
大会コード　１７１７０５０３

　

　 後援　上小地区地教委連絡協議会　佐久地区地教委連絡協議会

期日　　平成２９年　５月２０日（土）

場所　　佐久総合運動公園陸上競技場　（コード　１７２０６０）

気象状況 2017/05/20

時刻 天候 気温 湿度
 9:00 晴れ －   0.0m/sec.  21.5 ℃  45.0 %
10:00 晴れ 北西   1.0m/sec.  23.5 ℃  45.0 %
11:00 晴れ 北西   0.4m/sec.  26.0 ℃  48.0 %
12:00 晴れ 北   1.0m/sec.  27.0 ℃  50.0 %
13:00 晴れ 北北東   1.4m/sec.  27.0 ℃  50.0 %
14:00 晴れ 北西   1.5m/sec.  28.0 ℃  51.0 %

この大会で樹立された記録

な　し

第34回東信地区小学生陸上競技大会　

記録集

主催　長野陸上競技協会
　　　東信地区陸上競技会

風



第34回東信地区小学生陸上競技大会　
主催　東信地区陸上競技協会
後援　上小地区地教委連絡協議会　佐久地区地教委連絡協議会

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】172060  佐久総合運動公園陸上競技場

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
05/19 小学女子 牧内 大華(6) 3,15.54 橋詰 史歩(6) 3,23.05 酒井 あいか(6) 3,28.69 川上 野々花(6) 3,36.97 栁澤 瑠那(6) 3,44.72 帯刀 詩(5) 3,45.18 髙橋 愛恵(6) 3,45.29 下村 悠莉(5) 3,45.42

1000m 小学校･腰越JSC 小学校･真田ｸﾗﾌﾞ 小学校･野岸小 小学校･祢津小 小学校･ｱｻﾏﾈSC 小学校･真田ｸﾗﾌﾞ 小学校･真田ｸﾗﾌﾞ 小学校･腰越JSC
05/19  +1.6佐伯 風帆(6) 13.61 長谷川 美玖(6) 14.26 荻原 佳那(6) 14.45 岡田 莉歩(6) 17.27 田口 朱音(5) 17.63 山口 優歩(5) 18.60 油井 心美(6) 19.13 中澤 瑛夢(6) 22.18

80mH 小学校･軽井沢A&AC 小学校･佐久浅間AC 小学校･軽井沢A&AC 小学校･軽井沢A&AC 小学校･軽井沢A&AC 小学校･小海小 小学校･中込小 小学校･T&F佐久平
05/19 清水 彩莉(6) 1.10 谷口 里緒(6) 小学校･水明AC 1.00 中島 千花(6) 0.90

走高跳 小学校･水明AC 矢野 咲帆(6) 小学校･南牧南小 小学校･水明AC
05/19 漆原 衣咲(6) 3.91(+1.2) 大塚 愛菜(6) 3.65(+1.6) 吉田 心美(5) 3.34(+0.4) 平林 季奈(6) 3.26(+0.5) 井出 叶羽(6) 3.22(+0.4) 井上 葵(5) 3.18(+1.2) 馬場 夏芽(5) 3.14(+1.6) 竹中 なぎさ(6)3.12(-0.2)

走幅跳 小学校･軽井沢A&AC 小学校･中込小 小学校･佐久浅間AC 小学校･佐久平浅間 小学校･南牧北小 小学校･小海小 小学校･御代田南小 小学校･御代田南小
05/19 石原 生芙希(5) 32.21 吉澤 結女(6) 26.28 前田 瑞侑(5) 24.18 依田 美颯(6) 21.78

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学校･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学校･南牧南小 小学校･中佐都小学校 小学校･南相木小
05/19 T&F佐久平       57.24 佐久平浅間     1,03.32 小諸東小(A)     1,07.61 佐久城山小     1,07.88 南牧南小     1,08.56 佐久東     1,09.73

4x100mR 櫻井 美波(6) 長谷 百花(6) 美齊津 杏奈(5) 岸和田谷友里(6) 吉澤 葵(5) 富松 心暖(5)
橋本 春花(6) 大島 彩(6) 中村 紗葉(5) 櫻井 梨乃(6) 三井 渚沙(5) 細谷 華鈴(5)
高見澤 沙慧(6) 堀内 涼華(6) 山口 真菜実(5) 塚田 麗(6) 新海 治美(5) 植松 結菜(5)
山本 紗帆(6) 池田 愛(6) 小林 楠実(5) 中沢麗葉(6) 髙見澤 来夢(5) 田村 莉央(5)

05/19 小学5年女子 斎藤 優羽(5) 14.76 向井 美来(5) 15.35 櫻井 聖子(5) 15.63 篠原煌莉(5) 15.71 中村美結(5) 小学校･神科小 15.72 甘利 瑞希(5) 16.17 吉田 彩葉(5) 16.21
100m 小学校･御代田南小 小学校･中佐都小学校 小学校･佐久東 小学校･田口小 神津 沙夏(5) 小学校･御代田南小 小学校･美南ｶﾞ丘小 小学校･岸野小

05/19 小学6年女子 中野 佐羽子(6) 14.32 三浦 彩稀(6) 14.61 村松 幸那(6) 15.30 神津 花蓮(6) 15.34 柳澤 智穂(6) 15.53 吉田 未旅(6) 15.80 井出 姫愛(6) 16.07 岩下 杏(6) 16.19
100m 小学校･軽井沢中部小 小学校･上田西小 小学校･御代田南小 小学校･中込小 小学校･御代田南小 小学校･軽井沢東部 小学校･中込小 小学校･美南ｶﾞ丘小

05/19 小学女子OP  +0.6千葉 未来(4) 16.65 柳澤 百花(6) 17.07 外山 ほのか(4) 18.08 今野 夢香(4) 18.15 小林 美穂(4) 18.99
100m 小学校･軽井沢A&AC 小学校･T&F佐久平 小学校･南牧南小 小学校･西部小 小学校･水明AC



決勝 5月19日 10:55

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.5

 1 櫻井 聖子(5) 小学校     15.63  1 向井 美来(5) 小学校     15.35 
ｻｸﾗｲ ｻﾄﾐ 佐久東 ﾑｶｲ ﾐｸ 中佐都小学校

 2 中村美結(5) 小学校     15.72  2 吉田 彩葉(5) 小学校     16.21 
ﾅｶﾑﾗﾐﾕ 神科小 ﾖｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 岸野小

 2 神津 沙夏(5) 小学校     15.72  3 並木 瑠奈(5) 小学校     16.25 
ｺｳﾂﾞ ｻﾅ 御代田南小 ﾅﾐｷ ﾙﾅ 佐久東

 4 触沢 優(5) 小学校     16.81  4 深井 藍香(5) 小学校     16.69 
ﾌﾚｻﾜ ﾕｳ 中佐都小学校 ﾌｶｲ ｱｲｶ 上田JSC

 5 高見澤 理琴(5) 小学校     16.84  5 大湊 あかね(5) 小学校     17.37 
ﾀｶﾐｻﾜ  ﾘｺ 南牧北小 ｵｵﾐﾅﾄ ｱｶﾈ 御代田南小

 6 渡辺 安希(5) 小学校     17.70  6 仲宗根 椿(5) 小学校     18.25 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷ ｱｻﾏﾈSC ﾅｶｿﾈ ﾂﾊﾞｷ 水明AC

 7 福島 彩音(5) 小学校     19.01  7 仲宗根 華蓮(5) 小学校     19.53 
ﾌｸｼﾏ ｱﾔﾈ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾅｶｿﾈ ｶﾚﾝ 美南ｶﾞ丘小

[ 3組] 風速 -0.2

 1 斎藤 優羽(5) 小学校     14.76 
ｻｲﾄｳ ﾕｳ 御代田南小

 2 篠原煌莉(5) 小学校     15.71 
ｼﾉﾊﾗ ｷﾗﾘ 田口小

 3 甘利 瑞希(5) 小学校     16.17 
ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ 美南ｶﾞ丘小

 4 由井 園海(5) 小学校     16.41 
ﾕｲ ｿﾉﾐ 川上第一

 5 中澤 美晴(5) 小学校     16.43 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾊﾙ 佐久東

 6 宮嶋 愛佳(5) 小学校     16.46 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｲｶ 中込小

 7 小山 知華(5) 小学校     16.59 
ｺﾔﾏ ﾁｶ 御代田南小

小学5年女子

100m

決勝

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
3   137 4   349

6   259 2    57

8    97 3   139

5   347 5   232

7   399 6    95

4    34 7   264

2   114 8     3

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    99

2   353

5     4

4   300

3   142

7   341

8    98



   1 斎藤 優羽(5) 小学校 御代田南小     14.76 (-0.2)   3   1
   2 向井 美来(5) 小学校 中佐都小学校     15.35 (+0.5)   2   1
   3 櫻井 聖子(5) 小学校 佐久東     15.63 (+0.4)   1   1
   4 篠原煌莉(5) 小学校 田口小     15.71 (-0.2)   3   2
   5 中村美結(5) 小学校 神科小     15.72 (+0.4)   1   2
   5 神津 沙夏(5) 小学校 御代田南小     15.72 (+0.4)   1   2
   7 甘利 瑞希(5) 小学校 美南ｶﾞ丘小     16.17 (-0.2)   3   3
   8 吉田 彩葉(5) 小学校 岸野小     16.21 (+0.5)   2   2
   9 並木 瑠奈(5) 小学校 佐久東     16.25 (+0.5)   2   3
  10 由井 園海(5) 小学校 川上第一     16.41 (-0.2)   3   4
  11 中澤 美晴(5) 小学校 佐久東     16.43 (-0.2)   3   5
  12 宮嶋 愛佳(5) 小学校 中込小     16.46 (-0.2)   3   6
  13 小山 知華(5) 小学校 御代田南小     16.59 (-0.2)   3   7
  14 深井 藍香(5) 小学校 上田JSC     16.69 (+0.5)   2   4
  15 触沢 優(5) 小学校 中佐都小学校     16.81 (+0.4)   1   4
  16 高見澤 理琴(5) 小学校 南牧北小     16.84 (+0.4)   1   5
  17 大湊 あかね(5) 小学校 御代田南小     17.37 (+0.5)   2   5
  18 渡辺 安希(5) 小学校 ｱｻﾏﾈSC     17.70 (+0.4)   1   6
  19 仲宗根 椿(5) 小学校 水明AC     18.25 (+0.5)   2   6
  20 福島 彩音(5) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     19.01 (+0.4)   1   7
  21 仲宗根 華蓮(5) 小学校 美南ｶﾞ丘小     19.53 (+0.5)   2   7

小学5年女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   99
  349
  137
  353
  259
   97
    4
   57
  139
  300
  142
  341
   98
  232
  347
  399
   95
   34
  264
  114
    3



決勝 5月19日 11:25

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +2.2

 1 三浦 彩稀(6) 小学校     14.61  1 中野 佐羽子(6) 小学校     14.32 
ﾐｳﾗ ｻｷ 上田西小 ﾅｶﾉ ｻﾜｺ 軽井沢中部小

 2 村松 幸那(6) 小学校     15.30  2 神津 花蓮(6) 小学校     15.34 
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾅ 御代田南小 ｺｳﾂﾞ ｶﾚﾝ 中込小

 3 井出 姫愛(6) 小学校     16.07  3 柳澤 智穂(6) 小学校     15.53 
ｲﾃﾞ ﾋﾒｱ 中込小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾎ 御代田南小

 4 岩下 杏(6) 小学校     16.19  4 吉田 未旅(6) 小学校     15.80 
ｲﾜｼﾀ ｱﾝｽﾞ 美南ｶﾞ丘小 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾀﾋﾞ 軽井沢東部

 5 由井 真優(6) 小学校     16.93  5 日向 七槻(6) 小学校     16.45 
ﾕｲ ﾏﾋﾙ 川上第一 ﾋﾅﾀ ﾅﾂｷ 川上第一

 6 森 遥音(6) 小学校     17.38  6 新海 茉央(6) 小学校     16.74 
ﾓﾘ ﾊﾙﾈ 軽井沢東部 ｼﾝｶｲ ﾏｵ 川上第一
遠藤 沙那(6) 小学校
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾅ 西部小

小学6年女子

100m

決勝

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   241 7    81

6    96 5   337

3   344 3    89

5     1 2    87

2   299 6   301

4    85 4   302

8   287
欠場



   1 中野 佐羽子(6) 小学校 軽井沢中部小     14.32 (+2.2)   2   1
   2 三浦 彩稀(6) 小学校 上田西小     14.61 (+0.4)   1   1
   3 村松 幸那(6) 小学校 御代田南小     15.30 (+0.4)   1   2
   4 神津 花蓮(6) 小学校 中込小     15.34 (+2.2)   2   2
   5 柳澤 智穂(6) 小学校 御代田南小     15.53 (+2.2)   2   3
   6 吉田 未旅(6) 小学校 軽井沢東部     15.80 (+2.2)   2   4
   7 井出 姫愛(6) 小学校 中込小     16.07 (+0.4)   1   3
   8 岩下 杏(6) 小学校 美南ｶﾞ丘小     16.19 (+0.4)   1   4
   9 日向 七槻(6) 小学校 川上第一     16.45 (+2.2)   2   5
  10 新海 茉央(6) 小学校 川上第一     16.74 (+2.2)   2   6
  11 由井 真優(6) 小学校 川上第一     16.93 (+0.4)   1   5
  12 森 遥音(6) 小学校 軽井沢東部     17.38 (+0.4)   1   6

小学6年女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   81
  241
   96
  337

  299
   85

   89
   87
  344
    1
  301
  302



決勝 5月19日 12:35

 1 牧内 大華(6) 小学校   3,15.54 
ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 腰越JSC

 2 橋詰 史歩(6) 小学校   3,23.05 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾎ 真田ｸﾗﾌﾞ

 3 酒井 あいか(6) 小学校   3,28.69 
ｻｶｲ ｱｲｶ 野岸小

 4 川上 野々花(6) 小学校   3,36.97 
ｶﾜｶﾐ ﾉﾉｶ 祢津小

 5 栁澤 瑠那(6) 小学校   3,44.72 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙﾅ ｱｻﾏﾈSC

 6 帯刀 詩(5) 小学校   3,45.18 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ

 7 髙橋 愛恵(6) 小学校   3,45.29 
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｴ 真田ｸﾗﾌﾞ

 8 下村 悠莉(5) 小学校   3,45.42 
ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 腰越JSC

 9 竹内 葵(6) 小学校   3,45.59 
ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 腰越JSC

10 角地 愛虹(5) 小学校   3,48.39 
ｶｸﾁ ｱｺ 浅科AC

11 山下 里歩(5) 小学校   3,48.84 
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾎ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

12 石垣 美心(6) 小学校   3,49.29 
ｲｼｶﾞｷ  ﾐﾋﾛ T&F佐久平

13 小林　彩華(6) 小学校   3,49.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｲｶ ﾛﾃﾞｨｵ

14 小西 志穂(5) 小学校   4,12.76 
ｺﾆｼ ｼﾎ 岩村田小

15 吉田 純子(5) 小学校   4,15.56 
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 御代田南小

16 宮坂 真央(5) 小学校   4,35.34 
ﾐﾔｻｶ ﾏｵ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

17 沖浦 夢花(5) 小学校   4,51.85 
ｵｷｳﾗ ﾕﾒｶ 切原小

小学女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12   108

15   248

1   441

4   408

6    31

7   246

13   243

14   111

16   109

10   323

5   254

3    16

17   482

9    62

8   296

2   101

11   258



決勝 5月19日  9:40

風速 +1.6

 1 佐伯 風帆(6) 小学校     13.61 
ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢A&AC

 2 長谷川 美玖(6) 小学校     14.26 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｸ 佐久浅間AC

 3 荻原 佳那(6) 小学校     14.45 
ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ 軽井沢A&AC

 4 岡田 莉歩(6) 小学校     17.27 
ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 軽井沢A&AC

 5 田口 朱音(5) 小学校     17.63 
ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 軽井沢A&AC

 6 山口 優歩(5) 小学校     18.60 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｱ 小海小

 7 油井 心美(6) 小学校     19.13 
ﾕｲ ｺｺﾐ 中込小

 8 中澤 瑛夢(6) 小学校     22.18 
ﾅｶｻﾞﾜ  ｴﾑ T&F佐久平

8   329

4    12

3    67

2   191

5    78

1    79

7    74

6   131

小学女子

80mH                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月19日 13:50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 T&F佐久平   452 櫻井 美波(6)     57.24 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｻｸﾗｲ  ﾐﾅﾐ
   24 橋本 春花(6)

ﾊｼﾓﾄ  ﾊﾙｶ
   21 高見澤 沙慧(6)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｻｴ
   19 山本 紗帆(6)

ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾎ
 2   7 佐久平浅間   151 長谷 百花(6)   1,03.32 

ｻｸﾀﾞｲﾗｱｻﾏ ﾊｾ  ﾓﾓｶ
  154 大島 彩(6)

ｵｵｼﾏ  ｱﾔ
  147 堀内 涼華(6)

ﾎﾘｳﾁ  ｽｽﾞｶ
  152 池田 愛(6)

ｲｹﾀﾞ  ｱｲ
 3   9 小諸東小(A)   201 美齊津 杏奈(5)   1,07.61 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳA ﾐｻｲﾂﾞ ｱﾝﾅ
  207 中村 紗葉(5)

ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞﾊ
  222 山口 真菜実(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ
  214 小林 楠実(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ
 4   2 佐久城山小   128 岸和田谷友里(6)   1,07.88 

ｻｸｼﾞｮｳﾔﾏ ｷｼﾜﾀﾞﾔ ﾕｳﾘ
  122 櫻井 梨乃(6)

ｻｸﾗｲ ﾘﾉ
  125 塚田 麗(6)

ﾂｶﾀ ﾞｳﾗﾗ
  126 中沢麗葉(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ｳﾙﾊ
 5   3 南牧南小   379 吉澤 葵(5)   1,08.56 

ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐｼｮｳ ﾖｼｻﾞﾜ ｱｵｲ
  370 三井 渚沙(5)

ﾐﾂｲ ﾅｷﾞｻ
  366 新海 治美(5)

ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙﾐ
  360 髙見澤 来夢(5)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾗﾑ
 6   4 佐久東   140 富松 心暖(5)   1,09.73 

ｻｸﾋｶﾞｼ ﾄﾐﾏﾂ ｺﾉﾝ
  144 細谷 華鈴(5)

ﾎｿﾔ ｶﾘﾝ
  143 植松 結菜(5)

ｳｴﾏﾂ ﾕﾅ
  141 田村 莉央(5)

ﾀﾑﾗ ﾘｵ
  5 上田JSC   237 関澤 きらり(6)

ｳｴﾀﾞｼﾞｪｲｴｽｼｰ ｾｷｻﾞﾜ ｷﾗﾘ 失格
  230 太田 眞桜(6)

ｵｵﾀ ﾏｵ
  235 秋山 佳己(6)

ｱｷﾔﾏ ｶｺ
  231 杉本 璃子(6)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｺ
  8 川辺小

ｶﾜﾍﾞｼｮｳ 欠場

小学女子

4x100mR

決勝



決勝 5月19日 12:40

清水 彩莉(6) 小学校
ｼﾐｽﾞ ｻﾘ 水明AC
谷口 里緒(6) 小学校
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｵ 水明AC
矢野 咲帆(6) 小学校
ﾔﾉ ｻﾎ 南牧南小
中島 千花(6) 小学校
ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｶ 水明AC

小学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 m85 m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15 記録 備考
1 1   269

O O O O O O XXX  1.10

2 3   267
O O O O XXX  1.00

2 4   363
O O O O XXX  1.00

4 2   265
O O XXX  0.90



決勝 5月19日  9:40

漆原 衣咲(6) 小学校   3.35    X   3.91    3.91 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 軽井沢A&AC   +0.2   +1.2    +1.2
大塚 愛菜(6) 小学校   3.57   3.65    X    3.65 
ｵｵﾂｶ ｱｲﾅ 中込小   +0.6   +1.6    +1.6
吉田 心美(5) 小学校   3.34   3.00   3.25    3.34 
ﾖｼﾀﾞ ｺｺﾐ 佐久浅間AC   +0.4   +0.5   +1.2    +0.4
平林 季奈(6) 小学校   3.06   3.26   3.26    3.26 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ｷﾅ 佐久平浅間   +0.4   +0.5   +1.2    +0.5
井出 叶羽(6) 小学校   3.22   3.19   3.21    3.22 
ｲﾃﾞ  ｶﾅﾊ 南牧北小   +0.4   +0.8   +1.2    +0.4
井上 葵(5) 小学校   3.10   3.11   3.18    3.18 
ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 小海小   +1.0   +1.4   +1.2    +1.2
馬場 夏芽(5) 小学校   3.10   3.14   2.97    3.14 
ﾊﾞﾊﾞ ﾅﾂﾒ 御代田南小   +0.2   +1.6   +1.2    +1.6
竹中 なぎさ(6) 小学校   3.12   3.05   3.09    3.12 
ﾀｹﾅｶ ﾅｷﾞｻ 御代田南小   -0.2   +0.4   +1.2    -0.2
関口 蒔琉(6) 小学校   3.11   3.09   3.10    3.11 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｸﾙ 平根小   +0.7   +0.8   +1.2    +0.7
黒岩 美旺(6) 小学校   2.85   3.00   2.90    3.00 
ｸﾛｲﾜ ﾐｱｷ 南牧南小    0.0   +1.4   +1.2    +1.4
上村 暖花(6) 小学校   2.98   2.89   2.93    2.98 
ｳｴﾑﾗ  ﾎﾉｶ 南牧北小   +0.9   +1.2   +1.2    +0.9
松井 颯実花(5) 小学校    X   2.89   2.69    2.89 
ﾏﾂｲ ﾌﾐｶ 小海小   +0.9   +1.2    +0.9
井龍 翠(6) 小学校    X   2.87   2.81    2.87 
ｲﾘｭｳ ﾐﾄﾞﾘ 平根小   +0.9   +1.2    +0.9
吉澤 美咲(6) 小学校   2.79   2.77   2.70    2.79 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｻｷ 南牧南小    0.0   +0.9   +1.2     0.0
薩田 朱里(5) 小学校   2.65   2.69   2.64    2.69 
ｻｯﾀ  ｱｶﾘ 南牧北小    0.0   +1.4   +1.2    +1.4
中村 妃更(5) 小学校   2.49   2.49   2.43    2.49 
ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾗ 御代田南小    0.0   +0.6   +1.2     0.0

小学女子

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 16    72

2 5   333

3 13   135

4 11   149

5 12   407

6 15   194

7 4    91

8 14    94

9 8   421

10 3   373

11 9   395

12 2   187

13 10   423

14 1   376

15 6   396

16 7    92



決勝 5月19日 11:00

石原 生芙希(5) 小学校
ｲｼﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
吉澤 結女(6) 小学校
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕﾒ 南牧南小
前田 瑞侑(5) 小学校
ﾏｴﾀﾞ ﾐﾕ 中佐都小学校
依田 美颯(6) 小学校
ﾖﾀﾞ ﾐﾊﾔ 南相木小
横須賀 さくら(5) 小学校 欠場
ﾖｺｽｶ ｻｸﾗ ｱｻﾏﾈSC

小学女子

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 5   251

  O   O 32.21  32.21 

2 4   378
26.28   O   O  26.28 

3 2   346
  O 24.18   O  24.18 

4 1   359
  O   O 21.78

3    39

 21.78 



決勝 5月19日 11:52

風速 +0.6

 1 千葉 未来(4) 小学校     16.65 
ﾁﾊﾞ ﾐｸ 軽井沢A&AC

 2 柳澤 百花(6) 小学校     17.07 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾓﾓｶ T&F佐久平

 3 外山 ほのか(4) 小学校     18.08 
ﾄﾔﾏ ﾎﾉｶ 南牧南小

 4 今野 夢香(4) 小学校     18.15 
ｺﾝﾉ ﾕｳｶ 西部小

 5 小林 美穂(4) 小学校     18.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 水明AC

小学女子(ｵｰﾌﾟﾝ

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    70

4   456

5   272

6   381

3   285
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