
 
 
大会コード 15200708 

第５６回 塩尻市民体育祭夏季大会 

陸上競技 

記録集 
 

 

期  日： 平成２７年８月８日（土） 

会  場： 長野県松本平広域公園陸上競技場（201020） 

主  催： 塩尻市・塩尻市教育委員会・NPO法人塩尻市体育協会 

主  管： 塩尻陸上競技協会 

審 判 長： トラック／大川 賢明  フィールド／大川 賢明 

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 

8/8 
中学 2･3 年男子

100ｍ 
予選 

11秒 44 
（＋1.3） 

柳沢 直生 男 塩尻西部中(3) 11秒 5 大会新 

8/8 
中学共通男子

200ｍ 
決勝 

23秒 28 
（＋0.4） 

柳沢 直生 男 塩尻西部中(3) 23秒 44 大会新 

8/8 
中学共通男子 

1500ｍ 
決勝 4分 35秒 07 酒井 大輝 男 丘中(3) 4 分 35秒 79 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% 

 8:40 晴れ 西 0.4 29.5 58.0 

 9:00 晴れ 東北東 1.1 29.5 58.0 
10:00 晴れ 南西 1.1 30.5 56.0 
11:00 晴れ 南 0.5 33.0 47.0 
12:00 晴れ 西 2.0 35.0 52.0 

 



ﾄﾗｯｸ審判長 大川　賢明
第56回塩尻市民体育大会夏季大会陸上競技の部 跳躍審判長 大川　賢明

投擲審判長 大川　賢明
【開催日】 平成27年8月8日 記録主任： 増田喜代志

【主催団体】 塩尻市・塩尻市教育委員会・NPO法人塩尻市体育協会 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
 8/ 8 一般女子  +0.8 樋口 莉緒花(1) 14.13 萩原 詳子(1) 14.61 西澤 円花(1) 15.30 山名 咲歩(2) 16.31

100m 塩尻志学館 塩尻志学館 塩尻志学館 都市大塩尻
 8/ 8 小林 鈴華(2) 11:52.15

3000m 塩尻志学館
 8/ 8 樋口 莉緒花(1)4.56(+2.2) 荒井 葵凪(1) 4.55(+1.5) 萩原 詳子(1) 4.50(+1.4)

走幅跳 塩尻志学館 塩尻志学館 塩尻志学館
 8/ 8 柴田 友菜(2) 8.40 荒井 葵凪(1) 6.22 山名 咲歩(2) 4.73

砲丸投(4.000kg) 田川高 塩尻志学館 都市大塩尻
 8/ 8 一般女子オー 三澤 涼子 5.48(+1.7)

走幅跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ
 8/ 8 中学共通女子  -1.0 中野 清楓(3) 29.97 太田 聡恵(3) 30.07 石井 愛音(2) 32.45

200m 塩尻西部中 塩尻広陵中 塩尻西部中
 8/ 8 吉川 凜(1) 2:44.89 三木 彩夏(2) 2:50.21

800m 丘中 丘中
 8/ 8 小林 若菜(3) 5:23.72 一本木 楓(1) 5:40.02 近藤 美保(1) 5:46.85 植木 みずは(2) 5:48.08 今井 優理彩(3) 6:06.01 渡辺 佳音(2) 6:06.36 松崎 紫月(1) 6:09.98 中村 水貴(1) 6:14.56

1500m 塩尻広陵中 丘中 塩尻広陵中 丘中 塩尻広陵中 丘中 塩尻広陵中 丘中
 8/ 8 松尾 美羽(3) 12.22

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 塩尻広陵中
 8/ 8 中学1年女子  +1.7 田中 麻由(1) 14.68 伊藤 璃咲(1) 14.95 片柳 裕菜(1) 15.15 常田 美織(1) 15.43 米窪 楓菜(1) 15.93 松崎 紫月(1) 16.25 加瀬 希美(1) 16.83 吉村 葵(1) 17.85

100m 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻広陵中 丘中 塩尻中 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻広陵中
 8/ 8 近藤 美保(1) 3.93(+1.1) 田中 麻由(1) 3.91(-0.4) 吉村 葵(1) 3.86(+2.5) 片柳 裕菜(1) 3.13(+0.1)

走幅跳 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中
 8/ 8 塩尻広陵中       59.63 丘中     1:01.71

4×100m 田中 麻由(1) 常田 美織(1)
片柳 裕菜(1) 吉川 凜(1)
近藤 美保(1) 中村 水貴(1)
吉村 葵(1) 一本木 楓(1)

 8/ 8 中学2・3年女  -0.1 田中 愛(2) 13.88 有田 芽生(2) 13.98 中野 清楓(3) 14.03 古田 愛美(2) 14.22 太田 聡恵(3) 14.31 松尾 美羽(3) 14.95 都筑 朱里(2) 15.31 石井 愛音(2) 15.41
100m 塩尻西部中 丘中 塩尻西部中 丘中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻西部中 塩尻西部中

 8/ 8 太田 彩水(3) 4.10(+0.8)
走幅跳 塩尻中

 8/ 8 塩尻西部中       56.09 丘中       56.45
4×100m 田中 愛(2) 有田 芽生(2)

都筑 朱里(2) 古田 愛美(2)
石井 愛音(2) 植木 みずは(2)
中野 清楓(3) 三木 彩夏(2)

 8/ 8 小学4年女子  +0.4 小松 愛奈(4) 16.02 吉江 瑠璃(4) 16.13 二木 結南(4) 16.37 須澤 春奈(4) 16.63 堤 夏美(4) 16.82 米窪 優空(4) 17.89
100m 塩尻東小 塩尻東小 広丘小 広丘小 塩尻西小 塩尻東小

 8/ 8 風間 唯花(4) 4:14.45 和地 風香(4) 4:29.98
1000m 塩尻東小 広丘小

 8/ 8 塩尻東小     1:07.29
4×100m 清沢 花凛(4)

吉江 瑠璃(4)
風間 唯花(4)
小松 愛奈(4)

 8/ 8 小学5年女子  +0.3 宮島 明里(5) 14.63 宮島 光里(5) 14.82 横沢 実樹(5) 15.21 塩原 瑞生(5) 15.42 赤羽 柚寿(5) 15.42 松田 夢葉(5) 15.72 北原 仁菜(5) 16.35 増澤 美優(5) 17.90
100m 広丘小 広丘小 両小野小 宗賀小 広丘小 広丘小 宗賀小 両小野小

 8/ 8 酒井 綾美(5) 3.12(-0.9) 飯島 詠子(5) 3.02(+1.0) 青柳 彩乃(5) 2.97(+0.3) 井上 愛香(5) 2.94(+0.4)
走幅跳 洗馬小 吉田小 洗馬小 広丘小

 8/ 8 橋本 成美(5) 45.53 荒崎 莉歩(5) 37.93
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 広丘小 広丘小

 8/ 8 広丘小       59.10
4×100m 赤羽 柚寿(5)

宮島 光里(5)
宮島 明里(5)
松田 夢葉(5)



ﾄﾗｯｸ審判長 大川　賢明
第56回塩尻市民体育大会夏季大会陸上競技の部 跳躍審判長 大川　賢明

投擲審判長 大川　賢明
【開催日】 平成27年8月8日 記録主任： 増田喜代志

【主催団体】 塩尻市・塩尻市教育委員会・NPO法人塩尻市体育協会 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
 8/ 8 小学6年女子  -0.8 飯澤 優里(6) 15.13 百瀬 友香(6) 15.43 杉下 舞彩(6) 15.45 本澤 奈波(6) 15.95 倉科 唯(6) 16.46 倉田 愛里(6) 16.51 中田 陽菜(6) 16.61 前田 唯月(6) 16.99

100m 塩尻東小 塩尻東小 宗賀小 宗賀小 吉田小 広丘小 広丘小 広丘小
 8/ 8 上條 華菜(6) 4:21.89

1000m 広丘小
 8/ 8 里見 優(6) 3.71(+0.5) 宮下 理衣(6) 3.38(-0.2) 都筑 望美(6) 3.13(+0.6) 髙橋 郁乃(6) 3.06(0.0)

走幅跳 洗馬小 塩尻西小 洗馬小 塩尻西小
 8/ 8 矢澤 愛理(6) 33.28

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 洗馬小
 8/ 8 宗賀小     1:02.34 洗馬小     1:03.04 広丘小     1:03.86 吉田小     1:05.26

4×100m 塩原 瑞生(5) 里見 優(6) 前田 唯月(6) 竹野 玲香(6)
杉下 舞彩(6) 都筑 望美(6) 倉田 愛里(6) 倉科 唯(6)
北原 仁菜(5) 青柳 彩乃(5) 中田 陽菜(6) 山岸 さくら(6)
本澤 奈波(6) 矢澤 愛理(6) 上條 華菜(6) 大和 夢望(6)

 8/ 8 中学女子オー 佐藤 澄怜(2) 1.30 中野 春奈(1) 1.15
走高跳 旭町中 旭町中

 8/ 8 小林 ちひろ(1)3.82(+0.9) 星野 聖菜(2) 3.45(+1.2)
走幅跳 旭町中 旭町中



風速 +0.4

 1 小松 愛奈(4)     16.02 
ｺﾏﾂ ｱｲﾅ 塩尻東小

 2 吉江 瑠璃(4)     16.13 
ﾖｼｴ ﾙﾘ 塩尻東小

 3 二木 結南(4)     16.37 
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾕﾅ 広丘小

 4 須澤 春奈(4)     16.63 
ｽｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 広丘小

 5 堤 夏美(4)     16.82 
ﾂﾂﾐ ﾅﾂﾐ 塩尻西小

 6 米窪 優空(4)     17.89 
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾕｱ 塩尻東小

風速 +0.3

 1 宮島 明里(5)     14.63 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｶﾘ 広丘小

 2 宮島 光里(5)     14.82 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋｶﾘ 広丘小

 3 横沢 実樹(5)     15.21 
ﾖｺｻﾞﾜ ﾐｷ 両小野小

 4 塩原 瑞生(5)     15.42 
ｼｵﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 宗賀小

 5 赤羽 柚寿(5)     15.42 
ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞ 広丘小

 6 松田 夢葉(5)     15.72 
ﾏﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 広丘小

 7 北原 仁菜(5)     16.35 
ｷﾀﾊﾗ ﾆｲﾅ 宗賀小

 8 増澤 美優(5)     17.90 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 両小野小

決勝 8月8日 11:10

風速 -0.8

 1 飯澤 優里(6)     15.13 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 塩尻東小

 2 百瀬 友香(6)     15.43 
ﾓﾓｾ ﾕｳｶ 塩尻東小

 3 杉下 舞彩(6)     15.45 
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 宗賀小

 4 本澤 奈波(6)     15.95 
ﾎﾝｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 宗賀小

 5 倉科 唯(6)     16.46 
ｸﾗｼﾅ ﾕｲ 吉田小

 6 倉田 愛里(6)     16.51 
ｸﾗﾀ ｱｲﾘ 広丘小

 7 中田 陽菜(6)     16.61 
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ 広丘小

 8 前田 唯月(6)     16.99 
ﾏｴﾀﾞ ｲﾂｷ 広丘小

小学4年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    20

2    21

3    11

5    10

4    47

6    22

小学5年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7     4

5     3

2    55

6    41

3     2

9     5

8    40

4    56

小学6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    24

7    25

5    42

9    43

8    50

6     1

4    13

2    14



 1 風間 唯花(4)   4:14.45 
ｶｻﾞﾏ ﾕｶ 塩尻東小

 2 和地 風香(4)   4:29.98 
ﾜﾁ ﾌｳｶ 広丘小

 1 上條 華菜(6)   4:14.45 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾅ 広丘小

小学4年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

所属名 記録／備考

1    23

2    12

1    15

小学6年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名



決勝 8月8日 12:05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 塩尻東小    26 清沢 花凛(4)   1:07.29 

ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼｼｮｳ ｷﾖｻﾜ ｶﾘﾝﾘﾝ
   21 吉江 瑠璃(4)

ﾖｼｴ ﾙﾘ
   23 風間 唯花(4)

ｶｻﾞﾏ ﾕｶ
   20 小松 愛奈(4)

ｺﾏﾂ ｱｲﾅ

決勝 8月8日 12:05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 広丘小     2 赤羽 柚寿(5)     59.10 

ﾋﾛｵｶｼｮｳ ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞ
    3 宮島 光里(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋｶﾘ
    4 宮島 明里(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｶﾘ
    5 松田 夢葉(5)

ﾏﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

決勝 8月8日 12:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 宗賀小    41 塩原 瑞生(5)   1:02.34 

ｿｶﾞｼｮｳ ｼｵﾊﾗ ﾐｽﾞｷ
   42 杉下 舞彩(6)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
   40 北原 仁菜(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾆｲﾅ
   43 本澤 奈波(6)

ﾎﾝｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 2   4 洗馬小    30 里見 優(6)   1:03.04 

ｾﾊﾞｼｮｳ ｻﾄﾐ ﾕｳ
   33 都筑 望美(6)

ﾂﾂﾞｸ ﾉｿﾞﾐ
   31 青柳 彩乃(5)

ｱｵﾔｷﾞ ｱﾔﾉ
   34 矢澤 愛理(6)

ﾔｻﾞﾜ ｱｲﾘ
 3   6 広丘小    14 前田 唯月(6)   1:03.86 

ﾋﾛｵｶｼｮｳ ﾏｴﾀﾞ ｲﾂｷ
    1 倉田 愛里(6)

ｸﾗﾀ ｱｲﾘ
   13 中田 陽菜(6)

ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ
   15 上條 華菜(6)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾅ
 4   3 吉田小    54 竹野 玲香(6)   1:05.26 

ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾉ ﾚｲｶ
   50 倉科 唯(6)

ｸﾗｼﾅ ﾕｲ
   53 山岸 さくら(6)

ﾔﾏｷﾞｼ ｻｸﾗ
   52 大和 夢望(6)

ｵｵﾜ ﾕﾒﾉ

小学6年女子

4×100m

決勝

小学4年女子

4×100m

決勝

小学5年女子

4×100m

決勝



決勝 8月8日 12:00

 ３回の
 最高記録

酒井 綾美(5)   2.98   2.94   3.12    3.12    3.12 
ｻｶｲ ｱﾔﾐ 洗馬小   +1.1   -1.5   -0.9    -0.9    -0.9
飯島 詠子(5)   3.02   2.84   3.01    3.02    3.02 
ｲｲｼﾞﾏ ｴｲｺ 吉田小   +1.0   +0.2   -1.3    +1.0    +1.0
青柳 彩乃(5)    x   2.97   2.93    2.97    2.97 
ｱｵﾔｷﾞ ｱﾔﾉ 洗馬小   +0.3    0.0    +0.3    +0.3
井上 愛香(5)    x   2.91   2.94    2.94    2.94 
ｲﾉｳｴ ｱｲｶ 広丘小   -0.9   +0.4    +0.4    +0.4

 ３回の
 最高記録

里見 優(6)   3.48   3.50   3.71    3.71    3.71 
ｻﾄﾐ ﾕｳ 洗馬小   +0.3   +1.5   +0.5    +0.5    +0.5
宮下 理衣(6)   3.08   2.29   3.38    3.38    3.38 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｴ 塩尻西小   +2.4   -1.7   -0.2    -0.2    -0.2
都筑 望美(6)   3.12    x   3.13    3.13    3.13 
ﾂﾂﾞｸ ﾉｿﾞﾐ 洗馬小   -0.6   +0.6    +0.6    +0.6
髙橋 郁乃(6)   3.06   2.79   2.98    3.06    3.06 
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾉ 塩尻西小    0.0   -0.5   -0.3     0.0     0.0

 ３回の
 最高記録

橋本 成美(5)
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾙﾐ 広丘小
荒崎 莉歩(5)
ｱﾗｻｷ ﾘﾎ 広丘小

 ３回の
 最高記録

矢澤 愛理(6)
ﾔｻﾞﾜ ｱｲﾘ 洗馬小

小学5年女子

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 3    32

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

4 4     7

2 2    51

3 1    31

小学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- -4- -5- -6- 記録 備考

1 2    30

2 1    45

-2-

3 4    33

4 3    46

備考

小学5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-

 45.53

-3- -4- -5- -6- 記録

2 1     8
   o    o

1 2     9
   o    o

 37.93 

  45.53  45.53 

-2-

 37.93   37.93

備考

小学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-

   o

-3- -4- -5- -6- 記録

  33.28  33.28 
1 1    34

   o  33.28



風速 +1.7

 1 田中 麻由(1)     14.68 
ﾀﾅｶ ﾏﾕ 塩尻広陵中

 2 伊藤 璃咲(1)     14.95 
ｲﾄｳ ﾘｻ 塩尻中

 3 片柳 裕菜(1)     15.15 
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ 塩尻広陵中

 4 常田 美織(1)     15.43 
ﾄｷﾀﾞ ﾐｵﾘ 丘中

 5 米窪 楓菜(1)     15.93 
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾌｳﾅ 塩尻中

 6 松崎 紫月(1)     16.25 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ 塩尻広陵中

 7 加瀬 希美(1)     16.83 
ｶｾ ﾉｿﾞﾐ 塩尻中

 8 吉村 葵(1)     17.85 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 塩尻広陵中

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +1.4

 1 中野 清楓(3)     13.98 q  1 田中 愛(2)     13.75 q
ﾅｶﾉ ｻﾔｶ 塩尻西部中 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 塩尻西部中

 2 古田 愛美(2)     14.21 q  2 有田 芽生(2)     13.84 q
ﾌﾙﾀ ﾏﾅﾐ 丘中 ｱﾘﾀ ﾒｲ 丘中

 3 松尾 美羽(3)     14.79 q  3 太田 聡恵(3)     14.05 q
ﾏﾂｵ ﾐｳ 塩尻広陵中 ｵｵﾀ ｻﾄｴ 塩尻広陵中

 4 石井 愛音(2)     15.19 q  4 都筑 朱里(2)     15.16 q
ｲｼｲ ﾁｶﾈ 塩尻西部中 ﾂﾂﾞｸ ｱｶﾘ 塩尻西部中

 5 小林 若菜(3)     15.45  5 今井 優理彩(3)     15.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 塩尻広陵中 ｲﾏｲ ﾕﾘｱ 塩尻広陵中

 6 笠原 有起佳(2)     15.50 
ｶｻﾊﾗ ﾕｷｶ 塩尻中

風速 -0.1

 1 田中 愛(2)     13.88 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 塩尻西部中

 2 有田 芽生(2)     13.98 
ｱﾘﾀ ﾒｲ 丘中

 3 中野 清楓(3)     14.03 
ﾅｶﾉ ｻﾔｶ 塩尻西部中

 4 古田 愛美(2)     14.22 
ﾌﾙﾀ ﾏﾅﾐ 丘中

 5 太田 聡恵(3)     14.31 
ｵｵﾀ ｻﾄｴ 塩尻広陵中

 6 松尾 美羽(3)     14.95 
ﾏﾂｵ ﾐｳ 塩尻広陵中

 7 都筑 朱里(2)     15.31 
ﾂﾂﾞｸ ｱｶﾘ 塩尻西部中

 8 石井 愛音(2)     15.41 
ｲｼｲ ﾁｶﾈ 塩尻西部中

中学2・3年女子

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順

5   143

所属名 記録／備考
7   120

2   115

4   117

3   124

記録／備考
5   122

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   142

6   116

3   121

2   118

決勝

6   134

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   122

6   142

5   120

8   143

4   116

9   117

2   121

3   124

中学1年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   113

5   133

2   112

3   148

7   132

4   111

9   131

6   114



風速 -1.0

 1 中野 清楓(3)     29.97 
ﾅｶﾉ ｻﾔｶ 塩尻西部中

 2 太田 聡恵(3)     30.07 
ｵｵﾀ ｻﾄｴ 塩尻広陵中

 3 石井 愛音(2)     32.45 
ｲｼｲ ﾁｶﾈ 塩尻西部中

 1 吉川 凜(1)   2:44.89 
ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ 丘中

 2 三木 彩夏(2)   2:50.21 
ﾐｷ ｻﾔｶ 丘中
中嶌 萌香(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 丘中

 1 小林 若菜(3)   5:23.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 塩尻広陵中

 2 一本木 楓(1)   5:40.02 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ 丘中

 3 近藤 美保(1)   5:46.85 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ 塩尻広陵中

 4 植木 みずは(2)   5:48.08 
ｳｴｷ ﾐｽﾞﾊ 丘中

 5 今井 優理彩(3)   6:06.01 
ｲﾏｲ ﾕﾘｱ 塩尻広陵中

 6 渡辺 佳音(2)   6:06.36 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾉﾝ 丘中

 7 松崎 紫月(1)   6:09.98 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ 塩尻広陵中

 8 中村 水貴(1)   6:14.56 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 丘中

 9 中藤 夏葵(2)   6:23.31 
ﾅｶﾌｼﾞ ﾅﾂｷ 旭町中
宮坂 梨乃(3)
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 丘中

中学共通女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   120

4   116

3   124

中学共通女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   145

3   141

4   149
欠場

中学共通女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   115

1   147

10   110

5   140

2   118

7   144

8   111

3   146

6   180

9   150
欠場



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 塩尻広陵中   113 田中 麻由(1)     59.63 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾏﾕ
  112 片柳 裕菜(1)

ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ
  110 近藤 美保(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ
  114 吉村 葵(1)

ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ
 2   4 丘中   148 常田 美織(1)   1:01.71 

ｵｶﾁｭｳ ﾄｷﾀﾞ ﾐｵﾘ
  145 吉川 凜(1)

ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ
  146 中村 水貴(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
  147 一本木 楓(1)

ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 塩尻西部中   122 田中 愛(2)     56.09 

ｼｵｼﾞﾘｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ
  121 都筑 朱里(2)

ﾂﾂﾞｸ ｱｶﾘ
  124 石井 愛音(2)

ｲｼｲ ﾁｶﾈ
  120 中野 清楓(3)

ﾅｶﾉ ｻﾔｶ
 2   6 丘中   142 有田 芽生(2)     56.45 

ｵｶﾁｭｳ ｱﾘﾀ ﾒｲ
  143 古田 愛美(2)

ﾌﾙﾀ ﾏﾅﾐ
  140 植木 みずは(2)

ｳｴｷ ﾐｽﾞﾊ
  141 三木 彩夏(2)

ﾐｷ ｻﾔｶ

中学1年女子

4×100m

決勝

中学2・3年女子

4×100m

決勝



 ３回の
 最高記録

近藤 美保(1)   3.63   3.69   3.93    3.93    3.93 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ 塩尻広陵中   +2.6   -1.0   +1.1    +1.1    +1.1
田中 麻由(1)   3.91   3.59   3.69    3.91    3.91 
ﾀﾅｶ ﾏﾕ 塩尻広陵中   -0.4   +0.3   +1.7    -0.4    -0.4
吉村 葵(1)   3.36   3.41   3.86    3.86    3.86 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 塩尻広陵中   +1.3   -0.8   +2.5    +2.5    +2.5
片柳 裕菜(1)   2.56   3.13   3.02    3.13    3.13 
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ 塩尻広陵中   +1.3   +0.1   +0.5    +0.1    +0.1

 ３回の
 最高記録

太田 彩水(3)   4.10   3.87   4.01    4.10    4.10 
ｵｵﾀ ｱﾔﾐ 塩尻中   +0.8   -1.1   +2.0    +0.8    +0.8

 ３回の
 最高記録

松尾 美羽(3)
ﾏﾂｵ ﾐｳ 塩尻広陵中

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- 記録 備考

1 4   110

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

4 1   112

2 2   113

3 5   114

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 2   130

中学共通女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

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

 12.22 

備考

1 1   117
   o    o  12.22   12.22



決勝 8月8日 11:40

風速 +0.8

 1 樋口 莉緒花(1)     14.13 
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館

 2 萩原 詳子(1)     14.61 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 塩尻志学館

 3 西澤 円花(1)     15.30 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾄﾞｶ 塩尻志学館

 4 山名 咲歩(2)     16.31 
ﾔﾏﾅ ｻﾎ 都市大塩尻

小林 鈴華(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 塩尻志学館

大会記録(GR)                 11:48.25 

 1 小林 鈴華(2)  11:52.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 塩尻志学館

 ３回の
 最高記録

樋口 莉緒花(1)   4.44   4.56   4.29    4.56    4.56 
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻志学館   +1.6   +2.2   +1.1    +2.2    +2.2
荒井 葵凪(1)    x   4.55   4.51    4.55    4.55 
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻志学館   +1.5   +1.0    +1.5    +1.5
萩原 詳子(1)   4.50   4.37   4.41    4.50    4.50 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 塩尻志学館   +1.4   +0.9   +1.0    +1.4    +1.4

 ３回の
 最高記録

柴田 友菜(2)
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 田川高
荒井 葵凪(1)
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻志学館
山名 咲歩(2)
ﾔﾏﾅ ｻﾎ 都市大塩尻
佐藤 奈々(2) 欠場
ｻﾄｳ ﾅﾅ 塩尻志学館

一般女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   174

2   173

5   162

3   175

一般女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11   170

欠場

一般女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   170

一般女子

走幅跳

決勝

-5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 4   174

2 1   172

-2- -3- -4-

3 2   173

一般女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

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

1 4   160
  8.40   7.91   7.86    8.40   8.40 

2 1   172
  6.00   6.20   6.22    6.22   6.22 

3 3   162
  4.03   4.73   3.92    4.73

2   171

  4.73 
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