香(3) 旭町中 1.30 齋藤 汐音(2) 1.20 矢島 由衣(3) 山辺中 1.20
走高跳 附属松本中 二木 珠衣(3) 信明中 蓼原 彩奈(3) 清水中 丸ﾉ内中 若林 葉南(3) 開成中

 5/ 3 矢島 芽依(3) 4.97(+1.4) 青木 七海(2) 4.51(+2.9) 三輪 才佳(3) 4.46(+2.0) 中田 佑香(3) 4.42(+2.0) 辻本 采香(3) 4.38(+1.1) 浅村 美優(2) 4.27(+1.6) 内田 真愛(2) 4.06(+3.9) 花村 菜々子(3)4.03(+1.4)
走幅跳 旭町中 信明中 旭町中 清水中 附属松本中 山辺中 附属松本中 丸ﾉ内中

 5/ 3 高橋 茉里(3) 9.11 滋田 祐希(2) 8.96 町田 早耶香(3) 8.72 大沼 瑠奈(3) 8.64 柴田 友菜(3) 8.60 小林 みか(3) 8.44 原 弘子(3) 7.84 船坂  望(3) 7.79
砲丸投 旭町中 旭町中 高綱中 鉢盛中 菅野中 松島中 清水中 菅野中

 5/ 3 鉢盛中       52.89 波田中       53.57 旭町中       54.59 附属松本中       54.68 菅野中(A)       54.77 清水中(A)       54.87 松島中       57.26 開成中     1:00.77
4×100m 籏町 佳代(3) 中塚 真子(2) 高橋 茉里(3) 清水 美好(2) 小林 侑生(2) 井上 碧(2) 平林 桃子(3) 宮澤 実侑紀(2)

御子柴 優花(2) 牛丸 亜美(3) 矢島 芽依(3) 宮川 恵衣(2) 柴田 友菜(3) 中田 佑香(3) 松山 由里香(2) 赤羽 純美玲(3)
倉沢 果歩(3) 中村 芽生(2) 滋田 祐希(2) 辻本 采香(3) 座間 美咲(3) 的場 優衣(2) 手塚 友貴乃(2) 若林 葉南(3)
安田 三奈美(2) 高波 舞(3) 下条 菜摘(3) 東本 真実(3) 青木美桜那(3) 太田 もも(3) 小林 みか(3) 宮林 悠莉(2)

 5/ 3 小学4-6年女  -1.5樋口 虹夏(6) 14.46 小山 莉那(6) 14.93 野口 沙彩(6) 15.03 小林 弥希(6) 15.10 矢野 晴菜(6) 15.31 平岡 京花(6) 15.31 青木 梨乃(6) 15.49 小野谷 友里(5) 15.79
100m ｺﾒｯﾄ波田 菅野小 今井小 田川小 梓川小 山辺小 梓川小 二子小

 5/ 3 高坂 珠実(6) 3:25.25 宮澤 花奈実(6) 3:39.67 松原 月歌(5) 3:41.54 伊藤 百合菜(5) 3:56.17 鈴木 直(4) 3:56.80 小林 こころ(5) 3:56.93 八田 萌愛(5) 3:57.51 津島 希伊(6) 3:59.29
1000m 芝沢小 菅野小 芳川小 ｺﾒｯﾄ波田 鎌田小 二子小 大野川小 旭町小

 5/ 3 東條 瑞季(6) 3.53(-0.2) 佐藤 澄怜(6) 3.26(+2.5) 中平 ひより(5)3.10(-0.9) 石川 さくら(6)3.04(+0.3) 大和 愛加(6) 2.71(+0.5) 板敷 明莉(5) 2.66(+0.7) 齋藤 愛(4) 2.61(+0.4) 村松 華果(5) 2.61(+1.3)
走幅跳 田川小 旭町小 二子小 寿小 菅野小 旭町小 大野川小 田川小

 5/ 3 関 茉叶(6) 35.59 大池 桜月紀(6) 27.12 忠地 彩葉(4) 21.93 渡邊 結月(5) 19.80 川上 楓花(5) 18.89 吉岡 明優奈(5) 18.26 胡桃澤 真衣(6) 18.03 平出 花鈴(6) 17.62
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 芳川小 鎌田小 芳川小 芝沢小 安曇小 田川小 鎌田小 旭町小



第5６回松本市市民体育大会春季大会陸上競技 ﾄﾗｯｸ審判長 中原　信一
主催：松本市、松本市教育委員会 跳躍審判長 中原　信一
主管：松本陸上競技協会 投擲審判長 中原　信一
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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
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 5/ 3 ｺﾒｯﾄ波田(A)       59.18 二子小     1:02.70 ｺﾒｯﾄ波田(B)     1:02.77 菅野小(A)     1:03.34 岡田小     1:03.82 田川小     1:04.16 芝沢小     1:05.08 芳川小     1:05.71

4×100m 牛丸 芳恵(6) 小松 実夢(5) 西牧ひなた(5) 宮澤 花奈実(6) 柳原 佳奈 田中 美葉(4) 北林 亜美(5) 柏原 有紗(4)
寺坂 亜海(6) 小野谷 友里(5) 大月 優奈(5) 塩原 恵(6) 加藤 鈴 東條 遥香(4) 曽山 茜(5) 松岡 陽(4)
加藤 愛理(6) 小林 こころ(5) 大月 七夏(5) 横沢 木葉(6) 柳原 果歩 東條 瑞季(6) 高坂 珠実(6) 鈴島 千尋(4)
太田 菜奈(6) 吉水 媛香(5) 大月 華織(5) 小山 莉那(6) 吉川 若那 小林 弥希(6) 大野 桜季(5) 窪田 結衣(4)

 5/ 3 小学1-3年女 青木 美桜(3) 10.30 三澤 百佳(3) 10.43 御子柴 榛(3) 10.51 斉藤 凛咲(3) 10.56 村山 瑞貴(3) 10.70 堀 結菜(3) 10.72 勝山 愛美(3) 10.85 佐々木 美菜(3) 10.87
60m 芳川小 筑摩小 島立小 芳川小 菅野小 芳川小 田川小 芳川小



決勝 5月3日 11:20

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 -0.6

 1 勝山 愛美(3)     10.85  1 宮田 魅紗(3)     11.11 
ｶﾂﾔﾏ ﾏﾅﾐ 田川小 ﾐﾔﾀ ﾐｰｼｬ 田川小

 2 佐々木 美菜(3)     10.87  2 小野 梨楓(2)     11.73 
ｻｻｷ ﾐﾅ 芳川小 ｵﾉ ﾘﾝｶ 菅野小

 3 草間 悠奈(3)     11.01  3 横川 夏月(3)     11.73 
ｸｻﾏ ﾕｳﾅ 寿小 ﾖｺｶﾜ ﾅﾂｷ 島立小

 4 原 すずか(2)     11.66  4 宮林 明莉(2)     11.84 
ﾊﾗ  ｽｽﾞｶ 鎌田小 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 並柳小

 5 丹澤 七菜佳(3)     11.74  5 千葉 彩水(2)     12.34 
ﾀﾝｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 菅野小 ﾁﾊﾞ ｱｲﾐ 芝沢小

 6 中田 陽菜(3)     11.75  6 胡桃澤 玲奈(3)     12.36 
ﾅｶﾀ  ﾊﾙﾅ 旭町小 ｸﾙﾐｻﾜ  ﾚﾅ 鎌田小

 7 小島 風凜(1)     12.37  7 保月 朝香(2)     12.48 
ｺｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 並柳小 ﾎﾂﾞｷ ｱｻｶ 寿小

 8 黒岩 純麗(1)     13.32  8 花澤 琉愛(1)     13.62 
ｸﾛｲﾜ ｽﾐﾚ 今井小 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾙﾅ 今井小
中村 結彩(2) 宋 百合(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 芝沢小 ｿﾝ  ﾕﾘ 旭町小

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 +1.5

 1 三澤 百佳(3)     10.43  1 青木 美桜(3)     10.30 
ﾐｻﾜ  ﾓﾓｶ 筑摩小 ｱｵｷ ﾐｵ 芳川小

 2 御子柴 榛(3)     10.51  2 村山 瑞貴(3)     10.70 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾊﾙ 島立小 ﾑﾗﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 菅野小

 3 堀 結菜(3)     10.72  3 長谷 綾香(3)     11.29 
ﾎﾘ ﾕｲﾅ 芳川小 ﾊｾ  ｱﾔｶ 鎌田小

 4 倉科 瑠奈(3)     11.04  4 赤羽 椛(2)     11.34 
ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ 山辺小 ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ 芝沢小

 5 山下 結美子(3)     11.65  5 樽沢 花怜音(3)     11.84 
ﾔﾏｼﾀ ﾕﾐｺ 岡田小 ﾀﾙｻﾜ ｶﾚﾝ 田川小

 6 小竹 麻美(3)     11.81  6 小林 虹穂(3)     12.00 
ｺﾀｹ ﾏﾐ 島内小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾆｼﾞﾎ 岡田小

 7 大森 ほのか(2)     11.81  7 友渕 瑞穂(2)     12.29 
ｵｵﾓﾘ ﾎﾉｶ 今井小 ﾄﾓﾌﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 寿小

 8 宮本 虹愛(3)     12.02  8 林 未羽(3)     12.76 
ﾐﾔﾓﾄ  ﾆﾅ 旭町小 ﾊﾔｼ  ﾐｳ 旭町小

 9 神田 美月(2)     12.45 
ｶﾝﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 芝沢小

[ 5組] 風速 +2.7

 1 斉藤 凛咲(3)     10.56 
ｻｲﾄｳ ﾘｻ 芳川小

 2 上條陽菜(2)     10.95 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙﾅ 山辺小

 3 塩原 そよ香(2)     11.18 
ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ 菅野小

 4 丸山 綾香(3)     11.47 
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 岡田小

 5 井上 七海(3)     11.56 
ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ 田川小

 6 上条 咲都(2)     11.63 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ 寿小

 7 阿部 愛華(2)     12.38 
ｱﾍﾞ  ﾏﾅｶ 鎌田小

 8 清水 友結(2)     12.52 
ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 並柳小
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9   205

4   268

3   325

7   240

5   424

6   464



   1 青木 美桜(3) 芳川小     10.30 (+1.5)   4   1
   2 三澤 百佳(3) 筑摩小     10.43 (+1.8)   3   1
   3 御子柴 榛(3) 島立小     10.51 (+1.8)   3   2
   4 斉藤 凛咲(3) 芳川小     10.56 (+2.7)   5   1
   5 村山 瑞貴(3) 菅野小     10.70 (+1.5)   4   2
   6 堀 結菜(3) 芳川小     10.72 (+1.8)   3   3
   7 勝山 愛美(3) 田川小     10.85 (+0.5)   1   1
   8 佐々木 美菜(3) 芳川小     10.87 (+0.5)   1   2
   9 上條陽菜(2) 山辺小     10.95 (+2.7)   5   2
  10 草間 悠奈(3) 寿小     11.01 (+0.5)   1   3
  11 倉科 瑠奈(3) 山辺小     11.04 (+1.8)   3   4
  12 宮田 魅紗(3) 田川小     11.11 (-0.6)   2   1
  13 塩原 そよ香(2) 菅野小     11.18 (+2.7)   5   3
  14 長谷 綾香(3) 鎌田小     11.29 (+1.5)   4   3
  15 赤羽 椛(2) 芝沢小     11.34 (+1.5)   4   4
  16 丸山 綾香(3) 岡田小     11.47 (+2.7)   5   4
  17 井上 七海(3) 田川小     11.56 (+2.7)   5   5
  18 上条 咲都(2) 寿小     11.63 (+2.7)   5   6
  19 山下 結美子(3) 岡田小     11.65 (+1.8)   3   5
  20 原 すずか(2) 鎌田小     11.66 (+0.5)   1   4
  21 小野 梨楓(2) 菅野小     11.73 (-0.6)   2   2
  21 横川 夏月(3) 島立小     11.73 (-0.6)   2   3
  23 丹澤 七菜佳(3) 菅野小     11.74 (+0.5)   1   5
  24 中田 陽菜(3) 旭町小     11.75 (+0.5)   1   6
  25 小竹 麻美(3) 島内小     11.81 (+1.8)   3   6
  25 大森 ほのか(2) 今井小     11.81 (+1.8)   3   7
  27 宮林 明莉(2) 並柳小     11.84 (-0.6)   2   4
  27 樽沢 花怜音(3) 田川小     11.84 (+1.5)   4   5
  29 小林 虹穂(3) 岡田小     12.00 (+1.5)   4   6
  30 宮本 虹愛(3) 旭町小     12.02 (+1.8)   3   8
  31 友渕 瑞穂(2) 寿小     12.29 (+1.5)   4   7
  32 千葉 彩水(2) 芝沢小     12.34 (-0.6)   2   5
  33 胡桃澤 玲奈(3) 鎌田小     12.36 (-0.6)   2   6
  34 小島 風凜(1) 並柳小     12.37 (+0.5)   1   7
  35 阿部 愛華(2) 鎌田小     12.38 (+2.7)   5   7
  36 神田 美月(2) 芝沢小     12.45 (+1.8)   3   9
  37 保月 朝香(2) 寿小     12.48 (-0.6)   2   7
  38 清水 友結(2) 並柳小     12.52 (+2.7)   5   8
  39 林 未羽(3) 旭町小     12.76 (+1.5)   4   8
  40 黒岩 純麗(1) 今井小     13.32 (+0.5)   1   8
  41 花澤 琉愛(1) 今井小     13.62 (-0.6)   2   8

都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  485
  392

小学1-3年女子

60m
タイムレース
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予選 5月3日  8:40
決勝 5月3日 11:55

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +1.3

 1 青木 梨乃(6)     15.24 q  1 野口 沙彩(6)     14.92 q
ｱｵｷ ﾘﾉ 梓川小 ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 今井小

 2 百瀬 薫乃(6)     15.49  2 矢野 晴菜(6)     15.04 q
ﾓﾓｾ ﾕｷﾉ 寿小 ﾔﾉ ﾊﾙﾅ 梓川小

 3 渡邉 優衣(6)     15.74  3 小野谷 友里(5)     15.43 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｲ 芳川小 ｵﾉｶﾞﾔ ﾕｳﾘ 二子小

 4 草野 綾花(4)     16.44  4 北林 亜美(5)     16.97 
ｸｻﾉ ｱﾔｶ 岡田小 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 芝沢小

 5 多田 愛梨(5)     16.69  5 野村 遥(4)     17.54 
ﾀﾀﾞ  ｱｲﾘ 鎌田小 ﾉﾑﾗ  ﾊﾙｶ 鎌田小

 6 大谷 倖千(5)     16.74  6 古田 なつみ(4)     17.61 
ｵｵﾔ ｻﾁ 安曇小 ﾌﾙﾀ ﾅﾂﾐ 並柳小

 7 小山 真白(4)     17.45  7 山田 ほのか(5)     17.79 
ｺﾔﾏ ﾏｼﾛ 並柳小 ﾔﾏﾀﾞ  ﾎﾉｶ 旭町小

 8 柴田 まどか(5)     17.57  8 中島 瑞喜(4)     18.71 
ｼﾊﾞﾀ ﾏﾄﾞｶ 菅野小 ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐｽﾞｷ 筑摩小

 9 内川 せら(4)     18.41  9 米山 羽純(4)     19.87 
ｳﾁｶﾜ ｾﾗ 筑摩小 ﾖﾈﾔﾏ ﾊｽﾐ 明善小

[ 3組] 風速 +1.3 [ 4組] 風速 +0.8

 1 樋口 虹夏(6)     14.34 q  1 小林 弥希(6)     14.68 q
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 田川小

 2 白倉 仁奈(5)     16.34  2 小山 莉那(6)     15.22 q
ｼﾗｸﾗ ﾆﾅ 二子小 ｺﾔﾏ ﾘﾅ 菅野小

 3 関 詩織(4)     16.38  3 平岡 京花(6)     15.31 q
ｾｷ ｼｵﾘ 菅野小 ﾋﾗｵｶ ｷｮｳｶ 山辺小

 4 清水 叶華(4)     16.57  4 曽山 茜(5)     16.06 
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ 今井小 ｿﾔﾏ ｱｶﾈ 芝沢小

 5 真島 奈々香(4)     16.85  5 鈴島 千尋(4)     16.98 
ﾏｼﾏ  ﾅﾅｶ 鎌田小 ｽｽﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 芳川小

 6 百瀬 陽音(5)     16.90  6 宮島 沙奈(5)     17.29 
ﾓﾓｾ ﾊﾙﾈ 芝沢小 ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾅ 島立小

 7 小松 真子(5)     17.03  7 中田 笑実子(6)     17.89 
ｺﾏﾂ ﾏｺ 岡田小 ﾅｶﾀ ｴﾐｺ ｺﾒｯﾄ波田

 8 丸山 和佳奈(5)     17.21  8 山田 そら(4)     19.23 
ﾔﾙﾔﾏ ﾜｶﾅ 島立小 ﾔﾏﾀﾞ  ｿﾗ 旭町小

 9 髙見澤 陽菜(4)     17.91  9 藤山 ひより(4)     19.27 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾊﾙﾅ 旭町小 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾖﾘ 安曇小

[ 5組] 風速 +1.7 [ 6組] 風速 +1.8

 1 吉水 媛香(5)     16.19  1 赤羽 玲南(6)     16.22 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ 二子小 ｱｶﾊﾈ ﾚﾅ 山辺小

 2 東條 遥香(4)     16.57  2 桃井 李胡(5)     16.36 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 田川小 ﾓﾓｲ ﾘｺ 今井小

 3 太田 安奈(5)     16.87  3 根本 樹(5)     16.37 
ｵｵﾀ ｱﾝﾅ ｺﾒｯﾄ波田 ﾈﾓﾄ ﾐｷ ｺﾒｯﾄ波田

 4 倉科 杏奈(6)     16.98  4 芦野 花朋(6)     16.80 
ｸﾗｼﾅ ｱﾝﾅ 山辺小 ｱｼﾉ  ｶﾎ 鎌田小

 5 清沢 日菜(6)     16.99  5 小松 実夢(5)     16.83 
ｷﾖｻﾜ ﾋﾅ 寿小 ｺﾏﾂ ﾐﾕ 二子小

 6 横川 蒼衣(5)     17.20  6 八十島 悠(5)     16.85 
ﾖｺｶﾜ ｱｵｲ 島立小 ﾔｿｼﾏ ﾕｳ 島立小

 7 上條 楓(5)     17.70  7 田中 美葉(4)     17.84 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｶｴﾃﾞ 今井小 ﾀﾅｶ ﾐﾖ 田川小

 8 上原 彩花(4)     18.04  8 高比良 つぐみ(4)     18.39 
ｳｴﾊﾗ  ｱﾔｶ 旭町小 ﾀｶﾋﾗ ﾂｸﾞﾐ 芝沢小

 9 岩倉 悠真(4)     19.48  9 稲垣 千絵里(4)     18.48 
ｲﾜｸﾗ ﾕﾏ 菅野小 ｲﾅｶﾞｷ  ﾁｴﾘ 筑摩小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学4-6年女子

100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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風速 -1.5

 1 樋口 虹夏(6)     14.46 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ｺﾒｯﾄ波田

 2 小山 莉那(6)     14.93 
ｺﾔﾏ ﾘﾅ 菅野小

 3 野口 沙彩(6)     15.03 
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 今井小

 4 小林 弥希(6)     15.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 田川小

 5 矢野 晴菜(6)     15.31 
ﾔﾉ ﾊﾙﾅ 梓川小

 6 平岡 京花(6)     15.31 
ﾋﾗｵｶ ｷｮｳｶ 山辺小

 7 青木 梨乃(6)     15.49 
ｱｵｷ ﾘﾉ 梓川小

 8 小野谷 友里(5)     15.79 
ｵﾉｶﾞﾔ ﾕｳﾘ 二子小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学4-6年女子

100m
決勝

8   361

所属名 記録／備考
5   102

6   154

4   245

7   414

2   454

3   260

9   164



決勝 5月3日 10:40

[ 1組] [ 2組]

 1 鈴木 直(4)   3:56.80  1 高坂 珠実(6)   3:25.25 
ｽｽﾞｷ  ﾅｵ 鎌田小 ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 芝沢小

 2 小林 こころ(5)   3:56.93  2 宮澤 花奈実(6)   3:39.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 二子小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 菅野小

 3 津島 希伊(6)   3:59.29  3 松原 月歌(5)   3:41.54 
ﾂｼﾏ  ｷｲ 旭町小 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ 芳川小

 4 中澤 希帆(6)   3:59.40  4 伊藤 百合菜(5)   3:56.17 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾎ 大野川小 ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ ｺﾒｯﾄ波田

 5 手塚 瑞季(4)   4:03.51  5 八田 萌愛(5)   3:57.51 
ﾃﾂﾞｶ ﾐｽﾞｷ 芝沢小 ﾊｯﾀ ﾓｴｶ 大野川小

 6 梶田 茉朋(6)   4:03.88  6 見形 芽生(6)   4:01.99 
ｶｼﾞﾀ  ﾏﾎ 鎌田小 ﾐｶﾀ ﾒｲ 梓川小

 7 上嶋美琴(6)   4:07.05  7 浅田 彩音(4)   4:04.80 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｺﾄ 梓川小 ｱｻﾀﾞ ｱﾔﾈ 梓川小

 8 赤津 心幸   4:12.93  8 小林 さら咲(5)   4:12.06 
ｱｶﾂ ｺﾕｷ 島内小 ｺﾊﾞﾔｼ  ｻﾗｻ 鎌田小

 9 一之瀬 明希(5)   4:16.04  9 長谷川 華音(5)   4:17.24 
ｲﾁﾉｾ ｱｷ 菅野小 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾉﾝ ｺﾒｯﾄ波田

10 山田 真桜子(4)   4:17.22 10 鳥羽 凜々子(5)   4:18.27 
ﾔﾏﾀﾞ  ﾏｵｺ 筑摩小 ﾄﾊﾞ ﾘﾘｺ 岡田小

11 安藤 幸衣(5)   4:20.59 11 ｽﾃｨﾌﾞﾝｽ愛菜(5)   4:18.63 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｷｲ ｺﾒｯﾄ波田 ｽﾃｨﾌﾞﾝｽ ｴﾅ 芝沢小

12 齋藤あゆり(6)   4:22.84 福岡 葵(6)
ｻｲﾄｳ ｱﾕﾘ 梓川小 ﾌｸｵｶ ﾋﾏﾘ 鎌田小

小学4-6年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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No. 氏  名 所属名
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4   365

7   486

9   163

11   374

3   174

2   195

1   221

8   103

欠場

6   311

5   215



   1 高坂 珠実(6) 芝沢小     3:25.25   2   1
   2 宮澤 花奈実(6) 菅野小     3:39.67   2   2
   3 松原 月歌(5) 芳川小     3:41.54   2   3
   4 伊藤 百合菜(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:56.17   2   4
   5 鈴木 直(4) 鎌田小     3:56.80   1   1
   6 小林 こころ(5) 二子小     3:56.93   1   2
   7 八田 萌愛(5) 大野川小     3:57.51   2   5
   8 津島 希伊(6) 旭町小     3:59.29   1   3
   9 中澤 希帆(6) 大野川小     3:59.40   1   4
  10 見形 芽生(6) 梓川小     4:01.99   2   6
  11 手塚 瑞季(4) 芝沢小     4:03.51   1   5
  12 梶田 茉朋(6) 鎌田小     4:03.88   1   6
  13 浅田 彩音(4) 梓川小     4:04.80   2   7
  14 上嶋美琴(6) 梓川小     4:07.05   1   7
  15 小林 さら咲(5) 鎌田小     4:12.06   2   8
  16 赤津 心幸 島内小     4:12.93   1   8
  17 一之瀬 明希(5) 菅野小     4:16.04   1   9
  18 山田 真桜子(4) 筑摩小     4:17.22   1  10
  19 長谷川 華音(5) ｺﾒｯﾄ波田     4:17.24   2   9
  20 鳥羽 凜々子(5) 岡田小     4:18.27   2  10
  21 ｽﾃｨﾌﾞﾝｽ愛菜(5) 芝沢小     4:18.63   2  11
  22 安藤 幸衣(5) ｺﾒｯﾄ波田     4:20.59   1  11
  23 齋藤あゆり(6) 梓川小     4:22.84   1  12

小学4-6年女子

1000m
タイムレース

備考 組順位 No. 氏  名 都道府県
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決勝 5月3日  9:00

 ３回の
 最高記録

東條 瑞季(6)   3.53   3.39   3.46    3.53    3.53 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 田川小   -0.2   +0.1   -0.3    -0.2    -0.2
佐藤 澄怜(6)   3.26   3.06   3.07    3.26    3.26 
ｻﾄｳ  ｽﾐﾚ 旭町小   +2.5   +0.7   +1.3    +2.5    +2.5
中平 ひより(5)   2.67   2.90   3.10    3.10    3.10 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾖﾘ 二子小   -0.3   -0.5   -0.9    -0.9    -0.9
石川 さくら(6)   3.03   3.04   3.00    3.04    3.04 
ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ 寿小   +0.6   +0.3   -0.4    +0.3    +0.3
大和 愛加(6)    x   2.71    x    2.71    2.71 
ｵｵﾜ ｱｲｶ 菅野小   +0.5    +0.5    +0.5
板敷 明莉(5)   2.62   2.66    x    2.66    2.66 
ｲﾀｼﾞｷ  ｱｶﾘ 旭町小   +2.7   +0.7    +0.7    +0.7
齋藤 愛(4)   2.44   2.61   2.54    2.61    2.61 
ｻｲﾄｳ ｺｺﾛ 大野川小   +1.5   +0.4   +0.4    +0.4    +0.4
村松 華果(5)   2.41   2.25   2.61    2.61    2.61 
ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾅｶ 田川小   +1.3   +0.2   +1.3    +1.3    +1.3
柏原 愛花(5)    x    x   2.53    2.53    2.53 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｱｲｶ 今井小   +0.4    +0.4    +0.4
中島 愛蘭(6)   2.52   2.50    x    2.52    2.52 
ﾅｶｼﾞﾏ  ｱｲﾗ 旭町小   +3.8    0.0    +3.8    +3.8
樽沢 詩音(5)   2.52   2.23    x    2.52    2.52 
ﾀﾙｻﾜ ｼｵﾝ 田川小   +2.4   +1.5    +2.4    +2.4
神田 琴美(4)    x   2.41   2.46    2.46    2.46 
ｶﾝﾀﾞ ｺﾄﾐ 芝沢小   -0.3   -0.5    -0.5    -0.5
小林 芽衣(4)   2.43   2.32   2.40    2.43    2.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 大野川小   +1.7   +0.8   -0.5    +1.7    +1.7
八懸 舞雪(5)   2.36   2.38    x    2.38    2.38 
ﾔﾂｶﾞｹ ﾏﾕ 大野川小   +2.4   +0.9    +0.9    +0.9
飯沼 遊風(5)    x   2.17   2.34    2.34    2.34 
ｲｲﾇﾏ ﾕｳｶ 岡田小   +0.3   +1.1    +1.1    +1.1
古厩 美音(4)    x   2.27   2.11    2.27    2.27 
ﾌﾙﾏﾔ ﾐｵ 島立小   +0.6   -1.0    +0.6    +0.6

16 7   440

14 10   375

15 2   192

12 14   300

13 12   381

10 3   134

11 4   409

8 8   412

9 11   246

6 5   131

7 6   373

4 13   320

5 9   351

2 1   147

3 16   450

記録 備考

1 15   407

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

小学4-6年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月3日  9:00

 ３回の
 最高記録

関 茉叶(6)
ｾｷ ﾏｶﾅ 芳川小
大池 桜月紀(6)
ｵｵｲｹ  ｻﾂﾞｷ 鎌田小
忠地 彩葉(4)
ﾀﾀﾞﾁ ｱﾔﾊ 芳川小
渡邊 結月(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 芝沢小
川上 楓花(5)
ｶﾜｶﾐ ﾌｳｶ 安曇小
吉岡 明優奈(5)
ﾖｼｵｶ ｱﾕﾅ 田川小
胡桃澤 真衣(6)
ｸﾙﾐｻﾜ  ﾏｲ 鎌田小
平出 花鈴(6)
ﾋﾗｲﾃﾞ  ｶﾘﾝ 旭町小
星野 聖菜(6)
ﾎｼﾉ  ｾﾅ 旭町小

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学4-6年女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  27.12

記録 備考

1 1   495
   o    o  35.59   35.59

2 9   218
   o    x  27.12  27.12 

 35.59 

  19.80

   o  21.93   21.93
3 3   482

   o

4 6   285
   o    o  19.80  19.80 

 21.93 

  18.26

   o  18.89   18.89
5 2   188

   o

6 4   422
   o    o  18.26  18.26 

 18.89 

   o  18.03   18.03
7 7   228

   o

 17.62 

 18.03 

8 8   130
   o    o

9 5   140
   o

 17.62   17.62

 16.51    x  16.51   16.51



予選 5月3日 12:05
決勝 5月3日 15:20

[ 1組] 風速 +2.3 [ 2組] 風速 +0.8

 1 堤 向日葵(2)     14.11 q  1 西村 佳菜子(3)     12.70 q
ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 筑摩野中 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 2 大塚 雨音(3)     14.43  2 古屋 悠(3)     14.03 q
ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ 山辺中 ﾌﾙﾔ ﾊﾙｶ 松本秀峰中

 3 平林 桃子(3)     14.86  3 中條 彩(3)     14.67 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 松島中 ﾅｶｼﾞｮｳ ｱﾔ 山辺中

 4 大月 純(2)     15.17  4 渡辺 実鈴(3)     15.29 
ｵｵﾂｷ ｼﾞｭﾝ 鎌田中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽｽﾞ 清水中

 5 戸谷 里咲(2)     15.18  5 上條 幸乃(3)     15.40 
ﾄﾔﾘｻ 菅野中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｷﾉ 鎌田中

 6 塚田 帆風(2)     15.73 川﨑 菜乃佳(2)
ﾂｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 高綱中 ｶﾜｻｷ ﾅﾉｶ 女鳥羽中

 7 井口 千夏(3)     16.18 上原夕希乃(2)
ｲｸﾞﾁ ﾁﾅﾂ 梓川中 ｳｴﾊﾗﾕｷﾉ 菅野中

[ 3組] 風速 +0.9 [ 4組] 風速 +0.3

 1 中村 芽生(2)     13.50 q  1 御子柴 優花(2)     13.47 q
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 波田中 ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中

 2 横山 可奈子(2)     14.18 q  2 中塚 真子(2)     14.39 
ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田中 ﾅｶﾂｶ ﾏｺ 波田中

 3 末木 杏華(2)     14.29  3 遠藤 利佳(3)     14.40 
ｽｴｷｷｮｳｶ 菅野中 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 梓川中

 4 的場 優衣(2)     14.37  4 井上 碧(2)     14.59 
ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ 清水中 ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 清水中

 5 久保田 樺乃(2)     14.71  5 上條 みなみ(2)     14.75 
ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ 鉢盛中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ 高綱中

 6 古田 実咲(3)     15.00  6 松崎 知沙(2)     15.04 
ﾌﾙﾀ ﾐｻｷ 女鳥羽中 ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ 山辺中

 7 山川 桃香(2)     15.83  7 永井 優江(1)     15.55 
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 高綱中 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｴ 松島中

[ 5組] 風速 -2.9

 1 宮川 恵衣(2)     13.83 q
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 附属松本中

 2 太田 もも(3)     14.01 q
ｵｵﾀ ﾓﾓ 清水中

 3 清水 美好(2)     14.42 
ｼﾐｽﾞﾐﾖｼ 附属松本中

 4 手塚 友貴乃(2)     14.83 
ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ 松島中

 5 白倉 李緒(2)     14.92 
ｼﾗｸﾗ ﾘｵ 信明中

 6 柴 彩夏(3)     15.18 
ｼﾊﾞ ｱﾔｶ 附属松本中

 7 塚田 知香(3)     15.54 
ﾂｶﾀﾞﾁｶ 菅野中

 8 上島 美咲(3)     16.08 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｻｷ 梓川中

 9 河野 莉奈(1)     16.33 
ｺｳﾉ ﾘﾅ 松島中

風速 -2.8

 1 西村 佳菜子(3)     13.17 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 2 御子柴 優花(2)     13.96 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中

 3 太田 もも(3)     14.19 
ｵｵﾀ ﾓﾓ 清水中

 4 宮川 恵衣(2)     14.22 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 附属松本中

 5 中村 芽生(2)     14.34 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 波田中

 6 横山 可奈子(2)     14.71 
ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田中

 7 古屋 悠(3)     14.83 
ﾌﾙﾔ ﾊﾙｶ 松本秀峰中

 8 堤 向日葵(2)     14.88 
ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 筑摩野中

中学女子

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

所属名 記録／備考
2  5983

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  5818

7  5716

8  5878

6  5917

5  3621

3  5965

順 ﾚｰﾝ No.

5  5877

2  5712

8  5962

3  6658

氏  名 所属名 記録／備考
4  5732

7  6043
欠場

6  5679

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  5963

2  3255

8  5717

6  5690

4  6093

所属名 記録／備考
8  6090

5  5919

順

3  6041

2  3620

6  5687

3  3256

5  5889

4  5817

7  5921

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  6124

2  5680

6  5824

1  5734

4  6114

8  5947

3  3619

9  6125

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  5836

4  6090

所属名 記録／備考
6  5732

5  3255

9  5680

7  6124

2  5983

3  5717

8  6658



予選 5月3日  9:50
決勝 5月3日 15:00

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 -0.8

 1 安田 三奈美(2)     28.94 q  1 倉沢 果歩(3)     28.16 q
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中 ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中

 2 高波 舞(3)     29.96 q  2 青木美桜那(3)     29.54 q
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 波田中 ｱｵｷﾐｵﾅ 菅野中

 3 中島萌々香(2)     29.99 q  3 川井 海帆(2)     29.88 q
ﾅｶｼﾞﾏﾓﾓｶ 菅野中 ｶﾜｲ ｶﾎ 鉢盛中

 4 茅野 晶(2)     30.57 q  4 米山 みく(2)     30.39 q
ﾁﾉ ｱｷ 清水中 ﾖﾈﾔﾏﾐｸ 菅野中

 5 今井 香帆(2)     31.10  5 樋口 萌木(2)     30.60 
ｲﾏｲ  ｶﾎ 丸ﾉ内中 ﾋｸﾞﾁ ﾓｴｷﾞ 附属松本中

 6 小澤 由衣(2)     31.35  6 中嶋 史穂(3)     31.38 
ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 信明中 ﾅｶｼﾞﾏｼﾎ 菅野中
小林 侑生(2) 田中 志野(3)
ｺﾊﾞﾔｼﾕｳｷ 菅野中 ﾀﾅｶ  ｼﾉ 丸ﾉ内中

松山 由里香(2)
ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 松島中

風速 -2.0

 1 倉沢 果歩(3)     28.09 
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中

 2 安田 三奈美(2)     28.78 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中

 3 青木美桜那(3)     29.47 
ｱｵｷﾐｵﾅ 菅野中

 4 中島萌々香(2)     29.89 
ﾅｶｼﾞﾏﾓﾓｶ 菅野中

 5 川井 海帆(2)     29.90 
ｶﾜｲ ｶﾎ 鉢盛中

 6 茅野 晶(2)     30.12 
ﾁﾉ ｱｷ 清水中

 7 米山 みく(2)     30.20 
ﾖﾈﾔﾏﾐｸ 菅野中
高波 舞(3)
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 波田中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子

200m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

3  3252

所属名 記録／備考
5  6096

7  5766

4  5940

2  5686

6  5763

8  5731

6  5945

順 ﾚｰﾝ No.

5  6092

9  6116

4  5955

氏  名 所属名 記録／備考
3  6084

8  5953

2  5961

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
7  5816

欠場

欠場

4  6096

所属名 記録／備考
6  6084

7  6092

5  5955

8  5940

9  3252
棄権

3  5686

2  5961



決勝 5月3日 13:10

[ 1組] [ 2組]

 1 斉藤 眞夕(3)   2:29.90  1 赤羽 純美玲(3)   2:22.81 
ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 大野川中 ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 開成中

 2 山田 里花(2)   2:46.06  2 古河 雅(2)   2:31.14 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｶ 鉢盛中 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾔﾋﾞ 鉢盛中

 3 神戸 美穂(2)   2:47.21  3 青木 弥佳(2)   2:38.79 
ｺﾞｳﾄﾞ ﾐﾎ 山辺中 ｱｵｷ ﾐｶ 附属松本中

 4 山本 幸奈(3)   2:50.83  4 田中 日奈子(3)   2:43.32 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅ 清水中 ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 信明中

 5 新井 早季(3)   2:51.34  5 関﨑 椎菜(2)   2:46.86 
ｱﾗｲ ｻｷ 筑摩野中 ｾｷｻﾞｷ ｼｲﾅ 松島中

 6 岩垂瀬夏(2)   2:52.59  6 原 芽ぐみ(3)   2:47.04 
ｲﾜﾀﾞﾚｾﾅ 菅野中 ﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 鎌田中

 7 星野 萌(2)   2:53.13  7 古林 あみ(2)   2:57.75 
ﾎｼﾉ ﾓｴ 旭町中 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 筑摩野中

 8 稲持 叶衣(1)   3:06.32  8 茂澄穂乃夏(3)   3:00.01 
ｲﾅﾓﾁ ｶﾅｴ 松島中 ﾓｽﾞﾐﾎﾉｶ 菅野中

[ 3組] [ 4組]

 1 塩原真悠(3)   2:36.89  1 一之瀬 陽菜(3)   2:30.61 
ｼｵﾊﾗﾏﾕ 菅野中 ｲﾁﾉｾ ﾊﾙﾅ 附属松本中

 2 村上 明日香(2)   2:45.22  2 鈴木 紗穏楓(3)   2:36.20 
ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 鉢盛中 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 鉢盛中

 3 秋川 有紀(3)   2:49.19  3 柴田紗来(2)   2:36.39 
ｱｷｶﾜ ﾕｷ 筑摩野中 ｼﾊﾞﾀｻﾗ 菅野中

 4 小祝 あおは(2)   2:57.32  4 廣田 みゆ(2)   2:47.89 
ｺｲﾜｲ ｱｵﾊ 清水中 ﾋﾛﾀ ﾐﾕ 筑摩野中

 5 百瀨 鈴(2)   3:00.94  5 宮林 悠莉(2)   2:48.81 
ﾓﾓｾ ｽｽﾞ 山辺中 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾘ 開成中

 6 本山 穂(2)   3:04.00  6 和田 真歩(2)   2:51.06 
ﾓﾄﾔﾏ ﾐﾉﾘ 附属松本中 ﾜﾀﾞ ﾏﾎ 清水中

 7 村山 美紅(1)   3:21.73  7 清水 紗希(3)   2:54.41 
ﾑﾗﾔﾏ ﾐｸ 松島中 ｼﾐｽﾞ  ｻｷ 丸ﾉ内中
進藤 綾音(2)  8 富山 めぐみ(2)   2:55.34 
ｼﾝﾄｳ ｱﾔﾈ 高綱中 ﾄﾐﾔ ﾒｸﾞﾐ 松島中

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

4  5893

9  3671

5  6091

8  6851

6  5675

7  5977

5  59842  5791

3  5839

順 ﾚｰﾝ No.
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6  5833

3  6089

所属名 記録／備考
8  5849

4  5715

2  5737

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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7  6095

所属名 記録／備考
3  5939

4  5978

2  5689

欠場

9  6115
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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8  5851

6  6853

3  5986
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4  5688

2  5760



   1 赤羽 純美玲(3) 開成中     2:22.81   2   1
   2 斉藤 眞夕(3) 大野川中     2:29.90   1   1
   3 一之瀬 陽菜(3) 附属松本中     2:30.61   4   1
   4 古河 雅(2) 鉢盛中     2:31.14   2   2
   5 鈴木 紗穏楓(3) 鉢盛中     2:36.20   4   2
   6 柴田紗来(2) 菅野中     2:36.39   4   3
   7 塩原真悠(3) 菅野中     2:36.89   3   1
   8 青木 弥佳(2) 附属松本中     2:38.79   2   3
   9 田中 日奈子(3) 信明中     2:43.32   2   4
  10 村上 明日香(2) 鉢盛中     2:45.22   3   2
  11 山田 里花(2) 鉢盛中     2:46.06   1   2
  12 関﨑 椎菜(2) 松島中     2:46.86   2   5
  13 原 芽ぐみ(3) 鎌田中     2:47.04   2   6
  14 神戸 美穂(2) 山辺中     2:47.21   1   3
  15 廣田 みゆ(2) 筑摩野中     2:47.89   4   4
  16 宮林 悠莉(2) 開成中     2:48.81   4   5
  17 秋川 有紀(3) 筑摩野中     2:49.19   3   3
  18 山本 幸奈(3) 清水中     2:50.83   1   4
  19 和田 真歩(2) 清水中     2:51.06   4   6
  20 新井 早季(3) 筑摩野中     2:51.34   1   5
  21 岩垂瀬夏(2) 菅野中     2:52.59   1   6
  22 星野 萌(2) 旭町中     2:53.13   1   7
  23 清水 紗希(3) 丸ﾉ内中     2:54.41   4   7
  24 富山 めぐみ(2) 松島中     2:55.34   4   8
  25 小祝 あおは(2) 清水中     2:57.32   3   4
  26 古林 あみ(2) 筑摩野中     2:57.75   2   7
  27 茂澄穂乃夏(3) 菅野中     3:00.01   2   8
  28 百瀨 鈴(2) 山辺中     3:00.94   3   5
  29 本山 穂(2) 附属松本中     3:04.00   3   6
  30 稲持 叶衣(1) 松島中     3:06.32   1   8
  31 村山 美紅(1) 松島中     3:21.73   3   7

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

 6130
 6089
 6086
 6853

組 順位
 5849
 3671

 6091
 5833
 5715
 5893

 5939
 6108
 5737
 6095

 5688
 5977
 6851
 5791

 5986
 5851
 5978
 5675

 5840

 5941
 5884
 6115
 5839

 5760
 5822
 5689
 5984



決勝 5月3日 16:00

 1 曽根ほの翔(2)  10:56.74 
ｿﾈﾎﾉｶ 菅野中

 2 矢島風香(3)  11:03.36 
ﾔｼﾞﾏﾌｳｶ 菅野中

 3 内山 璃沙(2)  11:11.58 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｻ 附属松本中

 4 川上 雅子(2)  11:14.77 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 山辺中

 6 一之瀬 陽菜(3)  11:27.96 
ｲﾁﾉｾ ﾊﾙﾅ 附属松本中

 7 赤羽ゆり華(2)  11:28.15 
ｱｶﾊﾈﾕﾘｶ 菅野中

 8 小林鈴華(3)  11:34.80 
ｺﾊﾞﾔｼｽｽﾞｶ 菅野中

 9 千見寺 美未香(3)  12:05.82 
ﾁｹﾝｼﾞ ﾐﾐｶ 鎌田中

10 川上 直美(2)  12:10.51 
ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 山辺中

11 山川 桃佳(3)  12:34.70 
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 鉢盛中

12 北原 すみれ(3)  12:51.35 
ｷﾀﾊﾗ ｽﾐﾚ 女鳥羽中

13 大前 晴奈(2)  12:53.21 
ｵｵﾏｴ  ﾊﾙﾅ 丸ﾉ内中

中学女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

14  6109

7  6854

9  5944

1  6852

2  5885

15  6130

4  5891

3  5937

10  5713

8  5672

6  6083

5  6042



決勝 5月3日 11:10

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +1.3

 1 東本 真実(3)     16.98  1 籏町 佳代(3)     16.72 
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ 附属松本中 ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ 鉢盛中

 2 塩原 由夏(3)     17.04  2 牛丸 亜美(3)     17.24 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 鉢盛中 ｳｼﾏﾙ ｱﾐ 波田中

 3 宮澤 実侑紀(2)     20.31  3 下条 菜摘(3)     18.93 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾐﾕｷ 開成中 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 旭町中

 4 座間 美咲(3)     21.01  4 小口 寿子(2)     20.89 
ｻﾞﾏﾐｻｷ 菅野中 ｵｸﾞﾁ ﾋｻｺ 附属松本中

 5 宮澤 絢羽(2)     21.09  5 中村 百花(2)     21.31 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾔﾊ 丸ﾉ内中 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 旭町中

 6 藤澤 亜美(2)     25.72  6 山﨑 櫻子(3)     21.62 
ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾐ 高綱中 ﾔﾏｻﾞｷ  ｻｸﾗｺ 附属松本中

中学女子

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

 5764

3  5852

2  6106

6  6085

No. 氏  名 所属名

4  5915

5  5959

7

4  3250

2  5801

記録／備考
6  6087

ﾚｰﾝ

7  5788

5  6112

3  6110



   1 籏町 佳代(3) 鉢盛中     16.72 (+1.3)   2   1
   2 東本 真実(3) 附属松本中     16.98 (+1.4)   1   1
   3 塩原 由夏(3) 鉢盛中     17.04 (+1.4)   1   2
   4 牛丸 亜美(3) 波田中     17.24 (+1.3)   2   2
   5 下条 菜摘(3) 旭町中     18.93 (+1.3)   2   3
   6 宮澤 実侑紀(2) 開成中     20.31 (+1.4)   1   3
   7 小口 寿子(2) 附属松本中     20.89 (+1.3)   2   4
   8 座間 美咲(3) 菅野中     21.01 (+1.4)   1   4
   9 宮澤 絢羽(2) 丸ﾉ内中     21.09 (+1.4)   1   5
  10 中村 百花(2) 旭町中     21.31 (+1.3)   2   5
  11 山﨑 櫻子(3) 附属松本中     21.62 (+1.3)   2   6
  12 藤澤 亜美(2) 高綱中     25.72 (+1.4)   1   6

順位 No. 氏  名 都道府県

中学女子

100mH(0.762m)
タイムレース

順位
 6087
 6106
 6085

所属名 記録（風） 備考 組

 5915

 5959
 5764
 5788
 6112

 3250
 5801
 5852
 6110



予選 5月3日 13:55
決勝 5月3日 16:30

[ 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   7 波田中  3256 中塚 真子(2)     53.91 q  1   8 鉢盛中  6087 籏町 佳代(3)     52.93 q

ﾅｶﾂｶ ﾏｺ ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ
 3250 牛丸 亜美(3)  6090 御子柴 優花(2)

ｳｼﾏﾙ ｱﾐ ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 3255 中村 芽生(2)  6084 倉沢 果歩(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 3252 高波 舞(3)  6096 安田 三奈美(2)

ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 2   2 清水中(A)  5687 井上 碧(2)     54.62 q  2   4 旭町中  5805 高橋 茉里(3)     54.89 q

ｲﾉｳｴ ｱｵｲ ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ
 5677 中田 佑香(3)  5806 矢島 芽依(3)

ﾅｶﾀ ﾕｳｶ ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ
 5690 的場 優衣(2)  5790 滋田 祐希(2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ
 5680 太田 もも(3)  5801 下条 菜摘(3)

ｵｵﾀ ﾓﾓ ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ
 3   9 附属松本中  6114 清水 美好(2)     54.77 q  3   5 菅野中(A)  5945 小林 侑生(2)     55.24 q

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｼﾐｽﾞﾐﾖｼ ｺﾊﾞﾔｼﾕｳｷ
 6124 宮川 恵衣(2)  5964 柴田 友菜(3)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ ｼﾊﾞﾀﾕｳﾅ
 6107 辻本 采香(3)  5959 座間 美咲(3)

ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ ｻﾞﾏﾐｻｷ
 6106 東本 真実(3)  5955 青木美桜那(3)

ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ ｱｵｷﾐｵﾅ
 4   6 開成中  5852 宮澤 実侑紀(2)     55.89 q  4   7 山辺中  5878 大塚 雨音(3)     56.31 

ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾐﾕｷ ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ
 5849 赤羽 純美玲(3)  5877 中條 彩(3)

ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ ﾅｶｼﾞｮｳ ｱﾔ
 5848 若林 葉南(3)  5890 浅村 美優(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ
 5851 宮林 悠莉(2)  5889 松崎 知沙(2)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾘ ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ
 5   3 松島中  5818 平林 桃子(3)     56.27 q  5   2 清水中(B)  5686 茅野 晶(2)     56.72 

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ ﾁﾉ ｱｷ
 5816 松山 由里香(2)  5688 和田 真歩(2)

ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ ﾜﾀﾞ ﾏﾎ
 5820 小林 みか(3)  5676 蓼原 彩奈(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ ﾀﾃﾞﾊﾗ ｱﾔﾅ
 5824 手塚 友貴乃(2)  5679 渡辺 実鈴(3)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽｽﾞ
 6   8 菅野中(B)  5946 塩島 有紗(3)     56.70  6   6 丸ﾉ内中  5764 宮澤 絢羽(2)     58.31 

ｼｵｼﾞﾏｱﾘｻ ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾔﾊ
 5963 末木 杏華(2)  5777 花村 菜々子(3)

ｽｴｷｷｮｳｶ ﾊﾅﾑﾗ  ﾅﾅｺ
 5953 中嶋 史穂(3)  5767 齋藤 汐音(2)

ﾅｶｼﾞﾏｼﾎ ｻｲﾄｳ  ｼｵﾈ
 5940 中島萌々香(2)  5766 今井 香帆(2)

ﾅｶｼﾞﾏﾓﾓｶ ｲﾏｲ  ｶﾎ
 7   4 高綱中(A)  5921 上條 みなみ(2)     57.24  7   3 鎌田中  5716 大月 純(2)     58.39 

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ ｵｵﾂｷ ｼﾞｭﾝ
 5912 酒井 菜々子(3)  5717 横山 可奈子(2)

ｻｶｲ ﾅﾅｺ ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ
 5919 山川 桃香(2)  5712 上條 幸乃(3)

ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｷﾉ
 5914 町田 早耶香(3)  5715 原 芽ぐみ(3)

ﾏﾁﾀﾞ ｻﾔｶ ﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ
  5 信明中  5728 青木 七海(2)

ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 失格
 5732 西村 佳菜子(3) R1(3-4)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 5734 白倉 李緒(2)

ｼﾗｸﾗ ﾘｵ
 5731 小澤 由衣(2)

ｵｻﾞﾜ ﾕｲ

中学女子

4×100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 鉢盛中  6087 籏町 佳代(3)     52.89 

ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ
 6090 御子柴 優花(2)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 6084 倉沢 果歩(3)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 6096 安田 三奈美(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 2   4 波田中  3256 中塚 真子(2)     53.57 

ﾅｶﾂｶ ﾏｺ
 3250 牛丸 亜美(3)

ｳｼﾏﾙ ｱﾐ
 3255 中村 芽生(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
 3252 高波 舞(3)

ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ
 3   8 旭町中  5805 高橋 茉里(3)     54.59 

ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ
 5806 矢島 芽依(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ
 5790 滋田 祐希(2)

ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ
 5801 下条 菜摘(3)

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ
 4   5 附属松本中  6114 清水 美好(2)     54.68 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｼﾐｽﾞﾐﾖｼ
 6124 宮川 恵衣(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ
 6107 辻本 采香(3)

ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ
 6106 東本 真実(3)

ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ
 5   9 菅野中(A)  5945 小林 侑生(2)     54.77 

ｺﾊﾞﾔｼﾕｳｷ
 5964 柴田 友菜(3)

ｼﾊﾞﾀﾕｳﾅ
 5959 座間 美咲(3)

ｻﾞﾏﾐｻｷ
 5955 青木美桜那(3)

ｱｵｷﾐｵﾅ
 6   7 清水中(A)  5687 井上 碧(2)     54.87 

ｲﾉｳｴ ｱｵｲ
 5677 中田 佑香(3)

ﾅｶﾀ ﾕｳｶ
 5690 的場 優衣(2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ
 5680 太田 もも(3)

ｵｵﾀ ﾓﾓ
 7   3 松島中  5818 平林 桃子(3)     57.26 

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ
 5816 松山 由里香(2)

ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ
 5824 手塚 友貴乃(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ
 5820 小林 みか(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ
 8   2 開成中  5852 宮澤 実侑紀(2)   1:00.77 

ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾐﾕｷ
 5849 赤羽 純美玲(3)

ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ
 5848 若林 葉南(3)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ
 5851 宮林 悠莉(2)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾘ

中学女子

4×100m
決勝



決勝 5月3日 10:30

上沼 瑞季(2)
ｳｴﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 附属松本中
矢ヶ崎 菜奈(3)
ﾔｶﾞｻｷ ﾅﾅ 筑摩野中
二木 珠衣(3)
ﾌﾀﾂｷﾞ ｼﾞｭｲ 信明中
赤羽 遥香(3)
ｱｶﾊﾈ ﾊﾙｶ 旭町中
蓼原 彩奈(3)
ﾀﾃﾞﾊﾗ ｱﾔﾅ 清水中
齋藤 汐音(2)
ｻｲﾄｳ  ｼｵﾈ 丸ﾉ内中
矢島 由衣(3)
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 山辺中
若林 葉南(3)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 開成中
宮崎 涼花(2)
ﾐﾔｻﾞｷ ｽｽﾞｶ 大野川中
水口 由葵(3)
ﾐｽﾞｸﾞﾁﾕｷ 菅野中
越道 奈々(3)
ｺｼﾐﾁ ﾅﾅ 高綱中
百瀬 そよか(2) 欠場
ﾓﾓｾ ｿﾖｶ 波田中

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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決勝 5月3日 10:30

 ３回の
 最高記録

矢島 芽依(3)   4.58   4.88   4.97    4.97   4.70   4.75   4.76    4.97 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 旭町中   -0.4   +3.0   +1.4    +1.4   -1.4   +3.3   +3.4    +1.4
青木 七海(2)   4.23   4.34   4.37    4.37    x   4.26   4.51    4.51 
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 信明中   +2.2   +2.5   +0.7    +0.7   -0.2   +2.9    +2.9
三輪 才佳(3)   4.31   4.45   3.64    4.45   4.00   4.43   4.46    4.46 
ﾐﾜ ﾄｼｶ 旭町中   +0.5   +3.0   +0.1    +3.0   -2.1   +3.1   +2.0    +2.0
中田 佑香(3)   4.32    x   4.42    4.42   4.08   4.30   4.28    4.42 
ﾅｶﾀ ﾕｳｶ 清水中    0.0   +2.0    +2.0   +0.7   +0.4   +2.5    +2.0
辻本 采香(3)   4.38   4.03    x    4.38   4.06    x   4.04    4.38 
ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 附属松本中   +1.1   +1.9    +1.1   +2.6   +1.3    +1.1
浅村 美優(2)   4.04   3.82   3.97    4.04   4.27   4.00   4.14    4.27 
ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ 山辺中   -0.3   +2.7   +1.4    -0.3   +1.6   +1.0   +4.4    +1.6
内田 真愛(2)   4.04   3.98   3.99    4.04   3.98   3.94   4.06    4.06 
ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ 附属松本中   +2.2   +2.3   +1.5    +2.2   +1.0   -0.6   +3.9    +3.9
花村 菜々子(3)   3.91   3.89   4.03    4.03   4.00    x   3.76    4.03 
ﾊﾅﾑﾗ  ﾅﾅｺ 丸ﾉ内中   +1.9   +1.1   +1.4    +1.4   +1.9   +3.5    +1.4
宮澤 奈央(3)   3.75   4.01    x    4.01    4.01 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｵ 波田中   +3.4   +1.1    +1.1    +1.1
西澤 爽世(3)   3.84   3.96   3.85    3.96    3.96 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾖ 山辺中   +3.7   +2.2   +0.6    +2.2    +2.2
酒井 菜々子(3)   3.70   3.95   3.79    3.95    3.95 
ｻｶｲ ﾅﾅｺ 高綱中   -1.7   +2.6   +2.4    +2.6    +2.6
永坂 穂乃佳(2)   3.54   3.76   3.79    3.79    3.79 
ﾅｶﾞｻｶ ﾎﾉｶ 山辺中   +3.0   +2.5   +2.2    +2.2    +2.2
市橋 史佳(2)   3.33   3.46   3.64    3.64    3.64 
ｲﾁﾊｼ ﾌﾐｶ 信明中   +1.9   +4.5   +1.4    +1.4    +1.4
小林 真菜(3)   3.19   3.41   3.62    3.62    3.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 高綱中   +1.4   +3.0   +1.3    +1.3    +1.3
中澤 摩由(3)   3.55   3.59   3.35    3.59    3.59 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾕｷ 開成中   +2.1   +1.1   -0.2    +1.1    +1.1
横川 菜央(2)   3.38   3.44   3.23    3.44    3.44 
ﾖｺｶﾜ ﾅｵ 高綱中   +2.3   +2.5   +0.8    +2.5    +2.5
塩島 有紗(3)   2.72   3.42   2.78    3.42    3.42 
ｼｵｼﾞﾏｱﾘｻ 菅野中   -0.1   +3.3   +0.6    +3.3    +3.3
工藤 真白(2)    x    x   3.28    3.28    3.28 
ｸﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 旭町中   +2.1    +2.1    +2.1
中斎 水萌(2)   3.10   3.24   2.84    3.24    3.24 
ﾅｶｻｲ ﾐﾓｴ 高綱中   -1.4   +2.0   +0.6    +2.0    +2.0

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 16  5806

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

2 12  5728

3 14  5803

4 17  5677

5 19  6107

6 7  5890

7 18  6113

8 11  5777

9 13  3251

10 9  5879

11 15  5912

12 5  5883

13 4  5738

14 6  5913

15 10  5847

16 3  5916

17 2  5946

18 8  5787

19 1  5923



決勝 5月3日 11:00

 ３回の
 最高記録

高橋 茉里(3)
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ 旭町中
滋田 祐希(2)
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 旭町中
町田 早耶香(3)
ﾏﾁﾀﾞ ｻﾔｶ 高綱中
大沼 瑠奈(3)
ｵｵﾇﾏ ﾙﾅ 鉢盛中
柴田 友菜(3)
ｼﾊﾞﾀﾕｳﾅ 菅野中
小林 みか(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 松島中
原 弘子(3)
ﾊﾗ ﾋﾛｺ 清水中
船坂  望(3)
ﾌﾅｻｶﾉｿﾞﾐ 菅野中
上野 沙耶加(3)
ｳｴﾉ  ｻﾔｶ 丸ﾉ内中
中村 公香(2)
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 鉢盛中
町田 みさ(2)
ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻ 高綱中
奥原 夕奈(3)
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 旭町中
羽賀 萌(2)
ﾊｶﾞ ﾒｸﾞﾐ 附属松本中
大出 菜々葉(2)
ｵｵｲﾃﾞ ﾅﾅﾊ 高綱中

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

   8.72

記録 備考

1 12  5805
  8.81   7.94   9.06    9.06

2 6  5790
  7.81   7.94   8.72   7.83   8.53   8.96   8.96 

  8.84   9.11   9.11   8.78

   7.95

  8.40   7.93    8.72    x
3 8  5914

  8.72

4 9  6082
  7.14   7.84   7.95   8.11   8.60   8.64   8.64 

  7.72   7.55   8.72 

   8.44

  7.88   7.87    8.60   7.93
5 3  5964

  8.60

6 1  5820
  8.13   8.44   8.11   7.92   8.17   8.36   8.44 

  8.12   8.42   8.60 

   7.54

  7.84   7.46    7.84   7.59
7 7  5678

  7.41

8 5  5950
  7.54    x   6.90   7.54   7.12   7.79   7.79 

  6.93   7.26   7.84 

   7.04

  7.37   7.23    7.37
9 10  5756

  7.00

10 11  6094
  6.76   7.04   6.67   7.04 

  7.37 

   6.35

  6.56    x    6.59
11 13  5918

  6.59

12 4  5804
  6.35   6.20    x   6.35 

  6.59 

   5.54

  6.20   6.17    6.20
13 14  6117

  5.88

14 2  5920
  5.48   5.38   5.54   5.54 

  6.20 



予選 5月3日 12:45
決勝 5月3日 15:30

[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 +1.1

 1 前澤 朱音(1)     13.55 q  1 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(2)     12.89 q
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 2 麻沼 優紀(1)     13.67 q  2 市岡 奈月(3)     12.95 q
ｱｻﾇﾏ ﾕｷ 松本秀峰高 ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎高

 3 上條 渓(1)     13.68 q  3 八剱 夏帆(3)     13.26 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園高 ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 松本県ヶ丘高

 4 加藤 優美(1)     13.69 q  4 長村 紋(1)     13.29 q
ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園高 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 5 桐井 彩実(2)     13.88 水澤 志保子(2)
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志高 ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ 松本大

 6 村山 奈菜(1)     14.43 奥島 美空(3)
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松本蟻ヶ崎高 ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園高

 7 小澤 美紀(1)     14.50 瀧澤 祐未(2)
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 松本蟻ヶ崎高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大
大沼 葉月(2)
ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 田川高

風速 -3.8

 1 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(2)     13.24 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 2 市岡 奈月(3)     13.53 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎高

 3 長村 紋(1)     13.67 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 4 八剱 夏帆(3)     13.74 
ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 松本県ヶ丘高

 5 前澤 朱音(1)     14.18 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高

 6 加藤 優美(1)     14.38 
ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園高

 7 上條 渓(1)     14.48 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園高
麻沼 優紀(1)
ｱｻﾇﾏ ﾕｷ 松本秀峰高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

一般･高校女子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

3   329

所属名 記録／備考
4  1982

2  1782

6  1981

8  1918

 2458
欠場

7  1864

5  1862

所属名 記録／備考
7  1943

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  1793

4   609

3  1894

5  1935
欠場

6   607

2   611
欠場

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9

7   609

5  1943

6  1894

3  1918

4  1793

9  1982

棄権

2  1981

8   329



予選 5月3日 10:00
決勝 5月3日 15:05

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +0.6

 1 上條 渓(1)     28.36 q  1 長村 紋(1)     27.10 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園高 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 2 輿 初菜(3)     28.50 q  2 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(3)     27.36 q
ｺｼ ｳｲﾅ 松本蟻ヶ崎高 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園高

 3 山村 彩花(2)     28.81 q  3 麻沼 優紀(1)     28.47 q
ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高 ｱｻﾇﾏ ﾕｷ 松本秀峰高

 4 小笠原 綾(3)     29.47  4 桐井 彩実(2)     28.74 q
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ 田川高 ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志高

 5 樋口 智子(3)     29.82  5 新井 咲(1)     29.09 q
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 田川高 ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高

 6 中原 理沙(2)     30.46  6 奥島 彩葉(1)     29.78 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 松本美須々ヶ丘高 ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園高

 7 栁瀬 舞(1)     30.69 瀧澤 祐未(2)
ﾔﾅｾ ﾏｲ 創造学園高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大
中島 涼香(2) 水澤 志保子(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘高 ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ 松本大

風速 -4.3

 1 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(3)     27.35 
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園高

 2 長村 紋(1)     28.08 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 3 山村 彩花(2)     29.32 
ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

 4 上條 渓(1)     29.54 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園高

 5 麻沼 優紀(1)     29.54 
ｱｻﾇﾏ ﾕｷ 松本秀峰高

 6 輿 初菜(3)     29.74 
ｺｼ ｳｲﾅ 松本蟻ヶ崎高

 7 桐井 彩実(2)     30.04 
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志高

 8 新井 咲(1)     30.97 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

一般･高校女子

200m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

8  1898

所属名 記録／備考
9  1981

6  2457

4  1872

2  2456

5  1849
欠場

7  1847

3  1983

所属名 記録／備考
9   609

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4   329

5  1782

8  1934

6  1919

3   607

2  1916

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
7   611

欠場

4   609

所属名 記録／備考
5  1934

6   329

2  1872

7  1981

3  1916

9  1898

8  1782



決勝 5月3日 13:35

 1 赤羽 美柚(1)   2:25.41 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎高

 2 一之瀬 令菜(3)   2:37.52 
ｲﾁﾉｾ ﾚﾅ 松本蟻ヶ崎高

 3 蛭田 凜(2)   2:39.35 
ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 松本美須々ヶ丘高

 4 岩垂 瞳(2)   2:42.09 
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 松本美須々ヶ丘高

 5 三田村 優来(2)   2:54.97 
ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 松本県ヶ丘高
折橋 真生(3)
ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 松本蟻ヶ崎高

一般･高校女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1853

7  1861

3  1897

5  1895
欠場

4  1850

2  1799



決勝 5月3日 16:00

 1 小松 彩乃(3)  11:16.94 
ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 松本蟻ヶ崎高
奥田 梨乃(2)
ｵｸﾀﾞ ﾘﾉ 松本美須々ヶ丘高
塚田 美穂(2)
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ 松本美須々ヶ丘高

一般･高校女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
13  1854

欠場

12  1896

11  1851



決勝 5月3日 16:40

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松商学園高(A)  1933 中村 泉紀(3)     51.17 

ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
 1943 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(2)

ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ
 1916 新井 咲(1)

ｱﾗｲ ｻｷ
 1934 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(3)

ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ
 2   3 松本県ヶ丘高  1795 小坂 奈桜(2)     51.70 

ｺｻｶ ﾅｵ
 1796 小澤 詩歩(2)

ｵｻﾞﾜ ｼﾎ
 1797 百瀬 亜希帆(2)

ﾓﾓｾ ｱｷﾎ
 1793 八剱 夏帆(3)

ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ
 3   2 松本蟻ヶ崎高  1872 山村 彩花(2)     53.74 

ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
 1898 輿 初菜(3)

ｺｼ ｳｲﾅ
 1863 星野 美音(1)

ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ
 1894 市岡 奈月(3)

ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ
 4   4 松商学園高(B)  1918 加藤 優美(1)     54.68 

ｶﾄｳ ﾕｳﾐ
 1944 長﨑 彩(2)

ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ
 1945 小林 沙彩(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ
 1919 奥島 彩葉(1)

ｵｸｼﾏ ｻﾖ
 5   5 田川高  2458 大沼 葉月(2)     55.81 

ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ
 2457 樋口 智子(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ
 2459 宇原 萌々香(1)

ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ
 2456 小笠原 綾(3)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ
  7 松本美須々ヶ丘  1842 藤原 佳奈(3)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ
 1845 伊藤 野々花(3)

ｲﾄｳ ﾉﾉｶ
 1849 中島 涼香(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
 1841 中村 芽以(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ

一般･高校女子

4×100m

決勝



決勝 5月3日 13:00

新井 咲(1)
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高
小林 沙彩(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園高
松島 愛(2) 欠場
ﾏﾂｼﾏ ｱｲ 松本大

一般･高校女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m30 1m35 1m40 1m43 1m46
1 2  1916

o o o o xxx

2 1  1945
o o xxx

 1.43

 1.35

3   613



決勝 5月3日 10:30

 ３回の
 最高記録

小澤 詩歩(2)   5.18   5.20   5.13    5.20   5.36   5.28   5.28    5.36 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高   +2.5   -0.6   +1.5    -0.6   -1.0   +1.4   +0.9    -1.0
百瀬 亜希帆(2)   5.20   4.69    -    5.20   4.82    -    -    5.20 
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘高   +1.0   -0.6    +1.0   -0.6    +1.0
伊藤 野々花(3)    x   4.69   5.09    5.09    x    x   5.02    5.09 
ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 松本美須々ヶ丘高   -1.4   +0.9    +0.9   +1.7    +0.9
小坂 奈桜(2)    x   4.62    x    4.62   4.71   4.94   4.74    4.94 
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘高   +0.5    +0.5   -0.8   +1.8   -0.2    +1.8
長﨑 彩(2)    x   4.04   4.01    4.04   3.87   4.26   4.15    4.26 
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 松商学園高   -1.0   +1.9    -1.0   -0.8   +2.0   +1.1    +2.0
星野 美音(1)   3.92   4.01   3.13    4.01   3.92   4.02   3.98    4.02 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎高   +1.2   +1.5   +1.4    +1.5   -0.1   +1.3   +3.3    +1.3
前澤 朱音(1)   3.62   3.35   2.87    3.62    -   3.03   3.21    3.62 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高   +0.5   +2.3   +1.5    +0.5   +1.0   +2.6    +0.5
栁瀬 舞(1)   2.73   3.03   3.36    3.36    -   2.99    x    3.36 
ﾔﾅｾ ﾏｲ 創造学園高   +0.6   +2.5   +1.5    +1.5   +1.5    +1.5

一般･高校女子

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 8  1796

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

2 6  1797

3 7  1845

4 4  1795

5 5  1944

8 2  1983

6 3  1863

7 1  1982
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佐藤 ゆきの(2)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園高
中川 希(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園高
藤原 美月(2)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本美須々ヶ丘高

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

一般･高校女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録 備考

1 1  1925
   o    o    o    o

   o  20.27 

   o  20.84  20.84 

2 3  1942
   x  20.02

3 2  1848
 16.92

 20.27    o   x   20.02

   o    x  16.92    x    o   16.92    o
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