
兼　第5回岡谷市小学生陸上競技大会

主　催：
岡谷市陸上競技協会

主　管：

日　時：

会　場：

審判長：
記録主任：

この大会で記録された新記録

◆大会新記録一覧表
予・決 記録 氏　名 所属 従来記録

予選 15.50 藤森悠実 上の原小 15.53

〃 15.31 𨼲𨼲山羽音 長地小 15.53

決勝 15.17 𨼲𨼲山羽音 長地小 15.53

決勝 10.50 加室覇気 上の原小 10.54
決勝 5,22.39 小口紗弥 岡谷東部中 5,24.22

決勝 1,05.68 上條大成　山崎玄琉
池石吾飛　大橋一太

川岸小 1,06.23

決勝 1,05.97 馬場志高　輿水快莉
影山慶人　小口陽喜

岡谷
田中小Ｂ

1,06.23

決勝 1,02.87

松村千桜　名和夏乃
子　辰野陽和　岡田成

美

岡谷
田中小ｃ

1,03.18

決勝 58.52
松橋結太　大橋巧拓
今井翔介　宮下颯 上の原小 58.74

決勝 ９ｍ０５ 荒井日菜 岡谷南部中 ８ｍ３７

◆大会タイ記録一覧表
予・決 記録 氏　名 所属 従来記録

◆気象状況 風力測定主任：
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
9:00 晴 15℃ 45% 南東 1.0ｍ
10:00 晴 17℃ 38% 南南東 0.1ｍ
11:00 晴 20℃ 35% 南西 0.2ｍ
12:00 晴 21℃ 22% 南南西 0.8ｍ
13:00 晴 ２２℃ 22% 南南東 2.0ｍ
14:00 晴 22℃ 22% 南西 ３.5ｍ
15:00 晴 ２2℃ 24% 南南西 ２.6ｍ

宮坂　繁

小学3・4年男子4×１００ｍ

小学５・６年女子4×１００ｍ

小学５・６年男子4×１００ｍ

中学女子砲丸投げ（2.7２１kg)

森　安夫

〃

第71回　岡谷市民陸上競技選手権大会

岡谷市教育委員会　（公財）岡谷市体育協会

公式記録集

平成29年９月３０日（土）

岡谷市陸上競技協会

岡谷市営陸上競技場（競技場コード：１７4040）

小学男子１・２年60ｍ

小学生女子５・６年100ｍ

種　目

無し
種　目

中学女子１５００ｍ

〃

〃



第71回岡谷市民陸上兼第5回小学生陸上                                             

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
09/30 女子 櫻本 奈々(1) 7.79

砲丸投（4㎏） 高校生･岡谷工高
09/30 中学女子  -0.7 江口 真尋(2) 14.62 関 唯々香(1) 14.63 春日 莉緒(1) 14.89 石吾 桃香(2) 14.93 平澤 恋菜(2) 15.06 林 杏珠(1) 15.11 本橋 奈央子(2) 15.12

100m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷北部 中学生･岡谷南部中
09/30  -1.8 小口 紗弥(2) 30.41 春日 莉緒(1) 30.97 本橋 奈央子(2) 31.20 宮坂 優那(1) 31.68 佐藤 希美(2) 31.83 河口 みずき(1) 34.07 古木 優羽(1) 37.16

200m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷北部 中学生･岡谷東部中
09/30 髙野 夏来(2) 1,09.69 中島 優香(1) 1,10.59

400m 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷西部中
09/30 小口 紗弥(2) 5,22.39 佐藤 希美(2) 5,35.06

1500m 中学生･岡谷東部 GR 中学生･岡谷南部中
09/30 岡谷東部中(A)      56.89 岡谷東部中(B)      59.53 岡谷南部中(A)      59.70 岡谷西部中   1,00.47

4×100m 石吾 桃香(2) 宮坂 優那(1) 荒井 日菜(2) 脇坂 有梨那(2)
小口 紗弥(2) 林 優舞(1) 髙野 夏来(2) 内川 穂乃佳(1)
中島 さや香(2) 長門 杏実(1) 佐藤 希美(2) 宮内 胡都(1)
江口 真尋(2) 春日 莉緒(1) 本橋 奈央子(2) 関 唯々香(1)

09/30 笠原 江梨(2) 1.25 石吾 桃香(2) 中学生･岡谷東部中 1.20 上島 奈華(1) 1.15 三枝 杏(2) 1.15 宮坂 優羽奈(1) 1.15 小口 杏菜(2) 1.10 城 咲良(1) 1.05
走高跳 中学生･岡谷東部中 平澤 恋菜(2) 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

09/30 中島さや香(2)4.21(+0.1) 江口 真尋(2) 4.21(+0.3) 髙野 夏来(2) 3.96(0.0) 宮坂 詩(2) 3.87(+0.2) 川嶋 成美(2) 3.83(+0.6) 長門 杏実(1) 3.75(+0.1) 成田 楓華(1) 3.42(+0.5) 宮坂優羽奈(1) 3.36(0.0)
走幅跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中

09/30 荒井 日菜(2) 9.05 林 優舞(1) 6.15
砲丸投(2.721kg) 中学生･岡谷南部 GR 中学生･岡谷東部中

09/30 女子小学1･2   0.0 北川 愛果(1) 11.42 鈴木 琉海(2) 11.46 髙木 菜緒(2) 11.53 日室 遥子(2) 11.57 石吾 彩花(1) 11.59 伊藤 純柊(2) 11.75 向山 緒美(1) 小学生･川岸小 11.82
60m 小学生･岡谷田中小 小学生･長地小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･長地小 小学生･長地小 金原 よし乃(1) 小学生･川岸小

09/30 遠藤 藍(2) 2,23.48 小口 凛愛(1) 2,24.29 吉水 麻紀(2) 2,32.75 荒井 葉南(1) 2,50.60
600m 小学生･岡谷田中小 小学生･小井川小 小学生･長地小 小学生･岡谷田中小

09/30 女子小学3･4  -0.5 小口 真歩(4) 16.59 荒井 眞里(4) 16.77 工藤 静乃(4) 16.78 関 心乃香(4) 16.83 吉水 優香(4) 16.96 花岡 美桜(4) 17.26 三澤 楓(4) 17.33
100m 小学生･長地小 小学生･岡谷田中小 小学生･神明小 小学生･川岸小 小学生･長地小 小学生･岡谷田中小 小学生･川岸小

09/30 細田 葉月(4) 3,09.80 荒井 美里(3) 3,11.20 金子 ゆりな(4) 3,18.47 柳澤 千春(4) 3,21.31 岩出 愛莉(3) 3,23.68 小松 美緒(4) 3,27.45 笠原 捺乃(3) 3,47.90 小島 あかり(3) 3,53.24
800m 小学生･神明小 小学生･岡谷田中小 小学生･長地小 小学生･岡谷田中小 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･神明小 小学生･長地小

09/30 長地小(A)    1,07.49 岡谷田中小(B)  1,08.34 長地小(B)  1,11.47 岡谷田中小(A)      1,11.63 岡谷田中小(C) 1,12.37 神明小(B) 1,13.47 小井川小      1,13.72 神明小(C)   1,15.58
4×100m 吉水 優香(4) 荒井 眞里(4) 小池 彩禾(4) 霜鳥 ゆずほ(3) 古畑 美桜(4) 細田 葉月(4) 高橋 那央(3) 林 莉子(4)

鈴木 美海(4) 益田 あおい(4) 清水 彩音(4) 丸山 花音(3) 松村 千和(4) 柳原 咲希(4) 国奥 莉子(3) 熊谷 藍(4)
山田 泉都(4) 花岡 美桜(4) 小松 美緒(4) 影山 玲奈(3) 草間 美来(4) 中原 慧(4) 黒木 楓花(3) 堀内 響(4)
小口 真歩(4) 柳澤 千春(4) 金子 ゆりな(4) 荒井 美里(3) 濵 雫音(4) 工藤 静乃(4) 飯島 梓音(3) 武村 紗弥香(4)

09/30 小澤 由愛(4) 2.98(0.0) 中原 慧(4) 2.67(0.0) 倉本 澪奈(4) 2.17(0.0)
走幅跳 小学生･長地小 小学生･神明小 小学生･岡谷田中小

09/30 女子小学5･6  -1.6 𨼲𨼲山 羽音(6) 15.17 藤森 悠実(6) 15.82 小松 志緒(6) 16.02 岡田 成美(6) 16.04 倉坪 佑衣(6) 16.05 永長 佳弥(5) 16.48 今井 詩乃(5) 16.52
100m 小学生･長地小 GR 小学生･上の原小 小学生･長地小 小学生･岡谷田中小 小学生･川岸小 小学生･長地小 小学生･上の原小

09/30 名和 夏乃子(6) 3,40.67 花岡 侑奈(6) 3,40.97 滝澤 愛佳(6) 3,41.47 小口 柚(6) 3,42.81 木下 加奈子(5) 3,51.88 増沢 結(6) 3,52.53 中嶋 春香(5) 3,55.02 遠藤 素羽(5) 3,56.42
1000m 小学生･岡谷田中小 小学生･上の原小 小学生･小井川小 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷田中小 小学生･長地小 小学生･神明小 小学生･岡谷田中小

09/30 岡谷田中小(C)     1,02.87 長地小(A)     1,03.39 長地小(B)   1,03.77 岡谷田中小(B) 1,04.87 岡谷田中小(D)   1,06.41 小井川小      1,06.07 神明小(A)       1,09.20 岡谷田中小(A)   1,10.56
4×100m 松村 千桜(6) GR 小松 志緒(6) 増沢 結(6) 神田 美羽(5) 花岡 澄珠(6) 真寿田 叶(5) 矢ヶ崎 桃菜(5) 山岸 蒼依(5)

名和 夏乃子(6) 千葉 琉莉(6) 御子柴 さくら(6) 小口 紗矢(5) 小口 柚(6) 高澤 菜月(5) 千代 彩乃(5) 木下 加奈子(5)
辰野 陽和(6) 石倉 ゆうび(6) ?山 羽音(6) 吉原 詩織(6) 杉浦 望(6) 小口 姫花(5) 小林 咲羽(5) 遠藤 素羽(5)
岡田 成美(6) 大脇 汐織(6) 前川 友莉愛(6) 小口 色葉(5) 新村 唯乃(6) 武居 言実(5) 高野 晴愛(5) 林 咲希(5)

09/30 千葉 琉莉(6) 3.45(+0.1) 中島希乃香(6)3.31(+0.1) 花岡 澄珠(6) 3.05(+0.2) 矢ヶ崎桃菜(5) 2.86(0.0) 吉原 詩織(6) 2.86(0.0) 今井 心愛(5) 2.57(0.0)
走幅跳 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･岡谷田中小 小学生･神明小 小学生･岡谷田中小 小学生･神明小



決勝 9月30日 11:10

大会新              10.86

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.6

 1 山田 娃和(2) 小学生     12.03  1 日室 遥子(2) 小学生     11.57 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾜ 長地小 ﾋﾑﾛ ﾖｳｺ 神明小

 2 田中 海羽(1) 小学生     12.20  2 石吾 彩花(1) 小学生     11.59 
ﾀﾅｶ ﾐｳ 岡谷田中小 ｲｼｺﾞ ｻﾔｶ 長地小

 3 南原 柚子(2) 小学生     12.56  3 金原 よし乃(1) 小学生     11.82 
ﾐﾅﾐﾊﾗ ﾕｽﾞ 神明小 ｶﾅﾊﾗ ﾖｼﾉ 川岸小

 4 名取 優寿希(1) 小学生     12.86  4 山田 柚葉(2) 小学生     12.32 
ﾅﾄﾘ ﾕｽﾞｷ 長地小 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 長地小

 5 増澤 未来(1) 小学生     13.64  5 宮坂 青葉(1) 小学生     12.39 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐｸ 神明小 ﾐﾔｻｶ ｱｵﾊﾞ 小井川小
八幡 里奈(2) 小学生  6 今井 心幸(1) 小学生     13.21 
ﾔﾜﾀ ﾘﾅ 小井川小 ｲﾏｲ ｺﾕｷ 神明小

[ 3組] 風速 -2.6 [ 4組] 風速 -2.0

 1 鈴木 琉海(2) 小学生     11.46  1 向山 緒美(1) 小学生     11.82 
ｽｽﾞｷ ﾙﾐ 長地小 ﾑｶｲﾔﾏ ﾂｸﾞﾐ 川岸小

 2 髙木 菜緒(2) 小学生     11.53  2 柴 茉里絵(2) 小学生     11.88 
ﾀｶｷﾞ ﾅｵ 神明小 ｼﾊﾞ ﾏﾘｴ 長地小

 3 伊藤 琉華(2) 小学生     12.10  3 高島 葵由俐(2) 小学生     12.53 
ｲﾄｳ ﾙｶ 川岸小 ﾀｶｼﾏ ﾏﾕﾘ 小井川小

 4 倉本 有希(2) 小学生     12.56  4 斉藤 和佐(1) 小学生     13.04 
ｸﾗﾓﾄ ﾕｷ 岡谷田中小 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｻ 神明小

 5 山田 小夏(2) 小学生     13.03  5 宮澤 はる菜(1) 小学生     13.20 
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾅﾂ 長地小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 神明小

 6 宮澤 直(1) 小学生     15.11  6 小口 果凛(1) 小学生     16.26 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｵ 小井川小 ｵｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 岡谷田中小

[ 5組] 風速 -0.1

 1 北川 愛果(1) 小学生     11.42 
ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ 岡谷田中小

 2 伊藤 純柊(2) 小学生     11.75 
ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾕ 長地小

 3 水谷 日香(2) 小学生     11.96 
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾆﾁｶ 神明小

 4 高田 美緒(2) 小学生     12.12 
ﾀｶﾀﾞ ﾐｵ 長地小

 5 竹下 結衣(1) 小学生     12.95 
ﾀｹｼﾀ ﾕｲ 小井川小

 6 五味　蕗(1) 小学生     13.16 
ｺﾞﾐ ﾌｷ 神明小

   1 北川 愛果(1) 小学生 岡谷田中小     11.42 (-0.1)   5   1
   2 鈴木 琉海(2) 小学生 長地小     11.46 (-2.6)   3   1
   3 髙木 菜緒(2) 小学生 神明小     11.53 (-2.6)   3   2
   4 日室 遥子(2) 小学生 神明小     11.57 (-0.6)   2   1
   5 石吾 彩花(1) 小学生 長地小     11.59 (-0.6)   2   2
   6 伊藤 純柊(2) 小学生 長地小     11.75 (-0.1)   5   2
   7 向山 緒美(1) 小学生 川岸小     11.82 (-2.0)   4   1
   7 金原 よし乃(1) 小学生 川岸小     11.82 (-0.6)   2   3
   9 柴 茉里絵(2) 小学生 長地小     11.88 (-2.0)   4   2
  10 水谷 日香(2) 小学生 神明小     11.96 (-0.1)   5   3
  11 山田 娃和(2) 小学生 長地小     12.03 (0.0)   1   1
  12 伊藤 琉華(2) 小学生 川岸小     12.10 (-2.6)   3   3
  13 高田 美緒(2) 小学生 長地小     12.12 (-0.1)   5   4
  14 田中 海羽(1) 小学生 岡谷田中小     12.20 (0.0)   1   2
  15 山田 柚葉(2) 小学生 長地小     12.32 (-0.6)   2   4
  16 宮坂 青葉(1) 小学生 小井川小     12.39 (-0.6)   2   5
  17 高島 葵由俐(2) 小学生 小井川小     12.53 (-2.0)   4   3
  18 南原 柚子(2) 小学生 神明小     12.56 (0.0)   1   3
  18 倉本 有希(2) 小学生 岡谷田中小     12.56 (-2.6)   3   4
  20 名取 優寿希(1) 小学生 長地小     12.86 (0.0)   1   4
  21 竹下 結衣(1) 小学生 小井川小     12.95 (-0.1)   5   5
  22 山田 小夏(2) 小学生 長地小     13.03 (-2.6)   3   5
  23 斉藤 和佐(1) 小学生 神明小     13.04 (-2.0)   4   4
  24 五味　蕗(1) 小学生 神明小     13.16 (-0.1)   5   6
  25 宮澤 はる菜(1) 小学生 神明小     13.20 (-2.0)   4   5
  26 今井 心幸(1) 小学生 神明小     13.21 (-0.6)   2   6
  27 増澤 未来(1) 小学生 神明小     13.64 (0.0)   1   5
  28 宮澤 直(1) 小学生 小井川小     15.11 (-2.6)   3   6
  29 小口 果凛(1) 小学生 岡谷田中小     16.26 (-2.0)   4   6

女子小学1･2年

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ 氏  名 所属名 記録／備考
3   269 5   135

No. 氏  名 所属名記録／備考 順 ﾚｰﾝ

4    16 6   250

No.

6   137 3   214

7   232 4   266

2   148 2    90

5    66 7   177
欠場

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
2   227 7   213

4   119 3   265

3   223 4    87

5    24 2   156

6   268 6   188

7    89 5    39

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3     9

6   288

2   159

4   272

5    69

7   183

女子小学1･2年

60m                 
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
    9
  227
  119
  135
  250
  288
  213
  214
  265
  159
  269
  223
  272
   16
  266
   90
   87
  137
   24
  232
   69
  268

   39

  156
  183
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  177
  148
   89



予選 9月30日  9:30
決勝 9月30日 12:15

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -1.0

 1 工藤 静乃(4) 小学生     16.88 q  1 荒井 眞里(4) 小学生     16.91 q
ｸﾄﾞｳ ｼｽﾞﾉ 神明小 ｱﾗｲ ﾏﾘｰ 岡谷田中小

 2 花岡 美桜(4) 小学生     17.09 q  2 三澤 楓(4) 小学生     17.35 q
ﾊﾅｵｶ ﾐｵ 岡谷田中小 ﾐｻﾜ ｶｴﾃﾞ 川岸小

 3 鈴木 美海(4) 小学生     17.56  3 今井 さくら(4) 小学生     17.94 
ｽｽﾞｷ ﾐｳ 長地小 ｲﾏｲ ｻｸﾗ 上の原小

 4 丸山 花音(3) 小学生     17.89  4 山田 泉都(4) 小学生     17.96 
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉﾝ 岡谷田中小 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂ 長地小

 5 小野 笑加(3) 小学生     18.39  5 濵 雫音(4) 小学生     18.95 
ｵﾉ ｴﾐｶ 上の原小 ﾊﾏ ｼｽﾞﾈ 岡谷田中小

 6 黒木 楓花(3) 小学生     18.97  6 滝 彩愛(4) 小学生     20.08 
ｸﾛｷ ﾌｳｶ 小井川小 ﾀｷ ｱﾔﾅ 小井川小

 7 岸本 侑良(3) 小学生     19.00  7 早出 なな(3) 小学生     20.58 
ｷｼﾓﾄ ﾕﾗ 川岸小 ｿｳﾃﾞ ﾅﾅ 神明小

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速  0.0

 1 小口 真歩(4) 小学生     16.77 q  1 関 心乃香(4) 小学生     16.59 q
ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 長地小 ｾｷ ｺﾉｶ 川岸小

 2 霜鳥 ゆずほ(3) 小学生     17.81  2 飯島 梓音(3) 小学生     17.63 
ｼﾓﾄﾘ ﾕｽﾞﾎ 岡谷田中小 ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 小井川小

 3 伊藤 陽香(4) 小学生     18.12  3 林 莉子(4) 小学生     18.21 
ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 小井川小 ﾊﾔｼ ﾘｺ 神明小

 4 斉藤 千咲希(3) 小学生     19.63  4 梅沢 陽菜(3) 小学生     18.75 
ｻｲﾄｳ ﾁｻｷ 神明小 ｳﾒｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 長地小

 5 矢澤 風柚(4) 小学生     19.95  5 田村 琴海(3) 小学生     19.35 
ﾔｻﾞﾜ ﾌﾕ 上の原小 ﾀﾑﾗ ｺﾄﾐ 上の原小

 6 浅香 美有(4) 小学生     20.00  6 鮎沢 穂花(4) 小学生     19.97 
ｱｻｶ ﾐﾕ 岡谷田中小 ｱﾕｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 岡谷田中小

 7 熊谷 藍(4) 小学生     20.87  7 影山 玲奈(3) 小学生     20.45 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｲ 神明小 ｶｹﾞﾔﾏ ﾚｲﾅ 岡谷田中小

[ 5組] 風速 -0.4

 1 吉水 優香(4) 小学生     17.05 q
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 長地小

 2 小松 あや(3) 小学生     17.58 
ｺﾏﾂ ｱﾔ 神明小

 3 国奥 莉子(3) 小学生     18.11 
ｸﾆｵｸ ﾘｺ 小井川小

 4 藤森 有澄(4) 小学生     18.13 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾘｽ 上の原小

 5 益田 あおい(4) 小学生     18.44 
ﾏｽﾀ ﾞｱｵｲ 岡谷田中小

 6 笠原 紅葉(4) 小学生     19.64 
ｶｻﾊﾗ ｸﾚﾊ 小井川小

風速 -0.5

 1 小口 真歩(4) 小学生     16.59 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 長地小

 2 荒井 眞里(4) 小学生     16.77 
ｱﾗｲ ﾏﾘｰ 岡谷田中小

 3 工藤 静乃(4) 小学生     16.78 
ｸﾄﾞｳ ｼｽﾞﾉ 神明小

 4 関 心乃香(4) 小学生     16.83 
ｾｷ ｺﾉｶ 川岸小

 5 吉水 優香(4) 小学生     16.96 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 長地小

 6 花岡 美桜(4) 小学生     17.26 
ﾊﾅｵｶ ﾐｵ 岡谷田中小

 7 三澤 楓(4) 小学生     17.33 
ﾐｻﾜ ｶｴﾃﾞ 川岸小

  2121

6   278

7    52

4   182

3   219

記録／備考
2   261

5    42

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4    59

5    94

3    84

2   100

6   278

7   170

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   185 5    60

4    25 3    62

2    99 4   103

3   157 2   234

5    98 7   121

6    21 1    65

1   261 6   219
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   215 4   152

4    83 6    71

5   108 1     1

3    50 2   267

6   228 7   114

1    52 5   212

記録／備考
2   182 3    42

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子小学3･4年

100m                

予選 通過基準  5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



予選 9月30日  9:50
決勝 9月30日 12:20

大会新              15.53

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -0.2

 1 𨼲𨼲山 羽音(6) 小学生     15.31 q  1 藤森 悠実(6) 小学生     15.50 q
ｶｹﾞﾔﾏ ﾊｵﾄ 長地小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾐ 上の原小

 2 岡田 成美(6) 小学生     15.99 q  2 小松 志緒(6) 小学生     16.12 q
ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ 岡谷田中小 ｺﾏﾂ ｼｵ 長地小

 3 今井 詩乃(5) 小学生     16.41 q  3 増澤 はづき(6) 小学生     16.85 
ｲﾏｲ ｳﾀﾉ 上の原小 ﾏｽｻﾞﾜ ﾊﾂﾞｷ 小井川小

 4 神田 美羽(5) 小学生     16.73  4 加納 環(6) 小学生     17.08 
ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ 岡谷田中小 ｶﾉｳ ﾀﾏｷ 川岸小

 5 高澤 菜月(5) 小学生     17.29  5 高野 晴愛(5) 小学生     17.42 
ﾀｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 小井川小 ﾀｶﾉ ﾊﾙ 神明小

 6 小林 咲羽(5) 小学生     19.08 宮坂 美穂(5) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾜ 神明小 ﾐﾔｻｶ ﾐﾎ 岡谷田中小

[ 3組] 風速 -1.7 [ 4組] 風速 -1.0

 1 倉坪 佑衣(6) 小学生     16.27 q  1 永長 佳弥(5) 小学生     16.40 q
ｸﾗﾂﾎﾞ ﾕｲ 川岸小 ﾅｶﾞｵｻ ｶﾔ 長地小

 2 小口 紗矢(5) 小学生     16.65  2 小口 色葉(5) 小学生     16.44 
ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 岡谷田中小 ｵｸﾞﾁ ｲﾛﾊ 岡谷田中小

 3 前川 友莉愛(6) 小学生     16.75  3 島津 愛美(6) 小学生     16.45 
ﾏｴｶﾜ ﾕﾘｱ 長地小 ｼﾏﾂﾞ ｱｲﾐ 小井川小

 4 守屋 七海(5) 小学生     17.56  4 今井 結希乃(6) 小学生     16.56 
ﾓﾘﾔ ﾅﾅﾐ 長地小 ｲﾏｲ ﾕｷﾉ 上の原小
千代 彩乃(5) 小学生  5 岸本 珠吏(5) 小学生     18.79 
ｾﾝﾀﾞｲ ｱﾔﾉ 神明小 ｷｼﾓﾄ ｼｭﾘ 川岸小

風速 -1.6

 1 𨼲𨼲山 羽音(6) 小学生     15.17 
ｶｹﾞﾔﾏ ﾊｵﾄ 長地小

 2 藤森 悠実(6) 小学生     15.82 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾐ 上の原小

 3 小松 志緒(6) 小学生     16.02 
ｺﾏﾂ ｼｵ 長地小

 4 岡田 成美(6) 小学生     16.04 
ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ 岡谷田中小

 5 倉坪 佑衣(6) 小学生     16.05 
ｸﾗﾂﾎﾞ ﾕｲ 川岸小

 6 永長 佳弥(5) 小学生     16.48 
ﾅｶﾞｵｻ ｶﾔ 長地小

 7 今井 詩乃(5) 小学生     16.52 
ｲﾏｲ ｳﾀﾉ 上の原小

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者通過基準  4組  0着 + 7予選

100m                
女子小学5･6年

ﾚｰﾝ順

決勝
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1   224
大会新
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大会新

4

氏  名 所属名 記録／備考
3   224 7   101

No. 氏  名

大会新
6    55 4   260

  112 2    72
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7   166 5    48
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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
5   204 5   287

2    38 4    37

4   245 6    67

6   264 2   113

記録／備考

3   155 3   217

所属名氏  名No.



予選 9月30日  9:00
決勝 9月30日 12:35

大会新              13.10

[ 1組] 風速 -1.9 [ 2組] 風速 -0.9

 1 関 唯々香(1) 中学生     15.01 q  1 平澤 恋菜(2) 中学生     15.17 q
ｾｷ ﾕﾕｶ 岡谷西部中 ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ 岡谷東部中

 2 中島 さや香(2) 中学生     15.66  2 本橋 奈央子(2) 中学生     15.20 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 岡谷東部中 ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷南部中

 3 小口 杏菜(2) 中学生     15.75  3 宮坂 詩(2) 中学生     15.50 
ｵｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 岡谷東部中 ﾐﾔｻｶ ｳﾀ 岡谷東部中

 4 長門 杏実(1) 中学生     16.08  4 笠原 江梨(2) 中学生     15.88 
ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ 岡谷東部中 ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 岡谷東部中

 5 小出 益実(1) 中学生     17.25  5 宮内 胡都(1) 中学生     15.89 
ｺｲﾃﾞ ﾏｽﾐ 岡谷東部中 ﾐﾔｳﾁ ｺﾄ 岡谷西部中

 6 成田 楓華(1) 中学生     17.30  6 島谷 桃葉(1) 中学生     16.76 
ﾅﾘﾀ ﾌｳｶ 岡谷南部中 ｼﾏﾔ ﾓﾓﾊ 岡谷東部中
小口 美来(1) 中学生 下島 莉紗子(1) 中学生
ｵｸﾞﾁ ﾐｸ 岡谷南部中 ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻｺ 岡谷南部中

[ 3組] 風速 -0.9 [ 4組] 風速 -1.0

 1 石吾 桃香(2) 中学生     14.78 q  1 江口 真尋(2) 中学生     14.77 q
ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ 岡谷東部中 ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中

 2 林 杏珠(1) 中学生     15.42 q  2 春日 莉緒(1) 中学生     14.93 q
ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 岡谷北部 ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部中

 3 宮坂 優那(1) 中学生     15.54  3 川嶋 成美(2) 中学生     16.17 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中 ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ 岡谷東部中

 4 三枝 杏(2) 中学生     15.62  4 林 優舞(1) 中学生     16.33 
ｻｴｸﾞｻ ｷｮｳ 岡谷東部中 ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部中

 5 城 咲良(1) 中学生     16.05  5 加納 樹(2) 中学生     16.34 
ｼﾞｮｳ ｻｸﾗ 岡谷東部中 ｶﾉｳ ｲﾂｷ 岡谷西部中

 6 脇坂 有梨那(2) 中学生     16.48 橋詰 瑠菜(2) 中学生
ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 岡谷西部中 ﾊｼｽﾞﾒ ﾙﾅ 岡谷南部中
沖津 美咲(1) 中学生
ｵｷﾂ ﾐｻｷ 岡谷南部中

風速 -0.7

 1 江口 真尋(2) 中学生     14.62 
ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中

 2 関 唯々香(1) 中学生     14.63 
ｾｷ ﾕﾕｶ 岡谷西部中

 3 春日 莉緒(1) 中学生     14.89 
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部中

 4 石吾 桃香(2) 中学生     14.93 
ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ 岡谷東部中

 5 平澤 恋菜(2) 中学生     15.06 
ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ 岡谷東部中

 6 林 杏珠(1) 中学生     15.11 
ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 岡谷北部

 7 本橋 奈央子(2) 中学生     15.12 
ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷南部中

6   346

7   316

1   356

5   332

2   322

3   338

4   311

4   354
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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7   325 6   312
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2   349 4   353
欠場 欠場

6   348 1   317
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7   318 3   344
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5   319 2   346

4   311 5   316
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

中学女子

100m

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



決勝 9月30日 10:45

中学新              28.88

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -1.3

 1 春日 莉緒(1) 中学生     30.97  1 小口 紗弥(2) 中学生     30.41 
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部中 ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 岡谷東部中

 2 本橋 奈央子(2) 中学生     31.20  2 宮坂 優那(1) 中学生     31.68 
ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷南部中 ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中

 3 河口 みずき(1) 中学生     34.07  3 佐藤 希美(2) 中学生     31.83 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 岡谷北部 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 岡谷南部中

 4 古木 優羽(1) 中学生     37.16 上島 奈華(1) 中学生
ﾌﾙｷ ﾕｳ 岡谷東部中 ｶﾐｼﾞﾏ ﾅﾅｶ 岡谷東部中

   1 小口 紗弥(2) 中学生 岡谷東部中     30.41 (-1.3)   2   1
   2 春日 莉緒(1) 中学生 岡谷東部中     30.97 (-1.8)   1   1
   3 本橋 奈央子(2) 中学生 岡谷南部中     31.20 (-1.8)   1   2
   4 宮坂 優那(1) 中学生 岡谷東部中     31.68 (-1.3)   2   2
   5 佐藤 希美(2) 中学生 岡谷南部中     31.83 (-1.3)   2   3
   6 河口 みずき(1) 中学生 岡谷北部     34.07 (-1.8)   1   3
   7 古木 優羽(1) 中学生 岡谷東部中     37.16 (-1.8)   1   4

中学女子

200m

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
5   332 4   330

3

6   346 6   340

備考

4   361 5   350

  339 3   326

都道府県
  330
  332
  346

欠場

中学女子

200m
タイムレース

順位 所属名 順位

  340
  350
  361
  339

記録（風） 組No. 氏  名



決勝 9月30日 10:55

大会新              71.08

 1 髙野 夏来(2) 中学生   1,09.69 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 岡谷南部中

 2 中島 優香(1) 中学生   1,10.59 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 岡谷西部中

中学女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   345

4   304



決勝 9月30日 11:50

大会新                   

 1 遠藤 藍(2) 小学生   2,23.48 
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲ 岡谷田中小

 2 小口 凛愛(1) 小学生   2,24.29 
ｵｸﾞﾁ ﾘﾝﾅ 小井川小

 3 吉水 麻紀(2) 小学生   2,32.75 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾏｷ 長地小

 4 荒井 葉南(1) 小学生   2,50.60 
ｱﾗｲ ﾊﾅ 岡谷田中小

3   279

4    43

2    56

1    78

女子小学1･2年

600m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月30日 12:45

 1 細田 葉月(4) 小学生   3,09.80 
ﾎｿﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 神明小

 2 荒井 美里(3) 小学生   3,11.20 
ｱﾗｲ ﾐﾘ 岡谷田中小

 3 金子 ゆりな(4) 小学生   3,18.47 
ｶﾈｺ ﾕﾘﾅ 長地小

 4 柳澤 千春(4) 小学生   3,21.31 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾊﾙ 岡谷田中小

 5 岩出 愛莉(3) 小学生   3,23.68 
ｲﾜﾃﾞ ｱｲﾘ 長地小

 6 小松 美緒(4) 小学生   3,27.45 
ｺﾏﾂ ﾐｵ 長地小

 7 笠原 捺乃(3) 小学生   3,47.90 
ｶｻﾊﾗ ﾅﾂﾉ 神明小

 8 小島 あかり(3) 小学生   3,53.24 
ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ 長地小

3   193

8   256

4   280

6   259

2   276

1     5

7   173

5    44

女子小学3･4年

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月30日 13:05

大会新                   

 1 名和 夏乃子(6) 小学生   3,40.67 
ﾅﾜ ｶﾉｺ 岡谷田中小

 2 花岡 侑奈(6) 小学生   3,40.97 
ﾊﾅｵｶ ﾕｳﾅ 上の原小

 3 滝澤 愛佳(6) 小学生   3,41.47 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 小井川小

 4 小口 柚(6) 小学生   3,42.81 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳ 岡谷田中小

 5 木下 加奈子(5) 小学生   3,51.88 
ｷﾉｼﾀ ｶﾅｺ 岡谷田中小

 6 増沢 結(6) 小学生   3,52.53 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ 長地小

 7 中嶋 春香(5) 小学生   3,55.02 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 神明小

 8 遠藤 素羽(5) 小学生   3,56.42 
ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳ 岡谷田中小

 9 石倉 ゆうび(6) 小学生   4,00.03 
ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ 長地小

10 武居 言実(5) 小学生   4,04.76 
ﾀｹｲ ｺﾄﾐ 小井川小

11 岡本 千織(6) 小学生   4,15.74 
ｵｶﾓﾄ ﾁｵﾘ 長地小

12 林 海音(6) 小学生   4,23.75 
ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ 長地小

13 田中 小羽(5) 小学生   5,08.43 
ﾀﾅｶ ｺﾊﾈ 上の原小
杉浦 望(6) 小学生
ｽｷﾞｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 岡谷田中小

2   102

4    28
欠場

5   285

3   230

13   248

7    64

9   141

10    57

6     6

11   244

1    70

12    35

8     7

14   117

女子小学5･6年

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月30日 13:35

大会新            5,24.22

 1 小口 紗弥(2) 中学生   5,22.39 
ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 岡谷東部中

 2 佐藤 希美(2) 中学生   5,35.06 
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 岡谷南部中
坂戸 愛佳(1) 中学生
ｻｶﾄ ｱｲｶ 岡谷東部中

3   336
欠場

1   330

2   350

中学女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月30日 14:00

大会新        

[ 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   6 長地小(A)   278 吉水 優香(4)    1,07.49  1   6 長地小(B)   257 小池 彩禾(4)    1,11.47 

ｵｻﾁｼｮｳA ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ ｵｻﾁｼｮｳB ｺｲｹ ｱﾔｶ
  228 鈴木 美海(4)   251 清水 彩音(4)

ｽｽﾞｷ ﾐｳ ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾈ
  267 山田 泉都(4)   259 小松 美緒(4)

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂ ｺﾏﾂ ﾐｵ
  261 小口 真歩(4)   276 金子 ゆりな(4)

ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ ｶﾈｺ ﾕﾘﾅ
 2   6 岡谷田中小(B)    42 荒井 眞里(4)    1,08.34  2   5 岡谷田中小(A)    21 霜鳥 ゆずほ(3)    1,11.63 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳB ｱﾗｲ ﾏﾘｰ ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳA ｼﾓﾄﾘ ﾕｽﾞﾎ
   59 益田 あおい(4)    50 丸山 花音(3)

ﾏｽﾀ ﾞｱｵｲ ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉﾝ
   52 花岡 美桜(4)    60 影山 玲奈(3)

ﾊﾅｵｶ ﾐｵ ｶｹﾞﾔﾏ ﾚｲﾅ
    5 柳澤 千春(4)    44 荒井 美里(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾊﾙ ｱﾗｲ ﾐﾘ
 3   4 小井川小    88 高橋 那央(3)    1,13.72  3   3 岡谷田中小(C)    46 古畑 美桜(4)    1,12.37 

ｵｲｶﾜ ﾀｶﾊｼ ﾅｵ ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳC ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵ
   84 国奥 莉子(3)    32 松村 千和(4)

ｸﾆｵｸ ﾘｺ ﾏﾂﾑﾗ ﾁﾅ
   83 黒木 楓花(3)    22 草間 美来(4)

ｸﾛｷ ﾌｳｶ ｸｻﾏ ﾐｸ
   65 飯島 梓音(3)     1 濵 雫音(4)

ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ ﾊﾏ ｼｽﾞﾈ
 4   3 神明小(C)   121 林 莉子(4)    1,15.58  4   4 神明小(B)   173 細田 葉月(4)    1,13.47 

ｼﾝﾒｲｼｮｳC ﾊﾔｼ ﾘｺ ｼﾝﾒｲｼｮｳB ﾎｿﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ
  185 熊谷 藍(4)   123 柳原 咲希(4)

ｸﾏｶﾞｲ ｱｲ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｻｷ
  127 堀内 響(4)   143 中原 慧(4)

ﾎﾘｳﾁ ﾋﾋﾞｷ ﾅｶﾊﾗ ｹｲ
  131 武村 紗弥香(4)   182 工藤 静乃(4)

ﾀｹﾑﾗ ｻﾔｶ ｸﾄﾞｳ ｼｽﾞﾉ
 5   5 神明小(A)   193 笠原 捺乃(3)    1,18.25 

ｼﾝﾒｲｼｮｳA ｶｻﾊﾗ ﾅﾂﾉ
  157 斉藤 千咲希(3)

ｻｲﾄｳ ﾁｻｷ
  165 小林 心玲(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ
  170 小松 あや(3)

ｺﾏﾂ ｱﾔ

   1 長地小(A)    1,07.49 吉水 優香(4) 鈴木 美海(4) 山田 泉都(4) 小口 真歩(4)   1   1
   2 岡谷田中小(B)    1,08.34 荒井 眞里(4) 益田 あおい(4) 花岡 美桜(4) 柳澤 千春(4)   1   2
   3 長地小(B)    1,11.47 小池 彩禾(4) 清水 彩音(4) 小松 美緒(4) 金子 ゆりな(4)   2   1
   4 岡谷田中小(A)    1,11.63 霜鳥 ゆずほ(3) 丸山 花音(3) 影山 玲奈(3) 荒井 美里(3)   2   2
   5 岡谷田中小(C)    1,12.37 古畑 美桜(4) 松村 千和(4) 草間 美来(4) 濵 雫音(4)   2   3
   6 神明小(B)    1,13.47 細田 葉月(4) 柳原 咲希(4) 中原 慧(4) 工藤 静乃(4)   2   4
   7 小井川小    1,13.72 高橋 那央(3) 国奥 莉子(3) 黒木 楓花(3) 飯島 梓音(3)   1   3
   8 神明小(C)    1,15.58 林 莉子(4) 熊谷 藍(4) 堀内 響(4) 武村 紗弥香(4)   1   4
   9 神明小(A)    1,18.25 笠原 捺乃(3) 斉藤 千咲希(3) 小林 心玲(3) 小松 あや(3)   1   5

女子小学3･4年

4×100m

決勝

女子小学3･4年

4×100m

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3



決勝 9月30日 14:10

大会新  　1,03.18      

[ 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   6 岡谷田中小(C)    33 松村 千桜(6)    1,02.87  1   4 長地小(B)   244 増沢 結(6)    1,03.77 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳC ﾏﾂﾑﾗ ﾁｻ 　大会新 ｵｻﾁｼｮｳB ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ
    7 名和 夏乃子(6)   274 御子柴 さくら(6)

ﾅﾜ ｶﾉｺ ﾐｺｼﾊﾞ ｻｸﾗ
   18 辰野 陽和(6)   224 𨼲𨼲山 羽音(6)

ﾀﾂﾉ ﾋﾖﾘ ｶｹﾞﾔﾏ ﾊｵﾄ
   55 岡田 成美(6)   245 前川 友莉愛(6)

ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ ﾏｴｶﾜ ﾕﾘｱ
 2   3 長地小(A)   260 小松 志緒(6)    1,03.39  2   5 岡谷田中小(B)    29 神田 美羽(5)    1,04.87 

ｵｻﾁｼｮｳA ｺﾏﾂ ｼｵ ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳB ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ
  246 千葉 琉莉(6)    38 小口 紗矢(5)

ﾁﾊﾞ ﾙﾘ ｵｸﾞﾁ ｻﾔ
  248 石倉 ゆうび(6)    49 吉原 詩織(6)

ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ ﾖｼﾊﾗ ｼｵﾘ
  243 大脇 汐織(6)    37 小口 色葉(5)

ｵｵﾜｷ ｼｵﾘ ｵｸﾞﾁ ｲﾛﾊ
 3   4 岡谷田中小(D)    53 花岡 澄珠(6)    1,06.41  3   6 神明小(A)   124 矢ヶ崎 桃菜(5)    1,09.20 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳD ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ ｼﾝﾒｲｼｮｳA ﾔｶﾞｻｷ ﾓﾓﾅ
   35 小口 柚(6)   155 千代 彩乃(5)

ｵｸﾞﾁ ﾕｳ ｾﾝﾀﾞｲ ｱﾔﾉ
   28 杉浦 望(6)   166 小林 咲羽(5)

ｽｷﾞｳﾗ ﾉｿﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾜ
   31 新村 唯乃(6)   181 高野 晴愛(5)

ﾆｲﾑﾗ ﾕｲﾉ ﾀｶﾉ ﾊﾙ
 4   5 小井川小    76 真寿田 叶(5)    1,07.07  4   3 岡谷田中小(A)    40 山岸 蒼依(5)    1,10.56 

ｵｲｶﾜ ﾏｽﾀﾞ ｶﾅｴ ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳA ﾔﾏｷﾞｼ ｱｵｲ
   85 高澤 菜月(5)     6 木下 加奈子(5)

ﾀｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ ｷﾉｼﾀ ｶﾅｺ
   79 小口 姫花(5)    57 遠藤 素羽(5)

ｵｸﾞﾁ ﾋﾒｶ ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳ
   64 武居 言実(5)     3 林 咲希(5)

ﾀｹｲ ｺﾄﾐ ﾊﾔｼ ｻｷ

   1 岡谷田中小(C)   1,02.87 大会新 松村 千桜(6) 名和 夏乃子(6) 辰野 陽和(6) 岡田 成美(6)   1   1
   2 長地小(A)   1,03.39 小松 志緒(6) 千葉 琉莉(6) 石倉 ゆうび(6) 大脇 汐織(6)   1   2
   3 長地小(B)   1,03.77 増沢 結(6) 御子柴 さくら( 𨼲𨼲山 羽音(6) 前川 友莉愛(6)   2   1
   4 岡谷田中小(B)   1,04.87 神田 美羽(5) 小口 紗矢(5) 吉原 詩織(6) 小口 色葉(5)   2   2
   5 岡谷田中小(D)   1,06.41 花岡 澄珠(6) 小口 柚(6) 杉浦 望(6) 新村 唯乃(6)   1   3
   6 小井川小   1,07.07 真寿田 叶(5) 高澤 菜月(5) 小口 姫花(5) 武居 言実(5)   1   4
   7 神明小(A)   1,09.20 矢ヶ崎 桃菜(5) 千代 彩乃(5) 小林 咲羽(5) 高野 晴愛(5)   2   3
   8 岡谷田中小(A)   1,10.56 山岸 蒼依(5) 木下 加奈子(5) 遠藤 素羽(5) 林 咲希(5)   2   4

女子小学5･6年

4×100m

決勝

順位

女子小学5･6年

4×100m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 9月30日 14:35

大会新        

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 岡谷東部中(A)   322 石吾 桃香(2)     56.89 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ
  330 小口 紗弥(2)

ｵｸﾞﾁ ｻﾔ
  319 中島 さや香(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ
  338 江口 真尋(2)

ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ
 2   4 岡谷東部中(B)   340 宮坂 優那(1)     59.53 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ
  315 林 優舞(1)

ﾊﾔｼ ﾕﾏ
  318 長門 杏実(1)

ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ
  332 春日 莉緒(1)

ｶｽｶﾞ ﾘｵ
 3   5 岡谷南部中(A)   351 荒井 日菜(2)     59.70 

ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞﾁｭｳA ｱﾗｲ ﾋﾟﾅ
  345 髙野 夏来(2)

ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ
  350 佐藤 希美(2)

ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ
  346 本橋 奈央子(2)

ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ
 4   2 岡谷西部中   301 脇坂 有梨那(2)    1,00.47 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞ ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ
  303 内川 穂乃佳(1)

ｳﾁｶﾜ ﾎﾉｶ
  308 宮内 胡都(1)

ﾐﾔｳﾁ ｺﾄ
  311 関 唯々香(1)

ｾｷ ﾕﾕｶ
  3 岡谷南部中(B)

ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞﾁｭｳB 欠場

中学女子

4×100m

決勝



決勝 9月30日 10:30

大会新               1.45

笠原 江梨(2) 中学生
ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 岡谷東部中
石吾 桃香(2) 中学生
ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ 岡谷東部中
平澤 恋菜(2) 中学生
ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ 岡谷東部中
上島 奈華(1) 中学生
ｶﾐｼﾞﾏ ﾅﾅｶ 岡谷東部中
三枝 杏(2) 中学生
ｻｴｸﾞｻ ｷｮｳ 岡谷東部中
宮坂 優羽奈(1) 中学生
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中
小口 杏菜(2) 中学生
ｵｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 岡谷東部中
城 咲良(1) 中学生
ｼﾞｮｳ ｻｸﾗ 岡谷東部中
坂戸 愛佳(1) 中学生
ｻｶﾄ ｱｲｶ 岡谷東部中
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1 9   344

O O O

1m10 1m15 1m20 1m25 1m28

中学女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 10m00 1m05



決勝 9月30日  9:30

小澤 由愛(4) 小学生   2.95   2.93   2.98    2.98 
ｵｻﾞﾜ ﾕｱ 長地小    0.0    0.0    0.0     0.0
中原 慧(4) 小学生   2.67   2.64    X    2.67 
ﾅｶﾊﾗ ｹｲ 神明小    0.0    0.0     0.0
倉本 澪奈(4) 小学生   2.17    X   2.11    2.17 
ｸﾗﾓﾄ ﾚﾅ 岡谷田中小    0.0   +0.1     0.0

決勝 9月30日  9:30

大会新        

千葉 琉莉(6) 小学生   2.76    X   3.45    3.45 
ﾁﾊﾞ ﾙﾘ 長地小   +0.2   +0.1    +0.1
中島 希乃香(6) 小学生   3.20   3.21   3.31    3.31 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾉｶ 長地小   +0.1   +0.1   +0.1    +0.1
花岡 澄珠(6) 小学生    X    X   3.05    3.05 
ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ 岡谷田中小   +0.2    +0.2
矢ヶ崎 桃菜(5) 小学生   2.83   2.86    X    2.86 
ﾔｶﾞｻｷ ﾓﾓﾅ 神明小   +0.4    0.0     0.0
吉原 詩織(6) 小学生    X   2.86   2.82    2.86 
ﾖｼﾊﾗ ｼｵﾘ 岡谷田中小    0.0   +0.1     0.0
今井 心愛(5) 小学生   2.57    X    X    2.57 
ｲﾏｲ ｺｺｱ 神明小    0.0     0.0

決勝 9月30日 10:30

大会新               4.76

中島 さや香(2) 中学生   4.12   4.00   4.07   4.21   3.93   4.09    4.21 
ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 岡谷東部中   +0.3    0.0    0.0   +0.1   +0.1   +0.2    +0.1
江口 真尋(2) 中学生   3.90    X   4.00   4.05   4.01   4.21    4.21 
ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中   +0.2    0.0   +0.2   +0.3   +0.3    +0.3
髙野 夏来(2) 中学生   3.72    X    X   3.96   3.85   3.75    3.96 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 岡谷南部中    0.0    0.0   +0.3    0.0     0.0
宮坂 詩(2) 中学生   3.85   3.74   3.72   3.87    X   3.82    3.87 
ﾐﾔｻｶ ｳﾀ 岡谷東部中    0.0   +0.2   +0.2   +0.2   +0.2    0.0    +0.2
川嶋 成美(2) 中学生   3.15   3.77   3.78    X    X   3.83    3.83 
ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ 岡谷東部中    0.0   +0.4   +0.1   +0.6    +0.6
長門 杏実(1) 中学生   3.42   3.69   3.55   3.65   3.75   3.40    3.75 
ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ 岡谷東部中   +0.2    0.0    0.0    0.0   +0.1    0.0    +0.1
成田 楓華(1) 中学生   3.42   3.33   3.01   3.36    X   3.27    3.42 
ﾅﾘﾀ ﾌｳｶ 岡谷南部中   +0.5   +0.2   +0.2    0.0    0.0    +0.5
宮坂 優羽奈(1) 中学生   3.26   3.36   3.33   2.91   2.78   3.04    3.36 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中    0.0    0.0    0.0    0.0   +0.1    0.0     0.0
島谷 桃葉(1) 中学生   3.20    X   3.20    3.20 
ｼﾏﾔ ﾓﾓﾊ 岡谷東部中    0.0   +0.1     0.0
内川 穂乃佳(1) 中学生   3.14   3.15   3.18    3.18 
ｳﾁｶﾜ ﾎﾉｶ 岡谷西部中   +0.1   +0.7     0.0     0.0
古木 優羽(1) 中学生   2.75   2.91   2.95    2.95 
ﾌﾙｷ ﾕｳ 岡谷東部中   +0.3   +0.2   +0.2    +0.2
小出 益実(1) 中学生    X    X    X 記録なし
ｺｲﾃﾞ ﾏｽﾐ 岡谷東部中
小口 美来(1) 中学生 欠場
ｵｸﾞﾁ ﾐｸ 岡谷南部中
沖津 美咲(1) 中学生 欠場
ｵｷﾂ ﾐｻｷ 岡谷南部中
下島 莉紗子(1) 中学生 欠場
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻｺ 岡谷南部中
橋詰 瑠菜(2) 中学生 欠場
ﾊｼｽﾞﾒ ﾙﾅ 岡谷南部中
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決勝 9月30日 13:00

大会新  ８ｍ３７

荒井 日菜(2) 中学生 大会新
ｱﾗｲ ﾋﾟﾅ 岡谷南部中
林 優舞(1) 中学生
ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部中

決勝 9月30日 13:00

大会新        

櫻本 奈々(1) 高校生
ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ 岡谷工高
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