
開催日 平成21年6月27日（土） トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名  [20] 競技会名 平成21年度第1回国体強化記録会 ｺｰﾄﾞ  [09200302] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020]記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
少年A女子  6/27 1組 +1.6 1内山 真理子(2)    13.83 2村田 香織(2)    14.29 3阪本 さくら(2)    14.42 4小宮山 真由(2)    14.52

豊科高 松代高 市立長野高 上田東高
 5熊谷 未櫻(2)    14.56 6中條 綾香(2)    14.62 7山浦 夏実(2)    14.83 8前川 真央(2)    15.04

諏訪清陵高 松本美須々丘高 岩村田高 小諸商業高
 2組 +0.2 1三村 楓(2)    13.09 2野口 彩夏(2)    13.33 3竹内 希(2)    13.52 4塚田 美穂(2)    13.52

豊科高 諏訪清陵高 松代高 丸子修学館高
 5髙橋 優希(2)    13.68 6田中 美裕(3)    13.68木村 里穂(2) 欠場

松本美須々丘高 諏訪清陵高 丸子修学館高
少年A女子  6/27 1組  1小林貴恵(2)  1:03.19 2林 優子(2)  1:05.69 3木内 日和(3)  1:06.18 4宮坂 はずき(2)  1:06.68

岩村田高 諏訪清陵高 小諸商業高 上田東高
 5上沼 可南波(2)  1:09.59 6綱嶋 由佳(2)  1:13.99 7傘木 みちる(2)  1:14.06小林 優理亜(2) 欠場

木曽青峰高 市立長野高 松本美須々丘高 小諸商業高
 2組  1石坂 瞳(3)    58.89 2野口 彩夏(2)  1:00.77 3二本松 花名子(2)  1:01.45 4小松 夕姫(2)  1:02.43

上田東高 諏訪清陵高 市立長野高 丸子修学館高
 5三村 楓(2)  1:02.99 6中澤 結花(2)  1:03.37 7内山 真理子(2)  1:04.74 8児玉 梓(2)  1:06.09

豊科高 上田東高 豊科高 上田東高
少年A女子  6/27 -1.6 1中曽根 くるみ(2)    18.14

丸子修学館高
少年B女子  6/27 1組 +1.4 1上條 礼音(1)    14.14 2降旗 美幸(2)    14.30 3樋口 智子(2)    14.32 4相澤 沙希(1)    14.49

菅野中 菅野中 菅野中 北部高
 5寺澤 穂波(1)    14.59 6柴原 由紀(1)    14.71 7柳澤 亜実(1)    15.39 8伊藤 幸乃(2)    15.44

菅野中 南安曇農高 松代高 菅野中
小松 さくら(1) 欠場

丘中
 2組 +1.3 1北原 亜美(3)    14.30 2山田 美嬉(2)    14.49 3木下 直美(1)    14.76 4中村 鈴佳(2)    14.85

赤穂中 丘中 飯田高陵中 丸子中
 5小林 梨緒菜(1)    15.20 6池田 綾美(1)    15.29 7滝沢 万葉(2)    15.45 8原田 彩花(1)    15.59

櫻ヶ岡中 上田第五中 丸子北中 櫻ヶ岡中
大原 美里(2) 欠場

鉢盛中
 3組 -0.5 1原 ひかり(3)    14.02 2井出 優香子(1)    14.29 3望月 愛里(3)    14.35 4松井 早希(3)    14.42

佐久東中 諏訪清陵高 赤穂中 赤穂中
 5原 美優希(3)    14.48 6青木 莉奈(1)    14.61 7目黒 望美(3)    14.68 8中曽根 萌(1)    15.41

鉢盛中 上田第五中 丸子北中 上田第五中
 9木村 優衣(3)    17.85

上田第五中
 4組 -0.6 1根橋 美希(1)    14.00 2吉池 桃子(3)    14.02 3黒岩 真子(3)    14.05 4上原 瑛美(1)    14.42

諏訪清陵高 丸子北中 鼎中 諏訪清陵高
 5温井 結(1)    14.48 6菊池 さくら(1)    14.92 7今井 裕美(1)    14.95ｱﾙｯｶﾞﾏｹﾞ 未美利(2) 欠場

丸子北中 野沢南高 上田東高 赤穂中
伊東 沙織(1) 欠場

飯田高陵中
 5組 -0.4 1横水 すみれ(3)    13.65 2武井 沙耶(2)    13.74 3堀内 綾乃(3)    13.78 4高橋 知里(2)    13.97

鉢盛中 鉢盛中 丸子北中 佐久東中
 5粟津原 史菜(2)    14.00 6樋口 梨乃(3)    14.03 7宮原 千恵(2)    14.09 8猪木原 千佳(2)    14.31

鉢盛中 鼎中 櫻ヶ岡中 丸子北中
 9渋沢 愛里(1)    15.06

丸子修学館高
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開催日 平成21年6月27日（土） トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名  [20] 競技会名 平成21年度第1回国体強化記録会 ｺｰﾄﾞ  [09200302] ﾄﾗｯｸ審判長  藤森茂幸

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020]記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
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 6組 +0.4 1中村 泉紀(2)    13.08 2竹之内こずえ(1)    13.48 3櫻井 志緒理(3)    13.60 4塚田 舞(3)    13.67
鉢盛中 上田第五中 鉢盛中 櫻ヶ岡中

 5塩澤 ゆり奈(2)    13.83 6小林 睦美(3)    14.20 7金箱 茉由(1)    14.34加藤 未里百(3) 欠場
飯田高陵中 丸子北中 上田東高 箕輪中

 7組 0.0 1原田 麻亜(2)    13.13 2山﨑 彩(2)    13.24 3梅村 映美(3)    13.36 4井出 七彩(3)    13.37
飯田高陵中 櫻ヶ岡中 鼎中 丸子北中

 5上條 愛海(3)    13.43 6川口 真生(3)    13.54 7六川 知香(3)    13.56塩川 瑞希(1) 欠場
鉢盛中 櫻ヶ岡中 上田第五中 岩村田高

少年B女子  6/27 1組  1北林 由里(2)  2:33.58 2小林 郁美(1)  2:38.76 3小林 愛(1)  2:44.14 4栁澤 千尋(2)  2:45.04
旭ヶ丘中 上田東高 北部高 丸子北中

 5山口 芽吹(1)  2:47.21 6吉田 かほり(3)  2:55.20 7吉田 萌佳(1)  3:03.12 8仁尾 沙織(1)  3:04.87
市立長野高 丸子北中 上田第五中 松代高

 9松﨑 玲佳(1)  3:14.78鈴木 愛菜(3) 欠場
上田第五中 赤穂中

 2組  1池田 文美(3)  2:21.81 2山本 怜実(2)  2:27.47 3折橋 真生(2)  2:30.87 4原山 美優(2)  2:32.53
櫻ヶ岡中 鉢盛中 広陵中 櫻ヶ岡中

 5上條 美咲(2)  2:34.17 6佐藤 史穂(1)  2:36.83小林 里穂(2) 欠場 馬塲 優生(2) 欠場
鉢盛中 野沢南高 鉢盛中 赤穂中

下村 美幸(3) 欠場 上條 実加(3) 欠場 塩入 瑛美(1) 欠場
丸子北中 鉢盛中 丸子修学館高

少年B女子  6/27 1組 +1.3 1塚田 舞(3)    17.15 2井出 優香子(1)    17.90 3枝 智菜実(3)    18.60 4佐藤 花菜子(2)    18.95
櫻ヶ岡中 諏訪清陵高 鉢盛中 飯田高陵中

 5串原 愛(2)    19.00 6西澤 瑞穂(1)    19.42
飯田高陵中 上田染谷丘高

 2組 +0.8 1庄田 ひかり(3)    16.17 2山﨑 彩(2)    16.41 3須江 絢子(3)    17.13 4中島 恵菜(1)    17.17
櫻ヶ岡中 櫻ヶ岡中 佐久東中 岩村田高

 5小松 ひかり(1)    18.85
丸子修学館高

少年共通女子  6/27  1箱山 理沙(3) 11:07.43 2杉崎 日向子(2) 11:22.96 3松崎 友美(3) 11:34.09 4池田 倫子(3) 11:40.87
丸子修学館高 上田東高 上田東高 丸子修学館高

 5関川 佳奈(1) 12:26.47 6中村 美咲(1) 12:59.70 7浦野 麻衣子(3) 13:09.42
松代高 上田東高 市立長野高

中学女子  6/27  1笹澤 今日子(1)  4:55.96 2小宮山 悠(1)  4:58.27 3山本 紗友美(3)  4:58.75 4山下 奈津子(1)  5:01.06
丸子中 八千穂中 丘中 岡谷北部中

 5齊藤 百香(2)  5:01.86 6池田 優子(2)  5:02.36 7曽根 まりな(2)  5:04.86 8小松 彩乃(2)  5:09.08
鉢盛中 丸子中 鉢盛中 菅野中

 9岸 郁奈(3)  5:12.2510成田 愛理(2)  5:13.6111伊藤 玲美優(2)  5:14.9812伊東 玲奈(3)  5:15.58
丸子中 菅野中 菅野中 赤穂中

13滝内 美来(2)  5:21.3314桃井 由佳(2)  5:25.2115関 里華(1)  5:29.5016松崎 夏美(3)  5:32.88
菅野中 菅野中 上田第二中 丸子中

17関 あかね(3)  5:49.6718赤井 麗佳(1)  6:02.3319野村 安奈(2)  6:08.7320松浦 莉沙(1)  6:30.18
丸子中 菅野中 鉢盛中 上田第五中

小林 菜織(1) 欠場 宮阪 絢子(3) 欠場
上田第五中 丘中
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開催日 平成21年6月27日（土） フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名  [20] 競技会名 平成21年度第1回国体強化記録会 ｺｰﾄﾞ  [09200302] 跳躍審判長  富松健夫
投擲審判長  富松健夫

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020]記録主任：  竹内秀樹

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
少年共通女子  6/27  1花岡 里帆(3)    4.64 2堀内 裕美(2)    4.62 3高橋 知里(2)    4.61 4吉池 桃子(3)    4.55

上田染谷丘高    -1.4 菅野中    -1.4 佐久東中    +0.5 丸子北中    +0.3
 5三村 捺美(3)    4.54 6小林 睦美(3)    4.43 7原 早紀(3)    4.20 8竹内 希(2)    4.19

飯田高陵中    +0.8 丸子北中    +0.7 鼎中    +0.1 松代高    +0.3
 9掛川 遥(2)    4.1810市村 美紀(1)    4.1611黒岩 真子(3)    4.1212小松 玲未(2)    4.02

野沢南高    -0.5 市立長野高    +0.5 鼎中    +0.5 丘中    -0.8
13堀内 香苗(2)    4.0014小林 幸乃(3)    3.9715神田 真有(2)    3.8916児玉 梓(2)    3.83

櫻ヶ岡中    +0.9 上田第五中    -0.8 櫻ヶ岡中    -1.8 上田東高    -0.6
17青木 友里恵(3)    3.6518宮坂 はずき(2)    3.6119下岡 夕奈(2)    3.5620今井 裕美(1)    3.41

箕輪中    -1.1 上田東高    -0.4 櫻ヶ岡中    +0.3 上田東高    -0.9
21石倉 沙羅(1)    3.3222上原 千穂(1)    3.3223中嶋 優菜(2)    3.1824赤羽 美咲(1)    2.48

上田第五中    -1.0 上田第五中    -0.7 菅野中    -0.8 上田第五中    -1.2
少年共通女子  6/27  1降幡 はづき(1)    8.48 2岸 莉穂(2)    8.39 3中澤 千夏(1)    8.35 4古田 輝美(2)    7.01

豊科高 野沢南高 市立長野高 木曽青峰高
 5小宮山 真由(2)    6.68 6村田 香織(2)    6.46 7上原 瑛美(1)    6.24 8片平 いづみ(1)    5.69

上田東高 松代高 諏訪清陵高 丸子修学館高
中学女子  6/27  1栗原 真衣子(3)   20.22 2吉田 秀代(3)   19.50 3依田 菜月(2)   17.85 4西澤 花織(3)   16.59

戸倉上山田中 櫻ヶ岡中 櫻ヶ岡中 裾花中
中学女子  6/27  1井口 華穂(2)   38.20 2原山 志帆(3)   32.83 3宮下 ほたる(3)   31.18 4加藤 まりな(2)   23.73

櫻ヶ岡中 裾花中 上田第五中 飯田高陵中
 5塩澤 華奈(2)   20.89 6向井 知佳(2)   19.80

飯田高陵中 鉢盛中
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