
 
大会コード 17170708 

第５８回 塩尻市民体育祭夏季大会 

～陸上競技～ 

                  

記 録 集 
 

期  日： 平成２９年７月２３日（日） 

会  場： 長野県松本平広域公園陸上競技場（171020） 

主  催： 塩尻市 塩尻市教育委員会 NPO法人塩尻市体育協会 

      塩尻陸上競技協会 

主  管： 塩尻陸上競技協会 

協  力： 塩尻市スポーツ普及員協議会 塩尻市内中学校・高等学校 

 

総  務     ： 降幡  明生 

審 判 長     ： 木戸岡 和孝 

記録・情報処理主任： 増田 喜代志 

 

■この大会で樹立された記録 

月日 種目 ラウンド 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

7/23 
小学５年 

ｼ ﾞ ｬ ﾍ ﾞ ﾘ ｯ ｸ 

ﾎﾞｰﾙ投げ 

決勝 40m68 佐倉 槙之輔 男 塩尻東小 32m97 大会新 

7/23 
中学共通 

２００ｍ 
決勝 26秒 38 南山 歩乃伽 女 

塩尻西部中 

３年 
26秒 58 大会新 

7/23 
一般 

２００ｍ 
決勝 27秒 71 小尾 友音 女 

塩尻志学館高 

２年 
28秒 33 大会新 

7/23 
中学共通 

１５００ｍ 
決勝 5 分 07秒 40 松崎 紫月 女 

塩尻広稜中 

３年 
5 分 17秒 30 大会新 

7/23 
中学共通 

１５００ｍ 
決勝 5 分 15秒 42 一本木 楓 女 

丘中 

３年 
5 分 17秒 30 大会新 

7/23 
一般 

１５００ｍ 
決勝 5 分 09秒 97 宮坂 梨乃 女 

創造学園高 

２年 
5 分 32秒 88 大会新 

 

■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% 

 8:40 雨 北 1.2 23.0 79 

 9:00 雨 南 0.3 23.0 79 
10:00 雨 南 1.5 23.0 83 
11:00 雨 東 1.1 23.0 83 
12:00 曇 東 2.0 24.0 75 
13:00 雨 東 0.5 24.0 75 

 



塩尻市　塩尻市教育委員会　塩尻市体育協会　塩尻陸上競技協会 ﾄﾗｯｸ審判長 木戸岡和孝
跳躍審判長 木戸岡和孝
投擲審判長 木戸岡和孝

【開催日】 平成29年7月23日（日） 記録主任： 増田喜代志

【主催団体】 塩尻市　塩尻市教育委員会　塩尻市体育協会　塩尻陸上 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 7/23 小学4年女子 松田 惺月(4) 15.95 渡辺 愛華(4) 16.66 高木 陽彩(4) 16.77 武石 佳子(4) 16.87 小松 美里(4) 16.92 小林 陽菜(4) 17.20 小林 美優(4) 17.36 長瀬 未空(4) 17.59

100m 広丘小 広丘小 広丘小 広丘小 片丘小 広丘小 広丘小 広丘小
 7/23 佐口 あい(4) 4:12.50 加藤 鈴亜(4) 4:36.98

1000m 広丘小 吉田小
 7/23 広丘小(A)     1:06.41

4×100m 武石 佳子(4)
赤羽 桃萌(4)
渡辺 愛華(4)
松田 惺月(4)

 7/23 小学5年女子 西村 渉(5) 15.75 須山 あずさ(5) 15.76 長尾 樹夏(5) 15.78 丸山 七夢(5) 15.97 上原 彩乃(5) 16.20 奥原 慶乃(5) 16.35 三村 優奈(5) 16.37 中澤 舞(5) 16.43
100m 塩尻西小 洗馬 洗馬 広丘小 広丘小 洗馬 広丘小 吉田小

 7/23 阪 千都(5) 3:41.34 窪田 舞(5) 3:58.20 掛川 明日香(5) 4:01.71 大村 和(5) 4:02.55 柳澤 直子(5) 4:09.22
1000m 広丘小 塩尻東 吉田小 塩尻西小 広丘小

 7/23 神原 悠奈(5) 29.11 髙栖 陽花(5) 23.70 佐原 虹那(5) 19.45
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 広丘小 広丘小 宗賀小

 7/23 広丘小     1:03.86 洗馬     1:05.76 塩尻西小     1:07.38
4×100m 阪 千都(5) 仲田 柚葉(5) 岡本 あずさ(4)

三村 優奈(5) 須山 あずさ(5) 西村 叶羽(5)
丸山 七夢(5) 奥原 慶乃(5) 大村 和(5)
上原 彩乃(5) 長尾 樹夏(5) 西村 渉(5)

 7/23 小学6年女子  +0.2 古谷 柚季(6) 14.86 二木 結南(6) 15.22 手塚 心結(6) 15.39 須澤 春奈(6) 15.64 小松 愛奈(6) 15.64 吉江 瑠璃(6) 15.77 勝丸 愛(6) 16.54 小室 響生(6) 16.75
100m 片丘小 広丘小 吉田小 広丘小 塩尻東 塩尻東 広丘小 広丘小

 7/23 風間 唯花(6) 3:47.27 畠中 優佳(6) 4:23.96
1000m 塩尻東 吉田小

 7/23 広丘小     1:02.37 塩尻東     1:02.46 吉田小(A)     1:03.16 吉田小(B)     1:04.23
4×100m 勝丸 愛(6) 清沢 花凛 畠中 優佳(6) 八島 真思(6)

須澤 春奈(6) 吉江 瑠璃(6) 上條 愛夏(6) 角田 夢佳(6)
小室 響生(6) 風間 唯花(6) 江口 杏樹(6) 田中 佑奈(6)
二木 結南(6) 小松 愛奈(6) 手塚 心結(6) 竹田 明世(6)

 7/23 中学1年女子  +2.2 松田 夢葉(1) 14.53 小口 瑞生(1) 15.00 西牧 望来(1) 15.35 上條 莉央(1) 15.49 村上 明(1) 15.76 小山 日向(1) 15.83 原 美月(1) 15.86 大貫 有咲(1) 16.78
100m 丘中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 丘中 塩尻広陵中

 7/23 小山 日向(1) 3.55(+0.6) 村上 明(1) 3.49(+1.0) 西牧 望来(1) 3.41(+1.0) 真田 こころ(1)3.35(+1.2) 大貫 有咲(1) 2.67(+0.1) 平林 彩香(1) 2.66(-0.2)
走幅跳 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中

 7/23 塩尻広陵中(B)    1:00.01 塩尻広陵中(A)    1:04.14
4×100m 村上 明(1) 大貫 有咲(1)

真田 こころ(1) 小山 日向(1)
上條 莉央(1) 平林 彩香(1)
小口 瑞生(1) 西牧 望来(1)

 7/23 中学2・3年女  +0.1 南山 歩乃伽(3) 12.80 佐々木 響子(2) 13.56 飯澤 優里(2) 13.70 杉下 舞彩(2) 14.01 伊勢 美里(2) 14.05 常田 美織(3) 14.31 杉野 舞子(2) 14.75 松崎 紫月(3) 14.84
100m 塩尻西部中 塩尻広陵中 清陵附属中 清陵附属中 塩尻広陵中 丘中 塩尻広陵中 塩尻広陵中

 7/23 吉村 葵(3) 4.78(+0.8) 荻上 かおる(2)4.08(+0.4) 田中 麻由(3) 4.02(+1.4) 髙橋 郁乃(2) 3.64(-1.1) 米窪 悠菜(2) 3.03(+1.0)  本郷 伶奈(2)2.83(+1.1) 池田 陽花(2) 2.68(+1.2) 水口 莉子(2) 2.23(+0.1)
走幅跳 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻中 塩尻中 塩尻広陵中 塩尻中

 7/23 塩尻広陵中(C)      53.86 丘中       56.55 塩尻広陵中(B)      58.01 塩尻広陵中(A)    1:00.51 塩尻中     1:04.91
4×100m 伊勢 美里(2) 常田 美織(3) 久保田 楓(2) 倉澤 愛巳(2) 水口 莉子(2)

佐々木 響子(2) 中村 水貴(3) 田中 麻由(3) 赤羽 姫那(2)  本郷 伶奈(2)
片柳 裕菜(3) 吉川 凜(3) 中田 陽菜(2) 荻上 かおる(2) 米窪 悠菜(2)
吉村 葵(3) 一本木 楓(3) 杉野 舞子(2) 石井 みなみ(2) 髙橋 郁乃(2)

 7/23 中学共通女子  +1.4 南山 歩乃伽(3) 26.38 佐々木 響子(2) 28.04 飯澤 優里(2) 28.43 杉下 舞彩(2) 28.77 倉澤 愛巳(2) 31.96 髙橋 郁乃(2) 32.25
200m 塩尻西部中 GR 塩尻広陵中 清陵附属中 清陵附属中 塩尻広陵中 塩尻中

 7/23 吉川 凜(3) 2:25.42 近藤 美保(3) 2:33.51 中村 水貴(3) 2:51.66
800m 丘中 塩尻広陵中 丘中



塩尻市　塩尻市教育委員会　塩尻市体育協会　塩尻陸上競技協会 ﾄﾗｯｸ審判長 木戸岡和孝
跳躍審判長 木戸岡和孝
投擲審判長 木戸岡和孝

【開催日】 平成29年7月23日（日） 記録主任： 増田喜代志

【主催団体】 塩尻市　塩尻市教育委員会　塩尻市体育協会　塩尻陸上 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 7/23 松崎 紫月(3) 5:07.40 一本木 楓(3) 5:15.42

1500m 塩尻広陵中 GR 丘中 GR
 7/23 中田 陽菜(2) 1.25 杉野 舞子(2) 塩尻広陵中 1.20

走高跳 塩尻広陵中 久保田 楓(2) 塩尻広陵中
 7/23 増澤 美優(1) 30.23 片柳 裕菜(3) 16.35 平林 彩香(1) 10.77 米窪 悠菜(2) 9.27  本郷 伶奈(2) 8.70 水口 莉子(2) 7.76

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 両小野中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻中 塩尻中
 7/23 一般女子  +2.3 田中 愛(1) 13.62 倉沢 真奈(1) 14.03 小澤 桃子(1) 14.42 石井 愛音(1) 14.70

100m 創造学園高 塩尻志学館高 塩尻志学館高 創造学園高
 7/23  +0.9 小尾 友音(2) 27.71 倉沢 真奈(1) 28.91

200m 塩尻志学館高 GR 塩尻志学館高
 7/23 宮坂 梨乃(2) 5:09.97 上條 優里(1) 6:14.39

1500m 創造学園高 GR 塩尻志学館高
 7/23 小澤 桃子(1) 4.51(+0.1)

走幅跳 塩尻志学館高
 7/23 小口 維吹(1) 7.22 高野 由衣(2) 5.50

砲丸投 都市大塩尻高 都市大塩尻高
 7/23 中学1年女子  -1.3 宮澤 ありさ(1) 15.48

100m 清陵附属中
 7/23 中学2・3年女 三村 紗唯(2) 4.30(+2.4)

走幅跳 清陵附属中
 7/23 清陵附属中       55.05

4×100m 飯澤 優里(2)
宮澤 ありさ(1)
中嶋 密(3)
杉下 舞彩(2)

 7/23 一般女子オー 創造学園高       54.89
4×100m 伊藤 鈴花(3)

宮坂 梨乃(2)
石井 愛音(1)
田中 愛(1)



[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.2

 1 高木 陽彩(4)     16.77  1 松田 惺月(4)     15.95 
ﾀｶｷﾞ ﾋｲﾛ 広丘小 ﾏﾂﾀﾞ ｾｲﾗ 広丘小

 2 武石 佳子(4)     16.87  2 渡辺 愛華(4)     16.66 
ﾀｹｲｼ ｶｺ 広丘小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ 広丘小

 3 小松 美里(4)     16.92  3 小林 陽菜(4)     17.20 
ｺﾏﾂ ﾐｻﾄ 片丘小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾅ 広丘小

 4 小林 美優(4)     17.36  4 平林 倖芽(4)     17.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 広丘小 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳﾒ 広丘小

 5 長瀬 未空(4)     17.59  5 永原 未捺(4)     18.00 
ﾅｶﾞｾ ﾐｸ 広丘小 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐﾅ 広丘小

 6 白木 萌絵(4)     18.21  6 赤羽 桃萌(4)     18.24 
ｼﾛｷ ﾓｴ 広丘小 ｱｶﾊﾈ ﾓﾓ 広丘小

 7 大池 榛奈(4)     18.83  7 岡本 あずさ(4)     18.58 
ｵｵｲｹ ﾊﾙﾅ 塩尻西小 ｵｶﾓﾄ ｱｽﾞｻ 塩尻西小

 8 鳥羽 唯花(4)     19.34  8 本田 菜々子(4)     18.80 
ﾄﾊﾞ ﾕｲｶ 塩尻西小 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾅｺ 塩尻西小

   1 松田 惺月(4) 広丘小     15.95 (+0.2)   2   1
   2 渡辺 愛華(4) 広丘小     16.66 (+0.2)   2   2
   3 高木 陽彩(4) 広丘小     16.77 (+1.0)   1   1
   4 武石 佳子(4) 広丘小     16.87 (+1.0)   1   2
   5 小松 美里(4) 片丘小     16.92 (+1.0)   1   3
   6 小林 陽菜(4) 広丘小     17.20 (+0.2)   2   3
   7 小林 美優(4) 広丘小     17.36 (+1.0)   1   4
   8 長瀬 未空(4) 広丘小     17.59 (+1.0)   1   5
   9 平林 倖芽(4) 広丘小     17.74 (+0.2)   2   4
  10 永原 未捺(4) 広丘小     18.00 (+0.2)   2   5
  11 白木 萌絵(4) 広丘小     18.21 (+1.0)   1   6
  12 赤羽 桃萌(4) 広丘小     18.24 (+0.2)   2   6
  13 岡本 あずさ(4) 塩尻西小     18.58 (+0.2)   2   7
  14 本田 菜々子(4) 塩尻西小     18.80 (+0.2)   2   8
  15 大池 榛奈(4) 塩尻西小     18.83 (+1.0)   1   7
  16 鳥羽 唯花(4) 塩尻西小     19.34 (+1.0)   1   8

小学4年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

3    69

8    10

5     4

4     7

6     2

2    11

6    377    30

9    32

順 ﾚｰﾝ No.

2     1

4     8

9    12

所属名 記録／備考
5     3

7     5

3     9

所属名 記録（風） 備考

8    31

組 順位
    3
   12

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

    2
   11
    9
    8

   10
    4
   69
    1

   30
   32

    7
    5
   37
   31



[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.2

 1 須山 あずさ(5)     15.76  1 西村 渉(5)     15.75 
ｽﾔﾏ ｱｽﾞｻ 洗馬 ﾆｼﾑﾗ ｱﾕﾐ 塩尻西小

 2 上原 彩乃(5)     16.20  2 長尾 樹夏(5)     15.78 
ｳｴﾊﾗ ｱﾔﾉ 広丘小 ﾅｶﾞｵ ｼﾞｭｶ 洗馬

 3 三村 優奈(5)     16.37  3 丸山 七夢(5)     15.97 
ﾐﾑﾗ ﾕｳﾅ 広丘小 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ 広丘小

 4 仲田 柚葉(5)     16.90  4 奥原 慶乃(5)     16.35 
ﾅｶﾀ ﾕｽﾞﾊ 洗馬 ｵｸﾊﾗ ﾖｼﾉ 洗馬

 5 赤羽 南菜(5)     17.32  5 中澤 舞(5)     16.43 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ 塩尻東 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ 吉田小
王鷲 冴空(5)  6 西村 叶羽(5)     16.50 
ｵｳﾜｼ ｻﾗ 塩尻西小 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾜ 塩尻西小

   1 西村 渉(5) 塩尻西小     15.75 (+0.2)   2   1
   2 須山 あずさ(5) 洗馬     15.76 (+0.3)   1   1
   3 長尾 樹夏(5) 洗馬     15.78 (+0.2)   2   2
   4 丸山 七夢(5) 広丘小     15.97 (+0.2)   2   3
   5 上原 彩乃(5) 広丘小     16.20 (+0.3)   1   2
   6 奥原 慶乃(5) 洗馬     16.35 (+0.2)   2   4
   7 三村 優奈(5) 広丘小     16.37 (+0.3)   1   3
   8 中澤 舞(5) 吉田小     16.43 (+0.2)   2   5
   9 西村 叶羽(5) 塩尻西小     16.50 (+0.2)   2   6
  10 仲田 柚葉(5) 洗馬     16.90 (+0.3)   1   4
  11 赤羽 南菜(5) 塩尻東     17.32 (+0.3)   1   5

小学5年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

5    16

6    62

3    14

7    33
欠場

4    63

2    41

記録／備考
6    35

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3    61

7    64

5    15

順位記録（風） 備考

2    52

4    34

   62
   64

所属名

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

   41

   16
   52
   34
   63

組

   15
   14
   61

   35



風速 +0.2

 1 古谷 柚季(6)     14.86 
ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ 片丘小

 2 二木 結南(6)     15.22 
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾕﾅ 広丘小

 3 手塚 心結(6)     15.39 
ﾃﾂﾞｶ ﾐﾕ 吉田小

 4 須澤 春奈(6)     15.64 
ｽｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 広丘小

 5 小松 愛奈(6)     15.64 
ｺﾏﾂ ｱｲﾅ 塩尻東

 6 吉江 瑠璃(6)     15.77 
ﾖｼｴ ﾙﾘ 塩尻東

 7 勝丸 愛(6)     16.54 
ｶﾂﾏﾙ ｱｲ 広丘小

 8 小室 響生(6)     16.75 
ｺﾑﾛ ﾋﾋﾞｷ 広丘小

小学6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    50

2    68

9    23

6    44

3    22

8    43

5    21

7    24



 1 佐口 あい(4)   4:12.50 
ｻｸﾞﾁ ｱｲ 広丘小

 2 加藤 鈴亜(4)   4:36.98 
ｶﾄｳ ﾘﾘｱ 吉田小

小学4年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1    13

2    54



 1 阪 千都(5)   3:41.34 
ｻｶ ﾁﾋﾛ 広丘小

 2 窪田 舞(5)   3:58.20 
ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ 塩尻東

 3 掛川 明日香(5)   4:01.71 
ｶｹｶﾞﾜ ｱｽｶ 吉田小

 4 大村 和(5)   4:02.55 
ｵｵﾑﾗ ｲｽﾞﾐ 塩尻西小

 5 柳澤 直子(5)   4:09.22 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｺ 広丘小

小学5年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    53

5    17

6    40

3    36

7    18



 1 風間 唯花(6)   3:47.27 
ｶｻﾞﾏ ﾕｶ 塩尻東

 2 畠中 優佳(6)   4:23.96 
ﾊﾀﾅｶ ﾕｶ 吉田小

小学6年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9    42

8    51



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 広丘小(A)     4 武石 佳子(4)   1:06.41 

ﾋﾛｵｶｼｮｳA ﾀｹｲｼ ｶｺ
    5 赤羽 桃萌(4)

ｱｶﾊﾈ ﾓﾓ
   12 渡辺 愛華(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｶ
    3 松田 惺月(4)

ﾏﾂﾀﾞ ｾｲﾗ

小学4年女子

4×100m

決勝



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 広丘小    17 阪 千都(5)   1:03.86 

ﾋﾛｵｶｼｮｳ ｻｶ ﾁﾋﾛ
   16 三村 優奈(5)

ﾐﾑﾗ ﾕｳﾅ
   15 丸山 七夢(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ
   14 上原 彩乃(5)

ｳｴﾊﾗ ｱﾔﾉ
 2   5 洗馬    63 仲田 柚葉(5)   1:05.76 

ｾﾊﾞ ﾅｶﾀ ﾕｽﾞﾊ
   62 須山 あずさ(5)

ｽﾔﾏ ｱｽﾞｻ
   61 奥原 慶乃(5)

ｵｸﾊﾗ ﾖｼﾉ
   64 長尾 樹夏(5)

ﾅｶﾞｵ ｼﾞｭｶ
 3   3 塩尻西小    37 岡本 あずさ(4)   1:07.38 

ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ ｵｶﾓﾄ ｱｽﾞｻ
   34 西村 叶羽(5)

ﾆｼﾑﾗ ﾄﾜ
   36 大村 和(5)

ｵｵﾑﾗ ｲｽﾞﾐ
   35 西村 渉(5)

ﾆｼﾑﾗ ｱﾕﾐ

小学5年女子

4×100m

決勝



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 広丘小    21 勝丸 愛(6)   1:02.37 

ﾋﾛｵｶｼｮｳ ｶﾂﾏﾙ ｱｲ
   22 須澤 春奈(6)

ｽｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ
   24 小室 響生(6)

ｺﾑﾛ ﾋﾋﾞｷ
   23 二木 結南(6)

ﾌﾀﾂｷﾞ ﾕﾅ
 2   6 塩尻東    45 清沢 花凛   1:02.46 

ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼ ｷﾖｻﾜ ｶﾘﾝ
   44 吉江 瑠璃(6)

ﾖｼｴ ﾙﾘ
   42 風間 唯花(6)

ｶｻﾞﾏ ﾕｶ
   43 小松 愛奈(6)

ｺﾏﾂ ｱｲﾅ
 3   7 吉田小(A)    51 畠中 優佳(6)   1:03.16 

ﾖｼﾀﾞｼｮｳA ﾊﾀﾅｶ ﾕｶ
   55 上條 愛夏(6)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｲﾅ
   56 江口 杏樹(6)

ｴｸﾞﾁ ｱﾝｼﾞｭ
   50 手塚 心結(6)

ﾃﾂﾞｶ ﾐﾕ
 4   9 吉田小(B)    57 八島 真思(6)   1:04.23 

ﾖｼﾀﾞｼｮｳB ﾔｼﾞﾏ ﾏｺﾄ
   60 角田 夢佳(6)

ｽﾐﾀﾞ ﾕﾒｶ
   59 田中 佑奈(6)

ﾀﾅｶ ﾕﾅ
   58 竹田 明世(6)

ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾖ

小学6年女子

4×100m

決勝



 ３回の
 最高記録

神原 悠奈(5)
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕｳﾅ 広丘小
髙栖 陽花(5)
ﾀｶｽ ﾊﾙｶ 広丘小
佐原 虹那(5)
ｻﾊﾗ ﾆﾅ 宗賀小

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学5年女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録 備考

1 3    19
 21.77  25.05  29.11   29.11

 23.70 

 29.11 

2 1    20
 20.59  19.33

3 2    66
 14.52

 23.70   23.70

 19.45    x  19.45   19.45



風速 +2.2

 1 松田 夢葉(1)     14.53 
ﾏﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 丘中

 2 小口 瑞生(1)     15.00 
ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 塩尻広陵中

 3 西牧 望来(1)     15.35 
ﾆｼﾏｷ ﾐｸﾙ 塩尻広陵中

 4 上條 莉央(1)     15.49 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ 塩尻広陵中

 5 村上 明(1)     15.76 
ﾑﾗｶﾐ ｱｶﾘ 塩尻広陵中

 6 小山 日向(1)     15.83 
ｺﾔﾏ ﾋﾅﾀ 塩尻広陵中

 7 原 美月(1)     15.86 
ﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 丘中

 8 大貫 有咲(1)     16.78 
ｵｵﾇｷ ｱﾘｻ 塩尻広陵中

中学1年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1    87

3   110

6    85

2    86

7    84

8    70

5   109

4    91



風速 -1.3

 1 宮澤 ありさ(1)     15.48 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中
高林 あんり(1)
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属中

中学1年女子オープン

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

8   126

9   125



[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 +0.1

 1 佐々木 響子(2)     13.81 q  1 南山 歩乃伽(3)     13.01 q
ｻｻｷ ｷｮｳｺ 塩尻広陵中 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 塩尻西部中

 2 飯澤 優里(2)     13.82 q  2 杉下 舞彩(2)     13.89 q
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 清陵附属中 ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 清陵附属中

 3 常田 美織(3)     14.68 q  3 伊勢 美里(2)     14.11 q
ﾄｷﾀﾞ ﾐｵﾘ 丘中 ｲｾ ﾐｻﾄ 塩尻広陵中

 4 松崎 紫月(3)     14.84 q  4 中田 陽菜(2)     14.93 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ 塩尻広陵中 ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ 塩尻広陵中

 5 杉野 舞子(2)     14.86 q  5 近藤 美保(3)     15.07 
ｽｷﾞﾉ ﾏｲｺ 塩尻広陵中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ 塩尻広陵中

 6 田中 麻由(3)     14.90  6 倉澤 愛巳(2)     15.36 
ﾀﾅｶ ﾏﾕ 塩尻広陵中 ｸﾗｻﾜ ｱﾐ 塩尻広陵中

 7 石井 みなみ(2)     15.52  7 荻上 かおる(2)     15.46 
ｲｼｲ ﾐﾅﾐ 塩尻広陵中 ｵｷﾞｳｴ ｶｵﾙ 塩尻広陵中

 8 赤羽 姫那(2)     15.69 森 まひろ(2)
ｱｶﾊﾈ ﾋﾅ 塩尻広陵中 ﾓﾘ ﾏﾋﾛ 塩尻広陵中
中嶋 密(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ 清陵附属中

風速 +0.1

 1 南山 歩乃伽(3)     12.80 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 塩尻西部中

 2 佐々木 響子(2)     13.56 
ｻｻｷ ｷｮｳｺ 塩尻広陵中

 3 飯澤 優里(2)     13.70 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 清陵附属中

 4 杉下 舞彩(2)     14.01 
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 清陵附属中

 5 伊勢 美里(2)     14.05 
ｲｾ ﾐｻﾄ 塩尻広陵中

 6 常田 美織(3)     14.31 
ﾄｷﾀﾞ ﾐｵﾘ 丘中

 7 杉野 舞子(2)     14.75 
ｽｷﾞﾉ ﾏｲｺ 塩尻広陵中

 8 松崎 紫月(3)     14.84 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ 塩尻広陵中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学2・3年女子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

8   122

所属名 記録／備考
9    72

7    89

2   106

1    93

順

3    73

6    80

5    78

記録／備考
3   111

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2    76

5   123

4    75

9    90

6    74

8    88

欠場

決勝

4   120
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7    83

7    72

所属名 記録／備考
4   111

8    75

5   122

6   123

3    93

9   106

2    89



風速 -1.5

中嶋 密(3)     14.83 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ 清陵附属中

4   120

中学2・3年女子オープン

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



大会記録(GR)                    26.58 

風速 +1.4

 1 南山 歩乃伽(3)     26.38 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 塩尻西部中

 2 佐々木 響子(2)     28.04 
ｻｻｷ ｷｮｳｺ 塩尻広陵中

 3 飯澤 優里(2)     28.43 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 清陵附属中

 4 杉下 舞彩(2)     28.77 
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 清陵附属中

 5 倉澤 愛巳(2)     31.96 
ｸﾗｻﾜ ｱﾐ 塩尻広陵中

 6 髙橋 郁乃(2)     32.25 
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾉ 塩尻中

中学共通女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   122

5   111
大会新

7    72

3   100

2   123

6    88



風速

高林 あんり(1)
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属中
宮澤 ありさ(1)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中

中学共通女子オープン

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

8   125
欠場

9   126



 1 吉川 凜(3)   2:25.42 
ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ 丘中

 2 近藤 美保(3)   2:33.51 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ 塩尻広陵中

 3 中村 水貴(3)   2:51.66 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 丘中

4   107

2   105

3    74

中学共通女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



大会記録(GR)                  5:17.30 

 1 松崎 紫月(3)   5:07.40 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞｷ 塩尻広陵中

 2 一本木 楓(3)   5:15.42 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ 丘中

中学共通女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

大会新

2    93
大会新

1   108



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 塩尻広陵中(B)    70 村上 明(1)   1:00.01 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾑﾗｶﾐ ｱｶﾘ
   71 真田 こころ(1)

ｻﾅﾀﾞ ｺｺﾛ
   84 上條 莉央(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ
   85 小口 瑞生(1)

ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ
 2   3 塩尻広陵中(A)    91 大貫 有咲(1)   1:04.14 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｵｵﾇｷ ｱﾘｻ
   86 小山 日向(1)

ｺﾔﾏ ﾋﾅﾀ
   92 平林 彩香(1)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ
   87 西牧 望来(1)

ﾆｼﾏｷ ﾐｸﾙ

中学1年女子

4×100m

決勝



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 塩尻広陵中(C)    75 伊勢 美里(2)     53.86 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳC ｲｾ ﾐｻﾄ
   72 佐々木 響子(2)

ｻｻｷ ｷｮｳｺ
   81 片柳 裕菜(3)

ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ
   79 吉村 葵(3)

ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ
 2   8 丘中   106 常田 美織(3)     56.55 

ｵｶﾁｭｳ ﾄｷﾀﾞ ﾐｵﾘ
  107 中村 水貴(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
  105 吉川 凜(3)

ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ
  108 一本木 楓(3)

ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ
 3   6 塩尻広陵中(B)    77 久保田 楓(2)     58.01 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｸﾎﾞﾀ ｶｴﾃﾞ
   80 田中 麻由(3)

ﾀﾅｶ ﾏﾕ
   76 中田 陽菜(2)

ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ
   89 杉野 舞子(2)

ｽｷﾞﾉ ﾏｲｺ
 4   4 塩尻広陵中(A)    88 倉澤 愛巳(2)   1:00.51 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｸﾗｻﾜ ｱﾐ
   73 赤羽 姫那(2)

ｱｶﾊﾈ ﾋﾅ
   90 荻上 かおる(2)

ｵｷﾞｳｴ ｶｵﾙ
   78 石井 みなみ(2)

ｲｼｲ ﾐﾅﾐ
 5   5 塩尻中   102 水口 莉子(2)   1:04.91 

ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾘｺ
  103  本郷 伶奈(2)

ﾎﾝｺﾞｳ ﾚｲﾅ
  101 米窪 悠菜(2)

ﾖﾈｸﾎﾞ ﾕｳﾅ
  100 髙橋 郁乃(2)

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾉ

中学2・3年女子

4×100m

決勝



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 清陵附属中   122 飯澤 優里(2)     55.05 

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸ ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ
  126 宮澤 ありさ(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ
  120 中嶋 密(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ
  123 杉下 舞彩(2)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ

中学2・3年女子オープン

4×100m

決勝



中田 陽菜(2)
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ 塩尻広陵中
杉野 舞子(2)
ｽｷﾞﾉ ﾏｲｺ 塩尻広陵中
久保田 楓(2)
ｸﾎﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 塩尻広陵中
吉川 円香(3) 欠場
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属中

中学共通女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

xxo xxx

記録 備考1m10 1m15 1m20 1m25 1m30
1 2    76

o o o  1.25

2 1    89
o o xo xxx

xxx
2 3    77

- - xo

 1.20

 1.20

4   121



 ３回の
 最高記録

小山 日向(1)    -   3.30   3.55    3.55    3.55 
ｺﾔﾏ ﾋﾅﾀ 塩尻広陵中   -0.6   +0.6    +0.6    +0.6
村上 明(1)    -   3.40   3.49    3.49    3.49 
ﾑﾗｶﾐ ｱｶﾘ 塩尻広陵中   +0.9   +1.0    +1.0    +1.0
西牧 望来(1)    -   3.06   3.41    3.41    3.41 
ﾆｼﾏｷ ﾐｸﾙ 塩尻広陵中   +0.9   +1.0    +1.0    +1.0
真田 こころ(1)   3.35   3.07   3.06    3.35    3.35 
ｻﾅﾀﾞ ｺｺﾛ 塩尻広陵中   +1.2   +2.9    0.0    +1.2    +1.2
大貫 有咲(1)    -   2.67   2.64    2.67    2.67 
ｵｵﾇｷ ｱﾘｻ 塩尻広陵中   +0.1   -0.2    +0.1    +0.1
平林 彩香(1)   2.16   2.66   2.50    2.66    2.66 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 塩尻広陵中   -0.2   -1.3    -0.2    -0.2

6 2    92

4 3    71

5 4    91

2 5    70

3 6    87

記録 備考

1 1    86

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

中学1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回の
 最高記録

吉村 葵(3)   4.78   4.50   4.67    4.78    4.78 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 塩尻広陵中   +0.8   +1.1   +1.2    +0.8    +0.8
荻上 かおる(2)   4.08   4.08   3.87    4.08    4.08 
ｵｷﾞｳｴ ｶｵﾙ 塩尻広陵中   +2.5   +0.4   +0.5    +0.4    +0.4
田中 麻由(3)   4.02   3.68   3.58    4.02    4.02 
ﾀﾅｶ ﾏﾕ 塩尻広陵中   +1.4   -1.7   +2.5    +1.4    +1.4
髙橋 郁乃(2)    x   3.64   3.26    3.64    3.64 
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾉ 塩尻中   -1.1   -1.9    -1.1    -1.1
米窪 悠菜(2)    x   2.94   3.03    3.03    3.03 
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾕｳﾅ 塩尻中   +0.3   +1.0    +1.0    +1.0
 本郷 伶奈(2)   2.83   2.80   2.68    2.83    2.83 
ﾎﾝｺﾞｳ ﾚｲﾅ 塩尻中   +1.1   -1.7   +0.5    +1.1    +1.1
池田 陽花(2)   2.65   2.68    x    2.68    2.68 
ｲｹﾀﾞ ﾋﾅ 塩尻広陵中   +0.7   +1.2    +1.2    +1.2
水口 莉子(2)   2.10   2.23   2.23    2.23    2.23 
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾘｺ 塩尻中   +1.2   +1.1   +0.1    +0.1    +0.1
森 まひろ(2) 欠場
ﾓﾘ ﾏﾋﾛ 塩尻広陵中
吉川 円香(3) 欠場
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属中

9   121

8 3   102

2    83

6 7   103

7 4    82

4 1   100

5 5   101

2 6    90

3 8    80

記録 備考

1 10    79

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

中学2・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回の
 最高記録

三村 紗唯(2)   4.23   4.30   4.25    4.30    4.30 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 清陵附属中   +1.8   +2.4   -0.1    +2.4    +2.4

記録 備考

1 1   124

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

中学2・3年女子オープン

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

増澤 美優(1)
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 両小野中
片柳 裕菜(3)
ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ 塩尻広陵中
平林 彩香(1)
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 塩尻広陵中
米窪 悠菜(2)
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾕｳﾅ 塩尻中
 本郷 伶奈(2)
ﾎﾝｺﾞｳ ﾚｲﾅ 塩尻中
水口 莉子(2)
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾘｺ 塩尻中

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

中学共通女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  16.35

記録 備考

1 6   112
 30.23  29.50  22.46   30.23

2 5    81
 16.35  16.08  16.08  16.35 

 30.23 

   9.27

 10.77  10.06   10.77
3 3    92

 10.63

4 4   101
  7.59   9.27   8.13   9.27 

 10.77 

   7.76

   x   8.70    8.70
5 2   103

  6.28

6 1   102
   x   7.76   7.32   7.76 

  8.70 



風速 +2.3

 1 田中 愛(1)     13.62 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園高

 2 倉沢 真奈(1)     14.03 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館高

 3 小澤 桃子(1)     14.42 
ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ 塩尻志学館高

 4 石井 愛音(1)     14.70 
ｲｼｲ ﾁｶﾈ 創造学園高

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   139

2   134

一般女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

3   140

4   133



大会記録(GR)                    28.33 

風速 +0.9

 1 小尾 友音(2)     27.71 
ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 塩尻志学館高

 2 倉沢 真奈(1)     28.91 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 塩尻志学館高
伊藤 鈴花(3)
ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 創造学園高

一般女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   141
欠場

4   130
大会新

2   134



大会記録(GR)                  5:32.88 

 1 宮坂 梨乃(2)   5:09.97 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 創造学園高

 2 上條 優里(1)   6:14.39 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾘ 塩尻志学館高
田近 亜紀(2)
ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 塩尻志学館高

一般女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   131
欠場

4   138
大会新

3   132



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 2   1 創造学園高   141 伊藤 鈴花(3)     54.89 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ
  138 宮坂 梨乃(2)

ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ
  140 石井 愛音(1)

ｲｼｲ ﾁｶﾈ
  139 田中 愛(1)

ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ

一般女子オープン

4×100m

決勝



 ３回の
 最高記録

小澤 桃子(1)   4.51   4.42    x    4.51    4.51 
ｵｻﾞﾜ ﾓﾓｺ 塩尻志学館高   +0.1   -0.4    +0.1    +0.1

記録 備考

1 1   133

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

一般女子

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

小口 維吹(1)
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 都市大塩尻高
高野 由衣(2)
ﾀｶﾉ ﾕｲ 都市大塩尻高

  5.50    5.50   5.50 

   7.22   7.22 

2 1   135
  4.93   5.26

1 2   136
  7.22   7.21   7.12

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

一般女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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