
《大会コード　　　１５２００５４８》

主　催　：　岡谷市教育委員会　(公財)岡谷市体育協会　
               岡谷市陸上競技協会
主　管　：　岡谷市陸上競技協会
期　日　：　平成２７年５月１７日(日）
会　場　：　岡谷市営陸上競技場（岡谷東部中学校庭）

《競技場コード　　　２０４０４０》

審 判 長 ：宮坂　繁
記録主任：森　安夫

予・決 記録 所属 従来の記録

決勝 １ｍ１５ 長地小 １ｍ１０

予・決 記録 所属

決勝 1m40 岡谷西部中

決勝 1m40 岡谷西部中

風力測定主任：林　甲市

時刻 天候 気温　℃ 湿度 風向 備考

 9:00 晴れ 18.0℃  44.0 % 北   0.8m/sec.

10:00 晴れ 20.0℃ 36% 南  2.0m/sec.

11:00 晴れ 21.0℃ 38% 北北西   2.1m/sec.

12:00 晴れ 22.0℃ 36% 北西   2.1m/sec.

13:00 晴れ 23.0℃ 34% 北東   1.2m/sec.

14:00 晴れ 23.5℃ 34% 西南西   1.3m/sec.

15:00 晴れ 23.5℃ 32% 北北東   2.3m/sec.

平成27年
岡谷市民春季陸上競技大会

この大会で記録された新記録

大 会 新 記 録 一 覧 表

種　　目 氏　　名

小学男子5･6年走高跳 小口　伸太郎

大 会 タ イ 記 録 一 覧 表

種　　目 氏　　名

グ ラ ン ド コ ン デ シ ョ ン

風速

中学2年女子走高跳 花岡　瑚徒

中学2年女子走高跳 倉科　愛美



平成27年度岡谷市民陸上競技大会                                                  
主催：岡谷市教育委員会　(公財)岡谷市体育協会　岡谷市陸上競技協会                
主管：岡谷市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
(GT:大会タイ) 女  子 【競技場】204040  岡谷市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/17 中学1年女子  +1.2塩沢 姫和(1) 15.72 山田 加奈(1) 16.42 花岡 広美(1) 16.44 阿部 彩菜(1) 16.45 加納 のどか(1) 16.75 加藤 瑶唯(1) 16.78 山口 華奈(1) 17.52

100m 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷北部中 岡谷東部中
05/17  +1.1小口 侑寿葉(1) 35.53

200m 岡谷北部中
05/17 矢﨑 萌夏(1) 5,48.93 林 歩実(1) 6,34.08 花岡 こなみ(1) 6,45.92

1500m 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中
05/17 加藤 瑶唯(1) 1.15

走高跳 岡谷北部中
05/17 小口 侑寿葉(1)2.68(-1.8)

走幅跳 岡谷北部中
05/17 小学1･2年女  +2.5関 心乃香(2) 11.11 吉水 優香(2) 11.15 柳澤 千春(2) 岡谷小 11.55 山田 泉都(2) 11.75 山田 未結佳(2) 12.02 八幡 倖奈(1) 12.35

60m 川岸小 長地小 亀田 真麻(2) 川岸小 長地小 長地小 田中小
05/17 佐藤 響(2) 2,48.90

600m 神明小
05/17 小学3･4年女  +1.4小澤 珠里(4) 16.43 花岡 亜矢(4) 16.82 倉坪 佑衣(4) 17.06 小松 志緒(4) 17.14 小口 色葉(3) 17.23 前川 友莉愛(4) 17.83 永長 佳弥(3) 17.92

100m 川岸小 長地小 川岸小 長地小 田中小(A) 長地小 長地小
05/17 名和 夏乃子(4) 3,07.51 滝沢 愛佳(4) 3,12.62 花岡 侑奈(4) 3,15.42 今井 詩乃(3) 3,22.05 上久保 花怜(4) 3,24.12 遠藤 素羽(3) 3,25.32 杉浦 望(4) 3,26.06 中嶋 春香(3) 3,26.63

800m 岡谷小(A) 小井川小 上の原小 上の原小 神明小 岡谷小(C) 岡谷小 神明小
05/17 長地小     1,10.96 田中小(B)     1,12.66 岡谷小(A)     1,16.44 岡谷小(B)     1,18.55 岡谷小(C)     1,18.85

4×100mR 小松 志緒(4) 小口 紗矢(3) 杉浦 望(4) 林 咲希(3) 遠藤 素羽(3)
宮澤 愛(4) 宮坂 咲穂(3) 花岡 澄珠(4) 木下 加奈子(3) 林 蒼依(3)
石倉 ゆうび(4) 林 陽菜(3) 名和 夏乃子(4) 降籏 結琴(3) 宮澤 華苗(3)
花岡 亜矢(4) 神田 美羽(3) 林 奈乃羽(4) 伊藤 朱音(4) 横川 芽依(3)

05/17 中学2年女子  +1.6宮坂 育(2) 14.34 篠原 花恋(2) 14.60 酒井 歩美(2) 14.78 宮坂 なな(2) 15.05 高木 佑菜(2) 15.10 宮坂 麻絢(2) 15.32 早出 裕美(2) 15.62
100m 岡谷東部中(B) 岡谷東部中(C) 岡谷西部中(B) 岡谷東部中(C) 岡谷北部中 岡谷東部中(C) 岡谷東部中(B)

05/17  +1.1山田 花永(2) 32.79 田中 優冬(2) 36.13
200m 岡谷東部中(C) 岡谷東部中

05/17 酒井 愛梨(2) 6,17.05
1500m 岡谷北部中

05/17 宮坂 麻絢(2) 3.80(-1.0) 高木 佑菜(2) 3.70(-1.7) 今井 美月(2) 3.70(-1.8) 小口 るり(2) 3.68(-0.6) 林 菜月(2) 3.39(-1.8) 今井 愛胡(2) 3.35(-1.5) 上條 なつみ(2)3.17(-1.8)
走幅跳 岡谷東部中(C) 岡谷北部中 岡谷東部中(B) 岡谷東部中(B) 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中

05/17 花岡 瑚徒(2)岡谷西部中(B) 1.40 北原 璃歩(2) 1.20
走高跳 倉品 愛美(2)岡谷西部中(B) GT 岡谷東部中(B)

05/17 小学5年女子  +1.3宮坂 優那(5) 16.07 春日 莉緒(5) 16.09 関 唯々香(5) 16.27 林 杏珠(5) 16.67 池田 優香(5) 16.70 上條 ときみ(5) 16.88 大矢 咲蘭(5) 16.90
100m 長地小(A) 上の原小 川岸小 岡谷小 神明小 長地小(B) 長地小(A)

05/17 中島 優香(5) 3,58.78 黒木 乃愛(5) 4,05.18 藤村 紘子(5) 4,06.82 黒木 香乃(5) 4,14.22 中嶋 茜音(5) 4,21.97 大輪 円香(5) 4,21.98
1000m 川岸小 上の原小 上の原小 上の原小 神明小 川岸小

05/17 永田 真知(5) 2.70(0.0)
走幅跳 小井川小

05/17 長地小(A)     1,05.18 上の原小     1,06.86 長地小(B)     1,08.51 小井川小     1,08.98 神明小     1,09.76
4×100mR 林 優舞(5) 春日 莉緒(5) 島谷 桃葉(5) 永田 真知(5) 今井 成美(5)

長門 杏実(5) 藤村 紘子(5) 小出 益実(5) 西澤 かなみ(5) 河口 みずき(5)
宮坂 優那(5) 黒木 香乃(5) 上條 ときみ(5) 高林 あんり(5) 中嶋 茜音(5)
大矢 咲蘭(5) 黒木 乃愛(5) 山田 亜実(5) 町田 芽依(5) 池田 優香(5)

05/17 小学6年女子  +2.9小松 綾音(6) 15.58 濵 衣吹(6) 15.81 中島 さや香(6) 16.14 師岡 あい(6) 16.17 江口 真尋(6) 16.22 花岡 麗奈(6) 16.23 笠原 江梨(6) 16.24
100m 岡谷小 岡谷小 長地小 上の原小 小井川小 長地小 長地小

05/17 今井 風花(6) 3,39.20 小口 紗弥(6) 3,42.86 佐藤 希美(6) 3,48.94 津田 充瑠(6) 3,50.61 本橋 奈央子(6) 3,58.92 手島 愛(6) 4,00.04
1000m 小井川小 長地小 田中小 神明小 岡谷小 神明小

05/17 濵 美月(6) 3.58(0.0) 山田 真帆(6) 3.38(0.0) 井口 柚(6) 3.35(0.0) 宮本 若葉(6) 3.19(0.0)
走幅跳 岡谷小 長地小 岡谷小 長地小



平成27年度岡谷市民陸上競技大会                                                  
主催：岡谷市教育委員会　(公財)岡谷市体育協会　岡谷市陸上競技協会                
主管：岡谷市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
(GT:大会タイ) 女  子 【競技場】204040  岡谷市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/17 岡谷小     1,03.80 長地小     1,03.89 小井川小     1,05.15 神明小     1,10.19

4×100mR 武居 雅恵(6) 石吾 桃香(6) 江口 真尋(6) 丸山 璃心(6)
本橋 奈央子(6) 笠原 江梨(6) 木邨 梨乃(6) 手島 愛(6)
濵 美月(6) 花岡 麗奈(6) 川嶋 成美(6) 津田 充瑠(6)
濵 衣吹(6) 中島 さや香(6) 今井 風花(6) 中嶋 菜月(6)

05/17 中学3年女子  +2.2栁澤 唯月(3) 29.38 山田 楓(3) 29.50 中島 瑠衣(3) 30.45 長久保 麻衣(3) 31.54 今井 媛奈(3) 33.00
200m 岡谷東部中(A) 岡谷西部中(A) 岡谷西部中(A) 岡谷東部中(A) 岡谷北部中

05/17 半田 永遠(3) 5,41.21 花岡 里帆(3) 5,56.14 塚田 光香(3) 6,15.87
1500m 岡谷北部中 岡谷南部 岡谷北部中

05/17 花岡 いろは(3)4.47(-1.0) 小林 尚美(3) 4.08(-1.7) 長久保 麻衣(3)3.78(-1.2)
走幅跳 岡谷東部中(A) 岡谷西部中(A) 岡谷東部中(A)

05/17 林 沙都美(3) 1.35 工藤 真希(3) 1.35
走高跳 岡谷東部中(A) 岡谷東部中(A)

05/17 中学共通女子 小口 維吹(2) 8.03 宮坂 なな(2) 5.87 田中 優冬(2) 5.22
砲丸投2.7㎏ 岡谷東部中 岡谷東部中(C) 岡谷東部中

05/17 岡谷西部中(A)      55.91 岡谷東部中(A)      56.47 岡谷東部中(B)      58.49 岡谷東部中(C)      58.75 岡谷西部中(B)    1,01.63
4×100mR 山田 楓(3) 工藤 真希(3) 北原 璃歩(2) 篠原 花恋(2) 酒井 歩美(2)

中島 瑠衣(3) 花岡 いろは(3) 今井 美月(2) 山田 花永(2) 倉品 愛美(2)
小林 尚美(3) 長久保 麻衣(3) 早出 裕美(2) 宮坂 なな(2) 武舎 ひかる(2)
小尾 友音(3) 栁澤 唯月(3) 宮坂 育(2) 宮坂 麻絢(2) 花岡 瑚徒(2)



予選 5月17日  9:00
決勝 5月17日 11:50

大会新  (GR )       14.27
諏訪新  (SR )       13.23

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.5

 1 山田 加奈(1)     16.50 q  1 塩沢 姫和(1)     16.02 q
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 岡谷東部中

 2 阿部 彩菜(1)     16.62 q  2 加藤 瑶唯(1)     16.56 q
ｱﾍﾞ ｱﾔﾅ 岡谷東部中 ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部中

 3 加納 のどか(1)     16.64 q  3 花岡 広美(1)     16.70 q
ｶﾉｳ ﾉﾄﾞｶ 岡谷北部中 ﾊﾅｵｶ ﾋﾛﾐ 岡谷東部中

 4 山口 華奈(1)     17.65 q  4 武居 真衣(1)     17.80 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 岡谷東部中 ﾀｹｲ ﾏｲ 岡谷南部

風速 +1.2

 1 塩沢 姫和(1)     15.72 
ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 岡谷東部中

 2 山田 加奈(1)     16.42 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中

 3 花岡 広美(1)     16.44 
ﾊﾅｵｶ ﾋﾛﾐ 岡谷東部中

 4 阿部 彩菜(1)     16.45 
ｱﾍﾞ ｱﾔﾅ 岡谷東部中

 5 加納 のどか(1)     16.75 
ｶﾉｳ ﾉﾄﾞｶ 岡谷北部中

 6 加藤 瑶唯(1)     16.78 
ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部中

 7 山口 華奈(1)     17.52 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 岡谷東部中

中学1年女子

100m                

記録／備考

予選 通過基準  2組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3   361

5   318

2   358

5   307

4   356

3   317

2   382

  356

2

記録／備考

4   359

3

6   382

  358

所属名 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5   361

7   318

4   317

1   359



予選 5月17日  9:10
決勝 5月17日 11:55

大会新  (GR )       13.32
諏訪新  (SR )       12.83

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +2.0

 1 篠原 花恋(2)     14.42 q  1 宮坂 育(2)     14.37 q
ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 岡谷東部中(C) ﾐﾔｻｶ ｲｸ 岡谷東部中(B)

 2 酒井 歩美(2)     14.92 q  2 高木 佑菜(2)     15.09 q
ｻｶｲ ｱﾕﾐ 岡谷西部中(B) ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 岡谷北部中

 3 宮坂 麻絢(2)     15.21 q  3 宮坂 なな(2)     15.20 q
ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中(C) ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 岡谷東部中(C)

 4 早出 裕美(2)     15.30 q  4 武舎 ひかる(2)     15.41 
ｿｳﾃﾞ ﾋﾛﾐ 岡谷東部中(B) ﾑｼｬ ﾋｶﾙ 岡谷西部中(B)

 5 小口 維吹(2)     16.22  5 吉沢 彩季子(2)     16.39 
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中 ﾖｼｻﾞﾜ ｻｷｺ 岡谷東部中(C)
小澤 沙永子(2)
ｵｻﾞﾜ ｻｴｺ 岡谷北部中

風速 +1.6

 1 宮坂 育(2)     14.34 
ﾐﾔｻｶ ｲｸ 岡谷東部中(B)

 2 篠原 花恋(2)     14.60 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 岡谷東部中(C)

 3 酒井 歩美(2)     14.78 
ｻｶｲ ｱﾕﾐ 岡谷西部中(B)

 4 宮坂 なな(2)     15.05 
ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 岡谷東部中(C)

 5 高木 佑菜(2)     15.10 
ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 岡谷北部中

 6 宮坂 麻絢(2)     15.32 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中(C)

 7 早出 裕美(2)     15.62 
ｿｳﾃﾞ ﾋﾛﾐ 岡谷東部中(B)

100m                

予選 通過基準  2組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考
1   354

4   355

記録／備考

ﾚｰﾝ
1   355

ﾚｰﾝ No.

2   379

6   351

中学2年女子

順 氏  名 所属名 記録／備考 順 氏  名No.

5   379 2   314

2   344 5   351

4   346 4   380

6   348 3   341

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7

1   346

3   314

3   319

  344

5   354



決勝 5月17日 13:45

大会新  (GR )       30.04
諏訪新  (SR )       26.76

風速 +1.1

 1 小口 侑寿葉(1)     35.53 
ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 岡谷北部中

決勝 5月17日 13:45

大会新  (GR )       29.09
諏訪新  (SR )       26.76

風速 +1.1

 1 山田 花永(2)     32.79 
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅｴ 岡谷東部中(C)

 2 田中 優冬(2)     36.13 
ﾀﾅｶ ﾕﾌ 岡谷東部中

決勝 5月17日 13:50

大会新  (GR )       28.20
諏訪新  (ST )       26.76

風速 +2.2

 1 栁澤 唯月(3)     29.38 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 岡谷東部中(A)

 2 山田 楓(3)     29.50 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 岡谷西部中(A)

 3 中島 瑠衣(3)     30.45 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 岡谷西部中(A)

 4 長久保 麻衣(3)     31.54 
ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｲ 岡谷東部中(A)

 5 今井 媛奈(3)     33.00 
ｲﾏｲ ﾋﾒﾅ 岡谷北部中

3   336

4   321

2   374

6   376

氏  名 所属名

中学2年女子

記録／備考
2

3   343

決勝

順 ﾚｰﾝ

中学3年女子

200m                

記録／備考
5   339

No.

氏  名

所属名 記録／備考
4   342

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

所属名

200m                

決勝

  316

中学1年女子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No.



決勝 5月17日 14:30

大会新  (GR )     5,25.86
諏訪新  (SR )     4,33.88

 1 矢﨑 萌夏(1)   5,48.93 
ﾔｻﾞｷ ﾓｴｶ 岡谷東部中

 2 林 歩実(1)   6,34.08 
ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 岡谷東部中

 3 花岡 こなみ(1)   6,45.92 
ﾊﾅｵｶ ｺﾅﾐ 岡谷東部中

決勝 5月17日 14:30

大会新  (GR )     5,12.26
諏訪新  (SR )     4,33.88

 1 酒井 愛梨(2)   6,17.05 
ｻｶｲ ｱｲﾘ 岡谷北部中

決勝 5月17日 14:30

大会新  (GR )     5,20.50
諏訪新  (SR )     4,33.88

 1 半田 永遠(3)   5,41.21 
ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 岡谷北部中

 2 花岡 里帆(3)   5,56.14 
ﾊﾅｵｶ ﾘﾎ 岡谷南部

 3 塚田 光香(3)   6,15.87 
ﾂｱﾀﾞ ﾐﾂｶ 岡谷北部中

5   315
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   363

中学2年女子

1500m               

決勝

2   357

3   362

中学1年女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学3年女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   322

7   320

6   306



決勝 5月17日 14:50

大会新  (GR )       54.01
諏訪新  (SR )       50.80

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 岡谷西部中(A)   374 山田 楓(3)     55.91 

ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ
  376 中島 瑠衣(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ
  373 小林 尚美(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ
  375 小尾 友音(3)

ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ
 2   6 岡谷東部中(A)   340 工藤 真希(3)     56.47 

ｸﾄﾞｳ ﾏｷ
  337 花岡 いろは(3)

ﾊﾅｵｶ ｲﾛﾊ
  336 長久保 麻衣(3)

ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｲ
  339 栁澤 唯月(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ
 3   2 岡谷東部中(B)   350 北原 璃歩(2)     58.49 

ｷﾀﾊﾗ ﾘﾎ
  352 今井 美月(2)

ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ
  346 早出 裕美(2)

ｿｳﾃﾞ ﾋﾛﾐ
  354 宮坂 育(2)

ﾐﾔｻｶ ｲｸ
 4   4 岡谷東部中(C)   355 篠原 花恋(2)     58.75 

ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ
  342 山田 花永(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅｴ
  351 宮坂 なな(2)

ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ
  344 宮坂 麻絢(2)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ
 5   5 岡谷西部中(B)   379 酒井 歩美(2)   1,01.63 

ｻｶｲ ｱﾕﾐ
  378 倉品 愛美(2)

ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ
  380 武舎 ひかる(2)

ﾑｼｬ ﾋｶﾙ
  377 花岡 瑚徒(2)

ﾊﾅｵｶ ｺﾄ

中学共通女子

4×100mR            

決勝



決勝 5月17日 10:00

諏訪新  (SR )        1.45

加藤 瑶唯(1)
ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部中

決勝 5月17日 10:00

大会新  (GR )        1.40
諏訪新  (SR )        1.75

花岡 瑚徒(2) 大会タイ
ﾊﾅｵｶ ｺﾄ 岡谷西部中(B)
倉品 愛美(2) 大会タイ
ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ 岡谷西部中(B)
北原 璃歩(2)
ｷﾀﾊﾗ ﾘﾎ 岡谷東部中(B)

決勝 5月17日 10:00

大会新  (GR )        1.40
諏訪新  (SR )        1.75

林 沙都美(3)
ﾊﾔｼ ｻﾄﾐ 岡谷東部中(A)
工藤 真希(3)
ｸﾄﾞｳ ﾏｷ 岡谷東部中(A)

備考

中学1年女子

走高跳              

決勝

順位 1m20所属名 1m00 1m05
1 1   317
試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 1m10 1m15 記録

- O O XO XXX  1.15

中学2年女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 記録 備考
1 1   377

- - - - - O O O O XXX  1.40

1 3   378
- - - - - - O O O XXX  1.40

3 2   350
- - O O O XXX  1.20

中学3年女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 記録 備考
1 1   338

- - O O O O O O XXX  1.35

2 2   340
- - O O O O O XO XXX  1.35



決勝 5月17日 11:30

大会新  (GR )        4.32
諏訪新  (SR )        4.84

小口 侑寿葉(1)   2.67   2.68   2.57   2.40   2.50   2.54    2.68 
ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 岡谷北部中   -1.0   -1.8   -0.9   -1.6   -1.3   -1.1    -1.8

決勝 5月17日 11:30

大会新  (GR )        4.91
諏訪新  (SR )        5.59

宮坂 麻絢(2)   3.80   2.83    X   3.41   3.43   3.05    3.80 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中(C)   -1.0   -2.0   -1.1   -1.2   -1.2    -1.0
高木 佑菜(2)   3.42   3.70   3.70   3.68   3.39   3.55    3.70 
ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 岡谷北部中   -1.0   -1.7   -1.3   -1.6   -1.3   -1.0    -1.7
今井 美月(2)   3.16   3.50   3.51   3.36   3.70   3.55    3.70 
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 岡谷東部中(B)   -2.0   -2.0   -1.7   -1.1   -1.8   -1.1    -1.8
小口 るり(2)   3.68    X    -    -    -    -    3.68 
ｵｸﾞﾁ ﾙﾘ 岡谷東部中(B)   -0.6    -0.6
林 菜月(2)   3.39   3.10   3.37    -    -    -    3.39 
ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 岡谷東部中   -1.8   -1.9   -1.3    -1.8
今井 愛胡(2)   3.06   3.25   3.35   3.03   2.98   3.25    3.35 
ｲﾏｲ ｱｺ 岡谷東部中   -1.8   -1.8   -1.5   -1.8   -1.2   -1.5    -1.5
上條 なつみ(2)   3.17   2.66   2.98   2.59    X    X    3.17 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 岡谷東部中   -1.8   -2.0   -1.8   -1.2    -1.8

決勝 5月17日 11:30

大会新  (GR )        4.49
諏訪新  (SR )        5.59

花岡 いろは(3)   4.44   4.45    X    X   4.36   4.47    4.47 
ﾊﾅｵｶ ｲﾛﾊ 岡谷東部中(A)   -0.8   -1.7   -1.6   -1.0    -1.0
小林 尚美(3)   3.60   3.85   3.60   3.90   4.08   3.91    4.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 岡谷西部中(A)   +0.6   -1.8   -1.2   -1.0   -1.7   -1.1    -1.7
長久保 麻衣(3)    X    X   3.46   3.78   3.64   3.65    3.78 
ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｲ 岡谷東部中(A)   -1.7   -1.2   -1.2   -1.0    -1.2

-5- -6- 記録 備考氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-

6 1   347

7 3   345

4   352

4 7   349

5 2   353

-4- -5- -6- 記録 備考
1 6   344

ﾅﾝﾊﾞｰ

記録 備考

中学2年女子

走幅跳              

決勝

氏  名 所属名 -1- -2- -3-

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

2 2   373

3 1   336

1 1   316

1 3   337
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

3

中学1年女子

走幅跳              

決勝

走幅跳              
中学3年女子

順位 試技

2 5   314



決勝 5月17日 13:00

大会新  (GR )        9.14
諏訪新  (SR )       12.63

小口 維吹(2)
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中
宮坂 なな(2)
ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 岡谷東部中(C)
田中 優冬(2)
ﾀﾅｶ ﾕﾌ 岡谷東部中

3 1   343
 5.10  5.22  5.05

2 2   351
 5.29  5.58  5.87

 8.03  7.62

 4.95  5.15

 7.54   8.03 

 5.87   5.87 

 5.01   5.22 

中学共通女子

砲丸投2.7㎏         

 7.66  7.88

 5.66  5.87

1 3   348
 7.75

決勝

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



予選 5月17日  9:30
決勝 5月17日 11:30

大会新  (GR )       10.88

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -1.4

 1 関 心乃香(2)     11.21 q  1 亀田 真麻(2)     11.81 q
ｾｷ ｺﾉｶ 川岸小 ｶﾒﾀ ﾏｱｻ 川岸小

 2 濵 雫音(2)     12.45  2 山田 泉都(2)     12.04 q
ﾊﾏ ｼｽﾞﾈ 岡谷小 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂ 長地小

 3 山田 碧音(1)     12.77  3 太田 結(2)     12.43 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵﾈ 田中小 ｵｵﾀ ﾕｲ 岡谷小

 4 落合 奈々美(1)     12.93  4 永井 果耶(1)     12.86 
ｵﾁｱｲ ﾅﾅﾐ 上の原小 ﾅｶﾞｲ ｶﾔ 小井川小

 5 小島 あかり(1)     14.03  5 早出 なな(1)     13.82 
ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ 長地小 ｿｳﾃﾞ ﾅﾅ 神明小

 6 覚前 陽菜乃(2)     14.19 古畑 美桜(2)
ｶｸﾏｴ ﾋﾅﾉ 神明小 ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵ 田中小

 7 影山 玲奈(1)     14.86 
ｶｹﾞﾔﾏ ﾚｲﾅ 岡谷小

[ 3組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 -1.1

 1 山田 未結佳(2)     12.06 q  1 吉水 優香(2)     11.56 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕｶ 長地小 ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 長地小

 2 白木 咲羽(2)     12.49  2 柳澤 千春(2)     11.58 q
ｼﾛｷ ｻﾜ 神明小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾊﾙ 岡谷小

 3 原 睦季(1)     12.94  3 八幡 倖奈(1)     12.35 q
ﾊﾗ ﾑﾂｷ 田中小 ﾔﾊﾀ ﾕｷﾅ 田中小

 4 笠原 捺乃(1)     13.76  4 今井 さくら(2)     12.58 
ｶｻﾊﾗ ﾅﾂﾉ 岡谷小 ｲﾏｲ ｻｸﾗ 上の原小

 5 矢澤 風柚(2)     13.89  5 宮坂 弥王(1)     13.38 
ﾔｻﾞﾜ ﾌﾕ 上の原小 ﾐﾔｻｶ ﾐｵ 小井川小

 6 松山 夢奈(1)     14.33  6 依田 琴音(2)     14.92 
ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾅ 小井川小 ﾖﾀﾞ ｺﾄﾈ 川岸小

風速 +2.5

 1 関 心乃香(2)     11.11 
ｾｷ ｺﾉｶ 川岸小

 2 吉水 優香(2)     11.15 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 長地小

 3 柳澤 千春(2)     11.55 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾊﾙ 岡谷小

 3 亀田 真麻(2)     11.55 
ｶﾒﾀ ﾏｱｻ 川岸小

 5 山田 泉都(2)     11.75 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂ 長地小

 6 山田 未結佳(2)     12.02 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕｶ 長地小

 7 八幡 倖奈(1)     12.35 
ﾔﾊﾀ ﾕｷﾅ 田中小

順 氏  名 所属名 記録／備考
5   167

   47

決勝

5   165

5    83

2   256 3   274

3   110

氏  名 所属名
6   220 2   218

欠場
1     5

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

  255 4     7

4   221 6   154

ﾚｰﾝ 氏  名 所属名 記録／備考
2   167 2   166

No.順順 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No.

1   274

6   220

7   219

4   166

2     8

ﾚｰﾝ No.

4    46

3   218

1     4 6    84

1

    8

記録／備考 記録／備考

4

順 ﾚｰﾝ No.

5   108 3   265

7    82 1    45

6

小学1･2年女子

60m                 

3     9 5   219

予選 通過基準  4組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



予選 5月17日 10:10
決勝 5月17日 12:20

大会新  (GR )       15.70

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -1.9

 1 倉坪 佑衣(4)     17.83 q  1 神田 美羽(3)     18.09 
ｸﾗﾂﾎﾞ ﾕｲ 川岸小 ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ 田中小(B)

 2 高野 晴愛(3)     18.79  2 石倉 ゆうび(4)     18.17 
ﾀｶﾉ ﾊﾙ 神明小 ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ 長地小

 2 武居 言実(3)     18.79  3 増澤 はづき(4)     18.44 
ﾀｹｲ ｺﾄﾐ 小井川小 ﾏｽｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 小井川小

 4 春日 円花(3)     19.19  4 大竹 詠乃(3)     19.83 
ｶｽｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 上の原小 ｵｵﾀｹ ｳﾀﾉ 長地小

 5 宮澤 愛(4)     19.88  5 横川 芽依(3)     19.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｲ 長地小 ﾖｺｶﾜ ﾒｲ 岡谷小

 6 木下 加奈子(3)     19.98 金田 志希穂(3)
ｷﾉｼﾀ ｶﾅｺ 岡谷小(B) ｶﾈﾀﾞ ﾕｷﾎ 神明小

[ 3組] 風速 -3.1 [ 4組] 風速 -2.6

 1 小口 紗矢(3)     18.42  1 花岡 亜矢(4)     17.57 q
ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 田中小(B) ﾊﾅｵｶ ｱﾔ 長地小

 2 中島 淳菜(3)     18.49  2 岡田 成美(4)     18.16 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾅ 川岸小 ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ 田中小(A)

 3 守屋 七海(3)     18.57  3 林 奈乃羽(4)     18.25 
ﾓﾘﾔ ﾅﾅﾐ 長地小 ﾊﾔｼ ﾅﾉﾊ 岡谷小(A)

 4 中島 希乃香(4)     18.95  4 矢ヶ崎 桃菜(3)     19.18 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ 長地小 ﾔｶﾞｻｷ ﾓﾓﾅ 神明小

 5 林 咲希(3)     20.98  5 松田 こもも(4)     19.58 
ﾊﾔｼ ｻｷ 岡谷小(B) ﾏﾂﾀﾞ ｺﾓﾓ 上の原小

 6 小林 咲羽(3)     21.19  6 今井 裕寧可(3)     20.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾜ 神明小 ｲﾏｲ ﾕﾈｶ 長地小

[ 5組] 風速 -1.3 [ 6組] 風速 -1.0

 1 小澤 珠里(4)     16.76 q  1 小口 色葉(3)     17.35 q
ｵｻﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 川岸小 ｵｸﾞﾁ ｲﾛﾊ 田中小(A)

 2 永長 佳弥(3)     17.87 q  2 小松 志緒(4)     17.65 q
ﾅｶﾞｵｻ ｶﾔ 長地小 ｺﾏﾂ ｼｵ 長地小

 3 前川 友莉愛(4)     18.02 q  3 竹本 遥香(3)     19.06 
ﾏｴｶﾜ ﾕﾘｱ 長地小 ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙｶ 長地小

 4 千代 彩乃(3)     18.26  4 今井 結希乃(4)     19.38 
ｾﾝﾀﾞｲ ｱﾔﾉ 神明小 ｲﾏｲ ﾕｷﾉ 上の原小

 5 林 陽菜(3)     18.72  5 宮澤 華苗(3)     19.52 
ﾊﾔｼ ﾊﾙﾅ 田中小(B) ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅｴ 岡谷小

 6 林 蒼依(3)     21.06  6 小口 萌々花(3)     20.77 
ﾊﾔｼ ｱｵｲ 岡谷小(C) ｵｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 神明小

6   280 4

順 No. 氏  名 所属名 順記録／備考

2   139 6   212

4   211 3   138

3   171 1   278

5   253 4   209

欠場

順 No. 氏  名 所属名 順 記録／備考No.

3    63

   14 1   148

氏  名 所属名 記録／備考 順 氏  名 所属名No.

小学3･4年女子

100m                

No.
5   178

予選 通過基準  6組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順

1

2    91

  159

3    57

4

2   217

6   208

記録／備考
5   281

6    12

4   206

氏  名 所属名

6   214

1    15

記録／備考

2    20

5    92

  210

No.
5   177

4   213

記録／備考
1   282

2

氏  名 所属名

6   216

   11

2   207

3   112 3    95

1    13 5   114



風速 +1.4

 1 小澤 珠里(4)     16.43 
ｵｻﾞﾜ ｼﾞｭﾘ 川岸小

 2 花岡 亜矢(4)     16.82 
ﾊﾅｵｶ ｱﾔ 長地小

 3 倉坪 佑衣(4)     17.06 
ｸﾗﾂﾎﾞ ﾕｲ 川岸小

 4 小松 志緒(4)     17.14 
ｺﾏﾂ ｼｵ 長地小

 5 小口 色葉(3)     17.23 
ｵｸﾞﾁ ｲﾛﾊ 田中小(A)

 6 前川 友莉愛(4)     17.83 
ﾏｴｶﾜ ﾕﾘｱ 長地小

 7 永長 佳弥(3)     17.92 
ﾅｶﾞｵｻ ｶﾔ 長地小

3   207

1   213

2   178

7   210

所属名 記録／備考
6   177

No.

5   282

決勝

順 氏  名

4   209



予選 5月17日 10:50
決勝 5月17日 12:30

大会新  (GR )       14.95

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +0.7

 1 林 杏珠(5)     16.43 q  1 関 唯々香(5)     16.02 q
ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 岡谷小 ｾｷ ﾕﾕｶ 川岸小

 2 上條 ときみ(5)     16.75 q  2 宮坂 優那(5)     16.04 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｷﾐ 長地小(B) ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 長地小(A)

 3 町田 芽依(5)     17.10  3 池田 優香(5)     16.73 q
ﾏﾁﾀﾞ ﾒｲ 小井川小 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶ 神明小

 4 山田 亜実(5)     17.12  4 林 優舞(5)     17.24 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾐ 長地小(B) ﾊﾔｼ ﾕﾏ 長地小(A)

 5 吉田 華凛(5)     17.94  5 城 咲良(5)     17.27 
ﾖｼﾀﾞ ｶﾘﾝ 神明小 ｼﾞｮｳ ｻｸﾗ 長地小(B)

 6 佐藤 優衣(5)     18.28  6 河口 みずき(5)     17.65 
ｻﾄｳ ﾕｲ 神明小 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 神明小

 7 志村 奈海(5)     19.81  7 落合真歩(5)     18.85 
ｼﾑﾗ ﾅﾐ 長地小(A) ｵﾁｱｲ ﾏﾎ 上の原小

[ 3組] 風速 +0.9

 1 春日 莉緒(5)     16.22 q
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 上の原小

 2 大矢 咲蘭(5)     16.95 q
ｵｵﾔ ｻｸﾗ 長地小(A)

 3 高林 あんり(5)     17.00 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 小井川小

 4 小出 益実(5)     17.77 
ｺｲﾃﾞ ﾏｽﾐ 長地小(B)

 5 島谷 桃葉(5)     17.80 
ｼﾏﾔ ﾓﾓﾊ 長地小(B)

 6 今井 成美(5)     18.30 
ｲﾏｲ ﾅﾙﾐ 神明小

風速 +1.3

 1 宮坂 優那(5)     16.07 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 長地小(A)

 2 春日 莉緒(5)     16.09 
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 上の原小

 3 関 唯々香(5)     16.27 
ｾｷ ﾕﾕｶ 川岸小

 4 林 杏珠(5)     16.67 
ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 岡谷小

 5 池田 優香(5)     16.70 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶ 神明小

 6 上條 ときみ(5)     16.88 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｷﾐ 長地小(B)

 7 大矢 咲蘭(5)     16.90 
ｵｵﾔ ｻｸﾗ 長地小(A)

小学5年女子

100m                

予選 通過基準  3組  0着 + 7 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 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    29 5   179

3   202 1   203

4    67 6   134

1   205 3   198

2   133 7   201

6   153 4   131

5   197 2   102

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    99

1   199

2    68

5   204

3   200

4   145

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   203

3    99

4   179

2    29

1   199

7   134

6   202



決勝 5月17日 11:40

大会新  (GR )     2,23.97

 1 佐藤 響(2)   2,48.90 
ｻﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 神明小

7   137

小学1･2年女子

600m                

決勝

No.順 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月17日 12:50

大会新  (GR )     3,00.43

 1 名和 夏乃子(4)   3,07.51 
ﾅﾜ ｶﾉｺ 岡谷小(A)

 2 滝沢 愛佳(4)   3,12.62 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 小井川小

 3 花岡 侑奈(4)   3,15.42 
ﾊﾅｵｶ ﾕｳﾅ 上の原小

 4 今井 詩乃(3)   3,22.05 
ｲﾏｲ ｳﾀﾉ 上の原小

 5 上久保 花怜(4)   3,24.12 
ｶﾐｸﾎﾞ ｶﾚﾝ 神明小

 6 遠藤 素羽(3)   3,25.32 
ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳ 岡谷小(C)

 7 杉浦 望(4)   3,26.06 
ｽｷﾞｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 岡谷小

 8 中嶋 春香(3)   3,26.63 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 神明小

 9 藤森 愛莉(4)   3,31.10 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾘ 神明小

10 伊藤 朱音(4)   3,32.20 
ｲﾄｳ ｱｶﾈ 岡谷小(B)

11 花岡 澄珠(4)   3,34.84 
ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ 岡谷小(A)

12 降籏 結琴(3)   3,36.97 
ﾌﾘﾊﾀ ﾕｺﾄ 岡谷小(B)

13 今井 心愛(3)   3,38.44 
ｲﾏｲ ｺｺｱ 神明小

14 伊藤 小羽(3)   3,49.60 
ｲﾄｳ ｺﾊﾈ 長地小

15 田中 小羽(3)   4,11.77 
ﾀﾅｶ ｺﾊﾈ 上の原小
村山 奈央(3)
ﾑﾗﾔﾏ ﾅｵ 田中小(A)

10   252
欠場

14    18

1   111

13   129

7   161

   17

8    27

16    28

5    86

3   160

9    62

小学3･4年女子

800m                

決勝

No.順 氏  名 所属名 記録／備考

12    26

6

11    93

4

   23

  215

15    85

2



決勝 5月17日 13:15

大会新  (GR )     3,36.61

 1 中島 優香(5)   3,58.78 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 川岸小

 2 黒木 乃愛(5)   4,05.18 
ｸﾛｷ ﾉｱ 上の原小

 3 藤村 紘子(5)   4,06.82 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛｺ 上の原小

 4 黒木 香乃(5)   4,14.22 
ｸﾛｷ ｶﾉ 上の原小

 5 中嶋 茜音(5)   4,21.97 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾈ 神明小

 6 大輪 円香(5)   4,21.98 
ｵｵﾜ ﾏﾄﾞｶ 川岸小
宮内 胡都(5)
ﾐﾔｳﾁ ｺﾄ 川岸小

決勝 5月17日 13:15

大会新  (GR )     3,30.90

 1 今井 風花(6)   3,39.20 
ｲﾏｲ ﾌｳｶ 小井川小

 2 小口 紗弥(6)   3,42.86 
ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 長地小

 3 佐藤 希美(6)   3,48.94 
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 田中小

 4 津田 充瑠(6)   3,50.61 
ﾂﾀﾞ ﾐﾁﾙ 神明小

 5 本橋 奈央子(6)   3,58.92 
ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷小

 6 手島 愛(6)   4,00.04 
ﾃｼﾏ ｱｲ 神明小
花岡 茉奈(6)
ﾊﾅｵｶ ﾏﾅ 上の原小

No.

8

小学5年女子

1000m               

決勝

No.順 氏  名 所属名 記録／備考
4   181

1    98

7    97

  100

5   132

6   180

3

2   182
欠場

小学6年女子

1000m               

決勝

順 氏  名 所属名 記録／備考
10    71

11   191

13   261

  124

9   103
欠場

12   123

14    37



決勝 5月17日 14:00

大会新  (GR )     1,08.16

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 長地小   210 小松 志緒(4)   1,10.96 

ｺﾏﾂ ｼｵ
  208 宮澤 愛(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｲ
  206 石倉 ゆうび(4)

ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ
  209 花岡 亜矢(4)

ﾊﾅｵｶ ｱﾔ
 2   6 田中小(B)   253 小口 紗矢(3)   1,12.66 

ｵｸﾞﾁ ｻﾔ
  290 宮坂 咲穂(3)

ﾐﾔｻｶ ｻﾎ
  280 林 陽菜(3)

ﾊﾔｼ ﾊﾙﾅ
  281 神田 美羽(3)

ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ
 3   3 岡谷小(A)    27 杉浦 望(4)   1,16.44 

ｽｷﾞｳﾗ ﾉｿﾞﾐ
   23 花岡 澄珠(4)

ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ
   28 名和 夏乃子(4)

ﾅﾜ ｶﾉｺ
   20 林 奈乃羽(4)

ﾊﾔｼ ﾅﾉﾊ
 4   5 岡谷小(B)    15 林 咲希(3)   1,18.55 

ﾊﾔｼ ｻｷ
   14 木下 加奈子(3)

ｷﾉｼﾀ ｶﾅｺ
   18 降籏 結琴(3)

ﾌﾘﾊﾀ ﾕｺﾄ
   26 伊藤 朱音(4)

ｲﾄｳ ｱｶﾈ
 5   1 岡谷小(C)    17 遠藤 素羽(3)   1,18.85 

ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳ
   13 林 蒼依(3)

ﾊﾔｼ ｱｵｲ
   11 宮澤 華苗(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅｴ
   12 横川 芽依(3)

ﾖｺｶﾜ ﾒｲ
  4 田中小(A)

欠場

小学3･4年女子

4×100mR            

決勝



決勝 5月17日 14:05

大会新  (GR )     1,03.16

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長地小(A)   198 林 優舞(5)   1,05.18 

ﾊﾔｼ ﾕﾏ
  222 長門 杏実(5)

ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ
  203 宮坂 優那(5)

ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ
  199 大矢 咲蘭(5)

ｵｵﾔ ｻｸﾗ
 2   6 上の原小    99 春日 莉緒(5)   1,06.86 

ｶｽｶﾞ ﾘｵ
   97 藤村 紘子(5)

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛｺ
  100 黒木 香乃(5)

ｸﾛｷ ｶﾉ
   98 黒木 乃愛(5)

ｸﾛｷ ﾉｱ
 3   3 長地小(B)   200 島谷 桃葉(5)   1,08.51 

ｼﾏﾔ ﾓﾓﾊ
  204 小出 益実(5)

ｺｲﾃﾞ ﾏｽﾐ
  202 上條 ときみ(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｷﾐ
  205 山田 亜実(5)

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾐ
 4   1 小井川小    69 永田 真知(5)   1,08.98 

ﾅｶﾞﾀ ﾏﾁ
   80 西澤 かなみ(5)

ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅﾐ
   68 高林 あんり(5)

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ
   67 町田 芽依(5)

ﾏﾁﾀﾞ ﾒｲ
 5   4 神明小   145 今井 成美(5)   1,09.76 

ｲﾏｲ ﾅﾙﾐ
  131 河口 みずき(5)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ
  132 中嶋 茜音(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾈ
  134 池田 優香(5)

ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶ
  2 川岸小

欠場

小学5年女子

4×100mR            

決勝



決勝 5月17日 14:10

大会新  (GR )       59.80

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 岡谷小    34 武居 雅恵(6)   1,03.80 

ﾀｹｲ ﾏｻｴ
   37 本橋 奈央子(6)

ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ
   40 濵 美月(6)

ﾊﾏ ﾐﾂｷ
   35 濵 衣吹(6)

ﾊﾏ ｲﾌﾞｷ
 2   5 長地小   190 石吾 桃香(6)   1,03.89 

ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ
  192 笠原 江梨(6)

ｶｻﾊﾗ ｴﾘ
  195 花岡 麗奈(6)

ﾊﾅｵｶ ﾚｲﾅ
  194 中島 さや香(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ
 3   3 小井川小    72 江口 真尋(6)   1,05.15 

ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ
   75 木邨 梨乃(6)

ｷﾑﾗ ﾘﾉ
   74 川嶋 成美(6)

ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ
   71 今井 風花(6)

ｲﾏｲ ﾌｳｶ
 4   4 神明小   128 丸山 璃心(6)   1,10.19 

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｺ
  124 手島 愛(6)

ﾃｼﾏ ｱｲ
  123 津田 充瑠(6)

ﾂﾀﾞ ﾐﾁﾙ
  158 中嶋 菜月(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂｷ

小学6年女子

4×100mR            

決勝



決勝 5月17日  9:20

大会新  (GR )        3.87

永田 真知(5)   2.70    X   2.33    2.70 
ﾅｶﾞﾀ ﾏﾁ 小井川小    0.0    0.0   -0.1     0.0

決勝 5月17日  9:20

大会新  (GR )        4.05

濵 美月(6)   2.92   3.15   3.58    3.58 
ﾊﾏ ﾐﾂｷ 岡谷小   +0.1    0.0    0.0     0.0
山田 真帆(6)   3.38   3.30   3.37    3.38 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾎ 長地小    0.0    0.0    0.0     0.0
井口 柚(6)   3.30   3.35   3.32    3.35 
ｲｸﾞﾁ ﾕｽﾞ 岡谷小    0.0    0.0    0.0     0.0
宮本 若葉(6)   3.13   3.12   3.19    3.19 
ﾐﾔﾓﾄ ﾜｶﾊﾞ 長地小    0.0    0.0    0.0     0.0

小学5年女子

走幅跳              

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -4-

決勝

氏  名 所属名 -1- 備考
1 1    69

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -3-

-5- -6- 記録

小学6年女子

走幅跳              

決勝

記録

-2- -3-

-5- -6- 備考
1 1    40

氏  名 所属名 -1- -4-順位 -2-

4 2   189

2 4   196

3 3    38
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