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第 33 回⻑野県⼩学⽣陸上競技⼤会 
兼 第３３回東海⼩学⽣リレー競技⼤会予選会 

兼 第２回東海⼩学⽣陸上競技⼤会予選会 

⽇清⾷品カップ 第３２回全国⼩学⽣陸上競技交流⼤会⻑野県代表選⼿選考会 

 
 
 
 
 

記 録 集 
期   ⽇︓ 平成２８年６⽉２６⽇（⽇） 
会   場︓ 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 201020） 
主   催︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 
後 援︓ ⽇本陸上競技連盟 公益財団法⼈安藤スポーツ･⾷⽂化振興財団 

⻑野県教育委員会 信濃毎⽇新聞社 
協 賛︓ ⽇清⾷品ホールディングス株式会社 
主   管︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 
総   務︓ 葛城 光⼀ 
審 判 ⻑︓  細⽥ 完⼆（トラック） 鈴⽊ ⽂雄（跳躍） 

伊藤 利博（投てき） ⼩林 初美（招集所） 
記録・情報主任︓ 丸⼭ 新吉 

■この⼤会で樹⽴された記録 
男女 種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考 
男⼦ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 61m92 久保⽥莉⽣(6) 下條 55m29 県⼩学新
〃 〃 〃 55m73 磯⾙ 颯太(6) 中込 〃 〃

⼥⼦ 〃 〃 54m86 倉⽥紗優加(6) 南箕輪 44m98 〃
〃 ⾛⾼跳 〃 1m35 平⾕ 紗菜(6) 朝⽇ SUN 1m33 ⼤会新
〃 4×100mR 〃 53"24 富⼭・宮原

宮下・牧内 坂城 JAC 53"27 県⼩・⼤会新

〃 〃 〃 53"70 宮下・関島
吉澤・⼭城 松川陸上ｸ 53"88 ⼤会新 

■グラウンドコンディション 
時刻 天候 ⾵向 ⾵速 気温 湿度

 9:30 晴 南東 1.8m 23℃ 59%
10:00 晴 南⻄ 2.1 25 47
11:00 晴 南 1.7 25 47
12:00 晴 南⻄ 2.4 25.5 42
13:00 曇 ⻄ 2.5 25.5 41
14:00 晴 ⻄ 2.8 26.5 40
15:00 晴 南 1.4 25.5 39

 



第３３回長野県小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 細田 完二
兼 第３３回東海小学生リレー競技大会兼第２回東海小学生陸上競技大会予選会 跳躍審判長 鈴木 文雄
日清食品カップ第３２回全国小学生陸上競技交流大会長野県代表選手選考会 投擲審判長 伊藤 利博
【開催日】 平成２８年６月２６日(日) 記録主任： 丸山 新吉

【主催団体】 (一財)長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新,ER:県小学新,ER GR:県小学新) 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
 6/26 共通女子 佐藤 悠花(6) 3:11.81 筒井 心葉(6) 3:12.59 麦島 彩夏(6) 3:17.03 村岡 美玖(6) 3:17.84 北沢 凜夏(6) 3:19.46 坂元 夏希(6) 3:20.92 前野 遥(6) 3:21.06 牧内 大華(5) 3:21.26

1000m 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 南木曽 ｺﾒｯﾄ波田 川中島JRC 辰野南 南箕輪 腰越JSC
 6/26  -1.9中嶋 愛佳(6) 13.43 柏木 萌(6) 14.33 池上 舞花(6) 15.16 松本 恵実(6) 15.71 濱 弥月(6) 15.81 鈴木 天音(6) 15.81 下平 梨乃(5) 16.52 宮坂 優那(6) 16.53

80mH 軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 中川東 堀金 城南 軽井沢A&AC 伊那北 長地
 6/26 平谷 紗菜(6) 1.35 太田 さくら(6) 1.25 荒井 優菜(6) 1.25 湯井 希乃愛(6) 1.20 斉藤 真虹(6) 1.20 花岡 由良(6) 筑北 1.15 飯島 詠子(6) 1.15

走高跳 朝日SUN GR 会染 会染 屋代 阿智第一 平沢 萌果(6) 堀金 吉田
遠藤 蒼空(6)
豊洲

 6/26 大森 里香(6) 4.40(+3.5) 埋橋 凜(6) 4.26(+3.3) 宮澤 文音(6) 4.23(+0.6) 田中 葵(6) 3.98(+0.7) 小林 蓮菜(6) 3.94(+1.1) 田中 あゆみ(6)3.92(+0.8) 中村 明日歌(6)3.89(+0.3) 畠山 ちな(6) 3.87(+2.5)
走幅跳 軽井沢A&AC 富県 伊那東 望月AC 四賀 伊那北 長野市陸上教 宗賀A

 6/26 倉田 紗優加(6) 54.86 武田 麻椰(6) 40.73 岩月 陽菜乃(6) 40.41 増澤 美優(6) 38.47 長谷川 陽菜(6) 37.37 小林 愛莉(6) 36.24 古畑 姫乃(5) 36.22 丹澤 七菜佳(6) 35.24
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 南箕輪 ER 屋代 平根 両小野 日義 信濃 三岳 菅野

 6/26 坂城JAC       53.24 松川陸上ｸﾗﾌ  ゙     53.70 筑摩       56.16 広丘       56.49 三郷       57.89 豊科北       57.92 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ       58.39
4×100m 富山 萌衣(6) ER GR 宮下 莉瑚(6) GR 瀧本 歩夢(6) 赤羽 柚寿(6) 滝澤 美優(6) 丸山 夏希(6) 岩下 夢菜(6)

宮原 凛成(6) 関島 瑠愛(6) 三澤 百佳(6) 宮島 光里(6) 山下 実緒莉(6) 臼井 真陽(6) 宮澤 ありさ(6)
宮下 留花(6) 吉澤 詩乃(6) 逢澤 心実(6) 松田 夢葉(6) 守屋 咲芭(6) 小穴 都聖(5) 小口 葉奈(6)
牧内 愛実(6) 山城 春菜(6) 樽澤 早紀(6) 宮島 明里(6) 倉田 侑季(6) 宮澤 和花(6) 鵜飼 めぐみ(6)

 6/26 6年女子  -1.7酒井 明日美(6) 14.41 藤森 七海(6) 14.42 中村 映夢(6) 14.52 木下 茜莉(6) 14.55 北原 颯記(6) 14.56 佐藤 彩波(6) 14.57 西沢 萌栞(6) 14.81 斉藤 凛咲(6) 14.82
100m 栗ｶﾞ丘 諏訪FA 西春近南 ISｼﾞｭﾆｱ ｺﾒｯﾄ波田 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ 長野市陸上教 芳川

 6/26 5年女子  -1.6古田 波音(5) 14.61 黒岩 春菜(5) 14.95 渡辺 彩那(5) 15.12 三浦 彩稀(5) 15.13 増田 藍(5) 15.22 佐伯 風帆(5) 15.33 佐々木 幸雪(5) 15.34 坂井 晶(5) 15.37
100m 開智 伊那東 三陽陸上ｸ 上田市立西 諏訪FA 軽井沢A&AC 松尾 附属長野

 6/26 ｵｰﾌﾟﾝ女子 中村 空夏(6) 16.10 田中 朱音(6) 16.25 小倉 和香葉(5) 16.26 小澤 優寿香(5) 16.27 中本 瑠花(6) 16.29 平澤 芽唯(5) 16.62 上條 菫子(6) 16.64 上條 愛美(6) 16.66
100m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 坂城JAC 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA 南箕輪 南箕輪 赤穂 三郷 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ



決勝 6月26日 14:15

[ 1組] [ 2組]

 1 田口 恋愛(6)   3:33.86  1 辻 芽衣(5)   3:21.68 
ﾀｸﾞﾁ ﾚｱ 川上第二 ﾂｼﾞﾒｲ 三郷

 2 佐藤 綾花(6)   3:35.70  2 臼田 麻花(6)   3:24.59 
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 下諏訪南

 3 羽生 彩七(6)   3:35.79  3 阿部 優杏(6)   3:25.84 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｱﾍﾞ ﾕｱ 木島平

 4 竹内 玲愛(6)   3:39.13  4 宮坂 美紅(5)   3:29.19 
ﾀｹｳﾁ ﾚｱ 岩村田 ﾐﾔｻｶ ﾐｸ 原

 5 小山 夏葵(6)   3:39.43  5 森脇 光砂(6)   3:29.63 
ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ 王滝 ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 赤穂南

 6 丸山 美優(5)   3:41.29  6 小嶋 楓來(6)   3:31.11 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕｳ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少 ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 原PCｼﾞｭﾆｱ

 7 鈴木 花梨(6)   3:41.45  7 高山 史歩(6)   3:31.38 
ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 田口 ﾀｶﾔﾏ ｼﾎ 川中島JRC

 8 若林 さや華(6)   3:43.27  8 山﨑 吏桜(5)   3:32.21 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 穂高北 ﾔﾏｻﾞｷ  ﾘｵ 木島平

 9 島田 菜々美(5)   3:45.82  9 吉原 佑栞(6)   3:32.83 
ｼﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 東 ﾖｼﾊﾗ ﾕｳﾘ 豊井

10 桑原 実世(5)   3:46.38 10 江田 安澄(6)   3:34.41 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾖ 東 ｴﾀﾞ ｱｽﾞﾐ 堀金

11 竹川 希実(5)   3:46.62 11 齋藤 奏絵(5)   3:35.05 
ﾀｹｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 穂高南 ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 諏訪FA

12 松谷 真彩(5)   3:47.14 12 永野 まひろ(6)   3:37.24 
ﾏﾂﾀﾆ ﾏﾔ 栗ｶﾞ丘 ﾅｶﾞﾉ ﾏﾋﾛ 島内

13 山田 捺葵(5)   3:48.53 13 中島 優菜(6)   3:37.60 
ﾔﾏﾀﾞ  ﾅﾂｷ 長丘 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ 美南ｶﾞ丘

14 長井 彩華(5)   3:49.50 14 小松 夢來(6)   3:39.99 
ﾅｶﾞｲ ｱﾔｶ 井上 ｺﾏﾂ ﾕﾗ 湖南

15 篠原 可奈(6)   3:50.23 15 赤羽 真衣佳(6)   3:42.32 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾅ 青沼 ｱｶﾊﾈ ﾏｲｶ 岡田

16 伊藤 紅葉(6)   3:51.01 16 丸山 莉央(6)   3:42.89 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 南相木 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｵ 菅野

17 飯島 和花(5)   3:51.19 17 熊代 眞陽琉(6)   3:47.08 
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ 鼎 ｸﾏｼﾛ ﾏﾋﾙ 中野ｽﾏｲﾙ

18 浅沼 花歩(6)   3:53.94 18 牧野 心(6)   3:47.46 
ｱｻﾇﾏ ｶﾎ 御代田南 ﾏｷﾉ ｺｺﾛ 岸野

19 石垣 美心(5)   3:54.49 19 滝沢 初寧(6)   3:49.91 
ｲｼｶﾞｷ  ﾐﾋﾛ T&F佐久平 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 東伊那
酒井 あいか(5) 橋詰 史歩(5)
ｻｶｲ ｱｲｶ あさまねSC ﾊｼｽﾞﾒ ｼﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ

共通女子

1000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

5  2889

12  2004

13  2890

15  2249

2  2039

6  2627

7  2330

4  2021

16  2486

9  2252

3  2331

1  2482

 2858

14  2020

17  2239

11  2251

18  2113

10  2087

4  2790

9  2294

8  2091

20  2017

19

所属名 記録／備考
3  2461

欠場

順 No.

7  2242

8  2754

2  2713

1  2243

18  2753

20  2728

11  2241

15  2500

12  2706

17  2591

16  2064

13  2237

5  2564

19  2580

10  2131
欠場

6  2030

14  2807



[ 3組]

 1 佐藤 悠花(6)   3:11.81 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 筒井 心葉(6)   3:12.59 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 麦島 彩夏(6)   3:17.03 
ﾑｷﾞｼﾏ ｱﾔｶ 南木曽

 4 村岡 美玖(6)   3:17.84 
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ ｺﾒｯﾄ波田

 5 北沢 凜夏(6)   3:19.46 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 川中島JRC

 6 坂元 夏希(6)   3:20.92 
ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 辰野南

 7 前野 遥(6)   3:21.06 
ﾏｴﾉ ﾊﾙｶ 南箕輪

 8 牧内 大華(5)   3:21.26 
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 腰越JSC

 9 坂本 なお(6)   3:24.79 
ｻｶﾓﾄ ﾅｵ 西春近南

10 淀 果南実(5)   3:25.59 
ﾖﾄﾞ ｶﾅﾐ 川中島JRC

11 松下 輝来(6)   3:25.66 
ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 大町南

12 市川 笑花(6)   3:25.86 
ｲﾁｶﾜ  ｴﾐｶ T&F佐久平

13 平林 陽菜(6)   3:26.35 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ 生坂A

14 千野 唯花(6)   3:26.37 
ﾁﾉ ﾕｲｶ 山辺

15 山﨑 優風(6)   3:30.02 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｶ 山ﾉ内西

16 林 真由(6)   3:34.08 
ﾊﾔｼ ﾏﾕ 真田ｸﾗﾌﾞ

17 赤羽 夏月(6)   3:35.04 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾂｷ 堀金

18 鈴木 菜生(6)   3:40.13 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 真田ｸﾗﾌﾞ

19 小林 昊叶(5)   3:46.69 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｿﾖｶ 小山

共通女子

1000m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

13  2639

2  2891

12  2892

10  2803

11  2553

15  2292

14  2781

6  2810

8  2129

18  2090

17  2293

9  2619

5  2234

19  2471

1  2573

16  2132

4  2130

7  2501

3  2258



   1 佐藤 悠花(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:11.81   3   1
   2 筒井 心葉(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:12.59   3   2
   3 麦島 彩夏(6) 南木曽     3:17.03   3   3
   4 村岡 美玖(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:17.84   3   4
   5 北沢 凜夏(6) 川中島JRC     3:19.46   3   5
   6 坂元 夏希(6) 辰野南     3:20.92   3   6
   7 前野 遥(6) 南箕輪     3:21.06   3   7
   8 牧内 大華(5) 腰越JSC     3:21.26   3   8
   9 辻 芽衣(5) 三郷     3:21.68   2   1
  10 臼田 麻花(6) 下諏訪南     3:24.59   2   2
  11 坂本 なお(6) 西春近南     3:24.79   3   9
  12 淀 果南実(5) 川中島JRC     3:25.59   3  10
  13 松下 輝来(6) 大町南     3:25.66   3  11
  14 阿部 優杏(6) 木島平     3:25.84   2   3
  15 市川 笑花(6) T&F佐久平     3:25.86   3  12
  16 平林 陽菜(6) 生坂A     3:26.35   3  13
  17 千野 唯花(6) 山辺     3:26.37   3  14
  18 宮坂 美紅(5) 原     3:29.19   2   4
  19 森脇 光砂(6) 赤穂南     3:29.63   2   5
  20 山﨑 優風(6) 山ﾉ内西     3:30.02   3  15
  21 小嶋 楓來(6) 原PCｼﾞｭﾆｱ     3:31.11   2   6
  22 高山 史歩(6) 川中島JRC     3:31.38   2   7
  23 山﨑 吏桜(5) 木島平     3:32.21   2   8
  24 吉原 佑栞(6) 豊井     3:32.83   2   9
  25 田口 恋愛(6) 川上第二     3:33.86   1   1
  26 林 真由(6) 真田ｸﾗﾌﾞ     3:34.08   3  16
  27 江田 安澄(6) 堀金     3:34.41   2  10
  28 赤羽 夏月(6) 堀金     3:35.04   3  17
  29 齋藤 奏絵(5) 諏訪FA     3:35.05   2  11
  30 佐藤 綾花(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:35.70   1   2
  31 羽生 彩七(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:35.79   1   3
  32 永野 まひろ(6) 島内     3:37.24   2  12
  33 中島 優菜(6) 美南ｶﾞ丘     3:37.60   2  13
  34 竹内 玲愛(6) 岩村田     3:39.13   1   4
  35 小山 夏葵(6) 王滝     3:39.43   1   5
  36 小松 夢來(6) 湖南     3:39.99   2  14
  37 鈴木 菜生(6) 真田ｸﾗﾌﾞ     3:40.13   3  18
  38 丸山 美優(5) 牟礼陸上ｽﾎﾟ少     3:41.29   1   6
  39 鈴木 花梨(6) 田口     3:41.45   1   7
  40 赤羽 真衣佳(6) 岡田     3:42.32   2  15
  41 丸山 莉央(6) 菅野     3:42.89   2  16
  42 若林 さや華(6) 穂高北     3:43.27   1   8
  43 島田 菜々美(5) 東     3:45.82   1   9
  44 桑原 実世(5) 東     3:46.38   1  10
  45 竹川 希実(5) 穂高南     3:46.62   1  11
  46 小林 昊叶(5) 小山     3:46.69   3  19
  47 熊代 眞陽琉(6) 中野ｽﾏｲﾙ     3:47.08   2  17
  48 松谷 真彩(5) 栗ｶﾞ丘     3:47.14   1  12
  49 牧野 心(6) 岸野     3:47.46   2  18
  50 山田 捺葵(5) 長丘     3:48.53   1  13
  51 長井 彩華(5) 井上     3:49.50   1  14
  52 滝沢 初寧(6) 東伊那     3:49.91   2  19
  53 篠原 可奈(6) 青沼     3:50.23   1  15
  54 伊藤 紅葉(6) 南相木     3:51.01   1  16
  55 飯島 和花(5) 鼎     3:51.19   1  17
  56 浅沼 花歩(6) 御代田南     3:53.94   1  18
  57 石垣 美心(5) T&F佐久平     3:54.49   1  19

所属名 記録 備考

共通女子

組 順位
 2891
 2892

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県
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 2237
 2252
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 2330
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 2482
 2258
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 2087
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 2251
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 2020
 2017



予選 6月26日  9:30
決勝 6月26日 14:55

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -0.7

 1 鈴木 天音(6)     16.36 q  1 中嶋 愛佳(6)     13.60 q
ｽｽﾞｷ  ｱﾏﾈ 軽井沢A&AC ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC

 2 高林 あんり(6)     16.98  2 宮坂 優那(6)     16.49 q
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 小井川 ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 長地

 3 成田 未来(6)     17.06  3 中村 早希(6)     16.86 
ﾅﾘﾀ ﾐｸ 東伊那 ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 飯島

 4 掛川 葵乙(6)     17.26  4 清宮 位紗希(6)     17.27 
ｶｹｶﾞﾜ ｱｵｲ 坂の上 ｷﾖﾐﾔ ﾐｻｷ 中野ｽﾏｲﾙ

 5 安田 莉穂(6)     17.42  5 漆原 衣咲(5)     17.52 
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 豊田 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC

 6 大森 ほのか(5)     17.96  6 油井 楓(6)     18.46 
ｵｵﾓﾘ ﾎﾉｶ 今井 ﾕｲ ｶｴﾃﾞ 川上第一

 7 原 栞乃子(6)     18.68  7 丸山 綾香(6)     18.73 
ﾊﾗ ｶﾉｺ 川上第一 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 岡田

 8 若月 澪(6)     18.83  8 深瀬 咲(5)     19.67 
ﾜｶﾂｷ ﾐｵ 長野市陸上教 ﾌｶｾ ｴｲﾐ 梓川

 9 澤守 望未(5)     21.00 
ｻﾜﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ 福島

[ 3組] 風速 -1.3 [ 4組] 風速 -2.6

 1 柏木 萌(6)     14.71 q  1 松本 恵実(6)     16.04 q
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金

 2 池上 舞花(6)     15.52 q  2 濱 弥月(6)     16.68 q
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川東 ﾊﾏ ﾐﾂﾞｷ 城南

 3 下平 梨乃(5)     16.77 q  3 唐澤 さくら(5)     17.00 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘﾉ 伊那北 ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪西

 4 漆山 莉里花(6)     17.72  4 町田 芽依(6)     17.51 
ｳﾙｼﾔﾏ ﾘﾘｶ 御代田南 ﾏﾁﾀﾞ ﾒｲ 小井川

 5 黒岩 美紗都(5)     18.46  5 宮内 愛(6)     17.83 
ｸﾛｲﾜ ﾐｻﾄ 日滝 ﾐﾔｳﾁ ﾏﾅ 坂の上

 6 林 さくら(6)     19.28  6 川口 歩乃佳(5)     18.26 
ﾊﾔｼ ｻｸﾗ 岸野 ｶﾜｸﾞﾁ  ﾎﾉｶ 小山

 7 倉科 瑠奈(6)     19.82  7 三村 虹(6)     18.44 
ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ 山辺 ﾐﾑﾗ ﾅﾅ 朝日SUN

 8 横山 紗奈(6)     19.91  8 荻原 佳那(5)     20.10 
ﾖｺﾔﾏ ｻﾅ 山辺 ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ 軽井沢A&AC

風速 -1.9

 1 中嶋 愛佳(6)     13.43 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC

 2 柏木 萌(6)     14.33 
ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 池上 舞花(6)     15.16 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川東

 4 松本 恵実(6)     15.71 
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金

 5 濱 弥月(6)     15.81 
ﾊﾏ ﾐﾂﾞｷ 城南

 6 鈴木 天音(6)     15.81 
ｽｽﾞｷ  ｱﾏﾈ 軽井沢A&AC

 7 下平 梨乃(5)     16.52 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘﾉ 伊那北

 8 宮坂 優那(6)     16.53 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 長地
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8  2115

6  2806

4  2503

7  2114

5  2104
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決勝 6月26日 12:00

平谷 紗菜(6) 大会新
ﾋﾗﾔ ｽｽﾞﾅ 朝日SUN
太田 さくら(6)
ｵｵﾀ ｻｸﾗ 会染
荒井 優菜(6)
ｱﾗｲ ﾕｳﾅ 会染
湯井 希乃愛(6)
ﾕｲ ﾉﾉｱ 屋代
斉藤 真虹(6)
ｻｲﾄｳ ﾏｺ 阿智第一
花岡 由良(6)
ﾊﾅｵｶ ﾕﾗ 筑北
平沢 萌果(6)
ﾋﾗｻﾜ ﾓｶ 堀金
飯島 詠子(6)
ｲｲｼﾞﾏ ｴｲｺ 吉田
遠藤 蒼空(6)
ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 豊洲
宮下 奈津実(6)
ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ 伊那北
田村 優衣(5)
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
青山 美伶(6)
ｱｵﾔﾏ ﾐﾚｲ 吉田
岸田 悠(5)
ｷｼﾀﾞ ﾕｳ 屋代
北澤 由里菜(6)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 北山
千葉 栞(6)
ﾁﾊﾞｼｵﾘ 阿智第二
二木 瑠心(5)
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾙｺ 山辺
越野 沙弥(5)
ｺｼﾉ ｻﾔ 豊科南
畑中 亜優奈(6)
ﾊﾀﾅｶ ｱﾕﾅ 日義
若林 美佑(5)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 屋代
湯田坂 飛裕(6)
ﾕﾀﾞｻｶ ﾋｭｳ 北山
塚田 春歌(5)
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｶ 豊科南
木嶋 結菜(6)
ｷｼﾞﾏ ﾕｲﾅ 日義
朝山 愛夢(5)
ｱｻﾔﾏ   ｱﾑ 下條
伊藤 煌凜(5)
ｲﾄｳ ｷﾗﾘ 湖南
横関 亜美(6)
ﾖｺｾﾞｷ ｱﾐ 北山
平山 雪輝音(5) 記録なし
ﾋﾗﾔﾏ ﾕｷﾈ 伊那
上村 文寧(5) 記録なし
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 伊那
薩田 こゆき(6) 記録なし
ｻｯﾀ  ｺﾕｷ 南牧北
矢野 咲帆(5) 記録なし
ﾔﾉ ｻﾎ 南牧南
菊池 起良里(6) 記録なし
ｷｸﾁ  ｷﾗﾘ 南牧北
角 咲乃(5) 欠場
ｽﾐ ｻｷﾉ 伊那
五十嵐 美羽(5) 欠場
ｲｶﾞﾗｼ ﾐｳ 浜井場
岡田 未来(6) 欠場
ｵｶﾀﾞ ﾐｸ 屋代

決勝 6月26日 12:00

平沢 萌果(6)
ﾋﾗｻﾜ ﾓｶ 堀金
花岡 由良(6)
ﾊﾅｵｶ ﾕﾗ 筑北

1  2539
x x

６位入賞者 東海小学生陸上競技大会 代表決定戦
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決勝 (1組) 6月26日 13:00
(2組) 6月26日 14:45

[ 1組]

大森 里香(6)   4.19   4.32   4.40    4.40 
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ 軽井沢A&AC   +3.3   +2.6   +3.5    +3.5
埋橋 凜(6)   4.26    x   3.90    4.26 
ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ 富県   +3.3   +2.0    +3.3
田中 あゆみ(6)   3.82   3.84   3.92    3.92 
ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 伊那北   +2.6   +3.3   +0.8    +0.8
畠山 ちな(6)   3.80   3.82   3.87    3.87 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾁﾅ 宗賀A   +2.4   +2.5   +2.5    +2.5
小林 紗良(6)   3.72   3.78   3.77    3.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾗ 大町東   +2.8   +2.1   +1.0    +2.1
松下 陽音(6)   3.48   3.37   3.68    3.68 
ﾏﾂｼﾀ  ﾊﾙﾈ 高森北   +1.4   +1.6   +2.0    +2.0
岡村 呼春(6)   3.68    x   2.67    3.68 
ｵｶﾑﾗ ｺﾊﾙ 泉野   +2.8   +1.9    +2.8
山田 美羽(6)   3.03   3.62   3.46    3.62 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｳ 会染   +2.8   +1.4   +3.2    +1.4
上野 夏澄(6)   3.61   3.61   3.61    3.61 
ｳｴﾉ ｶｽﾐ 田川   +1.8   +1.8   +1.9    +1.8
征矢 珠々(5)   3.25   3.59   3.51    3.59 
ｿﾔ ｽｽﾞ 福島   +2.1   +3.1   +2.9    +3.1
河口 桜奈(6)   3.49   3.50   3.47    3.50 
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ 王滝   +1.4   +3.7   +1.7    +3.7
塩原 日真莉(6)   3.18   3.27   3.40    3.40 
ｼｵﾊﾗ ﾋﾏﾘ 宗賀A   +1.5   +3.1   +1.6    +1.6
兼宗 希(6)   3.12   3.39   3.15    3.39 
ｶﾈﾑﾈ ﾉｿﾞﾐ 天龍   +1.8   +3.5   +0.2    +3.5
友田 佳那(6)    x   3.31   3.30    3.31 
ﾄﾓﾀﾞ ｶﾅ 伊那北   +3.5   +1.3    +3.5
日下 華里(6)    x   3.31   3.26    3.31 
ｸｻｶ ﾊﾅﾘ 大町南   +2.8   +1.5    +2.8
井出 柚羽(6)   3.15   2.91   2.93    3.15 
ｲﾃﾞ  ﾕｽﾞﾊ 南牧北   +2.6   +3.6   +2.8    +2.6
太田 このみ(6)   3.14   2.94   2.93    3.14 
ｵｵﾀ ｺﾉﾐ 屋代   +2.1   +3.6   +1.6    +2.1
関 釉華(6)   3.12   3.10   2.81    3.12 
ｾｷ ﾕｳｶ 泉野   +3.5   +3.5   +1.7    +3.5
曾我 凪紗(6)   3.12   2.87    x    3.12 
ｿｶﾞ ﾅｷﾞｻ 望月   +3.4   +3.3    +3.4
吉田 芭菜(6)   2.53    x   2.95    2.95 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ かるとうぶ   +2.5   +1.9    +1.9
亘 萌子(6)   2.91   2.83    x    2.91 
ﾜﾀﾘ ﾓｴｺ 屋代   +2.0   +3.1    +2.0
北澤 花瑛(6)    x    x    x 記録なし
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾅｴ 屋代
上村 暖花(5)    x    x    x 記録なし
ｳｴﾑﾗ  ﾎﾉｶ 南牧北   +2.0
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12 9  2536

13 8  2868
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11 7  2629

8 19  2614
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3 16  2777
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共通女子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



[ 2組]

宮澤 文音(6)   4.23   2.99    x    4.23 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 伊那東   +0.6   -2.2    +0.6
田中 葵(6)   3.98   3.25   3.88    3.98 
ﾀﾅｶ ｱｵｲ 望月AC   +0.7   -3.9   +1.0    +0.7
小林 蓮菜(6)   3.73   3.69   3.94    3.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 四賀   -1.0   -0.7   +1.1    +1.1
中村 明日歌(6)   3.78    x   3.89    3.89 
ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ 長野市陸上教   -1.0   +0.3    +0.3
小林 優芽乃(6)   3.66   3.33   3.78    3.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾉ 西部   +1.6   -0.2   +1.5    +1.5
菊池 彩乃(6)   3.75   3.60   3.66    3.75 
ｷｸﾁ ｱﾔﾉ 大桑Jr陸上   -0.9   -3.3   +1.3    -0.9
澤口 花奈(6)    x   3.59   3.73    3.73 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 日義   -1.8   +1.4    +1.4
菅沼 花菜(6)   3.63   3.36   3.69    3.69 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ 望月   +0.9    0.0   +4.1    +4.1
下平 さら紗(6)   3.25   3.46   3.69    3.69 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｻﾗｻ 伊那北   -0.6   -1.5   +1.5    +1.5
塩澤 舞(6)   3.10   3.45   3.43    3.45 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   +0.3   -1.1   +0.3    -1.1
柴田 果英(6)   2.98   3.02   3.43    3.43 
ｼﾊﾞﾀ ｶｴｲ 白馬南   +1.1   -0.1   +1.4    +1.4
堀 愛美(5)   3.42    x   3.22    3.42 
ﾎﾘ ﾏﾅﾐ 長野市陸上教   -1.2   +1.3    -1.2
土屋 遥菜(6)   3.40   3.29    x    3.40 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾅ 小海   -0.3   -2.5    -0.3
可知 一葉(6)   3.38   3.28   3.39    3.39 
ｶﾁ ｶｽﾞﾊ 福島   +1.4   +0.1   +2.2    +2.2
田中 季菜(6)   3.13   3.14   3.38    3.38 
ﾀﾅｶ ｷﾅ 真田ﾏﾗｿﾝ教室   +0.9   +0.3   +1.9    +1.9
熊崎 ゆい(6)   3.19   2.97   3.33    3.33 
ｸﾏｻﾞｷ ﾕｲ 穂高南   -1.4   -0.6   +2.6    +2.6
義家 可南笑(6)   2.49   3.25   3.01    3.25 
ﾖｼｲｴ ｶﾅｴ 長野市陸上教   -0.2   -1.4   +2.1    -1.4
斉藤 杏奈(6)   3.19    x    x    3.19 
ｻｲﾄｳ ｱﾝﾅ 岡田   +1.7    +1.7
森下 怜菜(6)    x   3.08   3.01    3.08 
ﾓﾘｼﾀ ﾚﾅ 福島   +0.4   +3.2    +0.4
竹中 なぎさ(5)    x   2.70   2.72    2.72 
ﾀｹﾅｶ ﾅｷﾞｻ 御代田南   -0.9   +0.4    +0.4
宮嶋 佑月(6)   2.12   2.41   2.57    2.57 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 中込   +1.3   -0.3   +1.2    +1.2
田中 千景(6) 欠場
ﾀﾅｶ ﾁｶｹﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
矢島 果歩(6) 欠場
ﾔｼﾞﾏ ｶﾎ 中佐都

12  2042

21 2  2032

4  2749

19 5  2647

20 1  2089

17 13  2305

18 3  2567

15 8  2135

16 11  2485

13 15  2014

14 7  2648

11 9  2626

12 17  2304

9 14  2776

10 20  2851

7 19  2644

8 6  2054

5 10  2082

6 16  2638

3 18  2712

4 23  2303

備考

1 22  2772

記録

2 21  2105

共通女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-
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_______________________________________________________________________________________________________________________
平成２８年６月２６日(日)
会場：県松本平広域公園陸上競技場（201020）

大森 里香(6) 軽井沢A&AC
ｵｵﾓﾘ ｻﾄｶ ｶﾙｲｻﾞﾜｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼ
埋橋 凜(6) 富県
ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ ﾄﾐｶﾞﾀ
宮澤 文音(6) 伊那東
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ ｲﾅﾋｶﾞｼ
田中 葵(6) 望月AC
ﾀﾅｶ ｱｵｲ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ
小林 蓮菜(6) 四賀
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ ｼｶﾞｼｮｳ
田中 あゆみ(6) 伊那北
ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ ｲﾅｷﾀ
中村 明日歌(6) 長野市陸上教
ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
畠山 ちな(6) 宗賀A
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾁﾅ ｿｳｶﾞA
小林 紗良(6) 大町東
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾗ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ
小林 優芽乃(6) 西部
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾒﾉ ｾｲﾌﾞｼｮｳ
菊池 彩乃(6) 大桑Jr陸上
ｷｸﾁ ｱﾔﾉ ｵｵｸﾜｼﾞｭﾆｱﾘｸｼﾞｮｳ
澤口 花奈(6) 日義
ｻﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ ﾋﾖｼ
菅沼 花菜(6) 望月
ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾅ ﾓﾁﾂﾞｷｼｮｳ
下平 さら紗(6) 伊那北
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｻﾗｻ ｲﾅｷﾀ
松下 陽音(6) 高森北
ﾏﾂｼﾀ  ﾊﾙﾈ ﾀｶﾓﾘｷﾀｼｮｳ
岡村 呼春(6) 泉野
ｵｶﾑﾗ ｺﾊﾙ ｲｽﾞﾐﾉｼｮｳ
山田 美羽(6) 会染
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｳ ｱｲｿﾒ
上野 夏澄(6) 田川
ｳｴﾉ ｶｽﾐ ﾀｶﾞﾜ
征矢 珠々(5) 福島
ｿﾔ ｽｽﾞ ﾌｸｼﾏ
河口 桜奈(6) 王滝
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ ｵｳﾀｷ
塩澤 舞(6) ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｯｸﾗﾌﾞ
柴田 果英(6) 白馬南
ｼﾊﾞﾀ ｶｴｲ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐ
堀 愛美(5) 長野市陸上教
ﾎﾘ ﾏﾅﾐ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
土屋 遥菜(6) 小海
ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾅ ｺｳﾐｼｮｳ
塩原 日真莉(6) 宗賀A
ｼｵﾊﾗ ﾋﾏﾘ ｿｳｶﾞA
可知 一葉(6) 福島
ｶﾁ ｶｽﾞﾊ ﾌｸｼﾏ
兼宗 希(6) 天龍
ｶﾈﾑﾈ ﾉｿﾞﾐ ﾃﾝﾘｭｳｼｮｳ
田中 季菜(6) 真田ﾏﾗｿﾝ教室
ﾀﾅｶ ｷﾅ ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂ
熊崎 ゆい(6) 穂高南
ｸﾏｻﾞｷ ﾕｲ ﾎﾀｶﾐﾅﾐ
友田 佳那(6) 伊那北
ﾄﾓﾀﾞ ｶﾅ ｲﾅｷﾀ
日下 華里(6) 大町南
ｸｻｶ ﾊﾅﾘ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐ
義家 可南笑(6) 長野市陸上教
ﾖｼｲｴ ｶﾅｴ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
斉藤 杏奈(6) 岡田
ｻｲﾄｳ ｱﾝﾅ ｵｶﾀﾞ
井出 柚羽(6) 南牧北
ｲﾃﾞ  ﾕｽﾞﾊ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳ
太田 このみ(6) 屋代
ｵｵﾀ ｺﾉﾐ ﾔｼﾛ
関 釉華(6) 泉野
ｾｷ ﾕｳｶ ｲｽﾞﾐﾉｼｮｳ
曾我 凪紗(6) 望月
ｿｶﾞ ﾅｷﾞｻ ﾓﾁﾂﾞｷｼｮｳ
森下 怜菜(6) 福島
ﾓﾘｼﾀ ﾚﾅ ﾌｸｼﾏ
吉田 芭菜(6) かるとうぶ
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾅ ｶﾙﾄｳﾌﾞ
亘 萌子(6) 屋代
ﾜﾀﾘ ﾓｴｺ ﾔｼﾛ   +2.0

1-21
  +2.0

  2.83
  +3.1

   x40 2318   2.91   2.91
  +2.5

   x   2.9539 2077   2.53   2.95

  3.08
  +0.4

  3.08  3.01
  +3.2

  +3.4
1-19

  +1.9

  +0.4
2-19

  +1.9
1-20

  +3.4
  2.87
  +3.3

   x

38 2647    x

37 2055   3.12   3.12
  +3.5

  3.10
  +3.5

  2.8136 2692   3.12   3.12
  +2.1

  2.94
  +3.6

  3.14  2.93
  +1.6

  +2.6
1-16

  +1.7

  +2.1
1-17

  +3.5
1-18

  +2.6
  2.91
  +3.6

  2.93
  +2.8

35 2316   3.14

34 2011   3.15   3.15
  +1.7

   x    x33 2567   3.19   3.19
  -0.2

  3.25
  -1.4

  3.25  3.01
  +2.1

  +2.8
1-15

  -1.4
2-17

  +1.7
2-18

  3.31
  +2.8

  3.26
  +1.5

32 2305   2.49

31 2620    x   3.31

  3.31
  +3.5

  3.3030 2778    x   3.31
  -1.4

  2.97
  -0.6

  3.33  3.33
  +2.6

  +1.9
2-15

  +1.3

  +2.6
2-16

  +3.5
1-14

  +0.9
  3.14
  +0.3

  3.38
  +1.9

29 2485   3.19

28 2135   3.13   3.38
  +1.8

  3.39
  +3.5

  3.1527 2868   3.12   3.39
  +1.4

  3.28
  +0.1

  3.39  3.39
  +2.2

  +1.6
1-12

  +0.2

  +2.2
2-14

  +3.5
1-13

  +1.5
  3.27
  +3.1

  3.40
  +1.6

26 2648   3.38

25 2536   3.18   3.40
  -0.3

  3.29
  -2.5

   x24 2014   3.40   3.40
  -1.2

   x   3.42  3.22
  +1.3

  +1.4
2-11

  -1.2
2-12

  -0.3
2-13

  +1.1
  3.02
  -0.1

  3.43
  +1.4

23 2304   3.42

22 2626   2.98   3.43
  +0.3

  3.45
  -1.1

  3.4321 2851   3.10   3.45
  +1.4

  3.50
  +3.7

  3.50  3.47
  +1.7

  +3.1
1-10

  +0.3

  +3.7
1-11

  -1.1
2-10

  +2.1
  3.59
  +3.1

  3.51
  +2.9

20 2629   3.49

19 2646   3.25   3.59
  +1.8

  3.61
  +1.8

  3.6118 2590   3.61   3.61
  +2.8

  3.62
  +1.4

  3.62  3.46
  +3.2

  +2.8
1- 7

  +1.9

  +1.4
1- 8

  +1.8
1- 9

  +2.8
   x   2.67

  +1.9
17 2614   3.03

16 2691   3.68   3.68
  +1.4

  3.37
  +1.6

  3.6815 2863   3.48   3.68
  -0.6

  3.46
  -1.5

  3.69  3.69
  +1.5

  +4.1
2- 8

  +2.0

  +1.5
2- 9

  +2.0
1- 6

  +0.9
  3.36
   0.0

  3.69
  +4.1

14 2776   3.25

13 2054   3.63   3.69

  3.59
  -1.8

  3.7312 2644    x   3.73
  -0.9

  3.60
  -3.3

  3.75  3.66
  +1.3

  +1.5
2- 5

  +1.4

  -0.9
2- 6

  +1.4
2- 7

  +1.6
  3.33
  -0.2

  3.78
  +1.5

11 2638   3.75

10 2082   3.66   3.78
  +2.8

  3.78
  +2.1

  3.779 2618   3.72   3.78
  +2.4

  3.82
  +2.5

  3.87  3.87
  +2.5

  +0.3
2- 4

  +1.0

  +2.5
1- 4

  +2.1
1- 5

  -1.0
   x   3.89

  +0.3
8 2535   3.80

7 2303   3.78   3.89
  +2.6

  3.84
  +3.3

  3.926 2777   3.82   3.92
  -1.0

  3.69
  -0.7

  3.94  3.94
  +1.1

  +0.7
2- 2

  +0.8

  +1.1
2- 3

  +0.8
1- 3

  +0.7
  3.25
  -3.9

  3.88
  +1.0

5 2712   3.73

4 2105   3.98   3.98
  +0.6

  2.99
  -2.2

   x3 2772   4.23   4.23
  +3.3

   x   4.26  3.90
  +2.0

  +3.5
1- 1

  +3.3
1- 2

  +0.6
2- 1

  +3.3
  4.32
  +2.6

  4.40
  +3.5

2 2823   4.26

-３- 備考記録 組順

1 2116   4.19   4.40

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

競技結果        共通女子        走幅跳          決勝      
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_______________________________________________________________________________________________________________________
平成２８年６月２６日(日)
会場：県松本平広域公園陸上競技場（201020）

競技結果        共通女子        走幅跳          決勝      

竹中 なぎさ(5) 御代田南
ﾀｹﾅｶ ﾅｷﾞｻ ﾐﾖﾀﾐﾅﾐ
宮嶋 佑月(6) 中込
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ
北澤 花瑛(6) 屋代 記録なし
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾅｴ ﾔｼﾛ
上村 暖花(5) 南牧北 記録なし
ｳｴﾑﾗ  ﾎﾉｶ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳ
田中 千景(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 欠場
ﾀﾅｶ ﾁｶｹﾞ ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ
矢島 果歩(6) 中佐都 欠場
ﾔｼﾞﾏ ｶﾎ ﾅｶｻﾄｼｮｳ

2-   2042

 2749

   x
  +2.0

   x

1-  

1-  

2-  

   x    x

 2010    x

 2317    x
  +1.3

  2.41
  -0.3

  2.5742 2032   2.12   2.57

  2.70
  -0.9

  2.72  2.72
  +0.4

  +1.2

  +0.4
2-20

  +1.2
2-21

41 2089    x



決勝 6月26日 13:30

倉田 紗優加(6) 県小学新
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪
武田 麻椰(6)
ﾀｹﾀﾞ ﾏﾔ 屋代
岩月 陽菜乃(6)
ｲﾜﾂｷ ﾋﾅﾉ 平根
増澤 美優(6)
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 両小野
長谷川 陽菜(6)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 日義
小林 愛莉(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 信濃
古畑 姫乃(5)
ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾒﾉ 三岳
丹澤 七菜佳(6)
ﾀﾝｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 菅野
伊藤 小雪(6)
ｲﾄｳ ｺﾕｷ 西箕輪AC
牧野 琴音(6)
ﾏｷﾉ  ｺﾄﾈ 高森北
佐藤 美羽(6)
ｻﾄｳ ﾐｳ 坂の上
飯島 紫音(6)
ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 富草
清水 華音(5)
ｼﾐｽﾞ ｶﾉﾝ 浜井場
杉浦 咲彩(6)
ｽｷﾞｳﾗ ｻｱﾔ 明北
伊藤 一葉(6)
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ 大下条
中村 杏(5)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 玉川小
丸山 りほ(6)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾎ 開明
市瀬 瑠華(6)
ｲﾁﾉｾ ﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
藤懸 真帆(6)
ﾌｼﾞｶｹ ﾏﾎ 大桑Jr陸上
上田 朱莉(5)
ｳｴﾀﾞ ｱｶﾘ 開田
下出 桜(6)
ｼﾀﾃﾞ ｻｸﾗ 王滝
田辺 明音(6)
ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ 穂高北
中村 朱音(6)
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 明北
表 楓夏(6)
ｵﾓﾃ ﾌｳｶ 東伊那
草間 うらら(5)
ｸｻﾏ ｳﾗﾗ 菅野
森田 ひかり(5)
ﾓﾘﾀ ﾋｶﾘ 開田
金児 桜子(6)
ｶﾈｺ  ｻｸﾗｺ 篠ﾉ井東
吉村 千都子(6)
ﾖｼﾑﾗ ﾁﾂﾞｺ 伊那東
増田 朋花(6)
ﾏｽﾀ ﾄﾓｶ 筑北
服部 結南(5)
ﾊｯﾄﾘ ﾕｲﾅ 信濃
荻上 柚来(5)
ｵｷﾞｳｴ ﾕｽﾞｷ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰ
菊池 萌花(6)
ｷｸﾁ ﾓｴｶ 南相木

共通女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 備考

1 26  2811
   o    -  54.86  54.86 

2 32  2311
   o

-3- 記録

 40.73    -  40.73 

3 30  2036
 40.41    -    -  40.41 

 38.47 

5 31  2641
   o  37.37    -  37.37 

4 24

6 19  2247
   o

   o  38.47
 2825

   o

 36.24    -  36.24 

7 28  2636
   o  36.22    -  36.22 

 35.24 

9 29  2784
   x    o  34.58  34.58 

8 25

10 11  2862
   o

   -  35.24
 2584

   o

 34.18    -  34.18 

11 27  2070
   x    o  33.31  33.31 

 33.10 

13 22  2878
 32.92    -    -  32.92 

12 7

14 21  2509
   o

   o  33.10
 2871

   o

 32.72    -  32.72 

15 15  2857
   o    o  31.42  31.42 

 30.67 

17 23  2571
 30.15    -    -  30.15 

16 13

18 20  2850
 28.88

 30.67    -
 2735

   o

   -    -  28.88 

19 8  2637
 28.67    -    -  28.67 

 27.86 

21 3  2628
 27.57    -    -  27.57 

20 18

22 12  2487
   o

   x  27.86
 2635

   o

 26.59    -  26.59 

23 1  2510
   o    -  25.97  25.97 

 25.81 

25 16  2583
 23.71    -    -  23.71 

24 17

26 6  2634
 23.70

   -    -
 2809

 25.81

   -    -  23.70 

27 10  2281
   o    o  23.34  23.34 

 23.02 

29 14  2538
 22.57    -    -  22.57 

28 5

30 4  2248
   o

 23.02    -
 2771

   o

   o  19.37  19.37 

31 2  2511
   o    o  19.22  19.22 

   x    x  16.26 
32 9  2018

 16.26



予選 6月26日 12:35
決勝 6月26日 15:40

[ 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   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  2886 宮下 莉瑚(6)     54.39 q  1   6 坂城JAC  2325 富山 萌衣(6)     54.14 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ ｻｶｷｼﾞｪｲｴｲｼｰ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ
 2884 関島 瑠愛(6)  2326 宮原 凛成(6)

ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ
 2885 吉澤 詩乃(6)  2327 宮下 留花(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ
 2887 山城 春菜(6)  2329 牧内 愛実(6)

ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ ﾏｷｳﾁ ｱﾐ
 2   4 T&F佐久平  2092 冨岡 桃花(6)     58.11  2   5 豊科北  2497 丸山 夏希(6)     57.55 q

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾄﾐｵｶ  ﾓﾓｶ ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ
 2093 竹花 碧乃(6)  2498 臼井 真陽(6)

ﾀｹﾊﾅ  ｱｵﾉ ｳｽｲ ﾏﾋﾙ
 2094 倉根  慧(6)  2494 小穴 都聖(5)

ｸﾗﾈ  ｹｲ ｵｱﾅ ﾐﾏｻ
 2095 大鹿 愛和(6)  2492 宮澤 和花(6)

ｵｵｼｶ  ﾏﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ
 3   6 穂高西AC-A  2475 竹澤 花音(6)     59.29  3   3 滋野  2124 田口 雅(6)     59.88 

ﾎﾀｶﾆｼAC-A ﾀｹｻﾞﾜ ｶﾉﾝ ｼｹﾞﾉｼｮｳ ﾀｸﾞﾁ ﾐﾔﾋﾞ
 2479 望月 心(6)  2122 三輪 希々葉(6)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ ﾐﾜ ﾉﾉﾊ
 2478 後藤 美空(6)  2123 栁沢 栞奈(6)

ｺﾞﾄｳ ﾐｸ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾅ
 2476 小幡 真子(6)  2125 馬場 風花(6)

ｵﾊﾞﾀ ﾏｺ ﾊﾞﾊﾞ ﾌｳｶ
 4   7 広丘AC  2530 井上 愛香(6)   1:01.03  4   7 大町北  2624 鈴木 迪奈(6)   1:00.61 

ﾋﾛｵｶｴｰｼｰ ｲﾉｳｴ ｱｲｶ ｵｵﾏﾁｷﾀ ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾅ
 2529 片柳 陽菜(6)  2625 駒澤 華乃(6)

ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾅ ｺﾏｻﾞﾜ ﾊﾅﾉ
 2531 北澤 佳奈実(6)  2622 千國 優舞(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅﾐ ﾁｸﾆ ﾕｳﾏ
 2528 三村 彩寧(6)  2623 桑崎 未來(6)

ﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ ｸﾜｻﾞｷ ﾐｸ
 6   2 東  2332 鎌田 菜央(6)   1:03.14  5   1 飯島  2819 下島 琉那(6)   1:02.19 

ﾋｶﾞｼ ｶﾏﾀ ﾅｵ ｲｲｼﾞﾏ ｼﾓｼﾞﾏ ﾙﾅ
 2333 松林 心愛(6)  2818 唐澤 杏奈(6)

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｺｺｱ ｶﾗｻﾜ ｱﾝﾅ
 2334 横島 優羽(6)  2820 ﾗﾌｧﾗﾝｱｳｪﾅ心美(6)

ﾖｺｼﾏ ﾕｳ ﾗﾌｧﾗﾝｱｳｪﾅｺｺﾐ
 2335 中沢 澪南(6)  2821 神山 佳凜(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾚﾅ ｶﾐﾔﾏ ｶﾘﾝ
 7   9 下諏訪南  2717 田村 あず(5)   1:03.28  6   4 浅科AC  2043 丸山 愛夏(6)   1:03.81 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾀﾑﾗ ｱｽﾞ ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅｶ
 2715 笠原 華恋(5)  2045 角地 乃亜(6)

ｶｻﾊﾗ ｶﾚﾝ ｶｸﾁ ﾉｱ
 2714 小林 加奈(5)  2046 内藤 彩歌(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ ﾅｲﾄｳ ｱﾔｶ
 2716 渡邉 晴那(5)  2044 中里 さくら(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ ﾅｶｻﾞﾄ ｻｸﾗ
 8   8 島立B  2597 中島 さくら(5)   1:04.83  7   9 高甫  2254 茂野 美玲(6)   1:04.28 

ｼﾏﾀﾞﾁﾋﾞｰ ﾅｶｼﾞﾏ ｻｸﾗ ﾀｶﾎ ｼｹﾞﾉ ﾐﾚｲ
 2600 窪田 莉彩(5)  2255 峯村 耀(6)

ｸﾎﾞﾀ ﾘｻ ﾐﾈﾑﾗ ﾋｶﾘ
 2598 胡桃沢 明佳(5)  2256 荒井 美南(6)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾊﾙｶ ｱﾗｲ ﾐﾅﾐ
 2599 中嶋 美優(5)  2257 成山 雪七(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕ ﾅﾘﾔﾏ ﾕﾅ
 9   1 南牧南  2006 吉澤 美咲(5)   1:11.84  8   8 田口  2025 萩原 碧玖(6)   1:04.38 

ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ ﾀｸﾞﾁｼｮｳ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｸ
 2007 吉澤 結女(5)  2023 岩下 瑠衣(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾒ ｲﾜｼﾀ ﾙｲ
 2008 長林 梨紗(5)  2022 井出 英恵(6)

ﾅｶﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｻ ｲﾃﾞ ﾊﾅｴ
 2009 新海 彩菜恵(5)  2024 上原 杏鈴(6)

ｼﾝｶｲ ｻﾅｴ ｳｴﾊﾗ ｱｽﾞ
  3 島立A  2593 御子柴 榛(6)  9   2 浜井場  2875 小池 紗矢花(5)   1:10.29 

ｼﾏﾀﾞﾁｴ- ﾐｺｼﾊﾞ ﾊﾙ 失格 ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ ｺｲｹ ｻﾔｶ
 2595 河野 菜月(6) R1 2-3  2872 加山 結菜(5)

ｺｳﾉ ﾅﾂｷ ｶﾔﾏ ﾕｳﾅ
 2594 田中 真永(6)  2873 加山 遥菜(5)

ﾀﾅｶ ﾏｴ ｶﾔﾏ ﾊﾙﾅ
 2596 浅田 花奈(6)  2877 足立 美織(5)

ｱｻﾀﾞ ﾊﾅ ｱﾀﾞﾁ ﾐｵﾘ

共通女子

4×100m
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



[ 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   7 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  2742 岩下 夢菜(6)     57.76 q  1   5 南箕輪  2816 青沼 のどか(6)     56.61 q

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ
 2743 宮澤 ありさ(6)  2813 芦田 凜々子(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ
 2744 小口 葉奈(6)  2812 髙木 萌子(6)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
 2745 鵜飼 めぐみ(6)  2814 野村 優香(6)

ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 2   4 赤穂  2788 佐野 涼楓(5)     58.60  2   7 広丘  2526 赤羽 柚寿(6)     56.75 q

ｱｶﾎ ｻﾉ ｽｽﾞｶ ﾋﾛｵｶ ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞ
 2787 鎮西 花(6)  2524 宮島 光里(6)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋｶﾘ
 2785 中嶋 由希(6)  2523 松田 夢葉(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ ﾏﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ
 2786 山田 優芽(6)  2525 宮島 明里(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｶﾘ
 3   6 片丘  2551 中野 瞳子(6)     59.67  3   3 辰野西  2799 上島 華(6)   1:00.91 

ｶﾀｵｶ ﾅｶﾉ ﾄｳｺ ﾀﾂﾉﾆ ｶﾐｼﾞﾏ ﾊﾅ
 2549 武居 瀬奈(6)  2797 上島 澪里(6)

ﾀｹｲ ｾﾅ ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ
 2548 小澤 まほろ(6)  2798 上島 はな香(6)

ｵｻﾞﾜ ﾏﾎﾛ ｶﾐｼﾞﾏ ﾊﾅｶ
 2550 丸山 結郁(6)  2796 大槻 遥花(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ ｵｵﾂｷ ﾊﾙｶ
 4   5 屋代  2307 亘 花乃(6)   1:00.59  4   9 豊丘  2265 黒澤 和夏(6)   1:02.22 

ﾔｼﾛ ﾜﾀﾘ ｶﾉ ﾄﾖｵｶ ｸﾛｻﾜ  ｱﾕｶ
 2308 髙山 來未(6)  2268 田仲 美羚(5)

ﾀｶﾔﾏ ｸﾙﾐ ﾀﾅｶ  ﾐﾚｲ
 2309 諏訪 彩羽(6)  2267 中澤 蒼生(5)

ｽﾜ ｲﾛﾊ ﾅｶｻﾞﾜ  ｱｵｲ
 2310 大倉 澪(6)  2266 駒木 愛梨(6)

ｵｵｸﾗ ﾐｵ ｺﾏｷ  ｱｲﾘ
 5   8 竜丘  2866 本田 渚(5)   1:02.69  5   4 篠ﾉ井東  2277 青山 明日香(6)   1:02.42 

ﾀﾂｵｶｼｮｳ ﾎﾝﾀﾞﾅｷﾞｻ ｼﾉﾉｲﾋｶﾞｼ ｱｵﾔﾏ  ｱｽｶ
 2865 中島 志穂(5)  2278 荒井 結帆(6)

ﾅｶｼﾞﾏｼﾎ ｱﾗｲ  ﾕｲﾎ
 2864 宮下 菜摘(6)  2279 金児 咲良(6)

ﾐﾔｼﾀﾅﾂﾐ ｶﾈｺ  ｻｸﾗ
 2867 林 愛菜(6)  2280 酒井 実来(6)

ﾊﾔｼｱｲﾅ ｻｶｲ  ﾐｸ
 6   2 小諸東(B)  2056 柳澤 瑠那(5)   1:04.90  6   6 城山  2282 久田 あいか(6)   1:03.13 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙﾅ ｼﾞｮｳﾔﾏ ﾋｻﾀﾞ ｱｲｶ
 2057 塩川 倭央(5)  2283 小林 礼佳(6)

ｼｵｶﾜ ｲｵ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ
 2058 井出 千夏(6)  2284 油科 琴音(6)

ｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ ﾕｼﾅ ｺﾄﾈ
 2059 小林 花(6)  2285 市川 愛珠(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ ｲﾁｶﾜ ﾏﾅﾐ
 7   9 豊洲  2269 常田 楓(5)   1:08.37  7   8 開田  2630 澤口 杏南(6)   1:05.08 

ﾄﾖｽ ﾂﾈﾀﾞ ｶｴﾃﾞ ｶｲﾀﾞ ｻﾜｸﾞﾁ ｱﾝﾅ
 2270 勝山 美羽(5)  2632 吉村 遥(6)

ｶﾂﾔﾏ ﾐｳ ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙｶ
 2271 内山 藍未(5)  2631 松葉 るい(6)

ｳﾁﾔﾏ ｱｲﾐ ﾏﾂﾊﾞ ﾙｲ
 2272 米山 未來(5)  2633 柳澤 莉子(6)

ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾗｲ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｺ
  1 本郷  2606 小竹 くるみ(5)  8   2 小諸東(A)  2060 日高 鈴(6)   1:05.38 

ﾎﾝｺﾞｳ ｵﾀｹ ｸﾙﾐ 失格 ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾋﾀﾞｶ ｽｽﾞ
 2610 角崎 美沙都(5) R1(3-4)  2061 吉澤 歩希(6)

ｶｸｻﾞｷ ﾐｻﾄ ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾏﾚ
 2609 渡邉 彩香(5)  2062 関谷 有加(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲｶ ｾｷﾔ ﾕｳｶ
 2608 髙山 紫音(5)  2063 佐藤 遥(6)

ﾀｶﾔﾏ ｼｵﾝ ｻﾄｳ ﾊﾙｶ
  3 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ  2515 吉田 りょう(6)

ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 失格
 2512 宮越 梨央(6) R1(3-4)

ﾐﾔｺｼ ﾘｵ
 2513 中川 実咲(6)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｻｷ
 2514 松本 菜樹(6)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾐｷ

共通女子

4×100m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 筑摩  2585 瀧本 歩夢(6)     56.26 q

ﾂｶﾏ ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ
 2589 三澤 百佳(6)

ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ
 2588 逢澤 心実(6)

ｱｲｻﾞﾜ ｺﾉﾐ
 2587 樽澤 早紀(6)

ﾀﾙｻﾜ ｻｷ
 2   4 三郷  2465 滝澤 美優(6)     57.87 q

ﾐｻﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾕｳ
 2466 山下 実緒莉(6)

ﾔﾏｼﾀ ﾐｵﾘ
 2468 守屋 咲芭(6)

ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ
 2463 倉田 侑季(6)

ｸﾗﾀ ｳｷ
 3   7 赤穂南  2791 川井田 望(6)     59.38 

ｱｶﾎﾐﾅﾐ ｶﾜｲﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ
 2794 原田 栞里(6)

ﾊﾗﾀﾞ ｼｵﾘ
 2793 澁谷 菜々(6)

ｼﾌﾞﾔ ﾅﾅ
 2792 入谷 奏音(6)

ｲﾘﾔ ｶﾉﾝ
 4   6 高島  2731 両角 みなみ(6)     59.90 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾓﾛｽﾞﾐﾐﾅﾐ
 2732 鮎澤 夢(6)

ｱﾕｻﾞﾜﾕﾒ
 2733 大内 愛稀(6)

ｵｵｳﾁｱｲｷ
 2734 飯田 ほのか(6)

ｲｲﾀﾞﾎﾉｶ
 5   3 ｺﾒｯﾄ波田  2561 奥原 美幌(5)   1:01.99 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ｵｸﾊﾗ ﾐﾎﾛ
 2558 髙橋 若菜(5)

ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ
 2556 有山 美桜菜(6)

ｱﾘﾔﾏ ﾐｵﾅ
 2559 吉沢 桃佳(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾓﾓｶ
 6   9 川岸  2699 中島 優香(6)   1:02.53 

ｶﾜｷﾞｼｼｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ
 2698 関 唯々香(6)

ｾｷ ﾕﾕｶ
 2697 大輪 円香(6)

ｵｵﾜ ﾏﾄﾞｶ
 2700 宮内 胡都(6)

ﾐﾔｳﾁ ｺﾄ
 7   2 神明  2720 小松 結奈(6)   1:03.87 

ｼﾝﾒｲｼｮｳ ｺﾏﾂ ﾕﾅ
 2721 今井 成美(6)

ｲﾏｲ ﾅﾙﾐ
 2723 中嶋 茜音(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾈ
 2722 北原 和生(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾅｵ
 8   8 朝日RISE  2542 伊藤 唯月(5)   1:04.83 

ｱｻﾋﾗｲｽﾞ ｲﾄｳ ﾕﾂﾞｷ
 2543 川上 穂南(5)

ｶﾜｶﾐ ﾎﾅﾐ
 2541 中村 万智(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾁ
 2540 清沢 和花(6)

ｷﾖｻﾜ ﾜｶ

共通女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 坂城JAC  2325 富山 萌衣(6)     53.24 

ｻｶｷｼﾞｪｲｴｲｼｰ ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 県小学新
 2326 宮原 凛成(6) 大会新

ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ
 2327 宮下 留花(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ
 2329 牧内 愛実(6)

ﾏｷｳﾁ ｱﾐ
 2   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  2886 宮下 莉瑚(6)     53.70 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 大会新
 2884 関島 瑠愛(6)

ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ
 2885 吉澤 詩乃(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
 2887 山城 春菜(6)

ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 3   5 筑摩  2585 瀧本 歩夢(6)     56.16 

ﾂｶﾏ ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ
 2589 三澤 百佳(6)

ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ
 2588 逢澤 心実(6)

ｱｲｻﾞﾜ ｺﾉﾐ
 2587 樽澤 早紀(6)

ﾀﾙｻﾜ ｻｷ
 4   8 広丘  2526 赤羽 柚寿(6)     56.49 

ﾋﾛｵｶ ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞ
 2524 宮島 光里(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋｶﾘ
 2523 松田 夢葉(6)

ﾏﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ
 2525 宮島 明里(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｶﾘ
 5   2 三郷  2465 滝澤 美優(6)     57.89 

ﾐｻﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾕｳ
 2466 山下 実緒莉(6)

ﾔﾏｼﾀ ﾐｵﾘ
 2468 守屋 咲芭(6)

ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ
 2463 倉田 侑季(6)

ｸﾗﾀ ｳｷ
 6   9 豊科北  2497 丸山 夏希(6)     57.92 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ
 2498 臼井 真陽(6)

ｳｽｲ ﾏﾋﾙ
 2494 小穴 都聖(5)

ｵｱﾅ ﾐﾏｻ
 2492 宮澤 和花(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ
 7   3 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  2742 岩下 夢菜(6)     58.39 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ
 2743 宮澤 ありさ(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ
 2744 小口 葉奈(6)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ
 2745 鵜飼 めぐみ(6)

ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ
  4 南箕輪  2816 青沼 のどか(6)

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ 失格
 2813 芦田 凜々子(6) R1(2-3)

ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ
 2812 髙木 萌子(6)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
 2814 野村 優香(6)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ

4×100m
決勝

共通女子



予選 6月26日 10:45
決勝 6月26日 15:15

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -2.5

 1 西沢 萌栞(6)     14.45 q  1 中村 映夢(6)     14.53 q
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ 長野市陸上教 ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 西春近南

 2 塩原 瑞生(6)     15.10  2 田中 優杏菜(6)     14.86 
ｼｵﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 宗賀A ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 開智

 3 平林 明夏(6)     15.15  3 吉澤 朋歩(6)     14.90 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ ｺﾒｯﾄ波田 ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾎ 東

 4 駒木 希美(6)     15.30  4 池田 響(6)     15.09 
ｺﾏｷ ﾉｿﾞﾐ 長野市陸上教 ｲｹﾀﾞ ｷｮｳ 坂の上

 5 中村 仁子(6)     15.30  5 島田 莉子(6)     15.26 
ﾅｶﾑﾗ ﾆｺ かるとうぶ ｼﾏﾀﾞ ﾘｺ 戸上ｼﾞｭﾆｱ

 6 伊倉 美室(6)     15.31  6 野村 夏月(6)     15.33 
ｲｸﾗ ﾐﾑﾛ 下諏訪南 ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 鴨志田 栞(6)     15.78  7 深澤 柚葉(6)     15.39 
ｶﾓｼﾀﾞ ｼｵﾘ 西部 ﾌｶｻﾜ ﾕｽﾞﾊ 穂高西AC-A

 8 田中 美実香(6)     15.80  8 熊谷 朋華(6)     16.09 
ﾀﾅｶ ﾐﾐｶ 上久堅 ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 9 関口 あすか(6)     15.91  9 由井 陽琴(6)     16.34 
ｾｷｸﾞﾁ ｱｽｶ 坂の上 ﾕｲ ﾋｺﾄ 南相木

[ 3組] 風速 -2.8 [ 4組] 風速 -0.5

 1 酒井 明日美(6)     14.54 q  1 北原 颯記(6)     14.58 q
ｻｶｲ ｱｽﾐ 栗ｶﾞ丘 ｷﾀﾊﾗ ｻﾂｷ ｺﾒｯﾄ波田

 2 池田 歩(6)     14.89  2 斉藤 凛咲(6)     14.76 q
ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ 穂高南 ｻｲﾄｳ ﾘｻ 芳川

 3 渡辺 梓沙(6)     15.11  3 富山 唯奈(6)     14.88 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ 辰野南 ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那北

 4 吉田 七海(6)     15.15  4 朝比奈 莉子(6)     15.23 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込 ｱｻﾋﾅ ﾘｺ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少

 5 中山 愛梨(6)     15.18  5 林 杏珠(6)     15.40 
ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 神明

 6 田中 彩音(6)     15.45  6 森 美陽(6)     15.42 
ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 豊洲 ﾓﾘ ﾐﾊﾙ 岸野

 7 神保 藍織(6)     15.63  7 水落 凜(6)     15.71 
ｼﾞﾝﾎﾞｳ ｲｵﾘ 豊科南 ﾐｽﾞｵﾁ ﾘﾝ 岡田

 8 手塚 菜々(6)     15.64  8 細田 怜奈(6)     15.75 
ﾃﾂﾞｶ ﾅﾅ 望月 ﾎｿﾀﾞ ﾚﾅ 田中

 9 児玉 瑚々奈(6)     15.89  9 浦山 みもざ(6)     15.87 
ｺﾀﾞﾏ  ｺｺﾅ 長丘 ｳﾗﾔﾏ ﾐﾓｻﾞ 木島平

[ 5組] 風速 -1.9 [ 6組] 風速 -2.6

 1 伊藤 沙優香(6)     14.81  1 木下 茜莉(6)     14.63 q
ｲﾄｳ ｻﾔｶ 穂高西AC-A ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 青木 美桜(6)     14.94  2 横沢 実樹(6)     14.92 
ｱｵｷ  ﾐｵ 芳川 ﾖｺｻﾞﾜ ﾐｷ 両小野

 3 濵田 みなと(6)     15.02  3 北澤 姫羅理(6)     15.19 
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 西春近北 ｷﾀｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 城山

 4 荻原 希乃愛(6)     15.20  4 竹岡 古琴(6)     15.24 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 西部 ﾀｹｵｶ ｺﾄ 軽井沢A&AC

 5 近藤 舞佳(6)     15.37  5 髙崎 璃音(6)     15.30 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｲｶ 和田 ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ 日義

 6 山中 杏珠(6)     15.43  6 森山 真衣(6)     15.37 
ﾔﾏﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 川上第二 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｲ 朝陽

 7 松山 実希(6)     15.53  7 三澤 史織(6)     15.50 
ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾂｷ 長野市陸上教 ﾐｻﾜ ｼｵﾘ 大町西A

 8 宮﨑 彩花(6)     16.30  8 滝澤 奏菜(6)     15.91 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔｶ 小山 ﾀｷｻﾞﾜ ｿﾅ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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[ 7組] 風速 -2.5

 1 藤森 七海(6)     14.58 q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪FA

 2 佐藤 彩波(6)     14.74 q
ｻﾄｳ ｻﾅ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ

 3 降旗 夢佳(6)     15.24 
ﾌﾘﾊﾀ ﾕﾒｶ 穂高南

 4 栁澤 凛(6)     15.45 
ﾔﾀﾞｷﾞｻﾜ ﾘﾝ 臼田

 5 雨澤 優希(6)     15.74 
ｱﾒｻﾞﾜ ﾕｷ 豊科南

 6 竹之内 愛奈(6)     16.00 
ﾀｹﾉｳﾁ ｱｲﾅ 野岸

 7 山中 夢華(6)     16.10 
ﾔﾏﾅｶ ﾕﾒｶ 木島

 8 清水 彩音(6)     16.17 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾄ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

風速 -1.7

 1 酒井 明日美(6)     14.41 
ｻｶｲ ｱｽﾐ 栗ｶﾞ丘

 2 藤森 七海(6)     14.42 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪FA

 3 中村 映夢(6)     14.52 
ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 西春近南

 4 木下 茜莉(6)     14.55 
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 北原 颯記(6)     14.56 
ｷﾀﾊﾗ ｻﾂｷ ｺﾒｯﾄ波田

 6 佐藤 彩波(6)     14.57 
ｻﾄｳ ｻﾅ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ

 7 西沢 萌栞(6)     14.81 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｴｶ 長野市陸上教

 8 斉藤 凛咲(6)     14.82 
ｻｲﾄｳ ﾘｻ 芳川

氏  名 所属名 記録／備考
7  2730

5  2231

6年女子

100m
順 ﾚｰﾝ No.
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予選 6月26日 10:20
決勝 6月26日 15:10

[ 1組] 風速 -4.0 [ 2組] 風速 -2.2

 1 長谷川 美玖(5)     15.60  1 黒岩 春菜(5)     15.23 q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 軽井沢A&AC ｸﾛｲﾜ ﾊﾙﾅ 伊那東

 2 春日 そら(5)     15.81  2 巣山 友梨香(5)     15.68 
ｶｽｶﾞ ｿﾗ 長野市陸上教 ｽﾔﾏ  ﾕﾘｶ 木曽楢川

 3 古谷 柚季(5)     16.02  3 小河原 望(5)     15.93 
ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ 片丘 ｵｶﾞﾜﾗ ﾉｿﾞﾐ 更級

 4 飯沼 有美(5)     16.15  4 小松 美沙季(5)     15.96 
ｲｲﾇﾏ ｱﾐ 辰野西 ｺﾏﾂ ﾐｻｷ 湖南

 5 雫田 陽向(5)     16.56  5 清水 望愛(5)     16.04 
ｼｽﾞｸﾀﾞ ﾋﾅﾀ 田中 ｼﾐｽﾞ ﾉｱ 朝陽

 6 中牧 小梅(5)     16.57  6 藤森 愛夢(5)     16.33 
ﾅｶﾏｷ ｺｳﾒ 島内 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾑ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 7 伊藤 穗乃花(5)     16.92  7 上條 陽菜(5)     16.43 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 富士見 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙﾅ 山辺

 8 清水 彩莉(5)     17.19  8 岡田 莉歩(5)     17.16 
ｼﾐｽﾞ ｻﾘ 水明AC ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 西部
髙野 雫(5)  9 市川 奈瑠(5)     17.17 
ﾀｶﾉ ｼｽﾞｸ 科野 ｲﾁｶﾜ ﾅﾙ 野沢

[ 3組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 -3.1

 1 渡辺 彩那(5)     15.28 q  1 古田 波音(5)     15.08 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 三陽陸上ｸ ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 開智

 2 古幡 明香理(5)     15.84  2 阿部 奈未(5)     15.77 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｶﾘ 筑北 ｱﾍﾞ ﾅﾐ 山本

 3 原山 愛美(5)     16.00  3 宮嶋 きら(5)     15.95 
ﾊﾗﾔﾏ ｱｲﾐ 日滝 ﾐﾔｼﾞﾏ ｷﾗ 七久保

 4 倉科 美月(5)     16.06  4 平塚 真佳(5)     15.97 
ｸﾗｼﾅ ﾐﾂﾞｷ 中野 ﾋﾗﾂｶ ﾏﾅｶ 信濃

 5 上條 愛夏(5)     16.11  5 片原 真帆(5)     16.20 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｲﾅ 吉田 ｶﾀﾊﾗ ﾏﾎ 福島

 6 油井 詩音(5)     16.14  6 矢嶌 黎衣亞(5)     16.26 
ﾕｲ ｼｵﾝ 佐久東 ﾔｼﾞﾏ ﾚｲｱ 山辺

 7 藤森 紗理奈(5)     16.19  7 金田 麗花(5)     16.63 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾘﾅ 辰野南 ｶﾈﾀﾞ ﾚｲｶ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 8 後藤 優衣(5)     16.31  8 赤尾 こそら(5)     16.65 
ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 上久堅 ｱｶｵ ｺｿﾗ 北御牧

 9 中島 千花(5)     16.96  9 竹前 侑花(5)     16.89 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｶ 水明AC ﾀｹﾏｴ ﾕｳｶ 日滝

[ 5組] 風速 -3.6 [ 6組] 風速 -1.5

 1 春原 菜々子(5)     15.48  1 佐伯 風帆(5)     15.28 q
ｽﾉﾊﾗ ﾅﾅｺ 篠ﾉ井西 ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 2 葛原 亜希(5)     15.81  2 坂井 晶(5)     15.35 q
ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ 会染 ｻｶｲ ｱｷ 附属長野

 3 三嶋 渚沙(5)     16.28  3 山本 結奈(5)     15.57 
ﾐｼﾏ ﾅｷﾞｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾅ 中野

 4 新田 若奈(5)     16.29  4 今村 心春(5)     15.94 
ﾆｯﾀ ﾜｶﾅ 長野市陸上教 ｲﾏﾑﾗ ｺﾊﾙ 辰野東

 5 河西 真依(5)     16.46  5 小松 理紗(5)     16.16 
ｶｻｲ ﾏｲ 中洲 ｺﾏﾂ ﾘｻ 開明

 6 吉江 瑠璃(5)     16.72  6 柴田 桜奈(5)     16.19 
ﾖｼｴ ﾙﾘ 塩尻東 ｼﾊﾞﾀ ｻﾅ 大町北

 7 吉田 未旅(5)     16.80  7 小松 志緒(5)     16.41 
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾀﾋﾞ かるとうぶ ｺﾏﾂ ｼｵ 長地

 8 谷口 里緒(5)     17.55  8 柳澤 智穂(5)     16.51 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｵ 水明AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ 御代田南
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[ 7組] 風速 -1.6

 1 増田 藍(5)     15.19 q
ﾏｽﾀﾞ ｱｲ 諏訪FA

 2 三浦 彩稀(5)     15.34 q
ﾐｳﾗ ｻｷ 上田市立西

 3 佐々木 幸雪(5)     15.46 q
ｻｻｷ ｺﾕｷ 松尾

 4 岩崎 彩凪(5)     15.73 
ｲﾜｻｷ ｱﾔﾅ 森上

 5 福田 笑未(5)     15.83 
ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 堀金

 6 柳沢 理沙(5)     16.14 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｻ 寿

 7 高遠 こころ(5)     16.58 
ﾀｶﾄｳ ｺｺﾛ 信濃

 8 関 七生(5)     16.89 
ｾｷ ﾅﾅﾐ 北御牧

風速 -1.6

 1 古田 波音(5)     14.61 
ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 開智

 2 黒岩 春菜(5)     14.95 
ｸﾛｲﾜ ﾊﾙﾅ 伊那東

 3 渡辺 彩那(5)     15.12 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 三陽陸上ｸ

 4 三浦 彩稀(5)     15.13 
ﾐｳﾗ ｻｷ 上田市立西

 5 増田 藍(5)     15.22 
ﾏｽﾀﾞ ｱｲ 諏訪FA

 6 佐伯 風帆(5)     15.33 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 7 佐々木 幸雪(5)     15.34 
ｻｻｷ ｺﾕｷ 松尾

 8 坂井 晶(5)     15.37 
ｻｶｲ ｱｷ 附属長野
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決勝 6月26日 13:40

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -2.1

 1 市川 紗菜(4)     17.05  1 小倉 和香葉(5)     16.26 
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 四賀 ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA

 2 井出 優奈(4)     17.53  2 小澤 優寿香(5)     16.27 
ｲﾃﾞ  ﾕﾅ T&F佐久平 ｵｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ 南箕輪

 3 登内 空未(4)     17.69  3 平澤 芽唯(5)     16.62 
ﾄﾉｳﾁ ｸﾐ 箕輪中部 ﾋﾗｻﾜ ﾒｲ 赤穂

 4 橋詰 真知(4)     17.84  4 田中 心路(5)     18.26 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏﾁ 豊科北 ﾀﾅｶ ｺｺﾛ 本郷

 5 東海林 優心花(4)     17.91  5 小林 珠緒(5)     18.32 
ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕﾐｶ T&F佐久平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 朝日RISE

 6 髙栖 陽花(4)     18.58  6 小池 瑠美嶺(4)     18.44 
ﾀｶｽ ﾊﾙｶ 広丘 ｺｲｹ ﾙﾐﾈ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB

 7 大森 萌衣(4)     20.68  7 羽生 月佳(5)     18.81 
ｵｵﾓﾘ ﾒｲ 浅科AC ﾊﾆｭｳ ﾙｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 仲宗根 椿(4)     19.83 
ﾅｶｿﾈ ﾂﾊﾞｷ 水明AC

[ 3組] 風速 -2.5 [ 4組] 風速 -3.7

 1 田中 朱音(6)     16.25  1 中村 空夏(6)     16.10 
ﾀﾅｶ ｱｶﾈ 坂城JAC ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 横山 あむ(5)     17.13  2 中本 瑠花(6)     16.29 
ﾖｺﾔﾏ ｱﾑ 飯島 ﾅｶﾓﾄ ﾙｶ 南箕輪

 3 藤塚 彩架音(5)     17.23  3 上條 菫子(6)     16.64 
ﾌｼﾞﾂｶ ｱｶﾈ 赤穂 ｶﾐｼﾞｮｳ ｽﾐﾚｺ 三郷

 4 古畑 美桜(5)     17.35  4 上條 愛美(6)     16.66 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵ 諏訪FA ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 5 北原 柑那(5)     17.43  5 小穴 乃々葉(6)     17.29 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾝﾅ 伊那北 ｵｱﾅ ﾉﾉﾊ 豊科北

 6 立花 愛(5)     18.20  6 上島 輝奈(6)     17.37 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾒｸﾞﾐ 赤穂南 ｶﾐｼﾞﾏ ﾃﾙﾅ 辰野西

 7 植松 真利花(5)     18.58  7 奥原 ゆら(6)     17.67 
ｳｴﾏﾂ ﾏﾘｶ 並柳 ｵｸﾊﾗ ﾕﾗ 筑摩

 8 井上 真依(5)     19.55  8 岩下 心葉(6)     17.88 
ｲﾉｳｴ ﾏｲ 青木島 ｲﾜｼﾀ ｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
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   1 中村 空夏(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.10 (-3.7)   4   1
   2 田中 朱音(6) 坂城JAC     16.25 (-2.5)   3   1
   3 小倉 和香葉(5) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA     16.26 (-2.1)   2   1
   4 小澤 優寿香(5) 南箕輪     16.27 (-2.1)   2   2
   5 中本 瑠花(6) 南箕輪     16.29 (-3.7)   4   2
   6 平澤 芽唯(5) 赤穂     16.62 (-2.1)   2   3
   7 上條 菫子(6) 三郷     16.64 (-3.7)   4   3
   8 上條 愛美(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ     16.66 (-3.7)   4   4
   9 市川 紗菜(4) 四賀     17.05 (-2.4)   1   1
  10 横山 あむ(5) 飯島     17.13 (-2.5)   3   2
  11 藤塚 彩架音(5) 赤穂     17.23 (-2.5)   3   3
  12 小穴 乃々葉(6) 豊科北     17.29 (-3.7)   4   5
  13 古畑 美桜(5) 諏訪FA     17.35 (-2.5)   3   4
  14 上島 輝奈(6) 辰野西     17.37 (-3.7)   4   6
  15 北原 柑那(5) 伊那北     17.43 (-2.5)   3   5
  16 井出 優奈(4) T&F佐久平     17.53 (-2.4)   1   2
  17 奥原 ゆら(6) 筑摩     17.67 (-3.7)   4   7
  18 登内 空未(4) 箕輪中部     17.69 (-2.4)   1   3
  19 橋詰 真知(4) 豊科北     17.84 (-2.4)   1   4
  20 岩下 心葉(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.88 (-3.7)   4   8
  21 東海林 優心花(4) T&F佐久平     17.91 (-2.4)   1   5
  22 立花 愛(5) 赤穂南     18.20 (-2.5)   3   6
  23 田中 心路(5) 本郷     18.26 (-2.1)   2   4
  24 小林 珠緒(5) 朝日RISE     18.32 (-2.1)   2   5
  25 小池 瑠美嶺(4) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB     18.44 (-2.1)   2   6
  26 髙栖 陽花(4) 広丘     18.58 (-2.4)   1   6
  26 植松 真利花(5) 並柳     18.58 (-2.5)   3   7
  28 羽生 月佳(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.81 (-2.1)   2   7
  29 井上 真依(5) 青木島     19.55 (-2.5)   3   8
  30 仲宗根 椿(4) 水明AC     19.83 (-2.1)   2   8
  31 大森 萌衣(4) 浅科AC     20.68 (-2.4)   1   7
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