
 
 
大会コード 15200512 

第４０回 塩尻市小学生・中学生 

陸上競技記録会 

記録集 
 

 

期  日： 平成２７年５月２３日（土） 

会  場： 長野県松本広域公園陸上競技場（201020） 

主  催： 塩尻市教育委員会 

後  援： 塩尻市校長会 塩尻市小学校体育連盟 塩尻市中学校体育連盟 

審 判 長： トラック／川上  修  フィールド／下川 泰秀 

記録主任： 増田喜代志 

 

■この大会で樹立された記録 

月日 種目 ラウンド 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

5/23 １００m 決勝 
１１秒４８ 

（＋０．８） 
柳沢 直生 男 塩尻西部中(3) １１秒７２ 大会新 

 

■グラウンドコンディション 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 

 8:30 曇り 南東 0.9 19.5 46.0 

 9:00 晴れ 東 1.3 20.0 48.0 
10:00 晴れ 南東 0.6 22.0 58.0 
11:00 晴れ 東南東 1.6 24.5 32.0 
12:00 晴れ 南東 3.9 24.5 26.0 
13:00 晴れ 南東 2.0 26.5 21.0 
14:00 晴れ 東 1.7 27.5 22.0 
15:00 晴れ 東 1.6 26.0 18.0 
16:00 晴れ 南東 4.0 25.0 61.0 

 

 



ﾄﾗｯｸ審判長 川上　修
跳躍審判長 下川　泰秀
投擲審判長 下川　泰秀

【開催日】 平成27年5月23日 記録主任： 増田喜代志
【主催団体】 塩尻市教育委員会 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
 5/23 中学女子 小林 若菜(3) 2:43.86

800m 塩尻広陵中
 5/23 小林 若菜(3) 5:33.33 近藤 美保(1) 6:32.02 松崎 紫月(1) 6:37.96

1500m 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中
 5/23 鹿崎 さくら(3) 1.40

走高跳 塩尻広陵中
 5/23 中学１年女子  -1.5 吉村 葵(1) 15.75 田中 麻由(1) 15.88 片柳 裕菜(1) 15.92 近藤 美保(1) 17.34 松崎 紫月(1) 17.82

100m 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中
 5/23 太田 彩水(3) 4.17(+2.1)

走幅跳 塩尻中
 5/23 塩尻広陵中(B)    1:02.70

4×100m 田中 麻由(1)
片柳 裕菜(1)
近藤 美保(1)
吉村 葵(1)

 5/23 中学2.3年女  +0.8 田中 愛(2) 13.66 中野 清楓(3) 13.96 太田 聡恵(3) 14.10 太田 彩水(3) 14.71 松尾 美羽(3) 14.80 都筑 朱里(2) 14.91
100m 塩尻西部中 塩尻西部中 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻広陵中 塩尻西部中

 5/23 吉村 葵(1) 3.46(-0.5) 片柳 裕菜(1) 2.98(+0.3) 田中 麻由(1) 2.89(+1.6)
走幅跳 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中

 5/23 塩尻西部中       54.29 塩尻広陵中(A)      56.57
4×100m 田中 愛(2) 小林 若菜(3)

南山 歩乃伽(1) 太田 聡恵(3)
都筑 朱里(2) 松尾 美羽(3)
中野 清楓(3) 鹿崎 さくら(3)

 5/23 小学4年女子  +1.2 手塚 心結(4) 16.23 小松 愛奈(4) 16.43 上條 優奈(4) 16.53 堤 夏美(4) 17.21 清水 香帆(4) 17.22 太田 奈沙(4) 17.56 木下 怜珂(4) 17.90 日榮 優月(4) 17.96
100m 吉田小 塩尻東 吉田小 塩尻西小 洗馬小 洗馬小 塩尻西小 吉田小

 5/23 風間 唯花(4) 4:16.91 畠中 優佳(4) 4:32.81
1000m 塩尻東 吉田小

 5/23 小学5.6年女 里見 優(6) 1.10 豊岡 さくら(5) 0.95
走高跳 洗馬小 吉田小

 5/23 荻上 かおる(6)3.58(+0.8) 都筑 望美(6) 3.34(+0.6) 酒井 綾美(5) 3.27(+2.0) 萩原 詠子(5) 3.00(+1.2) 田中 美麗(5) 2.89(+0.7) 青山 美伶(5) 2.70(+0.6)
走幅跳 桔梗小 洗馬小 洗馬小 吉田小 広丘小 吉田小

 5/23 矢澤 愛理(6) 30.08
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 洗馬小

 5/23 小学5年女子  +1.3 宮田 珠妃(5) 16.43
100m 塩尻東

 5/23 小学6年女子  +1.3 飯澤 優里(6) 14.95 倉科 唯(6) 16.02 青柳 凜乃(6) 16.45
100m 塩尻東 吉田小 塩尻東



風速 +1.2

 1 手塚 心結(4)     16.23 
ﾃﾂﾞｶ ﾐﾕ 吉田小

 2 小松 愛奈(4)     16.43 
ｺﾏﾂ ｱｲﾅ 塩尻東

 3 上條 優奈(4)     16.53 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾅ 吉田小

 4 堤 夏美(4)     17.21 
ﾂﾂﾐ ﾅﾂﾐ 塩尻西小

 5 清水 香帆(4)     17.22 
ｼﾐｽﾞ ｶﾎ 洗馬小

 6 太田 奈沙(4)     17.56 
ｵｵﾀ ﾅｽﾞﾅ 洗馬小

 7 木下 怜珂(4)     17.90 
ｷﾉｼﾀ ﾚｲｶ 塩尻西小

 8 日榮 優月(4)     17.96 
ﾋｴｲ ﾕﾂﾞｷ 吉田小

 9 永原 璃音(4)     19.65 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘｵ 塩尻西小

3    71

9    72

4    52

5    85

1    80

8    53

7    70

6    51

2   133

小学4年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



風速 +1.3

 1 宮田 珠妃(5)     16.43 
ﾐﾔﾀ ﾐｷ 塩尻東

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   132

小学5年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ



風速 +1.3

 1 飯澤 優里(6)     14.95 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 塩尻東

 2 倉科 唯(6)     16.02 
ｸﾗｼﾅ ﾕｲ 吉田小

 3 青柳 凜乃(6)     16.45 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘﾉ 塩尻東

5   130

3   131

4    50

小学6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 風間 唯花(4)   4:16.91 
ｶｻﾞﾏ ﾕｶ 塩尻東

 2 畠中 優佳(4)   4:32.81 
ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｶ 吉田小

2   134

1    54

小学4年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月23日 15:05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 桔梗小(A)   111 駒込 柚菜(4)   1:14.50 

ｷｷｮｳｼｮｳA ｺﾏｺﾞﾒ ﾕｽﾞﾅ
  112 倉澤 優佳(4)

ｸﾗｻﾜ ﾕｳｶ
  135 小野 元慈(4)

ｵﾉ  ﾓﾄﾅﾘ
  136 藤森 元希(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾞﾝｷ

小学男女混合

4×100m

決勝



里見 優(6)
ｻﾄﾐ ﾕｳ 洗馬小
豊岡 さくら(5)
ﾄﾖｵｶ ｻｸﾗ 吉田小
小川 まゆ佳(5) 記録なし
ｵｶﾞﾜ ﾏﾕｶ 吉田小

 0.95

1    57
xxx

xxx
2 3    58

o o xxo

xo xxx  1.10
1 2    82

o o o o o

記録 備考m85 m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15

小学5.6年女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



 ３回の
 最高記録

荻上 かおる(6)   3.54   3.36   3.58    3.58    3.58 
ｵｷﾞｳｴ  ｶｵﾙ 桔梗小   +1.2   +1.1   +0.8    +0.8    +0.8
都筑 望美(6)   3.34   3.21   3.07    3.34    3.34 
ﾂﾂﾞｸ ﾉｿﾞﾐ 洗馬小   +0.6   +0.8   +0.8    +0.6    +0.6
酒井 綾美(5)   3.25   2.86   3.27    3.27    3.27 
ｻｶｲ ｱﾔﾐ 洗馬小   +0.9   +1.4   +2.0    +2.0    +2.0
萩原 詠子(5)   2.52    x   3.00    3.00    3.00 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｴｲｺ 吉田小   +1.0   +1.2    +1.2    +1.2
田中 美麗(5)   2.56   2.72   2.89    2.89    2.89 
ﾀﾅｶ ﾐﾚ 広丘小   +1.6   +0.8   +0.7    +0.7    +0.7
青山 美伶(5)   2.70    x   2.56    2.70    2.70 
ｱｵﾔﾏ ﾐﾚｲ 吉田小   +0.6   +2.6    +0.6    +0.6

6 1    56

4 3    55

5 6    20

2 4    81

3 2    84

記録 備考

1 5   110

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

小学5.6年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

矢澤 愛理(6)
ﾔｻﾞﾜ ｱｲﾘ 洗馬小

 30.08 

記録 備考

1 1    83
   o    o  30.08   30.08

-3-

小学5.6年女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

決勝

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



風速 -1.5

 1 吉村 葵(1)     15.75 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 塩尻広陵中

 2 田中 麻由(1)     15.88 
ﾀﾅｶ ﾏﾕ 塩尻広陵中

 3 片柳 裕菜(1)     15.92 
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ 塩尻広陵中

 4 近藤 美保(1)     17.34 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ 塩尻広陵中

 5 松崎 紫月(1)     17.82 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ 塩尻広陵中

3   183

5   181

4   182

6   185

7   184

中学１年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



風速 +0.8

 1 田中 愛(2)     13.66 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 塩尻西部中

 2 中野 清楓(3)     13.96 
ﾅｶﾉ ｻﾔｶ 塩尻西部中

 3 太田 聡恵(3)     14.10 
ｵｵﾀ ｻﾄｴ 塩尻広陵中

 4 太田 彩水(3)     14.71 
ｵｵﾀ ｱﾔﾐ 塩尻中

 5 松尾 美羽(3)     14.80 
ﾏﾂｵ ﾐｳ 塩尻広陵中

 6 都筑 朱里(2)     14.91 
ﾂﾂﾞｸ ｱｶﾘ 塩尻西部中
鹿崎 さくら(3)
ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 塩尻広陵中

5   180

4   188
欠場

8   152

7   186

2   170

3   151

6   150

中学2.3年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 小林 若菜(3)   2:43.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 塩尻広陵中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   187

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ



 1 小林 若菜(3)   5:33.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 塩尻広陵中

 2 近藤 美保(1)   6:32.02 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ 塩尻広陵中

 3 松崎 紫月(1)   6:37.96 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ 塩尻広陵中

20   182

18   187

19   181

中学女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 塩尻広陵中(B)   184 田中 麻由(1)   1:02.70 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾀﾅｶ ﾏﾕ
  183 片柳 裕菜(1)

ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ
  181 近藤 美保(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ
  185 吉村 葵(1)

ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ

中学１年女子

4×100m

決勝



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 塩尻西部中   151 田中 愛(2)     54.29 

ｼｵｼﾞﾘｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ
  153 南山 歩乃伽(1)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ
  152 都筑 朱里(2)

ﾂﾂﾞｸ ｱｶﾘ
  150 中野 清楓(3)

ﾅｶﾉ ｻﾔｶ
 2   5 塩尻広陵中(A)   187 小林 若菜(3)     56.57 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ
  186 太田 聡恵(3)

ｵｵﾀ ｻﾄｴ
  180 松尾 美羽(3)

ﾏﾂｵ ﾐｳ
  188 鹿崎 さくら(3)

ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ

中学2.3年女子

4×100m

決勝



 ３回の
 最高記録

太田 彩水(3)   3.63   4.17   3.84    4.17    4.17 
ｵｵﾀ ｱﾔﾐ 塩尻中   +1.2   +2.1   -0.5    +2.1    +2.1

記録 備考

1 1   170

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

中学１年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

吉村 葵(1)   3.32   3.45   3.46    3.46    3.46 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 塩尻広陵中   +1.2   +2.0   -0.5    -0.5    -0.5
片柳 裕菜(1)    x   2.74   2.98    2.98    2.98 
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ 塩尻広陵中   +2.5   +0.3    +0.3    +0.3
田中 麻由(1)    x   2.89    x    2.89    2.89 
ﾀﾅｶ ﾏﾕ 塩尻広陵中   +1.6    +1.6    +1.6

2 2   183

3 1   184

記録 備考

1 3   185

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

中学2.3年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



鹿崎 さくら(3)
ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 塩尻広陵中

xxx  1.40- o o o

1m40 1m45
1 1   188

- - - - -

記録 備考1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35

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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