
第34回中信地区陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤 森 茂 幸
  共催：中信地区各市教育委員会･各町村教育委員会連絡協議会 跳躍審判長 大 和 孝 司
  後援：信濃毎日新聞社･市民タイムス 投擲審判長 大 和 孝 司
【開催日】 平成22年8月22日(日） 記録主任： 近 藤 英 男
【主催団体】 中信地区陸上競技協会 決勝記録一覧表

女  子 【競技場】長野県松本平広域公園陸上競技場
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 8/22 女子  -0.1 田原 花純(1) 13.07 臼井 佳奈(1) 13.17 小林 果鈴(1) 13.34 立花 千春(1) 13.40 望月 絵美(1) 13.57 中村 友紀子(2) 13.68 吉原 沙季(3) 13.71 長村 紋(1) 13.94

100m 穂高商業高 松本蟻ヶ崎高 松本大 松本大 豊科高 松本蟻ヶ崎高 長野高専 創造学園高
 8/22 瀧澤 祐未(2) 59.14 竹村 純菜(3) 1:00.95 三村 楓(3) 1:01.14 望月 絵美(1) 1:02.80 宮澤 留美(5) 1:03.67 長村 紋(1) 1:05.01 石谷 瑞希(1) 1:05.28

400m 松商学園高 松商学園高 豊科高 豊科高 長野高専 創造学園高 大町高
 8/22 上條 実加(1) 2:35.34 五味 あずさ(2) 2:37.77 松森 多恵(1) 2:41.45 飯嶋 まりこ(1) 2:45.33 原愛美(1) 2:46.69 小岩井 翠(2) 2:49.63 矢ヶ崎 明花(1) 2:53.95

800m 松本蟻ヶ崎高 松本蟻ヶ崎高 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高 大町北高 松本深志高 松本美須々ヶ丘高
 8/22 山本 紗友美(1) 10:59.65 枝 美沙希(3) 11:46.44 山口 菜月(1) 12:14.61 宮阪 絢子(1) 12:36.17 上條 侑香(1) 13:50.32

3000m 松本県ヶ丘高 松商学園高 大町高 田川高 塩尻志学館高
 8/22  -1.2 麻田 紗希(1) 15.89 立花 千春(1) 16.51 中澤 久美(1) 17.12 枝 智菜実(1) 18.08 大西 梨帆(1) 18.42 中村 友紀子(2) 19.07

100mH 豊科高 松本大 松本蟻ヶ崎高 松本美須々ヶ丘高 穂高商業高 松本蟻ヶ崎高
 8/22 徳武 里乃(2) 1.45 太田 真衣(1) 1.45 小野沢 彩加(1) 1.40

走高跳 松本蟻ヶ崎高 松本蟻ヶ崎高 穂高商業高
 8/22 安田 弘江 5.12(0.0) 麻田 紗希(1) 5.11(+0.7) 中村 栞(1) 4.73(+0.7) 金森 光代(2) 4.62(+0.4) 岩渕 綾華(1) 4.39(+1.3) 羽賀 まどか(2)4.34(+0.9) 松森 有紀(1) 4.18(0.0) 百瀬 香織(1) 3.96(+1.2)

走幅跳 ターミガンズ長野 豊科高 木曽青峰高 穂高商業高 塩尻志学館高 大町高 松本美須々ヶ丘高 田川高
 8/22 児島 里咲(1) 10.36 神事 優香(2) 8.00 大木 梨真(2) 6.73 新井 彩紀(2) 6.62

砲丸投 大町高 松本深志高 松商学園高 穂高商業高
 8/22 塩島絵未(1) 45.65 林 あすみ(3) 34.25 上條 志織(3) 33.01 上條 紗泰雅(2) 30.94 児島 里咲(1) 30.67 櫻井 志緒理(1) 26.90 大木 梨真(2) 24.36 松森 多恵(1) 24.06

やり投 日本体育大 松商学園高 梓川高 塩尻志学館高 大町高 松商学園高 松商学園高 松本県ヶ丘高
 8/22 豊科高       51.43 松本蟻ヶ崎高       52.39 松商学園高       53.95 穂高商業高       54.41 松本県ヶ丘高       54.76 塩尻志学館高       56.22 松本美須々ヶ丘高      57.21 田川高       58.02

4×100m 麻田 紗希(1) 小口 綾香(2) 大木 梨真(2) 奥原 志織(1) 宮島 真美(2) 岩渕 綾華(1) 枝 智菜実(1) 洞澤 悠香(1)
望月 絵美(1) 中澤 久美(1) 櫻井 志緒理(1) 田原 花純(1) 田澤 陽(1) 上條 侑香(1) 松森 有紀(1) 清澤 優佳(2)
三村 楓(3) 徳武 里乃(2) 松田 紗季(1) 大西 梨帆(1) 石井 綾(1) 北澤 智美(1) 宮下 万穂(1) 宮阪 絢子(1)
内山 真理子(3) 臼井 佳奈(1) 瀧澤 祐未(2) 金森 光代(2) 菅沢 友里圭(1) 上條 紗泰雅(2) 矢ヶ崎 明花(1) 百瀬 香織(1)

 8/22 中学女子  -2.9 中村 泉紀(3) 13.09 堀 朱里(2) 13.61 内山 怜奈(2) 13.69 粟津原 史菜(3) 13.98 中林 春花(2) 14.17 藤澤 園子(2) 14.33 岩倉 志穂子(2) 14.38 山口 夏歩(2) 14.58
100m 鉢盛中 松島中 清水中 鉢盛中 開成中 波田中 丸ﾉ内中 松島中

 8/22   0.0 ディアス タイナ(3) 27.44 降旗 菜津美(1) 28.44 大沼 葉月(2) 29.02 須賀 梨花(2) 29.57 大谷 はるひ(2) 29.73 林口 琴海(1) 30.23 小笠原 綾(3) 30.94
200m 鎌田中 仁科台中 鉢盛中 松島中 丸ﾉ内中 塩尻広陵中 開成中

 8/22 折橋 真生(3) 2:27.47 沢井 千花(3) 2:28.79 小合 沙季(2) 2:29.62 蛭田 凜(2) 2:29.95 今川 愛未(2) 2:34.16 菅沼 真衣(2) 2:34.94 森本 紀乃(1) 2:45.26
800m 塩尻広陵中 福島中 穂高西中 鉢盛中 豊科北中 鉢盛中 塩尻中

 8/22 吉田 英里子 10:48.76 伊藤 玲美優(3) 11:01.14 小松 彩乃(3) 11:04.22 成田 愛理(3) 11:10.62 舟島 春香(3) 11:20.12 安田 佳織(2) 11:24.32 丸山 愛真(3) 11:26.41 倉科 真子(3) 11:45.95
3000m 王滝中 菅野中 菅野中 菅野中 大桑中 鉢盛中 豊科北中 仁科台中

 8/22 大久保 未来(2) 1.40 百瀬 智子(2) 1.40 寺澤 穂波(2) 1.35 村田 美笛(2) 山辺中 1.30 小柳津 春佳(2) 1.30 軽部 碧(2) 1.30 峯村 怜奈(1) 1.25
走高跳 筑摩野中 鎌田中 菅野中 小松 千恵(2) 旭町中 筑摩野中 信明中 清水中

小林 沙彩(2)
旭町中

 8/22 林 あすか(2) 4.95(+0.9) 小谷 彩乃(3) 4.88(+2.2) 栗空 亜沙美 4.85(+2.1) 百瀬 亜希帆(2)4.74(+0.8) 小澤 詩歩(2) 4.74(+0.6) 小坂 奈桜(2) 4.65(+0.7) 安田 若菜(1) 4.42(-0.7) 澁谷 麻友(2) 4.38(-1.4)
走幅跳 白馬中 福島中 王滝中 旭町中 高綱中 鉢盛中 日義中 小谷中

 8/22 内ヶ嶋 彩(2) 9.66 中川 希(2) 9.33 花岡 麻子(3) 8.59 倉科 桃子(2) 8.46 太田 菜月(2) 8.19 牛丸 紅美(2) 8.05 武井 萌々(2) 7.44 吉沢 也美(2) 7.34
砲丸投 旭町中 鉢盛中 聖南中 菅野中 三郷中 波田中 明善中 附属松本中

 8/22 鉢盛中       54.20 波田中       54.23 松島中       54.96 穂高東中       55.09 福島中       55.66 穂高西中       56.37 菅野中       56.59 山辺中       57.32
4×100m 大沼 葉月(2) 百瀬 愛花(2) 須賀 梨花(2) 辰口 遥(2) 池井 陽子(2) 藤原 愛里(2) 栁瀬 舞(1) 羽山 沙希(2)

山田 愛(2) 牛丸 紅美(2) 堀 朱里(2) 中西 保乃花(1) 小谷 彩乃(3) 川西 ひかる(3) 藤澤 瞳美(1) 百瀬 日向子(2)
二茅 愛未(2) 藤澤 園子(2) 村山 奈菜(1) 望月 あすか(2) 征矢 望(2) 丸山 実来(3) 寺澤 穂波(2) 齋藤 由佳(1)
小坂 奈桜(2) 青沼 郁奈(3) 山口 夏歩(2) 高橋 伶奈(2) 近藤 美穂(1) 小合 沙季(2) 倉科 桃子(2) 二木 彩華(1)



第34回中信地区陸上競技選手権大会

競技場：長野県松本平広域公園陸上競技場

グランドコンディション

 2010/ 8/22    9:00    2.6    30.0
  10:00    1.3    31.0
  11:00    0.4    32.5
  12:00    3.1    34.0
  13:00    1.0    34.5
  14:00    0.6    35.0
  15:00    1.0    35.0
  16:00    1.2    34.0

天候日付 計測場所時刻 気温 ℃ 湿度 ％風速 m/s風向
晴れ 東北東  59.0
晴れ 北東  57.0
晴れ 北北西  50.0
晴れ 北東  49.0
晴れ 東  49.0
晴れ 南  49.0
晴れ 東南東  51.0
晴れ 北東  50.0



予選 8月22日 10:05
決勝 8月22日 14:45

大会記録(GR)                    12.50 田中 麻哉子                  穂高商業高       2003        

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +2.0

 1 田原 花純(1)     12.99 q  1 臼井 佳奈(1)     13.41 q
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高 ｳｽｲ ｶﾅ 松本蟻ヶ崎高

 2 立花 千春(1)     13.31 q  2 小林 果鈴(1)     13.43 q
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾝ 松本大

 3 中村 友紀子(2)     13.65 q  3 長村 紋(1)     13.55 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 松本蟻ヶ崎高 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 4 吉原 沙季(3)     13.70 q  4 望月 絵美(1)     13.60 q
ﾖｼﾊﾗ ｻｷ 長野高専 ﾓﾁｽﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 5 中村 栞(1)     14.00  5 洞澤 悠香(1)     14.24 
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 木曽青峰高 ﾎﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 田川高

 6 羽賀 まどか(2)     14.26  6 上垣外 仁美(1)     14.40 
ﾊｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 大町高 ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾋﾄﾐ 木曽青峰高

 7 宮下 万穂(1)     14.69  7 奥原 志織(1)     14.58 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾎ 松本美須々ヶ丘高 ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ 穂高商業高
青柳 好美 田澤 陽(1)
ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼﾐ ターミガンズ長野 ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 松本県ヶ丘高

風速 -0.1

 1 田原 花純(1)     13.07 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高

 2 臼井 佳奈(1)     13.17 
ｳｽｲ ｶﾅ 松本蟻ヶ崎高

 3 小林 果鈴(1)     13.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾝ 松本大

 4 立花 千春(1)     13.40 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大

 5 望月 絵美(1)     13.57 
ﾓﾁｽﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 6 中村 友紀子(2)     13.68 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 松本蟻ヶ崎高

 7 吉原 沙季(3)     13.71 
ﾖｼﾊﾗ ｻｷ 長野高専

 8 長村 紋(1)     13.94 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

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

所属名

2   615

所属名 記録／備考
4  1712

6  1572

7  1885

9  3514

3  8645
欠場

5  1682

8  1837

記録／備考
2  1893

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  1978

3  2001

6   614

8  1571

9  1714

5  2452

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  1830
欠場

4  1893

所属名 記録／備考
6  1712

9  2001

5   614

7   615

8  1978

2  1885

3  3514



予選 8月22日 11:45
決勝 8月22日 13:45

大会記録(GR)                    58.68 高畑 志野                    早稲田大         2000        

[ 1組] [ 2組]

 1 竹村 純菜(3)   1:00.79 q  1 瀧澤 祐未(2)   1:00.55 q
ﾀｹﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 松商学園高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 2 三村 楓(3)   1:00.92 q  2 望月 絵美(1)   1:03.79 q
ﾐﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 豊科高 ﾓﾁｽﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 3 高橋 優香(3)   1:01.70 q  3 内山 真理子(3)   1:05.72 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 松本大 ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘｺ 豊科高

 4 宮澤 留美(5)   1:02.73 q  4 栗田 愛(2)   1:05.90 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾐ 長野高専 ｸﾘﾀ ﾒｸﾞﾐ 松本蟻ヶ崎高

 5 長村 紋(1)   1:03.60 q  5 吉原 沙季(3)   1:06.78 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高 ﾖｼﾊﾗ ｻｷ 長野高専

 6 石谷 瑞希(1)   1:05.15 q  6 石井 綾(1)   1:12.31 
ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町高 ｲｼｲ ｱﾔ 松本県ヶ丘高

 7 小口 綾香(2)   1:06.37  7 帯刀 彩章(2)   1:17.17 
ｵｸﾞﾁ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高 ｵﾋﾞﾅﾀ ｻｷ 穂高商業高

 8 菅沢 友里圭(1)   1:08.62 清水 ひとみ(2)
ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ 松本県ヶ丘高 ｼﾐｽﾞ ﾋﾄﾐ 大町高

 9 北澤 智美(1)   1:09.09 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 塩尻志学館高

 1 瀧澤 祐未(2)     59.14 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 2 竹村 純菜(3)   1:00.95 
ﾀｹﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 松商学園高

 3 三村 楓(3)   1:01.14 
ﾐﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 豊科高

 4 望月 絵美(1)   1:02.80 
ﾓﾁｽﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 5 宮澤 留美(5)   1:03.67 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾐ 長野高専

 6 長村 紋(1)   1:05.01 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 7 石谷 瑞希(1)   1:05.28 
ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町高
高橋 優香(3)
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 松本大

記録／備考 No. 氏  名 所属名順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

400m

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

所属名

3  1997

8  1941

6  1978

2  8015

7  8036

順

4  1815

9  1683

5  1886

5  2001

3  1999

記録／備考
7  1921

ﾚｰﾝ

2  3514

8  1816

9  1887

欠場

決勝

6  1707

1  1600

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  1680

4  1941

所属名 記録／備考
6  1921

8  8036

5  1997

2  2001

7  8015
棄権

9  1978

3  1683



予選 8月22日 12:50
決勝 8月22日 16:10

大会記録(GR)                  2:22.57 市川 博子                    松本深志高       2007        

[ 1組] [ 2組]

 1 上條 実加(1)   2:36.87 q  1 五味 あずさ(2)   2:41.49 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｶ 松本蟻ヶ崎高 ｺﾞﾐ  ｱｽﾞｻ 松本蟻ヶ崎高

 2 松森 多恵(1)   2:39.40 q  2 清澤 優佳(2)   2:41.73 q
ﾏﾂﾓﾘ ﾀｴ 松本県ヶ丘高 ｷﾖｻﾜ ﾕｶ 田川高

 3 矢ヶ崎 明花(1)   2:46.92 q  3 小岩井 翠(2)   2:45.90 q
ﾔｶﾞｻｷ ｻﾔｶ 松本美須々ヶ丘高 ｺｲﾜｲ ﾐﾄﾞﾘ 松本深志高

 4 北澤 智美(1)   2:50.24  4 原愛美(1)   2:48.46 q
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 塩尻志学館高 ﾊﾗﾅﾙﾐ 大町北高

 5 萩原 真理(2)   3:09.45  5 飯嶋 まりこ(1)   2:49.35 q
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏﾘ 穂高商業高 ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾘｺ 松本県ヶ丘高

 6 片桐恭葉(2)   3:19.94 中村 亜砂美(1)
ｶﾀｷﾞﾘﾔｽﾊ 大町北高 ﾅｶﾑﾗ ｱｻﾐ 松商学園高
安田 祐香(1) 枝 美沙希(3)
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ 木曽青峰高 ｴﾀﾞ ﾐｻｷ 松商学園高
上條 洋子(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｳｺ 松商学園高

 1 上條 実加(1)   2:35.34 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｶ 松本蟻ヶ崎高

 2 五味 あずさ(2)   2:37.77 
ｺﾞﾐ  ｱｽﾞｻ 松本蟻ヶ崎高

 3 松森 多恵(1)   2:41.45 
ﾏﾂﾓﾘ ﾀｴ 松本県ヶ丘高

 4 飯嶋 まりこ(1)   2:45.33 
ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾘｺ 松本県ヶ丘高

 5 原愛美(1)   2:46.69 
ﾊﾗﾅﾙﾐ 大町北高

 6 小岩井 翠(2)   2:49.63 
ｺｲﾜｲ ﾐﾄﾞﾘ 松本深志高

 7 矢ヶ崎 明花(1)   2:53.95 
ﾔｶﾞｻｷ ｻﾔｶ 松本美須々ヶ丘高
清澤 優佳(2)
ｷﾖｻﾜ ﾕｶ 田川高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

800m

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

所属名

4  1817

所属名 記録／備考
3  1892

2  1708

8  1839

7  1600

 1923
欠場

9  1652

5  1573

記録／備考
4  1889

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  1785

8  1653

2  2450

3  1930
欠場

5  1943

6  1819

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
6

6  1817

4  1892

7  1889

9  1785

2  1819

3  1653

棄権

8  1839

5  2450



決勝 8月22日 14:20

大会記録(GR)                 10:12.34 丸山 美雪                    大北陸協         2003        

 1 山本 紗友美(1)  10:59.65 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕﾐ 松本県ヶ丘高

 2 枝 美沙希(3)  11:46.44 
ｴﾀﾞ ﾐｻｷ 松商学園高

 3 山口 菜月(1)  12:14.61 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 大町高

 4 宮阪 絢子(1)  12:36.17 
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｺ 田川高

 5 上條 侑香(1)  13:50.32 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶ 塩尻志学館高
中村 亜砂美(1)
ﾅｶﾑﾗ ｱｻﾐ 松商学園高
上條 洋子(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｳｺ 松商学園高

所属名 記録／備考
6  1829

5  1943

女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名

2  2451

4  1599

7  1681

3  1923
欠場

1  1930
欠場



決勝 8月22日 15:00

大会記録(GR)                    14.94 田澤 愛                      松本深志高       2006        

風速 -1.2

 1 麻田 紗希(1)     15.89 
ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科高

 2 立花 千春(1)     16.51 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大

 3 中澤 久美(1)     17.12 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎高

 4 枝 智菜実(1)     18.08 
ｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ 松本美須々ヶ丘高

 5 大西 梨帆(1)     18.42 
ｵｵﾆｼ ﾘﾎ 穂高商業高

 6 中村 友紀子(2)     19.07 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 松本蟻ヶ崎高
松田 紗季(1)
ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ 松商学園高

所属名 記録／備考
7  2002

2   615

女子

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  1835

5  1713

6  1890

3  1928
欠場

4  1885



決勝 8月22日 16:20

大会記録(GR)                    49.9  豊科高                       豊科高           1988        
（丸山理・小林・本田・丸山敦）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 豊科高  2002 麻田 紗希(1)     51.43 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｱｻﾀﾞ ｻｷ
 2001 望月 絵美(1)

ﾓﾁｽﾞｷ ｴﾐ
 1997 三村 楓(3)

ﾐﾑﾗ ｶｴﾃﾞ
 1999 内山 真理子(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘｺ
 2   9 松本蟻ヶ崎高  1886 小口 綾香(2)     52.39 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｵｸﾞﾁ ｱﾔｶ
 1890 中澤 久美(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ
 1884 徳武 里乃(2)

ﾄｸﾀｹ ﾘﾉ
 1893 臼井 佳奈(1)

ｳｽｲ ｶﾅ
 3   8 松商学園高  1926 大木 梨真(2)     53.95 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｵｵｷ ﾘﾏ
 1929 櫻井 志緒理(1)

ｻｸﾗｲ ｼｵﾘ
 1928 松田 紗季(1)

ﾏﾂﾀﾞ ｻｷ
 1921 瀧澤 祐未(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
 4   4 穂高商業高  1714 奥原 志織(1)     54.41 

ﾎﾀｶｼｮｳｷﾞｮｳ ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ
 1712 田原 花純(1)

ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ
 1713 大西 梨帆(1)

ｵｵﾆｼ ﾘﾎ
 1709 金森 光代(2)

ｶﾅﾓﾘ ﾐﾂﾖ
 5   2 松本県ヶ丘高  1801 宮島 真美(2)     54.76 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏﾐ
 1830 田澤 陽(1)

ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ
 1816 石井 綾(1)

ｲｼｲ ｱﾔ
 1815 菅沢 友里圭(1)

ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ
 6   5 塩尻志学館高  1598 岩渕 綾華(1)     56.22 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾔｶ
 1599 上條 侑香(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶ
 1600 北澤 智美(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ
 1597 上條 紗泰雅(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾔｶ
 7   3 松本美須々ヶ丘高 1835 枝 智菜実(1)     57.21 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞ ｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ
 1838 松森 有紀(1)

ﾏﾂﾓﾘ ﾕｷ
 1837 宮下 万穂(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾎ
 1839 矢ヶ崎 明花(1)

ﾔｶﾞｻｷ ｻﾔｶ
 8   1 田川高  2452 洞澤 悠香(1)     58.02 

ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾎﾗｻﾜ ﾊﾙｶ
 2450 清澤 優佳(2)

ｷﾖｻﾜ ﾕｶ
 2451 宮阪 絢子(1)

ﾐﾔｻｶ ｱﾔｺ
 2455 百瀬 香織(1)

ﾓﾓｾ ｶｵﾘ
  6 大町高

ｵｵﾏﾁｺｳ 欠場

女子

4×100m

決勝



決勝 8月22日  9:30

大会記録(GR)                     1.65 屋ヶ田 直美                  大町高           1979        
丸山　千夏                   豊科高           1982        
屋ヶ田 直美                  大町高           1980        

徳武 里乃(2)
ﾄｸﾀｹ ﾘﾉ 松本蟻ヶ崎高
太田 真衣(1)
ｵｵﾀ ﾏｲ 松本蟻ヶ崎高
小野沢 彩加(1)
ｵﾉｻﾞﾜ ｱﾔｶ 穂高商業高

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55
1 1  1884

- - - o xo

- xo

xo xxx

xxo xxx
2 3  1891

- - -

 1.45

 1.45

3 2  1711
- - - o xo  1.40xxx



決勝 8月22日 16:00

大会記録(GR)                     5.84 三沢 涼子                    ﾔﾏﾄﾔT.C          2004        

 ３回の
 最高記録

安田 弘江    x    x   4.84    5.04   5.04   5.03   5.12    5.12 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ターミガンズ長野   +0.1    +1.6   +1.6   -0.5    0.0     0.0
麻田 紗希(1)   4.83   5.11   5.04    5.11   4.99    x    x    5.11 
ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科高   +1.2   +0.7   +0.9    +0.7   +0.9    +0.7
中村 栞(1)    x   4.34   4.49    4.73   4.22   4.73   4.68    4.73 
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 木曽青峰高    0.0   +0.6    +0.7   +0.9   +0.7   +0.8    +0.7
金森 光代(2)    -   4.30   4.43    4.62   4.62   4.59   4.61    4.62 
ｶﾅﾓﾘ ﾐﾂﾖ 穂高商業高   +1.2   +1.1    +0.4   +0.4   +0.5   +1.3    +0.4
岩渕 綾華(1)    -   4.30   4.16    4.30   3.97    x   4.39    4.39 
ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾔｶ 塩尻志学館高   -0.1   +0.5    -0.1   +0.8   +1.3    +1.3
羽賀 まどか(2)   4.33   4.05   4.26    4.34   4.03   4.34   4.22    4.34 
ﾊｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 大町高   +1.9   +1.9   +0.5    +0.9   +0.6   +0.9   +0.6    +0.9
松森 有紀(1)    -    x    x    4.18    x   4.18    x    4.18 
ﾏﾂﾓﾘ ﾕｷ 松本美須々ヶ丘高     0.0    0.0     0.0
百瀬 香織(1)    x    x   3.66    3.96   3.96   3.73   3.82    3.96 
ﾓﾓｾ ｶｵﾘ 田川高   +1.5    +1.2   +1.2   +1.1   +0.8    +1.2
清水 ひとみ(2) 欠場
ｼﾐｽﾞ ﾋﾄﾐ 大町高
古厩 愛望(2) 欠場
ﾌﾙﾏﾔ ﾏﾅﾐ 松本蟻ヶ崎高
青柳 好美 欠場
ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼﾐ ターミガンズ長野

女子

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 11  8643

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

2 8  2002

3 5  1572

4 10  1709

5 7  1598

6 2  1682

7 3  1838

8 1  2455

4  1680

6  1888

9  8645



決勝 8月22日 13:00

大会記録(GR)                    12.59 上原 綾                      田川高           1997        

 ３回の
 最高記録

児島 里咲(1)
ｺｼﾞﾏ ﾘｻ 大町高
神事 優香(2)
ｼﾞﾝｼﾞ ﾕｶ 松本深志高
大木 梨真(2)
ｵｵｷ ﾘﾏ 松商学園高
新井 彩紀(2)
ｱﾗｲ ｻｷ 穂高商業高
古畑 瑞枝(1) 欠場
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｴ 松商学園高

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

女子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

   7.83

記録 備考

1 5  1677
 10.12    x    x   10.12

2 4  1776
  7.68    x   7.83   8.00   7.95   7.37   8.00 

 10.36   9.91  10.36  10.15

  5.79   6.35    6.35   6.35
3 1  1926

  5.80

  6.35   6.62 

  6.45   6.73   6.73 

4 2  1710
  6.35   6.29

3  1932

  6.33   6.62  6.11    6.35



決勝 8月22日 10:00

大会記録(GR)                    48.22 塩島 絵未                    日本体育大       2009        

 ３回の
 最高記録

塩島絵未(1)
ｼｵｼﾞﾏｴﾐ 日本体育大
林 あすみ(3)
ﾊﾔｼ ｱｽﾐ 松商学園高
上條 志織(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｵﾘ 梓川高
上條 紗泰雅(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾔｶ 塩尻志学館高
児島 里咲(1)
ｺｼﾞﾏ ﾘｻ 大町高
櫻井 志緒理(1)
ｻｸﾗｲ ｼｵﾘ 松商学園高
大木 梨真(2)
ｵｵｷ ﾘﾏ 松商学園高
松森 多恵(1)
ﾏﾂﾓﾘ ﾀｴ 松本県ヶ丘高
宮島 真美(2)
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏﾐ 松本県ヶ丘高
百瀬 友美(1)
ﾓﾓｾ ﾕﾐ 松本県ヶ丘高
明石 晴菜(2)
ｱｶｼ ﾊﾙﾅ 松本県ヶ丘高
曽根原 加奈(2) 欠場
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 大町高
三木 明日香(1) 欠場
ﾐｷ ｱｽｶ 塩尻志学館高

-2- -3- -4- -6-

女子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 記録 備考

1 13   610
   x    o  45.19   45.19

-5-

12  1942
 34.25    o    o   34.25

4

   o    o    o  34.25 

   o    o  45.65  45.65

2

 32.13    o   32.13  33.01
3 11  1731

   o

10  1597
   o    o  30.94    o  30.94    o    o  30.94 

   o    o  33.01 

   o    o   30.67    o
5 4  1677

 30.67

   o  26.90 

   o    o  30.67 

9  1929
 26.90    o    o

7 6  1926
   o

8

   o   o  26.90
6

 22.11    o  24.06  22.11

 23.90    o   23.90  24.36

10

   o    x  24.06 

   o    o  24.36 

7  1817
   o

 20.93    o   20.93
9 1  1801

   o

5  1818
   o  19.44    o   19.44  19.44 

 20.93 

   x    x   16.70
11 3  1828

 16.70  16.70 

2  1673

8  1601



予選 8月22日 10:10
決勝 8月22日 14:50

大会記録(GR)                    12.82 田澤 陽                      筑摩野中         2008        

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -2.0

 1 中林 春花(2)     13.99 q  1 藤澤 園子(2)     14.21 q
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 開成中 ﾌｼﾞｻﾜ ｿﾉｺ 波田中

 2 林口 琴海(1)     14.49  2 岩倉 志穂子(2)     14.26 q
ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 塩尻広陵中 ｲﾜｸﾗ ｼﾎｺ 丸ﾉ内中

 3 百瀬 日向子(2)     14.60  3 藤原 愛里(2)     15.05 
ﾓﾓｾ ﾋﾅｺ 山辺中 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲﾘ 穂高西中

 4 石井 凛凛子(1)     14.74  4 小澤 美紀(1)     15.31 
ｲｼｲ ﾘﾘｺ 仁科台中 ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 豊科北中

 5 高山 未希(2)     14.79  5 中園 瑞梢(1)     15.43 
ﾀｶﾔﾏ ﾐｷ 穂高東中 ﾅｶｿﾞﾉ ﾐｽﾞｷ 仁科台中

 6 古瀬 麻悠(1)     15.41  6 吉田 友依(1)     15.69 
ﾌﾙｾ ﾏﾕｳ 高綱中 ﾖｼﾀﾞ ﾕｲ 小谷中

 7 中原 理沙(2)     15.68  7 西澤 鎮加(1)     16.29 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 梓川中 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｽﾞｶ 穂高東中

 8 北村 舞(1)     16.03  8 水田 寿美加(1)     17.68 
ｷﾀﾑﾗ ﾏｲ 小谷中 ﾐｽﾞﾀ ｽﾐｶ 開成中

[ 3組] 風速 -1.5 [ 4組] 風速 -0.4

 1 内山 怜奈(2)     13.67 q  1 征矢 望(2)     14.30 
ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 清水中 ｿﾔﾉｿﾞﾐ 福島中

 2 長﨑 彩(2)     14.61  2 原田 結希(3)     14.50 
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 豊科北中 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 波田中

 3 山田 美嬉(3)     15.30  3 太田 萌愛(1)     14.79 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 丘中 ｵｵﾀ  ﾓｱ 明善中

 4 藤原 颯希(1)     15.58  4 渡辺 ひより(1)     14.83 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾂｷ 堀金中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ 高綱中

 4 小林 奈央(1)     15.58  5 栁瀬 舞(1)     15.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 鎌田中 ﾔﾅｾ ﾏｲ 菅野中

 6 竹下 千咲(2)     15.70  6 竹内 彩乃(2)     15.60 
ﾀｹｼﾀ  ﾁｻｷ 附属松本中 ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾉ 穂高西中

 7 小山 優希(2)     15.71  7 縣 恵理香(1)     15.83 
ｺﾔﾏ ﾕｳｷ 筑摩野中 ｱｶﾞﾀ ｴﾘｶ 北安松川中

[ 5組] 風速 +1.3 [ 6組] 風速 +1.0

 1 粟津原 史菜(3)     13.74 q  1 堀 朱里(2)     13.46 q
ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ﾌﾐﾅ 鉢盛中 ﾎﾘ ｱｶﾘ 松島中

 2 長谷川 望(1)     14.73  2 齋藤 美緒子(2)     14.49 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 日義中 ｻｲﾄｳ ﾐｵｺ 丸ﾉ内中

 3 石井 真奈(1)     14.92  3 窪田 海夕(2)     14.51 
ｲｼｲ ﾏﾅ 鎌田中 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾕ 筑摩野中

 4 石井 涼菜(1)     15.01  4 永井 瑠海(2)     14.54 
ｲｼｲ ｽｽﾞﾅ 丘中 ﾅｶﾞｲ ﾙﾐ 堀金中

 5 二木 彩華(1)     15.18  5 松沢 英華(2)     14.96 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾔｶ 山辺中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲｶ 旭町中

 6 藤原 有紀子(1)     15.40  6 山田 紋花(1)     15.22 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｺ 清水中 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 菅野中

 7 二木 理沙子(2)     15.86  7 髙木 千咲(1)     15.42 
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾘｻｺ 梓川中 ﾀｶｷﾞ  ﾁｻｷ 明善中

[ 7組] 風速 +1.4

 1 中村 泉紀(3)     12.99 q
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 鉢盛中

 2 山口 夏歩(2)     14.27 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ 松島中

 3 近藤 美穂(1)     14.43 
ｺﾝﾄﾞｳﾐﾎ 福島中

 4 市川 亜沙美(1)     15.25 
ｲﾁｶﾜ ｱｻﾐ 信明中

 5 赤羽 由羅(1)     15.69 
ｱｶﾊﾈ ﾕﾗ 三郷中

 6 志村 美侑(1)     15.78 
ｼﾑﾗ ﾐｳ 塩尻広陵中
重本 彩香(1)
ｼｹﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 才教学園中

中学女子

100m

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順所属名 記録／備考
2  5873

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  3953

3  3218

8  5921

7  3607

氏  名

4  3882

6  3426

9  5889

9  5765

所属名 記録／備考
5  3253

ﾚｰﾝ No.

4  3954

6  3460

2  3495

7  5861

8  3883

3  3441

所属名 記録／備考
8  5666

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  3208

3  3561

6  3489

2  6124

7  5983

4  5697

順 ﾚｰﾝ No.

7  6014

6  5958

5  3760

3  3252

氏  名 所属名 記録／備考
2  2868

4  3459

8  5924

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  5703

5  6073

8  2827

7  3211

4  5900

所属名 記録／備考
6  5816

2  3608

順

6  5668

7  5980

2  3549

4  5762

8  5960

5  6013

3  5792

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  6071

5  5824

4  5726

8  3597

2  2864

6  6608
欠場

3  3220



風速 -2.9

 1 中村 泉紀(3)     13.09 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 鉢盛中

 2 堀 朱里(2)     13.61 
ﾎﾘ ｱｶﾘ 松島中

 3 内山 怜奈(2)     13.69 
ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 清水中

 4 粟津原 史菜(3)     13.98 
ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ﾌﾐﾅ 鉢盛中

 5 中林 春花(2)     14.17 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 開成中

 6 藤澤 園子(2)     14.33 
ﾌｼﾞｻﾜ ｿﾉｺ 波田中

 7 岩倉 志穂子(2)     14.38 
ｲﾜｸﾗ ｼﾎｺ 丸ﾉ内中

 8 山口 夏歩(2)     14.58 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ 松島中

中学女子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  5666

6  6071

4  5816

8  3253

5  6073

9  5873

3  5765

2  5824



予選 8月22日 11:20
決勝 8月22日 13:30

大会記録(GR)                    26.5  横川 絵美                    豊科北中         1994        

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +2.0

 1 降旗 菜津美(1)     28.52 q  1 林口 琴海(1)     29.50 q
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 仁科台中 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 塩尻広陵中

 2 須賀 梨花(2)     29.49 q  2 小笠原 綾(3)     29.57 q
ｽｶﾞ ﾘﾝｶ 松島中 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ 開成中

 3 大谷 はるひ(2)     29.51 q  3 澁谷 麻友(2)     30.39 
ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾋ 丸ﾉ内中 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 小谷中

 4 池井 陽子(2)     30.38  4 村山 奈菜(1)     30.41 
ｲｹｲﾖｳｺ 福島中 ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松島中

 5 矢口 愛弓(1)     31.09  5 蓮沼 礼子(1)     30.77 
ﾔｸﾞﾁ ｱﾕﾐ 穂高東中 ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ 清水中

 6 成田 彩(1)     31.11  6 百瀬 舞(2)     31.10 
ﾅﾙﾀ ｱﾔ 鉢盛中 ﾓﾓｾ ﾏｲ 堀金中

 7 志村 美侑(1)     32.46  7 木内 琴葉(2)     31.83 
ｼﾑﾗ ﾐｳ 塩尻広陵中 ｷｳﾁ ｺﾄﾊ 梓川中

 8 青栁 利佳(1)     34.01  8 山﨑 倫瑠(1)     32.15 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｶ 堀金中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾁﾙ 山辺中
望月 ユリオ(2) 上條 礼音(2)
ﾓﾁﾂﾞｷ  ﾕﾘｵ 附属松本中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾔﾈ 菅野中

[ 3組] 風速 +1.3 [ 4組] 風速 +0.8

 1 ディアス タイナ(3)     27.26 q  1 大沼 葉月(2)     29.36 q
ﾃﾞｨｱｽ ﾀｲﾅ 鎌田中 ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 鉢盛中

 2 五十嵐 美憂(2)     29.24 q  2 百瀬 愛花(2)     30.16 
ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾕｳ 小谷中 ﾓﾓｾ ｱｲｶ 波田中

 3 青沼 郁奈(3)     30.18  3 飯島 南(2)     30.86 
ｱｵﾇﾏ ﾌﾐﾅ 波田中 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科北中

 4 羽山 沙希(2)     30.21  4 渡辺 美穂(1)     31.12 
ﾊﾔﾏ ｻｷ 山辺中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ 高綱中

 5 前澤 朱音(1)     30.68  5 桐井 彩実(2)     31.23 
ﾏｴｻﾞﾜ  ｱｶﾈ 筑摩野中 ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 筑摩野中

 6 松井 実紀(2)     31.01  6 高山 瑠衣(1)     31.75 
ﾏﾂｲ ﾐﾉﾘ 穂高東中 ﾀｶﾔﾏ  ﾙｲ 附属松本中

 7 星野 芽生(2)     32.54  7 藤原 早紀子(1)     32.84 
ﾎｼﾉ ﾒｲ 旭町中 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｷｺ 清水中

 8 相澤 菜緒(2)     32.60  8 湯本 茜(1)     32.87 
ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵ 開成中 ﾕﾓﾄ ｱｶﾈ 丘中

 9 白木 果歩(1)     35.27 吉田 桃華(1)
ｼﾛｷ ｶﾎ 菅野中 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 鎌田中

風速  0.0

 1 ディアス タイナ(3)     27.44 
ﾃﾞｨｱｽ ﾀｲﾅ 鎌田中

 2 降旗 菜津美(1)     28.44 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 仁科台中

 3 大沼 葉月(2)     29.02 
ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 鉢盛中

 4 須賀 梨花(2)     29.57 
ｽｶﾞ ﾘﾝｶ 松島中

 5 大谷 はるひ(2)     29.73 
ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾋ 丸ﾉ内中

 6 林口 琴海(1)     30.23 
ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ 塩尻広陵中

 7 小笠原 綾(3)     30.94 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ 開成中
五十嵐 美憂(2)
ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾕｳ 小谷中

中学女子

200m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

No.所属名 記録／備考
7  3955

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  5766

4  2870

2  5822

3  6104

1  3220

5  3439

所属名

6  6120
欠場

順

8  3560

4  5860

9  3879

記録／備考
5  3218

ﾚｰﾝ 氏  名

7  5674

1  3550

2  5840

6  5897

3  5963

8  3609

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  5716

6  3878

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  5892

8  5997

4  3251

5  5791

2  5868

9  3526

所属名 記録／備考
8  6098

3  3490

5  5922

4  3254

6  6128

1  5672

7  5986

欠場

決勝

9  3214

1  5952

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  5702

4  3955

所属名 記録／備考
5  5716

3  5766

6  6098

8  5822

7  3878
棄権

9  3218

2  5860



予選 8月22日 11:00
決勝 8月22日 16:00

大会記録(GR)                  2:21.9  高木 沙知代                  松島中           1993        

[ 1組] [ 2組]

 1 小合 沙季(2)   2:29.00 q  1 折橋 真生(3)   2:26.90 q
ｵｺﾞｳ ｻｷ 穂高西中 ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 塩尻広陵中

 2 岩垂 瞳(2)   2:42.19  2 今川 愛未(2)   2:36.88 q
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 筑摩野中 ｲﾏｶﾞﾜ ｴﾐ 豊科北中

 3 髙山 桃乃(2)   2:47.67  3 岩谷 愛莉(2)   2:42.27 
ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓﾉ 三郷中 ｲﾜﾀﾆ ｱｲﾘ 筑摩野中

 4 北沢 優希(2)   2:51.44  4 田中 あゆみ(2)   2:47.57 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷ 北安松川中 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 仁科台中

 5 小林 晴佳(1)   2:54.07  5 百瀬 瑞希(1)   2:49.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 塩尻広陵中 ﾓﾓｾ ﾐｽﾞｷ 塩尻中

 6 新井 咲(1)   2:59.08  6 小林 舞美(1)   2:53.06 
ｱﾗｲ ｻｷ 丸ﾉ内中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ 清水中

 7 草深 静香(1)   2:59.38  7 関澤 里穂(1)   3:01.03 
ｸｻﾌﾞｶ ｼｽﾞｶ 塩尻西部中 ｾｷｻﾞﾜﾘﾎ 穂高東中

 8 柄沢 かほり(1)   3:07.82  8 水木 里帆   3:03.52 
ｶﾗｻﾜ ｶﾎﾘ 才教学園中 ﾐｽﾞｷ ﾘﾎ 三郷中

 9 岡本 知紘(1)   3:32.02 
ｵｶﾓﾄ  ﾁﾋﾛ 附属松本中

[ 3組] [ 4組]

 1 白坂 舞(3)   2:32.29 q  1 蛭田 凜(2)   2:30.98 q
ｼﾗｻｶ ﾏｲ 豊科北中 ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 鉢盛中

 2 菅沼 真衣(2)   2:33.86 q  2 森本 紀乃(1)   2:41.14 q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 鉢盛中 ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 塩尻中

 3 降籏 あかり(2)   2:45.61  3 小松 玲未(3)   2:44.12 
ﾋﾘﾊﾀ ｱｶﾘ 開成中 ｺﾏﾂ ﾚﾐ 丘中

 4 中村 汐里(2)   2:51.12  4 下沢 亜美(1)   2:45.88 
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 旭町中 ｼﾓｻﾞﾜ ｱﾐ 堀金中

 5 山崎 杏佳(3)   2:52.41  5 桃井 由佳(3)   2:51.75 
ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳｶ 聖南中 ﾓﾓｲ ﾕｶ 菅野中

 6 雨宮 はるか(1)   3:04.43  6 會田 衿花(1)   2:58.98 
ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙｶ 清水中 ｱｲﾀﾞ ｴﾘｶ 穂高西中

 7 上松 南菜子(1)   3:09.08  7 坪田 絵琳(1)   3:02.39 
ｳｴﾏﾂ ﾅﾅｺ 波田中 ﾂﾎﾞﾀ ｴﾘ 開成中

 8 一瀬 桃花(2)   3:32.66  8 村松 佑菜(1)   3:03.17 
ｶｽﾞｾ ﾓﾓｶ 北安松川中 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾅ 丸ﾉ内中

[ 5組]

 1 沢井 千花(3)   2:29.96 q
ｻﾜｲﾁﾊﾅ 福島中

 2 赤羽 美柚(1)   2:41.84 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 信明中

 3 滝内 美来(3)   2:42.18 
ﾀｷｳﾁ ﾐｸ 菅野中

 4 熊捕 茉奈(1)   2:54.47 
ｸﾏﾄﾘ ﾏﾅ 仁科台中

 5 北野 結(2)   2:58.55 
ｷﾀﾉ ﾕｲ 堀金中

 6 白澤 朋(1)   3:00.27 
ｼﾗｻﾜ ﾄﾓ 波田中

 7 鳥羽 若菜(1)   3:04.57 
ﾄﾊﾞ ﾜｶﾅ 山辺中
小松 さくら(2)
ｺﾏﾂ ｻｸﾗ 丘中

中学女子

800m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考 記録／備考
7  3456

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  3591

3  3765

8  5977

2  3158

5  3216

1  6126

順

4  6609

9  5769

7  3224
ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  3950

5  3486

8  5984

3  3437

2  3135

9  5673

6  3589

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

3  5871

7  3505

9  6100

8  5671

6  5787

4  3366

5  58622  3256

5  3763

順 ﾚｰﾝ No.

8  3209

7  5950

4  3136

所属名 記録／備考
6  6078

3  3462

2  3556

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  5775

8  5730

所属名 記録／備考
7  2878

5  3551

2  5945

3  3960

6  3210
欠場

4  3257

9  5899



 1 折橋 真生(3)   2:27.47 
ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 塩尻広陵中

 2 沢井 千花(3)   2:28.79 
ｻﾜｲﾁﾊﾅ 福島中

 3 小合 沙季(2)   2:29.62 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 穂高西中

 4 蛭田 凜(2)   2:29.95 
ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 鉢盛中

 5 今川 愛未(2)   2:34.16 
ｲﾏｶﾞﾜ ｴﾐ 豊科北中

 6 菅沼 真衣(2)   2:34.94 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 鉢盛中

 7 森本 紀乃(1)   2:45.26 
ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ 塩尻中
白坂 舞(3)
ｼﾗｻｶ ﾏｲ 豊科北中

中学女子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  3456

5  3224

7  2878

9  6100

4  6078

2  3486

棄権

3  3136

8  3505



決勝 8月22日 13:50

大会記録(GR)                 10:22.10 伊藤 千夏                    山辺中           2009        

[ 1組] [ 2組]

 1 倉科 真子(3)  11:45.95  1 吉田 英里子  10:48.76 
ｸﾗｼﾅ ﾏｺ 仁科台中 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 王滝中

 2 水上 爽香(3)  11:50.50  2 伊藤 玲美優(3)  11:01.14 
ﾐｽﾞｶﾐ ｻﾔｶ 仁科台中 ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 菅野中

 3 南澤 怜奈(1)  11:53.17  3 小松 彩乃(3)  11:04.22 
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾚﾅ 信明中 ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 菅野中

 4 浅原 花音(2)  12:12.45  4 成田 愛理(3)  11:10.62 
ｱｻﾊﾗ ｶﾉﾝ 旭町中 ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 菅野中

 5 市川 歩美(1)  12:33.21  5 舟島 春香(3)  11:20.12 
ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾐ 鉢盛中 ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 大桑中

 6 寺社下 芽(1)  13:07.62  6 安田 佳織(2)  11:24.32 
ｼﾞｼﾔｹﾞ ﾒｲ 大桑中 ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 鉢盛中

 7 辻田 双葉(2)  13:10.44  7 丸山 愛真(3)  11:26.41 
ﾂｼﾞﾀ ﾌﾀﾊﾞ 旭町中 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾙﾐ 豊科北中

 8 米倉 穂奈美(1)  13:12.07  8 筒井 朋美(2)  11:58.24 
ﾖﾈｸﾗ ﾎﾅﾐ 堀金中 ﾂﾂｲ ﾄﾓﾐ 鉢盛中

 9 小林 真梨加(1)  13:24.04  9 降籏 あかり(2)  12:06.06 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｶ 山辺中 ﾋﾘﾊﾀ ｱｶﾘ 開成中

10 岡村 智瑛花(2)  13:38.73 10 矢澤 優衣奈(2)  12:28.29 
ｵｶﾑﾗ ﾁｴｶ 穂高東中 ﾔｻﾞﾜ ﾕｲﾅ 才教学園中

11 土屋 帆南(1)  13:59.65 11 胡桃沢 佑衣  12:40.01 
ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ 松島中 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 王滝中

12 御子柴 沙南(1)  14:05.58 12 中澤 瑠梨(3)  12:40.13 
ﾐｺｼﾊﾞ  ｻﾅ 筑摩野中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾅ 豊科北中

13 高樋 菜摘(3)  14:08.25 13 西澤 萌香(2)  12:55.63 
ﾀｶﾄﾞｲ ﾅﾂﾐ 大桑中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 北安松川中

14 上田 友葵  14:10.23 14 草間 望帆(2)  12:56.57 
ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｷ 大桑中 ｸｻﾏ ﾐﾎ 筑摩野中

15 城取 真理子(2)  14:19.98 15 麻田 ゆりえ(2)  13:03.67 
ｼﾛﾄﾘ ﾏﾘｺ 堀金中 ｱｻﾀﾞ ﾕﾘｴ 豊科北中

16 中田 友夏(1)  14:53.25 16 溝口 友己歩  13:36.82 
ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｶ 大桑中 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 王滝中

17 遠藤 梨香子(1)  15:18.86 坪田 絵琳(1)
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾘｶｺ 堀金中 ﾂﾎﾞﾀ ｴﾘ 開成中
林 美優
ﾊﾔ ﾐﾕｳ 大桑中

中学女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

12  5727

13  3936

9  3939

3  3015

8  5786

16  6082

5  5894

10  5789

14  3557

2  6000

18  3445

11  5836

4  3552

15  3021

17  3017

欠場

7  3022

6  3555

記録／備考
11  2958

No. 氏  名 所属名

3  5947

5  5940

9  5948

4  3501

17  3014

6  6101

14  6606

2  6086

10  5871

1  3762

7  2960

12  3506

13  2959

15  5987

8  3487

16  5862
欠場

1  3019



   1 吉田 英里子 王滝中    10:48.76   2   1
   2 伊藤 玲美優(3) 菅野中    11:01.14   2   2
   3 小松 彩乃(3) 菅野中    11:04.22   2   3
   4 成田 愛理(3) 菅野中    11:10.62   2   4
   5 舟島 春香(3) 大桑中    11:20.12   2   5
   6 安田 佳織(2) 鉢盛中    11:24.32   2   6
   7 丸山 愛真(3) 豊科北中    11:26.41   2   7
   8 倉科 真子(3) 仁科台中    11:45.95   1   1
   9 水上 爽香(3) 仁科台中    11:50.50   1   2
  10 南澤 怜奈(1) 信明中    11:53.17   1   3
  11 筒井 朋美(2) 鉢盛中    11:58.24   2   8
  12 降籏 あかり(2) 開成中    12:06.06   2   9
  13 浅原 花音(2) 旭町中    12:12.45   1   4
  14 矢澤 優衣奈(2) 才教学園中    12:28.29   2  10
  15 市川 歩美(1) 鉢盛中    12:33.21   1   5
  16 胡桃沢 佑衣 王滝中    12:40.01   2  11
  17 中澤 瑠梨(3) 豊科北中    12:40.13   2  12
  18 西澤 萌香(2) 北安松川中    12:55.63   2  13
  19 草間 望帆(2) 筑摩野中    12:56.57   2  14
  20 麻田 ゆりえ(2) 豊科北中    13:03.67   2  15
  21 寺社下 芽(1) 大桑中    13:07.62   1   6
  22 辻田 双葉(2) 旭町中    13:10.44   1   7
  23 米倉 穂奈美(1) 堀金中    13:12.07   1   8
  24 小林 真梨加(1) 山辺中    13:24.04   1   9
  25 溝口 友己歩 王滝中    13:36.82   2  16
  26 岡村 智瑛花(2) 穂高東中    13:38.73   1  10
  27 土屋 帆南(1) 松島中    13:59.65   1  11
  28 御子柴 沙南(1) 筑摩野中    14:05.58   1  12
  29 高樋 菜摘(3) 大桑中    14:08.25   1  13
  30 上田 友葵 大桑中    14:10.23   1  14
  31 城取 真理子(2) 堀金中    14:19.98   1  15
  32 中田 友夏(1) 大桑中    14:53.25   1  16
  33 遠藤 梨香子(1) 堀金中    15:18.86   1  17

所属名 記録 備考

中学女子

組 順位
 2958
 5940

3000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

 3501
 3936
 3939
 5727

 5948
 5947
 3014
 6101

 6082
 2960
 3506
 3762

 6086
 5871
 5786
 6606

 3557
 5894
 2959
 3445

 5987
 3487
 3015
 5789

 3552
 3022
 3555

 5836
 6000
 3021
 3017



予選 8月22日 12:05
決勝 8月22日 16:25

大会記録(GR)                    52.37 穂高東中                     穂高東中         2008        
（石谷・望月・勝野・細野）

[ 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   4 波田中  3254 百瀬 愛花(2)     53.99 q  1   1 鉢盛中  6098 大沼 葉月(2)     53.98 q

ﾊﾀﾁｭｳ ﾓﾓｾ ｱｲｶ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ
 3255 牛丸 紅美(2)  6097 山田 愛(2)

ｳｼﾏﾙ ｸﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 3253 藤澤 園子(2)  6095 二茅 愛未(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ｿﾉｺ ﾆｶﾞﾔ ﾏﾅﾐ
 3251 青沼 郁奈(3)  6081 小坂 奈桜(2)

ｱｵﾇﾏ ﾌﾐﾅ ｺｻｶ ﾅｵ
 2   9 穂高西中  3460 藤原 愛里(2)     56.20 q  2   2 福島中  2870 池井 陽子(2)     55.36 q

ﾎﾀｶﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲﾘ ﾌｸｼﾏﾁｭｳ ｲｹｲﾖｳｺ
 3476 川西 ひかる(3)  2879 小谷 彩乃(3)

ｶﾜﾆｼ ﾋｶﾙ ｺﾀﾆｱﾔﾉ
 3478 丸山 実来(3)  2868 征矢 望(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｸ ｿﾔﾉｿﾞﾐ
 3456 小合 沙季(2)  2864 近藤 美穂(1)

ｵｺﾞｳ ｻｷ ｺﾝﾄﾞｳﾐﾎ
 3   7 山辺中  5892 羽山 沙希(2)     56.51 q  3   9 仁科台中  3954 中園 瑞梢(1)     56.74 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ﾊﾔﾏ ｻｷ ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳ ﾅｶｿﾞﾉ ﾐｽﾞｷ
 5889 百瀬 日向子(2)  3953 石井 凛凛子(1)

ﾓﾓｾ ﾋﾅｺ ｲｼｲ ﾘﾘｺ
 5895 齋藤 由佳(1)  3951 松井 利恵(2)

ｻｲﾄｳ ﾕｶ ﾏﾂｲ ﾘｴ
 5900 二木 彩華(1)  3955 降旗 菜津美(1)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾔｶ ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ
 4   6 開成中  5859 吉田 風香(2)     57.24  4   8 丸ﾉ内中  5765 岩倉 志穂子(2)     57.72 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾖｼﾀﾞ  ﾌｳｶ ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｲﾜｸﾗ ｼﾎｺ
 5873 中林 春花(2)  5769 新井 咲(1)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ ｱﾗｲ ｻｷ
 5868 相澤 菜緒(2)  5766 大谷 はるひ(2)

ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵ ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾋ
 5860 小笠原 綾(3)  5762 齋藤 美緒子(2)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ ｻｲﾄｳ ﾐｵｺ
 5   1 堀金中  3550 百瀬 舞(2)     57.36  5   7 清水中  5668 藤原 有紀子(1)     57.84 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾓﾓｾ ﾏｲ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｺ
 3556 下沢 亜美(1)  5666 内山 怜奈(2)

ｼﾓｻﾞﾜ ｱﾐ ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ
 3553 長岡 美咲(2)  5672 藤原 早紀子(1)

ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｷｺ
 3549 永井 瑠海(2)  5674 蓮沼 礼子(1)

ﾅｶﾞｲ ﾙﾐ ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ
 6   3 丘中  3212 滝澤 千優(1)     58.59  6   4 高綱中  5924 渡辺 ひより(1)     57.94 

ｵｶﾁｭｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ
 3209 小松 玲未(3)  5921 古瀬 麻悠(1)

ｺﾏﾂ ﾚﾐ ﾌﾙｾ ﾏﾕｳ
 3211 石井 涼菜(1)  5922 渡辺 美穂(1)

ｲｼｲ ｽｽﾞﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ
 3208 山田 美嬉(3)  5918 小澤 詩歩(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ ｵｻﾞﾜ ｼﾎ
 7   2 梓川中  3609 木内 琴葉(2)     59.48  7   6 筑摩野中  5976 堀内 菜(2)     58.64 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ｷｳﾁ ｺﾄﾊ ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ﾎﾘｳﾁ ﾅﾂ
 3618 八釼 珠里(1)  5991 樫詰 ひなた(1)

ﾔﾂﾙｷﾞ ｼﾞｭﾘ ｶｼｽﾞﾒ ﾋﾅﾀ
 3607 中原 理沙(2)  5983 小山 優希(2)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ ｺﾔﾏ ﾕｳｷ
 3617 海口 莉奈(1)  5980 窪田 海夕(2)

ｳﾐｸﾞﾁ ﾘﾅ ｸﾎﾞﾀ ﾐﾕ
  5 小谷中  3883 吉田 友依(1)  8   5 豊科北中  3493 星野 美音(1)     59.09 

ｵﾀﾘﾁｭｳ ﾖｼﾀﾞ ﾕｲ 欠場 ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ
 3878 五十嵐 美憂(2)  3490 飯島 南(2)

ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾕｳ ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ
 3882 北村 舞(1)  3495 小澤 美紀(1)

ｷﾀﾑﾗ ﾏｲ ｵｻﾞﾜ ﾐｷ
 3879 澁谷 麻友(2)  3489 長﨑 彩(2)

ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ
  8 旭町中  5790 小松 千恵(2)  9   3 塩尻中  3134 小山 晴子(1)     59.26 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ｺﾏﾂ ﾁｴ 欠場 ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ ｺﾔﾏ ﾊﾙｺ
 5793 百瀬 亜希帆(2)  3136 森本 紀乃(1)

ﾓﾓｾ ｱｷﾎ ﾓﾘﾓﾄ ｷﾉ
 5800 中野美智恵(1)  3135 百瀬 瑞希(1)

ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ ﾓﾓｾ ﾐｽﾞｷ
 5792 松沢 英華(2)  3133 米窪 麻衣(2)

中学女子

4×100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲｶ ﾖﾈｸﾎﾞ ﾏｲ



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松島中  5822 須賀 梨花(2)     54.30 q

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｽｶﾞ ﾘﾝｶ
 5816 堀 朱里(2)

ﾎﾘ ｱｶﾘ
 5840 村山 奈菜(1)

ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ
 5824 山口 夏歩(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ
 2   2 穂高東中  3427 辰口 遥(2)     54.53 q

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀﾂｸﾞﾁ ﾊﾙｶ
 3433 中西 保乃花(1)

ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ
 3454 望月 あすか(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽｶ
 3432 高橋 伶奈(2)

ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ
 3   3 菅野中  5958 栁瀬 舞(1)     56.61 q

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾔﾅｾ ﾏｲ
 5956 藤澤 瞳美(1)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ
 5962 寺澤 穂波(2)

ﾃﾗｻﾜ ﾎﾅﾐ
 5961 倉科 桃子(2)

ｸﾗｼﾅ ﾓﾓｺ
 4   7 明善中  6014 太田 萌愛(1)     58.64 

ﾒｲｾﾞﾝﾁｭｳ ｵｵﾀ  ﾓｱ
 6013 髙木 千咲(1)

ﾀｶｷﾞ  ﾁｻｷ
 6012 宇原 萌々香(1)

ｳﾊﾗ  ﾓﾓｶ
 6009 武井 萌々(2)

ﾀｹｲ  ﾓﾓ
 5   5 鎌田中  5700 今溝 風音(1)     59.37 

ｶﾏﾀﾞﾁｭｳ ｲﾏﾐｿﾞ ｶｻﾞﾈ
 5697 小林 奈央(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ
 5698 穂高 早紀(1)

ﾎﾀｶ ｻｷ
 5703 石井 真奈(1)

ｲｼｲ ﾏﾅ
 6   6 塩尻広陵中  3217 松澤 舞(1)     59.38 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｲ
 3219 酒井 優梨愛(1)

ｻｶｲ ﾕﾘｱ
 3220 志村 美侑(1)

ｼﾑﾗ ﾐｳ
 3218 林口 琴海(1)

ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｺﾄﾐ
 7   9 信明中  5728 永田 あかり(1)   1:00.28 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ﾅｶﾞﾀ ｱｶﾘ
 5726 市川 亜沙美(1)

ｲﾁｶﾜ ｱｻﾐ
 5729 瀧野 花菜(1)

ﾀｷﾉ ｶﾅ
 5730 赤羽 美柚(1)

ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ
  8 附属松本中  6128 高山 瑠衣(1)

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ﾀｶﾔﾏ  ﾙｲ 失格
 6125 吉沢 也美(2) R1(2-3)

ﾖｼｻﾞﾜ  ﾅﾘﾐ
 6127 島田 明奈(1)

ｼﾏﾀﾞ  ｱｷﾅ
 6124 竹下 千咲(2)

ﾀｹｼﾀ  ﾁｻｷ

中学女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 鉢盛中  6098 大沼 葉月(2)     54.20 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ
 6097 山田 愛(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 6095 二茅 愛未(2)

ﾆｶﾞﾔ ﾏﾅﾐ
 6081 小坂 奈桜(2)

ｺｻｶ ﾅｵ
 2   4 波田中  3254 百瀬 愛花(2)     54.23 

ﾊﾀﾁｭｳ ﾓﾓｾ ｱｲｶ
 3255 牛丸 紅美(2)

ｳｼﾏﾙ ｸﾐ
 3253 藤澤 園子(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ｿﾉｺ
 3251 青沼 郁奈(3)

ｱｵﾇﾏ ﾌﾐﾅ
 3   5 松島中  5822 須賀 梨花(2)     54.96 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｽｶﾞ ﾘﾝｶ
 5816 堀 朱里(2)

ﾎﾘ ｱｶﾘ
 5840 村山 奈菜(1)

ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ
 5824 山口 夏歩(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ
 4   7 穂高東中  3427 辰口 遥(2)     55.09 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀﾂｸﾞﾁ ﾊﾙｶ
 3433 中西 保乃花(1)

ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ
 3454 望月 あすか(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽｶ
 3432 高橋 伶奈(2)

ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ
 5   8 福島中  2870 池井 陽子(2)     55.66 

ﾌｸｼﾏﾁｭｳ ｲｹｲﾖｳｺ
 2879 小谷 彩乃(3)

ｺﾀﾆｱﾔﾉ
 2868 征矢 望(2)

ｿﾔﾉｿﾞﾐ
 2864 近藤 美穂(1)

ｺﾝﾄﾞｳﾐﾎ
 6   9 穂高西中  3460 藤原 愛里(2)     56.37 

ﾎﾀｶﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲﾘ
 3476 川西 ひかる(3)

ｶﾜﾆｼ ﾋｶﾙ
 3478 丸山 実来(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾐｸ
 3456 小合 沙季(2)

ｵｺﾞｳ ｻｷ
 7   3 菅野中  5958 栁瀬 舞(1)     56.59 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾔﾅｾ ﾏｲ
 5956 藤澤 瞳美(1)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ
 5962 寺澤 穂波(2)

ﾃﾗｻﾜ ﾎﾅﾐ
 5961 倉科 桃子(2)

ｸﾗｼﾅ ﾓﾓｺ
 8   2 山辺中  5892 羽山 沙希(2)     57.32 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ﾊﾔﾏ ｻｷ
 5889 百瀬 日向子(2)

ﾓﾓｾ ﾋﾅｺ
 5895 齋藤 由佳(1)

ｻｲﾄｳ ﾕｶ
 5900 二木 彩華(1)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾔｶ

決勝

中学女子

4×100m



決勝 8月22日  9:30

大会記録(GR)                     1.55 新本 康恵                    明善中           1989        
奥原　由子                   鎌田中           1991        

1m40 1m45
大久保 未来(2) - - - - - - - - o o
ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾗｲ 筑摩野中 o xxx
百瀬 智子(2) - - - - - - - - o o
ﾓﾓｾ ｻﾄｺ 鎌田中 xo xxx
寺澤 穂波(2) - - - - - - - - o o
ﾃﾗｻﾜ ﾎﾅﾐ 菅野中 xxx
村田 美笛(2) - - - - o o o o o xxx
ﾑﾗﾀ ﾐﾃｷ 山辺中
小松 千恵(2) - - - - - - - - o xxx
ｺﾏﾂ ﾁｴ 旭町中
小柳津 春佳(2) - - - - - - - xo xo xxx
ｵﾔｲｽﾞ ﾊﾙｶ 筑摩野中
軽部 碧(2) - - - - o o xo xo xxo xxx
ｱﾙﾍﾞ ｱｵｲ 信明中
峯村 怜奈(1) - - - - o o o o xxx
ﾐﾈﾑﾗ ﾚﾅ 清水中
小林 沙彩(2) - - - - - - o o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 旭町中
市川 浩子(2) - - - - xo o o o xxx
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｺ 丸ﾉ内中
駿河 知佳(1) - - - - o o o xo xxx
ｽﾙｶﾞ ﾁｶ 波田中
木曽 唯(1) - - - - o xo o xxo xxx
ｷｿ ﾕｲ 清水中
穂高 早紀(1) - - o o xo xxo o xxx
ﾎﾀｶ ｻｷ 鎌田中
島田 明奈(1) - - - - o o xo xxx
ｼﾏﾀﾞ  ｱｷﾅ 附属松本中
北沢 奈実(2) - - - - o o xo xxx
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾐ 穂高東中
永原 瑞稀(2) - - - - o xo xxo xxx
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 鉢盛中
大石 里奈(1) - - - - o o xxx
ｵｵｲｼ ﾘﾅ 丸ﾉ内中
伊藤 茜(2) - - - - o o xxx
ｲﾄｳ ｱｶﾈ 仁科台中
中村 繭子(3) - - - - o xo xxx
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 日義中
石谷 涼香(1) - - - - xxo xo xxx
ｲｼﾔｽｽﾞｶ 穂高東中
長岡 瑞穂(1) - - - - o xxo xxx
ﾅｶﾞｵｶ ﾐｽﾞﾎ 堀金中
中嶋 かれん(1) - - o o o xxx
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾚﾝ 高綱中
清沢 梓(1) - - o o xxo xxx
ｷﾖｻﾜ ｱｽﾞｻ 菅野中
緑川 遥 xo xxx
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾊﾙｶ 開成中
宮島 遥(1) - - xxx 記録なし
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 高綱中
小泉 真菜(2) 欠場
ｺｲｽﾞﾐ  ﾏﾅ 附属松本中
齋藤 由佳(1) 欠場
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 山辺中
鳥羽 美空(2) 欠場
ﾄﾊﾞ  ﾐｿﾗ 明科中
永田 あかり(1) 欠場
ﾅｶﾞﾀ ｱｶﾘ 信明中

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35

1 27  5985

記録

3 28  5962
 1.35

 1.40

2 29  5719
 1.40

4 25  5790
 1.30

4 22  5888
 1.30

7 12  5747
 1.30

6 24  5979
 1.30

8 18  5795
 1.25

8 7  5669
 1.25

11 14  3258
 1.25

10 21  5767
 1.25

13 10  5698
 1.20

12 5  5667
 1.25

14 16  3428
 1.20

14 2  6127
 1.20

17 9  5771
 1.15

16 20  6094
 1.20

19 19  2826
 1.15

17 13  3948
 1.15

21 17  3559
 1.15

20 11  3434
 1.15

23 3  5951
 1.10

22 1  5923
 1.10

8  5920

24 6  5863
 0.90

15  5895

4  6123

26  5728

23  3277



決勝 8月22日 13:30

大会記録(GR)                     5.01 横井 和子                    鉢盛中           1989        

 ３回の
 最高記録

林 あすか(2)   4.49   4.51   4.89    4.89   4.89   4.95   4.90    4.95 
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 白馬中   -1.5   +0.7   -0.6    -0.6   +0.7   +0.9   +1.6    +0.9
小谷 彩乃(3)   4.51   4.74   4.70    4.74   4.66   4.70   4.88    4.88 
ｺﾀﾆｱﾔﾉ 福島中   -1.5   +1.1   -0.5    +1.1   +0.5   +0.6   +2.2    +2.2
栗空 亜沙美   4.58   4.50   4.50    4.58   4.50   4.67   4.85    4.85 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 王滝中   -0.4   -0.7   -1.3    -0.4   +0.8   +0.6   +2.1    +2.1
百瀬 亜希帆(2)   4.73   4.74   4.52    4.74   4.62   4.65   4.60    4.74 
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 旭町中   -1.6   +0.8   -1.0    +0.8   +1.1   +0.8   +1.3    +0.8
小澤 詩歩(2)    x   4.53   4.70    4.70    x    x   4.74    4.74 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 高綱中   -0.2   +1.9   -1.1    -1.1   +1.3   +1.3   +0.6    +0.6
小坂 奈桜(2)    x    x   4.34    4.34   4.58   4.65   4.52    4.65 
ｺｻｶ ﾅｵ 鉢盛中   -0.9    0.0     0.0   +0.4   +0.7   +1.0    +0.7
安田 若菜(1)   3.98   4.42   4.22    4.42   3.39   4.42   4.31    4.42 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 日義中   -2.4   -0.7   -0.2    -0.7   +1.0   +0.6   +0.4    -0.7
澁谷 麻友(2)    x   4.32   4.38    4.38   4.03   4.09    x    4.38 
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 小谷中   +0.6   +1.7   -1.4    -1.4   +0.2   +0.6   +0.4    -1.4
佐藤 ゆきの(2)   3.91   4.18    x    4.18    4.18 
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 旭町中   +1.5   +1.1    +1.1    +1.1
長﨑 彩(2)   3.88   3.66   3.93    3.93    3.93 
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 豊科北中   -2.1   -0.9   -1.5    -1.5    -1.5
松井 利恵(2)   3.92   3.88   3.85    3.92    3.92 
ﾏﾂｲ ﾘｴ 仁科台中   +1.0   -0.1   -1.4    +1.0    +1.0
三村 七海(2)   3.64   3.78   3.83    3.83    3.83 
ﾐﾑﾗ ﾅﾅﾐ 塩尻西部中   -1.6   -2.2    0.0     0.0     0.0
竹下 千咲(2)    x   3.81    x    3.81    3.81 
ﾀｹｼﾀ  ﾁｻｷ 附属松本中   -0.2   -0.7    -0.7    -0.7
長岡 美咲(2)   3.44   3.62   3.78    3.78    3.78 
ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ 堀金中   +0.8   +1.0   -1.1    -1.1    -1.1
五十嵐 優香(1)   3.61   3.42   3.77    3.77    3.77 
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｶ 清水中   -1.9   -1.1   +0.3    +0.3    +0.3
星野 美音(1)   3.75   3.71    x    3.75    3.75 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 豊科北中   -1.2   +0.6    -1.2    -1.2
真峯 梓(1)   3.75    x   3.41    3.75    3.75 
ﾏﾐﾈ ｱｽﾞｻ 松島中   +1.1   -0.8    +1.1    +1.1
中嶋 安莉紗(2)   3.66   3.60   3.42    3.66    3.66 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾘｻ 才教学園中   -2.4   -0.1   -0.8    -2.4    -2.4
宮下 亜美伽(1)    x   3.62   3.65    3.65    3.65 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾐｶ 丸ﾉ内中   -0.2   -0.6    -0.6    -0.6
市ノ瀬 有香(1)   3.46   3.61   3.60    3.61    3.61 
ｲﾁﾉｾ ﾕｶ 穂高東中   -1.8   +2.1   -1.9    +2.1    +2.1
若林 美成(2)   3.60   3.37   3.50    3.60    3.60 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 穂高西中   -2.7   -0.9   -0.1    -2.7    -2.7
武井 咲樹(1)   3.56    x    x    3.56    3.56 
ﾀｹｲ ｻｷ 高綱中   -1.5    -1.5    -1.5
中原 南(2)   3.53   3.30   3.55    3.55    3.55 
ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾐ 筑摩野中   -1.5   -0.5   -0.1    -0.1    -0.1
生坂 美来(1)   3.40   3.31   3.25    3.40    3.40 
ｲｸｻｶ ﾐｸ 松島中   -1.5   +1.5   -1.0    -1.5    -1.5
畑 美織(1)   3.18   3.36   3.23    3.36    3.36 
ﾊﾀﾐｵﾘ 福島中   -0.7   +1.6   +0.4    +1.6    +1.6
伊藤 玲奈(2)   3.08   3.30   3.35    3.35    3.35 
ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 筑摩野中   -1.4   +0.7   -0.7    -0.7    -0.7
村井 結美(2)   3.17    x   3.35    3.35    3.35 
ﾑﾗｲ  ﾕﾐ 附属松本中   -0.6   -1.3    -1.3    -1.3
曽根原 まろみ(1)   3.34    x   3.27    3.34    3.34 
ｿﾈﾊﾗ ﾏﾛﾐ 鉢盛中   -1.5    0.0    -1.5    -1.5
小山 晴子(1)   3.32   2.93   2.99    3.32    3.32 
ｺﾔﾏ ﾊﾙｺ 塩尻中   +0.8   +0.7   -0.9    +0.8    +0.8
瀧野 花菜(1)   3.31   3.22   3.27    3.31    3.31 
ﾀｷﾉ ｶﾅ 信明中   -1.7   +2.9   -0.8    -1.7    -1.7
野村 乃愛(1)   3.16   3.29    x    3.29    3.29 
ﾉﾑﾗ ﾉｱ 波田中   -2.1   +1.0    +1.0    +1.0
宮島 ひかる(2)    x   3.27   3.21    3.27    3.27 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 穂高西中   +0.8   -1.0    +0.8    +0.8
酒井 優梨愛(1)   3.25   3.23   3.07    3.25    3.25 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻広陵中   -1.3   -0.5   +1.0    -1.3    -1.3
保田 真理奈(2)    x   3.22    x    3.22    3.22 
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾘﾅ 塩尻西部中   +0.8    +0.8    +0.8
川上 鈴(2)   3.21   2.98   3.18    3.21    3.21 
ｶﾜｶﾐ ﾚｲ 三郷中   -1.4   +1.2   -0.8    -1.4    -1.4
滝澤 千優(1)   2.97    o   3.20    3.20    3.20 

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- 記録 備考

1 44  3865

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

2 43  2879

3 38  2962

4 46  5793

5 42  5918

6 36  6081

7 35  2828

8 41  3879

9 40  5796

10 34  3489

11 39  3951

12 33  3156

13 37  6124

14 23  3553

15 32  5675

16 26  3493

17 19  5833

18 29  6607

19 18  5774

20 9  3435

21 31  3458

22 45  5926

23 27  5981

24 15  5839

25 6  2863

26 25  5978

27 14  6122

28 7  6076

29 20  3134

30 13  5729

31 4  3259

32 16  3483

33 30  3219

36 2  3212

34 8  3157

35 11  3596



ﾀｷｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 丘中   -0.9   +0.5   +0.5    +0.5    +0.5



 ３回の
 最高記録

丸山 莉奈(1)   3.19   3.01   2.95    3.19    3.19 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾅ 丘中   -2.0   -0.4   -0.2    -2.0    -2.0
松澤 舞(1)   3.13   3.17   2.95    3.17    3.17 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｲ 塩尻広陵中   -2.1   +1.8   +0.7    +1.8    +1.8
永田 あかり(1)   2.94   2.93   3.16    3.16    3.16 
ﾅｶﾞﾀ ｱｶﾘ 信明中   -0.2   -1.4   -1.2    -1.2    -1.2
吉田 風香(2)    x    x   3.15    3.15    3.15 
ﾖｼﾀﾞ  ﾌｳｶ 開成中   -1.0   -1.2    -1.2    -1.2
塩原 朱莉(2)    x   3.03   3.14    3.14    3.14 
ｼｵﾊﾗ ｱｶﾘ 山辺中   -0.3   -0.4    -0.4    -0.4
小口 真穂(1)   2.91   3.11    x    3.11    3.11 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 丸ﾉ内中   +2.0   +1.2    +1.2    +1.2
宮尾 純華(1)   2.89   3.08   2.99    3.08    3.08 
ﾐﾔｵ ｱﾔﾅ 山辺中   -1.5   +1.5   -1.2    +1.5    +1.5
宇原 萌々香(1)    x   2.97    x    2.97    2.97 
ｳﾊﾗ  ﾓﾓｶ 明善中   +0.7    +0.7    +0.7
田中 夢乃(2)    x   2.97    o    2.97    2.97 
ﾀﾅｶ ﾕﾒﾉ 開成中   +1.4    +1.4    +1.4
竹腰 智美(1)   2.66   2.90    o    2.90    2.90 
ﾀｹｺｼ ﾄﾓﾐ 三郷中   -0.3    0.0     0.0     0.0
神山 萌衣(1)    x   2.85    x    2.85    2.85 
ｶﾐﾔﾏ ﾓｲ 高綱中   -1.5   +0.5    +0.5    +0.5
小口 春菜(1) 欠場
ｵｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 堀金中

中学女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考

37 28  3213

-4- -5- -6- 記録

38 5  3217

39 48  5728

40 24  5859

41 17  5891

42 21  5773

43 10  5901

44 22  6012

44 12  5870

3  3558

46 1  3599

47 47  5925
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内ヶ嶋 彩(2)
ｳﾁｶﾞｼﾏ ｱﾔ 旭町中
中川 希(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 鉢盛中
花岡 麻子(3)
ﾊﾅｵｶ ﾏｺ 聖南中
倉科 桃子(2)
ｸﾗｼﾅ ﾓﾓｺ 菅野中
太田 菜月(2)
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 三郷中
牛丸 紅美(2)
ｳｼﾏﾙ ｸﾐ 波田中
武井 萌々(2)
ﾀｹｲ  ﾓﾓ 明善中
吉沢 也美(2)
ﾖｼｻﾞﾜ  ﾅﾘﾐ 附属松本中
堀内 菜(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾅﾂ 筑摩野中
伊藤 美咲(1)
ｲﾄｳ ﾐｻ 北安松川中
大谷 めい(1)
ｵｵﾔ ﾒｲ 三郷中
百瀬 愛莉(2)
ﾓﾓｾ  ｱｲﾘ 明善中
小田切 茜(2)
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｱｶﾈ 筑摩野中
中野美智恵(1)
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 旭町中
西澤 知世(1)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 穂高東中
中畑 未来(2)
ﾅｶﾊﾀﾐｸ 福島中
武田 ほのか(2)
ﾀｹﾀ ﾞﾎﾉｶ 丸ﾉ内中
山田 沙織(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｻｵﾘ 山辺中
三浦 遥花(1)
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 菅野中
荒井 ひかり(2)
ｱﾗｲ ﾋｶﾘ 仁科台中
竹内 知永実(2)
ﾀｹｳﾁ ﾁｴﾐ 仁科台中
横山 奈津子(1)
ﾖｺﾔﾏ ﾅﾂｺ 鎌田中
金子 みなみ(1)
ｶﾈｺ ﾐﾅﾐ 松島中
熊谷 悠歩(2)
ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾎ 穂高東中
増澤 里紗(1) 欠場
ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｻ 豊科北中
池田 理紗(1) 欠場
ｲｹﾀﾞ ﾘｻ 鎌田中
山口 優香(2) 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 丸ﾉ内中
上條 真生(2) 欠場
ｶﾐｼﾞｮｳ  ﾏｵ 附属松本中

-2- -3- -4- -6-

中学女子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 記録 備考

1 26  5794
   x   8.95   9.18    9.18

-5-

28  6102
  8.59   8.89   8.96    8.96

4

  8.91   9.21   9.33   9.33 

  9.66   9.40   9.66   9.55

2

  8.42   8.24    8.42   8.32
3 24  3369

  8.36

25  5961
  7.70   7.75   8.20   8.32   8.20   8.46   7.45   8.46 

  8.09   8.59   8.59 

  8.19   8.09    8.19   7.50
5 21  3595

  7.64

  7.83   8.05 

  7.19   7.45   8.19 

27  3255
  8.02   8.01   8.05

7 13  6009
  6.29

8

  7.94  7.88   8.05
6

  6.43   7.00   5.95   7.00

  7.07   7.16    7.16   6.28

10

  6.97   7.34   7.34 

  7.44   6.49   7.44 

22  6125
  6.87

   x   6.99    6.99
9 23  5976

  6.96

20  3759
  6.98    x   6.90    6.98   6.98 

  6.99 

  6.67   6.10    6.67
11 2  3598

  6.42

  6.14 

  6.67 

15  6011
  6.14   5.68    x

13 17  5974
  5.72

14

   6.14
12

  6.07    x    6.07

  6.08   5.24    6.08

16

  6.07 

  6.08 

18  5800
  5.94

  5.99   5.94    5.99
15 3  3440

  5.32

10  2871
  5.67   5.94   5.79    5.94   5.94 

  5.99 

  5.47   5.37    5.63
17 16  5770

  5.63

  5.40 

  5.63 

12  5890
  4.86   5.40   5.22

19 11  5957
  5.36

20

   5.40
18

  5.27   4.99    5.27

   x   4.52    5.36

22

  5.27 

  5.36 

6  3947
  5.18

  5.23   4.96    5.23
21 9  3949

  5.20

1  5701
  4.83   4.96   5.15    5.15   5.15 

  5.23 

  5.04   5.11    5.11
23 14  5825

  3.71

  5.05 

  5.11 

5  3448
  4.51   4.61   5.05

4  3494

   5.05
24

7  5699

8  5768

19  6121
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