
《大会コード　　　１７１７０５４８》

期　日　：　平成2９年５月１４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　　　１７４０４０》

審判長　：宮坂　繁
記録主任：森　安夫

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

風力測定主任：林　甲市

時刻 天候 気温　℃ 湿度％ 風向 風速 気圧 備考

9時00分 曇り 19.0℃ 45% 南東 0.2

10時00分 晴 27.0℃ 26% 南 10.0

11時00分 晴 22.5℃ 39% 南東 2.1

12時00分 晴 25.0℃ 34% 南南東 0.9

13時00分 晴 25.0℃ 34% 南南東 1.1

14時00分 晴 25.0℃ 34% 南 3.5

15時00分

予・決 記録 所属 従来の記録

決勝 10ｍ00 岡谷東部（3） 9m14

決勝 11m45 岡谷西部(3) 10m０3

予・決 記録 所属 従来の記録

決勝 １ｍ４０ 岡谷東部

大 会 タ イ 記 録

種　　目 氏　　名

中学3年女子走高跳 山田 加奈

中学女子共通砲丸投 林　歩実

中学男子共通砲丸投 永田智哉

平成29年岡谷市民春季陸上競技大会

グランドコンデション記録

この大会で樹立された記録

大 会 新 記 録

種　　目 氏　　名



平成29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
女  子 【競技場】174040  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
05/14 中学1年女子  -1.3 春日 莉緒(1) 15.60 林 杏珠(1) 15.78 宮坂 優那(1) 16.35 小松 結奈(1) 16.37 長門 杏実(1) 16.38 河口 みずき(1) 16.55 林 優舞(1) 17.21

100m 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷東部
05/14  -3.3 宮坂 優那(1) 34.50 上島 奈華(1) 35.93

200m 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部
05/14 小学1･2年女  -2.0 鈴木 琉海(2) 11.52 吉原 綺香(2) 11.59 土屋 結愛(2) 11.64 日室 遥子(2) 11.66 北川 愛果(1) 11.71 吉水 麻紀(2) 12.17 柴 茉里絵(2) 12.23

60m 小学生･長地小 小学生･川岸 小学生･岡谷田中小 小学生･神明 小学生･岡谷田中小 小学生･長地小 小学生･長地小
05/14 小口 凛愛(1) 2,41.41 南原 柚子(2) 3,05.00

600m 小井川 小学生･神明
05/14 小学3･4年女  -2.9 小口 真歩(4) 17.02 荒井 眞里(4) 17.32 関 心乃香(4) 17.52 吉水 優香(4) 17.70 柳澤 千春(4) 17.93 荒井 美里(3) 18.11 霜鳥 ゆずほ(3) 18.32

100m 小学生･長地小 小学生･岡谷田中小 小学生･川岸 小学生･長地小 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷田中小
05/14 細田 葉月(4) 3,17.52 小松 美緒(4) 3,20.77 鈴木 美海(4) 3,37.12 落合 奈々美(3) 3,47.32 倉本 澪奈(4) 3,53.16 小林 心玲(3) 4,11.18

800m 小学生･神明 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･上の原小 小学生･岡谷田中小 小学生･神明
05/14 岡谷田中小(B)    1,10.17 長地小(B)     1,11.36 岡谷田中小(A)    1,11.99 神明     1,12.63 岡谷田中小(C)    1,13.73 川岸     1,13.84 長地小(A)     1,14.66

4×100mR 荒井 眞里(4) 吉水 優香(4) 山田 碧音(3) 工藤 静乃 山岸 由奈(4) 高林 花漣(4) 梅沢 陽菜(3)
益田 あおい(4) 林 音琉(4) 原 睦季(3) 白木 咲羽(4) 古畑 美桜(4) 高林 咲綾(4) 小松 美緒(4)
花岡 美桜(4) 山田 泉都(4) 霜鳥 ゆずほ(3) 柳原 咲希 草間 美来(4) 関 心乃香(4) 武居 玲子(4)
柳澤 千春(4) 小口 真歩(4) 荒井 美里(3) 細田 葉月(4) 濵 雫音(4) 堀川 澪里(4) 鈴木 美海(4)

05/14 中学2年女子  -0.9 江口 真尋(2) 14.70 石吾 桃香(2) 15.06 平澤 恋菜(2) 15.24 三枝 杏(2) 15.35 小口 杏菜(2) 15.44 花岡 麗奈(2) 15.49 宮坂 詩(2) 15.50
100m 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部

05/14  -2.9 小口 紗弥(2) 30.57 本橋 奈央子(2) 31.49 髙野 夏来(2) 31.62 石吾 桃香(2) 31.68 中島 さや香(2) 32.35
200m 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷南部 中学生･岡谷南部 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部

05/14 小口 紗弥(2) 5,18.23 佐藤 希美(2) 5,30.14 髙野 夏来(2) 5,48.65
1500m 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷南部 中学生･岡谷南部

05/14 小学5年女子  -3.7 小口 色葉(5) 16.63 永長 佳弥(5) 16.85 富山 鈴香 16.95 千代 彩乃 17.34 小口 紗矢(5) 17.39 神田 美羽(5) 17.40 今井 詩乃(5) 17.52
100m 小学生･岡谷田中小 小学生･長地小 小学生･神明 小学生･神明 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷田中小 小学生･上の原小

05/14 中嶋 春香(5) 3,57.71 遠藤 素羽(5) 3,59.64 宮澤 華苗(5) 4,04.16 山田 恵蓮(5) 4,06.65 降籏 結琴(5) 4,29.14 春日 円花(5) 4,33.24 田中 小羽(5) 4,47.22
1000m 小学生･神明 小学生･岡谷田中小 小学生･神明 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷田中小 小学生･上の原小 小学生･上の原小

05/14 岡谷田中小     1,06.64 神明     1,07.91
4×100mR 小口 紗矢(5) 富山 鈴香

宮坂 咲穂(5) 千代 彩乃
本村 玲菜(5) 矢ヶ崎 桃菜(5)
小口 色葉(5) 高野 晴愛

05/14 小学6年女子  -2.4 岡田 成美(6) 15.90 花岡 亜矢(6) 16.00 小松 志緒(6) 16.27 前川 友莉愛(6) 16.56 島津 愛美(6) 16.63 千葉 琉莉(6) 16.88 今井 結希乃(6) 16.89
100m 小学生･岡谷田中小 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･長地小 小井川 小学生･長地小 小学生･上の原小

05/14 名和 夏乃子(6) 3,37.34 花岡 侑奈(6) 3,40.26 杉浦 望(6) 3,43.43 滝澤 愛佳(6) 3,43.47 五味 桜花(6) 3,51.84 小口 柚(6) 3,54.17 石倉 ゆうび(6) 3,59.27 増沢 結(6) 4,02.81
1000m 小学生･岡谷田中小 小学生･上の原小 小学生･岡谷田中小 小井川 小学生･ﾐﾅﾄｼｮｳ 小学生･岡谷田中小 小学生･長地小 小学生･長地小

05/14 岡谷田中小(A)    1,04.80 上の原小     1,04.81 長地小(A)     1,04.83 川岸     1,05.37 長地小(B)     1,05.47 小井川     1,06.44
4×100mR 林 奈乃羽(6) 今井 結希乃(6) 増沢 結(6) 倉坪 佑衣(6) 小松 志緒(6) 増澤 はづき(6)

名和 夏乃子(6) 舩坂 來実(6) 千葉 琉莉(6) 堀川 亜莉沙(6) 御子柴 さくら(6) 桑澤 あみり(6)
辰野 陽和(6) 中山 莉那(6) 前川 友莉愛(6) 小澤 珠里(6) 石倉 ゆうび(6) 胡桃沢 柚稀(6)
岡田 成美(6) 藤森 悠実(6) 花岡 亜矢(6) 加納 環(6) 林 海音(6) 滝澤 愛佳(6)

05/14 中学3年女子  -2.2 大場 ひかる(3) 14.69 林 歩実(3) 14.85 篠原 さくら(3) 14.90 吉江 ほの美(3) 15.16 山口 華奈(3) 16.62 有賀 琳瑚(3) 18.91
100m 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷西部

05/14  -3.4 吉江 ほの美(3) 31.25 小口 侑寿葉(3) 32.49 花岡 こなみ(3) 33.33 百瀬 まゆ(3) 34.02 阿部 彩菜(3) 35.32
200m 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷東部

05/14 中学共通女子 岡谷東部(A)       57.22 岡谷東部(B)       57.99 岡谷南部     1,01.61 岡谷東部(C)     1,03.23
4×100mR 篠原 さくら(3) 平澤 恋菜(2) 武居 真衣(3) 宮坂 優那(1)

林 歩実(3) 石吾 桃香(2) 髙野 夏来(2) 長門 杏実(1)
大場 ひかる(3) 中島 さや香(2) 佐藤 希美(2) 林 優舞(1)
吉江 ほの美(3) 江口 真尋(2) 本橋 奈央子(2) 春日 莉緒(1)



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野 [17] 競技会名 平成29年度岡谷市民陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [17170548]

競技場名 下諏訪町営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [174040]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
中学1年女子 05/14  1 長門 杏実(1) 中学生    3.25  2 林 優舞(1) 中学生    2.69  3 春日 莉緒(1) 中学生    2.65  4 上島 奈華(1) 中学生    2.60

岡谷東部    -0.3 岡谷東部    -0.1 岡谷東部    -0.3 岡谷東部    -0.3
 5 島谷 桃葉(1) 中学生    2.31

岡谷東部     0.0
中学2年女子 05/14  1 笠原 江梨(2) 中学生    1.20

岡谷東部
中学2年女子 05/14  1 中島 さや香(2) 中学生    3.89  2 宮坂 詩(2) 中学生    3.82  3 江口 真尋(2) 中学生    3.80  4 本橋 奈央子(2) 中学生    3.69

岡谷東部    -0.2 岡谷東部    -0.3 岡谷東部    -0.2 岡谷南部    -0.3
 5 川嶋 成美(2) 中学生    3.66  6 平澤 恋菜(2) 中学生    3.49

岡谷東部    -0.1 岡谷東部    -0.2
小学5年女子 05/14  1 古川 ののか(5) 小学生    2.66 今井 心愛(5) 小学生 欠場

神明     0.0 神明
小学6年女子 05/14  1 御子柴 さくら(6小学生    2.95  2 花岡 澄珠(6) 小学生    2.94  3 宮澤 愛(6) 小学生    2.64

長地小     0.0 岡谷田中小    +0.5 長地小     0.0
中学3年女子 05/14  1 山田 加奈(3) 中学生    1.40  2 塩澤 姫和(3) 中学生    1.25  3 倉嶋 明結菜(3) 中学生    1.15  4 中島 叶絢(3) 中学生    1.10

岡谷東部 大会タイ 岡谷東部 岡谷東部 岡谷西部
中学3年女子 05/14  1 篠原 さくら(3) 中学生    3.82  2 大場 ひかる(3) 中学生    3.67  3 小林 朋美(3) 中学生    3.64  4 斎藤 亜里紗(3) 中学生    3.55

岡谷東部     0.0 岡谷東部    -0.2 岡谷西部    -0.3 岡谷東部    -0.2
 5 武居 真衣(3) 中学生    3.40

岡谷南部    -0.3
中学共通女子 05/14  1 林 歩実(3) 中学生   10.10  2 荒井 日菜(2) 中学生    7.71  3 山田 加奈(3) 中学生    7.30  4 山口 華奈(3) 中学生    6.83

岡谷東部 大会新 岡谷南部 岡谷東部 岡谷東部

順
位

順
位

順
位

順
位

走幅跳

走高跳

走幅跳

走幅跳

走幅跳

走高跳

走幅跳

砲丸投2.7㎏



予選 5月14日  9:15
決勝 5月14日 11:15

大会新              10.88

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -0.3

 1 土屋 結愛(2) 小学生     11.61 q  1 吉水 麻紀(2) 小学生     11.89 q
ﾂﾁﾔ ﾕｱ 岡谷田中小 ﾖｼﾐｽﾞ ﾏｷ 長地小

 2 柴 茉里絵(2) 小学生     12.01 q  2 伊藤 琉華(2) 小学生     12.04 
ｼﾊﾞ ﾏﾘｴ 長地小 ｲﾄｳ ﾙｶ 川岸

 3 小口 満里奈(2) 小学生     12.24  3 渡辺 美夢(1) 小学生     12.27 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 岡谷田中小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾑ 長地小

 4 田中 柚葉(2) 小学生     12.25  4 倉本 有希(2) 小学生     12.40 
ﾀﾅｶ ﾕｽﾞﾊ 岡谷田中小 ｸﾗﾓﾄ ﾕｷ 岡谷田中小

 5 山田 柚葉(2) 小学生     12.40  5 柄澤 紗耶子(2) 小学生     12.69 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 長地小 ｶﾗｻﾜ ｻﾔｺ 神明

 6 宮澤 はる菜(1) 小学生     12.85  6 岩田 優(1) 小学生     12.90 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 神明 ｲﾜﾀ ﾕｳ 岡谷田中小

 7 今井 心幸(1) 小学生     13.14 高木 菜緒(2) 小学生
ｲﾏｲ ｺﾕｷ 神明 ﾀｶｷﾞ ﾅｵ 神明

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 +1.5

 1 日室 遥子(2) 小学生     11.83 q  1 鈴木 琉海(2) 小学生     11.24 q
ﾋﾑﾛ ﾖｳｺ 神明 ｽｽﾞｷ ﾙﾐ 長地小

 2 石吾 彩花(1) 小学生     12.07  2 吉原 綺香(2) 小学生     11.53 q
ｲｼｺﾞ ｻﾔｶ 長地小 ﾖｼﾊﾗ ｱﾔｶ 川岸

 3 高田 美緒(2) 小学生     12.19  3 北川 愛果(1) 小学生     11.56 q
ﾀｶﾀﾞ ﾐｵ 長地小 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ 岡谷田中小

 4 山之内 琴音(2) 小学生     12.49  4 遠藤 藍(2) 小学生     12.10 
ﾔﾏﾉｳﾁ ｺﾄﾈ 岡谷田中小 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲ 岡谷田中小

 5 高島 葵由俐(2)     12.65  5 山田 娃和(2) 小学生     12.26 
ﾀｶｼﾏ ﾏﾕﾘ 小井川 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾜ 長地小

 6 小口 果凜(1) 小学生     12.71 水谷 日香(2) 小学生
ｵｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 岡谷田中小 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾆﾁｶ 神明

風速 -2.0

 1 鈴木 琉海(2) 小学生     11.52 
ｽｽﾞｷ ﾙﾐ 長地小

 2 吉原 綺香(2) 小学生     11.59 
ﾖｼﾊﾗ ｱﾔｶ 川岸

 3 土屋 結愛(2) 小学生     11.64 
ﾂﾁﾔ ﾕｱ 岡谷田中小

 4 日室 遥子(2) 小学生     11.66 
ﾋﾑﾛ ﾖｳｺ 神明

 5 北川 愛果(1) 小学生     11.71 
ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ 岡谷田中小

 6 吉水 麻紀(2) 小学生     12.17 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾏｷ 長地小

 7 柴 茉里絵(2) 小学生     12.23 
ｼﾊﾞ ﾏﾘｴ 長地小

0   300

0   160

0    11

0   233

0    19

欠場

ﾚｰﾝ No. 記録／備考
0   243

7    45 4   178

6   104 3   288

3    47 2    72

2   291 6    11

4   271 5   233

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   160 7   243

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

6   194 6   199

2   205 1    64

1   284 2   152

7    21 7    32

  283 4   240

5    41 5   253

記録／備考
3    19 3   300

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

小学1･2年女子

60m                 

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

順 ﾚｰﾝ

0   283

No. 氏  名 所属名

決勝

順 氏  名 所属名

4



予選 5月14日  9:55
決勝 5月14日 12:00

大会新              15.70

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +1.2

 1 荒井 眞里(4) 小学生     17.07 q  1 吉水 優香(4) 小学生     17.56 q
ｱﾗｲ ﾏﾘｰ 岡谷田中小 ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 長地小

 2 山田 泉都(4) 小学生     18.36  2 花岡 美桜(4) 小学生     17.72 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂ 長地小 ﾊﾅｵｶ ﾐｵ 岡谷田中小

 3 濵 雫音(4) 小学生     18.67  3 三澤 楓(4) 小学生     17.91 
ﾊﾏ ｼｽﾞﾈ 岡谷田中小 ﾐｻﾜ ｶｴﾃﾞ 川岸

 4 白木 咲羽(4) 小学生     19.21  4 今井 さくら(4) 小学生     18.43 
ｼﾛｷ ｻﾜ 神明 ｲﾏｲ ｻｸﾗ 上の原小

 5 宮坂 弥生(3)     19.46  5 丸山 花音(3) 小学生     18.48 
ﾐﾔｻｶ ﾐｵ 小井川 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉﾝ 岡谷田中小

 6 岸本 侑良(3) 小学生     19.92  6 国奥 莉子(3)     18.60 
ｷｼﾓﾄ ﾕﾗ 川岸 ｸﾆｵｸ ﾘｺ 小井川
小澤 由愛(4) 小学生  7 笠原 捺乃(3) 小学生     20.07 
ｵｻﾞﾜ ﾕｱ 長地小 ｶｻﾊﾗ ﾅﾂﾉ 神明

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 +0.9

 1 小松 あや(3) 小学生     18.10  1 小口 真歩(4) 小学生     16.82 q
ｺﾏﾂ ｱﾔ 神明 ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 長地小

 2 八幡 倖奈(3) 小学生     18.98  2 霜鳥 ゆずほ(3) 小学生     17.58 q
ﾔﾊﾀ ﾕｷﾅ 岡谷田中小 ｼﾓﾄﾘ ﾕｽﾞﾎ 岡谷田中小

 3 武居 玲子(4) 小学生     19.14  3 小野 笑加(3) 小学生     18.21 
ﾀｹｲ ﾚｲｺ 長地小 ｵﾉ ｴﾐｶ 上の原小

 4 田村 琴海(3) 小学生     19.35  4 原 睦季(3) 小学生     18.52 
ﾀﾑﾗ ｺﾄﾐ 上の原小 ﾊﾗ ﾑﾂｷ 岡谷田中小

 5 中西 梨和(4)     19.62  5 髙橋 那央(3)     19.87 
ﾅｶﾆｼ ﾘﾜ 小井川 ﾀｶﾊｼ ﾅｵ 小井川

 6 横川 結咲(3) 小学生     19.68  6 小島 あかり(3) 小学生     20.29 
ﾖｺｶﾜ ﾕｳｻ 長地小 ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ 長地小

 7 影山 玲奈(3) 小学生     20.41  7 早出 なな(3) 小学生     20.53 
ｶｹﾞﾔﾏ ﾚｲﾅ 岡谷田中小 ｿｳﾃﾞ ﾅﾅ 神明

[ 5組] 風速 +1.2 [ 6組] 風速 +0.2

 1 荒井 美里(3) 小学生     17.47 q  1 関 心乃香(4) 小学生     16.83 q
ｱﾗｲ ﾐﾘ 岡谷田中小 ｾｷ ｺﾉｶ 川岸

 2 山田 碧音(3) 小学生     17.74  2 柳澤 千春(4) 小学生     17.63 q
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵﾈ 岡谷田中小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾊﾙ 岡谷田中小

 3 伊藤 陽香(4)     18.64  3 藤森 有澄(4) 小学生     18.94 
ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 小井川 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾘｽ 上の原小

 4 松田 桃佳(3) 小学生     18.74  4 林 音琉(4) 小学生     19.27 
ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾓｶ 川岸 ﾊﾔｼ ﾈﾙ 長地小

 5 梅沢 陽菜(3) 小学生     19.68  5 笠原 紅葉(4)     19.70 
ｳﾒｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 長地小 ｶｻﾊﾗ ｸﾚﾊ 小井川

 6 斉藤 千咲希(3) 小学生     20.05  6 古畑 椿姫(3) 小学生     20.33 
ｻｲﾄｳ ﾁｻｷ 神明 ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｷ 岡谷田中小

風速 -2.9

 1 小口 真歩(4) 小学生     17.02 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 長地小

 2 荒井 眞里(4) 小学生     17.32 
ｱﾗｲ ﾏﾘｰ 岡谷田中小

 3 関 心乃香(4) 小学生     17.52 
ｾｷ ｺﾉｶ 川岸

 4 吉水 優香(4) 小学生     17.70 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 長地小

 5 柳澤 千春(4) 小学生     17.93 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾊﾙ 岡谷田中小

 6 荒井 美里(3) 小学生     18.11 
ｱﾗｲ ﾐﾘ 岡谷田中小

 7 霜鳥 ゆずほ(3) 小学生     18.32 
ｼﾓﾄﾘ ﾕｽﾞﾎ 岡谷田中小

7    53

5     6

4   236

1

No. 記録／備考
3   279

4   176 7    57

2   251 4   114

6   224 2   247

3   117 6   120

7    48 5     6

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    54 3   236

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

4    76 2   173

3   307 4   275

5    82 1    79

7   123 5    58

1   250 3   129

2    15 7    29

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   189 6   279

欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

6   273 5   209

2   234 6   101

1   109 1    65

3   159 3   138

7    68

5     3 2   229

記録／備考
7    53 4   299

記録／備考 順 No. 氏  名 所属名

小学3･4年女子

100m

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 No. 氏  名 所属名

決勝

順 氏  名 所属名

4   285

  299

2    54

6    29



予選 5月14日 10:35
決勝 5月14日 12:10

大会新              14.95

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +2.6

 1 千代 彩乃 小学生     16.69 q  1 小口 色葉(5) 小学生     16.32 q
ｾﾝﾀﾞｲ ｱﾔﾉ 神明 ｵｸﾞﾁ ｲﾛﾊ 岡谷田中小

 2 神田 美羽(5) 小学生     16.95 q  2 富山 鈴香 小学生     16.48 q
ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ 岡谷田中小 ﾄﾐﾔﾏ ﾘﾝｶ 神明

 3 今井 詩乃(5) 小学生     16.97 q  3 永長 佳弥(5) 小学生     16.52 q
ｲﾏｲ ｳﾀﾉ 上の原小 ﾅｶﾞｵｻ ｶﾔ 長地小

 4 守屋 七海(5) 小学生     17.35  4 小口 紗矢(5) 小学生     16.85 q
ﾓﾘﾔ ﾅﾅﾐ 長地小 ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 岡谷田中小

 5 高野 晴愛 小学生     17.37  5 武居 言実(5)     17.26 
ﾀｶﾉ ﾊﾙ 神明 ﾀｹｲ ｺﾄﾐ 小井川

 6 髙澤 菜月(5)     17.46  6 竹本 遥香(5) 小学生     17.61 
ﾀｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 小井川 ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙｶ 長地小

 7 川上 暖乃(5)     20.72  7 矢ヶ崎 桃菜(5) 小学生     17.62 
ｶﾜｶﾐ ﾉﾝﾉ 小井川 ﾔｶﾞｻｷ ﾓﾓﾅ 神明

風速 -3.7

 1 小口 色葉(5) 小学生     16.63 
ｵｸﾞﾁ ｲﾛﾊ 岡谷田中小

 2 永長 佳弥(5) 小学生     16.85 
ﾅｶﾞｵｻ ｶﾔ 長地小

 3 富山 鈴香 小学生     16.95 
ﾄﾐﾔﾏ ﾘﾝｶ 神明

 4 千代 彩乃 小学生     17.34 
ｾﾝﾀﾞｲ ｱﾔﾉ 神明

 5 小口 紗矢(5) 小学生     17.39 
ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 岡谷田中小

 6 神田 美羽(5) 小学生     17.40 
ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ 岡谷田中小

 7 今井 詩乃(5) 小学生     17.52 
ｲﾏｲ ｳﾀﾉ 上の原小

予選 5月14日 10:55
決勝 5月14日 12:20

大会新              14.46

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 -0.9

 1 岡田 成美(6) 小学生     16.02 q  1 花岡 亜矢(6) 小学生     15.75 q
ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ 岡谷田中小 ﾊﾅｵｶ ｱﾔ 長地小

 2 前川 友莉愛(6) 小学生     16.36 q  2 島津 愛美(6)     16.41 q
ﾏｴｶﾜ ﾕﾘｱ 長地小 ｼﾏﾂﾞ ｱｲﾐ 小井川

 3 増澤 はづき(6)     16.99  3 千葉 琉莉(6) 小学生     16.55 q
ﾏｽｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 小井川 ﾁﾊﾞ ﾙﾘ 長地小

 4 藤森 愛莉(6) 小学生     17.18  4 今井 結希乃(6) 小学生     16.71 q
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾘ 神明 ｲﾏｲ ﾕｷﾉ 上の原小

 5 胡桃沢 柚稀(6)     17.67  5 太田 凜(6)     18.00 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 小井川 ｵｵﾀ ﾘﾝ 小井川

[ 3組] 風速 -2.7

 1 小松 志緒(6) 小学生     16.34 q
ｺﾏﾂ ｼｵ 長地小

 2 林 海音(6) 小学生     17.23 
ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ 長地小

 3 林 奈乃羽(6) 小学生     17.64 
ﾊﾔｼ ﾅﾉﾊ 岡谷田中小

 4 桑澤 あみり(6)     17.70 
ｸﾜｻﾞﾜ ｱﾐﾘ 小井川

 5 中西 優衣(6)     18.64 
ﾅｶﾆｼ ﾕｲ 小井川

5    83

2     5

3   107

6   278

4   246

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   105 5    86

3   163 4   137

4    87 6   267

2   266 3    81

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    71 2   302

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

0   136

小学6年女子

100m

0    44

0    35

0   155

0   175

記録／備考
0    43

0   309

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4    88 5   147

2    78 6   261

3   198 2    80

5   282 1    44

1   136 4   309

6    35 7   155

7   175 3    43
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

小学5年女子

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



風速 -2.4

 1 岡田 成美(6) 小学生     15.90 
ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ 岡谷田中小

 2 花岡 亜矢(6) 小学生     16.00 
ﾊﾅｵｶ ｱﾔ 長地小

 3 小松 志緒(6) 小学生     16.27 
ｺﾏﾂ ｼｵ 長地小

 4 前川 友莉愛(6) 小学生     16.56 
ﾏｴｶﾜ ﾕﾘｱ 長地小

 5 島津 愛美(6)     16.63 
ｼﾏﾂﾞ ｱｲﾐ 小井川

 6 千葉 琉莉(6) 小学生     16.88 
ﾁﾊﾞ ﾙﾘ 長地小

 7 今井 結希乃(6) 小学生     16.89 
ｲﾏｲ ﾕｷﾉ 上の原小

7   137

5    81

6   267

3   278

4   266

2    71

1   302

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月14日 11:25

大会新                   

 1 小口 凛愛(1)   2,41.41 
ｵｸﾞﾁ ﾘﾝﾅ 小井川

 2 南原 柚子(2) 小学生   3,05.00 
ﾐﾅﾐﾊﾗ ﾕｽﾞ 神明

2   162

1    96

小学1･2年女子

600m                

決勝

順 ﾚｰﾝ 記録／備考No. 氏  名 所属名



決勝 5月14日 12:30

大会新            3,00.43

 1 細田 葉月(4) 小学生   3,17.52 
ﾎｿﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 神明

 2 小松 美緒(4) 小学生   3,20.77 
ｺﾏﾂ ﾐｵ 長地小

 3 鈴木 美海(4) 小学生   3,37.12 
ｽｽﾞｷ ﾐｳ 長地小

 4 落合 奈々美(3) 小学生   3,47.32 
ｵﾁｱｲ ﾅﾅﾐ 上の原小

 5 倉本 澪奈(4) 小学生   3,53.16 
ｸﾗﾓﾄ ﾚﾅ 岡谷田中小

 6 小林 心玲(3) 小学生   4,11.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ 神明

1   184

2    31

3   119

4   244

6   277

5   191

小学3･4年女子

800m

決勝

順 記録／備考No. 氏  名 所属名



決勝 5月14日 12:50

大会新            3,36.61

 1 中嶋 春香(5) 小学生   3,57.71 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 神明

 2 遠藤 素羽(5) 小学生   3,59.64 
ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳ 岡谷田中小

 3 宮澤 華苗(5) 小学生   4,04.16 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅｴ 神明

 4 山田 恵蓮(5) 小学生   4,06.65 
ﾔﾏﾀﾞ ｴﾚﾝ 岡谷田中小

 5 降籏 結琴(5) 小学生   4,29.14 
ﾌﾘﾊﾀ ﾕｺﾄ 岡谷田中小

 6 春日 円花(5) 小学生   4,33.24 
ｶｽｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 上の原小

 7 田中 小羽(5) 小学生   4,47.22 
ﾀﾅｶ ｺﾊﾈ 上の原小

決勝 5月14日 12:50

大会新            3,30.90

 1 名和 夏乃子(6) 小学生   3,37.34 
ﾅﾜ ｶﾉｺ 岡谷田中小

 2 花岡 侑奈(6) 小学生   3,40.26 
ﾊﾅｵｶ ﾕｳﾅ 上の原小

 3 杉浦 望(6) 小学生   3,43.43 
ｽｷﾞｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 岡谷田中小

 4 滝澤 愛佳(6)   3,43.47 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 小井川

 5 五味 桜花(6) 小学生   3,51.84 
ｺﾞﾐ ｵｳｶ ﾐﾅﾄｼｮｳ

 6 小口 柚(6) 小学生   3,54.17 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳ 岡谷田中小

 7 石倉 ゆうび(6) 小学生   3,59.27 
ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ 長地小

 8 増沢 結(6) 小学生   4,02.81 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ 長地小

 9 岡本 千織(6) 小学生   4,20.47 
ｵｶﾓﾄ ﾁｵﾘ 長地小

10 胡桃沢 マユミ(6)   4,28.44 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 小井川

小学6年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
15     7

14   142

9    34

17    85

12     2

13    40

8   269

16   265

10   306

11   106

4   122

2   131

5    52

7    49

3    73

6   166

1   204

小学5年女子

1000m

決勝

順 記録／備考No. 氏  名 所属名



決勝 5月14日 13:40

大会新              68.16

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 岡谷田中小(B)    53 荒井 眞里(4)   1,10.17 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳB ｱﾗｲ ﾏﾘｰ
   75 益田 あおい(4)

ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ
   68 花岡 美桜(4)

ﾊﾅｵｶ ﾐｵ
    6 柳澤 千春(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾊﾙ
 2   2 長地小(B)   299 吉水 優香(4)   1,11.36 

ｵｻﾁｼｮｳB ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ
  247 林 音琉(4)

ﾊﾔｼ ﾈﾙ
  285 山田 泉都(4)

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂ
  279 小口 真歩(4)

ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ
 3   7 岡谷田中小(A)    48 山田 碧音(3)   1,11.99 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳA ﾔﾏﾀﾞ ｱｵﾈ
   58 原 睦季(3)

ﾊﾗ ﾑﾂｷ
   29 霜鳥 ゆずほ(3)

ｼﾓﾄﾘ ﾕｽﾞﾎ
   54 荒井 美里(3)

ｱﾗｲ ﾐﾘ
 4   4 神明   200 工藤 静乃   1,12.63 

ｼﾝﾒｲ ｸﾄﾞｳ ｼｽﾞﾉ
  159 白木 咲羽(4)

ｼﾛｷ ｻﾜ
  146 柳原 咲希

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｻｷ
  191 細田 葉月(4)

ﾎｿﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ
 5   1 岡谷田中小(C)    50 山岸 由奈(4)   1,13.73 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳC ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳﾅ
   56 古畑 美桜(4)

ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵ
   30 草間 美来(4)

ｸｻﾏ ﾐｸ
    3 濵 雫音(4)

ﾊﾏ ｼｽﾞﾈ
 6   5 川岸   231 高林 花漣(4)   1,13.84 

ｶﾜｷﾞｼ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ
  230 高林 咲綾(4)

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ
  236 関 心乃香(4)

ｾｷ ｺﾉｶ
  215 堀川 澪里(4)

ﾎﾘｶﾜ ﾐｵﾘ
 7   6 長地小(A)   251 梅沢 陽菜(3)   1,14.66 

ｵｻﾁｼｮｳA ｳﾒｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
  277 小松 美緒(4)

ｺﾏﾂ ﾐｵ
  250 武居 玲子(4)

ﾀｹｲ ﾚｲｺ
  244 鈴木 美海(4)

ｽｽﾞｷ ﾐｳ

小学3･4年女子

4×100mR

決勝



決勝 5月14日 13:55

大会新            1,03.16

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 岡谷田中小    44 小口 紗矢(5)   1,06.64 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳ ｵｸﾞﾁ ｻﾔ
   62 宮坂 咲穂(5)

ﾐﾔｻｶ ｻﾎ
    8 本村 玲菜(5)

ﾓﾄﾑﾗ ﾚｲﾅ
   43 小口 色葉(5)

ｵｸﾞﾁ ｲﾛﾊ
 2   1 神明   155 富山 鈴香   1,07.91 

ｼﾝﾒｲ ﾄﾐﾔﾏ ﾘﾝｶ
  175 千代 彩乃

ｾﾝﾀﾞｲ ｱﾔﾉ
  147 矢ヶ崎 桃菜(5)

ﾔｶﾞｻｷ ﾓﾓﾅ
  198 高野 晴愛

ﾀｶﾉ ﾊﾙ

小学5年女子

4×100mR

決勝



決勝 5月14日 14:00

大会新              59.80

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 岡谷田中小(A)     5 林 奈乃羽(6)   1,04.80 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳA ﾊﾔｼ ﾅﾉﾊ
    7 名和 夏乃子(6)

ﾅﾜ ｶﾉｺ
   25 辰野 陽和(6)

ﾀﾂﾉ ﾋﾖﾘ
   71 岡田 成美(6)

ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ
 2   3 上の原小   137 今井 結希乃(6)   1,04.81 

ｳｴﾉﾊﾗｼｮｳ ｲﾏｲ ﾕｷﾉ
  118 舩坂 來実(6)

ﾌﾅｻｶ ｸﾙﾐ
  124 中山 莉那(6)

ﾅｶﾔﾏ ﾘﾅ
  121 藤森 悠実(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾐ
 3   2 長地小(A)   265 増沢 結(6)   1,04.83 

ｵｻﾁｼｮｳA ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ
  267 千葉 琉莉(6)

ﾁﾊﾞ ﾙﾘ
  266 前川 友莉愛(6)

ﾏｴｶﾜ ﾕﾘｱ
  302 花岡 亜矢(6)

ﾊﾅｵｶ ｱﾔ
 4   4 川岸   222 倉坪 佑衣(6)   1,05.37 

ｶﾜｷﾞｼ ｸﾗﾂﾎﾞ ﾕｲ
  216 堀川 亜莉沙(6)

ﾎﾘｶﾜ ｱﾘｻ
  225 小澤 珠里(6)

ｵｻﾞﾜ ｼﾞｭﾘ
  238 加納 環(6)

ｶﾉｳ ﾀﾏｷ
 5   7 長地小(B)   278 小松 志緒(6)   1,05.47 

ｵｻﾁｼｮｳB ｺﾏﾂ ｼｵ
  293 御子柴 さくら(6)

ﾐｺｼﾊﾞ ｻｸﾗ
  269 石倉 ゆうび(6)

ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ
  246 林 海音(6)

ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ
 6   5 小井川    87 増澤 はづき(6)   1,06.44 

ｵｲｶﾜ ﾏｽｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ
  107 桑澤 あみり(6)

ｸﾜｻﾞﾜ ｱﾐﾘ
  105 胡桃沢 柚稀(6)

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ
   85 滝澤 愛佳(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅｶ
  6 岡谷田中小(B)

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳB 失格

決勝

小学6年女子

4×100mR



予選 5月14日  9:00
決勝 5月14日 11:35

大会新              14.27
諏訪新              12.99

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.3

 1 春日 莉緒(1) 中学生     15.94 q  1 林 杏珠(1) 中学生     16.16 q
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部 ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 岡谷北部中

 2 宮坂 優那(1) 中学生     16.48 q  2 長門 杏実(1) 中学生     16.62 q
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部 ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ 岡谷東部

 3 小松 結奈(1) 中学生     16.55 q  3 林 優舞(1) 中学生     17.21 q
ｺﾏﾂ ﾕﾅ 岡谷北部中 ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部

 4 河口 みずき(1) 中学生     16.75 q  4 島谷 桃葉(1) 中学生     18.08 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 岡谷北部中 ｼﾏﾔ ﾓﾓﾊ 岡谷東部

風速 -1.3

 1 春日 莉緒(1) 中学生     15.60 
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部

 2 林 杏珠(1) 中学生     15.78 
ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 岡谷北部中

 3 宮坂 優那(1) 中学生     16.35 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部

 4 小松 結奈(1) 中学生     16.37 
ｺﾏﾂ ﾕﾅ 岡谷北部中

 5 長門 杏実(1) 中学生     16.38 
ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ 岡谷東部

 6 河口 みずき(1) 中学生     16.55 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 岡谷北部中

 7 林 優舞(1) 中学生     17.21 
ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6   377

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 所属名 順 ﾚｰﾝ

7   327

5   331

4   372

3   353

2   368

記録／備考
1   344

決勝

4   377 3   330

2   372 4   327

所属名

5   353 2   331

中学1年女子

100m                

記録／備考 記録／備考
3   344 5   368

No. 氏  名



予選 5月14日  9:05
決勝 5月14日 11:40

大会新              13.32

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -0.3

 1 江口 真尋(2) 中学生     14.58 q  1 石吾 桃香(2) 中学生     15.01 q
ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部 ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ 岡谷東部

 2 小口 杏菜(2) 中学生     15.29 q  2 平澤 恋菜(2) 中学生     15.13 q
ｵｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 岡谷東部 ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ 岡谷東部

 3 三枝 杏(2) 中学生     15.30 q  3 花岡 麗奈(2) 中学生     15.82 q
ｻｴｸﾞｻ ｷｮｳ 岡谷東部 ﾊﾅｵｶ ﾚｲﾅ 岡谷東部

 4 宮坂 詩(2) 中学生     15.35 q  4 笠原 江梨(2) 中学生     15.86 
ﾐﾔｻｶ ｳﾀ 岡谷東部 ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 岡谷東部

 5 脇坂 有梨那(2) 中学生     16.16  5 川嶋 成美(2) 中学生     16.00 
ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 岡谷西部 ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ 岡谷東部
松本 彩実(2) 中学生  6 加納 樹(2) 中学生     16.42 
ﾏﾂﾓﾄ ｻｴﾐ 岡谷東部 ｶﾉｳ ｲﾂｷ 岡谷西部

風速 -0.9

 1 江口 真尋(2) 中学生     14.70 
ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部

 2 石吾 桃香(2) 中学生     15.06 
ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ 岡谷東部

 3 平澤 恋菜(2) 中学生     15.24 
ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ 岡谷東部

 4 三枝 杏(2) 中学生     15.35 
ｻｴｸﾞｻ ｷｮｳ 岡谷東部

 5 小口 杏菜(2) 中学生     15.44 
ｵｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 岡谷東部

 6 花岡 麗奈(2) 中学生     15.49 
ﾊﾅｵｶ ﾚｲﾅ 岡谷東部

 7 宮坂 詩(2) 中学生     15.50 
ﾐﾔｻｶ ｳﾀ 岡谷東部

決勝 5月14日 11:45

大会新              13.10

風速 -2.2

 1 大場 ひかる(3) 中学生     14.69 
ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ 岡谷東部

 2 林 歩実(3) 中学生     14.85 
ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 岡谷東部

 3 篠原 さくら(3) 中学生     14.90 
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東部

 4 吉江 ほの美(3) 中学生     15.16 
ﾖｼｴ ﾎﾉﾐ 岡谷東部

 5 山口 華奈(3) 中学生     16.62 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 岡谷東部

 6 有賀 琳瑚(3) 中学生     18.91 
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷西部

6   348

7   313

4   346

3   355

5   334

2   328

中学3年女子

100m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

0   358

0   354

0   349

0   343

0   337

0   329

  325
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   311 2   336

3   349 6   358

2   343 4   329

4   351 3   337
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

中学2年女子

0   351

7   354 5   357

5   339 7

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

100m



決勝 5月14日 13:30

大会新              28.20

風速 -3.4

 1 吉江 ほの美(3) 中学生     31.25 
ﾖｼｴ ﾎﾉﾐ 岡谷東部

 2 小口 侑寿葉(3) 中学生     32.49 
ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 岡谷北部中

 3 花岡 こなみ(3) 中学生     33.33 
ﾊﾅｵｶ ｺﾅﾐ 岡谷東部

 4 百瀬 まゆ(3) 中学生     34.02 
ﾓﾓｾ ﾏﾕ 岡谷北部中

 5 阿部 彩菜(3) 中学生     35.32 
ｱﾍﾞ ｱﾔﾅ 岡谷東部

3   370

決勝

順 氏  名 所属名 記録／備考
4

5   373

2   361

ﾚｰﾝ No.

中学3年女子

200m

6   359

  355



決勝 5月14日 14:50

大会新              54.01

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 岡谷東部(A)   346 篠原 さくら(3)     57.22 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞA ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ
  328 林 歩実(3)

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ
  334 大場 ひかる(3)

ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ
  355 吉江 ほの美(3)

ﾖｼｴ ﾎﾉﾐ
 2   2 岡谷東部(B)   329 平澤 恋菜(2)     57.99 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞB ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ
  337 石吾 桃香(2)

ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ
  332 中島 さや香(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ
  351 江口 真尋(2)

ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ
 3   3 岡谷南部   364 武居 真衣(3)   1,01.61 

ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞ ﾀｹｲ ﾏｲ
  362 髙野 夏来(2)

ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ
  365 佐藤 希美(2)

ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ
  363 本橋 奈央子(2)

ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ
 4   4 岡谷東部(C)   353 宮坂 優那(1)   1,03.23 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞC ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ
  331 長門 杏実(1)

ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ
  327 林 優舞(1)

ﾊﾔｼ ﾕﾏ
  344 春日 莉緒(1)

ｶｽｶﾞ ﾘｵ
  5 岡谷西部

ｵｶﾔｾｲﾌﾞ 欠場

中学共通女子

4×100mR

決勝



予選 5月14日  9:20

大会新               3.87

[ 1組]

古川 ののか(5) 小学生   2.66   2.50   2.44   2.66 
ﾌﾙｶﾜ ﾉﾉｶ 神明    0.0    0.0    0.0
今井 心愛(5) 小学生 欠場
ｲﾏｲ ｺｺｱ 神明

決勝 5月14日  9:20

大会新               4.05

御子柴 さくら(6) 小学生   2.95   2.75   2.29    2.95 
ﾐｺｼﾊﾞ ｻｸﾗ 長地小    0.0    0.0   +0.1     0.0
花岡 澄珠(6) 小学生   2.82   2.94   2.91    2.94 
ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ 岡谷田中小   +0.2   +0.5    0.0    +0.5
宮澤 愛(6) 小学生   2.64   2.59    X    2.64 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｲ 長地小    0.0   +0.1     0.0

小学5年女子

走幅跳              

決勝 標準記録    0.00m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録 備考
1 1   202

2   195

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

3 1   296

1 3   293

2 2    69



決勝 5月14日  9:30

大会新               1.40

笠原 江梨(2) 中学生
ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 岡谷東部

決勝 5月14日  9:30

大会新               1.40

山田 加奈(3) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部 大会タイ
塩澤 姫和(3) 中学生
ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 岡谷東部
倉嶋 明結菜(3) 中学生
ｸﾗｼﾏ ｱﾕﾅ 岡谷東部
中島 叶絢(3) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉｱ 岡谷西部

1m00 1m25 1m30

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 備考
1 1   357

O O

1m05 1m10 1m15 1m20 記録

 1.20

中学3年女子

走高跳

決勝

O O O XXX

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 3   347

- - - - O O XO O O XXX  1.40

2 4   360
O O O O O XXO XXX  1.25

3 1   335
O O O O XXX  1.15

4 2   316
O O  1.10XO XXX



決勝 5月14日 10:30

大会新               4.32

長門 杏実(1) 中学生    X    X   3.18   2.52   2.83   3.25    3.25 
ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ 岡谷東部    0.0   -0.1   -0.1   -0.3    -0.3
林 優舞(1) 中学生   2.55   2.38    X   2.14    X   2.69    2.69 
ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部   -0.2   -0.3    0.0   -0.1    -0.1
春日 莉緒(1) 中学生   2.48    X   2.65   2.63   2.52   2.55    2.65 
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部   -0.1   -0.3   -0.2   -0.2   -0.3    -0.3
上島 奈華(1) 中学生    X   2.60    X    X   2.41   2.38    2.60 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾅﾅｶ 岡谷東部   -0.3    0.0   -0.2    -0.3
島谷 桃葉(1) 中学生   2.17   2.31   2.16    X   2.26    X    2.31 
ｼﾏﾔ ﾓﾓﾊ 岡谷東部   -0.1    0.0   -0.2   -0.1     0.0

決勝 5月14日 10:30

大会新               4.91

中島 さや香(2) 中学生   3.74    X   3.74   3.89   3.60    X    3.89 
ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 岡谷東部   -0.1    0.0   -0.2   -0.2   -0.2    -0.2
宮坂 詩(2) 中学生    X   3.71   3.82   3.56   3.71    X    3.82 
ﾐﾔｻｶ ｳﾀ 岡谷東部   -0.3   -0.3   -0.3   -0.2    -0.3
江口 真尋(2) 中学生   3.67   3.74   3.77   3.80   3.51   3.72    3.80 
ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部    0.0   -0.3   -0.2   -0.2   -0.3   -0.2    -0.2
本橋 奈央子(2) 中学生   3.61   3.60   3.61   3.54    X   3.69    3.69 
ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷南部   -0.1   -0.1   -0.1   -0.1   -0.3    -0.3
川嶋 成美(2) 中学生   3.41   3.55   3.55   3.45   3.66   3.58    3.66 
ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ 岡谷東部    0.0   -0.3   -0.2   -0.2   -0.1   -0.1    -0.1
平澤 恋菜(2) 中学生   3.29   3.46   3.49   3.39   3.21   3.36    3.49 
ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ 岡谷東部   -0.1   -0.1   -0.2   -0.2   -0.3   -0.1    -0.2

-5- -6- 記録 備考

中学1年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

2 4   327

1 3   331

4 5   338

3 1   344

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-

5 2   330

中学2年女子

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 3   332

2 6   354

-2- -3- -4-

3 4   351

4 2   363

5 5   336

6 1   329



決勝 5月14日 10:30

大会新               4.49

篠原 さくら(3) 中学生   3.21   3.78   3.75   3.82   3.61    X    3.82 
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東部   -0.3   -0.3   -0.1    0.0   -0.3     0.0
大場 ひかる(3) 中学生   3.67    X   3.63    X   3.62    X    3.67 
ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ 岡谷東部   -0.2   -0.1   -0.2    -0.2
小林 朋美(3) 中学生   3.25   3.27   3.47    X   3.64   3.46    3.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 岡谷西部    0.0   -0.2    0.0   -0.3   -0.3    -0.3
斎藤 亜里紗(3) 中学生    X   3.18   3.47   3.40   3.47   3.55    3.55 
ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ 岡谷東部   -0.3    0.0    0.0   -0.3   -0.2    -0.2
武居 真衣(3) 中学生   3.35   2.99    X    X   3.40   3.31    3.40 
ﾀｹｲ ﾏｲ 岡谷南部   -0.2   -0.3   -0.3   -0.3    -0.3

中学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 5   346

2 3   334

5 4   364

3 2   319

4 1   350



決勝 5月14日 12:30

大会新               9.14

林 歩実(3) 中学生 大会新
ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 岡谷東部
荒井 日菜(2) 中学生
ｱﾗｲ ﾋﾟﾅ 岡谷南部
山田 加奈(3) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部
山口 華奈(3) 中学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 岡谷東部

中学共通女子

砲丸投2.7㎏

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -2- -3- -4- -5- -6-
1 1   328

記録 備考

 8.66  9.06 10.10  9.32  9.73  9.95  10.10 

-1-

2 4   366
 6.88  6.29  7.71  6.77  7.63  7.19   7.71 

3 3   347
 6.91  6.59  7.07

4 2   348
 6.13  6.83  6.42  5.00  6.27   -   6.83 

 6.17  6.35  7.30   7.30 
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