
第53回松本市民体育大会秋季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：松本市、松本市教育委員会、(財)松本市体育協会 跳躍審判長 藤森茂幸

投擲審判長 藤森茂幸
【開催日】 平成22年10月11日（月・体育の日） 混成審判長 藤森茂幸
【主催団体】 松本市、松本市教育委員会、(財)松本市体育協会 決勝記録一覧表 記録主任： 林嘉久夫

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
10/11 一般･高校女  +1.6 瀧澤 祐未(2) 12.57 清水 未来 12.95 臼井 佳奈(1) 13.17 洞澤 悠香(1) 13.72 松森 有紀(1) 14.27 枝 智菜実(1) 14.47

100m 松商学園高 ﾔﾏﾄﾔ 松本蟻ヶ崎高 田川高 松本美須々丘高 松本美須々丘高
10/11  -0.5 瀧澤 祐未(2) 25.42 清水 未来 26.38 小林 果鈴(1) 27.53 長村 紋(1) 28.41 栗田 愛(2) 28.78

200m 松商学園高 ﾔﾏﾄﾔ 松本大 創造学園高 松本蟻ヶ崎高
10/11 上條 実加(1) 2:30.17 清澤 優佳(2) 2:37.07 中澤 久美(1) 2:37.80 小岩井 翠(2) 2:42.79 矢ヶ崎 明花(1) 2:57.83

800m 松本蟻ヶ崎高 田川高 松本蟻ヶ崎高 松本深志高 松本美須々丘高
10/11 山本 紗友美(1) 10:51.44 宮阪 絢子(1) 12:00.57 松森 多恵(1) 12:16.26 飯嶋 まりこ(1) 13:09.23

3000m 松本県ヶ丘高 田川高 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高
10/11 太田 真衣(1) 1.50

走高跳 松本蟻ヶ崎高
10/11 中澤 久美(1) 4.71(+0.9) 百瀬 香織(1) 4.26(+0.5) 栗田 愛(2) 4.25(-0.7) 長村 紋(1) 4.21(-1.5) 松森 有紀(1) 4.21(-1.7) 宮下 万穂(1) 4.03(-0.5) 宮島 真美(2) 3.99(-2.6)

走幅跳 松本蟻ヶ崎高 田川高 松本蟻ヶ崎高 創造学園高 松本美須々丘高 松本美須々丘高 松本県ヶ丘高
10/11 櫻井 志緒理(1) 35.26 大木 梨真(2) 23.43 百瀬 友美(1) 17.60 矢ヶ崎 明花(1) 11.75

やり投 松商学園高 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本美須々丘高
10/11 松本蟻ヶ崎高       53.69 田川高       55.34 松本美須々丘高      55.96 松本県ヶ丘高     1:01.86

4×100m 太田 真衣(1) 洞澤 悠香(1) 枝 智菜実(1) 宮島 真美(2)
中澤 久美(1) 清澤 優佳(2) 松森 有紀(1) 菅沢 友里圭(1)
上條 実加(1) 宮阪 絢子(1) 児玉 夏美(1) 石井 綾(1)
臼井 佳奈(1) 百瀬 香織(1) 宮下 万穂(1) 百瀬 友美(1)

10/11 中学女子  +0.9 山田 愛(2) 13.09 上條 礼音(2) 13.35 須賀 梨花(2) 13.70 中林 春花(2) 13.77 内山 怜奈(2) 13.81 村山 奈菜(1) 13.90 百瀬 亜希帆(2) 13.91 岩倉 志穂子(2) 13.94
100m 鉢盛中 菅野中 松島中 開成中 清水中 松島中 旭町中 丸ﾉ内中

10/11  +0.7 堀 朱里(2) 27.49 牛丸 紅美(2) 28.12 大沼 葉月(2) 28.36 大谷 はるひ(2) 29.02 百瀬 日向子(2) 29.41 桐井 彩実(2) 30.00 加藤 優美(1) 30.20 上松 南菜子(1) 31.17
200m 松島中 波田中 鉢盛中 丸ﾉ内中 山辺中 筑摩野中 大野川中 波田中

10/11 小林 千紗(1) 2:25.72 菅沼 真衣(2) 2:28.99 赤井 麗佳(2) 2:31.14 奥田 梨乃(2) 2:34.04 滝内 美来(3) 2:36.25 市川 歩美(1) 2:36.33 矢澤 優衣奈(2) 2:37.55 赤羽 美柚(1) 2:39.45
800m 菅野中 鉢盛中 菅野中 大野川中 菅野中 鉢盛中 才教学園中 信明中

10/11 伊藤 千夏(2) 10:16.12 伊藤 玲美優(3) 10:30.26 成田 愛理(3) 10:34.22 小松 彩乃(3) 10:39.86 安田 佳織(2) 10:46.83 三村 静香(1) 10:50.27 齊藤 百香(3) 11:02.15 蛭田 凜(2) 11:02.34
3000m 山辺中 菅野中 菅野中 菅野中 鉢盛中 菅野中 鉢盛中 鉢盛中

10/11 百瀬 智子(2) 1.40 小林 沙彩(2) 1.40 大久保 未来(2) 1.35 市川 浩子(2) 丸ﾉ内中 1.35 村田 美笛(2) 1.30 軽部 碧(2) 1.30
走高跳 鎌田中 旭町中 筑摩野中 小松 千恵(2) 旭町中 山辺中 信明中

寺澤 穂波(2) 菅野中
10/11 小坂 奈桜(2) 4.65(-1.3) 小澤 詩歩(2) 4.63(-0.1) 中嶋 安莉紗(2)3.95(-0.2) 五十嵐 優香(1)3.94(-0.2) 張替 柚衣(2) 3.85(-0.7) 白澤 朋(1) 3.83(-2.5) 太田 萌愛(1) 3.78(-0.5) 新井 咲(1) 3.77(-1.4)

走幅跳 鉢盛中 高綱中 才教学園中 清水中 信明中 波田中 明善中 丸ﾉ内中
10/11 中川 希(2) 9.84 内ヶ嶋 彩(2) 9.10 武井 萌々(2) 9.06 中野 美智恵(1) 8.38 倉科 桃子(2) 8.20 佐藤 ゆきの(2) 8.01 堀内 菜(2) 7.83 宇原 萌々香(1) 6.95

砲丸投 鉢盛中 旭町中 明善中 旭町中 菅野中 旭町中 筑摩野中 明善中
10/11 鉢盛中(A)       52.25 松島中       53.17 波田中       53.57 菅野中(A)       55.02 丸ﾉ内中       55.02 山辺中(A)       55.37 高綱中       55.46

4×100m 大沼 葉月(2) 須賀 梨花(2) 百瀬 愛花(2) 山田 紋花(1) 新井 咲(1) 羽山 沙希(2) 渡辺 ひより(1)
山田 愛(2) 堀 朱里(2) 牛丸 紅美(2) 上條 礼音(2) 岩倉 志穂子(2) 百瀬 日向子(2) 古瀬 麻悠(1)
二茅 愛未(2) 村山 奈菜(1) 藤澤 園子(2) 寺澤 穂波(2) 大谷 はるひ(2) 齋藤 由佳(1) 渡辺 美穂(1)
小坂 奈桜(2) 山口 夏歩(2) 白澤 朋(1) 倉科 桃子(2) 齋藤 美緒子(2) 二木 彩華(1) 小澤 詩歩(2)

10/11 小学4-6年女  -2.7 西村 佳菜子(6) 13.45 柴田 友菜(6) 14.42 本山 泉希(6) 14.73 市川 晶帆(6) 14.80 大塚 雨音(6) 15.09 三井 葉月(6) 15.42 横山 可奈子(5) 15.45 青木 美桜那(6) 15.83
100m 二子小 菅野小 島内小 本郷小 山辺小 明善小 鎌田小 菅野小

10/11 矢澤 茉璃奈(6) 3:24.01 青木 弘江(6) 3:34.42 斉藤 眞夕(6) 3:38.67 牛丸 亜美(6) 3:40.69 赤羽 純美玲(6) 3:41.74 根津 葵(4) 3:45.82 高波 舞(6) 3:47.21 土田 彩美(5) 3:49.02
1000m 才教学園小 梓川小 大野川小 ｺﾒｯﾄ波田 中山小 本郷小 ｺﾒｯﾄ波田 寿小

10/11 上嶋 美咲(6) 16.40 遠藤 利佳(6) 16.65 仲 葵衣(6) 17.30 奥田 安美(6) 17.72 橋本 小雪(6) 17.75 筒木 友梨(6) 18.34 濱 怜奈(6) 18.68 小林 和音(5) 18.70
80mH 梓川小 梓川小 鎌田小 大野川小 鎌田小 大野川小 中山小 山辺小

10/11 湯本 理美(6) 1.20 金原 理紗(6) 1.20 百瀬 心(6) 1.15 丸山 美紀(6) 1.10 西村 美菜(6) 1.05 岩渕 有沙(4) 0.95 松岡 里穂(4) 0.90
走高跳 梓川小 芳川小 岡田小 梓川小 岡田小 寿小 芳川小

10/11 藤原 リナ(6) 4.07(+1.1) 青木 七海(5) 3.66(-1.9) 小澤 由衣(5) 3.40(+1.2) 宮下 里緒(6) 3.32(-2.3) 伊藤 沙恵(5) 3.25(+0.9) 小林 真菜(6) 3.24(-1.3) 安藤 ちはや(4)3.21(-0.5) 手塚 鈴々佳(6)3.20(-0.5)
走幅跳 岡田小 芳川小 二子小 鎌田小 二子小 芝沢小 芳川小 岡田小

10/11 石川 園果(5) 44.98 大久保 慶乃(6) 43.49 大久保 幸乃(6) 43.34 有田 詩織(6) 38.31 倉科 雨音(6) 38.29 堤 萌子(6) 35.49 小林 陽美花(6) 33.91 新井 祐加(6) 32.20
ﾎﾞｰﾙ投 島内小 島立小 島立小 二子小 菅野小 五常小 鎌田小 五常小



第53回松本市民体育大会秋季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：松本市、松本市教育委員会、(財)松本市体育協会 跳躍審判長 藤森茂幸

投擲審判長 藤森茂幸
【開催日】 平成22年10月11日（月・体育の日） 混成審判長 藤森茂幸
【主催団体】 松本市、松本市教育委員会、(財)松本市体育協会 決勝記録一覧表 記録主任： 林嘉久夫

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
10/11 菅野小       59.14 ｺﾒｯﾄ波田(B)       59.73 二子小(A)     1:00.01 明善小     1:00.67 岡田小(A)     1:00.72 本郷小(A)     1:01.25 山辺小(A)     1:01.97 鎌田小     1:02.61

4×100m 青木 美桜那(6) 百瀬 天音(5) 伊藤 沙恵(5) 岡本 望来(6) 手塚 鈴々佳(6) 小池 輝(6) 大島 成未(6) 江守 真生子(6)
稲村 響香(6) 百瀬 そよか(5) 小澤 由衣(5) 北澤 奈美来(6) 藤原 リナ(6) 宮田 妃菜(6) 矢島 由衣(6) 今福 莉里花(6)
倉科 雨音(6) 中村 芽生(5) 降籏 みなみ(6) 五味 愛奈(6) 西村 美菜(6) 金井 優美香(6) 矢崎 真由子(6) 中原 悠月(6)
柴田 友菜(6) 中塚 真子(5) 西村 佳菜子(6) 三井 葉月(6) 百瀬 心(6) 市川 晶帆(6) 大塚 雨音(6) 横山 可奈子(5)

10/11 小学1-3年女 平岡 京花(3) 10.20 百瀬 薫乃(3) 10.25 中原 小雪(3) 10.43 小山 莉那(3) 10.56 三和 瑠夏(3) 10.64 久保田 梨那(3) 本郷小 10.73 中澤 希帆(3) 10.80
60m 山辺小 寿小 並柳小 菅野小 寿小 小澤 海美(3) 本郷小 大野川小

10/11 中学女子(OP) 山口 萌々(3) 10.37
砲丸投 豊科北中



決勝 10月11日 15:40

風速 +1.6

 1 瀧澤 祐未(2)    12.57 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 2 清水 未来    12.95 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾔﾏﾄﾔ

 3 臼井 佳奈(1)    13.17 
ｳｽｲ ｶﾅ 松本蟻ヶ崎高

 4 洞澤 悠香(1)    13.72 
ﾎﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 田川高

 5 松森 有紀(1)    14.27 
ﾏﾂﾓﾘ ﾕｷ 松本美須々丘高

 6 枝 智菜実(1)    14.47 
ｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ 松本美須々丘高
児玉 夏美(1)
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾂﾐ 松本美須々丘高
小口 綾香(2)
ｵｸﾞﾁ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

一般･高校女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1893

6  1921

9   605

7  1835

5  2452

4  1838

欠場

2  1840
欠場

3  1886



決勝 10月11日 15:15

風速 -0.5

 1 瀧澤 祐未(2)    25.42 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松商学園高

 2 清水 未来    26.38 
ｼﾐｽﾞ ﾐｸ ﾔﾏﾄﾔ

 3 小林 果鈴(1)    27.53 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾘﾝ 松本大

 4 長村 紋(1)    28.41 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 5 栗田 愛(2)    28.78 
ｸﾘﾀ ﾒｸﾞﾐ 松本蟻ヶ崎高
小口 綾香(2)
ｵｸﾞﾁ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高
菅沢 友里圭(1)
ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ 松本県ヶ丘高

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1921

3   605

一般･高校女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ

4  1978

6  1887

5  8060

8  1815
欠場

2  1886
欠場



決勝 10月11日 16:20

 1 山本 紗友美(1) 10:51.44 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕﾐ 松本県ヶ丘高

 2 宮阪 絢子(1) 12:00.57 
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｺ 田川高

 3 松森 多恵(1) 12:16.26 
ﾏﾂﾓﾘ ﾀｴ 松本県ヶ丘高

 4 飯嶋 まりこ(1) 13:09.23 
ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾘｺ 松本県ヶ丘高

No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1829

3  2451

一般･高校女子

3000m

決勝

順

4  1819

2  1817



決勝 10月11日 14:30

太田 真衣(1)
ｵｵﾀ ﾏｲ 松本蟻ヶ崎高
徳武 里乃(2) 欠場
ﾄｸﾀｹ ﾘﾉ 松本蟻ヶ崎高

一般･高校女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

xxx

記録 備考1m40 1m45 1m50 1m55 1m60
1 2  1891

o o o  1.50

1  1884



決勝 10月11日 11:00

３回の
最高記録

中澤 久美(1)  4.71  4.49  4.56   4.71  4.51  4.37   4.54    4.71 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎高  +0.9  -1.1  -2.5   +0.9  -2.0  -2.1   -1.6    +0.9
百瀬 香織(1)  3.86  4.05  4.26   4.26  4.15  3.72   3.34    4.26 
ﾓﾓｾ ｶｵﾘ 田川高  -1.5  -1.4  +0.5   +0.5  -1.7  -2.1   +0.4    +0.5
栗田 愛(2)   x  4.02  4.25   4.25  4.25  4.07   4.11    4.25 
ｸﾘﾀ ﾒｸﾞﾐ 松本蟻ヶ崎高  -2.1  +1.7   +1.7  -0.7  -1.8   -0.6    -0.7
長村 紋(1)  4.21  3.88  3.78   4.21  4.13  3.99   4.09    4.21 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高  -1.5  -2.4  +0.5   -1.5  -2.2  -2.2   -0.8    -1.5
松森 有紀(1)  3.97   x  4.08   4.08   x  4.21   3.73    4.21 
ﾏﾂﾓﾘ ﾕｷ 松本美須々丘高  -0.4  -2.2   -2.2  -1.7   -1.1    -1.7
宮下 万穂(1)  3.84  3.57  3.80   3.84  3.62  4.03   3.81    4.03 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾎ 松本美須々丘高  -0.8  -4.0  -1.2   -0.8  -1.6  -0.5   -1.2    -0.5
宮島 真美(2)  3.94  3.99  3.99   3.99  3.87  3.94   3.93    3.99 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏﾐ 松本県ヶ丘高  -1.5  -2.6  -2.5   -2.6  -1.5  -1.9   -0.5    -2.6
中村 友紀子(2) 欠場
ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 松本蟻ヶ崎高

一般･高校女子

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 8  1890

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

2 4  2455

3 3  1887

4 2  1978

5 7  1838

1  1885

6 5  1837

7 6  1801



決勝 10月11日 15:00

３回の
最高記録

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
百瀬 友美(1)
ﾓﾓｾ ﾕﾐ 松本県ヶ丘高
矢ヶ崎 明花(1)
ﾔｶﾞｻｷ ｻﾔｶ 松本美須々丘高

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

一般･高校女子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  22.73

記録 備考

1 4  1929
   o    o  35.26   35.26

2 3  1926
   x  22.73    x    o  23.43    x  23.43 

   o    o  35.26    o

  11.35

   o  17.60   17.60    o
3 1  1818

   o

4 2  1839
   o    o  11.35    o  11.75    o  11.75 

   o    o  17.60 



決勝 10月11日 16:55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松本蟻ヶ崎高  1891 太田 真衣(1)    53.69 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ｵｵﾀ ﾏｲ
 1890 中澤 久美(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ
 1892 上條 実加(1)

ｶﾐｼﾞｮｳﾐｶ
 1893 臼井 佳奈(1)

ｳｽｲ ｶﾅ
 2   5 田川高  2452 洞澤 悠香(1)    55.34 

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
 3   4 松本美須々丘高  1835 枝 智菜実(1)    55.96 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳ ｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ
 1838 松森 有紀(1)

ﾏﾂﾓﾘ ﾕｷ
 1840 児玉 夏美(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾂﾐ
 1837 宮下 万穂(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾎ
 4   2 松本県ヶ丘高  1801 宮島 真美(2)  1:01.86 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏﾐ
 1815 菅沢 友里圭(1)

ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ
 1816 石井 綾(1)

ｲｼｲ ｱﾔ
 1818 百瀬 友美(1)

ﾓﾓｾ ﾕﾐ

一般･高校女子

4×100m

決勝



予選 10月11日 12:35
決勝 10月11日 15:30

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -2.1

 1 上條 礼音(2)     13.62 q  1 中林 春花(2)     14.14 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾔﾈ 菅野中 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 開成中

 2 百瀬 亜希帆(2)     14.03 q  2 村山 奈菜(1)     14.16 q
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 旭町中 ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松島中

 3 二茅 愛未(2)     14.22  3 百瀬 愛花(2)     14.20 
ﾆｶﾞﾔ ﾏﾅﾐ 鉢盛中 ﾓﾓｾ ｱｲｶ 波田中

 4 樫詰 ひなた(1)     14.43  4 渡辺 ひより(1)     14.53 
ｶｼｽﾞﾒ ﾋﾅﾀ 筑摩野中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ 高綱中

 5 高山 瑠衣(1)     14.98  5 二木 彩華(1)     14.64 
ﾀｶﾔﾏ  ﾙｲ 附属松本中 ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾔｶ 山辺中

 6 古瀬 麻悠(1)     15.33  6 藤澤 瞳美(1)     15.02 
ﾌﾙｾ ﾏﾕ 高綱中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ 菅野中

 7 髙木 千咲(1)     15.58  7 三村 まどか(2)     15.10 
ﾀｶｷﾞ ﾁｻｷ 明善中 ﾐﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ 信明中

 8 八釼 珠里(1)     15.75  8 小林 奈央(1)     15.87 
ﾔﾂﾙｷﾞ ｼﾞｭﾘ 梓川中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 鎌田中
緑川 遥(1)  9 井口 七海(1)     16.92 
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾊﾙｶ 開成中 ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 梓川中

[ 3組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 -1.3

 1 内山 怜奈(2)     14.08 q  1 山田 愛(2)     13.29 q
ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 清水中 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 鉢盛中

 2 山口 夏歩(2)     14.17  2 齋藤 美緒子(2)     14.49 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ 松島中 ｻｲﾄｳ ﾐｵｺ 丸ﾉ内中

 3 成田 彩(1)     14.34  3 齋藤 由佳(1)     14.53 
ﾅﾙﾀ ｱﾔ 鉢盛中 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 山辺中

 4 上條 渓(1)     14.86  3 栁瀬 舞(1)     14.53 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 筑摩野中 ﾔﾅｾ ﾏｲ 菅野中

 5 山田 紋花(1)     15.13  5 吉沢 也美(2)     14.99 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 菅野中 ﾖｼｻﾞﾜ  ﾅﾘﾐ 附属松本中

 6 羽山 沙希(2)     15.13  6 松沢 英華(2)     15.09 
ﾊﾔﾏ ｻｷ 山辺中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲｶ 旭町中

 7 田中 美咲(2)     15.90  7 蓮沼 礼子(1)     15.18 
ﾀﾅｶ ﾐｻｷ 信明中 ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ 清水中

 8 吉田 桃華(1)     15.93  8 中原 理沙(2)     15.79 
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｶ 鎌田中 ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 梓川中

 9 二木 理沙子(2)     16.06 太田 歩美(1)
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾘｻｺ 梓川中 ｵｵﾀ ｱﾕﾐ 筑摩野中

[ 5組] 風速 +0.8

 1 須賀 梨花(2)     13.75 q
ｽｶﾞ ﾘﾝｶ 松島中

 2 岩倉 志穂子(2)     13.98 q
ｲﾜｸﾗ ｼﾎｺ 丸ﾉ内中

 3 渡辺 美穂(1)     14.39 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ 高綱中

 4 市川 亜沙美(1)     14.90 
ｲﾁｶﾜ ｱｻﾐ 信明中

 5 石井 真奈(1)     14.94 
ｲｼｲ ﾏﾅ 鎌田中

 6 藤原 有紀子(1)     15.09 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｺ 清水中

 7 松崎 安沙(2)     15.55 
ﾏﾂｻﾞｷ ｱｻ 山辺中

 8 二木 あゆみ(1)     15.88 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾕﾐ 筑摩野中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子

100m

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

5  5793

所属名 記録／備考
6  4818

7  6128

8  6095

9  5991

2  5912

4  6013

No. 氏  名 所属名

1  5863
欠場

順

3  3618

1  5840

3  3254

記録／備考
4  5873

ﾚｰﾝ

2  5900

6  4237

5  5924

7  5697

9  3616

8  5746

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

7  6104

9  5666

5  5823

8  5892

6  5992

2  4240

3  3608

4  5744

1  5702

8  5762

氏  名 所属名 記録／備考
3  6097

6  6125

1  5895

2  4239

7  3607

4  5792

9  5674

 5989
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  5822

6  5765

5

9  5726

8  5703

2  5922

3  5893

4  5996

5  5668



風速 +0.9

 1 山田 愛(2)     13.09 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 鉢盛中

 2 上條 礼音(2)     13.35 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾔﾈ 菅野中

 3 須賀 梨花(2)     13.70 
ｽｶﾞ ﾘﾝｶ 松島中

 4 中林 春花(2)     13.77 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 開成中

 5 内山 怜奈(2)     13.81 
ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 清水中

 6 村山 奈菜(1)     13.90 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松島中

 7 百瀬 亜希帆(2)     13.91 
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 旭町中

 8 岩倉 志穂子(2)     13.94 
ｲﾜｸﾗ ｼﾎｺ 丸ﾉ内中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子

100m
決勝

7  4818

所属名 記録／備考
5  6097

8  5666

6  5822

2  5873

4  5765

3  5840

9  5793



予選 10月11日 10:25
決勝 10月11日 15:10

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -1.2

 1 堀 朱里(2)    27.64 q 1 大沼 葉月(2)    28.24 q
ﾎﾘ ｱｶﾘ 松島中 ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 鉢盛中

 2 牛丸 紅美(2)    28.22 q 2 大谷 はるひ(2)    29.27 q
ｳｼﾏﾙ ｸﾐ 波田中 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾋ 丸ﾉ内中

 3 百瀬 日向子(2)    29.69 q 3 上松 南菜子(1)    30.81 q
ﾓﾓｾ ﾋﾅｺ 山辺中 ｳｴﾏﾂ ﾅﾅｺ 波田中

 4 桐井 彩実(2)    30.21 q 4 宮崎 里奈(2)    31.00 
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 筑摩野中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 大野川中

 5 加藤 優美(1)    30.36 q 5 星野 芽生(2)    31.51 
ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 大野川中 ﾎｼﾉ ﾒｲ 旭町中

 6 坪田 絵琳(1)    30.93 6 山﨑 倫瑠(1)    31.54 
ﾂﾎﾞﾀ ｴﾘ 開成中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾁﾙ 山辺中

 7 竹下 千咲(2)    31.80 7 相沢 菜緒(2)    31.87 
ﾀｹｼﾀ  ﾁｻｷ 附属松本中 ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵ 開成中
村井 結美(2) 8 木内 琴葉(2)    31.90 
ﾑﾗｲ  ﾕﾐ 附属松本中 ｷｳﾁ ｺﾄﾊ 梓川中
関島 歩美(1) 9 島田 明奈(1)    32.76 
ｾｷｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 鉢盛中 ｼﾏﾀﾞ  ｱｷﾅ 附属松本中

風速 +0.7

 1 堀 朱里(2)    27.49 
ﾎﾘ ｱｶﾘ 松島中

 2 牛丸 紅美(2)    28.12 
ｳｼﾏﾙ ｸﾐ 波田中

 3 大沼 葉月(2)    28.36 
ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 鉢盛中

 4 大谷 はるひ(2)    29.02 
ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾋ 丸ﾉ内中

 5 百瀬 日向子(2)    29.41 
ﾓﾓｾ ﾋﾅｺ 山辺中

 6 桐井 彩実(2)    30.00 
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 筑摩野中

 7 加藤 優美(1)    30.20 
ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 大野川中

 8 上松 南菜子(1)    31.17 
ｳｴﾏﾂ ﾅﾅｺ 波田中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子

200m

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

4  3255

所属名 記録／備考
2  5816

7  3670

5  5889

6  5986

欠場

8  5862

9  6124

No. 氏  名 所属名

3  6075
欠場

順

1  6122

9  5766

3  3256

記録／備考
2  6098

ﾚｰﾝ

5  5791

1  5897

4  3669

8  3609

7  6127

6  5868

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  6098

6  5816

5  3255

9  5986

4  5766

8  5889

3  3670

2  3256



決勝 10月11日 13:25

[ 1組] [ 2組]

 1 赤井 麗佳(2)   2:31.14  1 小林 千紗(1)   2:25.72 
ｱｶｲ ﾚｲｶ 菅野中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 菅野中

 2 奥田 梨乃(2)   2:34.04  2 赤羽 美柚(1)   2:39.45 
ｵｸﾀ ﾘﾉ 大野川中 ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 信明中

 3 市川 歩美(1)   2:36.33  3 筒井 朋美(2)   2:44.36 
ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾐ 鉢盛中 ﾂﾂｲ ﾄﾓﾐ 鉢盛中

 4 矢澤 優衣奈(2)   2:37.55  4 大前 佳乃(1)   3:11.09 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｲﾅ 才教学園中 ｵｵﾏｴ ﾖｼﾉ 丸ﾉ内中

 5 桃井 由佳(3)   2:40.69  5 池田 理紗(1)   3:18.51 
ﾓﾓｲ ﾕｶ 菅野中 ｲｹﾀﾞ ﾘｻ 鎌田中

 6 小林 舞美(1)   2:49.82 中村 汐里(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ 清水中 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 旭町中

 7 小竹 紗代(1)   2:52.14 柄沢 かほり(1)
ｺﾀｹ ｻﾖ 鎌田中 ｶﾗｻﾜ ｶﾎﾘ 才教学園中

 8 安達 裕美(2)   2:54.61 
ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾐ 女鳥羽中

[ 3組]

 1 菅沼 真衣(2)   2:28.99 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｲ 鉢盛中

 2 滝内 美来(3)   2:36.25 
ﾀｷｳﾁ ﾐｸ 菅野中

 3 藤澤 園子(2)   2:45.74 
ﾌｼﾞｻﾜ ｿﾉｺ 波田中

 4 降籏 あかり(2)   2:47.80 
ﾌﾘﾊﾀ ｱｶﾘ 開成中

 5 山本 音緒(1)   2:53.64 
ﾔﾏﾓﾄ ﾈｵ 鉢盛中

 6 雨宮 はるか(1)   2:58.63 
ｱﾒﾐﾔ ﾊﾙｶ 清水中

 7 岡本 知紘(1)   3:23.55 
ｵｶﾓﾄ  ﾁﾋﾛ 附属松本中

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

2  6082

3  4820

4  3668

6  5673

9  6606

7  4581

5  66095  5696

8  6046

順 ﾚｰﾝ No.

6  6086

3  5699

7  5730

所属名 記録／備考
2  4126

4  5787
欠場

8  5772

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  6100

6  4579

欠場

3  5871

4  6079

5  3253

7  6126

8  5671



   1 小林 千紗(1) 菅野中     2:25.72   2   1
   2 菅沼 真衣(2) 鉢盛中     2:28.99   3   1
   3 赤井 麗佳(2) 菅野中     2:31.14   1   1
   4 奥田 梨乃(2) 大野川中     2:34.04   1   2
   5 滝内 美来(3) 菅野中     2:36.25   3   2
   6 市川 歩美(1) 鉢盛中     2:36.33   1   3
   7 矢澤 優衣奈(2) 才教学園中     2:37.55   1   4
   8 赤羽 美柚(1) 信明中     2:39.45   2   2
   9 桃井 由佳(3) 菅野中     2:40.69   1   5
  10 筒井 朋美(2) 鉢盛中     2:44.36   2   3
  11 藤澤 園子(2) 波田中     2:45.74   3   3
  12 降籏 あかり(2) 開成中     2:47.80   3   4
  13 小林 舞美(1) 清水中     2:49.82   1   6
  14 小竹 紗代(1) 鎌田中     2:52.14   1   7
  15 山本 音緒(1) 鉢盛中     2:53.64   3   5
  16 安達 裕美(2) 女鳥羽中     2:54.61   1   8
  17 雨宮 はるか(1) 清水中     2:58.63   3   6
  18 大前 佳乃(1) 丸ﾉ内中     3:11.09   2   4
  19 池田 理紗(1) 鎌田中     3:18.51   2   5
  20 岡本 知紘(1) 附属松本中     3:23.55   3   7

中学女子

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 4820
 3668
 4579
 6082

組 順位
 4126
 6100

 3253
 5871
 5673
 5696

 6606
 5730
 4581
 6086

 5699
 6126

 6079
 6046
 5671
 5772



決勝 10月11日 11:00

３回の
高記録

小坂 奈桜(2)  4.53  4.42  4.55   4.55  4.50  4.52   4.65    4.65 
ｺｻｶ ﾅｵ 鉢盛中  -2.6  -2.4  -0.6   -0.6  -1.7  -0.4   -1.3    -1.3
小澤 詩歩(2)  4.27  4.30  4.42   4.42  4.63  4.28   4.43    4.63 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 高綱中  -3.1  -2.9  -2.0   -2.0  -0.1  -0.2   -2.2    -0.1
中嶋 安莉紗(2)  3.77  3.86  3.75   3.86  3.78  3.95   3.82    3.95 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾘｻ 才教学園中  -1.5  -1.9  -0.8   -1.9  +0.4  -0.2   -2.0    -0.2
五十嵐 優香(1)  3.57  3.53  3.79   3.79  3.94  3.87   3.85    3.94 
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｶ 清水中  -2.1  -1.6  -1.9   -1.9  -0.2  -1.4   -1.8    -0.2
張替 柚衣(2)  3.64  3.85  3.84   3.85   x  3.84   3.83    3.85 
ﾊﾘｶﾞｴ ﾕｲ 信明中  +0.6  -0.7  -0.8   -0.7  -1.0   -0.4    -0.7
白澤 朋(1)  3.64  3.52  3.73   3.73  3.78  3.83   3.73    3.83 
ｼﾗｻﾜ ﾄﾓ 波田中  -2.7  -3.0  -0.3   -0.3  -1.3  -2.5   -2.2    -2.5
太田 萌愛(1)  3.71  3.78  3.68   3.78  3.61  3.68   3.40    3.78 
ｵｵﾀ  ﾓｱ 明善中  -0.4  -0.5  -1.8   -0.5  -1.4  -1.0   -2.6    -0.5
新井 咲(1)  3.68  3.77  3.57   3.77  3.74  3.65   3.69    3.77 
ｱﾗｲ ｻｷ 丸ﾉ内中  -3.0  -1.4  -3.1   -1.4  -0.9  -1.9   -2.1    -1.4
武井 咲樹(1)  3.55  3.64  3.68   3.68    3.68 
ﾀｹｲ ｻｷ 高綱中  -2.3  +0.3  -2.0   -2.0    -2.0
宮下 亜美伽(1)   x  3.67  3.64   3.67    3.67 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾐｶ 丸ﾉ内中  -1.7  +0.3   -1.7    -1.7
曽根原 まろみ(1)  3.26  3.42  3.55   3.55    3.55 
ｿﾈﾊﾗ ﾏﾛﾐ 鉢盛中  -1.5  -0.2  -0.6   -0.6    -0.6
吉田 風香(2)  2.76  3.51   x   3.51    3.51 
ﾖｼﾀﾞ ﾌｳｶ 開成中  -2.3  -2.0   -2.0    -2.0
藤原 早紀子(1)  3.44  3.49  3.48   3.49    3.49 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｷｺ 清水中  -0.3  -2.2  +0.4   -2.2    -2.2
眞峯 梓(1)  3.09  3.24  3.36   3.36    3.36 
ﾏﾐﾈ ｱｽﾞｻ 松島中  -1.5  -1.2  +1.1   +1.1    +1.1
神山 萌衣(1)  2.93  3.30  3.03   3.30    3.30 
ｶﾐﾔﾏ ﾓｲ 高綱中  -2.0  +1.1  -1.9   +1.1    +1.1
田中 夢乃(2)  3.28  3.02  2.76   3.28    3.28 
ﾀﾅｶ ﾕﾒﾉ 開成中  -0.8  -1.1  -2.1   -0.8    -0.8
生坂 美来(1)   x  3.24   x   3.24    3.24 
ｲｸｻｶ ﾐｸ 松島中  -2.0   -2.0    -2.0
宮尾 純華(1)  2.97  2.72  3.13   3.13    3.13 
ﾐﾔｵ ｱﾔﾅ 山辺中  -2.2  -2.6  -2.1   -2.1    -2.1
永田 あかり(1)   x  2.96  3.07   3.07    3.07 
ﾅｶﾞﾀ ｱｶﾘ 信明中  -1.7  +2.2   +2.2    +2.2
瀧野 花菜(1)  3.00  3.01  2.91   3.01    3.01 
ﾀｷﾉ ｶﾅ 信明中  -1.4  -3.2  +0.2   -3.2    -3.2
白木 果歩(1)  2.94  2.70  3.00   3.00    3.00 
ｼﾛｷ ｶﾎ 菅野中  -1.1  +0.8  -1.6   -1.6    -1.6
山口 優香(2)   x  2.98   x   2.98    2.98 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 丸ﾉ内中  -2.9   -2.9    -2.9
金子 みなみ(1)  2.60  2.54  2.38   2.60    2.60 
ｶﾈｺ ﾐﾅﾐ 松島中  -2.2  +0.7  -2.3   -2.2    -2.2
宮坂 晃子(1)   x   x  2.53   2.53    2.53 
ﾐﾔｻｶ ｱｷｺ 山辺中  -1.7   -1.7    -1.7
海口 莉奈(1) 欠場
ｳﾐｸﾞﾁ ﾘﾅ 梓川中
水田 寿美加(1) 欠場
ﾐｽﾞﾀ ｽﾐｶ 開成中

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 26  6081

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

2 25  5918

3 23  6607

4 22  5675

5 13  5745

6 24  3257

7 12  6014

8 21  5769

9 7  5926

10 19  5774

11 11  6076

12 20  5859

13 15  5672

14 18  5833

15 3  5925

16 9  5870

17 10  5839

18 8  5901

19 14  5728

20 16  5729

21 1  4236

22 17  5768

23 6  5825

5  5861

24 2  5902

4  3617



決勝 10月11日 11:00

３回の
最高記録

中川 希(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 鉢盛中
内ヶ嶋 彩(2)
ｳﾁｶﾞｼﾏ ｱﾔ 旭町中
武井 萌々(2)
ﾀｹｲ  ﾓﾓ 明善中
中野 美智恵(1)
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 旭町中
倉科 桃子(2)
ｸﾗｼﾅ ﾓﾓｺ 菅野中
佐藤 ゆきの(2)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 旭町中
堀内 菜(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾅﾂ 筑摩野中
宇原 萌々香(1)
ｳﾊﾗ  ﾓﾓｶ 明善中
百瀬 愛莉(2)
ﾓﾓｾ  ｱｲﾘ 明善中
武田 ほのか(2)
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 丸ﾉ内中
小池 智子(2)
ｺｲｹ ﾄﾓｺ 女鳥羽中
小口 真穂(1)
ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 丸ﾉ内中
山田 沙織(2)
ﾔﾏﾀ ｻｵﾘ 山辺中
三浦 遥花(1)
ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ 菅野中
横山 奈津子(1)
ﾖｺﾔﾏ ﾅﾂｺ 鎌田中
村松 佑菜(1)
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾅ 丸ﾉ内中
塩原 朱莉(2)
ｼｵﾊﾗ ｱｶﾘ 山辺中

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

中学女子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

   8.85

記録 備考

1 16  6102
  8.95   9.37   8.92    9.37

2 17  5794
  8.38   8.85   7.64   9.10    x   8.98   9.10 

  8.91   9.84   9.84   9.58

   8.38

  8.00    x    8.64   8.50
3 13  6009

  8.64

4 9  5800
  7.80   8.38   7.07   7.37   8.24   7.99   8.38 

  7.74   9.06   9.06 

   8.01

  7.85   7.53    8.20   7.25
5 15  4009

  8.20

6 12  5796
  8.01   7.65   5.62   7.67   7.31   7.82   8.01 

  8.08   7.50   8.20 

   6.86

  7.83   7.36    7.83   7.82
7 14  5976

  7.70

8 7  6012
  5.80   6.21   6.86   6.95   6.61   5.85   6.95 

  7.72   6.62   7.83 

   5.95

  5.62   6.09    6.09
9 10  6011

  6.01

10 11  5770
  5.95   5.10   5.61   5.95 

  6.09 

   5.69

  4.73   5.51    5.86
11 8  6047

  5.86

12 3  5773
  5.64   5.69   5.15   5.69 

  5.86 

   5.37

  5.48   5.28    5.48
13 5  5890

  4.14

14 2  4238
  5.21   5.37   5.14   5.37 

  5.48 

  5.01   5.37    5.37
15 6  5701

  4.91

  4.73 

  5.37 

16 1  5775
  4.73   4.36

17 4  5891
  4.59

   x    4.73

  4.59   4.45    x    4.59



予選 10月11日 14:00
決勝 10月11日 16:45

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 鉢盛中(A)  6098 大沼 葉月(2)     52.38 q  1   4 波田中  3254 百瀬 愛花(2)     53.33 q

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

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

ﾆｶﾞﾔ ﾏﾅﾐ ﾌｼﾞｻﾜ ｿﾉｺ
 6081 小坂 奈桜(2)  3257 白澤 朋(1)

ｺｻｶ ﾅｵ ｼﾗｻﾜ ﾄﾓ
 2   3 松島中  5822 須賀 梨花(2)     53.13 q  2   5 高綱中  5924 渡辺 ひより(1)     55.50 q

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｽｶﾞ ﾘﾝｶ ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ
 5816 堀 朱里(2)  5912 古瀬 麻悠(1)

ﾎﾘ ｱｶﾘ ﾌﾙｾ ﾏﾕ
 5840 村山 奈菜(1)  5922 渡辺 美穂(1)

ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ
 5824 犬飼 美希(2)  5918 小澤 詩歩(2)

ｲﾇｶｲ ﾐｷ ｵｻﾞﾜ ｼﾎ
 3   7 菅野中(A)  4237 藤澤 瞳美(1)     54.50 q  3   2 旭町中  5790 小松 千恵(2)     55.72 q

ｽｶﾞﾉﾁｭｳA ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ｺﾏﾂ ﾁｴ
 4818 上條 礼音(2)  5793 百瀬 亜希帆(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾔﾈ ﾓﾓｾ ｱｷﾎ
 4817 寺澤 穂波(2)  5800 中野 美智恵(1)

ﾃﾗｻﾜ ﾎﾅﾐ ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ
 4009 倉科 桃子(2)  5792 松沢 英華(2)

ｸﾗｼﾅ ﾓﾓｺ ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲｶ
 4   2 開成中(A)  5859 吉田 風香(2)     58.33  4   7 清水中  5668 藤原 有紀子(1)     57.40 

ｶｲｾｲﾁｭｳA ﾖｼﾀﾞ ﾌｳｶ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｺ
 5871 降籏 あかり(2)  5666 内山 怜奈(2)

ﾌﾘﾊﾀ ｱｶﾘ ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ
 5868 相沢 菜緒(2)  5672 藤原 早紀子(1)

ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵ ﾌｼﾞﾜﾗ ｻｷｺ
 5873 中林 春花(2)  5674 蓮沼 礼子(1)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ
 5   4 鎌田中  5703 石井 真奈(1)     59.48  5   3 信明中  5730 赤羽 美柚(1)     58.83 

ｶﾏﾀﾞﾁｭｳ ｲｼｲ ﾏﾅ ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ
 5702 吉田 桃華(1)  5746 三村 まどか(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓｶ ﾐﾑﾗ ﾏﾄﾞｶ
 5700 今溝 風音(1)  5727 南澤 怜奈(1)

ｲﾏﾐｿﾞ ｶｻﾞﾈ ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾚﾅ
 5697 小林 奈央(1)  5747 軽部 碧(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ ｶﾙﾍﾞ ｱｵｲ
 6   8 山辺中(B)  5901 宮尾 純華(1)   1:00.49   6 開成中(B)

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳB ﾐﾔｵ ｱﾔﾅ ｶｲｾｲﾁｭｳB 欠場
 5888 村田 美笛(2)

ﾑﾗﾀ ﾐﾃｷ
 5893 松崎 安沙(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ｱｻ
 5897 山﨑 倫瑠(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾁﾙ
 7   6 梓川中  3609 木内 琴葉(2)   1:02.45   8 筑摩野中

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ｷｳﾁ ｺﾄﾊ ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ 欠場
 3608 二木 理沙子(2)

ﾌﾀﾂｷﾞ ﾘｻｺ
 3616 井口 七海(1)

ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ
 3607 中原 理沙(2)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 丸ﾉ内中  5769 新井 咲(1)     54.52 q

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｱﾗｲ ｻｷ
 5765 岩倉 志穂子(2)

ｲﾜｸﾗ ｼﾎｺ
 5766 大谷 はるひ(2)

ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾋ
 5762 齋藤 美緒子(2)

ｻｲﾄｳ ﾐｵｺ
 2   4 山辺中(A)  5892 羽山 沙希(2)     55.01 q

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳA 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
 3   3 鉢盛中(B)  6102 中川 希(2)     56.34 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳB ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ
 6104 成田 彩(1)

ﾅﾙﾀ ｱﾔ
 6094 永原 瑞稀(2)

ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ
 6076 曽根原 まろみ(1)

ｿﾈﾊﾗ ﾏﾛﾐ
 4   7 明善中  6014 太田 萌愛(1)     57.87 

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 附属松本中  6128 高山 瑠衣(1)     58.15 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ﾀｶﾔﾏ  ﾙｲ
 6125 吉沢 也美(2)

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
 6   2 菅野中(B)  4238 三浦 遥花(1)   1:00.20 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳB ﾐｳﾗ ﾊﾙｶ
 4235 清沢 梓

ｷﾖｻﾜ ｱｽﾞｻ
 4236 白木 果歩(1)

ｼﾛｷ ｶﾎ
 4239 栁瀬 舞(1)

ﾔﾅｾ ﾏｲ

中学女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 鉢盛中(A)  6098 大沼 葉月(2)     52.25 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳA 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   6 松島中  5822 須賀 梨花(2)     53.17 

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
 5823 山口 夏歩(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ
 3   4 波田中  3254 百瀬 愛花(2)     53.57 

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
 3257 白澤 朋(1)

ｼﾗｻﾜ ﾄﾓ
 4   5 菅野中(A)  4240 山田 紋花(1)     55.02 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳA ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
 4818 上條 礼音(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾔﾈ
 4817 寺澤 穂波(2)

ﾃﾗｻﾜ ﾎﾅﾐ
 4009 倉科 桃子(2)

ｸﾗｼﾅ ﾓﾓｺ
 5   8 丸ﾉ内中  5769 新井 咲(1)     55.02 

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｱﾗｲ ｻｷ
 5765 岩倉 志穂子(2)

ｲﾜｸﾗ ｼﾎｺ
 5766 大谷 はるひ(2)

ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾋ
 5762 齋藤 美緒子(2)

ｻｲﾄｳ ﾐｵｺ
 6   9 山辺中(A)  5892 羽山 沙希(2)     55.37 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳA 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
 7   3 高綱中  5924 渡辺 ひより(1)     55.46 

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾖﾘ
 5912 古瀬 麻悠(1)

ﾌﾙｾ ﾏﾕ
 5922 渡辺 美穂(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ
 5918 小澤 詩歩(2)

ｵｻﾞﾜ ｼﾎ
  2 旭町中  5790 小松 千恵(2)

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ｺﾏﾂ ﾁｴ 失格
 5793 百瀬 亜希帆(2) R1(2-3)

ﾓﾓｾ ｱｷﾎ
 5800 中野 美智恵(1)

ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ
 5792 松沢 英華(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲｶ

決勝

中学女子

4×100m



予選 10月11日  9:10
決勝 10月11日 12:25

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.8

 1 本山 泉希(6)     14.64 q  1 宮澤 奈央(6)     15.49 
ﾓﾄﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 島内小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｵ ｺﾒｯﾄ波田

 2 三井 葉月(6)     15.18 q  2 小林 侑生(5)     15.62 
ﾐﾂｲ ﾊﾂﾞｷ 明善小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野小

 3 金井 優美香(6)     15.56  3 伊藤 優真(6)     16.58 
ｶﾅｲ ﾕﾐｶ 本郷小 ｲﾄｳ ﾕﾏ 本郷小

 4 松崎知沙(5)     15.67  4 小野 なつ(5)     16.77 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ 山辺小 ｵﾉ ﾅﾂ 明善小

 5 武居 麻結(5)     16.35  5 平林 みなみ(5)     17.11 
ﾀｹｲ  ﾏﾕ 今井小 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ 芳川小

 6 柳原 咲希(5)     16.85  6 工藤 真白(5)     17.39 
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｻｷ 岡田小 ｸﾄﾞｳ  ﾏｼﾛ 旭町小

 7 白倉 李緒(5)     16.91  7 逸見 彩乃(4)     17.83 
ｼﾗｸﾗ ﾘｵ 二子小 ﾍﾝﾐ ｱﾔﾉ 鎌田小

 8 吉澤 真央(4)     18.97  8 輿 恵子(4)     17.85 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｵ 島立小 ｺｼ ｹｲｺ 芝沢小
市川 歌乃(4)  9 宍戸 優希(4)     17.91 
ｲﾁｶﾜ  ｶﾉ 梓川小 ｼｼﾄﾞ ﾕｷ 筑摩小

[ 3組] 風速 +2.4 [ 4組] 風速 -1.0

 1 青木 美桜那(6)     15.33 q  1 西村 佳菜子(6)     13.50 q
ｱｵｷ ﾐｵﾅ 菅野小 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 二子小

 2 金銅 彩華(6)     16.20  2 柴田 友菜(6)     14.32 q
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ ｺﾒｯﾄ波田 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 菅野小

 3 原 小夏(5)     16.21  3 中村 百花(5)     16.81 
ﾊﾗ ｺﾅﾂ 筑摩小 ﾅｶﾑﾗ  ﾓﾓｶ 旭町小

 4 池田 仁美(5)     16.52  4 高澤 永愛(5)     16.86 
ｲｹﾀﾞ ﾋﾄﾐ 田川小 ﾀｶｻﾞﾜ ﾄｱ 芳川小

 5 古厩 亜美(4)     17.34  5 小口 真輝(6)     17.00 
ﾌﾙﾏﾔ ｱﾐ 島立小 ｵｸﾞﾁ ﾏｷ 筑摩小

 6 中田 萌(4)     17.90  6 中村 優里(4)     17.26 
ﾅｶﾀ  ﾓｴ 旭町小 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 芝沢小

 7 中澤 妃羅(4)     18.58  7 藤森 優菜(5)     18.09 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾗ 岡田小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾅ 並柳小

 8 田所 恵(4)     19.59 岡部 優月(5)
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾒｸﾞﾐ 五常小 ｵｶﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ 明善小

 9 加藤 秋穂(4)     19.75 土田 詩苑(6)
ｶﾄｳ ｱｷﾎ 中山小 ﾂﾁﾀﾞ ｼｵﾝ ｺﾒｯﾄ波田

[ 5組] 風速 -1.4 [ 6組] 風速 -1.2

 1 上條 ひとみ(6)     15.38  1 横山 可奈子(5)     15.15 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾄﾐ 筑摩小 ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田小

 2 降籏 みなみ(6)     15.84  2 小池 輝(6)     15.50 
ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾅﾐ 二子小 ｺｲｹ ﾋｶﾘ 本郷小

 3 友渕 若穂(5)     16.06  3 上條 美保(6)     15.85 
ﾄﾓﾌﾞﾁ  ﾜｶﾎ 寿小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾎ 芝沢小

 4 古川 桃花(4)     16.90  4 辻村 夢実(5)     16.28 
ﾌﾙｶﾜ ﾓﾓｶ 岡田小 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕﾒﾐ 田川小

 5 西山 果歩(5)     17.16  5 山下 優生(5)     16.54 
ﾆｼﾔﾏ  ｶﾎ 梓川小 ﾔﾏｼﾀ ﾕｷ 岡田小

 6 中川 友香(5)     17.24  6 谷口 真生(4)     17.78 
ﾅｶｶﾞﾜ  ﾕｶ 旭町小 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 二子小

 7 永坂 穂乃佳(5)     17.41  7 上嶋 彩香(5)     18.03 
ﾅｶﾞｻｶ ﾎﾉｶ 山辺小 ｶﾐｼﾞﾏ  ｱﾔｶ 梓川小

 8 牧野 海音(4)     18.39  8 大槻 眞己(6)     18.50 
ﾏｷﾉ ｱﾏﾈ 島立小 ｵｵﾂｷ ﾏｺ 今井小

 9 菅谷 千咲(4)     18.41 
ｽｶﾞﾔ ﾁｻ 中山小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学4-6年女子

100m
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[ 7組] 風速 -2.2

 1 市川 晶帆(6)     14.90 q
ｲﾁｶﾜ ｱｷﾎ 本郷小

 2 大塚 雨音(6)     14.97 q
ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ 山辺小

 3 堤 向日葵(5)     15.73 
ﾂﾂﾐ  ﾋﾏｱﾘ 寿小

 4 鈴島 瑞菜(4)     16.19 
ｽｽﾞｼﾏ ﾐｽﾞﾅ 芳川小

 5 原田 優(4)     16.53 
ﾊﾗﾀ ﾕｳ 芝沢小

 6 西牧 亜加莉(5)     17.30 
ﾆｼﾏｷ  ｱｶﾘ 梓川小

 7 寺島 千加(4)     18.87 
ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ 鎌田小

 8 宮内 利佳(4)     21.12 
ﾐﾔｳﾁ ﾘｶ 五常小

風速 -2.7

 1 西村 佳菜子(6)     13.45 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 二子小

 2 柴田 友菜(6)     14.42 
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 菅野小

 3 本山 泉希(6)     14.73 
ﾓﾄﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 島内小

 4 市川 晶帆(6)     14.80 
ｲﾁｶﾜ ｱｷﾎ 本郷小

 5 大塚 雨音(6)     15.09 
ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ 山辺小

 6 三井 葉月(6)     15.42 
ﾐﾂｲ ﾊﾂﾞｷ 明善小

 7 横山 可奈子(5)     15.45 
ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田小

 8 青木 美桜那(6)     15.83 
ｱｵｷ ﾐｵﾅ 菅野小

所属名 記録／備考

小学4-6年女子

3   506

6   207

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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決勝
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決勝 10月11日 11:05

[ 1組] [ 2組]

 1 矢澤 茉璃奈(6)   3:24.01  1 青木 弘江(6)   3:34.42 
ﾔｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 才教学園小 ｱｵｷ  ﾋﾛｴ 梓川小

 2 根津 葵(4)   3:45.82  2 斉藤 眞夕(6)   3:38.67 
ﾈﾂ ｱｵｲ 本郷小 ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 大野川小

 3 高波 舞(6)   3:47.21  3 牛丸 亜美(6)   3:40.69 
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ ｺﾒｯﾄ波田 ｳｼﾏﾙ ｱﾐ ｺﾒｯﾄ波田

 4 上村 彩世(6)   3:50.71  4 赤羽 純美玲(6)   3:41.74 
ｶﾐﾑﾗ  ｱﾔｾ 梓川小 ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 中山小

 5 千見寺 美未香(6)   3:51.91  5 土田 彩美(5)   3:49.02 
ﾁｹﾞﾝｼﾞ ﾐﾐｶ 鎌田小 ﾂﾁﾀﾞ  ｱﾐ 寿小

 6 稲村 響香(6)   3:58.34  6 上原 春香(6)   3:53.50 
ｲﾅﾑﾗ ｷｮｳｶ 菅野小 ｶﾐﾊﾗ ﾊﾙｶ 山辺小

 7 丸山 純礼(4)   3:59.57  7 川上 雅子(5)   4:03.47 
ﾏﾙﾔﾏ  ｽﾐﾚ 梓川小 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 山辺小

 8 髙野 美紅(5)   4:00.12  8 栗田 頌子(4)   4:06.40 
ﾀｶﾉ ﾐｸ 芳川小 ｸﾘﾀ ｼｮｳｺ 田川小

 9 南澤 あゆ(5)   4:04.55  9 相澤 華(5)   4:08.24 
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ｱﾕ 二子小 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾅ 芳川小

10 浅村 美優(5)   4:05.99 10 澁谷 雪乃(4)   4:20.22 
ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ 山辺小 ｼﾌﾞﾔ ﾕｷﾉ 二子小

11 川上 直美(5)   4:06.42 11 井出 春香(4)   4:52.79 
ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 山辺小 ｲﾃﾞ ﾊﾙｶ 田川小

12 朴 智恵(5)   4:06.47 塩原 優夏(5)
ﾊﾟｸ  ﾁｴ 旭町小 ｼｵﾊﾗ ﾕｳｶ 島立小

13 飯嶋 華央(4)   4:06.56 二村 祐未(5)
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 田川小 ﾆﾑﾗ  ﾕｳﾐ 梓川小

14 秋川 真紀(4)   4:54.18 
ｱｷｶﾜ  ﾏｷ 寿小

小学4-6年女子

1000m
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   1 矢澤 茉璃奈(6) 才教学園小     3:24.01   1   1
   2 青木 弘江(6) 梓川小     3:34.42   2   1
   3 斉藤 眞夕(6) 大野川小     3:38.67   2   2
   4 牛丸 亜美(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:40.69   2   3
   5 赤羽 純美玲(6) 中山小     3:41.74   2   4
   6 根津 葵(4) 本郷小     3:45.82   1   2
   7 高波 舞(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:47.21   1   3
   8 土田 彩美(5) 寿小     3:49.02   2   5
   9 上村 彩世(6) 梓川小     3:50.71   1   4
  10 千見寺 美未香(6) 鎌田小     3:51.91   1   5
  11 上原 春香(6) 山辺小     3:53.50   2   6
  12 稲村 響香(6) 菅野小     3:58.34   1   6
  13 丸山 純礼(4) 梓川小     3:59.57   1   7
  14 髙野 美紅(5) 芳川小     4:00.12   1   8
  15 川上 雅子(5) 山辺小     4:03.47   2   7
  16 南澤 あゆ(5) 二子小     4:04.55   1   9
  17 浅村 美優(5) 山辺小     4:05.99   1  10
  18 栗田 頌子(4) 田川小     4:06.40   2   8
  19 川上 直美(5) 山辺小     4:06.42   1  11
  20 朴 智恵(5) 旭町小     4:06.47   1  12
  21 飯嶋 華央(4) 田川小     4:06.56   1  13
  22 相澤 華(5) 芳川小     4:08.24   2   9
  23 澁谷 雪乃(4) 二子小     4:20.22   2  10
  24 井出 春香(4) 田川小     4:52.79   2  11
  25 秋川 真紀(4) 寿小     4:54.18   1  14

順位 No. 氏  名 都道府県

小学4-6年女子

1000m
タイムレース
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決勝 10月11日 10:00

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -3.2

 1 上嶋 美咲(6)     16.40  1 遠藤 利佳(6)     16.65 
ｶﾐｼﾞﾏ  ﾐｻｷ 梓川小 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾘｶ 梓川小

 2 奥田 安美(6)     17.72  2 仲 葵衣(6)     17.30 
ｵｸﾀ ｱﾐ 大野川小 ﾅｶ ｱｵｲ 鎌田小

 3 橋本 小雪(6)     17.75  3 筒木 友梨(6)     18.34 
ﾊｲﾓﾄ ｺﾕｷ 鎌田小 ﾂﾂｷ ﾕｳﾘ 大野川小

 4 古田 怜美奈(5)     20.10  4 濱 怜奈(6)     18.68 
ﾌﾙﾀ  ﾚﾐﾅ 今井小 ﾊﾏ ﾚｲﾅ 中山小

 5 久保田 真世(6)     22.39  5 小林 和音(5)     18.70 
ｸﾎﾞﾀ ﾏﾖ 芝沢小 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾈ 山辺小
森村 真莉奈(6)  6 上條 夏歩(5)     18.92 
ﾓﾘﾑﾗ ﾏﾘﾅ 中山小 ｶﾐｼﾞｮｳ  ｶﾎ 今井小

小学4-6年女子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

  217

8   134

4    66

9   298

No. 氏  名 所属名

6   339

5   165

7

9   147

4   310

記録／備考
8    52

ﾚｰﾝ

7   197

6   167

5   347

欠場



   1 上嶋 美咲(6) 梓川小     16.40 (-0.7)   1   1
   2 遠藤 利佳(6) 梓川小     16.65 (-3.2)   2   1
   3 仲 葵衣(6) 鎌田小     17.30 (-3.2)   2   2
   4 奥田 安美(6) 大野川小     17.72 (-0.7)   1   2
   5 橋本 小雪(6) 鎌田小     17.75 (-0.7)   1   3
   6 筒木 友梨(6) 大野川小     18.34 (-3.2)   2   3
   7 濱 怜奈(6) 中山小     18.68 (-3.2)   2   4
   8 小林 和音(5) 山辺小     18.70 (-3.2)   2   5
   9 上條 夏歩(5) 今井小     18.92 (-3.2)   2   6
  10 古田 怜美奈(5) 今井小     20.10 (-0.7)   1   4
  11 久保田 真世(6) 芝沢小     22.39 (-0.7)   1   5

順位 No. 氏  名 都道府県

小学4-6年女子

80mH
タイムレース

順位
   66
   52
  147

所属名 記録（風） 備考 組

  197
  167
  165
  217

  298
  134
  310
  347



決勝 10月11日 9:00

湯本 理美(6)
ﾕﾓﾄ  ｻﾄﾐ 梓川小
金原 理紗(6)
ｶﾈﾊﾗ ﾘｻ 芳川小
百瀬 心(6)
ﾓﾓｾ ｺｺﾛ 岡田小
丸山 美紀(6)
ﾏﾙﾔﾏ  ﾐｷ 梓川小
西村 美菜(6)
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅ 岡田小
岩渕 有沙(4)
ｲﾜﾌﾞﾁ  ｱﾘｻ 寿小
松岡 里穂(4)
ﾏﾂｵｶ ﾘﾎ 芳川小
山口 亜友(6) 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ  ｱﾕ 梓川小
小澤 由衣(5) 欠場
ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 二子小

小学4-6年女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考m80 m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25
1 5    81

o o o o o

o o

o o o xxx

2 7   473
o o o o xxo xxo xxx

 1.20

 1.20

3 6   119
o o o o o

o o

o xxo xxx

4 3    54
o o o xo xxx

 1.15

 1.10

5 2   109
o o o o xxo

xxx

xxx

6 1   243
o xo xo

 1.05

 0.95

7 8   483
o o xxx

4    59

 0.90

9   432



決勝 10月11日 9:00

３回の
最高記録

藤原 リナ(6)  4.07   x   x   4.07    4.07 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾅ 岡田小  +1.1   +1.1    +1.1
青木 七海(5)   x   x  3.66   3.66    3.66 
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 芳川小  -1.9   -1.9    -1.9
小澤 由衣(5)  3.40  3.34  3.31   3.40    3.40 
ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 二子小  +1.2  -1.0  -2.0   +1.2    +1.2
宮下 里緒(6)  3.25  3.28  3.32   3.32    3.32 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｵ 鎌田小  +1.0  -1.0  -2.3   -2.3    -2.3
伊藤 沙恵(5)  3.25  3.04  3.07   3.25    3.25 
ｲﾄｳ ｻｴ 二子小  +0.9  -0.3  -2.4   +0.9    +0.9
小林 真菜(6)  3.19  3.24  2.85   3.24    3.24 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 芝沢小  +1.1  -1.3  -2.1   -1.3    -1.3
安藤 ちはや(4)  3.11  3.21   x   3.21    3.21 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾊﾔ 芳川小  +1.7  -0.5   -0.5    -0.5
手塚 鈴々佳(6)  3.10  3.20   x   3.20    3.20 
ﾃﾂﾞｶ ﾘﾘｶ 岡田小  +1.7  -0.5   -0.5    -0.5
今井 香帆(5)  3.18  2.85  3.04   3.18    3.18 
ｲﾏｲ ｶﾎ 田川小  +1.4  -2.7  -1.6   +1.4    +1.4
藤沼 奈津(5)  3.18   x   x   3.18    3.18 
ﾌｼﾞﾇﾏ ﾅﾂ 田川小  -2.6   -2.6    -2.6
石川 瑤乃(5)  2.86  2.98  3.00   3.00    3.00 
ｲｼｶﾜ ﾀﾏﾉ 岡田小  +2.2  -1.0  -1.5   -1.5    -1.5
木村 彩乃(6)   x  2.72  2.96   2.96    2.96 
ｷﾑﾗ ｱﾔﾉ 中山小  +0.5  -2.2   -2.2    -2.2
加藤 春奈(6)   x  2.92  2.85   2.92    2.92 
ｶﾄｳ ﾊﾙﾅ 中山小  -0.5  -2.3   -0.5    -0.5
山岸 來夏(5)  2.71  2.66  2.89   2.89    2.89 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾗｲｶ 岡田小  -0.2  -0.2  -1.4   -1.4    -1.4
鈴木 二葉(5)  2.80  2.49  2.76   2.80    2.80 
ｽｽﾞｷ ﾌﾀﾊﾞ 二子小  -0.2  -1.0  -1.0   -0.2    -0.2
松岡 みず穂(4)  2.78  2.59  2.28   2.78    2.78 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 芳川小  +2.7  -2.0  -1.0   +2.7    +2.7
宮崎 涼花(5)   x   x   x 記録なし
ﾐﾔｻﾞｷ ｽｽﾞｶ 大野川小
曺 雪雅(5) 欠場
ｼﾞｮ  ｿﾗ 旭町小

小学4-6年女子

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 17   117

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

2 3   486

3 18   432

4 16   132

5 13   424

6 15   223

7 9   462

8 12   106

9 4   355

10 1   374

11 2   112

12 11   345

13 8   335

14 6   105

15 7   444

10    50

16 5   482

14   301



決勝 10月11日 9:00

３回の
最高記録

石川 園果(5)
ｲｼｶﾜ ｿﾉｶ 島内小
大久保 慶乃(6)
ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾉ 島立小
大久保 幸乃(6)
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｷﾉ 島立小
有田 詩織(6)
ｱﾘﾀ ｼｵﾘ 二子小
倉科 雨音(6)
ｸﾗｼﾅ ｱﾏﾈ 菅野小
堤 萌子(6)
ﾂﾂﾐ ﾓｺ 五常小
小林 陽美花(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾋﾞｶ 鎌田小
新井 祐加(6)
ｱﾗｲ ﾕｶ 五常小
小倉 未沙希(6)
ｵｸﾞﾗ ﾐｻｷ 中山小
淺野 沙月(5)
ｱｻﾉ ｻﾂｷ 島立小
上條 結愛(4)
ｶﾐｼﾞｮｳ  ﾕｳｱ 安曇小
飯沼 笑花(4)
ｲｲﾇﾏ ｴﾐｶ 岡田小
清水 桃花(4)
ｼﾐｽﾞ  ﾓﾓｶ 並柳小
上嶋 麻衣(4)
ｶﾐｼﾞﾏ  ﾏｲ 梓川小
中埜 咲来(5)
ﾅｶﾉ  ｻｸﾗ 梓川小
小林 瑠衣(4) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 並柳小

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学4-6年女子

ﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  43.49

記録 備考

1 6   397
   o    o  44.98   44.98

2 16   418
   x  43.49    o  43.49 

 44.98 

  38.31

   o  43.34   43.34
3 15   419

   x

4 11   443
   o  38.31    o  38.31 

 43.34 

  35.49

   o  38.29   38.29
5 14   292

   x

6 8   158
   o  35.49    o  35.49 

 38.29 

  32.20

 33.91    o   33.91
7 12   143

   o

8 5   157
   o  32.20    o  32.20 

 33.91 

  27.81

 30.04    o   30.04
9 13   337

   o

10 10   423
   o  27.81    o  27.81 

 30.04 

  18.92

   o  20.04   20.04
11 9    92

   x

12 7   118
   o    o  18.92  18.92 

 20.04 

  14.52

   x    x   18.62
13 2   455

 18.62

14 3    67
   o    o  14.52  14.52 

 18.62 

 13.16    x   13.16
15 1    78

   o

4   453

 13.16 



予選 10月11日 14:25
決勝 10月11日 16:35

[ 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   2 ｺﾒｯﾄ波田(B)    25 百瀬 天音(5)     59.55 q  1   7 岡田小(A)   106 手塚 鈴々佳(6)   1:01.00 q

ｺﾒｯﾄﾊﾀB ﾓﾓｾ ｱﾏﾈ ｵｶﾀﾞｼｮｳA ﾃﾂﾞｶ ﾘﾘｶ
   24 百瀬 そよか(5)   117 藤原 リナ(6)

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾅ
   18 中村 芽生(5)   109 西村 美菜(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅ
   20 中塚 真子(5)   119 百瀬 心(6)

ﾅｶﾂｶ ﾏｺ ﾓﾓｾ ｺｺﾛ
 2   5 本郷小(A)   509 小池 輝(6)   1:00.89 q  2   9 山辺小(A)   208 大島 成未(6)   1:01.79 q

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳA ｺｲｹ ﾋｶﾘ ﾔﾏﾍﾞｼｮｳA ｵｵｼﾏ ﾅﾙﾐ
  499 宮田 妃菜(6)   213 矢島 由衣(6)

ﾐﾔﾀ ﾋﾅ ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ
  500 金井 優美香(6)   212 矢崎 真由子(6)

ｶﾅｲ ﾕﾐｶ ﾔｻｷ ﾏﾕｺ
  506 市川 晶帆(6)   207 大塚 雨音(6)

ｲﾁｶﾜ ｱｷﾎ ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ
 3   8 鎌田小   135 江守 真生子(6)   1:01.74 q  3   2 ｺﾒｯﾄ波田(A)    11 小林 愛佳(4)   1:03.83 

ｶﾏﾀﾞｼｮｳ ｴﾓﾘ ﾏｷｺ ｺﾒｯﾄﾊﾀA ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ
  136 今福 莉里花(6)    23 二村 美羽(5)

ｲﾏﾌｸ ﾘﾘｶ ﾐﾑﾗ ﾐｳ
  146 中原 悠月(6)     8 山下 未夢(4)

ﾅｶﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ ﾔﾏｼﾀ ﾐﾕ
  126 横山 可奈子(5)     7 三田 有紗(5)

ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ ﾐﾀ ｱﾘｻ
 4   9 今井小   181 武居 麻結(5)   1:04.32  4   6 田川小   368 池田 仁美(5)   1:03.92 

ｲﾏｲｼｮｳ ﾀｹｲ  ﾏﾕ ﾀｶﾞﾜｼｮｳ ｲｹﾀﾞ ﾋﾄﾐ
  174 倉橋 美奈未   355 今井 香帆(5)

ｸﾗﾊｼ  ﾐﾅﾐ ｲﾏｲ ｶﾎ
  167 上條 夏歩(5)   374 藤沼 奈津(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ  ｶﾎ ﾌｼﾞﾇﾏ ﾅﾂ
  165 古田 怜美奈(5)   371 辻村 夢実(5)

ﾌﾙﾀ  ﾚﾐﾅ ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕﾒﾐ
 5   4 山辺小(B)   199 松崎知沙(5)   1:05.93  5   5 芳川小(A)   495 髙野 美紅(5)   1:04.51 

ﾔﾏﾍﾞｼｮｳB ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ ﾖｼｶﾜｼｮｳA ﾀｶﾉ ﾐｸ
  189 永坂 穂乃佳(5)   474 高澤 永愛(5)

ﾅｶﾞｻｶ ﾎﾉｶ ﾀｶｻﾞﾜ ﾄｱ
  205 浅村 美優(5)   492 平林 みなみ(5)

ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ
  197 小林 和音(5)   486 青木 七海(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾈ ｱｵｷ ﾅﾅﾐ
 6   6 梓川小    60 山口 優花(4)   1:06.88  6   4 筑摩小(B)   331 藤澤 瑶子(5)   1:04.56 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾕｳｶ ﾂｶﾏｼｮｳB ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｳｺ
   61 市川 歌乃(4)   319 原 小夏(5)

ｲﾁｶﾜ  ｶﾉ ﾊﾗ ｺﾅﾂ
   87 媚山 萌々(4)   322 小口 真輝(6)

ｺﾋﾞﾔﾏ  ﾓﾓ ｵｸﾞﾁ ﾏｷ
   80 湯口 優心(4)   324 上條 ひとみ(6)

ﾕｸﾞﾁ  ﾕｳｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾄﾐ
 7   7 芳川小(B)   482 松岡 みず穂(4)   1:07.47  7   8 本郷小(B)   501 根津 葵(4)   1:09.28 

ﾖｼｶﾜｼｮｳB ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳB ﾈﾂ ｱｵｲ
  463 羽鳥 愛海(4)   507 小熊 ひな子(4)

ﾊﾄﾘ ｱﾐ ｵｸﾞﾏ ﾋﾅｺ
  493 北村 葵衣(4)   512 杉村 奈津穂(4)

ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ
  494 鈴島 瑞菜(4)   520 木戸岡 由起(4)

ｽｽﾞｼﾏ ﾐｽﾞﾅ ｷﾄﾞｵｶ ﾕｷ
 8   3 芝沢小   237 武井 佳純(4)   1:09.11  8   3 二子小(B)   444 鈴木 二葉(5)   1:09.52 

ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ ﾀｹｲ ｶｽﾞﾐ ﾌﾀｺﾞｼｮｳB ｽｽﾞｷ ﾌﾀﾊﾞ
  235 中村 優里(4)   426 巾下 笑里(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ ﾊﾊﾞｼﾀ ｴﾐﾘ
  234 池田 杏莉(4)   430 市川 美羽(4)

ｲｹﾀﾞ ｱﾝﾘ ｲﾁｶﾜ ﾐｳ
  220 原田 優(4)   447 澁谷 雪乃(4)

ﾊﾗﾀ ﾕｳ ｼﾌﾞﾔ ﾕｷﾉ

小学4-6年女子

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 菅野小   288 青木 美桜那(6)     59.27 q

ｽｶﾞﾉｼｮｳ ｱｵｷ ﾐｵﾅ
  275 稲村 響香(6)

ｲﾅﾑﾗ ｷｮｳｶ
  292 倉科 雨音(6)

ｸﾗｼﾅ ｱﾏﾈ
  282 柴田 友菜(6)

ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ
 2   4 二子小(A)   424 伊藤 沙恵(5)     59.98 q

ﾌﾀｺﾞｼｮｳA ｲﾄｳ ｻｴ
  432 小澤 由衣(5)

ｵｻﾞﾜ ﾕｲ
  428 降籏 みなみ(6)

ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾅﾐ
  434 西村 佳菜子(6)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 3   2 明善小   526 岡本 望来(6)   1:00.20 q

ﾒｲｾﾞﾝｼｮｳ ｵｶﾓﾄ ﾐｸ
  537 北澤 奈美来(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾐｷ
  527 五味 愛奈(6)

ｺﾞﾐ ｱｲﾅ
  528 三井 葉月(6)

ﾐﾂｲ ﾊﾂﾞｷ
 4   9 島内小   401 林 佳那(5)   1:01.86 

ｼﾏｳﾁｼｮｳ ﾊﾔｼ ｶﾅ
  392 手塚 友貴乃(5)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ
  402 林 涼香(5)

ﾊﾔｼ ｽｽﾞｶ
  396 松山 由里香(5)

ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ
 5   5 岡田小(B)   123 柳原 咲希(5)   1:04.75 

ｵｶﾀﾞｼｮｳB ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｻｷ
  112 石川 瑤乃(5)

ｲｼｶﾜ ﾀﾏﾉ
  105 山岸 來夏(5)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾗｲｶ
  104 山下 優生(5)

ﾔﾏｼﾀ ﾕｷ
 6   3 旭町小    40 中村 百花(5)   1:05.12 

ｱｻﾋﾏﾁｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ  ﾓﾓｶ
   30 宮下 瑠奈(5)

ﾐﾔｼﾀ  ﾙﾅ
   31 工藤 真白(5)

ｸﾄﾞｳ  ﾏｼﾛ
   39 中川 友香(5)

ﾅｶｶﾞﾜ  ﾕｶ
 7   7 筑摩小(A)   321 宍戸 優希(4)   1:09.64 

ﾂｶﾏｼｮｳA ｼｼﾄﾞ ﾕｷ
  315 逢澤 歩里(4)

ｱｲｻﾞﾜ ｱﾕﾘ
  326 相馬 佳菜子(4)

ｿｳﾏ ｶﾅｺ
  332 白石 遥(4)

ｼﾗｲｼ ﾊﾙｶ
  8 中山小

ﾅｶﾔﾏｼｮｳ 欠場

小学4-6年女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 菅野小   288 青木 美桜那(6)     59.14 

ｽｶﾞﾉｼｮｳ ｱｵｷ ﾐｵﾅ
  275 稲村 響香(6)

ｲﾅﾑﾗ ｷｮｳｶ
  292 倉科 雨音(6)

ｸﾗｼﾅ ｱﾏﾈ
  282 柴田 友菜(6)

ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ
 2   4 ｺﾒｯﾄ波田(B)    25 百瀬 天音(5)     59.73 

ｺﾒｯﾄﾊﾀB ﾓﾓｾ ｱﾏﾈ
   24 百瀬 そよか(5)

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ
   18 中村 芽生(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
   20 中塚 真子(5)

ﾅｶﾂｶ ﾏｺ
 3   5 二子小(A)   424 伊藤 沙恵(5)   1:00.01 

ﾌﾀｺﾞｼｮｳA ｲﾄｳ ｻｴ
  432 小澤 由衣(5)

ｵｻﾞﾜ ﾕｲ
  428 降籏 みなみ(6)

ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾅﾐ
  434 西村 佳菜子(6)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 4   6 明善小   526 岡本 望来(6)   1:00.67 

ﾒｲｾﾞﾝｼｮｳ ｵｶﾓﾄ ﾐｸ
  537 北澤 奈美来(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾐｷ
  527 五味 愛奈(6)

ｺﾞﾐ ｱｲﾅ
  528 三井 葉月(6)

ﾐﾂｲ ﾊﾂﾞｷ
 5   8 岡田小(A)   106 手塚 鈴々佳(6)   1:00.72 

ｵｶﾀﾞｼｮｳA ﾃﾂﾞｶ ﾘﾘｶ
  117 藤原 リナ(6)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾅ
  109 西村 美菜(6)

ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅ
  119 百瀬 心(6)

ﾓﾓｾ ｺｺﾛ
 6   9 本郷小(A)   509 小池 輝(6)   1:01.25 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳA ｺｲｹ ﾋｶﾘ
  499 宮田 妃菜(6)

ﾐﾔﾀ ﾋﾅ
  500 金井 優美香(6)

ｶﾅｲ ﾕﾐｶ
  506 市川 晶帆(6)

ｲﾁｶﾜ ｱｷﾎ
 7   3 山辺小(A)   208 大島 成未(6)   1:01.97 

ﾔﾏﾍﾞｼｮｳA ｵｵｼﾏ ﾅﾙﾐ
  213 矢島 由衣(6)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ
  212 矢崎 真由子(6)

ﾔｻｷ ﾏﾕｺ
  207 大塚 雨音(6)

ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ
 8   2 鎌田小   135 江守 真生子(6)   1:02.61 

ｶﾏﾀﾞｼｮｳ ｴﾓﾘ ﾏｷｺ
  136 今福 莉里花(6)

ｲﾏﾌｸ ﾘﾘｶ
  146 中原 悠月(6)

ﾅｶﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ
  126 横山 可奈子(5)

ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ

決勝

小学4-6年女子

4×100m



決勝 10月11日 11:35

[ 1組] 風速 -2.2 [ 2組] 風速 -2.1

 1 小山 莉那(3)     10.56  1 曽山 茜(2)     11.21 
ｺﾔﾏ ﾘﾅ 菅野小 ｿﾔﾏ ｱｶﾈ 芝沢小

 2 柳原 佳奈(3)     11.08  2 宮澤 花奈実(3)     11.22 
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶﾅ 岡田小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 菅野小

 3 松原 月歌(2)     11.18  3 柳原 果歩(3)     11.56 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ 芳川小 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶﾎ 岡田小

 4 桐原 楓乃(1)     11.65  4 加藤 凛子(3)     11.58 
ｷﾘﾊﾗ ﾌｳﾉ 五常小 ｶﾄｳ  ﾘﾝｺ 寿小

 5 杉村 穂乃美(2)     11.70  5 倉科 杏奈(3)     11.77 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾎﾉﾐ 本郷小 ｸﾗｼﾅ ｱﾝﾅ 山辺小

 6 小林 萌花(3)     11.74  6 川上 楓花(2)     12.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 鎌田小 ｶﾜｶﾐ  ﾌｳｶ 安曇小

 7 熊谷 洸香(2)     11.83  7 堀江 星菜(3)     12.21 
ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｶ 田川小 ﾎﾘｴ ｾｲﾅ 二子小

 8 谷口 真美(2)     11.84  8 和田 侑子(2)     13.42 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾐ 並柳小 ﾜﾀﾞ ﾕｳｺ 五常小

 9 嶺村 莉央(2)     12.96 八懸 舞雪(2)
ﾐﾈﾑﾗ ﾘｵ 島内小 ﾔﾂｶﾞｹ ﾏﾕ 大野川小

[ 3組] 風速 -2.4 [ 4組] 風速 -2.1

 1 久保田 梨那(3)     10.73  1 中嶌 美優(3)     11.20 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 本郷小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｳ 明善小

 2 遠藤 琴乃(3)     11.03  2 赤穂 佑月(3)     11.29 
ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾄﾉ 島立小 ｱｺｳ ﾕﾂﾞｷ 島立小

 3 深澤 あまね(2)     11.06  3 山内 穂香(3)     11.34 
ﾌｶｻﾞﾜ  ｱﾏﾈ 旭町小 ﾔﾏｳﾁ ﾎﾉｶ 鎌田小

 4 加藤 鈴(3)     11.10  4 上島 沙稀(3)     11.42 
ｶﾄｳ ﾘﾝ 岡田小 ｶﾐｼﾞﾏ  ｻｷ 寿小

 5 奥原 奈々香(3)     11.50  5 小杉 有紗(1)     11.58 
ｵｸﾊﾗ ﾅﾅｶ 山辺小 ｺｽｷﾞ ｱｻ 芳川小

 6 大谷 倖千(2)     11.57  6 板敷 明莉(2)     11.63 
ｵｵﾔ ｻﾁ 安曇小 ｲﾀｼﾞｷ  ｱｶﾘ 旭町小

 7 上條 優里(3)     11.74  7 佐々木 優妃(2)     12.24 
ｶﾐｼﾞｮｳ  ﾕﾘ 今井小 ｻｻｷ ﾕｳｷ 田川小

 8 山岡 美優(2)     12.22  8 藤山 ひより(1)     12.84 
ﾔﾏｵｶ ﾐﾕｳ 芝沢小 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾖﾘ 安曇小

 9 斉藤 愛(1)     13.26  9 神田 琴美(1)     13.47 
ｻｲﾄｳ ｺｺﾛ 大野川小 ｶﾝﾀﾞ ｺﾄﾐ 芝沢小

[ 5組] 風速 -0.7 [ 6組] 風速 -1.1

 1 中原 小雪(3)     10.43  1 東條 瑞季(3)     10.81 
ﾅｶﾊﾗ ｺﾕｷ 並柳小 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 田川小

 2 三和 瑠夏(3)     10.64  2 小松 真緒(3)     11.00 
ﾐﾜ  ﾙﾅ 寿小 ｺﾏﾂ ﾏｵ 開智ｸﾗﾌﾞ

 3 田村 友香(3)     11.06  3 横山 桐子(3)     11.10 
ﾀﾑﾗ ﾕｳｶ 筑摩小 ﾖｺﾔﾏ ﾄｳｺ 五常小

 4 関 詩織(2)     11.63  4 松田 優(3)     11.14 
ｾｷ ｼｵﾘ 菅野小 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳ 筑摩小

 5 倉橋 杏奈(3)     11.66  5 福本 わかば(3)     11.48 
ｸﾗﾊｼ  ｱﾝﾅ 今井小 ﾌｸﾓﾄ ﾜｶﾊﾞ 大野川小

 6 和田 未来(3)     11.68  6 福岡 葵(3)     11.62 
ﾜﾀﾞ ﾐﾗｲ 二子小 ｸﾌｵｶ ﾋﾏﾘ 鎌田小

 7 小松 響(3)     11.76  7 丸山 和佳奈(2)     12.31 
ｺﾏﾂ ﾋﾋﾞｷ 芝沢小 ﾏﾙﾔﾏ ﾜｶﾅ 島立小

 8 小杉 香織(3)     12.02  8 藤牧 美帆(3)     12.37 
ｺｽｷﾞ ｶｵﾘ 芳川小 ﾌｼﾞﾏｷ  ﾐﾎ 今井小

 9 田上 由麻(3)     12.46  9 古田 なつみ(1)     13.34 
ﾀｶﾞﾐ ﾕﾏ 岡田小 ﾌﾙﾀ ﾅﾂﾐ 並柳小

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
2   283

6   121

小学1-3年女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ

8   156

5   513

7   484

3   353

4   458

No. 氏  名 所属名

1   403

9   141

6   278

7   122

記録／備考
1   227

ﾚｰﾝ

2   206

3    94

4   242

5   163

9   311

8   441

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

6    36

1   498

3   406

9    96

4   102

5   190

7   303

8   170

2   221

9   416

氏  名 所属名 記録／備考
4   534

2   481

5   137

7   255

8    98

6    44

3   356

1   226

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

6   329

9   459

1   250

5   446

3   276

8   173

No. 氏  名 所属名

2   116

7   222

4

1   124

3   153

記録／備考
4   372

ﾚｰﾝ

8   312

5   150

7   323

9   448

2   409

6   180  480



[ 7組] 風速 -1.7 [ 8組] 風速 -0.4

 1 百瀬 薫乃(3)     10.25  1 平岡 京花(3)     10.20 
ﾓﾓｾ  ﾕｷﾉ 寿小 ﾋﾗｵｶ ｷｮｳｶ 山辺小

 2 大槻 夏夕(3)     11.15  2 小澤 海美(3)     10.73 
ｵｵﾂｷ  ｶﾕ 今井小 ｵｻﾞﾜ ｳﾐ 本郷小

 3 芦野 花朋(3)     11.31  3 中澤 希帆(3)     10.80 
ｱｼﾉ ｶﾎ 筑摩小 ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾎ 大野川小

 4 上條 花恵(3)     11.41  4 永田 千穂里(3)     11.34 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾅｴ 山辺小 ﾅｶﾞﾀ ﾁﾎﾘ 島立小

 5 根津 万桜(2)     11.47  5 甲田 藍(3)     11.40 
ﾈﾂ ﾏｵ 本郷小 ｺｳﾀﾞ ﾗﾝ 筑摩小

 6 塩原 千晴(3)     11.87  6 梶田 茉朋(3)     11.50 
ｼｵﾊﾗ ﾁﾊﾙ 芳川小 ｶｼﾞﾀ ﾏﾎ 鎌田小

 7 伊藤 心子(2)     11.88  7 百瀬 未来(1)     12.70 
ｲﾄｳ ｺｺﾛｺ 菅野小 ﾓﾓｾ  ﾐﾗｲ 旭町小

 8 落合 加奈(2)     12.38 森泉 知宙(2)
ｵﾁｱｲ  ｶﾅ 旭町小 ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾁﾋﾛ 田川小

No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
7   267

4   176

小学1-3年女子

60m

順 ﾚｰﾝ

2   201

8   502

6   316

9    49

3   465

4   320

2    465   273

所属名 記録／備考
7   210

順 ﾚｰﾝ No.

6   308

9   405

5   510

3   362
欠場

8   129



   1 平岡 京花(3) 山辺小     10.20 (-0.4)   8   1
   2 百瀬 薫乃(3) 寿小     10.25 (-1.7)   7   1
   3 中原 小雪(3) 並柳小     10.43 (-0.7)   5   1
   4 小山 莉那(3) 菅野小     10.56 (-2.2)   1   1
   5 三和 瑠夏(3) 寿小     10.64 (-0.7)   5   2
   6 久保田 梨那(3) 本郷小     10.73 (-2.4)   3   1
   6 小澤 海美(3) 本郷小     10.73 (-0.4)   8   2
   8 中澤 希帆(3) 大野川小     10.80 (-0.4)   8   3
   9 東條 瑞季(3) 田川小     10.81 (-1.1)   6   1
  10 小松 真緒(3) 開智ｸﾗﾌﾞ     11.00 (-1.1)   6   2
  11 遠藤 琴乃(3) 島立小     11.03 (-2.4)   3   2
  12 深澤 あまね(2) 旭町小     11.06 (-2.4)   3   3
  12 田村 友香(3) 筑摩小     11.06 (-0.7)   5   3
  14 柳原 佳奈(3) 岡田小     11.08 (-2.2)   1   2
  15 横山 桐子(3) 五常小     11.10 (-1.1)   6   3
  15 加藤 鈴(3) 岡田小     11.10 (-2.4)   3   4
  17 松田 優(3) 筑摩小     11.14 (-1.1)   6   4
  18 大槻 夏夕(3) 今井小     11.15 (-1.7)   7   2
  19 松原 月歌(2) 芳川小     11.18 (-2.2)   1   3
  20 中嶌 美優(3) 明善小     11.20 (-2.1)   4   1
  21 曽山 茜(2) 芝沢小     11.21 (-2.1)   2   1
  22 宮澤 花奈実(3) 菅野小     11.22 (-2.1)   2   2
  23 赤穂 佑月(3) 島立小     11.29 (-2.1)   4   2
  24 芦野 花朋(3) 筑摩小     11.31 (-1.7)   7   3
  25 山内 穂香(3) 鎌田小     11.34 (-2.1)   4   3
  25 永田 千穂里(3) 島立小     11.34 (-0.4)   8   4
  27 甲田 藍(3) 筑摩小     11.40 (-0.4)   8   5
  28 上條 花恵(3) 山辺小     11.41 (-1.7)   7   4
  29 上島 沙稀(3) 寿小     11.42 (-2.1)   4   4
  30 根津 万桜(2) 本郷小     11.47 (-1.7)   7   5
  31 福本 わかば(3) 大野川小     11.48 (-1.1)   6   5
  32 奥原 奈々香(3) 山辺小     11.50 (-2.4)   3   5
  32 梶田 茉朋(3) 鎌田小     11.50 (-0.4)   8   6
  34 柳原 果歩(3) 岡田小     11.56 (-2.1)   2   3
  35 大谷 倖千(2) 安曇小     11.57 (-2.4)   3   6
  36 加藤 凛子(3) 寿小     11.58 (-2.1)   2   4
  36 小杉 有紗(1) 芳川小     11.58 (-2.1)   4   5
  38 福岡 葵(3) 鎌田小     11.62 (-1.1)   6   6
  39 関 詩織(2) 菅野小     11.63 (-0.7)   5   4
  39 板敷 明莉(2) 旭町小     11.63 (-2.1)   4   6
  41 桐原 楓乃(1) 五常小     11.65 (-2.2)   1   4
  42 倉橋 杏奈(3) 今井小     11.66 (-0.7)   5   5
  43 和田 未来(3) 二子小     11.68 (-0.7)   5   6
  44 杉村 穂乃美(2) 本郷小     11.70 (-2.2)   1   5
  45 小林 萌花(3) 鎌田小     11.74 (-2.2)   1   6
  45 上條 優里(3) 今井小     11.74 (-2.4)   3   7
  47 小松 響(3) 芝沢小     11.76 (-0.7)   5   7
  48 倉科 杏奈(3) 山辺小     11.77 (-2.1)   2   5
  49 熊谷 洸香(2) 田川小     11.83 (-2.2)   1   7
  50 谷口 真美(2) 並柳小     11.84 (-2.2)   1   8
  51 塩原 千晴(3) 芳川小     11.87 (-1.7)   7   6
  52 伊藤 心子(2) 菅野小     11.88 (-1.7)   7   7
  53 小杉 香織(3) 芳川小     12.02 (-0.7)   5   8
  54 川上 楓花(2) 安曇小     12.05 (-2.1)   2   6
  55 堀江 星菜(3) 二子小     12.21 (-2.1)   2   7
  56 山岡 美優(2) 芝沢小     12.22 (-2.4)   3   8
  57 佐々木 優妃(2) 田川小     12.24 (-2.1)   4   7
  58 丸山 和佳奈(2) 島立小     12.31 (-1.1)   6   7
  59 藤牧 美帆(3) 今井小     12.37 (-1.1)   6   8
  60 落合 加奈(2) 旭町小     12.38 (-1.7)   7   8
  61 田上 由麻(3) 岡田小     12.46 (-0.7)   5   9
  62 百瀬 未来(1) 旭町小     12.70 (-0.4)   8   7
  63 藤山 ひより(1) 安曇小     12.84 (-2.1)   4   8
  64 嶺村 莉央(2) 島内小     12.96 (-2.2)   1   9
  65 斉藤 愛(1) 大野川小     13.26 (-2.4)   3   9
  66 古田 なつみ(1) 並柳小     13.34 (-1.1)   6   9
  67 和田 侑子(2) 五常小     13.42 (-2.1)   2   8
  68 神田 琴美(1) 芝沢小     13.47 (-2.1)   4   9

小学1-3年女子

60m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

  459
  283
  250
  498

組 順位
  210
  267

  406
   36
  329
  121

  510
  308
  372
  124

  484
  534
  227
  278

  153
  102
  323
  176

  320
  201
  255
  502

  416
  316
  137
  405

   96
  242
  481
  150

  312
  190
  129
  122

  446
  513
  141
  170

  276
   44
  156
  173

  465
  273
  480
   94

  222
  206
  353
  458

  180
   49
  116
   46

  441
  221
  356
  409

  163
  226

   98
  403
  303
  448



決勝 10月11日 11:00

３回の
最高記録

山口 萌々(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科北中

-2- -6-

中学女子(OP)

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 10.23   10.37

-3- -4- -5-

 10.37 

記録 備考

1 18  3507
 10.37   9.98
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