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■グラウンドコンディション 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 

 8:30 曇り 南南西 2.8 22.0 50 

 9:00 晴 南西 2.2 23.0 44 
10:00 曇り 南南西 2.3 21.0 57 
11:00 曇り 南南西 2.8 20.5 56 
12:00 曇り 南西 2.5 22.5 66 
13:00 曇り 西 3.1 22.0 54 
14:00 曇り 南南西 2.5 22.0 70 
15:00 曇り 南南西 2.6 21.5 57 
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主催：松本市・（一財）松本体育協会・松本市陸上競技協会 跳躍審判長 藤森茂幸
主管：松本市陸上競技協会 投擲審判長 藤森茂幸
【開催日】 平成29年5月6日（土） 記録主任： 征矢野達彦

【主催団体】 主催：松本市・松本陸上競技協会・（一財）松本体育協 決勝記録一覧表
女  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/ 6 女子  -4.5牧元 美沙(1) 13.33 菅沼 真洸(2) 13.77 児玉 奈美(1) 13.98 斉藤 楓花(2) 14.05 吉岡 綾子(3) 14.35 上條 寧々(2) 14.95

100m 松本大 松本大 松本大 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本秀峰高
 5/ 6  -1.2南澤 明音(2) 26.19 小堀 ほたる(4) 27.22 菅沼 真洸(2) 27.95 川井 海帆(3) 28.82 吉岡 栞(2) 29.69 渡邉 希(2) 30.53

200m 松本大 信大医陸 松本大 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本大
 5/ 6 所河 二千花(3) 2:26.57 川上 雅子(3) 2:30.13 杉村 奈津穂(2) 2:31.04 飯嶋 華央(2) 2:37.58 山田 好恵(1) 2:43.59 永田 千穂里(1) 2:43.61 市川 結(1) 2:59.17

800m 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高 松商学園高 松商学園高 松商学園高 松本秀峰高
 5/ 6 青木 弥佳(3) 11:18.17 曽根 ほの翔(3) 11:26.98 辰巳 遥香(5) 12:06.72 小林 若菜(2) 12:18.46 荻原 暉子(5) 16:43.35

3000m 松本県ヶ丘高 松商学園高 信大医陸 松本深志高 信大医陸
 5/ 6 赤羽 菜々実(2) 1.35 中田 萌(2) 1.25

走高跳 松商学園高 松本深志高
 5/ 6 酒井 珠良(2) 5.02(+2.2) 浅村 美優(3) 4.90(+2.0) 松岡 みず穂(2)4.52(-2.1) 内田 佑香(2) 4.31(-3.3) 川井 海帆(3) 3.86(-0.7)

走幅跳 松本大 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高 松商学園高
 5/ 6 湯本 珠実(3) 42.62 松本 真輝(3) 26.39 澤崎 恵未(4) 25.34 中村公香(3) 24.87

やり投 松商学園高 松本深志高 信大医陸 松本蟻ヶ崎高校
 5/ 6 松本大       50.57 松本蟻ヶ崎高校      52.63

4×100m 牧元 美沙(1) 金井 向日葵(2)
児玉 奈美(1) 木村 凌(3)
菅沼 真洸(2) 齊藤静花(3)
南澤 明音(2) 手塚友貴乃(3)

 5/ 6 中学女子  -1.9窪田 結衣(2) 13.35 奈良 実咲(2) 13.74 河上 乃愛(2) 14.06 繁村 楓子(3) 14.10 三澤 夢歩(3) 14.20 杉村 穂乃美(3) 14.44 天野 絵理奈(3) 14.81 古幡 千寿穂(2) 15.03
100m 信明中 波田中 附属松本中 菅野中 菅野中 女鳥羽中 丸ﾉ内中 菅野中

 5/ 6  -0.1伊藤 百合菜(3) 27.14 笠井 楽々(3) 29.02 野村 栞里(3) 29.07 三溝 梓乃(2) 30.38 村田 遥(2) 31.38 大矢 千夏(2) 31.97 西沢 柚葵(2) 33.54
200m 波田中 附属松本中 菅野中 高綱中 附属松本中 松本秀峰中 松本秀峰中

 5/ 6 中村 綾花(2) 2:32.42 宮本 純伶(2) 2:34.49 松原 月歌(3) 2:35.56 山口 智美(3) 2:35.75 中島 愛(3) 2:39.70 小林 さら咲(3) 2:41.10 高橋 優愛(2) 2:42.38 廣部 梨花(3) 2:43.22
800m 鉢盛中 清水中 附属松本中 山辺中 菅野中 鎌田中 附属松本中 高綱中

 5/ 6 根津 円(2) 10:59.23 宮城 稚子(2) 11:05.16 伊藤 心子(3) 11:29.13 塚本 萌(2) 11:32.51 加藤 杏由夏(2) 11:52.62 一之瀬 明希(3) 12:27.73 中島 遥佳(3) 14:36.95
3000m 女鳥羽中 鉢盛中 菅野中 鉢盛中 山辺中 菅野中 信明中

 5/ 6  -0.1中村 栞菜(2) 17.43 山口 なず菜(2) 17.62 横水 杏実(2) 17.63 八田 萌愛(3) 18.42 根本 樹(3) 18.57 住吉 叶(2) 18.60 塩原 麻弥(3) 18.66
100mH(0.762m) 旭町中 鉢盛中 鉢盛中 大野川中 波田中 鉢盛中 菅野中

 5/ 6 丸山 あずさ(3) 1.48 今牧 未颯(2) 1.40 平谷 紗菜(1) 1.35 石川 綾菜(3) 1.30 百瀬 凌(3) 1.25 武田 恵(3) 1.25 畑中 梨沙(2) 1.20 柴田 まどか(3) 1.20
走高跳 旭町中 山辺中 鉢盛中 菅野中 菅野中 山辺中 鉢盛中 菅野中

 5/ 6 平谷 爽葉(3) 4.44(+2.4) 丸山 虹(2) 4.31(-0.9) 小林 みう(3) 4.27(+0.7) 村松 華果(3) 4.16(-0.4) 雨宮 歩美(3) 4.16(-0.8) 鶴田 光(2) 4.04(+0.5) 安藤 衣舞(3) 4.03(+0.3) 石川 鈴菜(2) 3.86(+1.0)
走幅跳 鉢盛中 山辺中 旭町中 丸ﾉ内中 山辺中 信明中 波田中 菅野中

 5/ 6 松田 朋子(3) 8.64 倉田 真瑚(2) 8.20 柳澤 佑香(3) 8.11 中沢 裕美(3) 7.67 住 凜華(2) 7.65 齋藤 愛(2) 7.62 坂口 舞夏(3) 7.62 太田 安奈(3) 7.61
砲丸投 旭町中 山辺中 山辺中 鉢盛中 鉢盛中 大野川中 丸ﾉ内中 波田中

 5/ 6 波田中       52.42 鉢盛中       53.76 信明中       55.18 附属松本中(A)      55.41 菅野中       56.79 丸ﾉ内中       57.99 山辺中       58.09
4×100m 太田 安奈(3) 倉沢 優里(2) 鶴田 光(2) 笠井 楽々(3) 石川 綾菜(3) 小川原 和花(2) 増塩 翔鈴(2)

伊藤 百合菜(3) 山口 なず菜(2) 中島 遥佳(3) 河上 乃愛(2) 塩原 麻弥(3) 村松 華果(3) 丸山 虹(2)
根本 樹(3) 中川 夏津希(2) 小倉 ゆきの(2) 高橋 優愛(2) 野村 栞里(3) 狩野 陽香(3) 山本 尚穂(2)
奈良 実咲(2) 横水 杏実(2) 窪田 結衣(2) 松原 月歌(3) 繁村 楓子(3) 天野 絵理奈(3) 今牧 未颯(2)

 5/ 6 小学4_6女子 古田 波音(6) 14.38 高橋 杏奈(6) 14.52 絈野 夏海(6) 15.15 中村 芽衣(6) 15.38 中牧 小梅(6) 15.53 矢嶌黎衣亞(6) 15.59 倉科 琴(6) 15.68 中村 実穏(6) 15.82
100m 開智小 菅野小 ｺﾒｯﾄ波田 島内小 島内小 山辺小 二子小 芳川小

 5/ 6 柳澤 陽菜(6) 3:36.54 中村 実椰(6) 3:37.36 吉崎 紗衣(6) 3:40.80 滝沢 萌湖(6) 3:53.34 林 眞由莉(6) 3:58.47 山口 七海(5) 3:59.02 中川 凜音(6) 4:00.55 岩水 晴香(5) 4:00.64
1000m 清水小 芳川小 菅野小 二子小 山辺小 岡田小 寿小 筑摩小

 5/ 6 上条 咲都(6) 3.01(-1.7) 立澤 優(4) 2.98(+0.4) 宍戸 美希(6) 2.91(-2.4) 友渕 瑞穂(6) 2.62(-2.9) 川上 優奈(6) 2.58(-2.6) 平倉 舞奈(5) 2.49(-1.4) 渡邉 咲奈(5) 2.44(-3.5) 津滝 さら(5) 2.41(-2.4)
走幅跳 寿小 岡田小 筑摩小 寿小 今井小 筑摩小 山辺小 二子小

 5/ 6 村田 桃子(6) 24.30 堀金 彩羽(5) 23.70 荻上 柚来(6) 21.50 古田 汐音(5) 19.33 水落 咲良(5) 12.84
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 鎌田小 ｺﾒｯﾄ波田 附属松本小 開智小 岡田小
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【主催団体】 主催：松本市・松本陸上競技協会・（一財）松本体育協 決勝記録一覧表
女  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/ 6 小学女子 菅野小(A)     1:00.27 島内小     1:00.90 開智小     1:01.06 筑摩小     1:02.94 ｺﾒｯﾄ波田(B)     1:03.46 ｺﾒｯﾄ波田(A)     1:03.92 岡田小(B)     1:04.59 二子小     1:06.09

4×100m 塩原 そよ香(6) 宮内 真浬加(6) 菱沼 清恵(6) 菅野 愛万 青木 真江(5) 奥原 美幌(6) 鷲山 芽生(5) 沖 優凜(5)
三浦 萌々香(6) 中村 芽衣(6) 丸山穂乃香 関崎 凪紗 池田 夢渚(5) 髙橋 若菜(6) 平林 咲也子(5) 百瀬 心菜(6)
吉崎 紗衣(6) 中牧 小梅(6) 島 朝瞳 上條 美海 黒田 紗菜(5) 守屋 美沙紀(6) 鈴木 珠有(5) 尾台 咲和(5)
高橋 杏奈(6) 日髙 万尋(6) 古田 波音(6) 宍戸 美希(6) 黒田 香椰美(5) 奈良 朋果(6) 田上 乃愛(5) 倉科 琴(6)



[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 -1.7

 1 高橋 杏奈(6)     14.52  1 古田 波音(6)     14.38 
ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ 菅野小 ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 開智小

 2 西保木 優(6)     16.36  2 竹内 千潤(6)     16.69 
ﾆｼﾎｷﾞ ﾕｳ 山辺小 ﾀｹｳﾁ ﾁﾋﾛ 山辺小

 3 鈴木 珠有(5)     16.89  3 廣瀬 唯菜(5)     17.02 
ｽｽﾞｷ ｼｭｳ 岡田小 ﾋﾛｾ ﾕｲﾅ ｺﾒｯﾄ波田

 4 篠田 葵(6)     16.93  4 百瀬 心菜(6)     17.61 
ｼﾉﾀﾞ ｱｵｲ 今井小 ﾓﾓｾ ｺｺﾅ 二子小

 5 川上 乃愛(4)     16.96  5 平林 咲也子(5)     17.67 
ｶﾜｶﾐ ﾉｱ 開智小 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｻﾔｺ 岡田小

 6 阿部 愛華(6)     18.11  6 柳澤 怜奈(4)     18.74 
ｱﾍﾞ ﾏﾅｶ 鎌田小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾅ 旭町小

 7 永沢 法香(4)     19.12  7 百瀬 愛(4)     18.86 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾉﾘｶ 田川小 ﾓﾓｾ ｱｲ 寿小

 8 飯島 優奈(4)     19.25 古畑 実桜(5)
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 旭町小 ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵｳ 今井小

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 -0.2

 1 矢嶌黎衣亞(6)     15.59  1 絈野 夏海(6)     15.15 
ﾔｼﾞﾏ ﾚｲｱ 山辺小 ｶｾﾉ ﾅﾂﾐ ｺﾒｯﾄ波田

 2 中村 実穏(6)     15.82  2 塩原 そよ香(6)     15.83 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 芳川小 ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ 菅野小

 3 柳沢 理沙(6)     16.21  3 鷲山 芽生(5)     16.45 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｻ 寿AC ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ 岡田小

 4 沖 優凜(5)     16.29  4 柳澤 利帆(6)     17.04 
ｵｷ ﾕｳﾘ 二子小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾎ 旭町小

 5 松場 彩(5)     16.81  5 藤岡 絢音(4)     17.68 
ﾏﾂﾊﾞ ﾋｶﾘ ｺﾒｯﾄ波田 ﾌｼﾞｵｶ ｱﾔﾈ 開智小

 6 山口 トシエ(5)     16.95  6 山田 梨央(5)     18.05 
ﾔﾏｸﾁ ﾄｼｴ 菅野小 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 寿小

 7 宮田 瑠夏(4)     17.52 北島 恋桃(4)
ﾐﾔﾀ ﾙｶ 田川小 ｷﾀｼﾞﾏ ｺﾓﾓ 島内小

 8 古畑 結衣(4)     18.32 北間 まお(5)
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｲ 今井小 ｷﾀﾉﾏ ﾏｵ 芝沢小

[ 5組] 風速 -0.5 [ 6組] 風速 -0.9

 1 中牧 小梅(6)     15.53  1 中村 芽衣(6)     15.38 
ﾅｶﾏｷ ｺｳﾒ 島内小 ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 島内小

 2 田上 乃愛(5)     16.29  2 倉科 琴(6)     15.68 
ﾀｳｴ ﾉｱ 岡田小 ｸﾗｼﾅ ｺﾄ 二子小

 3 小池 ほの香(5)     16.73  3 柄澤 はな乃(6)     16.14 
ｺｲｹ ﾎﾉｶ 旭町小 ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾉ 附属松本小

 4 菊地 彩奈(5)     17.36  4 米山 心翔(4)     16.46 
ｷｸﾁ ｻﾅ 開智小 ﾖﾈﾔﾏ ｺｺｶ 菅野小

 5 簾田 たまみ(5)     17.50  5 宮越 あすみ(4)     16.88 
ﾐｽﾀﾞ ﾀﾏﾐ 清水小 ﾐﾔｺｼ ｱｽﾐ 寿小

 6 鎌田 蒼彩(5)     17.59  6 大月 真輝(5)     17.46 
ｶﾏﾀﾞ ｱｵｲ 芝沢小 ｵｵﾂｷ ﾏｷ ｺﾒｯﾄ波田

 7 尾台 咲和(5)     17.60  7 平野 志歩(5)     17.61 
ｵﾀﾞｲ ｻﾜ 二子小 ﾋﾗﾉ ｼﾎ 山辺小

 8 清澤 沙月(5)     18.12  8 細川 心那(6)     19.85 
ｷﾖｻﾜ ｻﾂｷ 今井小 ﾎｿｶﾜ ｺｺﾅ 寿AC

   1 古田 波音(6) 開智小     14.38 (-1.7)   2   1
   2 高橋 杏奈(6) 菅野小     14.52 (+1.2)   1   1
   3 絈野 夏海(6) ｺﾒｯﾄ波田     15.15 (-0.2)   4   1
   4 中村 芽衣(6) 島内小     15.38 (-0.9)   6   1
   5 中牧 小梅(6) 島内小     15.53 (-0.5)   5   1
   6 矢嶌黎衣亞(6) 山辺小     15.59 (-1.1)   3   1
   7 倉科 琴(6) 二子小     15.68 (-0.9)   6   2
   8 中村 実穏(6) 芳川小     15.82 (-1.1)   3   2
   9 塩原 そよ香(6) 菅野小     15.83 (-0.2)   4   2
  10 柄澤 はな乃(6) 附属松本小     16.14 (-0.9)   6   3
  11 柳沢 理沙(6) 寿AC     16.21 (-1.1)   3   3
  12 田上 乃愛(5) 岡田小     16.29 (-0.5)   5   2
  12 沖 優凜(5) 二子小     16.29 (-1.1)   3   4
  14 西保木 優(6) 山辺小     16.36 (+1.2)   1   2
  15 鷲山 芽生(5) 岡田小     16.45 (-0.2)   4   3
  16 米山 心翔(4) 菅野小     16.46 (-0.9)   6   4
  17 竹内 千潤(6) 山辺小     16.69 (-1.7)   2   2
  18 小池 ほの香(5) 旭町小     16.73 (-0.5)   5   3
  19 松場 彩(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.81 (-1.1)   3   5

  163
  256
  212
  134
  114

  245
  318
  232
  159
  305
  210

  130
  298
  299
  220
  308
  322

記録（風） 備考 組 順位
  168
  250

9   231

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

2   120

6   219

3   256

5   234

7   308

4   318

氏  名 所属名 記録／備考
8   298

3   312

2   200

5   259

4   224

9   134

8   166

6   299

7   159

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

5   302
欠場

9   230

7   175

2   235

6   163

8   145

記録／備考
3   130

4   245

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9   285

5   196

3   114

6   252

7   232

2   305

記録／備考
8   220

4   322

3   197
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9   313

6   146

8   239

所属名 記録／備考
5   168

4   212

順 ﾚｰﾝ No.

7   128

2   160

2   282

3   142

8   171

4   178

5   162

7   199

9   250

6   210

小学4_6女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



  20 宮越 あすみ(4) 寿小     16.88 (-0.9)   6   5
  21 鈴木 珠有(5) 岡田小     16.89 (+1.2)   1   3
  22 篠田 葵(6) 今井小     16.93 (+1.2)   1   4
  23 山口 トシエ(5) 菅野小     16.95 (-1.1)   3   6
  24 川上 乃愛(4) 開智小     16.96 (+1.2)   1   5
  25 廣瀬 唯菜(5) ｺﾒｯﾄ波田     17.02 (-1.7)   2   3
  26 柳澤 利帆(6) 旭町小     17.04 (-0.2)   4   4
  27 菊地 彩奈(5) 開智小     17.36 (-0.5)   5   4
  28 大月 真輝(5) ｺﾒｯﾄ波田     17.46 (-0.9)   6   6
  29 簾田 たまみ(5) 清水小     17.50 (-0.5)   5   5
  30 宮田 瑠夏(4) 田川小     17.52 (-1.1)   3   7
  31 鎌田 蒼彩(5) 芝沢小     17.59 (-0.5)   5   6
  32 尾台 咲和(5) 二子小     17.60 (-0.5)   5   7
  33 百瀬 心菜(6) 二子小     17.61 (-1.7)   2   4
  33 平野 志歩(5) 山辺小     17.61 (-0.9)   6   7
  35 平林 咲也子(5) 岡田小     17.67 (-1.7)   2   5
  36 藤岡 絢音(4) 開智小     17.68 (-0.2)   4   5
  37 山田 梨央(5) 寿小     18.05 (-0.2)   4   6
  38 阿部 愛華(6) 鎌田小     18.11 (+1.2)   1   6
  39 清澤 沙月(5) 今井小     18.12 (-0.5)   5   8
  40 古畑 結衣(4) 今井小     18.32 (-1.1)   3   8
  41 柳澤 怜奈(4) 旭町小     18.74 (-1.7)   2   6
  42 百瀬 愛(4) 寿小     18.86 (-1.7)   2   7
  43 永沢 法香(4) 田川小     19.12 (+1.2)   1   7
  44 飯島 優奈(4) 旭町小     19.25 (+1.2)   1   8
  45 細川 心那(6) 寿AC     19.85 (-0.9)   6   8

  282
  142
  231

  200
  196
  146
  239

  313
  219
  160
  175
  235
  178

  166
  120
  259
  285
  224
  312

  162
  199
  252
  171
  128
  145

  234



[ 1組] [ 2組]

 1 柳澤 陽菜(6)   3:36.54  1 吉崎 紗衣(6)   3:40.80 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 清水小 ﾖｼｻﾞｷ ｻｴ 菅野小

 2 中村 実椰(6)   3:37.36  2 滝沢 萌湖(6)   3:53.34 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾔ 芳川小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾓｺ 二子小

 3 山口 七海(5)   3:59.02  3 林 眞由莉(6)   3:58.47 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 岡田小 ﾊﾔｼ ﾏﾕﾘ 山辺小

 4 中川 凜音(6)   4:00.55  4 荻原 華子(6)   4:04.78 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾉ 寿小 ｵｷﾞﾜﾗ ﾊﾅｺ 寿小

 5 岩水 晴香(5)   4:00.64  5 林 姫都香(4)   4:10.04 
ｲﾜﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 筑摩小 ﾊﾔｼ ﾋﾄｶ 山辺小

 6 鈴木 ケイ(4)   4:00.96  6 桃井 颯音(4)   4:13.85 
ｽｽﾞｷ ｹｲ 鎌田小 ﾓﾓｲ ﾊﾔﾈ 今井小

 7 清水 穂香(6)   4:01.36  7 高田 莉子(4)   4:16.55 
ｼﾐｽﾞ ﾎﾉｶ 島内小 ﾀｶﾀﾞ ﾘｺ 芳川小

 8 小林 美月(6)   4:01.42  8 武川 愛実(6)   4:30.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾞｷ 附属松本小 ﾀｹｶﾜ ﾏﾅﾐ 島内小

 9 山口 愛菜(4)   4:22.50  9 原 桜歌(4)   4:40.53 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾅ 菅野小 ﾊﾗ ﾎﾉｶ 菅野小
遠藤 泉水(6)
ｴﾝﾄﾞｳ ｲｽﾞﾐ 山辺小

   1 柳澤 陽菜(6) 清水小     3:36.54   1   1
   2 中村 実椰(6) 芳川小     3:37.36   1   2
   3 吉崎 紗衣(6) 菅野小     3:40.80   2   1
   4 滝沢 萌湖(6) 二子小     3:53.34   2   2
   5 林 眞由莉(6) 山辺小     3:58.47   2   3
   6 山口 七海(5) 岡田小     3:59.02   1   3
   7 中川 凜音(6) 寿小     4:00.55   1   4
   8 岩水 晴香(5) 筑摩小     4:00.64   1   5
   9 鈴木 ケイ(4) 鎌田小     4:00.96   1   6
  10 清水 穂香(6) 島内小     4:01.36   1   7
  11 小林 美月(6) 附属松本小     4:01.42   1   8
  12 荻原 華子(6) 寿小     4:04.78   2   4
  13 林 姫都香(4) 山辺小     4:10.04   2   5
  14 桃井 颯音(4) 今井小     4:13.85   2   6
  15 高田 莉子(4) 芳川小     4:16.55   2   7
  16 山口 愛菜(4) 菅野小     4:22.50   1   9
  17 武川 愛実(6) 島内小     4:30.62   2   8
  18 原 桜歌(4) 菅野小     4:40.53   2   9

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   258

3   323

小学4_6女子

1000m

決勝

順

6   237

2   267

4   154

1   317

10   190

9   208
欠場

順

7   253

5   296

9   248

7   309

No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   238

6   221

8   222

1   320

4   301

3   204

所属名 記録 備考

5   249

組 順位
  258
  323

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

  237
  267
  190
  296

  248
  309
  222
  154

  320
  253
  301
  249

  317
  238
  221
  204



[ 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 菅野小(A)   245 塩原 そよ香(6)   1:00.27  1   4 島内小   294 宮内 真浬加(6)   1:00.90 

ｽｶﾞﾉｼｮｳA ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ ｼﾏｳﾁｼｮｳ ﾐﾔｳﾁ ﾏﾘｶ
  251 三浦 萌々香(6)   298 中村 芽衣(6)

ﾐｳﾗ ﾓﾓｶ ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
  248 吉崎 紗衣(6)   299 中牧 小梅(6)

ﾖｼｻﾞｷ ｻｴ ﾅｶﾏｷ ｺｳﾒ
  250 高橋 杏奈(6)   300 日髙 万尋(6)

ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ ﾋﾀﾞｶ ﾏﾋﾛ
 2   4 開智小   176 菱沼 清恵(6)   1:01.06  2   2 ｺﾒｯﾄ波田(A)   102 奥原 美幌(6)   1:03.92 

ｶｲﾁｼｮｳｶ ﾋｼﾇﾏ ｷﾖｴ ｺﾒｯﾄﾊﾀA ｵｸﾊﾗ ﾐﾎﾛ
  165 丸山穂乃香   131 髙橋 若菜(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾎﾉｶ ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ
  174 島 朝瞳   111 守屋 美沙紀(6)

ｼﾏ ｱｻﾋ ﾓﾘﾔ ﾐｻｷ
  168 古田 波音(6)   124 奈良 朋果(6)

ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ ﾅﾗ ﾄﾓｶ
 3   3 筑摩小   271 菅野 愛万   1:02.94  3   6 岡田小(B)   163 鷲山 芽生(5)   1:04.59 

ﾂｶﾏｼｮｳ ｶﾝﾉ ｴﾏ ｵｶﾀﾞｼｮｳB ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ
  265 関崎 凪紗   160 平林 咲也子(5)

ｾｷｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｻﾔｺ
  270 上條 美海   162 鈴木 珠有(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｳ ｽｽﾞｷ ｼｭｳ
  269 宍戸 美希(6)   159 田上 乃愛(5)

ｼｼﾄﾞ ﾐｷ ﾀｳｴ ﾉｱ
 4   7 ｺﾒｯﾄ波田(B)   118 青木 真江(5)   1:03.46  4   5 二子小   305 沖 優凜(5)   1:06.09 

ｺﾒｯﾄﾊﾀB ｱｵｷ ﾏｴ ﾌﾀｺﾞｼｮｳ ｵｷ ﾕｳﾘ
  122 池田 夢渚(5)   313 百瀬 心菜(6)

ｲｹﾀﾞ ﾕﾅ ﾓﾓｾ ｺｺﾅ
  106 黒田 紗菜(5)   312 尾台 咲和(5)

ｸﾛﾀﾞ ｻﾅ ｵﾀﾞｲ ｻﾜ
  105 黒田 香椰美(5)   308 倉科 琴(6)

ｸﾛﾀﾞ ｶﾔﾐ ｸﾗｼﾅ ｺﾄ
 5   6 今井小   202 川上 優奈(6)   1:07.61  5   7 菅野小(B)   244 永田 和(4)   1:08.25 

ｲﾏｲｼｮｳ ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾅ ｽｶﾞﾉｼｮｳB ﾅｶﾞﾀ ﾉﾄﾞｶ
  199 篠田 葵(6)   246 加藤 穂香(4)

ｼﾉﾀﾞ ｱｵｲ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
  201 青木 結愛(6)   247 栢本 咲(4)

ｱｵｷ ﾕｱ ｶﾔﾓﾄ ｻｷ
  198 今村 ハノン(6)   256 米山 心翔(4)

ｲﾏﾑﾗ ﾊﾉﾝ ﾖﾈﾔﾏ ｺｺｶ
 6   2 岡田小(A)   153 三浦 百椛(5)   1:32.30   3 山辺小

ｵｶﾀﾞｼｮｳA ﾐｳﾗ ﾓﾓｶ ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ 欠場
  151 黒岩 真帆(5)

ｸﾛｲﾜ ﾏﾎ
  149 丸山 美紗(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻ
  158 増田 蘭(5)

ﾏｽﾀﾞ ﾗﾝ

   1 菅野小(A)   1:00.27 塩原 そよ香(6) 三浦 萌々香(6) 吉崎 紗衣(6) 高橋 杏奈(6)   1   1
   2 島内小   1:00.90 宮内 真浬加(6) 中村 芽衣(6) 中牧 小梅(6) 日髙 万尋(6)   2   1
   3 開智小   1:01.06 菱沼 清恵(6) 丸山穂乃香 島 朝瞳 古田 波音(6)   1   2
   4 筑摩小   1:02.94 菅野 愛万 関崎 凪紗 上條 美海 宍戸 美希(6)   1   3
   5 ｺﾒｯﾄ波田(B)   1:03.46 青木 真江(5) 池田 夢渚(5) 黒田 紗菜(5) 黒田 香椰美(5)   1   4
   6 ｺﾒｯﾄ波田(A)   1:03.92 奥原 美幌(6) 髙橋 若菜(6) 守屋 美沙紀(6) 奈良 朋果(6)   2   2
   7 岡田小(B)   1:04.59 鷲山 芽生(5) 平林 咲也子(5) 鈴木 珠有(5) 田上 乃愛(5)   2   3
   8 二子小   1:06.09 沖 優凜(5) 百瀬 心菜(6) 尾台 咲和(5) 倉科 琴(6)   2   4
   9 今井小   1:07.61 川上 優奈(6) 篠田 葵(6) 青木 結愛(6) 今村 ハノン(6)   1   5
  10 菅野小(B)   1:08.25 永田 和(4) 加藤 穂香(4) 栢本 咲(4) 米山 心翔(4)   2   5
  11 岡田小(A)   1:32.30 三浦 百椛(5) 黒岩 真帆(5) 丸山 美紗(5) 増田 蘭(5)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

小学女子

4×100m

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考



 ３回の
 最高記録

上条 咲都(6)   3.01    x   2.82    3.01    3.01 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ 寿小   -1.7   -1.7    -1.7    -1.7
立澤 優(4)   2.91   2.71   2.98    2.98    2.98 
ﾀﾂｻﾞﾜ ﾕｳ 岡田小   -0.7   -0.3   +0.4    +0.4    +0.4
宍戸 美希(6)   2.53   2.63   2.91    2.91    2.91 
ｼｼﾄﾞ ﾐｷ 筑摩小   -1.1   -0.8   -2.4    -2.4    -2.4
友渕 瑞穂(6)   2.62    x    x    2.62    2.62 
ﾄﾓﾌﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 寿小   -2.9    -2.9    -2.9
川上 優奈(6)   2.58   2.27   2.36    2.58    2.58 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾅ 今井小   -2.6   -0.7   +0.2    -2.6    -2.6
平倉 舞奈(5)   2.49   2.44   2.42    2.49    2.49 
ﾋﾗｸﾗ ﾏｲﾅ 筑摩小   -1.4   -1.2   -2.7    -1.4    -1.4
渡邉 咲奈(5)   2.44    x   2.37    2.44    2.44 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷﾅ 山辺小   -3.5   -1.5    -3.5    -3.5
津滝 さら(5)   2.41   2.39    x    2.41    2.41 
ﾂﾀｷ ｻﾗ 二子小   -2.4   -1.7    -2.4    -2.4
古畑 彩花(5)    x    x   2.35    2.35    2.35 
ﾌﾙﾊﾀ ｱﾔｶ ｺﾒｯﾄ波田   +0.8    +0.8    +0.8
丸山 涼葉(5)   2.02   2.08   2.08    2.08    2.08 
ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾞﾊ 筑摩小   -0.6   -3.0    0.0    -3.0    -3.0
菱沼 清恵(6)    x   2.06    x    2.06    2.06 
ﾋｼﾇﾏ ｷﾖｴ 開智小   -3.0    -3.0    -3.0
伊林 ひなた(4)    x    x    x 記録なし
ｲﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾀ 今井小
二木 瑠心(6) 欠場
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾙｺ 山辺小
降幡 優鈴(6) 欠場
ﾌﾘﾊﾀ ﾕﾘ 岡田小
小林 彩佳(5) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ ｺﾒｯﾄ波田
赤羽 陽(6) 欠場
ｱｶﾊﾈ ﾊﾙﾋ 岡田小

16   157

12   150

15   113

4   194

6   216

10 7   266

11 5   176

8 1   311

9 13   103

6 2   275

7 3   215

4 10   240

5 11   202

2 14   161

3 9   269

記録 備考

1 8   236

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

小学4_6女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

村田 桃子(6)
ﾑﾗﾀ ﾓﾓｺ 鎌田小
堀金 彩羽(5)
ﾎﾘｶﾞﾈ ｲﾛﾊ ｺﾒｯﾄ波田
荻上 柚来(6)
ｵｷﾞｳｴ ﾕｽﾞｷ 附属松本小
古田 汐音(5)
ﾌﾙﾀ ｼｵﾝ 開智小
水落 咲良(5)
ﾐｽﾞｵﾁ ｻﾗ 岡田小

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学4_6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

  23.70

記録 備考

1 5   185
 23.58  23.72  24.30   24.30

2 1   127
   x  23.70  23.13  23.70 

 24.30 

 20.86  19.69   21.50
3 4   315

 21.50

 19.33 

 21.50 

4 3   167
 19.33  13.52

5 2   155
 10.33

 16.44   19.33

 12.84  12.84  10.08   12.84



[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -1.2

 1 奈良 実咲(2)     13.63 Q  1 杉村 穂乃美(3)     14.45 Q
ﾅﾗ ﾐｻｷ 波田中 ｽｷﾞﾑﾗ ﾎﾉﾐ 女鳥羽中

 2 河上 乃愛(2)     14.18 Q  2 古幡 千寿穂(2)     15.21 Q
ｶﾜｶﾐ ﾉｱ 附属松本中 ﾌﾙﾊﾀ ﾁｽﾞﾎ 菅野中

 3 松井 美澪(2)     14.73  3 井口 裕加里(2)     16.85 
ﾏﾂｲ ﾐﾚｲ 菅野中 ｲｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 山辺中

 4 根津 万桜(3)     15.14  4 笹川 真知楓(2)     16.93 
ﾈﾂ ﾏｵ 女鳥羽中 ｻｻｶﾞﾜ ﾏﾁｶ 高綱中

 5 高林 エリ(1)     16.12 宮澤 舞香(3)
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｴﾘ 松本秀峰中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｲｶ 附属松本中
小林 柚香(2) 佐藤 優花(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 高綱中 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 波田中
大木 菜緒(3) 神谷 京楓(2)
ｵｵｷ ﾅｵ 清水中 ｶﾐﾔ ｷｮｳｶ 松本秀峰中
松木 恵理(2)
ﾏﾂｷ ｴﾘ 旭町中

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 -0.2

 1 繁村 楓子(3)     13.88 Q  1 窪田 結衣(2)     13.16 Q
ｼｹﾞﾑﾗ ﾌｳｺ 菅野中 ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明中

 2 天野 絵理奈(3)     14.78 Q  2 三澤 夢歩(3)     14.07 Q
ｱﾏﾉ ｴﾘﾅ 丸ﾉ内中 ﾐｻﾜ ﾕﾒﾎ 菅野中

 3 釘町 恵美里(2)     15.47  3 中川 夏津希(2)     14.43 
ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ 波田中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 鉢盛中

 4 種田 夏弓(2)     15.53  4 大久保 唯菜(2)     15.48 
ﾀﾈﾀﾞ ﾅﾂﾐ 鉢盛中 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾅ 山辺中

 5 古厩 美音(2)     15.59  5 内沢 一颯(2)     15.60 
ﾌﾙﾏﾔ ﾐｵ 高綱中 ｳﾁｻﾜ ｲﾌﾞｷ 松本秀峰中

 6 山中 杏珠(1)     15.74  6 中斎 陽葵(2)     15.66 
ﾔﾏﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 松本秀峰中 ﾅｶｻｲ ﾋﾏﾜﾘ 高綱中
中嶋 実咲(2) 井藤 野衣(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ 附属松本中 ｲﾌｼﾞ ﾉｴ 附属松本中

風速 -1.9

 1 窪田 結衣(2)     13.35 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明中

 2 奈良 実咲(2)     13.74 
ﾅﾗ ﾐｻｷ 波田中

 3 河上 乃愛(2)     14.06 
ｶﾜｶﾐ ﾉｱ 附属松本中

 4 繁村 楓子(3)     14.10 
ｼｹﾞﾑﾗ ﾌｳｺ 菅野中

 5 三澤 夢歩(3)     14.20 
ﾐｻﾜ ﾕﾒﾎ 菅野中

 6 杉村 穂乃美(3)     14.44 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾎﾉﾐ 女鳥羽中

 7 天野 絵理奈(3)     14.81 
ｱﾏﾉ ｴﾘﾅ 丸ﾉ内中

 8 古幡 千寿穂(2)     15.03 
ﾌﾙﾊﾀ ﾁｽﾞﾎ 菅野中

3  7036

2  7205

9  7237

4  7291

8  7482

6  7238

記録／備考
7  7017

5  7396

2  7450
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  7525

4  7192

3  7424

7  7160

所属名 記録／備考
6  7017

8  7237

2  7484
欠場

順

4  7529

5  7428

3  7036

7  7188

6  7398

ﾚｰﾝ No. 氏  名
8  7238

欠場
7  7526

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  7458
欠場

6  7393

3  7156

5  7186

記録／備考
4  7291

8  7205

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

欠場
3  6940

欠場
4  7076

5  7528

2  7191

8  7201

9  7292

記録／備考
7  7396

6  7482

中学女子

100m

予選 通過基準  4組  2着 + 0 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



風速 -0.1

 1 伊藤 百合菜(3)     27.14 
ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 波田中

 2 笠井 楽々(3)     29.02 
ｶｻｲ ﾗﾗ 附属松本中

 3 野村 栞里(3)     29.07 
ﾉﾑﾗ ｼｵﾘ 菅野中

 4 三溝 梓乃(2)     30.38 
ｻﾐｿﾞ ｼﾉ 高綱中

 5 村田 遥(2)     31.38 
ﾑﾗﾀ ﾊﾙｶ 附属松本中

 6 大矢 千夏(2)     31.97 
ｵｵﾔ ﾁｶ 松本秀峰中

 7 西沢 柚葵(2)     33.54 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 松本秀峰中
瀬川 優月(3)
ｾｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 高綱中 欠場

2  7527

6  7184

9  7485

4  7524

7  7209

8  7187

3  7392

5  7452

中学女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



[ 1組] [ 2組]

 1 中村 綾花(2)   2:32.42  1 松原 月歌(3)   2:35.56 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 鉢盛中 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ 附属松本中

 2 山口 智美(3)   2:35.75  2 廣部 梨花(3)   2:43.22 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 山辺中 ﾋﾛﾍﾞ ﾘﾝｶ 高綱中

 3 安部 優理子(2)   2:43.44  3 日笠 遥(2)   2:44.31 
ｱﾍﾞ ﾕﾘｺ 附属松本中 ﾋｶﾞｻ ﾊﾙｶ 鉢盛中

 4 横川 琴葉(3)   2:55.00  4 狩野 陽香(3)   2:56.91 
ﾖｺｶﾜ ｺﾄﾊ 高綱中 ｶﾉｳ ﾊﾙｶ 丸ﾉ内中

 5 小澤 つかさ(3)   2:55.92  5 岩垂 優来(3)   3:01.31 
ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ 女鳥羽中 ｲﾜﾀﾞﾚ ﾕﾗ 菅野中

 6 清水 花薫(2)   3:09.08 小竹 ひより(2)
ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 清水中 ｵﾀｹ ﾋﾖﾘ 女鳥羽中
田中 美葉(2) 柳原 梨乃(2)
ﾀﾅｶ ﾐﾖ 丸ﾉ内中 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘﾉ 清水中
清水 愛巴(3)
ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾊ 鉢盛中

[ 3組]

 1 宮本 純伶(2)   2:34.49 
ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾚ 清水中

 2 中島 愛(3)   2:39.70 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ 菅野中

 3 小林 さら咲(3)   2:41.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾗｻ 鎌田中

 4 高橋 優愛(2)   2:42.38 
ﾀｶﾊｼ ﾕﾒ 附属松本中

 5 小出 柚羽(2)   2:49.93 
ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ 高綱中

 6 西牧 そら(3)   2:57.66 
ﾆｼﾏｷ ｿﾗ 清水中

 7 上條 美結(3)   2:59.36 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾕ 鉢盛中

   1 中村 綾花(2) 鉢盛中     2:32.42   1   1
   2 宮本 純伶(2) 清水中     2:34.49   3   1
   3 松原 月歌(3) 附属松本中     2:35.56   2   1
   4 山口 智美(3) 山辺中     2:35.75   1   2
   5 中島 愛(3) 菅野中     2:39.70   3   2
   6 小林 さら咲(3) 鎌田中     2:41.10   3   3
   7 高橋 優愛(2) 附属松本中     2:42.38   3   4
   8 廣部 梨花(3) 高綱中     2:43.22   2   2
   9 安部 優理子(2) 附属松本中     2:43.44   1   3
  10 日笠 遥(2) 鉢盛中     2:44.31   2   3
  11 小出 柚羽(2) 高綱中     2:49.93   3   5
  12 横川 琴葉(3) 高綱中     2:55.00   1   4
  13 小澤 つかさ(3) 女鳥羽中     2:55.92   1   5
  14 狩野 陽香(3) 丸ﾉ内中     2:56.91   2   4
  15 西牧 そら(3) 清水中     2:57.66   3   6
  16 上條 美結(3) 鉢盛中     2:59.36   3   7
  17 岩垂 優来(3) 菅野中     3:01.31   2   5
  18 清水 花薫(2) 清水中     3:09.08   1   6

 6941
 7445
 7235
 6945

 7480
 7423
 7189
 7183
 7294
 7039

 7456
 8706
 7210
 6974
 7483
 7185

記録 備考 組 順位
 7420
 6946

8  7445

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

4  7189

6  6941

5  6974

3  7483

2  6946

7  7210

欠場

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

5  7039

所属名 記録／備考
2  7456

8  7185

 7235

6  6947

順 ﾚｰﾝ No.

3  7423

4  7297

4  7042
欠場

5  7442

73  7294

6  6945

8  7480

9  7183

7  7420

2  8706

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



 1 根津 円(2)  10:59.23 
ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 女鳥羽中

 2 宮城 稚子(2)  11:05.16 
ﾐﾔｷﾞ ﾜｶｺ 鉢盛中

 3 伊藤 心子(3)  11:29.13 
ｲﾄｳ ｺｺﾛｺ 菅野中

 4 塚本 萌(2)  11:32.51 
ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ 鉢盛中

 5 加藤 杏由夏(2)  11:52.62 
ｶﾄｳ ｱﾕｶ 山辺中

 6 一之瀬 明希(3)  12:27.73 
ｲﾁﾉｾ ｱｷ 菅野中

 7 中島 遥佳(3)  14:36.95 
ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ 信明中
内山 未衣(3)
ｳﾁﾔﾏ ﾐｲ 附属松本中 欠場

8  7015

4  7451

5  7150

6  7234

2  7230

3  7426

7  7295

1  7421

中学女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



[ 1組] 風速 -2.5 [ 2組] 風速 -1.6

 1 深澤 あまね(3)     15.52 Q  1 山口 なず菜(2)     18.47 Q
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ 鉢盛中

 2 横水 杏実(2)     18.30 Q  2 塩原 麻弥(3)     18.60 Q
ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ 鉢盛中 ｼｵﾊﾗ ﾏﾔ 菅野中

 3 根本 樹(3)     18.91 q  3 池田 里汐(2)     20.08 
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 波田中 ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ 附属松本中

 4 住吉 叶(2)     19.43 q  4 小川原 和花(2)     22.81 
ｽﾐﾖｼ ｶﾅｳ 鉢盛中 ｵｶﾞﾜﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 丸ﾉ内中

 5 青柳 菜々美(2)     19.54  5 山本 尚穂(2)     24.62 
ｱｵﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ 山辺中 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 山辺中

 6 横沢 こころ(2)     19.91 二木 愛心(3)
ﾖｺｻﾜ ｺｺﾛ 菅野中 ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｺ 山辺中

 7 花岡 美穂(2)     22.50 
ﾊﾅｵｶ ﾐﾎ 丸ﾉ内中

[ 3組] 風速 -1.4

 1 中村 栞菜(2)     17.79 Q
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町中

 2 八田 萌愛(3)     18.60 Q
ﾊｯﾀ ﾓｴｶ 大野川中

 3 小林 詩織(2)     20.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 菅野中

 4 増塩 翔鈴(2)     20.11 
ﾏｽｼｵ ｶﾘﾝ 山辺中

 5 倉沢 優里(2)     20.57 
ｸﾗｻﾜ ﾕﾘ 鉢盛中

 6 古林 叶愛(2)     21.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 高綱中

風速 -0.1

 1 中村 栞菜(2)     17.43 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町中

 2 山口 なず菜(2)     17.62 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ 鉢盛中

 3 横水 杏実(2)     17.63 
ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ 鉢盛中

 4 八田 萌愛(3)     18.42 
ﾊｯﾀ ﾓｴｶ 大野川中

 5 根本 樹(3)     18.57 
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 波田中

 6 住吉 叶(2)     18.60 
ｽﾐﾖｼ ｶﾅｳ 鉢盛中

 7 塩原 麻弥(3)     18.66 
ｼｵﾊﾗ ﾏﾔ 菅野中
深澤 あまね(3)
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町中 欠場

9  7211

6  7070

3  7394

2  7425

4  7449

8  7332

記録／備考
7  7074

5  7427

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  7448

2  7190

4  7203

5  7153

7  7074

3  7332

4  8702
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  7044

氏  名 所属名 記録／備考
5  7427

ﾚｰﾝ No.

3  7481

2  8709

6  7211

4  7204

5  7043

3  7154

7  7394

6  7425

8  7449

所属名 記録／備考
2  7070

中学女子

100mH(0.762m)

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順



[ 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 波田中  7395 太田 安奈(3)     52.26 Q  1   4 旭町中  7073 丸山 あずさ(3)     53.18 Q

ﾊﾀﾁｭｳ ｵｵﾀ ｱﾝﾅ ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ｱｽﾞｻ
 7392 伊藤 百合菜(3)  7070 深澤 あまね(3)

ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 7394 根本 樹(3)  7072 小林 みう(3)

ﾈﾓﾄ ﾐｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｳ
 7396 奈良 実咲(2)  7074 中村 栞菜(2)

ﾅﾗ ﾐｻｷ ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ
 2   2 信明中  7018 鶴田 光(2)     55.45 Q  2   3 鉢盛中  7448 倉沢 優里(2)     53.85 Q

ｿﾝﾒｲﾁｭｳ ﾂﾙﾀ ﾋｶﾙ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｸﾗｻﾜ ﾕﾘ
 7015 中島 遥佳(3)  7427 山口 なず菜(2)

ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ
 7019 小倉 ゆきの(2)  7424 中川 夏津希(2)

ｵｸﾞﾗ ﾕｷﾉ ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂｷ
 7017 窪田 結衣(2)  7449 横水 杏実(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ
 3   7 菅野中  7233 石川 綾菜(3)     56.79 Q  3   5 附属松本中(A)  7452 笠井 楽々(3)     55.05 Q

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ｲｼｶﾜ ｱﾔﾅ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA ｶｻｲ ﾗﾗ
 7211 塩原 麻弥(3)  7482 河上 乃愛(2)

ｼｵﾊﾗ ﾏﾔ ｶﾜｶﾐ ﾉｱ
 7209 野村 栞里(3)  7483 高橋 優愛(2)

ﾉﾑﾗ ｼｵﾘ ﾀｶﾊｼ ﾕﾒ
 7238 繁村 楓子(3)  7456 松原 月歌(3)

ｼｹﾞﾑﾗ ﾌｳｺ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ
 4   4 松本秀峰中  7527 西沢 柚葵(2)   1:00.96  4   6 山辺中  7150 加藤 杏由夏(2)     57.20 q

ﾏﾂﾓﾄｼｭｳﾎｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｶﾄｳ ｱﾕｶ
 7528 高林 エリ(1)  8708 丸山 虹(2)

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｴﾘ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ
 7524 大矢 千夏(2)  8709 山本 尚穂(2)

ｵｵﾔ ﾁｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ
 7525 内沢 一颯(2)  7159 今牧 未颯(2)

ｳﾁｻﾜ ｲﾌﾞｷ ｲﾏﾏｷ ﾐﾊﾔ
 5   5 高綱中(A)  7187 三溝 梓乃(2)   1:02.13  5   2 丸ﾉ内中  7044 小川原 和花(2)     58.32 q

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳA ｻﾐｿﾞ ｼﾉ ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｵｶﾞﾜﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ
 7185 廣部 梨花(3)  7038 村松 華果(3)

ﾋﾛﾍﾞ ﾘﾝｶ ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾅｶ
 7183 横川 琴葉(3)  7039 狩野 陽香(3)

ﾖｺｶﾜ ｺﾄﾊ ｶﾉｳ ﾊﾙｶ
 7189 小出 柚羽(2)  7036 天野 絵理奈(3)

ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ ｱﾏﾉ ｴﾘﾅ
  3 清水中

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ 欠場

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 波田中  7395 太田 安奈(3)     52.42 

ﾊﾀﾁｭｳ ｵｵﾀ ｱﾝﾅ
 7392 伊藤 百合菜(3)

ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
 7394 根本 樹(3)

ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 7396 奈良 実咲(2)

ﾅﾗ ﾐｻｷ
 2   4 鉢盛中  7448 倉沢 優里(2)     53.76 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｸﾗｻﾜ ﾕﾘ
 7427 山口 なず菜(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ
 7424 中川 夏津希(2)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂｷ
 7449 横水 杏実(2)

ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ
 3   7 信明中  7018 鶴田 光(2)     55.18 

ｿﾝﾒｲﾁｭｳ ﾂﾙﾀ ﾋｶﾙ
 7015 中島 遥佳(3)

ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ
 7019 小倉 ゆきの(2)

ｵｸﾞﾗ ﾕｷﾉ
 7017 窪田 結衣(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ

決勝

中学女子

4×100m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



 4   9 附属松本中(A)  7452 笠井 楽々(3)     55.41 
ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA ｶｻｲ ﾗﾗ

 7482 河上 乃愛(2)
ｶﾜｶﾐ ﾉｱ

 7483 高橋 優愛(2)
ﾀｶﾊｼ ﾕﾒ

 7456 松原 月歌(3)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ

 5   8 菅野中  7233 石川 綾菜(3)     56.79 
ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ｲｼｶﾜ ｱﾔﾅ

 7211 塩原 麻弥(3)
ｼｵﾊﾗ ﾏﾔ

 7209 野村 栞里(3)
ﾉﾑﾗ ｼｵﾘ

 7238 繁村 楓子(3)
ｼｹﾞﾑﾗ ﾌｳｺ

 6   2 丸ﾉ内中  7044 小川原 和花(2)     57.99 
ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｵｶﾞﾜﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ

 7038 村松 華果(3)
ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾅｶ

 7039 狩野 陽香(3)
ｶﾉｳ ﾊﾙｶ

 7036 天野 絵理奈(3)
ｱﾏﾉ ｴﾘﾅ

 7   3 山辺中  7153 増塩 翔鈴(2)     58.09 
ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ﾏｽｼｵ ｶﾘﾝ

 8708 丸山 虹(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ

 8709 山本 尚穂(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ

 7159 今牧 未颯(2)
ｲﾏﾏｷ ﾐﾊﾔ

  6 旭町中  7073 丸山 あずさ(3)
ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ｱｽﾞｻ 欠場

 7070 深澤 あまね(3)
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ

 7072 小林 みう(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｳ

 7074 中村 栞菜(2)
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ



丸山 あずさ(3)
ﾏﾙﾔﾏ ｱｽﾞｻ 旭町中
今牧 未颯(2)
ｲﾏﾏｷ ﾐﾊﾔ 山辺中
平谷 紗菜(1)
ﾋﾗﾔ ｽｽﾞﾅ 鉢盛中
石川 綾菜(3)
ｲｼｶﾜ ｱﾔﾅ 菅野中
百瀬 凌(3)
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 菅野中
武田 恵美(3)
ﾀｹﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 山辺中
畑中 梨沙(2)
ﾊﾀﾅｶ ﾘｻ 鉢盛中
柴田 まどか(3)
ｼﾊﾞﾀ ﾏﾄﾞｶ 菅野中

xxx  1.20
8 1  7236

o xo xxo

 1.20

 1.25

7 5  7429
o o xo xxx

xxo xxx
6 8  8704

- o xo

 1.25

 1.30

5 2  7239
- o o xo xxx

o o xxx
4 3  7233

- o o

o xxx  1.35

 1.40

3 4  7430
o o o o o

o o o o xxx
2 6  7159

- o o

o o xxo o xxx  1.48

1m48 1m51
1 7  7073

- - - o o

記録 備考1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



 ３回の
 最高記録

平谷 爽葉(3)   4.25   4.20   4.44    4.44    x   4.23   4.18    4.44 
ﾋﾗﾔ ｻﾔﾊ 鉢盛中   -0.1   -3.3   +2.4    +2.4   +0.8   +2.5    +2.4
丸山 虹(2)    x   4.31   4.19    4.31   4.18   4.28   4.19    4.31 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ 山辺中   -0.9   -0.1    -0.9    0.0   -1.0   +0.8    -0.9
小林 みう(3)   4.12   3.93   4.27    4.27   3.92    x   3.64    4.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｳ 旭町中   -1.1   -2.2   +0.7    +0.7   -3.3   -0.5    +0.7
村松 華果(3)   4.08   3.94   4.03    4.08   4.16    x   3.61    4.16 
ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾅｶ 丸ﾉ内中   -2.9   -1.5   -0.3    -2.9   -0.4   +2.4    -0.4
雨宮 歩美(3)   3.98   3.98    x    3.98    x    x   4.16    4.16 
ｱﾒﾐﾔ ｱﾕﾐ 山辺中   -0.6   -2.4    -2.4   -0.8    -0.8
鶴田 光(2)   3.77   4.04   3.81    4.04   3.98   3.91   3.15    4.04 
ﾂﾙﾀ ﾋｶﾙ 信明中   -2.5   +0.5   -1.5    +0.5   -3.4   -3.6   +1.0    +0.5
安藤 衣舞(3)   4.03   3.89   3.82    4.03   3.85   3.82   3.95    4.03 
ｱﾝﾄﾞｳ ｲﾌﾞ 波田中   +0.3   +0.4   -2.4    +0.3   +2.1   -0.9   -0.3    +0.3
石川 鈴菜(2)   3.86   3.56   3.66    3.86   3.63    x   3.79    3.86 
ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾅ 菅野中   +1.0   -5.8   +0.1    +1.0   +0.2   +1.8    +1.0
村上 結真(3)   3.80    x   3.48    3.80    3.80 
ﾑﾗｶﾐ ﾕﾏ 菅野中   +1.9   -1.5    +1.9    +1.9
古田 桃夏(3)   3.65   3.51   3.54    3.65    3.65 
ﾌﾙﾀ ﾓﾓｶ 女鳥羽中   -0.4   -2.1   +0.7    -0.4    -0.4
小倉 ゆきの(2)   3.21    x    x    3.21    3.21 
ｵｸﾞﾗ ﾕｷﾉ 信明中   -0.1    -0.1    -0.1
南 愛花(3) 欠場
ﾐﾅﾐ ｱｲｶ 菅野中
笠井 楽々(3) 欠場
ｶｻｲ ﾗﾗ 附属松本中

4  7231

9  7452

10 8  7293

11 1  7019

8 3  7202

9 6  7232

6 2  7018

7 7  7391

4 10  7038

5 12  8700

2 5  8708

3 11  7072

記録 備考

1 13  7444

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

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

松田 朋子(3)
ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｺ 旭町中
倉田 真瑚(2)
ｸﾗﾀ ﾏｺ 山辺中
柳澤 佑香(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 山辺中
中沢 裕美(3)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 鉢盛中
住 凜花(2)
ｽﾐ ﾘﾝｶ 鉢盛中
齋藤 愛(2)
ｻｲﾄｳ ｺｺﾛ 大野川中
坂口 舞夏(3)
ｻｶｸﾞﾁ ﾏｲｶ 丸ﾉ内中
太田 安奈(3)
ｵｵﾀ ｱﾝﾅ 波田中
村上 百々花(2)
ﾑﾗｶﾐ ﾓﾓｶ 波田中
石川 詩(3)
ｲｼｶﾜ ｳﾀ 女鳥羽中
八懸 舞雪(3)
ﾔﾂｶﾞｹ ﾏﾕ 大野川中
兼田 ももこ(2)
ｶﾈﾀ ﾓﾓｺ 旭町中

  5.79    5.79   5.79 

   5.84   5.84 

12 3  7075
  5.27   5.45

11 2  7333
  5.07   5.23   5.84

  6.05    6.05   6.05 

   6.55   6.55 

10 4  7289
  5.95   5.66

9 1  7397
  5.73   5.74   6.55

  7.61    7.61   7.27   6.89   7.20   7.61 

   6.95   6.75   6.75   7.62   7.62 

8 6  7395
  6.92   7.00

7 10  7037
  6.95   6.86   6.89

  7.45    7.45   7.06   7.62   7.43   7.62 

   7.35   7.65   7.35   6.76   7.65 

6 8  7334
  7.35   7.22

5 5  7422
  7.35   7.01   6.44

  7.67    7.67   6.74   7.61   7.36   7.67 

   8.11   7.28   6.58   6.96   8.11 

4 7  7446
  7.40   7.41

3 9  8703
  7.24   8.11   7.46

  8.11    8.11   7.44   7.46   8.20   8.20 

   8.64   6.57   8.52   7.66   8.64 

2 11  7161
  6.72   7.99

1 12  7071
  8.64   7.99   7.71

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -2.7

 1 菅沼 真洸(2)     13.56 Q  1 牧元 美沙(1)     13.30 Q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大

 2 村松 広捺(4)     13.99 Q  2 児玉 奈美(1)     13.88 Q
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大

 3 吉岡 綾子(3)     14.06 Q  3 斉藤 楓花(2)     14.10 Q
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 松本県ヶ丘高 ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園高

 4 澤崎 恵未(4)     15.20  4 石井 里奈(4)     14.60 q
ｻﾜｻﾞｷ ｴﾐ 信大医陸 ｲｼｲ ﾘﾅ 信大医陸
麻沼 優理(2)  5 上條 寧々(2)     14.88 q
ｱｻﾇﾏ ﾕﾘ 松本秀峰高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ 松本秀峰高
瀧澤 祐未 飯田 梨花(1)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with ｲｲﾀﾞ ﾘｶ 松本秀峰高

風速 -4.5

 1 牧元 美沙(1)     13.33 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大

 2 菅沼 真洸(2)     13.77 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大

 3 児玉 奈美(1)     13.98 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大

 4 斉藤 楓花(2)     14.05 
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園高

 5 吉岡 綾子(3)     14.35 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 松本県ヶ丘高

 6 上條 寧々(2)     14.95 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ 松本秀峰高
石井 里奈(4)
ｲｼｲ ﾘﾅ 信大医陸
村松 広捺(4)
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大 欠場

3  9024
欠場

7  9046

8  1823

2  2086

5  9051

9  1950

6  9052

4  9048

7  2089
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  9024

5  2086

2  9051

4  1950

記録／備考
6  9052

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  9004
欠場

順

4  2084
欠場

2  1823

記録／備考
7  9048

3  9026

5  9046

女子

100m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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



風速 -1.2

 1 南澤 明音(2)     26.19 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大

 2 小堀 ほたる(4)     27.22 
ｺﾎﾞﾘ ﾎﾀﾙ 信大医陸

 3 菅沼 真洸(2)     27.95 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大

 4 川井 海帆(3)     28.82 
ｶﾜｲ ｶﾎ 松商学園高

 5 吉岡 栞(2)     29.69 
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘高

 6 渡邉 希(2)     30.53 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大
深澤 由惟(2)
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園高
瀧澤 祐未
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with
斉藤 楓花(2)
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園高

9  1950
欠場

3  1951
欠場

5  9004
欠場

8  1795

2  9049

6  9048

1  1941

4  9050

7  9025

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 所河 二千花(3)   2:26.57 
ｼｮｶﾞﾜ ﾆﾁｶ 松商学園高

 2 川上 雅子(3)   2:30.13 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 松本県ヶ丘高

 3 杉村 奈津穂(2)   2:31.04 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘高

 4 飯嶋 華央(2)   2:37.58 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 松商学園高

 5 山田 好恵(1)   2:43.59 
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ 松商学園高

 6 永田 千穂里(1)   2:43.61 
ﾅｶﾞﾀ ﾁﾎﾘ 松商学園高

 7 市川 結(1)   2:59.17 
ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 松本秀峰高
久保田 舞(1)
ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ 梓川高校
川上 直美(3)
ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 松本県ヶ丘高

6  1794
欠場

9  2088

2  1738
欠場

7  1964

1  1965

8  1799

3  1956

5  1942

4  1822

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 青木 弥佳(3)  11:18.17 
ｱｵｷ ﾐｶ 松本県ヶ丘高

 2 曽根 ほの翔(3)  11:26.98 
ｿﾈ ﾎﾉｶ 松商学園高

 3 辰巳 遥香(5)  12:06.72 
ﾀﾂﾐ ﾊﾙｶ 信大医陸

 4 小林 若菜(2)  12:18.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 松本深志高

 5 荻原 暉子(5)  16:43.35 
ｵｷﾞﾜﾗ ｱｷｺ 信大医陸

5  9023

2  1767

1  9022

4  1814

3  1948

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松本大  9052 牧元 美沙(1)     50.57 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ
 9051 児玉 奈美(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 9048 菅沼 真洸(2)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ
 9050 南澤 明音(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 2   2 松本蟻ヶ崎高校  1882 金井 向日葵(2)     52.63 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ
 1877 木村 凌(3)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 1876 齊藤静花(3)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 1878 手塚友貴乃(3)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ
  3 松本秀峰高

ﾏﾂﾓﾄｼｭｳﾎｳ 欠場

  4 松商学園高  1961 内川 未久(1)
ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 欠場

 1962 友田 有紀(1)
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ

 1951 深澤 由惟(2)
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ

 1950 斉藤 楓花(2)
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ

  5 松本県ヶ丘高
ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ 欠場

女子

4×100m

決勝



赤羽 菜々実(2)
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 松商学園高
中田 萌(2)
ﾅｶﾀ ﾓｴ 松本深志高
大丸 夏星(2) 欠場
ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 松商学園高
谷口 真生(2) 欠場
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 松商学園高

4  1953

 1.25

2  1954

2 1  1770
o o xxx

 1.35
1 3  1958

- xo o xo xxx

記録 備考1m20 1m25 1m30 1m35 1m40

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



 ３回の
 最高記録

酒井 珠良(2)   4.75   4.74    x    4.75   4.94   5.02   4.96    5.02 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 松本大   -1.0   +0.8    -1.0   +1.1   +2.2   +0.3    +2.2
浅村 美優(3)   4.61   4.86   4.78    4.86    x   4.90   4.32    4.90 
ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ 松商学園高   -0.9   -2.0   -1.8    -2.0   +2.0   -3.6    +2.0
松岡 みず穂(2)    x   4.46   4.52    4.52    x   4.47   4.41    4.52 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 松本県ヶ丘高   -0.9   -2.1    -2.1   -0.9   -3.7    -2.1
内田 佑香(2)    x   4.31   4.28    4.31   4.30   4.21   3.99    4.31 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘高   -3.3   +0.1    -3.3   +0.7   -2.0   -1.5    -3.3
川井 海帆(3)   3.78   3.56   3.28    3.78   3.68   3.86   3.66    3.86 
ｶﾜｲ ｶﾎ 松商学園高   -2.5   -2.4    0.0    -2.5   -0.7   -0.7   -3.9    -0.7
朱 櫻華(2) 欠場
ｼｭ ｻｸﾗｺ 信大医陸
栁澤 唯月(2) 欠場
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 松商学園高

2  9027

6  1952

4 5  1798

5 1  1941

2 7  1945

3 3  1797

記録 備考

1 4  9047

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

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

湯本 珠実(3)
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園高
松本 真輝(3)
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志高
澤崎 恵未(4)
ｻﾜｻﾞｷ ｴﾐ 信大医陸
中村公香(3)
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 松本蟻ヶ崎高校

 23.89   23.89  24.87    o    x  24.87 

  25.34    o    o    x  25.34 

4 1  1879
   o    o

3 2  9026
 25.34    o    o

   o   26.39    x    o    o  26.39 

  42.62    o    o    o  42.62 

2 3  1782
 26.39    o

1 4  1940
   o    o  42.62

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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