
第52回県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 川上　修
兼　第63回中信地区中学校陸上競技大会 跳躍審判長 中原　信一

投擲審判長 中原　信一
【開催日】 平成25年6月2日 記録主任： 江橋　邦男
【主催団体】 中信地区中学校体育連盟 決勝記録一覧表
(GR:大会新,CR GR:県中学新) 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/ 2 女子1年  -1.3深澤 由惟(1) 14.03 臼井 緑彩(1) 14.41 上條 のあ(1) 14.50 遠藤 由菜(1) 14.63 中村 優里(1) 14.67 中沢 楓香(1) 14.72 金井 向日葵(1) 14.75 栃木 優衣(1) 14.92

100m 豊科北 穂高東 鉢盛 穂高東 高綱 波田 北安松川 上松
 6/ 2 栗空 実穂(1) 4.30(-1.4) 中村 朱里(1) 4.13(+0.8) 髙橋 はる(1) 4.08(+0.1) 太田 彩水(1) 3.98(+1.1) 青島まど華(1)3.94(-0.2) 宍戸 優希(1) 3.86(+1.4) 赤澤 亜実(1) 3.82(+1.3) 鹿崎さくら(1)3.71(+3.2)

走幅跳 王滝 鉢盛 仁科台 塩尻 王滝 開成 信明 塩尻広陵
 6/ 2 女子2年  -2.7森本 知隼(2) 12.85 木村 凌(2) 12.95 御子柴 優花(2) 13.30 中村 芽生(2) 13.61 宮川 恵衣(2) 13.61 清水 美好(2) 13.87 木田村 美央(2) 13.90 青柳 里央(2) 13.98

100m 塩尻 豊科北 鉢盛 波田 附属松本 附属松本 福島 穂高東
 6/ 2 女子3年  -2.1西村 佳菜子(3) 12.64 太田 もも(3) 13.61 西澤 羽純(3) 13.71 白石 ひかり(3) 13.74 青木 美桜那(3) 13.80 牧元 美沙(3) 13.92 児玉 奈美(3) 14.04 田中 志野(3) 14.11

100m 信明 清水 豊科北 三郷 菅野 大町第一 明科 丸ﾉ内
 6/ 2 女子1,2年 豊科北       54.22 波田       54.79 鉢盛       55.38 丘       56.69 菅野       56.74 穂高東       56.97 仁科台       57.33 附属松本       58.79

4×100m 齊藤 雅(1) 中沢 楓香(1) 高安 結衣(1) 宮坂 梨乃(1) 望月 舞衣(1) 遠藤 由菜(1) 髙橋 はる(1) 寺島 千加(1)
深澤 由惟(1) 中塚 真子(2) 久保田 樺乃(2) 萩原 詳子(2) 末木 杏華(2) 石田 遥(1) 清水 玲香(1) 内田 真愛(2)
丸山 優佳(2) 斉藤 楓花(1) 川井 海帆(2) 松田 千奈(1) 米山 みく(2) 丸山 結衣(1) 澁谷 涼夏(1) 手賀 向日葵(1)
中井 遥菜(2) 百瀬 そよか(2) 上條 のあ(1) 古谷 菜穂(2) 西脇 明日香(1) 臼井 緑彩(1) 田中 瑞紀(2) 樋口 萌木(2)

 6/ 2 女子共通  -2.0齊藤 静花(2) 26.47 臼井 美紅(2) 26.53 倉沢 果歩(3) 27.90 辰口 和(2) 28.26 安田 三奈美(2) 28.50 三田 有紗(2) 28.51 高波 舞(3) 28.87 松山 由里香(2) 29.44
200m 豊科北 GR 豊科北 GR 鉢盛 穂高東 鉢盛 波田 波田 松島

 6/ 2 赤羽 純美玲(3) 2:18.42 鳥羽 美宇(3) 2:24.50 塩原 真悠(3) 2:27.76 斉藤 眞夕(3) 2:28.47 一ノ瀬 菜月(3) 2:30.07 村上 明日香(2) 2:31.36 須賀 夢佳(2) 2:31.46 小幡 海優(2) 2:33.16
800m 開成 GR 明科 菅野 大野川 附属松本 鉢盛 大桑 両小野

 6/ 2 吉江 美季(3) 5:00.21 矢島 風香(3) 5:03.91 川上 雅子(2) 5:03.92 中澤 紫音(2) 5:09.12 小林 鈴華(3) 5:09.68 内山 璃沙(2) 5:14.19 山川 桃佳(3) 5:20.39 黑川 真由香(2) 5:20.71
1500m 豊科北 菅野 山辺 豊科北 菅野 附属松本 鉢盛 大町第一

 6/ 2  -1.7籏町 佳代(3) 16.88 牛丸 亜美(3) 16.95 塩原 由夏(3) 17.31 座間 美咲(3) 17.90 下条 菜摘(3) 17.93 中村 あかね(3) 18.52 東本 真実(3) 18.91 後藤 彩衣(2) 20.27
100mH(0.762m) 鉢盛 波田 鉢盛 菅野 旭町 仁科台 附属松本 塩尻広陵

 6/ 2 塩原 美里(1) 1.45 上沼 瑞季(2) 1.40 胡桃 沙紀(2) 1.40 蓼原 彩奈(3) 清水 1.40 二木 珠衣(3) 1.35 日野 美香(3) 1.35 松井 美奈実(3) 1.30
走高跳 高瀬 附属松本 穂高西 齋藤 汐音(2) 丸ﾉ内 信明 白馬 福島

 6/ 2 二村 紋名(3) 10.30 町田 早耶香(3) 9.85 柴田 友菜(3) 9.50 大沼 瑠奈(3) 9.48 小林 みか(3) 9.43 伊藤 朋伽(3) 9.35 細川 さやか(2) 9.30 山口 樹々(3) 8.48
砲丸投 三郷 高綱 菅野 鉢盛 松島 北安松川 穂高西 豊科北

 6/ 2 豊科北       49.85 鉢盛       52.06 波田       52.44 穂高東       53.07 清水       53.40 旭町       53.47 信明       53.97
4×100m 臼井 美紅(2) CR GR 籏町 佳代(3) 三田 有紗(2) 青柳 里央(2) 茅野 晶(2) 高橋 茉里(3) 青木 七海(2)

木村 凌(2) 御子柴 優花(2) 牛丸 亜美(3) 杏 由茉(2) 中田 佑香(3) 矢島 芽依(3) 西村 佳菜子(3)
齊藤 静花(2) 倉沢 果歩(3) 中村 芽生(2) 藤原 舞(2) 的場 優衣(2) 滋田 祐希(2) 白倉 李緒(2)
西澤 羽純(3) 安田 三奈美(2) 高波 舞(3) 辰口 和(2) 太田 もも(3) 下条 菜摘(3) 小澤 由衣(2)

 6/ 2 滋田 祐希(2) 1657 樋口 莉緒花(2) 1586 山田 汐莉(2) 1574 松本 真輝(2) 1552 百瀬 真梨(3) 1480 矢島 由衣(3) 1290 平林 桃子(3) 957 山﨑 櫻子(3) 957
四種競技 旭町 塩尻広陵 豊科北 堀金 丸ﾉ内 山辺 松島 附属松本

 6/ 2 女子2,3年 矢島 芽依(3) 4.97(+0.3) 湯本 珠実(2) 4.77(+0.4) 武江 真歩(2) 4.68(+1.0) 三輪 才佳(3) 4.57(+0.2) 辻本 采香(3) 4.55(+1.2) 萩原 詳子(2) 4.49(+1.9) 青木 七海(2) 4.48(+0.8) 浅村 美優(2) 4.43(+1.7)
走幅跳 旭町 豊科北 穂高西 旭町 附属松本 丘 信明 山辺



予選 6月2日 10:20
決勝 6月2日 14:40

長野県中学記録(CR)              12.29 中野　麻由美                 御代田           1978/11/04  
大会記録(GR)                    13.00 

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 -1.3

 1 上條 のあ(1)     14.57 q  1 斉藤 楓花(1)     14.69 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛 ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 波田

 2 中村 優里(1)     14.61 q  2 齊藤 雅(1)     14.88 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 高綱 ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科北

 3 西澤 芽衣(1)     14.91  3 吉澤 未久(1)     14.91 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾒｲ 小谷 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｸ 小谷

 4 永井 優江(1)     15.15  4 栗林 果奈(1)     14.93 
ﾅｶﾞｲ ﾏｻｴ 松島 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 豊科南

 5 武居 楓夏(1)     15.19  5 麻沼 優理(1)     15.17 
ﾀｹｲ ﾌｳｶ 丘 ｱｻﾇﾏ ﾕﾘ 秀峰

 6 澁谷 涼夏(1)     15.31  6 的場 来実(1)     15.95 
ｼﾌﾞﾔ ｽｽﾞｶ 仁科台 ﾏﾄﾊﾞ ｸﾙﾐ 白馬

 7 杉本 莉奈(1)     15.80  7 古閑 美咲(1)     16.16 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾅ 筑摩野 ｺｶﾞ ﾐｻｷ 清水

 8 古畑 茉緒(1)     15.80  8 原 薫子(1)     16.61 
ﾌﾙﾊﾀ ﾏｵ 信明 ﾊﾗ ﾏｻｺ 開成

 9 松尾 美羽(1)     16.98  9 酒井 麻希(1)     17.36 
ﾏﾂｵ ﾐｳ 塩尻広陵 ｻｶｲ ﾏｷ 塩尻

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 -2.9

 1 臼井 緑彩(1)     14.26 q  1 深澤 由惟(1)     14.17 q
ｳｽｲ ﾂｶｻ 穂高東 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北

 2 佐田 あすか(1)     14.71  2 北原 愛理(1)     14.92 
ｻﾀﾞ ｱｽｶ 三郷 ｷﾀﾊﾗ ｱｲﾘ 三郷

 3 滝沢 真心(1)     14.89  3 山口 優花(1)     15.23 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅﾐ 明科 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 梓川

 4 佐々木 彩花(1)     15.78  4 後藤 葵衣(1)     15.82 
ｻｻｷ ｱﾔｶ 清水 ｺﾞﾄｳ ｱｵｲ 松島

 5 高木 美沙(1)     15.82  5 宮﨑 華(1)     16.10 
ﾀｶｷ ﾐｻ 開成 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾅ 丸ﾉ内

 6 神通川 由佳(1)     16.03  6 太田 聡恵(1)     16.16 
ｼﾞﾝﾂｳｶﾞﾜ ﾕｶ 山辺 ｵｵﾀ ｻﾄｴ 塩尻広陵

 7 松澤 舞香(1)     16.12  7 望月 碧(1)     16.32 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｲｶ 白馬 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｵｲ 筑摩野

 8 高橋 梨花(1)     16.25  8 竹内 友理(1)     16.72 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝｶ 旭町 ﾀｹｳﾁ ﾕﾘ 穂高西

 9 佐原 志保(1)     17.60  9 原山 真咲(1)     17.92 
ｻﾊﾗ ｼﾎ 梓川 ﾊﾗﾔﾏ ﾏｻｷ 山辺

[ 5組] 風速 -2.7 [ 6組] 風速 -1.3

 1 高安 結衣(1)     14.87  1 遠藤 由菜(1)     14.49 q
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 穂高東

 2 北澤 詩織(1)     15.07  2 中沢 楓香(1)     14.50 q
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 北安松川 ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ 波田

 3 中野 清楓(1)     15.19  3 栃木 優衣(1)     14.53 q
ﾅｶﾉ ｻﾔｶ 塩尻西部 ﾄﾁｷﾞ ﾕｲ 上松

 4 清水 玲香(1)     15.22  4 金井 向日葵(1)     14.55 q
ｼﾐｽﾞ ﾚｲｶ 仁科台 ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 北安松川

 5 髙木 明日翔(1)     15.34  5 三原 海優(1)     14.94 
ﾀｶｷﾞ ｱｽｶ 三岳 ﾐﾊﾗ ﾐﾕ 穂高西

 6 松田 千奈(1)     15.34  6 田中 ゆりな(1)     15.27 
ﾏﾂﾀﾞ ｾﾅ 丘 ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ 信明

 7 百瀬 真帆(1)     15.80  7 宮下 結華(1)     15.61 
ﾓﾓｾ ﾏﾎ 塩尻 ﾐﾔｼﾀ ﾕｲｶ 丸ﾉ内

 8 小林 千夏(1)     17.46  8 勝野 鈴(1)     15.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 女鳥羽 ｶﾂﾉ ｽｽﾞ 大町第一
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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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



風速 -1.3

 1 深澤 由惟(1)     14.03 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北

 2 臼井 緑彩(1)     14.41 
ｳｽｲ ﾂｶｻ 穂高東

 3 上條 のあ(1)     14.50 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛

 4 遠藤 由菜(1)     14.63 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 穂高東

 5 中村 優里(1)     14.67 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 高綱

 6 中沢 楓香(1)     14.72 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ 波田

 7 金井 向日葵(1)     14.75 
ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 北安松川

 8 栃木 優衣(1)     14.92 
ﾄﾁｷﾞ ﾕｲ 上松

8  3782

9  2977

3  5907

7  3259

2  6101

5  3433

4  3493

6  3441

女子1年

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 6月2日 10:40
決勝 6月2日 14:50

長野県中学記録(CR)              12.29 中野　麻由美                 御代田           1978/11/04  
大会記録(GR)                    12.65 

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -2.4

 1 御子柴 優花(2)     13.15 q  1 森本 知隼(2)     13.19 q
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛 ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻

 2 青柳 里央(2)     13.61 q  2 宮川 恵衣(2)     13.71 q
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 穂高東 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 附属松本

 3 的場 優衣(2)     13.89  3 杏 由茉(2)     14.17 
ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ 清水 ｶﾗﾓﾓ ﾕﾏ 穂高東

 4 末木 杏華(2)     14.06  4 田中 瑞紀(2)     14.24 
ｽｴｷ ｷｮｳｶ 菅野 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 仁科台

 5 上條 みなみ(2)     14.39  5 平林 菜香(2)     14.54 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ 高綱 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾅﾉｶ 大町第一

 6 川﨑 菜乃佳(2)     14.61  6 北澤 朱里(2)     14.59 
ｶﾜｻｷ ﾅﾉｶ 女鳥羽 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ 北安松川

 7 下川 詩織(2)     14.72  7 今井 香帆(2)     14.64 
ｼﾓｶﾜ ｼｵﾘ 白馬 ｲﾏｲ ｶﾎ 丸ﾉ内

 8 工藤 真白(2)     14.79  8 古谷 菜穂(2)     14.89 
ｸﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 旭町 ﾌﾙﾔ ﾅｵ 丘
古畑 清華(2)  9 大月 純(2)     15.58 
ﾌﾙﾊﾀ ｷﾖｶ 三岳 ｵｵﾂｷ ｼﾞｭﾝ 鎌田

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 -1.7

 1 木村 凌(2)     13.15 q  1 丸山 優佳(2)     13.90 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 豊科北

 2 清水 美好(2)     13.82 q  2 小林 侑生(2)     14.09 
ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ 附属松本 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野

 3 中塚 真子(2)     13.95  3 堤 向日葵(2)     14.20 
ﾅｶﾂｶ ﾏｺ 波田 ﾂﾂﾐ ﾋﾏﾜﾘ 筑摩野

 4 萩原 栞菜(2)     14.36  4 井上 碧(2)     14.43 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾝﾅ 豊科南 ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 清水

 5 川井 海帆(2)     14.49  5 白倉 李緒(2)     14.54 
ｶﾜｲ ｶﾎ 鉢盛 ｼﾗｸﾗ ﾘｵ 信明

 6 桶野 美羽(2)     14.98  6 鈴木 友菜(2)     14.63 
ｵｹﾉ ﾐｳ 福島 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 高瀬

 7 曽根原 はるか(2)     15.05  7 石原 美帆(2)     14.63 
ｿﾈﾊﾗ ﾊﾙｶ 仁科台 ｲｼﾊﾗ ﾐﾎ 大町第一

 8 長内 里紅(2)     15.95  8 伊藤 鈴花(2)     14.65 
ｵｻﾅｲ ﾘｸ 小谷 ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 塩尻西部

[ 5組] 風速 +1.4

 1 中村 芽生(2)     13.32 q
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 波田

 2 木田村 美央(2)     13.73 q
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 福島

 3 横山 可奈子(2)     14.14 
ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田

 4 滝澤 舞奈(2)     14.20 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲﾅ 三郷

 5 松崎 知沙(2)     14.35 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ 山辺

 6 手塚 友貴乃(2)     14.58 
ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ 松島

 7 横川 菜央(2)     14.78 
ﾖｺｶﾜ ﾅｵ 高綱

 8 横山 凜(2)     15.35 
ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝ 白馬
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7  3255

6  2864
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順
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女子2年
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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



風速 -2.7

 1 森本 知隼(2)     12.85 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻

 2 木村 凌(2)     12.95 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北

 3 御子柴 優花(2)     13.30 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛

 4 中村 芽生(2)     13.61 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 波田

 5 宮川 恵衣(2)     13.61 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 附属松本

 6 清水 美好(2)     13.87 
ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ 附属松本

 7 木田村 美央(2)     13.90 
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 福島

 8 青柳 里央(2)     13.98 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 穂高東

2  2864

8  3429

9  6124

3  6114

7  6090

6  3255

4  3126

5  3505

女子2年

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 6月2日 10:55
決勝 6月2日 15:00

長野県中学記録(CR)              12.29 中野　麻由美                 御代田           1978/11/04  
大会記録(GR)                    12.53 

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -2.4

 1 西澤 羽純(3)     13.72 q  1 太田 もも(3)     13.60 q
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 豊科北 ｵｵﾀ ﾓﾓ 清水

 2 青木 美桜那(3)     13.85 q  2 牧元 美沙(3)     13.90 q
ｱｵｷ ﾐｵﾅ 菅野 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 大町第一

 3 古屋 悠(3)     14.25  3 望月 るり(3)     14.65 
ﾌﾙﾔ ﾊﾙｶ 秀峰 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙﾘ 塩尻西部

 4 那須 姫花(3)     14.37  4 三澤 結(3)     14.89 
ﾅｽ ﾋﾒｶ 穂高東 ﾐｻﾜ ﾕｲ 塩尻

 5 中條 彩(3)     14.38  5 西神 加奈子(3)     15.37 
ﾅｶｼﾞｮｳ ｱﾔ 山辺 ﾆｼｶﾞﾐ ｶﾅｺ 小谷

 6 柴 彩夏(3)     15.04  6 上條 幸乃(3)     15.51 
ｼﾊﾞ ｱﾔｶ 附属松本 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｷﾉ 鎌田

 7 泉 英里奈(3)     15.26  7 藤澤 彩紀子(3)     16.40 
ｲｽﾞﾐ ｴﾘﾅ 才教 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷｺ 北安松川

 8 井口 千夏(3)     16.18 
ｲｸﾞﾁ ﾁﾅﾂ 梓川

[ 3組] 風速 -0.8 [ 4組] 風速 -0.8

 1 白石 ひかり(3)     13.68 q  1 西村 佳菜子(3)     12.51 q
ｼﾗｲｼ ﾋｶﾘ 三郷 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明

 2 児玉 奈美(3)     13.86 q  2 田中 志野(3)     13.88 q
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 明科 ﾀﾅｶ ｼﾉ 丸ﾉ内

 3 大塚 雨音(3)     14.38  3 小野 舞夏(3)     14.22 
ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ 山辺 ｵﾉ ﾏｲｶ 塩尻西部

 4 塚田 知香(3)     15.13  4 三澤 葵(3)     14.25 
ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 菅野 ﾐｻﾜ ｱｵｲ 穂高東

 5 林田 涼香(3)     15.51  5 遠藤 利佳(3)     14.41 
ﾊﾔｼﾀﾞ ｽｽﾞｶ 大町第一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 梓川

 6 柏原 美空(3)     15.68  6 中畑 夏菜(3)     14.74 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｸ 北安松川 ﾅｶﾊﾀ ｶﾅ 福島
遠山 あみ(3)  7 古田 実咲(3)     14.86 
ﾄｵﾔﾏ ｱﾐ 白馬 ﾌﾙﾀ ﾐｻｷ 女鳥羽

風速 -2.1

 1 西村 佳菜子(3)     12.64 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明

 2 太田 もも(3)     13.61 
ｵｵﾀ ﾓﾓ 清水

 3 西澤 羽純(3)     13.71 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 豊科北

 4 白石 ひかり(3)     13.74 
ｼﾗｲｼ ﾋｶﾘ 三郷

 5 青木 美桜那(3)     13.80 
ｱｵｷ ﾐｵﾅ 菅野

 6 牧元 美沙(3)     13.92 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 大町第一

 7 児玉 奈美(3)     14.04 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 明科

 8 田中 志野(3)     14.11 
ﾀﾅｶ ｼﾉ 丸ﾉ内
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 6月2日  9:55
決勝 6月2日 14:05

長野県中学記録(CR)              25.16 宮澤　有紀                   更埴西           2005/09/04  
大会記録(GR)                    26.57 今井　美智子                 附属松本         H9          

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 -1.0

 1 臼井 美紅(2)     26.25 q  1 倉沢 果歩(3)     27.87 q
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北 ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛

 2 高波 舞(3)     28.95 q  2 丸山 明日香(2)     29.13 
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 波田 ﾏﾙﾔﾏ ｱｽｶ 白馬

 3 藤原 舞(2)     29.07  3 中島 萌々香(2)     29.18 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ 穂高東 ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 菅野

 4 久保田 菜月(3)     31.13  4 樋口 萌木(2)     29.66 
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂｷ 大町第一 ﾋｸﾞﾁ ﾓｴｷﾞ 附属松本

 5 木村 美月(3)     31.81  5 中嶌 萌香(1)     31.38 
ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ 三郷 ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 丘

 6 久保 菜都希(2)     33.65  6 田中 菜美(2)     32.10 
ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 塩尻 ﾀﾅｶ ﾅﾐ 三郷

 7 原 紗恵(1)     34.43  7 吉岡 栞(1)     32.50 
ﾊﾗ ｻｴ 山辺 ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 北安松川
山川 桃花(2) 上嶋 美咲(3)
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 高綱 ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｻｷ 梓川

[ 3組] 風速 +1.2 [ 4組] 風速 -1.9

 1 安田 三奈美(2)     28.03 q  1 辰口 和(2)     28.49 q
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛 ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 穂高東

 2 松山 由里香(2)     28.26 q  2 山本 早苗(3)     30.55 
ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 松島 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾅｴ 大町第一

 3 小澤 由衣(2)     30.19  3 中嶋 史穂(3)     30.56 
ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 信明 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 菅野

 4 廣瀬 由梨奈(3)     30.52  4 瀬林 夕姫(3)     31.41 
ﾋﾛｾ ﾕﾘﾅ 塩尻広陵 ｾﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 福島

 5 宮坂 梨乃(1)     31.91  5 梨子田 めぐみ(3)     33.44 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 丘 ﾅｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 北安松川

 6 大島 彩水(2)     32.02  6 曽根原 優香(1)     33.59 
ｵｵｼﾏ ｱﾔﾐ 穂高西 ｿﾈﾊﾗ ﾕｳｶ 信明

 7 中畑 憂香(3)     32.45  7 塚田 帆風(2)     33.76 
ﾅｶﾊﾀ ﾕｳｶ 福島 ﾂｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 高綱

 8 太田 咲里(2)     33.50  8 本山 穂(2)     35.60 
ｵｵﾀ ｻﾘ 白馬 ﾓﾄﾔﾏ ﾐﾉﾘ 附属松本

[ 5組] 風速 -0.7

 1 齊藤 静花(2)     26.32 q
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北

 2 三田 有紗(2)     28.57 q
ﾐﾀ ｱﾘｻ 波田

 3 茅野 晶(2)     29.15 
ﾁﾉ ｱｷ 清水

 4 秋川 有紀(3)     30.52 
ｱｷｶﾜ ﾕｷ 筑摩野

 5 和田 圭菜(2)     32.36 
ﾜﾀﾞ ｹｲﾅ 仁科台

 6 今井 巴絵(3)     32.63 
ｲﾏｲ ﾄﾓｴ 塩尻広陵

 7 愛瀬 詩乃(1)     35.33 
ｱｲｾ ｼﾉ 山辺
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



風速 -2.0

 1 齊藤 静花(2)     26.47 
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北

 2 臼井 美紅(2)     26.53 
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北

 3 倉沢 果歩(3)     27.90 
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛

 4 辰口 和(2)     28.26 
ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 穂高東

 5 安田 三奈美(2)     28.50 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛

 6 三田 有紗(2)     28.51 
ﾐﾀ ｱﾘｻ 波田

 7 高波 舞(3)     28.87 
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 波田

 8 松山 由里香(2)     29.44 
ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 松島

2  3252

8  5816

6  6096

3  3253

5  6084

9  3426

7  3504
大会新

4  3506
大会新

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子共通

200m
決勝



決勝 6月2日 15:25

長野県中学記録(CR)            2:15.53 池田　和佳子                 長野東部         1991/07/14  
大会記録(GR)                  2:18.51 上條　智子                   山辺             H16         

[ 1組] [ 2組]

 1 中山 涼子(1)   2:49.81  1 杉村 奈津穂(1)   2:43.30 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｺ 堀金 ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 女鳥羽

 2 奥原 希乃香(1)   2:50.61  2 山崎 まみこ(1)   2:47.07 
ｵｸﾊﾗ ﾉﾉｶ 丘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾐｺ 堀金

 3 矢野倉 優美(1)   2:57.54  3 新井 早季(3)   2:47.99 
ﾔﾉｸﾗ ﾕﾐ 丘 ｱﾗｲ ｻｷ 筑摩野

 4 吉川 真子(1)   2:59.51  4 富山 めぐみ(2)   2:50.92 
ｷｯｶﾜ ﾏｺ 秀峰 ﾄﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 松島

 5 柴田 怜奈(1)   3:00.91  5 古畑 桃子(2)   2:55.72 
ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ 信明 ﾌﾙﾊﾀ ﾓﾓｺ 大桑

 6 小林 若菜(1)   3:04.12  6 浜 沙南(1)   2:56.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 塩尻広陵 ﾊﾏ ｻﾅﾐ 三郷

 7 中村 花菜(1)   3:20.03  7 深井 美咲(1)   3:01.19 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 鎌田 ﾌｶｲ ｻｷ 梓川
藤塚菜々子(1)  8 山本 佳奈(1)   3:05.84 
ﾌｼﾞﾂｶ ﾅﾅｺ 大町第一 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 高瀬
星野 萌(2)  9 伊藤 颯香(1)   3:26.47 
ﾎｼﾉ ﾓｴ 旭町 ｲﾄｳ ｿﾖｶ 鎌田

[ 3組] [ 4組]

 1 須賀 夢佳(2)   2:31.46  1 進藤 綾音(2)   2:38.25 
ｽｶﾞ ﾕﾒｶ 大桑 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾈ 高綱

 2 塩原 美月(3)   2:40.97  2 廣田 みゆ(2)   2:41.50 
ｼｵﾊﾗ ﾐﾂｷ 塩尻 ﾋﾛﾀ ﾐﾕ 筑摩野

 3 関沢 せいじゅ(2)   2:46.54  3 岡澤 沙季(3)   2:43.36 
ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ 福島 ｵｶｻﾞﾜ ｻｷ 小谷

 4 宮林 悠莉(2)   2:47.61  4 高山 幸佳(2)   2:43.59 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 開成 ﾀｶﾔﾏ ｻﾁｶ 穂高東

 5 関﨑 椎菜(2)   2:49.13  5 和田 真歩(2)   2:47.35 
ｾｷｻﾞｷ ｼｲﾅ 松島 ﾜﾀﾞ ﾏﾎ 清水

 6 清水 紗希(3)   2:49.36  6 牛越 裕子(2)   2:48.11 
ｼﾐｽﾞ  ｻｷ 丸ﾉ内 ｳｼｺｼ ﾕｳｺ 明科

 7 百瀨 鈴(2)   2:51.44  7 小川 綾(3)   2:54.19 
ﾓﾓｾ ｽｽﾞ 山辺 ｵｶﾞﾜ ｱﾔ 福島

 8 坪田 怜子(3)   2:52.76  8 下澤 瑠菜(2)   3:01.76 
ﾂﾎﾞﾀ ﾚｲｺ 穂高東 ｼﾓｻﾞﾜ ﾙﾅ 白馬

 9 茂澄 穂乃夏(3)   2:54.53 名取 萌花(3)
ﾓｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 菅野 ﾅﾄﾘ ﾓｴｶ 塩尻広陵

[ 5組] [ 6組]

 1 小幡 海優(2)   2:33.16  1 赤羽 純美玲(3)   2:18.42 
ｵﾊﾞﾀ ﾐﾕｳ 両小野 ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 開成

 2 矢野口 弘乃(3)   2:34.90  2 鳥羽 美宇(3)   2:24.50 
ﾔﾉｸﾁ ﾋﾛﾉ 豊科北 ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科

 3 青木 弥佳(2)   2:36.50  3 塩原 真悠(3)   2:27.76 
ｱｵｷ ﾐｶ 附属松本 ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 菅野

 4 田中 日奈子(3)   2:42.15  4 斉藤 眞夕(3)   2:28.47 
ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 信明 ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 大野川

 5 山本 幸奈(3)   2:43.66  5 一ノ瀬 菜月(3)   2:30.07 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅ 清水 ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 附属松本

 6 中澤 夢乃(2)   2:45.36  6 村上 明日香(2)   2:31.36 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾒﾉ 豊科北 ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 鉢盛

 7 神戸 美穂(2)   2:47.17  7 薛 崚子(2)   2:37.59 
ｺﾞｳﾄﾞ ﾐﾎ 山辺 ｾﾂ ﾘｮｳｺ 北安松川

 8 内川 美幸(3)   3:14.69  8 鈴木 紗穏楓(3)   2:41.41 
ｳﾁｶﾜ ﾐﾕｷ 仁科台 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 鉢盛
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   1 赤羽 純美玲(3) 開成     2:18.42 大会新   6   1
   2 鳥羽 美宇(3) 明科     2:24.50   6   2
   3 塩原 真悠(3) 菅野     2:27.76   6   3
   4 斉藤 眞夕(3) 大野川     2:28.47   6   4
   5 一ノ瀬 菜月(3) 附属松本     2:30.07   6   5
   6 村上 明日香(2) 鉢盛     2:31.36   6   6
   7 須賀 夢佳(2) 大桑     2:31.46   3   1
   8 小幡 海優(2) 両小野     2:33.16   5   1
   9 矢野口 弘乃(3) 豊科北     2:34.90   5   2
  10 青木 弥佳(2) 附属松本     2:36.50   5   3
  11 薛 崚子(2) 北安松川     2:37.59   6   7
  12 進藤 綾音(2) 高綱     2:38.25   4   1
  13 塩原 美月(3) 塩尻     2:40.97   3   2
  14 鈴木 紗穏楓(3) 鉢盛     2:41.41   6   8
  15 廣田 みゆ(2) 筑摩野     2:41.50   4   2
  16 田中 日奈子(3) 信明     2:42.15   5   4
  17 杉村 奈津穂(1) 女鳥羽     2:43.30   2   1
  18 岡澤 沙季(3) 小谷     2:43.36   4   3
  19 高山 幸佳(2) 穂高東     2:43.59   4   4
  20 山本 幸奈(3) 清水     2:43.66   5   5
  21 中澤 夢乃(2) 豊科北     2:45.36   5   6
  22 関沢 せいじゅ(2) 福島     2:46.54   3   3
  23 山崎 まみこ(1) 堀金     2:47.07   2   2
  24 神戸 美穂(2) 山辺     2:47.17   5   7
  25 和田 真歩(2) 清水     2:47.35   4   5
  26 宮林 悠莉(2) 開成     2:47.61   3   4
  27 新井 早季(3) 筑摩野     2:47.99   2   3
  28 牛越 裕子(2) 明科     2:48.11   4   6
  29 関﨑 椎菜(2) 松島     2:49.13   3   5
  30 清水 紗希(3) 丸ﾉ内     2:49.36   3   6
  31 中山 涼子(1) 堀金     2:49.81   1   1
  32 奥原 希乃香(1) 丘     2:50.61   1   2
  33 富山 めぐみ(2) 松島     2:50.92   2   4
  34 百瀨 鈴(2) 山辺     2:51.44   3   7
  35 坪田 怜子(3) 穂高東     2:52.76   3   8
  36 小川 綾(3) 福島     2:54.19   4   7
  37 茂澄 穂乃夏(3) 菅野     2:54.53   3   9
  38 古畑 桃子(2) 大桑     2:55.72   2   5
  39 浜 沙南(1) 三郷     2:56.83   2   6
  40 矢野倉 優美(1) 丘     2:57.54   1   3
  41 吉川 真子(1) 秀峰     2:59.51   1   4
  42 柴田 怜奈(1) 信明     3:00.91   1   5
  43 深井 美咲(1) 梓川     3:01.19   2   7
  44 下澤 瑠菜(2) 白馬     3:01.76   4   8
  45 小林 若菜(1) 塩尻広陵     3:04.12   1   6
  46 山本 佳奈(1) 高瀬     3:05.84   2   8
  47 内川 美幸(3) 仁科台     3:14.69   5   8
  48 中村 花菜(1) 鎌田     3:20.03   1   7
  49 伊藤 颯香(1) 鎌田     3:26.47   2   9
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決勝 6月2日 13:20

長野県中学記録(CR)            4:33.88 小口 雪音                    下諏訪           2010/09/05  
大会記録(GR)                  4:39.66 牛越あかね                   山辺             2006        

 1 吉江 美季(3)   5:00.21 
ﾖｼｴ ﾐｷ 豊科北

 2 矢島 風香(3)   5:03.91 
ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 菅野

 3 川上 雅子(2)   5:03.92 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 山辺

 4 中澤 紫音(2)   5:09.12 
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ 豊科北

 5 小林 鈴華(3)   5:09.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 菅野

 6 内山 璃沙(2)   5:14.19 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｻ 附属松本

 7 山川 桃佳(3)   5:20.39 
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 鉢盛

 8 黑川 真由香(2)   5:20.71 
ｸﾛｶﾜ ﾏﾕｶ 大町第一

 9 一之瀬 陽菜(3)   5:22.36 
ｲﾁﾉｾ ﾊﾙﾅ 附属松本

10 千見寺 美未香(3)   5:22.91 
ﾁｹﾝｼﾞ ﾐﾐｶ 鎌田

11 川上 直美(2)   5:29.76 
ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 山辺

12 小澤 真樹(1)   5:32.46 
ｵｻﾞﾜ ﾏｷ 堀金

13 北澤 遙(2)   5:34.34 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 塩尻

14 吉澤 三奈(3)   5:35.52 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾅ 丘

15 山田 里花(2)   5:35.94 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｶ 鉢盛

16 丸山 瑞稀(3)   5:37.26 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 仁科台

17 吉澤 里奈(3)   5:41.71 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾅ 丘

18 原 芽ぐみ(3)   5:45.82 
ﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 鎌田

19 小口 満里奈(1)   5:46.85 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 秀峰

20 小祝 あおは(2)   5:48.25 
ｺｲﾜｲ ｱｵﾊ 清水

21 大前 晴奈(2)   5:55.60 
ｵｵﾏｴ ﾊﾙﾅ 丸ﾉ内

22 北原 すみれ(3)   5:57.67 
ｷﾀﾊﾗ ｽﾐﾚ 女鳥羽

23 飯嶋 華央(1)   6:08.81 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 丸ﾉ内

24 中村 有那(1)   6:11.27 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾅ 両小野

25 高橋由佳(1)   6:12.52 
ﾀｶﾊｼ ﾕｶ 穂高東

26 根本 優(2)   6:18.20 
ﾈﾓﾄ ﾕｳ 穂高東

27 西沢 杏奈(1)   6:19.57 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾝﾅ 穂高西

28 西原 あかり(2)   6:29.57 
ﾆｼﾊﾗ ｱｶﾘ 穂高西

29 歌代 はる(2)   6:31.08 
ｳﾀｼﾛ ﾊﾙ 三郷
尾崎 芙優(2)
ｵｻﾞｷ ﾌﾕ 福島
小林 愛佳(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ 秀峰
辻野 史華(1)
ﾂｼﾞﾉ ﾌﾐｶ 塩尻 欠場
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予選 6月2日  9:20
決勝 6月2日 14:30

長野県中学記録(CR)              14.54 瀧澤　彩                     附属長野         2009/07/05  
大会記録(GR)                    15.26 

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +1.5

 1 東本 真実(3)     17.19 q  1 塩原 由夏(3)     16.74 q
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ 附属松本 ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 鉢盛

 2 中村 あかね(3)     18.11 q  2 下条 菜摘(3)     17.52 q
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 仁科台 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 旭町

 3 座間 美咲(3)     18.88 q  3 後藤 彩衣(2)     19.98 q
ｻﾞﾏ ﾐｻｷ 菅野 ｺﾞﾄｳ ｻｴ 塩尻広陵

 4 藤澤 亜美(2)     21.41  4 宮澤 実侑紀(2)     20.19 
ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾐ 高綱 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕｷ 開成

 5 宮澤 絢羽(2)     21.59  5 山岸 紗綾(2)     21.93 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾊ 丸ﾉ内 ﾔﾏｷﾞｼ ｻｱﾔ 仁科台

 6 村山 美紅(1)     22.67  6 水谷 凪沙(1)     22.35 
ﾑﾗﾔﾏ ﾐｸ 松島 ﾐｽﾞﾔ ﾅｷﾞｻ 三郷

 7 中村 百花(2)     25.22  7 稲持 叶衣(1)     22.68 
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 旭町 ｲﾅﾓﾁ ｶﾅｴ 松島

[ 3組] 風速 +1.8

 1 籏町 佳代(3)     16.65 q
ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ 鉢盛

 2 牛丸 亜美(3)     16.85 q
ｳｼﾏﾙ ｱﾐ 波田

 3 田口 琉衣(2)     20.32 
ﾀｸﾞﾁ ﾙｲ 福島

 4 小口 寿子(2)     20.48 
ｵｸﾞﾁ ﾋｻｺ 附属松本

 5 穂苅 友香(1)     21.06 
ﾎｶﾘ ﾄﾓｶ 三郷

 6 梨子田 小夏(3)     21.16 
ﾅｼﾀﾞ ｺﾅﾂ 大町第一

風速 -1.7

 1 籏町 佳代(3)     16.88 
ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ 鉢盛

 2 牛丸 亜美(3)     16.95 
ｳｼﾏﾙ ｱﾐ 波田

 3 塩原 由夏(3)     17.31 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 鉢盛

 4 座間 美咲(3)     17.90 
ｻﾞﾏ ﾐｻｷ 菅野

 5 下条 菜摘(3)     17.93 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 旭町

 6 中村 あかね(3)     18.52 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 仁科台

 7 東本 真実(3)     18.91 
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ 附属松本

 8 後藤 彩衣(2)     20.27 
ｺﾞﾄｳ ｻｴ 塩尻広陵
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予選 6月2日 12:10
決勝 6月2日 16:15

長野県中学記録(CR)              51.50 更埴西                       更埴西           2004/07/04  
（中山・石坂・杉山・宮澤）

大会記録(GR)                    53.85 

[ 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 豊科北  3492 齊藤 雅(1)     53.34 q  1   7 附属松本  6884 寺島 千加(1)     57.30 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 大会新 ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄ ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ
 3493 深澤 由惟(1)  6113 内田 真愛(2)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ
 3511 丸山 優佳(2)  6882 手賀 向日葵(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ ﾃｶﾞ ﾋﾏﾘ
 3512 中井 遥菜(2)  6116 樋口 萌木(2)

ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ ﾋｸﾞﾁ ﾓｴｷﾞ
 2   2 穂高東  3433 遠藤 由菜(1)     55.70 q  2   4 三郷  3583 穂苅 友香(1)     57.33 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ ﾐｻﾄ ﾎｶﾘ ﾄﾓｶ
 3440 石田 遥(1)  3593 佐田 あすか(1)

ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ ｻﾀﾞ ｱｽｶ
 3442 丸山 結衣(1)  3604 藤岡 悠里(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲ ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾘ
 3441 臼井 緑彩(1)  3603 樋口 花梨(1)

ｳｽｲ ﾂｶｻ ﾋｸﾞﾁ ｶﾘﾝ
 3   5 菅野  5938 望月 舞衣(1)     56.26 q  3   5 山辺  5898 輪湖 千尋(1)     58.25 

ｽｶﾞﾉ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｲ ﾔﾏﾍﾞ ﾜｺ ﾁﾋﾛ
 5963 末木 杏華(2)  5889 松崎 知沙(2)

ｽｴｷ ｷｮｳｶ ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ
 5961 米山 みく(2)  5890 浅村 美優(2)

ﾖﾈﾔﾏ ﾐｸ ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ
 5936 西脇 明日香(1)  5900 神通川 由佳(1)

ﾆｼﾜｷ ｱｽｶ ｼﾞﾝﾂｳｶﾞﾜ ﾕｶ
 4   9 丘  3213 宮坂 梨乃(1)     57.06 q  4   8 北安松川  3781 齋藤 舞莉(1)     59.95 

ｵｶ ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ｻｲﾄｳ ﾏｲﾘ
 3206 萩原 詳子(2)  3784 伊藤 咲季(1)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ ｲﾄｳ ｻｷ
 3203 松田 千奈(1)  3783 吉岡 栞(1)

ﾏﾂﾀﾞ ｾﾅ ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ
 3209 古谷 菜穂(2)  3785 伊藤 舞(1)

ﾌﾙﾔ ﾅｵ ｲﾄｳ ﾏｲ
 5   8 信明  5746 赤澤 亜実(1)     59.53  5   3 清水  5674 福島 瑠菜(1)   1:00.56 

ｼﾝﾒｲ ｱｶｻﾞﾜ ｱﾐ ｼﾐｽﾞ ﾌｸｼﾏ ﾙﾅ
 5745 古畑 茉緒(1)  5667 鈴木 愛海(1)

ﾌﾙﾊﾀ ﾏｵ ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ
 5748 高橋 加奈(1)  5666 古閑 美咲(1)

ﾀｶﾊｼ ｶﾅ ｺｶﾞ ﾐｻｷ
 5739 市橋 史佳(2)  5670 佐々木 彩花(1)

ｲﾁﾊｼ ﾌﾐｶ ｻｻｷ ｱﾔｶ
 6   4 塩尻  3140 西村 羽夏(1)   1:00.89  6   6 丸ﾉ内  5767 齋藤 汐音(2)   1:01.86 

ｼｵｼﾞﾘ ｼｼﾑﾗ ﾊﾅ ﾏﾙﾉｳﾁ ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ
 3139 百瀬 真帆(1)  5762 大前 晴奈(2)

ﾓﾓｾ ﾏﾎ ｵｵﾏｴ ﾊﾙﾅ
 3142 酒井 麻希(1)  5769 宮下 結華(1)

ｻｶｲ ﾏｷ ﾐﾔｼﾀ ﾕｲｶ
 3141 太田 彩水(1)  5765 三尾あゆむ(1)

ｵｵﾀ ｱﾔﾐ ﾐｵ ｱﾕﾑ
 7   7 大町第一  3914 西澤 真由子(2)   1:02.08  7   2 開成  5859 高木 美沙(1)   1:01.94 

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕｺ ｶｲｾｲ ﾀｶｷ ﾐｻ
 3917 勝野 鈴(1)  5855 宍戸 優希(1)

ｶﾂﾉ ｽｽﾞ ｼｼﾄﾞ ﾕｷ
 3918 藤塚菜々子(1)  5856 丑山 実咲(1)

ﾌｼﾞﾂｶ ﾅﾅｺ ｳｼﾔﾏ ﾐｻｷ
 3912 石原 美帆(2)  5861 原 薫子(1)

ｲｼﾊﾗ ﾐﾎ ﾊﾗ ﾏｻｺ
 8   6 白馬  3872 的場 来実(1)   1:03.13 

ﾊｸﾊﾞ ﾏﾄﾊﾞ ｸﾙﾐ
 3870 松澤 舞香(1)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｲｶ
 3871 丸山 ひかる(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ
 3851 下澤 瑠菜(2)

ｼﾓｻﾞﾜ ﾙﾅ

女子1,2年

4×100m

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 波田  3259 中沢 楓香(1)     54.36 q

ﾊﾀ ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 3256 中塚 真子(2)

ﾅｶﾂｶ ﾏｺ
 3257 斉藤 楓花(1)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 3254 百瀬 そよか(2)

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ
 2   3 鉢盛  6099 高安 結衣(1)     55.17 q

ﾊﾁﾓﾘ ﾀｶﾔｽ ﾕｲ
 6093 久保田 樺乃(2)

ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ
 6092 川井 海帆(2)

ｶﾜｲ ｶﾎ
 6101 上條 のあ(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 3   6 仁科台  3962 髙橋 はる(1)     57.28 q

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ
 3957 清水 玲香(1)

ｼﾐｽﾞ ﾚｲｶ
 3961 澁谷 涼夏(1)

ｼﾌﾞﾔ ｽｽﾞｶ
 3946 田中 瑞紀(2)

ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ
 4   4 筑摩野  5968 杉本 莉奈(1)     57.53 

ﾁｸﾏﾉ ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾅ
 5986 廣田 みゆ(2)

ﾋﾛﾀ ﾐﾕ
 5967 樫詰 杏(1)

ｶｼﾂﾞﾒ ｱﾝｽﾞ
 5983 堤 向日葵(2)

ﾂﾂﾐ ﾋﾏﾜﾘ
 5   7 堀金  3546 松本 真輝(2)     57.88 

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ
 3548 宮島 志歩(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎ
 3570 小澤 真樹(1)

ｵｻﾞﾜ ﾏｷ
 3557 山崎 まみこ(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾐｺ
 6   2 塩尻広陵  3217 鹿崎 さくら(1)     58.72 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ
 3222 後藤 彩衣(2)

ｺﾞﾄｳ ｻｴ
 3216 太田 聡恵(1)

ｵｵﾀ ｻﾄｴ
 3221 樋口 莉緒花(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ
 7   8 松島  5823 後藤 葵衣(1)     59.70 

ﾏﾂｼﾏ ｺﾞﾄｳ ｱｵｲ
 5817 永井 優江(1)

ﾅｶﾞｲ ﾏｻｴ
 5836 河野 莉奈(1)

ｺｳﾉ ﾘﾅ
 5840 村山 美紅(1)

ﾑﾗﾔﾏ ﾐｸ

女子1,2年

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 豊科北  3492 齊藤 雅(1)     54.22 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ
 3493 深澤 由惟(1)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 3511 丸山 優佳(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ
 3512 中井 遥菜(2)

ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ
 2   6 波田  3259 中沢 楓香(1)     54.79 

ﾊﾀ ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 3256 中塚 真子(2)

ﾅｶﾂｶ ﾏｺ
 3257 斉藤 楓花(1)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 3254 百瀬 そよか(2)

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ
 3   5 鉢盛  6099 高安 結衣(1)     55.38 

ﾊﾁﾓﾘ ﾀｶﾔｽ ﾕｲ
 6093 久保田 樺乃(2)

ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ
 6092 川井 海帆(2)

ｶﾜｲ ｶﾎ
 6101 上條 のあ(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 4   9 丘  3213 宮坂 梨乃(1)     56.69 

ｵｶ ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ
 3206 萩原 詳子(2)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ
 3203 松田 千奈(1)

ﾏﾂﾀﾞ ｾﾅ
 3209 古谷 菜穂(2)

ﾌﾙﾔ ﾅｵ
 5   8 菅野  5938 望月 舞衣(1)     56.74 

ｽｶﾞﾉ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｲ
 5963 末木 杏華(2)

ｽｴｷ ｷｮｳｶ
 5961 米山 みく(2)

ﾖﾈﾔﾏ ﾐｸ
 5936 西脇 明日香(1)

ﾆｼﾜｷ ｱｽｶ
 6   7 穂高東  3433 遠藤 由菜(1)     56.97 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ
 3440 石田 遥(1)

ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ
 3442 丸山 結衣(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲ
 3441 臼井 緑彩(1)

ｳｽｲ ﾂｶｻ
 7   3 仁科台  3962 髙橋 はる(1)     57.33 

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ
 3957 清水 玲香(1)

ｼﾐｽﾞ ﾚｲｶ
 3961 澁谷 涼夏(1)

ｼﾌﾞﾔ ｽｽﾞｶ
 3946 田中 瑞紀(2)

ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ
 8   2 附属松本  6884 寺島 千加(1)     58.79 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄ ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ
 6113 内田 真愛(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ
 6882 手賀 向日葵(1)

ﾃｶﾞ ﾋﾏﾘ
 6116 樋口 萌木(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾓｴｷﾞ

決勝

女子1,2年

4×100m



予選 6月2日 12:25
決勝 6月2日 16:25

長野県中学記録(CR)              49.86 附属長野                     附属長野         2009/07/05  
（外谷・杉山・瀧澤・佐藤）

大会記録(GR)                    50.67 

[ 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   6 豊科北  3506 臼井 美紅(2)     49.43 q  1   8 附属松本  6114 清水 美好(2)     52.99 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｳｽｲ ﾐｸ 県中学新 ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄ ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ
 3505 木村 凌(2)  6124 宮川 恵衣(2)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ
 3504 齊藤 静花(2)  6107 辻本 采香(3)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ
 3507 湯本 珠実(2)  6106 東本 真実(3)

ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ
 2   7 清水  5686 茅野 晶(2)     53.02 q  2   5 信明  5728 青木 七海(2)     53.48 q

ｼﾐｽﾞ ﾁﾉ ｱｷ ｼﾝﾒｲ ｱｵｷ ﾅﾅﾐ
 5677 中田 佑香(3)  5732 西村 佳菜子(3)

ﾅｶﾀ ﾕｳｶ ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 5690 的場 優衣(2)  5734 白倉 李緒(2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ ｼﾗｸﾗ ﾘｵ
 5680 太田 もも(3)  5729 小澤 由衣(2)

ｵｵﾀ ﾓﾓ ｵｻﾞﾜ ﾕｲ
 3   4 旭町  5805 高橋 茉里(3)     53.26 q  3   7 菅野  5945 小林 侑生(2)     53.60 

ｱｻﾋﾏﾁ ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ ｽｶﾞﾉ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 5806 矢島 芽依(3)  5964 柴田 友菜(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ
 5790 滋田 祐希(2)  5959 座間 美咲(3)

ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ ｻﾞﾏ ﾐｻｷ
 5801 下条 菜摘(3)  5955 青木 美桜那(3)

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ ｱｵｷ ﾐｵﾅ
 4   2 大町第一  3908 山本 早苗(3)     55.83  4   4 穂高西  3468 胡桃 沙紀(2)     56.16 

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾅｴ ﾎﾀｶﾆｼ ｸﾙﾐ ｻｷ
 3911 牧元 美沙(3)  3469 武江 真歩(2)

ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ ﾀｹｴ ﾏﾎ
 3906 久保田 菜月(3)  3458 三原 海優(1)

ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂｷ ﾐﾊﾗ ﾐﾕ
 3907 林田 涼香(3)  3465 下川 綾香(3)

ﾊﾔｼﾀﾞ ｽｽﾞｶ ｼﾓｶﾜ ｱﾔｶ
 5   3 塩尻西部  3162 伊藤 鈴花(2)     55.85  5   3 北安松川  3773 曽根原 可菜(3)     56.60 

ｼｵｼﾞﾘｾｲﾌﾞ ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ
 3161 望月 るり(3)  3782 金井 向日葵(1)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙﾘ ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
 3163 中野 清楓(1)  3780 北澤 詩織(1)

ﾅｶﾉ ｻﾔｶ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 3159 小野 舞夏(3)  3779 北澤 朱里(2)

ｵﾉ ﾏｲｶ ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ
 6   8 松島  5818 平林 桃子(3)     55.97  6   6 仁科台  3942 倉科 美優(3)     57.08 

ﾏﾂｼﾏ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ ﾆｼﾅﾀﾞｲ ｸﾗｼﾅ ﾐﾕ
 5816 松山 由里香(2)  3937 水上 絢乃(3)

ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ ﾐｽﾞｶﾐ ｱﾔﾉ
 5820 小林 みか(3)  3939 茅野 葵(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ ﾁﾉ ｱｵｲ
 5824 手塚 友貴乃(2)  3938 中村 あかね(3)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ
 7   2 梓川  3620 遠藤 利佳(3)     58.98 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｶ
 6929 湯口 優心(1)

ﾕｸﾞﾁ ﾕｳｶ
 6925 市川 歌乃(1)

ｲﾁｶﾜ ｶﾉ
 6924 山口 優花(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ

女子共通

4×100m

予選 通過基準  4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   2 鉢盛  6087 籏町 佳代(3)     52.05 q  1   5 波田  3253 三田 有紗(2)     51.97 q

ﾊﾁﾓﾘ ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ ﾊﾀ ﾐﾀ ｱﾘｻ
 6090 御子柴 優花(2)  3250 牛丸 亜美(3)

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

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

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ
 2   7 高綱  5921 上條 みなみ(2)     54.82  2   8 穂高東  3429 青柳 里央(2)     52.71 q

ﾀｶﾂﾅ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 5912 酒井 菜々子(3)  3438 杏 由茉(2)

ｻｶｲ ﾅﾅｺ ｶﾗﾓﾓ ﾕﾏ
 5916 横川 菜央(2)  3445 藤原 舞(2)

ﾖｺｶﾜ ﾅｵ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ
 5914 町田 早耶香(3)  3426 辰口 和(2)

ﾏﾁﾀﾞ ｻﾔｶ ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ
 3   4 山辺  5878 大塚 雨音(3)     55.12  3   4 開成  5852 宮澤 実侑紀(2)     54.62 

ﾔﾏﾍﾞ ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ ｶｲｾｲ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕｷ
 5877 中條 彩(3)  5849 赤羽 純美玲(3)

ﾅｶｼﾞｮｳ ｱﾔ ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ
 5879 西澤 爽世(3)  5848 若林 葉南(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾖ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ
 5880 矢島 由衣(3)  5851 宮林 悠莉(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ
 4   3 丸ﾉ内  5763 田中 志野(3)     56.47  4   3 三郷  3591 滝澤 舞奈(2)     54.71 

ﾏﾙﾉｳﾁ ﾀﾅｶ ｼﾉ ﾐｻﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲﾅ
 5777 花村 菜々子(3)  3577 白石 ひかり(3)

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ ｼﾗｲｼ ﾋｶﾘ
 5760 清水 紗希(3)  3595 北原 愛理(1)

ｼﾐｽﾞ  ｻｷ ｷﾀﾊﾗ ｱｲﾘ
 5759 西川 茉那(3)  3576 二村 紋名(3)

ﾆｼｶﾜ ﾏﾅ ﾆﾑﾗ ｱﾔﾅ
 5   6 塩尻  3127 小松 茉由(2)     57.50  5   6 白馬  3853 横山 凜(2)     57.67 

ｼｵｼﾞﾘ ｺﾏﾂ ﾏﾕ ﾊｸﾊﾞ ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝ
 3126 森本 知隼(2)  3854 太田 咲里(2)

ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ ｵｵﾀ ｻﾘ
 3132 三澤 結(3)  3852 下川 詩織(2)

ﾐｻﾜ ﾕｲ ｼﾓｶﾜ ｼｵﾘ
 3128 久保 菜都希(2)  3850 丸山 明日香(2)

ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ ﾏﾙﾔﾏ ｱｽｶ
 6   8 塩尻広陵  3220 荒井 葵凪(2)     57.59  6   7 鎌田  5716 大月 純(2)     58.14 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ ｶﾏﾀﾞ ｵｵﾂｷ ｼﾞｭﾝ
 3224 廣瀬 由梨奈(3)  5717 横山 可奈子(2)

ﾋﾛｾ ﾕﾘﾅ ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ
 3225 今井 巴絵(3)  5712 上條 幸乃(3)

ｲﾏｲ ﾄﾓｴ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｷﾉ
 3228 宮本 彩里(3)  5715 原 芽ぐみ(3)

ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾘ ﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ
  5 福島  2859 中畑 夏菜(3)  7   2 小谷  3902 長内 里紅(2)     58.90 

ﾌｸｼﾏ ﾅｶﾊﾀ ｶﾅ 失格 ｵﾀﾘ ｵｻﾅｲ ﾘｸ
 2866 関沢 せいじゅ(2) 2-3 R1  3894 吉澤 未久(1)

ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｸ
 2862 桶野 美羽(2)  3903 松澤 なつめ(2)

ｵｹﾉ ﾐｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅﾂﾒ
 2857 瀬林 夕姫(3)  3888 西澤 芽衣(1)

ｾﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ ﾆｼｻﾞﾜ ﾒｲ

女子共通

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 豊科北  3506 臼井 美紅(2)     49.85 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｳｽｲ ﾐｸ 県中学新
 3505 木村 凌(2)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 3504 齊藤 静花(2)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 3503 西澤 羽純(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ
 2   6 鉢盛  6087 籏町 佳代(3)     52.06 

ﾊﾁﾓﾘ 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
 3   5 波田  3253 三田 有紗(2)     52.44 

ﾊﾀ ﾐﾀ ｱﾘｻ
 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
 4   7 穂高東  3429 青柳 里央(2)     53.07 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 3438 杏 由茉(2)

ｶﾗﾓﾓ ﾕﾏ
 3445 藤原 舞(2)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ
 3426 辰口 和(2)

ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ
 5   9 清水  5686 茅野 晶(2)     53.40 

ｼﾐｽﾞ ﾁﾉ ｱｷ
 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
 6   3 旭町  5805 高橋 茉里(3)     53.47 

ｱｻﾋﾏﾁ 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
 7   2 信明  5728 青木 七海(2)     53.97 

ｼﾝﾒｲ ｱｵｷ ﾅﾅﾐ
 5732 西村 佳菜子(3)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 5734 白倉 李緒(2)

ｼﾗｸﾗ ﾘｵ
 5729 小澤 由衣(2)

ｵｻﾞﾜ ﾕｲ
  8 附属松本  6114 清水 美好(2)

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄ ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ 失格
 6124 宮川 恵衣(2) 3-4 R1

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

決勝

女子共通

4×100m



決勝 6月2日 13:40

長野県中学記録(CR)               1.75 上原　久美恵                 上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.58 二木　由美子                 三郷             S56         

1m60
塩原 美里(1) - o xo o o xo xxx
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 高瀬
上沼 瑞季(2) - o o xo xo xxx
ｳｴﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 附属松本
胡桃 沙紀(2) o o o o xxo xxx
ｸﾙﾐ ｻｷ 穂高西
蓼原 彩奈(3) o o xo xo xxo xxx
ﾀﾃﾞﾊﾗ ｱﾔﾅ 清水
齋藤 汐音(2) - o o xxo xxo xxx
ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ 丸ﾉ内
二木 珠衣(3) - o o xo xxx
ﾌﾀﾂｷﾞ ｼﾞｭｲ 信明
日野 美香(3) - - o xxo xxx
ﾋﾉ ﾐｶ 白馬
松井 美奈実(3) o o o xxx
ﾏﾂｲ ﾐﾅﾐ 福島
矢ケ崎 菜奈(3) - o xo xxx
ﾔｶﾞｻｷ ﾅﾅ 筑摩野
若林 葉南(3) o o xxo xxx
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 開成
赤羽 遥香(3) - xxo xxo xxx
ｱｶﾊﾈ ﾊﾙｶ 旭町
中井 遥菜(2) o o xxx
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 豊科北
曽根原 可菜(3) xo xo xxx
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 北安松川
百瀬 そよか(2) o xxo xxx
ﾓﾓｾ ｿﾖｶ 波田
赤羽 菜々実(1) o xxx
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 三郷
松澤 なつめ(2) xo xxx
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅﾂﾒ 小谷
渡辺 真礼(2) xo xxx
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｱﾔ 塩尻広陵
中斎 水萌(2) xxx 記録なし
ﾅｶｻｲ ﾐﾓｴ 高綱
奥原 夏穂(3) xxx 記録なし
ｵｸﾊﾗ ｶﾎ 北安松川
越道 奈々(3) xxx 記録なし
ｺｼﾐﾁ ﾅﾅ 高綱
谷口 真生(1) xxx 記録なし
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 信明
水口 由葵(3) xxx 記録なし
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｷ 菅野
宮崎 涼花(2) xxx 記録なし
ﾐﾔｻﾞｷ ｽｽﾞｶ 大野川
芝波田 萌夏(1) xxx 記録なし
ｼﾊﾞﾀ ﾓｴｶ 仁科台
山下 萌香(1) xxx 記録なし
ﾔﾏｼﾀ ﾓｴｶ 三郷
川上 菜々花(2) xxx 記録なし
ｶﾜｶﾐ ﾅﾅｶ 仁科台

12  3948

8  3956

10  3600

6  5954

7  3672

3  5911

5  5742

1  5923

2  3776

16 11  3903
 1.20

16 20  3223
 1.20

14 15  3254
 1.25

15 4  3597
 1.20

12 23  3512
 1.25

13 13  3773
 1.25

10 9  5848
 1.30

11 24  5802
 1.30

8 26  2861
 1.30

9 18  5982
 1.30

6 17  5733
 1.35

7 14  3862
 1.35

4 16  5676
 1.40

4 25  5767
 1.40

2 22  6111
 1.40

3 19  3468
 1.40

1m54 1m57

1 21  3726
 1.45

記録 備考
1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48 1m51

女子共通

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 6月2日  9:15

長野県中学記録(CR)               5.59 宮坂　楓                     岡谷東部         2008/03/23  
大会記録(GR)                     4.82 横井　和子                   鉢盛             H1          

 ３回の
 最高記録

栗空 実穂(1)    x    x   4.30    4.30    x    x    x    4.30 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 王滝   -1.4    -1.4    -1.4
中村 朱里(1)   4.13    x   3.86    4.13   3.71   3.91   3.98    4.13 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鉢盛   +0.8   -2.6    +0.8   -2.4   -2.0   +1.1    +0.8
髙橋 はる(1)   4.08   3.81   3.79    4.08   3.60   3.75   3.90    4.08 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙ 仁科台   +0.1   +0.5   -1.1    +0.1   -1.0   -1.4   +0.9    +0.1
太田 彩水(1)   3.93   3.58   3.78    3.93   3.54   3.75   3.98    3.98 
ｵｵﾀ ｱﾔﾐ 塩尻   +1.1   -1.0   -0.4    +1.1   -1.4   -1.3   +1.1    +1.1
青島まど華(1)   3.80   3.75   3.66    3.80   3.83   3.94   3.85    3.94 
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 王滝   +0.6   +0.1   -1.4    +0.6   -1.8   -0.2    0.0    -0.2
宍戸 優希(1)   3.86   3.73   3.48    3.86   3.68    x   3.72    3.86 
ｼｼﾄﾞ ﾕｷ 開成   +1.4   +1.0   +0.1    +1.4   -1.1   -0.4    +1.4
赤澤 亜実(1)   3.82   3.72   3.57    3.82   3.57   3.39   3.51    3.82 
ｱｶｻﾞﾜ ｱﾐ 信明   +1.3   +1.4   -0.6    +1.3   -1.4   -1.5   -0.1    +1.3
鹿崎 さくら(1)   3.71   3.65   3.42    3.71   3.28   3.47   3.40    3.71 
ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 塩尻広陵   +3.2   +2.0   -0.3    +3.2   -2.0   -1.9   +0.3    +3.2
樋口 花梨(1)   3.65   3.63   3.44    3.65    3.65 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 三郷   -1.8   +0.2   -3.2    -1.8    -1.8
中田 萌(1)   3.54   3.17   3.39    3.54    3.54 
ﾅｶﾀ ﾓｴ 旭町   +1.8   -0.3   -0.3    +1.8    +1.8
齋藤 舞莉(1)    x   3.44   3.01    3.44    3.44 
ｻｲﾄｳ ﾏｲﾘ 北安松川   +2.0   -1.6    +2.0    +2.0
中村 渚(1)   3.40   2.65   3.04    3.40    3.40 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ 開成   +1.7   -0.1   +0.9    +1.7    +1.7
日向 萌(1)   3.35    x   3.01    3.35    3.35 
ﾋﾅﾀ ﾓｴ 信明   +1.2   +0.2    +1.2    +1.2
大羽 夏未(1)   3.27   3.20   3.30    3.30    3.30 
ｵｵﾊﾞ ﾅﾂﾐ 仁科台   +1.8   +0.7   -1.2    -1.2    -1.2
藤澤 かな子(1)    x   3.27   3.08    3.27    3.27 
ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾅｺ 鎌田   -0.8   +1.7    -0.8    -0.8
三尾あゆむ(1)   2.99   3.25   2.97    3.25    3.25 
ﾐｵ ｱﾕﾑ 丸ﾉ内   +1.0    0.0   -0.4     0.0     0.0
伊藤 咲季(1)   3.19   3.22   3.21    3.22    3.22 
ｲﾄｳ ｻｷ 北安松川   +0.9   +2.1   -0.3    +2.1    +2.1
井澤 あやの(1)   3.20   3.07   2.82    3.20    3.20 
ｲｻﾞﾜ ｱﾔﾉ 堀金   +0.6   -0.8   +1.2    +0.6    +0.6
藤岡 悠里(1)   3.04   2.97   3.18    3.18    3.18 
ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾘ 三郷   +0.1   -0.6   -1.0    -1.0    -1.0
三田 尚果(1)   3.13   2.76   2.70    3.13    3.13 
ﾐﾀ ﾅｵｶ 波田   +1.8   +0.8   +0.6    +1.8    +1.8
福島 瑠菜(1)   3.10   2.58   2.72    3.10    3.10 
ﾌｸｼﾏ ﾙﾅ 清水   +1.6   +2.1   -0.6    +1.6    +1.6
小岩井 さくら(1)   3.01    x   3.05    3.05    3.05 
ｺｲﾜｲ ｻｸﾗ 鎌田   +1.2   +0.9    +0.9    +0.9
稲沼 奏穂(1)   3.01   2.61   3.00    3.01    3.01 
ｲﾅﾇﾏ ｶﾅﾎ 山辺   +1.6   -0.5   +2.9    +1.6    +1.6
古畑 柚奈(1)   2.77   2.87   2.98    2.98    2.98 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾅ 福島   -0.1   -0.8   -1.0    -1.0    -1.0
河野 莉奈(1)   2.75   2.92   2.86    2.92    2.92 
ｺｳﾉ ﾘﾅ 松島   +2.1   +2.1   -0.7    +2.1    +2.1
三沢 彩奈(1)    x   2.71   2.85    2.85    2.85 
ﾐｻﾜ ｱﾔﾅ 松島   +1.0   -0.5    -0.5    -0.5
鈴木 愛海(1)   2.31   2.70   2.78    2.78    2.78 
ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 清水   +0.3   +1.4   +0.2    +0.2    +0.2
相澤 美怜(1)   2.69   2.60   2.68    2.69    2.69 
ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾚｲ 山辺   +1.8   -0.9   -0.3    +1.8    +1.8
井嶋 まどか(1)   2.66   2.49   2.48    2.66    2.66 
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 波田   +0.3   +2.3   +0.3    +0.3    +0.3
二木 愛海(1)    x   2.53   2.55    2.55    2.55 
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾏﾅﾐ 堀金   -0.3   +1.0    +1.0    +1.0
丸山 ひかる(1)   2.45   2.45   2.50    2.50    2.50 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 白馬   +0.9   -1.3   +0.9    +0.9    +0.9

30 1  3551

31 6  3871

28 2  5894

29 25  3258

26 14  5821

27 24  5667

24 23  2868

25 16  5836

22 9  5697

23 4  5888

20 27  3260

21 18  5674

18 5  3562

19 22  3604

16 11  5765

17 15  3784

14 19  3951

15 7  5699

12 8  5860

13 10  5741

10 13  5795

11 28  3781

8 26  3217

9 30  3603

6 17  5855

7 12  5746

4 3  3141

5 20  2960

2 29  6098

3 21  3962

記録 備考

1 31  2959

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

女子1年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月2日 13:30

長野県中学記録(CR)               5.59 宮坂　楓                     岡谷東部         2008/03/23  
大会記録(GR)                     5.15 横井　和子                   鉢盛             H1          

 ３回の
 最高記録

矢島 芽依(3)   4.96   4.86   4.88    4.96   4.97   4.80   4.92    4.97 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 旭町   +1.5   +0.9   +1.1    +1.5   +0.3   -0.4   +0.7    +0.3
湯本 珠実(2)    x   4.69    x    4.69   4.51   4.76   4.77    4.77 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科北   +0.7    +0.7    0.0   +0.5   +0.4    +0.4
武江 真歩(2)    x   4.51   4.57    4.57   4.55   4.68   4.64    4.68 
ﾀｹｴ ﾏﾎ 穂高西   +0.7   +1.1   +0.8    +0.8   -0.8   +1.0   +1.0    +1.0
三輪 才佳(3)   4.56   4.51   4.57    4.57   4.28   4.51   4.57    4.57 
ﾐﾜ ﾄｼｶ 旭町   +2.8   +1.2   +0.2    +0.2   -0.4   +0.7   +0.5    +0.2
辻本 采香(3)   4.55   4.49   4.42    4.55    x   4.35   4.46    4.55 
ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 附属松本   +1.2   +0.7   +0.4    +1.2   +0.2   +0.8    +1.2
萩原 詳子(2)   4.49   4.35    x    4.49    x    x   4.36    4.49 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 丘   +1.9   -0.1    +1.9   +1.0    +1.9
青木 七海(2)   4.37   4.22   4.48    4.48   4.35    x    x    4.48 
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 信明   +1.9   +1.5   +0.8    +0.8   +1.0    +0.8
浅村 美優(2)   4.43   4.17   4.38    4.43   4.30   3.99   4.09    4.43 
ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ 山辺   +1.7   +0.4   +0.8    +1.7   +1.1   +0.9   +0.7    +1.7
花村 菜々子(3)   4.22   4.10   4.35    4.35    4.35 
ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ 丸ﾉ内   +2.0   +0.8   +0.6    +0.6    +0.6
米山 みく(2)   4.31   4.17   4.11    4.31    4.31 
ﾖﾈﾔﾏ ﾐｸ 菅野   +1.2   +0.7   +1.8    +1.2    +1.2
中田 佑香(3)   4.26   3.89   4.10    4.26    4.26 
ﾅｶﾀ ﾕｳｶ 清水   +2.3   +0.9   +1.8    +2.3    +2.3
宮本 彩里(3)   4.25   4.20   4.15    4.25    4.25 
ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾘ 塩尻広陵   +1.4   +0.5   +0.9    +1.4    +1.4
荒井 葵凪(2)   4.19   4.17   4.00    4.19    4.19 
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻広陵   +0.5   +1.7   +1.0    +0.5    +0.5
志水 季里(2)    x   4.19   4.05    4.19    4.19 
ｼﾐｽﾞ ｷﾘ 福島   +1.2   +1.1    +1.2    +1.2
西澤 爽世(3)   3.98   3.89   4.16    4.16    4.16 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾖ 山辺   +2.1   +2.0   +1.3    +1.3    +1.3
臼井 舞彩(2)   4.04   3.97   4.09    4.09    4.09 
ｳｽｲ ﾏｱﾔ 穂高東   +0.1   +1.6   +1.3    +1.3    +1.3
竹下 雪杏(3)   3.97   3.93   4.07    4.07    4.07 
ﾀｹｼﾀ ﾕｱﾝ 大町第一   +2.1   +1.5   +0.8    +0.8    +0.8
内田 真愛(2)   3.91   4.05   3.96    4.05    4.05 
ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ 附属松本   +1.0   +0.4   +1.1    +0.4    +0.4
宮島 志歩(2)   4.03   3.80   3.95    4.03    4.03 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎ 堀金   +1.6   +0.8   +1.8    +1.6    +1.6
渡辺 実鈴(3)   3.90   3.72   3.95    3.95    3.95 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽｽﾞ 清水   +1.8   +0.5   +1.6    +1.6    +1.6
降籏 星奈(2)    x   3.89   3.95    3.95    3.95 
ﾌﾘﾊﾀ ｾｲﾅ 仁科台   +1.2   +2.0    +2.0    +2.0
酒井 菜々子(3)    x   3.86   3.81    3.86    3.86 
ｻｶｲ ﾅﾅｺ 高綱   +0.8   +1.2    +0.8    +0.8
久保田 樺乃(2)    x    x   3.86    3.86    3.86 
ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ 鉢盛   +0.9    +0.9    +0.9
森永 歩野(2)   3.79   3.82   3.68    3.82    3.82 
ﾓﾘﾅｶﾞ ｱﾕﾉ 北安松川   +2.2   +0.4   +1.6    +0.4    +0.4
折井 海音(3)   3.77   3.29   3.58    3.77    3.77 
ｵﾘｲ ｶﾉﾝ 才教   +1.6   +1.0   +1.2    +1.6    +1.6
中澤 摩由(3)   3.68    x   3.76    3.76    3.76 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾕｷ 開成   +2.3   +1.9    +1.9    +1.9
塩島 有紗(3)   3.70   3.65   3.68    3.70    3.70 
ｼｵｼﾞﾏ ｱﾘｻ 菅野   +1.6   -0.2   +1.3    +1.6    +1.6
小林 真菜(3)    x   3.63   3.58    3.63    3.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 高綱   +2.0   +1.0    +2.0    +2.0
塩原 未楠(3)   3.60   3.47   3.58    3.60    3.60 
ｼｵﾊﾗ ﾐｸ 塩尻西部   -0.4   +0.8   +1.2    -0.4    -0.4
古林 あみ(2)   3.41   3.52   3.40    3.52    3.52 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 筑摩野   +2.1   +0.8   +1.2    +0.8    +0.8
市橋 史佳(2)   3.50   3.38   3.29    3.50    3.50 
ｲﾁﾊｼ ﾌﾐｶ 信明   +1.3   +0.4   +0.8    +1.3    +1.3
小松 茉由(2)    x   3.04   3.10    3.10    3.10 
ｺﾏﾂ ﾏﾕ 塩尻   +0.9   +0.8    +0.8    +0.8
小口 亜友菜(2)   2.96   2.99   2.91    2.99    2.99 
ｵｸﾞﾁ ｱﾕﾅ 堀金   +0.9   +0.7   +1.0    +0.7    +0.7
宮澤 奈央(3)    x    x    x     x 記録なし
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｵ 波田
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記録 備考
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走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月2日  9:00

長野県中学記録(CR)              13.49 川上 松枝                    仁科台           1988/08/20  
大会記録(GR)                    13.07 

 ３回の
 最高記録

二村 紋名(3)
ﾆﾑﾗ ｱﾔﾅ 三郷
町田 早耶香(3)
ﾏﾁﾀﾞ ｻﾔｶ 高綱
柴田 友菜(3)
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 菅野
大沼 瑠奈(3)
ｵｵﾇﾏ ﾙﾅ 鉢盛
小林 みか(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 松島
伊藤 朋伽(3)
ｲﾄｳ ﾄﾓｶ 北安松川
細川 さやか(2)
ﾎｿｶﾜ ｻﾔｶ 穂高西
山口 樹々(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ 豊科北
高橋 茉里(3)
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ 旭町
内山 奈央(2)
ｳﾁﾔﾏ ﾅｵ 穂高西
船坂 望(3)
ﾌﾅｻｶ ﾉｿﾞﾐ 菅野
中村 公香(2)
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 鉢盛
原 弘子(3)
ﾊﾗ ﾋﾛｺ 清水
白澤 愛梨(3)
ｼﾗｻﾜ ｱｲﾘ 北安松川
橋渡 みのり(3)
ﾊｼﾄﾞ ﾐﾉﾘ 堀金
西川 茉那(3)
ﾆｼｶﾜ ﾏﾅ 丸ﾉ内
巾 こと美(1)
ﾊﾊ ﾞｺﾄﾐ 王滝
奥原 夕奈(3)
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 旭町
上野 沙耶加(3)
ｳｴﾉ ｻﾔｶ 丸ﾉ内
藤原 希(1)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 小谷
山本 佳奈(2)
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 豊科北
藤本 優佳(1)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 王滝
太田 このみ(3)
ｵｵﾀ ｺﾉﾐ 白馬
市川 真優(3)
ｲﾁｶﾜ ﾏﾕ 高綱
羽賀 萌(2)
ﾊｶﾞ ﾒｸﾞﾐ 附属松本
茅野 葵(3)
ﾁﾉ ｱｵｲ 仁科台
唐澤 眞紀子(1)
ｶﾗｻﾜ ﾏｷｺ 三郷
大月 愛央(1)
ｵｵﾂｷ ﾏﾋﾛ 堀金
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女子共通

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



2013/ 6/ 2

長野県中学記録(CR)               2777 内山 成実                    小布施           2010/06/05  
大会記録(GR)                     2273 

滋田 祐希(2) 18.82(+1.2)        1.20        8.66 29.80(-0.9)   1657
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 旭町     407     312     442     496      1
樋口 莉緒花(2) 17.56(+1.2)        1.25        5.78 30.69(-0.9)   1586
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻広陵     535     359     257     435      2
山田 汐莉(2) 18.57(+1.2)        1.25        5.83 29.42(-0.9)   1574
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 豊科北     431     359     261     523      3
松本 真輝(2) 19.39(+1.2)        1.25        7.27 29.95(-0.9)   1552
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 堀金     355     359     352     486      4
百瀬 真梨(3) 19.92(+1.2)        1.33        8.47 32.84(-0.9)   1480
ﾓﾓｾ ﾏﾘ 丸ﾉ内     309     439     430     302      5
矢島 由衣(3) 20.96(+1.2)        1.15        7.52 30.78(-0.9)   1290
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 山辺     227     266     368     429      6
平林 桃子(3) 20.37(+1.2) NM        6.88 31.89(-0.9)    957
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 松島     272       0     327     358      7
山﨑 櫻子(3) 20.99(+1.2)        1.10        5.84 33.82(-0.9)    957
ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗｺ 附属松本     225     222     261     249      8
田中 優衣(3) 20.50(+1.2) NM        7.11 32.61(-0.9)    919
ﾀﾅｶ ﾕｲ 福島     262       0     342     315      9
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女子共通

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100mH HJ SP
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