
大会コード 17173505

： ２０１7年９月２3日（土）
： 長野県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 長野県中学校体育連盟　(一財)長野陸上競技協会

長野県教育委員会　長野県市町村教育委員会連絡協議会
： ㈶長野県体育協会　松本市教育委員会
： 長野県中学校体育連盟陸上競技専門部

中信地区中学校体育連盟　南信地区中学校体育連盟
： 酒井 剛
： 小幡 泰俊(トラック)　板花利美(跳躍) 田澤 稔(投てき)　
： 北野　文彦

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技 
他の競技者を妨害した (R163-2) (走高跳・棒高跳)
他のレーンに入った (R163-3a) 失敗・無効試技
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) パス
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 試合放棄
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
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12:00 曇 北 0.8 24.0 60.0
16:00 晴 南西 1.8 24.5 57.011:00 曇 東 0.8 23.0 63.0
15:00 晴 南 2.0 25.5 56.010:00 曇 東 0.7 22.5 68.0
14:00 晴 南 1.2 26.0 56.09:00 曇 東 0.8 23.5 63.0
13:00 晴 北東 1.8 25.0 58.08:30 曇 東 0.1 20.5 70.0

(m/s) (℃) (%)(m/s) (℃) (%)
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

大会新
9/23 女子共通 100ｍH 決勝 15秒05(+0.9) 原　知愛(2) 北安松川 15秒30 大会新

4分25秒07 大会新
9/23 男子2年 100m 決勝 11秒24(－0.1) 今井 頼人(2) 辰野 11秒36

王滝 9m40 大会新
9/23 男子1年 1500ｍ 決勝 4分24秒92 松尾 悠登(1) 下諏訪社
9/23 男子1年 砲丸投 決勝 11m26 田近 資武(1)

備考
9/23 男子2年 100m 予選 11秒29(＋1.2) 今井 頼人(2) 辰野 11秒36 大会新
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第45回長野県中学校陸上競技新人大会（中南信）17173505 ﾄﾗｯｸ審判長 小幡　泰俊
主催：長野県中学校体育連盟、長野県教育委員会、長野県市町村教育委員会連絡協議会 跳躍審判長 板花　利美
共催：（財）長野県体育協会、（一財）長野県陸上競技協会、松本市教育委員会 投擲審判長 田澤　稔
【開催日】 平成29年9月23日（土） 記録主任： 北野　文彦

【主催団体】 長野県中学校体育連盟、長野県教育委員会、長野県市町 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
 9/23 女子１年  -1.6 松本 恵実(1) 13.25 三澤 百佳(1) 13.49 山城 春菜(1) 13.65 藤森 七海(1) 13.72 小松 未唯奈(1) 13.89 守屋 咲芭(1) 13.92 野村 優香(1) 14.18 中村 紗生(1) 14.39

100m 堀金 開成 高森 諏訪西 長峰 三郷 南箕輪 波田
 9/23 臼田 麻花(1) 2:27.18 松下 輝来(1) 2:27.45 森脇 光砂(1) 2:34.46 千野 唯花(1) 2:35.30 小山 夏葵(1) 2:36.15 小嶋 楓來(1) 2:36.36 真柴 萌菜(1) 2:36.42 小澤 来空(1) 2:36.88

800m 下諏訪 仁科台 赤穂 山辺 王滝 原 春富 辰野
 9/23 平谷 紗菜(1) 1.35 北原 舞香(1) 1.25 小松 百萌(1) 1.20 下向 華歩(1) 1.20 中田 陽菜(1) 1.20 奥原 緒美(1) 1.15 小池 理紗子(1) 1.15 吉沢 桃佳(1) 1.15

走高跳 鉢盛 春富 諏訪南 永明 旭町 長峰 諏訪西 波田
 9/23 埋橋 凜(1) 4.55(+1.0) 須澤 奏心(1) 4.47(+0.8) 塩澤 舞(1) 4.36(+0.6) 加島 小浦(1) 4.34(+0.1) 小口 葉奈(1) 4.33(+1.0) 今村 実伶(1) 4.21(+0.8) 下平さら紗(1)4.03(+0.1) 舟橋 里紗(1) 4.03(-0.5)

走幅跳 春富 丸ﾉ内 竜峡 女鳥羽 諏訪西 緑ヶ丘 伊那東部 辰野
 9/23 倉田 紗優加(1) 9.95 戸田 胡巳(1) 7.60 水落 凜(1) 7.45 髙山 樹音(1) 7.41 尾関 紗佳(1) 7.35 黒澤 美月(1) 7.31 宮澤 彩音(1) 7.06 並木 愛佳(1) 7.05

砲丸投(2.721kg) 南箕輪 木曽町 女鳥羽 松島 女鳥羽 長峰 高瀬 長峰
 9/23 女子２年   0.0 窪田 結衣(2) 12.82 塚間 友香(2) 13.28 田中 凜(2) 13.31 有賀 雪乃(2) 13.36 中村 栞菜(2) 13.43 上條 翔子(2) 13.49 西島 美幸(2) 13.51 河上 乃愛(2) 13.56

100m 信明 辰野 赤穂 南箕輪 旭町 三郷 飯田東 信大附属松本
 9/23 中林 樹里(2) 2:21.21 竹岡 紗代(2) 2:21.29 小口 紗弥(2) 2:21.65 中村 綾花(2) 2:23.67 塚本 萌(2) 2:29.10 宮本 純伶(2) 2:32.38 加藤 杏由夏(2) 2:33.00 山田 彩世(2) 2:33.88

800m 箕輪 堀金 岡谷東部 鉢盛 鉢盛 清水 山辺 豊科南
 9/23 菅沢 侑希(2) 1.45 二村 海咲(2) 1.40 今牧 未颯(2) 山辺 1.35 橋本 珠(2) 北安松川 1.35 大野田 朱華(2) 1.30 塩野 七虹(2) 1.25

走高跳 仁科台 穂高西 佐野 紗葵(2) 堀金 本田 尚子(2) 伊那 筑摩野 仁科台
久保田 楓(2)
塩尻広陵
飯島 彩香(2)
永明

 9/23 北原 小遥(2) 4.92(+0.6) 木村 綺花(2) 4.64(+1.3) 小林 千紘(2) 4.59(+0.8) 中島さや香(2)4.54(+0.6) 丸山 虹(2) 4.47(+0.3) 綱島 玲渚(2) 4.33(+0.2) 牛山 珠莉(2) 4.26(+0.9) 住吉 叶(2) 4.24(-0.3)
走幅跳 春富 開田 長峰 岡谷東部 山辺 諏訪南 茅野東部 鉢盛

 9/23 福田 愛夢(2) 10.75 荒井 日菜(2) 9.20 倉田 真瑚(2) 9.15 白河 凜加(2) 9.00 野崎 葵(2) 8.84 小松 茉央(2) 8.76 齋藤 愛(2) 8.74 町田 栞(2) 8.65
砲丸投(2.721kg) 辰野 岡谷南部 山辺 大町第一 伊那 辰野 大野川 仁科台

 9/23 女子共通  +0.5 片桐 未音里(2) 27.35 三枝 千夏(2) 27.54 山口 なず菜(2) 27.92 奈良 実咲(2) 27.95 飯島 莉紗(2) 28.38 中原 希空(2) 28.42 小林 菜月(2) 28.62 川上 菜(2) 29.06
200m 豊科北 辰野 鉢盛 波田 赤穂 春富 緑ヶ丘 仁科台

 9/23 村岡 美玖(1) 4:49.95 佐藤 悠花(1) 4:50.42 川口 ののは(2) 4:51.37 筒井 心葉(1) 4:52.75 中村 柚音(2) 4:53.67 阿部 真奈美(2) 5:02.56 滝沢 初寧(1) 5:02.61 根津 円(2) 5:05.37
1500m 波田 下伊那松川 富士見 飯田高陵 箕輪 富士見 駒ヶ根東 女鳥羽

 9/23  +0.9 原 知愛(2) 15.05 竹内 里桜(2) 15.25 江口 真尋(2) 15.97 関崎 茉莉(2) 16.03 伊勢 美里(2) 17.16 森下 結衣(2) 17.57 花岡 真咲(2) 17.89 横水 杏実(2) 17.97
100mH(0.762m) 北安松川 GR 永明 岡谷東部 伊那 塩尻広陵 松島 茅野東部 鉢盛

 9/23 小板橋 茉由(2) 2.50 横内 咲希(2) 2.40 川上 実咲(2) 2.40 川嶋 成美(2) 2.10 村松 由菜(2) 2.10 丸山 とわ(2) 2.10 瀧本 杏(2) 1.80 宮坂 詩(2) 1.80
棒高跳 原 原 山辺 岡谷東部 伊那東部 山辺 伊那東部 岡谷東部

 9/23 春富       51.98 赤穂       52.43 北安松川       52.96 堀金       53.18 三郷       53.43 辰野       53.58 南箕輪       53.78 信大附属松本      54.17
4×100m 中原 希空(2) 氣賀澤 円香(2) 山一 実希(2) 前田 百葉(1) 倉田 侑季(1) 渡辺 梓沙(1) 野村 優香(1) 中嶋 実咲(2)

中村 映夢(1) 田中 凜(2) 原 知愛(2) 丸山 結愛(2) 守屋 咲芭(1) 小澤 佑奈(2) 有賀 雪乃(2) 河上 乃愛(2)
濵田 みなと(1) 飯島 莉紗(2) 田中 彩水(2) 松本 恵実(1) 加納 優笑(2) 三枝 千夏(2) 中島 偲(2) 五十嵐 歩佳(1)
北原 小遥(2) 中嶋 珠久(2) 橋本 珠(2) 佐野 紗葵(2) 上條 翔子(2) 塚間 友香(2) 小島 咲愛(2) 田中 優杏菜(1)



長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼　美風                   豊丘             2014/07/05  
大会記録(GR)                    12.62 

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +1.8

 1 守屋 咲芭(1)     13.96 q  1 松本 恵実(1)     13.07 q
ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ 三郷 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金

 2 伊藤 沙優香(1)     14.08  2 中村 紗生(1)     14.03 q
ｲﾄｳ ｻﾔｶ 穂高東 ﾅｶﾑﾗ ｻｲ 波田

 3 佐々木 咲帆美(1)     14.37  3 中嶋 由衣(1)     14.29 
ｻｻｷ ｻﾎﾐ 穂高西 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ 信大附属松本

 4 村上 涼子(1)     14.61  4 松丸 もも(1)     14.82 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｺ 梓川 ﾏﾂﾏﾙ ﾓﾓ 開成

 5 今井 夕夏(1)     15.06  5 上野 夏澄(1)     15.06 
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 上諏訪 ｳｴﾉ ｶｽﾐ 丸ﾉ内

 6 前澤 花(1)     15.15  6 小田切 美結(1)     15.67 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾊﾅ 信明 ｺﾀｷﾞﾘ ﾐﾕ 宮田

 7 偆道 心々美(1)     15.71  7 都竹 菜々花(1)     15.73 
ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 原 ﾂﾂﾞｸ ﾅﾅｶ 木曽町

 8 那須野 桜(1)     15.80  8 小泉 美羽(1)     16.15 
ﾅｽﾉ ｻｸﾗ 宮田 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｳ 茅野北部
沖津 美咲(1) 磯谷 唯衣(1)
ｵｷﾂ ﾐｻｷ 岡谷南部 ｲｿﾔ ﾕｲ 筑摩野

[ 3組] 風速 +0.9 [ 4組] 風速 -0.1

 1 小松 未唯奈(1)     13.97 q  1 山城 春菜(1)     13.69 q
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰 ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森

 2 倉田 侑季(1)     14.70  2 渡辺 梓沙(1)     14.36 
ｸﾗﾀ ｳｷ 三郷 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ 辰野

 3 宮田 魅紗(1)     14.85  3 山田 優芽(1)     14.46 
ﾐﾔﾀ ﾐｰｼｬ 丸ﾉ内 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ 赤穂

 4 宮澤 日菜(1)     14.89  4 宮坂 茉津莉(1)     14.87 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾋﾅ 駒ヶ根東 ﾐﾔｻｶ ﾏﾂﾘ 永明

 5 熊谷 朋華(1)     15.18  5 宮坂 優那(1)     14.92 
ｸﾏｶﾞｲ ﾎﾉｶ 下伊那松川 ﾐﾔｻｶ ｳﾀ ﾕｳﾅ 岡谷東部

 6 山中 杏珠(1)     15.57  6 小林 水緒(1)     15.37 
ﾔﾏﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 秀峰 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 南箕輪

 7 原 美月(1)     15.74  7 奥原 紗希(1)     15.85 
ﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 丘 ｵｸﾊﾗ ｻｷ 松島

 8 上條 華奈(1)     16.66  8 小野 綾音(1)     15.93 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾅ 仁科台 ｵﾉ ｱﾔﾈ 下諏訪
濵田 みなと(1) 大村 愛夢(1)
ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 春富 ｵｵﾑﾗ ｱｲﾑ 高瀬

[ 5組] 風速 +0.1 [ 6組] 風速 +0.6

 1 喜島 晴(1)     14.06  1 吉澤 詩乃(1)     14.12 
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ 女鳥羽 ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ 高森

 2 原田 栞里(1)     14.35  2 小口 瑞生(1)     14.62 
ﾊﾗﾀﾞ ｼｵﾘ 赤穂 ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 塩尻広陵

 3 斉藤 凛咲(1)     14.78  3 富山 唯奈(1)     14.63 
ｻｲﾄｳ ﾘｻ 筑摩野 ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ 伊那東部

 4 鵜飼 めぐみ(1)     15.36  4 矢澤 華(1)     14.68 
ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ 原 ﾔｻﾞﾜ  ﾊﾅ 駒ヶ根東

 5 高林 あんり(1)     15.46  5 小池 まどか(1)     15.19 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属 ｺｲｹ ﾏﾄﾞｶ 清水

 6 髙原 つらら(1)     15.67  6 濱 陽菜乃(1)     15.54 
ﾀｶﾊﾗ ﾂﾗﾗ 白馬 ﾊﾏ ﾋﾅﾉ 信明

 7 倉澤 奈帆(1)     15.88 井澤 夏帆(1)
ｸﾗｻﾜ ﾅﾎ 飯田高陵 ｲｻﾜ ｶﾎ 箕輪

 8 北條 日菜(1)     15.98 中山 愛梨(1)
ｷﾀｼﾞｮｳ ﾋﾅ 高瀬 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ 緑ヶ丘

[ 7組] 風速 +0.1 [ 8組] 風速  0.0

 1 野村 優香(1)     14.00 q  1 藤森 七海(1)     13.76 q
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西

 2 上島 澪里(1)     14.27  2 関島 瑠愛(1)     14.30 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｵﾘ 辰野 ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 下伊那松川

 3 関 唯々香(1)     14.27  3 林 杏珠(1)     14.81 
ｾｷ ﾕﾕｶ 岡谷西部 ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 岡谷北部

 4 前田 百葉(1)     14.57  4 佐々木 希帆望(1)     14.90 
ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ 堀金 ｻｻｷ ｷﾎﾐ 穂高西

 5 宮澤 ありさ(1)     14.89  5 大田 樹璃(1)     15.18 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾘ 長峰

 6 高林 エリ(1)     15.70  6 鍋島 楓(1)     15.67 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｴﾘ 秀峰 ﾅﾍﾞｼﾏ ｶｴﾃﾞ 豊丘
成田 楓華(1)  7 田中 沙奈(1)     15.70 
ﾅﾘﾀ ﾌｳｶ 岡谷南部 ﾀﾅｶ ｻﾅ 中川
白鳥 悠南(1)  8 管野 愛梨(1)     15.78 
ｼﾛﾄﾘ ﾕｳﾅ 伊那東部 ｶﾝﾉ ｱｲﾘ 諏訪南
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所属名 記録／備考
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ﾚｰﾝ No.
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欠場
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欠場

5  7942

8  7528

6  7581
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2  6741

4  7940

8  6823

5  7257

9  8689

氏  名
7  7280

6  8825

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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順 ﾚｰﾝ No.
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女子１年

100m

予選 通過基準  11組  0着 + 8 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



[ 9組] 風速 -0.2 [ 10組] 風速  0.0

 1 宮下 莉瑚(1)     14.20  1 田中 優杏菜(1)     14.04 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ 豊丘 ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 信大附属松本

 2 木下 茜莉(1)     14.38  2 中村 映夢(1)     14.33 
ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ 緑ヶ丘 ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 春富

 3 野村 夏月(1)     14.43  3 宮田 くるみ(1)     14.71 
ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 茅野東部 ﾐﾔﾀ ｸﾙﾐ 穂高東

 4 中村 空夏(1)     14.50  4 松田 夢葉(1)     14.92 
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪南 ﾏﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 丘

 5 小平 芙菜(1)     15.07  5 越川 えり(1)     15.03 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊｽﾅ 茅野北部 ｺｼｶﾜ ｴﾘ 富士見

 6 宮内 胡都(1)     15.48  6 福田 柚菜(1)     15.68 
ﾐﾔｳﾁ ｺﾄ 岡谷西部 ﾌｸﾀﾞ ﾕｽﾞﾅ 旭町

 7 金田 来未(1)     15.82  7 松原 美夢(1)     15.88 
ｶﾈﾀﾞ ｸﾙﾐ 菅野 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾑ 豊科北
小松 結奈(1)  8 岩田 和紗(1)     16.44 
ｺﾏﾂ ﾕﾅ 岡谷北部 ｲﾜﾀ ｶｽﾞｻ 下諏訪

[ 11組] 風速 +2.4

 1 三澤 百佳(1)     13.40 q
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 開成

 2 岩下 夢菜(1)     14.27 
ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ 永明

 3 丸山 綾香(1)     14.69 
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 女鳥羽

 3 両角 みなみ(1)     14.69 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ 上諏訪

 5 埋橋 茉子(1)     14.77 
ｳｽﾞﾊｼ ﾏｺ 清水

 6 丸山 夏希(1)     15.18 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 豊科北

 7 菊池 彩乃(1)     15.22 
ｷｸﾁ ｱﾔﾉ 大桑
安田 莉穂(1)
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪西

風速 -1.6

 1 松本 恵実(1)     13.25 
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金

 2 三澤 百佳(1)     13.49 
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 開成

 3 山城 春菜(1)     13.65 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 高森

 4 藤森 七海(1)     13.72 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西

 5 小松 未唯奈(1)     13.89 
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰

 6 守屋 咲芭(1)     13.92 
ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ 三郷

 7 野村 優香(1)     14.18 
ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ 南箕輪

 8 中村 紗生(1)     14.39 
ﾅｶﾑﾗ ｻｲ 波田

3  8054

2  7404

9  7851

8  6713

5  8384

4  7743

記録／備考
7  6693

6  7129

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  6651

9  7687

8  7934

3  7050

4  6566

5  6445

記録／備考
6  7487
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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3  7597

6  7833
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7  7881
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4  8542

5  8593

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



長野県中学記録(CR)              12.05 菅沼　美風                   豊丘             2014/07/05  
大会記録(GR)                    12.43 

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +1.5

 1 田中 凜(2)     13.19 q  1 窪田 結衣(2)     12.87 q
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 赤穂 ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明

 2 新田 光咲(2)     13.99  2 石吾 桃香(2)     13.82 
ﾆｯﾀ ﾐｻｷ 穂高東 ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ 岡谷東部

 3 小島 咲愛(2)     14.17  3 杉下 舞彩(2)     13.83 
ｺｼﾞﾏ ｻﾗ 南箕輪 ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 清陵附属

 4 小平 聖乃(2)     14.24  4 北原 樹奈(2)     15.21 
ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ 茅野北部 ｷﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾅ 箕輪

 5 大西 愛菜(2)     14.86  5 上條 愛花(2)     15.32 
ｵｵﾆｼ ﾏﾅ 大町第一 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｲｶ 女鳥羽

 6 古幡 千寿穂(2)     14.90  6 髙橋 郁乃(2)     15.45 
ﾌﾙﾊﾀ ﾁｽﾞﾎ 菅野 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾉ 塩尻

 7 高木 菜々子(2)     14.95  7 古川 葵(2)     15.55 
ﾀｶｷﾞ ﾅﾅｺ 筑摩野 ﾌﾙｶﾜ ｱｵｲ 永明

 8 小倉 ゆきの(2)     15.67  8 橋詰 瑠菜(2)     15.77 
ｵｸﾞﾗ ﾕｷﾉ 信明 ﾊｼｽﾞﾒ ﾙﾅ 岡谷南部

 9 松木 恵理(2)     16.83 
ﾏﾂｷ ｴﾘ 旭町

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 +0.1

 1 有賀 雪乃(2)     13.50 q  1 西島 美幸(2)     13.61 q
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 南箕輪 ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ 飯田東

 2 飯澤 優里(2)     13.92  2 氣賀澤 円香(2)     13.93 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 清陵附属 ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ 赤穂

 3 秋山 七海(2)     14.06  3 坂口 輝(2)     14.44 
ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ 豊科北 ｻｶｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 豊科北

 4 木下 弥采(2)     14.80  4 笠原 英(2)     14.89 
ｷﾉｼﾀ ﾐｺﾄ 駒ヶ根東 ｶｻﾊﾗ ﾊﾅ 筑摩野

 5 大久保 唯菜(2)     14.83  5 月木 優花(2)     15.34 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾅ 山辺 ﾂｷｷﾞ ﾕｳｶ 豊丘

 6 曽山 ちはる(2)     15.33  6 淀 葉月(2)     15.44 
ｿﾔﾏ ﾁﾊﾙ 三郷 ﾖﾄﾞ ﾊﾂﾞｷ 小谷

 7 赤羽 姫那(2)     15.62  7 関 結菜(2)     15.68 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾅ 塩尻広陵 ｾｷ ﾕｲﾅ 諏訪西

 8 笹川 真知楓(2)     16.29  8 神沢 瑠依(2)     15.86 
ｻｻｶﾞﾜ ﾏﾁｶ 高綱 ｶﾝｻﾞﾜ ﾙｲ 諏訪南

[ 5組] 風速 -0.8 [ 6組] 風速 -0.3

 1 中村 栞菜(2)     13.67 q  1 河上 乃愛(2)     13.41 q
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町 ｶﾜｶﾐ ﾉｱ 信大附属松本

 2 近藤 希乃佳(2)     13.82  2 矢口 ほの夏(2)     13.86 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ 飯田高陵 ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 穂高東

 3 丸山 結愛(2)     13.99  3 井口 空亜(2)     14.37 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 堀金 ｲｸﾞﾁ ｿｱ 箕輪

 4 田中 彩水(2)     14.62  4 本橋 奈央子(2)     14.58 
ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ 北安松川 ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷南部

 5 遠藤 彩莉(2)     14.96  5 西村 凪(2)     15.19 
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲﾘ 辰野 ﾆｼﾑﾗ ﾅｷﾞ 山辺

 6 柳沢 愛莉(2)     15.11  6 吉田 渚(2)     15.37 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 茅野東部 ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 下諏訪

 7 丸山 琳(2)     15.57  7 鍛冶谷 美奈(2)     15.69 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾝ 小谷 ｶｼﾞﾔ ﾐﾅ 緑ヶ丘

 8 北原 ほのか(2)     16.43  8 水口 莉子(2)     16.10 
ｷﾀﾊﾗ ﾎﾉｶ 駒ヶ根東 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾘｺ 塩尻

[ 7組] 風速 -1.0 [ 8組] 風速 -0.4

 1 佐々木 響子(2)     13.73  1 塚間 友香(2)     13.41 q
ｻｻｷ ｷｮｳｺ 塩尻広陵 ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野

 2 三澤 菜々美(2)     13.79  2 上條 翔子(2)     13.61 q
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那東部 ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ 三郷

 3 奥原 奏衣(2)     14.25  3 木下 明里咲(2)     14.58 
ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ 木曽町 ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ 緑ヶ丘

 4 中川 夏津希(2)     14.79  4 平澤 恋菜(2)     14.70 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 鉢盛 ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ 岡谷東部

 5 左右田 茜(2)     15.32  5 梅沢 めぐみ(2)     15.20 
ｿｳﾀﾞ ｱｶﾈ 大町第一 ｳﾒｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 穂高西

 6 中斎 陽葵(2)     15.59  6 中村 友理子(2)     15.49 
ﾅｶｻｲ ﾋﾏﾜﾘ 高綱 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｺ 下諏訪

 7 望月 莉子(2)     15.89  7 小池 愛心(2)     15.56 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｺ 富士見 ｺｲｹ ﾏﾅﾐ 諏訪西

 8 赤羽 吟(2)     15.94  8 寺澤 慶恵(2)     16.34 
ｱｶﾊﾈ ｳﾀ 梓川 ﾃﾗｻﾜ ﾖｼｴ 岡谷北部

3  7594

8  8763

9  7682

2  7756

所属名 記録／備考
6  7954

7  6705

ﾚｰﾝ No.

4  8591

5  6598

2  7933

3  7357

9  6884

8  7192

7  6284

5  7424

4  6486

6  8145

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名順

2  8590

8  6382

6  8705

9  7680

3  8003

4  7613

記録／備考
5  7482

7  6578

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  6843

9  8273

7  7953

8  7876

5  6691

2  6788

記録／備考
4  7074

6  8447

3  7774

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  7256

2  6853

9  7757

所属名 記録／備考
6  8578

7  8223

順 ﾚｰﾝ No.

5  6643

8  8548

3  6492

9  7186

7  7160

8  6707

6  6641

2  8274

4  8066

5  7947

2  7616

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

8  6385

4  7793

3  8004

9  7298

5  7645

7  7948

記録／備考
6  7017

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  7076

順

9  7019

7  7205

5  7248

3  6880

6  8068

1  7815

記録／備考
4  8226

2  6562

女子２年
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予選 通過基準  8組  0着 + 8 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  0.0

 1 窪田 結衣(2)     12.82 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明

 2 塚間 友香(2)     13.28 
ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野

 3 田中 凜(2)     13.31 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 赤穂

 4 有賀 雪乃(2)     13.36 
ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ 南箕輪

 5 中村 栞菜(2)     13.43 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町

 6 上條 翔子(2)     13.49 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ 三郷

 7 西島 美幸(2)     13.51 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ 飯田東

 8 河上 乃愛(2)     13.56 
ｶﾜｶﾐ ﾉｱ 信大附属松本

8  8578

6  7482

3  7074

2  6705

5  8226

9  8066

7  7017

4  7954

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

決勝



長野県中学記録(CR)              24.88 北澤 栞                      三郷             2016/10/16  
大会記録(GR)                    26.02 

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +0.2

 1 三枝 千夏(2)     27.79 q  1 飯島 莉紗(2)     28.17 q
ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 赤穂

 2 川上 菜(2)     28.60 q  2 五味 愛夏(2)     29.19 
ｶﾜｶﾐ ｻｲ 仁科台 ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ 永明

 3 白沢 莉子(2)     29.98  3 原田 なな(2)     29.74 
ｼﾗｻﾜ ﾘｺ 穂高西 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 諏訪西

 4 藤井 深雪(2)     30.31  4 川口 結(1)     30.26 
ﾌｼﾞｲ ﾐﾕｷ 北安松川 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｲ 茅野北部

 5 望月 想(2)     30.74  5 胡桃 有沙(2)     30.78 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ 穂高東 ｸﾙﾐ ｱﾘｻ 穂高西

 6 三枝 杏(2)     30.94  6 田中 海羽(1)     31.46 
ｻｴｸﾞｻ ｷｮｳ 岡谷東部 ﾀﾅｶ ﾐｳ 春富

 7 石井 菜々美(1)     32.21  7 吉村 千都子(1)     33.44 
ｲｼｲ ﾅﾅﾐ 梓川 ﾖｼﾑﾗ ﾁﾂﾞｺ 伊那東部

 8 川嶋 亜衣梨(1)     33.01  8 馬場 成美(1)     33.50 
ｶﾜｼﾏ ｱｲﾘ 茅野北部 ﾊﾞﾊﾞ  ﾅﾙﾐ 駒ヶ根東
西村 菜央(1) 筒井 結貴(1)
ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ 女鳥羽 ﾂﾂｲ ﾕｷ 豊丘

[ 3組] 風速 +0.6 [ 4組] 風速 -0.2

 1 奈良 実咲(2)     28.04 q  1 山口 なず菜(2)     27.93 q
ﾅﾗ ﾐｻｷ 波田 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ 鉢盛

 2 小林 万莉(2)     29.41  2 鎮西 花(1)     29.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰 ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ 赤穂

 3 五十嵐 歩佳(1)     30.24  3 三溝 梓乃(2)     29.36 
ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ 信大附属松本 ｻﾐｿﾞ ｼﾉ 高綱

 4 麻和 楓花(1)     30.69  4 中曽根 叶(2)     31.25 
ｱｻﾜ ﾌｳｶ 開成 ﾅｶｿﾈ ｶﾅ 伊那

 5 北原 菜瑞奈(2)     30.92  5 藤島 沙由希(1)     31.80 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｽﾞﾅ 伊那 ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰

 6 山本 尚穂(2)     31.97  6 木村 莉子(2)     32.68 
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 山辺 ｷﾑﾗ ﾘｺ 諏訪南

 7 上條 菫子(1)     31.97  7 河口 みずき(1)     32.78 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｽﾐﾚｺ 三郷 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 岡谷北部

 8 倉澤 愛巳(2)     32.17  8 井口 裕加里(2)     33.03 
ｸﾗｻﾜ ｴﾐ 塩尻広陵 ｲｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 山辺

 9 斉藤 杏奈(1)     34.38 溝口 莉緒(2)
ｻｲﾄｳ ｱﾝﾅ 女鳥羽 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾘｵ 南箕輪

[ 5組] 風速 +2.2 [ 6組] 風速 +2.0

 1 片桐 未音里(2)     27.72 q  1 中原 希空(2)     28.06 q
ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ 豊科北 ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 春富

 2 藤原 奈々(2)     29.22  2 小林 菜月(2)     28.21 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ 穂高東 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘

 3 山一 実希(2)     29.28  3 槫沼 香乃花(1)     30.65 
ﾔﾏｲﾁ ﾐｷ 北安松川 ｸﾚﾇﾏ ｺﾉｶ 梓川

 4 中嶋 実咲(2)     29.96  4 秋山 紗奈(1)     31.17 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ 信大附属松本 ｱｷﾔﾏ ｻﾅ 三郷

 5 池上 舞花(1)     30.22  5 竹松 優(2)     31.81 
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ 中川 ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ 諏訪西

 6 原 萌々音(2)     30.42  6 石井 みなみ(2)     31.84 
ﾊﾗ ﾓﾓﾈ 白馬 ｲｼｲ ﾐﾅﾐ 塩尻広陵

 7 井田 光咲(2)     31.32  7 田中 彩音(1)     34.25 
ｲﾀﾞ ｱﾘｻ 南箕輪 ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 伊那東部

 8 神保 藍織(1)     31.72 池上 絵笛(1)
ｼﾞﾝﾎﾞｳ ｲｵﾘ 豊科南 ｲｹｶﾞﾐ ｴﾌｴ 駒ヶ根東

 9 志賀 美咲(2)     33.29 
ｼｶﾞ ﾐｻｷ 諏訪南
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風速 +0.5

 1 片桐 未音里(2)     27.35 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ 豊科北

 2 三枝 千夏(2)     27.54 
ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ 辰野

 3 山口 なず菜(2)     27.92 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ 鉢盛

 4 奈良 実咲(2)     27.95 
ﾅﾗ ﾐｻｷ 波田

 5 飯島 莉紗(2)     28.38 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ 赤穂

 6 中原 希空(2)     28.42 
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 春富

 7 小林 菜月(2)     28.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 緑ヶ丘

 8 川上 菜(2)     29.06 
ｶﾜｶﾐ ｻｲ 仁科台
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長野県中学記録(CR)            2:13.56 和田　有菜                   川中島           2014/07/19  
大会記録(GR)                  2:20.16 

[ 1組] [ 2組]

 1 臼田 麻花(1)   2:27.18  1 小澤 来空(1)   2:36.88 
ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 下諏訪 ｵｻﾞﾜ ﾗｲｱ 辰野

 2 松下 輝来(1)   2:27.45  2 永井 千晴(1)   2:36.89 
ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 仁科台 ﾅｶﾞｲ ﾁﾊﾙ 松島

 3 森脇 光砂(1)   2:34.46  3 嶺山 和佳(1)   2:41.36 
ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 赤穂 ﾐﾈﾔﾏ ﾉﾄﾞｶ 堀金

 4 千野 唯花(1)   2:35.30  4 荻久保 結野(1)   2:42.78 
ﾁﾉ ﾕｲｶ 山辺 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾕﾉ 北安松川

 5 小山 夏葵(1)   2:36.15  5 岩城 こころ(1)   2:43.83 
ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ 王滝 ｲﾜｷ ｺｺﾛ 丸ﾉ内

 6 小嶋 楓來(1)   2:36.36  6 小林 はる香(1)   2:44.30 
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 原 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 穂高東

 7 真柴 萌菜(1)   2:36.42  7 中山 結(1)   2:45.76 
ﾏｼﾊﾞ ﾓｴﾅ 春富 ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 諏訪南

 8 髙木 萌子(1)   2:37.05  8 宮﨑 汐音(1)   2:46.15 
ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ 南箕輪 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｵﾝ 中川

 9 赤羽 真衣佳(1)   2:39.58  9 中嶋 心愛(1)   2:47.17 
ｱｶﾊﾈ ﾏｲｶ 女鳥羽 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｺﾅ 信明

10 上村 梨緒(1)   2:40.02 10 湯口 朝香(1)   2:47.54 
ｶﾐﾑﾗ ﾘｵ 開成 ﾕｸﾞﾁ ｱｻｶ 北安松川

11 羽生 彩七(1)   2:41.28 11 野澤 彩莉(1)   2:52.62 
ﾊﾆｭｳ ｱﾔﾅ 飯田高陵 ﾉｻﾞﾜ ｱﾔﾘ 茅野北部

12 古川 結萌(1)   2:41.85 12 清水 彩音(1)   2:55.22 
ﾌﾙｶﾜ ﾕﾒ 穂高西 ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾄ 永明

13 坂本 なお(1)   2:46.00 13 髙橋 優乃(1)   2:57.15 
ｻｶﾓﾄ ﾅｵ 春富 ﾀｶﾊｼ ﾕﾉ 原

14 中島 優香(1)   2:48.21 14 松村 美佑(1)   2:58.56 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 岡谷西部 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾕ 緑ヶ丘

15 春日 莉緒(1)   3:14.82 森田 彩心(1)
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部 ﾓﾘﾀ ｱﾔﾐ 木曽町

[ 3組]

 1 木村 友香(1)   2:50.39 
ｷﾑﾗ ﾄﾓｶ 信大附属松本

 2 村上 明(1)   2:52.62 
ﾑﾗｶﾐ ｱｶﾘ 塩尻広陵

 3 宮下 菜摘(1)   2:53.80 
ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ 緑ヶ丘

 4 早川 麗(1)   2:56.37 
ﾊﾔｶﾜ ﾚｲ 信明

 5 田中 千晴(1)   2:56.78 
ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 信大附属松本

 6 塩澤 瑠美奈(1)   3:00.70 
ｼｵｻﾞﾜ ﾙﾐﾅ 旭町

 7 白澤 瑚々那(1)   3:00.93 
ｼﾗｻﾜ ｺｺﾅ 穂高東

 8 小松 礼佳(1)   3:01.28 
ｺﾏﾂ ｱﾔｶ 箕輪

 9 神谷 穂歌(1)   3:10.62 
ｶﾐﾔ ﾎﾉｶ 諏訪南

10 大和 野乃佳(1)   3:12.10 
ｵｵﾜ ﾉﾉｶ 長峰
原田 実花(1)
ﾊﾗﾀﾞ ﾐｶ 高瀬
下島 莉紗子(1)
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻｺ 岡谷南部
松見 すみれ(1)
ﾏﾂﾐ ｽﾐﾚ 箕輪
小口 美来(1)
ｵｸﾞﾁ ﾐｸ 岡谷南部
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   1 臼田 麻花(1) 下諏訪     2:27.18   1   1
   2 松下 輝来(1) 仁科台     2:27.45   1   2
   3 森脇 光砂(1) 赤穂     2:34.46   1   3
   4 千野 唯花(1) 山辺     2:35.30   1   4
   5 小山 夏葵(1) 王滝     2:36.15   1   5
   6 小嶋 楓來(1) 原     2:36.36   1   6
   7 真柴 萌菜(1) 春富     2:36.42   1   7
   8 小澤 来空(1) 辰野     2:36.88   2   1
   9 永井 千晴(1) 松島     2:36.89   2   2
  10 髙木 萌子(1) 南箕輪     2:37.05   1   8
  11 赤羽 真衣佳(1) 女鳥羽     2:39.58   1   9
  12 上村 梨緒(1) 開成     2:40.02   1  10
  13 羽生 彩七(1) 飯田高陵     2:41.28   1  11
  14 嶺山 和佳(1) 堀金     2:41.36   2   3
  15 古川 結萌(1) 穂高西     2:41.85   1  12
  16 荻久保 結野(1) 北安松川     2:42.78   2   4
  17 岩城 こころ(1) 丸ﾉ内     2:43.83   2   5
  18 小林 はる香(1) 穂高東     2:44.30   2   6
  19 中山 結(1) 諏訪南     2:45.76   2   7
  20 坂本 なお(1) 春富     2:46.00   1  13
  21 宮﨑 汐音(1) 中川     2:46.15   2   8
  22 中嶋 心愛(1) 信明     2:47.17   2   9
  23 湯口 朝香(1) 北安松川     2:47.54   2  10
  24 中島 優香(1) 岡谷西部     2:48.21   1  14
  25 木村 友香(1) 信大附属松本     2:50.39   3   1
  26 村上 明(1) 塩尻広陵     2:52.62   3   2
  26 野澤 彩莉(1) 茅野北部     2:52.62   2  11
  28 宮下 菜摘(1) 緑ヶ丘     2:53.80   3   3
  29 清水 彩音(1) 永明     2:55.22   2  12
  30 早川 麗(1) 信明     2:56.37   3   4
  31 田中 千晴(1) 信大附属松本     2:56.78   3   5
  32 髙橋 優乃(1) 原     2:57.15   2  13
  33 松村 美佑(1) 緑ヶ丘     2:58.56   2  14
  34 塩澤 瑠美奈(1) 旭町     3:00.70   3   6
  35 白澤 瑚々那(1) 穂高東     3:00.93   3   7
  36 小松 礼佳(1) 箕輪     3:01.28   3   8
  37 神谷 穂歌(1) 諏訪南     3:10.62   3   9
  38 大和 野乃佳(1) 長峰     3:12.10   3  10
  39 春日 莉緒(1) 岡谷東部     3:14.82   1  15
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長野県中学記録(CR)            2:13.56 和田　有菜                   川中島           2014/07/19  
大会記録(GR)                  2:18.91 

[ 1組] [ 2組]

 1 中林 樹里(2)   2:21.21  1 加藤 杏由夏(2)   2:33.00 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 箕輪 ｶﾄｳ ｱﾕｶ 山辺

 2 竹岡 紗代(2)   2:21.29  2 高橋 優愛(2)   2:38.52 
ﾀｹｵｶ ｻﾖ 堀金 ﾀｶﾊｼ ﾕﾒ 信大附属松本

 3 小口 紗弥(2)   2:21.65  3 小出 柚羽(2)   2:39.72 
ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 岡谷東部 ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ 高綱

 4 中村 綾花(2)   2:23.67  4 北原 結和(2)   2:40.10 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 鉢盛 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ 長峰

 5 塚本 萌(2)   2:29.10  5 富山 奈央(2)   2:41.75 
ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ 鉢盛 ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵ 伊那東部

 6 宮本 純伶(2)   2:32.38  6 田中 胡桃(2)   2:42.75 
ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾚ 清水 ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ 富士見

 7 山田 彩世(2)   2:33.88  7 中山 優莉亜(2)   2:43.26 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｾ 豊科南 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘｱ 伊那東部

 8 佐々木 美羽(2)   2:34.04  8 水野 香帆(2)   2:44.22 
ｻｻｷ ﾐｳ 鼎 ﾐｽﾞﾉ ｶﾎ 鼎

 9 野村 ひかり(2)   2:35.11  9 岡 瑞希(2)   2:45.80 
ﾉﾑﾗ ﾋｶﾘ 南箕輪 ｵｶ ﾐｽﾞｷ 箕輪

10 中島 偲(2)   2:36.04 10 原 朱音(2)   2:47.92 
ﾅｶｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 南箕輪 ﾊﾗ ｱｶﾈ 豊丘

11 宮内 笑夢(2)   2:36.24 11 輪湖 いぶき(2)   2:48.77 
ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ 高森 ﾜｺ ｲﾌﾞｷ 梓川

12 逸持治 奏愛(2)   2:39.49 12 木村 妃杏(2)   2:51.46 
ｲﾂｼﾞ ｶﾅｴ 赤穂 ｷﾑﾗ ﾋﾒｱ 上諏訪

13 片桐 彩(2)   2:41.60 13 古厩 美音(2)   2:53.36 
ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔ 豊丘 ﾌﾙﾏﾔ ﾐｵ 高綱

[ 3組]

 1 小澤 明日香(2)   2:44.10 
ｵｻﾞﾜ ｱｽｶ 辰野

 2 鈴木 菜々香(2)   2:45.56 
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 梓川

 3 小林 柚花(2)   2:45.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 駒ヶ根東

 4 三浦 愛音(2)   2:46.45 
ﾐｳﾗ ｱﾉﾝ 穂高東

 5 菅野 美月(2)   2:46.55 
ｶﾝﾉ ﾐﾂﾞｷ 大桑

 6 田中 美葉(2)   2:47.52 
ﾀﾅｶ ﾐﾖ 丸ﾉ内

 7 小竹 ひより(2)   2:48.39 
ｵﾀｹ ﾋﾖﾘ 女鳥羽

 8 石井 澪(2)   2:50.21 
ｲｼｲ ﾐｵ 穂高東

 9 小林 穂々光(2)   2:51.16 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 富士見

10 黒澤 萌(2)   2:52.18 
ｸﾛｻﾜ ﾓｴ 長峰

11 赤羽 菜杏(2)   2:57.76 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ 高森

12 御子柴 涼生(2)   2:59.23 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾘｵ 筑摩野

13 清水 花薫(2)   3:05.96 
ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 清水
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女子２年

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ



   1 中林 樹里(2) 箕輪     2:21.21   1   1
   2 竹岡 紗代(2) 堀金     2:21.29   1   2
   3 小口 紗弥(2) 岡谷東部     2:21.65   1   3
   4 中村 綾花(2) 鉢盛     2:23.67   1   4
   5 塚本 萌(2) 鉢盛     2:29.10   1   5
   6 宮本 純伶(2) 清水     2:32.38   1   6
   7 加藤 杏由夏(2) 山辺     2:33.00   2   1
   8 山田 彩世(2) 豊科南     2:33.88   1   7
   9 佐々木 美羽(2) 鼎     2:34.04   1   8
  10 野村 ひかり(2) 南箕輪     2:35.11   1   9
  11 中島 偲(2) 南箕輪     2:36.04   1  10
  12 宮内 笑夢(2) 高森     2:36.24   1  11
  13 高橋 優愛(2) 信大附属松本     2:38.52   2   2
  14 逸持治 奏愛(2) 赤穂     2:39.49   1  12
  15 小出 柚羽(2) 高綱     2:39.72   2   3
  16 北原 結和(2) 長峰     2:40.10   2   4
  17 片桐 彩(2) 豊丘     2:41.60   1  13
  18 富山 奈央(2) 伊那東部     2:41.75   2   5
  19 田中 胡桃(2) 富士見     2:42.75   2   6
  20 中山 優莉亜(2) 伊那東部     2:43.26   2   7
  21 小澤 明日香(2) 辰野     2:44.10   3   1
  22 水野 香帆(2) 鼎     2:44.22   2   8
  23 鈴木 菜々香(2) 梓川     2:45.56   3   2
  24 小林 柚花(2) 駒ヶ根東     2:45.57   3   3
  25 岡 瑞希(2) 箕輪     2:45.80   2   9
  26 三浦 愛音(2) 穂高東     2:46.45   3   4
  27 菅野 美月(2) 大桑     2:46.55   3   5
  28 田中 美葉(2) 丸ﾉ内     2:47.52   3   6
  29 原 朱音(2) 豊丘     2:47.92   2  10
  30 小竹 ひより(2) 女鳥羽     2:48.39   3   7
  31 輪湖 いぶき(2) 梓川     2:48.77   2  11
  32 石井 澪(2) 穂高東     2:50.21   3   8
  33 小林 穂々光(2) 富士見     2:51.16   3   9
  34 木村 妃杏(2) 上諏訪     2:51.46   2  12
  35 黒澤 萌(2) 長峰     2:52.18   3  10
  36 古厩 美音(2) 高綱     2:53.36   2  13
  37 赤羽 菜杏(2) 高森     2:57.76   3  11
  38 御子柴 涼生(2) 筑摩野     2:59.23   3  12
  39 清水 花薫(2) 清水     3:05.96   3  13
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長野県中学記録(CR)            4:28.36 和田　有菜                   川中島           2013/08/22  
大会記録(GR)                  4:38.63 

[ 1組] [ 2組]

 1 村岡 美玖(1)   4:49.95  1 滝沢 初寧(1)   5:02.61 
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 波田 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 駒ヶ根東

 2 佐藤 悠花(1)   4:50.42  2 守屋 有彩(1)   5:16.50 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 下伊那松川 ﾓﾘﾔ ｱﾘｻ 春富

 3 川口 ののは(2)   4:51.37  3 平松 愛純(2)   5:24.27 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見 ﾋﾗﾏﾂ ｱｽﾐ 箕輪

 4 筒井 心葉(1)   4:52.75  4 安部 優理子(2)   5:29.08 
ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 飯田高陵 ｱﾍﾞ ﾕﾘｺ 信大附属松本

 5 中村 柚音(2)   4:53.67  5 竹村 千咲己(2)   5:30.27 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 箕輪 ﾀｹﾑﾗ ﾁｻｷ 駒ヶ根東

 6 阿部 真奈美(2)   5:02.56  6 宮本 珠里(2)   5:31.04 
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾘ 辰野

 7 根津 円(2)   5:05.37  7 真田 こころ(1)   5:31.53 
ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 女鳥羽 ｻﾅﾀﾞ ｺｺﾛ 塩尻広陵

 8 松下 朋佳(2)   5:06.72  8 村松 日菜(1)   5:36.52 
ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ 旭ヶ丘 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾅ 清水

 9 森 ほのか(2)   5:10.54  9 廣島 歩佳(2)   5:36.61 
ﾓﾘ ﾎﾉｶ 春富 ﾋﾛｼﾏ ﾎﾉｶ 辰野

10 西村 歩華(2)   5:13.71 10 山田 うらら(1)   5:39.43 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ 高森 ﾔﾏﾀﾞ ｳﾗﾗ 筑摩野

11 佐藤 希美(2)   5:14.92 11 北村 真彩(2)   5:40.77 
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 岡谷南部 ｷﾀﾑﾗ ﾏｱﾔ 小谷

12 宮下 聖菜(2)   5:15.08 12 篠原 さら(1)   5:41.20 
ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ 高森 ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ 茅野東部

13 有賀 すづな(2)   5:16.55 13 菊池 遥(1)   5:41.92 
ｱﾙｶﾞ ｽﾂﾞﾅ 下諏訪 ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 原

14 大蔵 こころ(2)   5:17.11 14 池上 遼海(2)   5:45.27 
ｵｵｸﾗ ｺｺﾛ 赤穂 ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ 南箕輪

15 丸山 莉央(1)   5:17.70 15 矢野 華奈(2)   5:45.71 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｵ 菅野 ﾔﾉ ｶﾅ 伊那東部

16 栗原 すず(2)   5:20.46 16 堀金 真華(2)   5:46.87 
ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ 大町第一 ﾎﾘｶﾞﾈ ﾏﾅｶ 豊科北

17 山田 唯綺(1)   5:23.35 17 西澤 瑞姫(1)   5:53.63 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 豊科南 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 小谷

18 小池 嶺花(2)   5:24.49 18 白澤 真帆(1)   5:55.32 
ｺｲｹ ﾚｲｶ 原 ｼﾗｻﾜ ﾏﾎ 北安松川

19 北原 伊織(1)   5:24.58 19 竹内 美結(1)   6:01.97 
ｷﾀﾊﾗ ｲｵﾘ 諏訪 ﾀｹｳﾁ ﾐﾕｳ 女鳥羽

20 宮城 稚子(2)   5:28.98 20 北澤 ひなた(2)   6:08.21 
ﾐﾔｷﾞ ﾜｶｺ 鉢盛 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 伊那東部

21 佐藤 綾花(1)   5:30.79 21 伊藤 ララ(1)   6:08.79 
ｻﾄｳ ｱﾔｶ 下伊那松川 ｲﾄｳ ﾗﾗ 大町第一

22 金子 陽南(2)   5:33.58 松村 歩咲(1)
ｶﾈｺ ﾊﾙﾅ 緑ヶ丘 ﾏﾙﾑﾗ ﾌｳｻ 木曽町

23 矢口 萌叶(2)   5:35.97 山本 結萌(1)
ﾔｸﾞﾁ ﾓｶ 穂高西 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 豊丘

24 日笠 遥(2)   5:49.80 大嶋 歩(1)
ﾋｶﾞｻ ﾊﾙｶ 鉢盛 ｵｵｼﾏ ｱﾕﾐ 穂高西
下澤 実央(2)
ｼﾓｻﾞﾜ ﾐｵ 白馬
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



   1 村岡 美玖(1) 波田     4:49.95   1   1
   2 佐藤 悠花(1) 下伊那松川     4:50.42   1   2
   3 川口 ののは(2) 富士見     4:51.37   1   3
   4 筒井 心葉(1) 飯田高陵     4:52.75   1   4
   5 中村 柚音(2) 箕輪     4:53.67   1   5
   6 阿部 真奈美(2) 富士見     5:02.56   1   6
   7 滝沢 初寧(1) 駒ヶ根東     5:02.61   2   1
   8 根津 円(2) 女鳥羽     5:05.37   1   7
   9 松下 朋佳(2) 旭ヶ丘     5:06.72   1   8
  10 森 ほのか(2) 春富     5:10.54   1   9
  11 西村 歩華(2) 高森     5:13.71   1  10
  12 佐藤 希美(2) 岡谷南部     5:14.92   1  11
  13 宮下 聖菜(2) 高森     5:15.08   1  12
  14 守屋 有彩(1) 春富     5:16.50   2   2
  15 有賀 すづな(2) 下諏訪     5:16.55   1  13
  16 大蔵 こころ(2) 赤穂     5:17.11   1  14
  17 丸山 莉央(1) 菅野     5:17.70   1  15
  18 栗原 すず(2) 大町第一     5:20.46   1  16
  19 山田 唯綺(1) 豊科南     5:23.35   1  17
  20 平松 愛純(2) 箕輪     5:24.27   2   3
  21 小池 嶺花(2) 原     5:24.49   1  18
  22 北原 伊織(1) 諏訪     5:24.58   1  19
  23 宮城 稚子(2) 鉢盛     5:28.98   1  20
  24 安部 優理子(2) 信大附属松本     5:29.08   2   4
  25 竹村 千咲己(2) 駒ヶ根東     5:30.27   2   5
  26 佐藤 綾花(1) 下伊那松川     5:30.79   1  21
  27 宮本 珠里(2) 辰野     5:31.04   2   6
  28 真田 こころ(1) 塩尻広陵     5:31.53   2   7
  29 金子 陽南(2) 緑ヶ丘     5:33.58   1  22
  30 矢口 萌叶(2) 穂高西     5:35.97   1  23
  31 村松 日菜(1) 清水     5:36.52   2   8
  32 廣島 歩佳(2) 辰野     5:36.61   2   9
  33 山田 うらら(1) 筑摩野     5:39.43   2  10
  34 北村 真彩(2) 小谷     5:40.77   2  11
  35 篠原 さら(1) 茅野東部     5:41.20   2  12
  36 菊池 遥(1) 原     5:41.92   2  13
  37 池上 遼海(2) 南箕輪     5:45.27   2  14
  38 矢野 華奈(2) 伊那東部     5:45.71   2  15
  39 堀金 真華(2) 豊科北     5:46.87   2  16
  40 日笠 遥(2) 鉢盛     5:49.80   1  24
  41 西澤 瑞姫(1) 小谷     5:53.63   2  17
  42 白澤 真帆(1) 北安松川     5:55.32   2  18
  43 竹内 美結(1) 女鳥羽     6:01.97   2  19
  44 北澤 ひなた(2) 伊那東部     6:08.21   2  20
  45 伊藤 ララ(1) 大町第一     6:08.79   2  21
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1500m



長野県中学記録(CR)              14.28 深澤 あまね                  旭町             2017/07/15  
大会記録(GR)                    15.07 

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -0.8

 1 江口 真尋(2)     16.36 q  1 関崎 茉莉(2)     16.64 q
ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部 ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ 伊那

 2 宮澤 遥(2)     17.99  2 種田 夏弓(2)     18.89 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 箕輪 ﾀﾈﾀﾞ ﾅﾂﾐ 鉢盛

 3 原 如美(2)     18.81  3 戸田 美桜(2)     19.69 
ﾊﾗ ﾕｷﾐ 茅野北部 ﾄﾀﾞ ﾐｵ 箕輪

 4 柴野 華姫(2)     19.75  4 関 広菜(2)     20.01 
ｼﾊﾞﾉ ﾊﾙﾋ 三郷 ｾｷ ﾋﾛﾅ 赤穂

 5 横沢 こころ(2)     19.78  5 中川 采羽(1)     20.06 
ﾖｺｻﾜ ｺｺﾛ 菅野 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾊ 開成

 6 村田 遥(2)     20.71  6 青柳 菜々美(2)     20.63 
ﾑﾗﾀ ﾊﾙｶ 信大附属松本 ｱｵﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ 山辺

 7 青木 詩織(2)     21.40  7 藤森 あんり(2)     21.52 
ｱｵｷ ｼｵﾘ 長峰 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾘ 長峰
森田 クラウディア(1)  8 高岡 真彩(1)     21.89 
ﾓﾘﾀ ｸﾗｳﾃﾞｨｱ 穂高西 ﾀｶｵｶ ﾏｱﾔ 女鳥羽

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +0.9

 1 森下 結衣(2)     17.02 q  1 伊勢 美里(2)     17.45 q
ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ 松島 ｲｾ ﾐｻﾄ 塩尻広陵

 2 横水 杏実(2)     17.85 q  2 花岡 真咲(2)     17.90 q
ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ 鉢盛 ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部

 3 瀧本 歩夢(1)     18.40  3 小口 杏菜(2)     19.22 
ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ 開成 ｵｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 岡谷東部

 4 宮坂 ひかり(2)     19.22  4 大月 若菜(1)     19.52 
ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部 ｵｵﾂｷ ﾜｶﾅ 梓川

 5 池田 里汐(2)     19.29  5 小松 夢來(1)     20.03 
ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ 信大附属松本 ｺﾏﾂ ﾕﾗ 諏訪西

 6 吉澤 芽衣(2)     20.24  6 花岡 美穂(2)     20.13 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 春富 ﾊﾅｵｶ ﾐﾎ 丸ﾉ内

 7 上田 朋花(2)     20.92  7 釘町 恵美里(2)     20.14 
ｳｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 南箕輪 ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ 波田

 8 小澤 愛華(1)     25.59 石橋 琳花(1)
ｵｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 波田 ｲｼﾊﾞｼ ﾘﾝｶ 穂高西

[ 5組] 風速 +0.4 [ 6組] 風速 +1.8

 1 竹内 里桜(2)     15.51 q  1 原 知愛(2)     15.01 q
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明 ﾊﾗ ﾁﾅﾘ 北安松川

 2 熊谷 千尋(2)     18.57  2 小林 詩織(2)     18.48 
ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ 高森 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 菅野

 3 増塩 翔鈴(2)     19.04  3 松下 茉鈴(2)     19.00 
ﾏｽｼｵ ｶﾘﾝ 山辺 ﾏﾂｼﾀ ﾏﾘﾝ 辰野

 4 加納 優笑(2)     19.73  4 古林 叶愛(2)     19.20 
ｶﾉｳ ﾕｴ 三郷 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 高綱

 5 脇坂 有梨那(2)     20.12  5 竹上 心菜(1)     19.36 
ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 岡谷西部 ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ 梓川

 6 森 咲彩(1)     20.78  6 加納 樹(2)     19.59 
ﾓﾘ ｻｱﾔ 信明 ｶﾉｳ ｲﾂｷ 岡谷西部

 7 茅野 好花(1)     22.15  7 小川原 和花(2)     20.02 
ﾁﾉ ｺﾉｶ 女鳥羽 ｵｶﾞﾜﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 丸ﾉ内

 8 松澤 奈央(1)     22.69 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵ 春富

風速 +0.9

 1 原 知愛(2)     15.05 
ﾊﾗ ﾁﾅﾘ 北安松川

 2 竹内 里桜(2)     15.25 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明

 3 江口 真尋(2)     15.97 
ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部

 4 関崎 茉莉(2)     16.03 
ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ 伊那

 5 伊勢 美里(2)     17.16 
ｲｾ ﾐｻﾄ 塩尻広陵

 6 森下 結衣(2)     17.57 
ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ 松島

 7 花岡 真咲(2)     17.89 
ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部

 8 横水 杏実(2)     17.97 
ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ 鉢盛

2  7875

3  7449

9  6489

8  7101

6  7646

5  8085

7  6787
大会新

4  7792

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  7044

決勝

8  8176

8  7370

7  7579

2  7959

4  7190

記録／備考
5  6787

大会新
6  7203

9  8740

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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3  7005
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8  7282
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記録／備考
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欠場
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2  7842

8  6609

4  7204
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3  6706

記録／備考
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7  8007

女子共通

100mH(0.762m)

予選 通過基準  6組  0着 + 8 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



長野県中学記録(CR)              48.17 豊科北                       豊科北           2014/7/06   
（湯本　珠実・臼井　美紅・齊藤　静花・木村　凌）

大会記録(GR)                    49.05 

[ 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   9 春富  8171 中原 希空(2)     52.04 q  1   5 辰野  7967 渡辺 梓沙(1)     52.75 q

ﾊﾙﾄﾐ ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ ﾀﾂﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ
 8172 中村 映夢(1)  7952 小澤 佑奈(2)

ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ
 8173 濵田 みなと(1)  7955 三枝 千夏(2)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ
 8163 北原 小遥(2)  7954 塚間 友香(2)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ ﾂｶﾏ ﾕｶ
 2   5 穂高東  6572 藤原 奈々(2)     53.95  2   7 南箕輪  8054 野村 優香(1)     53.69 q

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 6560 石井 澪(2)  8066 有賀 雪乃(2)

ｲｼｲ ﾐｵ ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ
 6573 望月 想(2)  8069 中島 偲(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ ﾅｶｼﾏ ｼﾉﾌﾞ
 6578 矢口 ほの夏(2)  8068 小島 咲愛(2)

ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
 3   3 豊科北  6650 丸山 夏希(1)     54.26  3   8 開成  7124 麻和 楓花(1)     55.03 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ ｶｲｾｲ ｱｻﾜ ﾌｳｶ
 6640 片桐 未音里(2)  7129 三澤 百佳(1)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ
 6641 秋山 七海(2)  7126 瀧本 歩夢(1)

ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ
 6643 坂口 輝(2)  7128 松丸 もも(1)

ｻｶｸﾞﾁ ﾋｶﾘ ﾏﾂﾏﾙ ﾓﾓ
 4   2 岡谷東部  7645 石吾 桃香(2)     54.69  4   2 信明  7019 小倉 ゆきの(2)     55.43 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ ｼﾝﾒｲ ｵｸﾞﾗ ﾕｷﾉ
 7648 小口 紗弥(2)  7017 窪田 結衣(2)

ｵｸﾞﾁ ｻﾔ ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ
 7635 春日 莉緒(1)  7000 城 ひかり(1)

ｶｽｶﾞ ﾘｵ ｼﾞｮｳ ﾋｶﾘ
 7646 江口 真尋(2)  7018 鶴田 光(2)

ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ ﾂﾙﾀ ﾋｶﾙ
 5   4 伊那  8089 野崎 葵(2)     55.79  5   9 永明  7799 岩下 夢菜(1)     55.92 

ｲﾅ ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ ｴｲﾒｲ ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ
 8085 関崎 茉莉(2)  7801 清水 彩音(1)

ｾｷｻﾞｷ ﾏﾘ ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾄ
 8088 北原 菜瑞奈(2)  7800 宮坂 茉津莉(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾅｽﾞﾅ ﾐﾔｻｶ ﾏﾂﾘ
 8087 本田 尚子(2)  7798 小平 奏重(1)

ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ
 6   6 上諏訪  7714 木村 妃杏(2)     55.84  6   6 茅野東部  7876 柳沢 愛莉(2)     56.04 

ｶﾐｽﾜ ｷﾑﾗ ﾋﾒｱ ﾁﾉﾄｳﾌﾞ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ
 7713 柿澤 摩歩(2)  7873 牛山 珠莉(2)

ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ
 7717 両角 みなみ(1)  7875 花岡 真咲(2)

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ
 7715 今井 夕夏(1)  7881 野村 夏月(1)

ｲﾏｲ ﾕｳｶ ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ
 7   8 飯田高陵  8410 倉澤 奈帆(1)     57.97  7   3 高綱  7188 古厩 美音(2)     56.91 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ｸﾗｻﾜ ﾅﾎ ﾀｶﾂﾅ ﾌﾙﾏﾔ ﾐｵ
 8445 伊東 愛渚(2)  7187 三溝 梓乃(2)

ｲﾄｳ ﾏﾅ ｻﾐｿﾞ ｼﾉ
 8446 熊谷 美雨(2)  7190 古林 叶愛(2)

ｸﾏｶﾞｲ ﾐｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 8447 近藤 希乃佳(2)  7189 小出 柚羽(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾉｶ ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ
 8   7 諏訪南  7775 木村 莉子(2)     58.61  8   4 富士見  7934 越川 えり(1)     56.97 

ｽﾜﾐﾅﾐ ｷﾑﾗ ﾘｺ ﾌｼﾞﾐ ｺｼｶﾜ ｴﾘ
 7776 志賀 美咲(2)  7930 川口 ののは(2)

ｼｶﾞ ﾐｻｷ ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ
 7774 神沢 瑠依(2)  7933 望月 莉子(2)

ｶﾝｻﾞﾜ ﾙｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｺ
 7777 綱島 玲渚(2)  7927 阿部 真奈美(2)

ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ
 9   1 木曽町  6287 戸田 胡巳(1)   1:00.37  9   1 長峰  7854 大田 樹璃(1)     58.51 

ｷｿﾏﾁ ﾄﾀﾞ ｸﾙﾐ ﾅｶﾞﾐﾈ ｵｵﾀ ｼﾞｭﾘ
 6286 都竹 菜々花(1)  7849 小林 万莉(2)

ﾂﾂﾞｸ ﾅﾅｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
 6285 森田 彩心(1)  7841 小林 千紘(2)

ﾓﾘﾀ ｱﾔﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
 6284 奥原 奏衣(2)  7851 小松 未唯奈(1)

ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ

女子共通

4×100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4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   3 鉢盛  7420 中村 綾花(2)     53.97  1   8 赤穂  8223 氣賀澤 円香(2)     52.22 q

ﾊﾁﾓﾘ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ ｱｶﾎ ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
 7427 山口 なず菜(2)  8226 田中 凜(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ ﾀﾅｶ ﾘﾝ
 7449 横水 杏実(2)  8229 飯島 莉紗(2)

ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ
 7426 塚本 萌(2)  8224 中嶋 珠久(2)

ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ
 2   9 清陵附属  7949 三村 紗唯(2)     55.87  2   5 堀金  6692 前田 百葉(1)     53.13 q

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸ ﾐﾑﾗ ｻﾕ ﾎﾘｶﾞﾈ ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ
 7947 飯澤 優里(2)  6691 丸山 結愛(2)

ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ
 7942 宮澤 ありさ(1)  6693 松本 恵実(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ
 7948 杉下 舞彩(2)  6690 佐野 紗葵(2)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ ｻﾉ ｻｷ
 3   4 茅野北部  7819 原 如美(2)     56.17  3   9 塩尻広陵  6483 中田 陽菜(2)     54.16 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞ ﾊﾗ ﾕｷﾐ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ
 7815 小平 聖乃(2)  6489 伊勢 美里(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ ｲｾ ﾐｻﾄ
 7829 宮澤 瑠里(1)  6482 杉野 舞子(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾘ ｽｷﾞﾉ ﾏｲｺ
 7837 川口 結(1)  6486 佐々木 響子(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｲ ｻｻｷ ｷｮｳｺ
 4   8 諏訪西  7740 小口 葉奈(1)     56.28  4   6 高森  8374 宮下 聖菜(2)     54.18 

ｽﾜﾆｼ ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ ﾀｶﾓﾘ ﾐﾔｼﾀ ｾｲﾅ
 7743 藤森 七海(1)  8384 山城 春菜(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ
 7758 竹松 優(2)  8385 吉澤 詩乃(1)

ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ
 7755 原田 なな(2)  8372 熊谷 千尋(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ ｸﾏｶﾞｲ ﾁﾋﾛ
 5   6 山辺  7154 青柳 菜々美(2)     56.71  5   3 大町第一  6880 大西 愛菜(2)     56.13 

ﾔﾏﾍﾞ ｱｵﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ｵｵﾆｼ ﾏﾅ
 8708 丸山 虹(2)  6885 大藏 莉乃(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ ｵｵｸﾗ ﾘﾉ
 7160 大久保 唯菜(2)  6883 白河 凜加(2)

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾅ ｼﾗｶﾜ ﾘﾝｶ
 7159 今牧 未颯(2)  6881 栗原 すず(2)

ｲﾏﾏｷ ﾐﾊﾔ ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ
 6   7 岡谷南部  7614 荒井 日菜(2)     57.24  6   7 清水  6948 埋橋 茉子(1)     57.35 

ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞ ｱﾗｲ ﾋﾟﾅ ｼﾐｽﾞ ｳｽﾞﾊｼ ﾏｺ
 7612 髙野 夏来(2)  6946 宮本 純伶(2)

ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾚ
 7615 佐藤 希美(2)  6947 柳原 梨乃(2)

ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘﾉ
 7613 本橋 奈央子(2)  6949 小池 まどか(1)

ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ ｺｲｹ ﾏﾄﾞｶ
 7   2 波田  7397 村上 百々花(2)     58.33  7   4 岡谷西部  7580 脇坂 有梨那(2)     58.63 

ﾊﾀ ﾑﾗｶﾐ ﾓﾓｶ ｵｶﾔｾｲﾌﾞ ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ
 7396 奈良 実咲(2)  7582 内川 穂乃佳(1)

ﾅﾗ ﾐｻｷ ｳﾁｶﾜ ﾎﾉｶ
 7404 中村 紗生(1)  7584 宮内 胡都(1)

ﾅｶﾑﾗ ｻｲ ﾐﾔｳﾁ ｺﾄ
 7405 平林 明夏(1)  7581 関 唯々香(1)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ ｾｷ ﾕﾕｶ
 8   1 旭町  7077 小池 千夏(2)     58.70  8   1 豊丘  8548 月木 優花(2)     58.95 

ｱｻﾋﾏﾁ ｺｲｹ ﾁﾅﾂ ﾄﾖｵｶ ﾂｷｷﾞ ﾕｳｶ
 7074 中村 栞菜(2)  8540 高本 美咲(2)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ ﾀｶﾓﾄ ﾐｻｷ
 7079 中田 陽菜(1)  8549 原 朱音(2)

ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ ﾊﾗ ｱｶﾈ
 7075 兼田 ももこ(2)  8547 片桐 彩(2)

ｶﾈﾀ ﾓﾓｺ ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾔ
 9   5 塩尻  6387 米窪 悠菜(2)   1:02.81   2 白馬

ｼｵｼﾞﾘ ﾖﾈｸﾎﾞ ﾕｳﾅ ﾊｸﾊﾞ 欠場
 6382 水口 莉子(2)

ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾘｺ
 6383 本郷 伶奈(2)

ﾎﾝｺﾞｳ ﾚｲﾅ
 6385 髙橋 郁乃(2)

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾉ



[ 5組] [ 6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   3 信大附属松本  7484 中嶋 実咲(2)     53.79 q  1   9 北安松川  6786 山一 実希(2)     53.16 q

ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ﾔﾏｲﾁ ﾐｷ
 7482 河上 乃愛(2)  6787 原 知愛(2)

ｶﾜｶﾐ ﾉｱ ﾊﾗ ﾁﾅﾘ
 7489 五十嵐 歩佳(1)  6788 田中 彩水(2)

ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ
 7487 田中 優杏菜(1)  6790 橋本 珠(2)

ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾞ
 2   4 穂高西  6603 佐々木 咲帆美(1)     56.30  2   4 三郷  6711 倉田 侑季(1)     53.62 q

ﾎﾀｶﾆｼ ｻｻｷ ｻﾎﾐ ﾐｻﾄ ｸﾗﾀ ｳｷ
 6602 佐々木 希帆望(1)  6713 守屋 咲芭(1)

ｻｻｷ ｷﾎﾐ ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ
 6594 胡桃 有沙(2)  6709 加納 優笑(2)

ｸﾙﾐ ｱﾘｻ ｶﾉｳ ﾕｴ
 6590 白沢 莉子(2)  6705 上條 翔子(2)

ｼﾗｻﾜ ﾘｺ ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ
 3   6 梓川  7369 槫沼 香乃花(1)     56.94  3   5 伊那東部  8145 三澤 菜々美(2)     54.55 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ｸﾚﾇﾏ ｺﾉｶ ｲﾅﾄｳﾌﾞ ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ
 7361 逸見 紗也乃(2)  8130 富山 唯奈(1)

ﾍﾝﾐ ｻﾔﾉ ﾄﾐﾔﾏ ﾕﾅ
 7368 大月 若菜(1)  8149 中山 優莉亜(2)

ｵｵﾂｷ ﾜｶﾅ ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘｱ
 7356 鈴木 菜々香(2)  8147 富山 奈央(2)

ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ ﾄﾐﾔﾏ ﾅｵ
 4   8 女鳥羽  8742 水落 凜(1)     57.13  4   6 緑ヶ丘  8591 木下 明里咲(2)     54.77 

ﾒﾄﾊﾞ ﾐｽﾞｵﾁ ﾘﾝ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ
 8744 加島 小浦(1)  8593 木下 茜莉(1)

ｶｼﾏ ｺｳﾗ ｷﾉｼﾀ ｱｶﾘ
 7298 上條 愛花(2)  8598 竹村 菜々美(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｲｶ ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ
 7280 喜島 晴(1)  8612 小林 菜月(2)

ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ
 5   1 筑摩野  7257 斉藤 凛咲(1)     57.52  5   1 箕輪  8004 北原 樹奈(2)     56.78 

ﾁｸﾏﾉ ｻｲﾄｳ ﾘｻ ﾐﾉﾜ ｷﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾅ
 7255 川上 奈々夏(2)  8003 井口 空亜(2)

ｶﾜｶﾐ ﾅﾅｶ ｲｸﾞﾁ ｿｱ
 7248 高木 菜々子(2)  8006 戸田 美桜(2)

ﾀｶｷﾞ ﾅﾅｺ ﾄﾀﾞ ﾐｵ
 7256 笠原 英(2)  8007 宮澤 遥(2)

ｶｻﾊﾗ ﾊﾅ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｶ
 6   9 駒ヶ根東  8274 木下 弥采(2)     59.17  6   3 丸ﾉ内  7048 宮田 魅紗(1)     56.93 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ｷﾉｼﾀ ﾐｺﾄ ﾏﾙﾉｳﾁ ﾐﾔﾀ ﾐｰｼｬ
 8281 矢澤 華(1)  7021 須澤 奏心(1)

ﾔｻﾞﾜ  ﾊﾅ ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ
 8273 北原 ほのか(2)  7044 小川原 和花(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾎﾉｶ ｵｶﾞﾜﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ
 8280 宮澤 日菜(1)  7042 田中 美葉(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾋﾅ ﾀﾅｶ ﾐﾖ
 7   5 松島  7101 森下 結衣(2)     59.21  7   8 菅野  7203 小林 詩織(2)     58.76 

ﾏﾂｼﾏ ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ ｽｶﾞﾉ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ
 7106 永井 千晴(1)  7202 石川 鈴菜(2)

ﾅｶﾞｲ ﾁﾊﾙ ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾅ
 7102 奥原 朱鞠(2)  7204 横沢 こころ(2)

ｵｸﾊﾗ ｼｭﾏﾘ ﾖｺｻﾜ ｺｺﾛ
 7103 島村 日和(2)  7205 古幡 千寿穂(2)

ｼﾏﾑﾗ ﾋﾖﾘ ﾌﾙﾊﾀ ﾁｽﾞﾎ
 8   7 下諏訪  7682 中村 友理子(2)   1:00.03  8   7 原  7893 八城 かすみ(2)     59.15 

ｼﾓｽﾜ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｺ ﾊﾗ ﾔｼﾛ ｶｽﾐ
 7674 小池 由華(2)  7890 小板橋 茉由(2)

ｺｲｹ ﾕｲｶ ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾕ
 7685 小野 綾音(1)  8691 偆道 心々美(1)

ｵﾉ ｱﾔﾈ ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ
 7680 吉田 渚(2)  8689 鵜飼 めぐみ(1)

ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ
  2 仁科台  6935 町田 栞(2)  9   2 秀峰  7528 高林 エリ(1)     59.98 

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾏﾁﾀﾞ ｼｵﾘ 欠場 ｼｭｳﾎｳ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｴﾘ
 6930 川上 菜(2)  7529 山中 杏珠(1)

ｶﾜｶﾐ ｻｲ ﾔﾏﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ
 6934 菅沢 侑希(2)  7516 北澤 由里菜(1)

ｽｹﾞｻﾜ ﾕｳｷ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ
 6933 塩野 七虹(2)  7523 上條 ときみ(1)

ｼｵﾉ ﾅﾅﾐ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｷﾐ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 春富  8171 中原 希空(2)     51.98 

ﾊﾙﾄﾐ ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ
 8172 中村 映夢(1)

ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ
 8173 濵田 みなと(1)

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
 8163 北原 小遥(2)

ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ
 2   6 赤穂  8223 氣賀澤 円香(2)     52.43 

ｱｶﾎ ｹｶﾞｻﾜ ﾏﾄﾞｶ
 8226 田中 凜(2)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ
 8229 飯島 莉紗(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ
 8224 中嶋 珠久(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ
 3   9 北安松川  6786 山一 実希(2)     52.96 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ﾔﾏｲﾁ ﾐｷ
 6787 原 知愛(2)

ﾊﾗ ﾁﾅﾘ
 6788 田中 彩水(2)

ﾀﾅｶ ｱﾔﾐ
 6790 橋本 珠(2)

ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾞ
 4   4 堀金  6692 前田 百葉(1)     53.18 

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ
 6691 丸山 結愛(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ
 6693 松本 恵実(1)

ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ
 6690 佐野 紗葵(2)

ｻﾉ ｻｷ
 5   8 三郷  6711 倉田 侑季(1)     53.43 

ﾐｻﾄ ｸﾗﾀ ｳｷ
 6713 守屋 咲芭(1)

ﾓﾘﾔ ｻｷﾊ
 6709 加納 優笑(2)

ｶﾉｳ ﾕｴ
 6705 上條 翔子(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ
 6   5 辰野  7967 渡辺 梓沙(1)     53.58 

ﾀﾂﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ
 7952 小澤 佑奈(2)

ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ
 7955 三枝 千夏(2)

ﾐｴﾀﾞ ﾁﾅﾂ
 7954 塚間 友香(2)

ﾂｶﾏ ﾕｶ
 7   2 南箕輪  8054 野村 優香(1)     53.78 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 8066 有賀 雪乃(2)

ｱﾙｶﾞ ﾕｷﾉ
 8069 中島 偲(2)

ﾅｶｼﾏ ｼﾉﾌﾞ
 8068 小島 咲愛(2)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
 8   3 信大附属松本  7484 中嶋 実咲(2)     54.17 

ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ
 7482 河上 乃愛(2)

ｶﾜｶﾐ ﾉｱ
 7489 五十嵐 歩佳(1)

ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ
 7487 田中 優杏菜(1)

ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ

決勝



長野県中学記録(CR)               1.75 上原　久美恵                 上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.50 

平谷 紗菜(1)
ﾋﾗﾔ ｽｽﾞﾅ 鉢盛
北原 舞香(1)
ｷﾀﾊﾗ ﾏｲｶ 春富
小松 百萌(1)
ｺﾏﾂ ﾓﾓ 諏訪南
下向 華歩(1)
ｼﾓﾑｶｲ ｶﾎ 永明
中田 陽菜(1)
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ 旭町
奥原 緒美(1)
ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ 長峰
小池 理紗子(1)
ｺｲｹ ﾘｻｺ 諏訪西
吉沢 桃佳(1)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 波田
飯島 秋音(1)
ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾈ 松島
代田 那菜(1)
ｼﾛﾀ ﾅﾅ 緑ヶ丘
板垣 瑚乃美(1)
ｲﾀｶﾞｷ ｺﾉﾐ 梓川
二木 由依(1)
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾕｲ 三郷
清水 佳乃(1)
ｼﾐｽﾞ ｶﾉ 信大附属松本
中村 万智(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾁ 鉢盛
小林 蓮菜(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 諏訪南
保谷 柑奈(1) 記録なし
ﾎﾔ ｶﾝﾅ 信大附属松本
太田 さくら(1) 欠場
ｵｵﾀ ｻｸﾗ 高瀬
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



長野県中学記録(CR)               1.75 上原　久美恵                 上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.52 

菅沢 侑希(2)
ｽｹﾞｻﾜ ﾕｳｷ 仁科台
二村 海咲(2)
ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ 穂高西
今牧 未颯(2)
ｲﾏﾏｷ ﾐﾊﾔ 山辺
佐野 紗葵(2)
ｻﾉ ｻｷ 堀金
橋本 珠(2)
ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾞ 北安松川
本田 尚子(2)
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 伊那
大野田 朱華(2)
ｵｵﾉﾀ ｱｹﾞﾊ 筑摩野
塩野 七虹(2)
ｼｵﾉ ﾅﾅﾐ 仁科台
久保田 楓(2)
ｸﾎﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 塩尻広陵
飯島 彩香(2)
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ 永明
中嶋 珠久(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 赤穂
松澤 澪(2)
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｵ 緑ヶ丘
杉野 舞子(2)
ｽｷﾞﾉ ﾏｲｺ 塩尻広陵
伊東 愛渚(2)
ｲﾄｳ ﾏﾅ 飯田高陵
丸山 結心(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ 三郷
笠原 江梨(2)
ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 岡谷東部
櫻井 理穂(2)
ｻｸﾗｲ ﾘﾎ 丸ﾉ内
熊谷 美雨(2)
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｳ 飯田高陵
畑中 梨沙(2)
ﾊﾀﾅｶ ﾘｻ 鉢盛
矢口 静空(2)
ﾔｸﾞﾁ ｼｽﾞｸ 小谷
高本 美咲(2)
ﾀｶﾓﾄ ﾐｻｷ 豊丘
小池 千夏(2)
ｺｲｹ ﾁﾅﾂ 旭町
大藏 莉乃(2)
ｵｵｸﾗ ﾘﾉ 大町第一
工藤 有莉(2) 記録なし
ｸﾄﾞｳ ﾕﾘ 丸ﾉ内

女子２年

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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長野県中学記録(CR)               3.20 小林　由衣                   原               2017/07/22  
大会記録(GR)                     2.80 

小板橋 茉由(2)
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾕ 原
横内 咲希(2)
ﾖｺｳﾁ ｻｷ 原
川上 実咲(2)
ｶﾜｶﾐ ﾐｻｷ 山辺
川嶋 成美(2)
ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ 岡谷東部
村松 由菜(2)
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｲﾅ 伊那東部
丸山 とわ(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾜ 山辺
瀧本 杏(2)
ﾀｷﾓﾄ ｱﾝ 伊那東部
宮坂 詩(2)
ﾐﾔｻｶ ｳﾀ 岡谷東部
松澤 優衣(1) 記録なし
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｲ 三郷
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女子共通

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



長野県中学記録(CR)               5.74 森本　知隼                   塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     4.95 

 ３回の
 最高記録

埋橋 凜(1)   4.30   4.55   4.36    4.55   4.34    x   2.50    4.55 
ｳｽﾞﾊｼ ﾘﾝ 春富   -1.2   +1.0   +0.5    +1.0   -1.0   -0.2    +1.0
須澤 奏心(1)   4.13   4.47    x    4.47    x   3.52    x    4.47 
ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 丸ﾉ内   -1.3   +0.8    +0.8   -0.1    +0.8
塩澤 舞(1)   4.18   4.10   4.36    4.36   3.97   4.27   3.98    4.36 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ 竜峡   -0.6   +1.1   +0.6    +0.6   -1.7   -0.3   -0.9    +0.6
加島 小浦(1)   4.23   4.13   4.21    4.23   3.96   4.32   4.34    4.34 
ｶｼﾏ ｺｳﾗ 女鳥羽   -0.6   +0.8   +0.3    -0.6   -1.1   -1.7   +0.1    +0.1
小口 葉奈(1)   4.30   4.33    x    4.33   4.11    x   4.24    4.33 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 諏訪西   -0.4   +1.0    +1.0   -1.8   +0.1    +1.0
今村 実伶(1)   3.97    x   4.21    4.21   4.01   4.15    x    4.21 
ｲﾏﾑﾗ ﾐﾚｲ 緑ヶ丘   -1.4   +0.8    +0.8   -1.3   -1.5    +0.8
下平 さら紗(1)   4.02   4.03    x    4.03    x   3.86   3.80    4.03 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｻﾗｻ 伊那東部   -0.3   +0.1    +0.1   -2.3   -0.3    +0.1
舟橋 里紗(1)    x   4.03    x    4.03   3.84    x    x    4.03 
ﾌﾅﾊﾞｼ ﾘｻ 辰野   -0.5    -0.5   -1.4    -0.5
長門 杏実(1)   3.90    x   3.81    3.90    3.90 
ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ 岡谷東部   -1.6   -2.5    -1.6    -1.6
小平 奏重(1)   3.78   3.88   3.84    3.88    3.88 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 永明   -1.6   +1.8   -1.5    +1.8    +1.8
倉科 瑠奈(1)   3.86   3.83   3.73    3.86    3.86 
ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ 山辺   -1.4   +0.2   -1.4    -1.4    -1.4
平林 明夏(1)   3.83   3.80    x    3.83    3.83 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ 波田   -0.9   +1.6    -0.9    -0.9
日原 穂香(1)   3.71   3.47   3.43    3.71    3.71 
ﾋﾊﾗ ﾎﾉｶ 箕輪   +0.4   -1.3   -0.7    +0.4    +0.4
城 ひかり(1)   3.71    x    x    3.71    3.71 
ｼﾞｮｳ ﾋｶﾘ 信明   -0.2    -0.2    -0.2
鈴木 美沙希(1)   3.62   3.70   3.39    3.70    3.70 
ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 信大附属松本   -1.2   +1.4   -2.2    +1.4    +1.4
藤原 穂花(1)   3.40   3.69   3.49    3.69    3.69 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾎﾉｶ 穂高西   -0.3    0.0   -1.7     0.0     0.0
等々力 芽依(1)    x   3.61   3.43    3.61    3.61 
ﾄﾄﾞﾘｷ ﾒｲ 三郷   -0.2   -1.2    -0.2    -0.2
北澤 由里菜(1)   3.36   3.25   3.59    3.59    3.59 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 秀峰   -1.4   -0.3   -0.2    -0.2    -0.2
宮澤 瑠里(1)   2.06   3.57   3.56    3.57    3.57 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾘ 茅野北部   +0.3   +0.4   -0.2    +0.4    +0.4
大木 結月(1)   3.57    x    x    3.57    3.57 
ｵｵｷ ﾕﾂﾞｷ 南箕輪   -1.4    -1.4    -1.4
兼宗 希(1)   3.55   3.33   3.50    3.55    3.55 
ｶﾈﾑﾈ ﾉｿﾞﾐ 天龍   -0.9   -0.8   -1.2    -0.9    -0.9
小山 日向(1)   3.53   3.46   3.42    3.53    3.53 
ｺﾔﾏ ﾋﾅﾀ 塩尻広陵   +0.2   -0.1   -0.1    +0.2    +0.2
河口 桜奈(1)    x   3.42   3.45    3.45    3.45 
ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ 王滝   -1.0   -1.0    -1.0    -1.0
石塚 玲那(1)   3.44   3.38   3.44    3.44    3.44 
ｲｼﾂﾞｶ ﾚﾅ 小谷    0.0    0.0   -0.6    -0.6    -0.6
藤牧 里紗(1)   3.39   3.24   3.29    3.39    3.39 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｻ 菅野   +0.3   -1.5   -0.3    +0.3    +0.3
千國 優舞(1)   3.33   3.31   3.32    3.33    3.33 
ﾁｸﾆ ﾕｳﾏ 大町第一   -0.3   +0.5   -0.6    -0.3    -0.3
内川 穂乃佳(1)   3.25   3.02   2.79    3.25    3.25 
ｳﾁｶﾜ ﾎﾉｶ 岡谷西部   -0.5    0.0   -1.7    -0.5    -0.5
関 百香(1)   3.14   3.05    x    3.14    3.14 
ｾｷ ﾓﾓｶ 鎌田   -0.3   +0.1    -0.3    -0.3
一山 いぶき(1)   3.07   2.75   2.27    3.07    3.07 
ｲﾁﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 高綱   +0.1   -0.5   +0.3    +0.1    +0.1
小島 彩奈(1)   3.06    x   3.03    3.06    3.06 
ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 長峰   -1.7   +0.4    -1.7    -1.7
岡村 ここね(1)   2.94   2.90   2.77    2.94    2.94 
ｵｶﾑﾗ ｺｺﾈ 筑摩野   -0.5    0.0   -0.6    -0.5    -0.5
中澤 真子(1)   2.64   2.63   2.70    2.70    2.70 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｺ 高瀬   -0.8   -0.4   -0.5    -0.5    -0.5
松沢 歩奈(1)   2.25    x    x    2.25    2.25 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾕﾅ 北安松川   -1.1    -1.1    -1.1
丸茂 愛莉(1)   2.22    x    x    2.22    2.22 
ﾏﾙﾓ ｱｲﾘ 宮田   -0.1    -0.1    -0.1
松下 陽音(1)    x    x    x     x 記録なし
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森
床尾 紗也夏(1) 欠場
ﾄｺｵ ｻﾔｶ 松島
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23 20  6337
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21 19  8510

18 4  7516

19 16  7829

16 22  6606

17 13  6717

14 21  7000

15 26  7494

12 27  7405

13 18  8011

10 28  7798

11 23  7168

8 24  7966

9 25  7656

6 34  8601

7 31  8126

4 32  8744

5 30  7740

2 33  7021

3 35  8631

記録 備考

1 36  8169

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

女子１年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



長野県中学記録(CR)               5.74 森本　知隼                   塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     5.43 

 ３回の
 最高記録

北原 小遥(2)    x   4.84   4.70    4.84    x   4.92    x    4.92 
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 春富   +0.6   +0.1    +0.6   +0.6    +0.6
木村 綺花(2)   4.35   4.29   4.64    4.64   4.32   4.22   4.35    4.64 
ｷﾑﾗ ｱﾔｶ 開田   -1.0   -0.9   +1.3    +1.3   +0.4   +0.6   +0.6    +1.3
小林 千紘(2)   4.31    x   4.59    4.59   4.32    x   4.54    4.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 長峰   -1.4   +0.8    +0.8   -0.3   +1.1    +0.8
中島 さや香(2)   4.19    x    x    4.19    x   4.54    x    4.54 
ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 岡谷東部   -1.6    -1.6   +0.6    +0.6
丸山 虹(2)   4.26    x   4.46    4.46   4.40   4.28   4.47    4.47 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ 山辺   -0.8   +1.8    +1.8   -0.2   +0.6   +0.3    +0.3
綱島 玲渚(2)   3.89   4.27   4.05    4.27   4.33   3.86   4.26    4.33 
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 諏訪南   -1.5   -0.2    0.0    -0.2   +0.2   +0.1   +0.8    +0.2
牛山 珠莉(2)   4.00   4.19   4.12    4.19   4.22   4.26   4.11    4.26 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 茅野東部   -0.6   +1.4   -0.8    +1.4   +1.1   +0.9   +1.2    +0.9
住吉 叶(2)   4.08   4.24   4.11    4.24   4.18   3.87   4.10    4.24 
ｽﾐﾖｼ ｶﾅｳ 鉢盛   -0.2   -0.3   -0.3    -0.3   +0.7   +0.8   +0.6    -0.3
島村 日和(2)   4.13   4.03   4.13    4.13    4.13 
ｼﾏﾑﾗ ﾋﾖﾘ 松島   -1.0   -0.8   +0.7    -1.0    -1.0
東條 遥香(2)    x   4.12   4.01    4.12    4.12 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 穂高東   +0.2   -0.7    +0.2    +0.2
川上 奈々夏(2)   4.07   4.10    x    4.10    4.10 
ｶﾜｶﾐ ﾅﾅｶ 筑摩野   -0.4   +0.7    +0.7    +0.7
鶴田 光(2)   3.71   3.68   4.10    4.10    4.10 
ﾂﾙﾀ ﾋｶﾙ 信明   -0.9   -1.1   -0.3    -0.3    -0.3
山田 久美子(2)   3.99   4.06   4.02    4.06    4.06 
ﾔﾏﾀﾞ ｸﾐｺ 北安松川   -1.2   -1.0   -0.3    -1.0    -1.0
柿澤 摩歩(2)   4.06   3.69   3.81    4.06    4.06 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 上諏訪   -1.1   -0.2   -0.6    -1.1    -1.1
三村 紗唯(2)   3.90   3.87   4.05    4.05    4.05 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 清陵附属   -0.6   +0.3   -0.7    -0.7    -0.7
荻上 かおる(2)   3.98   3.99   3.63    3.99    3.99 
ｵｷﾞｳｴ ｶｵﾙ 塩尻広陵   -0.5   +0.6   -0.7    +0.6    +0.6
竹村 菜々美(2)    x   3.82   3.94    3.94    3.94 
ﾀｹﾑﾗ ﾅﾅﾐ 緑ヶ丘    0.0   -0.7    -0.7    -0.7
田中 ラリッサ(2)   3.89   3.77   3.93    3.93    3.93 
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 伊那東部   -0.7   -1.6   -1.1    -1.1    -1.1
石川 鈴菜(2)    x   3.78   3.65    3.78    3.78 
ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾅ 菅野   -1.1   -0.7    -1.1    -1.1
国本 梨紗(2)   3.75   3.58   3.64    3.75    3.75 
ｸﾆﾓﾄ ﾘｻ 白馬   +0.1   -0.8   -0.3    +0.1    +0.1
八城 かすみ(2)    x   3.74   3.60    3.74    3.74 
ﾔｼﾛ ｶｽﾐ 原   -1.3   +0.5    -1.3    -1.3
小澤 佑奈(2)   3.63   3.73   2.82    3.73    3.73 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 辰野   -0.8   -0.7   -0.7    -0.7    -0.7
髙野 夏来(2)   3.16   3.46   3.73    3.73    3.73 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 岡谷南部   -0.6   -1.1   -1.1    -1.1    -1.1
渡久山 和(2)   3.58   3.69   3.66    3.69    3.69 
ﾄｸﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ 天龍   -1.3   +1.2   -1.2    +1.2    +1.2
松倉 みのり(2)   3.59   3.50   3.58    3.59    3.59 
ﾏﾂｸﾗ ﾐﾉﾘ 高瀬   -0.2   -0.4   +0.5    -0.2    -0.2
小池 由華(2)    x   3.48    x    3.48    3.48 
ｺｲｹ ﾕｲｶ 下諏訪   -1.0    -1.0    -1.0
逸見 紗也乃(2)   3.27   3.44   3.33    3.44    3.44 
ﾍﾝﾐ ｻﾔﾉ 梓川   -0.1   -1.5   +0.4    -1.5    -1.5
西山 由奈(2)    x   3.38   3.42    3.42    3.42 
ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾅ 三郷   -1.7   +0.8    +0.8    +0.8
深澤 美結(2)   3.30   3.19    x    3.30    3.30 
ﾌｶｻﾜﾐﾕ 丸ﾉ内   -0.3   -0.5    -0.3    -0.3
伊藤 愛(2)   3.19   3.03   3.26    3.26    3.26 
ｲﾄｳ ﾏﾅ 南箕輪   -1.1   -1.6   +0.4    +0.4    +0.4
柳原 梨乃(2)   2.89   2.77   3.19    3.19    3.19 
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘﾉ 清水   -0.2   -0.8    0.0     0.0     0.0
澤渡 千夏(2)   3.15   2.88   3.14    3.15    3.15 
ｻﾜﾄﾞ ﾁｶ 小谷   -0.9   -1.6   +0.5    -0.9    -0.9
小林 柚香(2) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 高綱

女子２年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 33  8163

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

2 30  6301

3 31  7841

4 32  8761

5 29  8708

6 28  7777

7 22  7873

8 26  7425

9 11  7103

10 23  6561

11 19  7255

12 18  7018

13 25  6791

14 27  7713

15 24  7949

16 20  6490

17 17  8598

18 15  8146

19 14  7202

20 12  6820

21 4  7893

22 16  7952

23 13  7612

24 21  8518

25 10  6758

26 5  7674

27 6  7361

28 9  6710

29 2  7047

30 8  8061

31 3  6947

32 7  6842

1  7191



長野県中学記録(CR)              13.55 小林 弥希                    丸ノ内           2016/08/24  
大会記録(GR)                    10.69 

 ３回の
 最高記録

倉田 紗優加(1)
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪
戸田 胡巳(1)
ﾄﾀﾞ ｸﾙﾐ 木曽町
水落 凜(1)
ﾐｽﾞｵﾁ ﾘﾝ 女鳥羽
髙山 樹音(1)
ﾀｶﾔﾏ ｼﾞｭﾉﾝ 松島
尾関 紗佳(1)
ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ 女鳥羽
黒澤 美月(1)
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 長峰
宮澤 彩音(1)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 高瀬
並木 愛佳(1)
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 長峰
宮下 空(1)
ﾐﾔｼﾀ ｿﾗ 梓川
巾 純怜(1)
ﾊﾊﾞ ｽﾐﾚ 梓川
竹内 果歩(1)
ﾀｹｳﾁ ｶﾎ 飯田高陵
中沢 由菜(1)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾅ 波田
青木 愛佳(1)
ｱｵｷ ｱｲｶ 筑摩野
林 優舞(1)
ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部
上嶋 美羽(1)
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｳ 開成
白澤 ひかり(1)
ｼﾗｻﾜ ﾋｶﾘ 仁科台
有山 美桜菜(1)
ｱﾘﾔﾏ ﾐｵﾅ 波田
平林 珠色(1)
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 筑摩野
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2 17  6287
  7.60   5.82
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-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子１年

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



長野県中学記録(CR)              13.55 小林 弥希                    丸ノ内           2016/08/24  
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 ３回の
 最高記録

福田 愛夢(2)
ﾌｸﾀﾞﾞ ｱｲﾑ 辰野
荒井 日菜(2)
ｱﾗｲ ﾋﾟﾅ 岡谷南部
倉田 真瑚(2)
ｸﾗﾀ ﾏｺ 山辺
白河 凜加(2)
ｼﾗｶﾜ ﾘﾝｶ 大町第一
野崎 葵(2)
ﾉｻﾞｷ ｱｵｲ 伊那
小松 茉央(2)
ｺﾏﾂ ﾏｵ 辰野
齋藤 愛(2)
ｻｲﾄｳ ｺｺﾛ 大野川
町田 栞(2)
ﾏﾁﾀﾞ ｼｵﾘ 仁科台
大牧 穂香(2)
ｵｵﾏｷ ﾎﾉｶ 緑ヶ丘
倉沢 優里(2)
ｸﾗｻﾜ ﾕﾘ 鉢盛
松井 美澪(2)
ﾏﾂｲ ﾐﾚｲ 菅野
兼田 ももこ(2)
ｶﾈﾀ ﾓﾓｺ 旭町
森 まひろ(2)
ﾓﾘ ﾏﾋﾛ 塩尻広陵
住 凜華(2)
ｽﾐ ﾘﾝｶ 鉢盛
熊谷 亜弓(2)
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾕﾐ 緑ヶ丘
片桐 由莉華(2)
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕﾘｶ 仁科台
村上 百々花(2)
ﾑﾗｶﾐ ﾓﾓｶ 波田
矢花 亜美加(2)
ﾔﾊﾞﾅ ｱﾐｶ 穂高西
池田 陽花(2)
ｲｹﾀﾞ ﾋﾅ 塩尻広陵
米窪 悠菜(2)
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾕｳﾅ 塩尻
小林 彩乃(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ 筑摩野
保月 香乃(2)
ﾎﾂﾞｷ ｶﾉ 筑摩野
本郷 伶奈(2)
ﾎﾝｺﾞｳ ﾚｲﾅ 塩尻

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

女子２年

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

   9.20

記録 備考

1 23  7960
 10.62  10.00  10.20   10.62

2 22  7614
  9.16   9.20   8.92   8.81   8.96    x   9.20 

 10.75  10.10  10.75  10.23

   9.00

  9.15   8.26    9.15   6.58
3 17  7161

  8.33

4 21  6883
  8.74   8.44   9.00   8.65   8.96   8.35   9.00 

  8.91   8.53   9.15 

   8.76

  8.53   8.17    8.84   8.65
5 20  8089

  8.84

6 19  7957
  8.48    x   8.76   8.62   8.74    x   8.76 

  8.22   8.55   8.84 

   8.01

  8.59   8.66    8.74   8.66
7 14  7334

  8.74

8 18  6935
  6.70   7.53   8.01   7.18   8.65   7.93   8.65 

  8.32   7.80   8.74 

   7.45

  7.50   7.81    7.81
9 16  8599

  7.61

10 15  7448
  6.80   7.45   6.87   7.45 

  7.81 

   6.67

  6.95   7.03    7.03
11 12  7201

  6.39

12 11  7075
  6.67   6.21   6.66   6.67 

  7.03 

   6.52

  6.33   6.38    6.62
13 10  6491

  6.62

14 13  7422
   x   6.52    x   6.52 

  6.62 

   6.08

  6.11   5.35    6.11
15 5  8603

   x

16 9  6932
  5.89   6.08   6.06   6.08 

  6.11 

   5.53

  5.81   6.05    6.05
17 8  7397

  4.72

18 7  6596
  5.53   5.50   4.93   5.53 

  6.05 

   4.95

   x    x    5.08
19 2  6484

  5.08

20 6  6387
  3.49   4.80   4.95   4.95 

  5.08 

  4.24   4.50    4.62
21 3  7250

  4.62

  4.36 

  4.62 

22 1  7261
   x    x

23 4  6383
   x

  4.36    4.36

  4.08   4.08   3.05    4.08
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