
予選 6月26日 10:10
決勝 6月26日 15:35

長野県小学生(ER)                13.06 西村 佳菜子                  二子             2010/10/24  
大会記録(GR)                    13.50 

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +1.4

 1 荻原 萌朋音(5)    15.20 1 堀 詩音(5)    15.03 q
ｵｷﾞﾊﾗ  ﾓﾓﾈ 伊那AC ﾎﾘ ｼｵﾝ 木島

 2 深井 杏美(5)    15.24 2 齊藤陽向(5)    15.18 q
ﾌｶｲ ｱﾐ 滋野小 ｻｲﾄｳ  ﾋﾅﾀ 立科小

 3 原 愛美(5)    15.36 3 富井 沙耶(5)    15.33 
ﾊﾗ ｱｲﾐ 福島小 ﾄﾐｲ  ｻﾔ 野沢温泉

 4 村上 春菜(5)    15.48 4 太田 彩水(5)    15.47 
ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾅ 八坂小 ｵｵﾀ ｱﾔﾐ 塩尻西小

 5 小山 まりあ(5)    15.50 5 立石 朱里(5)    15.81 
ｺﾔﾏ ﾏﾘｱ 栗ｶﾞ丘 ﾀﾃｲｼ ｼﾞｭﾘ 中洲小

 6 酒井 夢実(5)    15.95 6 吉富 真央(5)    15.94 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ ﾖｼﾄﾐ ﾏｵ 池田小

 7 本沢 夏来(5)    15.98 6 嶋崎 美紀(5)    15.94 
ﾎﾝｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 洗馬小 ｼﾏｻﾞｷ  ﾐｷ 佐久西小

 8 森泉 舞那(5)    16.04 8 上條 寧々(5)    16.34 
ﾓﾘｲｽﾞﾐ  ﾏﾅ 佐久西小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
山岸 夢歩(5) 9 井出 穂野花(5)    16.39 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕﾒﾎ 小山 ｲﾃﾞ ﾎﾉｶ 八千穂小

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 -0.5

 1 清水 思(5)    14.93 q 1 山崎 萌々子(5)    14.29 q
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 長小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野ｽﾏｲﾙ

 2 塩原 美里(5)    15.41 2 宮崎 星来(5)    15.28 
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 会染小 ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾗ 中川西

 3 小坂 帆南海(5)    15.62 3 越崎 貴咲(5)    15.58 
ｺｻｶ ﾎﾅﾐ ｽﾎﾟｺﾐ東北 ｺｼｻﾞｷ ﾀｶﾐ 伊那東

 4 鈴島 瑞菜(5)    15.67 4 土屋 朋未(5)    15.61 
ｽｽﾞｼﾏ ﾐｽﾞﾅ 芳川小 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾐ 祢津小

 5 三ｯ石 理乃(5)    15.87 5 矢野 和(5)    15.79 
ﾐﾂｲｼ ﾘﾉ 若槻 ﾔﾉ ﾉﾄﾞｶ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少

 6 羽生 遥海(5)    16.18 6 小林 葉月(5)    15.94 
ﾊﾆｭｳﾊﾙﾐ 大岡 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾞｷ 御代田南小

 7 湯本 光海(5)    16.25 7 廣川 紗良(5)    15.98 
ﾕﾓﾄ  ｺｳﾐ 仁礼 ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 坂の上小

 8 高見澤 瑞木(5)    16.39 8 小林 茉由(5)    15.98 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 南牧北小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 宗賀小

 9 坪井莉奈(5)    16.61 熊谷汐乃(5)
ﾂﾎﾞｲ ﾘﾅ 田口小 ｸﾏｶﾞｲｼｵﾉ 下條小

[ 5組] 風速 -1.2 [ 6組] 風速 -0.6

 1 徳竹 美友(5)    14.85 q 1 鈴木 蘭(5)    15.11 q
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕｳ 下諏訪南小 ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 岡谷小

 2 齊藤 由佳(5)    15.77 2 今井 希生(5)    15.14 q
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 上郷小 ｲﾏｲ ｷｷ 辰野東

 3 野中陽菜(5)    15.85 3 山口 優花(5)    15.54 
ﾉﾅｶﾊﾙﾅ 下條小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 梓川小

 4 清水 玲香(5)    15.87 4 目黒 真悠(5)    15.56 
ｼﾐｽﾞ ﾚｲｶ 大町西小 ﾒｸﾞﾛ  ﾏﾕ 仁礼

 5 吉澤 杏花(5)    16.14 5 出崎 星花(5)    15.65 
ﾖｼｻﾞﾜ ｷｮｳｶ 南牧南小 ﾃﾞｻﾞｷ ﾎｼｶ 豊丘南小

 6 舟田 千夏(5)    16.20 6 山本 彩雅(5)    16.02 
ﾌﾅﾀﾞ ﾁﾅﾂ 御代田南小 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ 森上

 7 花岡 いろは(5)    16.22 7 近藤 優衣(5)    16.12 
ﾊﾅｵｶ ｲﾛﾊ 長地小 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲ 豊野東

 8 甲斐 彩子(5)    16.30 8 原 愛鈴(5)    16.41 
ｶｲ ｱﾔｺ 開智小 ﾊﾗ ﾏﾘﾝ 栗ｶﾞ丘
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[ 7組] 風速 +1.5

 1 松村 紫乃(5)    15.13 q
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 宮下 智帆(5)    15.60 
ﾐﾔｼﾀ ﾁﾎ 塩尻西小

 3 宮坂 菜帆子(5)    15.62 
ﾐﾔｻｶ ﾅﾎｺ 会染小

 4 関戸 侑子(5)    15.65 
ｾｷﾄﾞ ﾕｳｺ 野沢小

 5 清水 真那(5)    15.80 
ｼﾐｽﾞ ﾏﾅ 両小野

 6 中島 あかり(5)    16.00 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ 湖東小

 7 湯本 真優(5)    16.13 
ﾕﾓﾄ ﾏﾕ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少

 8 遠藤 由菜(5)    16.20 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 穂高西小

風速 -1.0

 1 山崎 萌々子(5)    14.35 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｺ 中野ｽﾏｲﾙ

 2 清水 思(5)    15.08 
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 長小

 3 今井 希生(5)    15.10 
ｲﾏｲ ｷｷ 辰野東

 4 鈴木 蘭(5)    15.11 
ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 岡谷小

 5 松村 紫乃(5)    15.13 
ﾏﾂﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 6 徳竹 美友(5)    15.21 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕｳ 下諏訪南小

 7 堀 詩音(5)    15.25 
ﾎﾘ ｼｵﾝ 木島

 8 齊藤陽向(5)    15.51 
ｻｲﾄｳ  ﾋﾅﾀ 立科小
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予選 6月26日 10:35
決勝 6月26日 15:40

長野県小学生(ER)                13.06 西村 佳菜子                  二子             2010/10/24  
大会記録(GR)                    13.19 

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -2.8

 1 北原 寧々(6)    14.06 q 1 浅倉 歩(6)    14.37 q
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 赤穂 ｱｻｸﾗ ｱﾕﾐ 栗ｶﾞ丘

 2 樋口 実那(6)    14.13 q 2 萩原 栞菜(6)    14.77 
ﾋｸﾞﾁ  ﾐﾅ 長野市陸上教 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾝﾅ 豊科南小

 3 堤 向日葵(6)    14.60 3 小池 涼音(6)    14.77 
ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 寿小 ｺｲｹ ｽｽﾞﾈ 西箕輪AC

 4 宮崎 友里(6)    14.94 4 古川 風(6)    14.97 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾘ 本原 ﾌﾙｶﾜ ﾌｳ 鼎小

 5 後藤 百合子(6)    15.20 5 森 麻(6)    14.98 
ｺﾞﾄｳ ﾕﾘｺ 軽井沢西部AC ﾓﾘ ｱｻ 白馬北小

 6 小林 侑生(6)    15.29 6 大塚 明(6)    15.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野小 ｵｵﾂｶ ﾒｲ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 7 宮澤 文香(6)    15.61 7 牛山ゆりあﾌﾟﾘﾝｾｽ(6)    15.26 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌﾐｶ 更埴陸上教 ｳｼﾔﾏﾕﾘｱﾌﾟﾘﾝｾｽ 宮川小

 8 清水 美紗(6)    15.65 8 老野 萌美(6)    15.51 
ｼﾐｽﾞ  ﾐｻ 泉台 ｵｲﾉ ﾓｴﾐ 上田南小

 9 篠原 舞(6)    15.76 9 坂原 舞(6)    16.10 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 長地小 ｻｶﾊﾗ ﾏｲ 南部

[ 3組] 風速 +1.9 [ 4組] 風速 +0.8

 1 森本 知隼(6)    13.53 q 1 樋口 香苗(6)    13.92 q
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻西小 ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 米沢小

 2 松山 由里香(6)    14.62 2 田中 瑞紀(6)    14.45 q
ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 島内小 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 大町南小

 3 宮坂 桃夏(6)    14.66 3 土屋美月(6)    14.70 
ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ 小井川小 ﾂﾁﾔ ﾐﾂﾞｷ ﾛﾃﾞｨｵ望月

 4 加藤 綾(6)    15.24 4 新保 菜那子(6)    15.12 
ｶﾄｳ ｱﾔ 三水第一 ｼﾝﾎ ﾞﾅﾅｺ 田中小

 5 小松 紗菜(6)    15.26 5 高見澤 和穂(6)    15.21 
ｺﾏﾂ  ｻﾅ 長野市陸上教 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶｽﾞﾎ 南牧北小

 6 梨子田 藍(6)    15.29 6 武藤 ひより(6)    15.60 
ﾅｼﾀﾞ  ｱｲ 飯山 ﾑﾄｳ ﾋﾖﾘ 青沼小

 7 倉澤 まりあ(6)    15.65 7 竹村 紗彩(6)    15.96 
ｸﾗｻﾜ ﾏﾘｱ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾀｹﾑﾗ ｻｱﾔ 上田南小

 8 小池 あゆみ(6)    15.95 菊池 紗稀(6)
ｺｲｹ ｱﾕﾐ 更埴陸上教 ｷｸﾁ ｻｷ 城下小

 9 久田 ひかり(6)    16.13 
ﾋｻﾀﾞ ﾋｶﾘ 城山

[ 5組] 風速 -0.7 [ 6組] 風速 +0.4

 1 三浦 優奈(6)    14.24 q 1 松田 華歩(6)    14.39 q
ﾐｳﾗ ﾕｳﾅ 上田西小 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 御代田南小

 2 木田村 美央(6)    14.56 2 奥村 茉奈佳(6)    14.52 
ｷﾀﾑﾗ  ﾐｵ 木曽上田小 ｵｸﾑﾗ  ﾏﾅｶ 長野市陸上教

 3 木幡真愛(6)    14.91 3 神戸 菜月(6)    14.66 
ｺﾜﾀﾏｲ 下條小 ｺﾞｳﾄﾞ ﾅﾂｷ 両小野

 4 古谷 菜穂(6)    15.03 4 北原 明音(6)    14.96 
ﾌﾙﾔ ﾅｵ 片丘小 ｷﾀﾊﾗ  ｱｶﾈ 高遠

 5 朝日 りおん(6)    15.04 5 西村 光(6)    15.05 
ｱｻﾋ ﾘｵﾝ 赤穂 ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾘ 清水小

 6 小林 千夏(6)    15.35 6 宮戸香菜(6)    15.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶ 北御牧小 ﾐﾔﾄﾞ ｶﾅ 木曽上田小

 7 荒井 歩実(6)    15.50 7 朝田 紗也夏(6)    15.42 
ｱﾗｲ  ｱﾕﾐ 長野市陸上教 ｱｻﾀ ﾞｻﾔｶ 青沼小

 8 小林 瑠果(6)    15.64 8 古内 舞桜(6)    15.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｶ 金沢小 ﾌﾙｳﾁ ﾏｵ 高森北小
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[ 7組] 風速 -1.0

 1 横山可奈子(6)    14.63 
ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田小

 2 荻原 明日香(6)    14.72 
ｵｷﾞﾊﾗ ｱｽｶ 滋野小

 3 青柳 里央(6)    14.86 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 穂高北小

 4 太田 愛海(6)    15.19 
ｵｵﾀ ﾏﾅﾐ 開智小

 5 中村 葵(6)    15.30 
ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 坂の上小

 6 武田 奈々美(6)    15.32 
ﾀｹﾀﾞ  ﾅﾅﾐ 長野市陸上教

 7 住吉 遥夏(6)    15.33 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾙｶ 浪合小

 8 松井 李々菜(6)    15.39 
ﾏﾂｲ  ﾘﾘﾅ 青木島

風速 -0.5

 1 森本 知隼(6)    13.31 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻西小

 2 樋口 香苗(6)    14.05 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 米沢小

 3 北原 寧々(6)    14.06 
ｷﾀﾊﾗ ﾈﾈ 赤穂

 4 樋口 実那(6)    14.08 
ﾋｸﾞﾁ  ﾐﾅ 長野市陸上教

 5 浅倉 歩(6)    14.35 
ｱｻｸﾗ ｱﾕﾐ 栗ｶﾞ丘

 6 三浦 優奈(6)    14.42 
ﾐｳﾗ ﾕｳﾅ 上田西小

 7 松田 華歩(6)    14.45 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 御代田南小

 8 田中 瑞紀(6)    14.65 
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 大町南小
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決勝 6月26日 14:10

長野県小学生(ER)              3:03.46 牛越　あかね                 並柳             2004/05/01  
大会記録(GR)                  3:03.52 

[ 1組] [ 2組]

 1 中山 葵泉(5)  3:25.93 1 黒川 真由香(6)  3:28.64 
ﾅｶﾔﾏ ｱｵｲ 下諏訪南小 ｸﾛｶﾜ ﾏﾕｶ 大町北小

 2 夏川 優衣(5)  3:26.08 2 川井 有珠(6)  3:30.12 
ﾅﾂｶﾜ ﾕｲ 小井川小 ｶﾜｲ ｱﾘｽ 南木曽小

 3 山浦 恵梨(6)  3:31.02 3 松田 奈々(6)  3:30.17 
ﾔﾏｳﾗ ｴﾘ 美南ｶﾞ丘小 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ 秋津

 4 市川 絢(6)  3:33.18 4 高根楓(5)  3:30.62 
ｲﾁｶﾜ ｱﾔ 城南小 ﾀｶﾈｶｴﾃﾞ 浅科AC

 5 神長 汐音(6)  3:34.42 5 春日 桃桜(6)  3:30.63 
ｶﾐﾅｶﾞ  ｼｵﾈ 南牧南小 ｶｽｶﾞ  ﾓﾓｵ 赤穂東

 6 小口 満里奈(5)  3:34.43 6 藤澤 真帆(6)  3:33.86 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 城南小 ﾌｼﾞｻﾜ  ﾏﾎ 須坂ｼﾞｭﾆｱ

 7 田中 舞奈(6)  3:34.79 7 小幡 海優(6)  3:35.74 
ﾀﾅｶ ﾏｲﾅ 豊平小 ｵﾊﾞﾀ ﾐﾕｳ 両小野

 8 内田 梨湖(6)  3:34.88 8 村上 明日香(6)  3:36.32 
ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 腰越JSC ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 9 小林 美玲(6)  3:37.53 9 武田 梨奈(6)  3:36.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ 中込小 ﾀｹﾀﾞ ﾘﾅ 塩尻西小

10 佐藤 優里彩(6)  3:43.26 10 浦野 友里(6)  3:37.23 
ｻﾄｳ ﾕﾘｱ 御代田南小 ｳﾗﾉ  ﾕｳﾘ 西春近南

11 中島 虹菜(6)  3:44.61 11 宮下 瑠那(6)  3:38.28 
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾆﾅ 仁礼 ﾐﾔｼ ﾀﾙﾅ 豊科南小

12 瀧澤 優奈(5)  3:45.45 12 長井 美怜(6)  3:38.40 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 鼎小 ﾅｶﾞｲ ﾐｻﾄ 栗ｶﾞ丘

13 伊藤 梢(6)  3:46.09 13 北沢 朱里(6)  3:38.43 
ｲﾄｳ ｺｽﾞｴ 大下條小 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ 北安松川小

14 武田 梓(6)  3:46.82 14 高橋 莉那(6)  3:38.48 
ﾀｹﾀ ﾞｱｽﾞｻ 田中小 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 白馬南小

15 米田 陽和(5)  3:47.39 15 大塚 咲季(5)  3:40.06 
ﾖﾈﾀﾞ  ﾋﾖﾘ 坂城JAC ｵｵﾂｶ  ｻｷ 坂城JAC

16 柳沢 優菜(5)  3:50.25 16 田倉 芽衣(5)  3:40.07 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾕｳﾅ 坂城JAC ﾀｸﾗ ﾏｲ 北安松川小

17 岩松 真歩(6)  3:51.11 17 牛越 裕子(6)  3:45.35 
ｲﾜﾏﾂ ﾏﾎ 野沢小 ｳｼｺｼ ﾕｳｺ 明南小

18 清野 結(6)  4:06.84 18 小林 志織(6)  3:46.12 
ｾｲﾉ  ﾕｲ 佐久東小 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 柏原
仲田 ほの 19 服部 彩音(6)  3:49.37 
ﾅｶﾀ ﾎﾉ 伊賀良小 ﾊｯﾄﾘ ｱﾔﾈ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ
小林 杏里(5) 20 塩原 優夏(6)  3:51.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 野沢小 ｼｵﾊﾗ ﾕｳｶ 島立小
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[ 3組]

 1 田中ｼﾞｪｼｶ(6)  3:07.47 
ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 腰越JSC

 2 和田 有菜(6)  3:10.02 
ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 川中島JRC

 3 佐藤 真由(6)  3:14.09 
ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 小諸東小

 4 津金 真由子(6)  3:14.10 
ﾂｶﾞﾈ ﾏﾕｺ 堀金小

 5 小林 祐華(6)  3:15.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 腰越JSC

 6 滝沢 菜絵(6)  3:15.90 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｴ 川中島JRC

 7 松澤 綾音(6)  3:16.91 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 篠塚 香里(6)  3:19.83 
ｼﾉﾂﾞｶ  ｶｵﾘ 仁礼

 9 小林 菜々夏(6)  3:23.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ 腰越JSC

10 加藤 晴香(6)  3:23.22 
ｶﾄｳ ﾊﾙｶ 伊那

11 瀧澤 鈴(6)  3:25.80 
ﾀｷｻﾞﾜ ｽｽﾞ 上田西小

12 莭 崚子(6)  3:27.48 
ｾﾂ ﾘｮｳｺ 北安松川小

13 鈴木 賀子(5)  3:27.94 
ｽｽﾞｷ  ｶｺ 坂城JAC

14 高安 結衣(5)  3:28.80 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

15 小林 成美(5)  3:30.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 川中島JRC

16 山﨑 栞奈(6)  3:33.00 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾅ 明北小

17 根津 葵(5)  3:34.89 
ﾈﾂ ｱｵｲ 本郷小

18 唐木 千穂(6)  3:35.27 
ｶﾗｷ  ﾁﾎ 宮田

19 小須田 未羽(6)  3:39.88 
ｺｽﾀﾞ ﾐｳ 更埴陸上教

20 吉川 心(6)  3:40.04 
ﾖｼｶﾜ ｺｺﾛ 鼎小
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   1 田中ｼﾞｪｼｶ(6) 腰越JSC    3:07.47  3  1
   2 和田 有菜(6) 川中島JRC    3:10.02  3  2
   3 佐藤 真由(6) 小諸東小    3:14.09  3  3
   4 津金 真由子(6) 堀金小    3:14.10  3  4
   5 小林 祐華(6) 腰越JSC    3:15.89  3  5
   6 滝沢 菜絵(6) 川中島JRC    3:15.90  3  6
   7 松澤 綾音(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ    3:16.91  3  7
   8 篠塚 香里(6) 仁礼    3:19.83  3  8
   9 小林 菜々夏(6) 腰越JSC    3:23.10  3  9
  10 加藤 晴香(6) 伊那    3:23.22  3 10
  11 瀧澤 鈴(6) 上田西小    3:25.80  3 11
  12 中山 葵泉(5) 下諏訪南小    3:25.93  1  1
  13 夏川 優衣(5) 小井川小    3:26.08  1  2
  14 莭 崚子(6) 北安松川小    3:27.48  3 12
  15 鈴木 賀子(5) 坂城JAC    3:27.94  3 13
  16 黒川 真由香(6) 大町北小    3:28.64  2  1
  17 高安 結衣(5) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    3:28.80  3 14
  18 川井 有珠(6) 南木曽小    3:30.12  2  2
  19 松田 奈々(6) 秋津    3:30.17  2  3
  20 小林 成美(5) 川中島JRC    3:30.49  3 15
  21 高根楓(5) 浅科AC    3:30.62  2  4
  22 春日 桃桜(6) 赤穂東    3:30.63  2  5
  23 山浦 恵梨(6) 美南ｶﾞ丘小    3:31.02  1  3
  24 山﨑 栞奈(6) 明北小    3:33.00  3 16
  25 市川 絢(6) 城南小    3:33.18  1  4
  26 藤澤 真帆(6) 須坂ｼﾞｭﾆｱ    3:33.86  2  6
  27 神長 汐音(6) 南牧南小    3:34.42  1  5
  28 小口 満里奈(5) 城南小    3:34.43  1  6
  29 田中 舞奈(6) 豊平小    3:34.79  1  7
  30 内田 梨湖(6) 腰越JSC    3:34.88  1  8
  31 根津 葵(5) 本郷小    3:34.89  3 17
  32 唐木 千穂(6) 宮田    3:35.27  3 18
  33 小幡 海優(6) 両小野    3:35.74  2  7
  34 村上 明日香(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    3:36.32  2  8
  35 武田 梨奈(6) 塩尻西小    3:36.64  2  9
  36 浦野 友里(6) 西春近南    3:37.23  2 10
  37 小林 美玲(6) 中込小    3:37.53  1  9
  38 宮下 瑠那(6) 豊科南小    3:38.28  2 11
  39 長井 美怜(6) 栗ｶﾞ丘    3:38.40  2 12
  40 北沢 朱里(6) 北安松川小    3:38.43  2 13
  41 高橋 莉那(6) 白馬南小    3:38.48  2 14
  42 小須田 未羽(6) 更埴陸上教    3:39.88  3 19
  43 吉川 心(6) 鼎小    3:40.04  3 20
  44 大塚 咲季(5) 坂城JAC    3:40.06  2 15
  45 田倉 芽衣(5) 北安松川小    3:40.07  2 16
  46 佐藤 優里彩(6) 御代田南小    3:43.26  1 10
  47 中島 虹菜(6) 仁礼    3:44.61  1 11
  48 牛越 裕子(6) 明南小    3:45.35  2 17
  49 瀧澤 優奈(5) 鼎小    3:45.45  1 12
  50 伊藤 梢(6) 大下條小    3:46.09  1 13
  51 小林 志織(6) 柏原    3:46.12  2 18
  52 武田 梓(6) 田中小    3:46.82  1 14
  53 米田 陽和(5) 坂城JAC    3:47.39  1 15
  54 服部 彩音(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ    3:49.37  2 19
  55 柳沢 優菜(5) 坂城JAC    3:50.25  1 16
  56 岩松 真歩(6) 野沢小    3:51.11  1 17
  57 塩原 優夏(6) 島立小    3:51.81  2 20
  58 清野 結(6) 佐久東小    4:06.84  1 18
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1000m
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順位 No. 氏  名 都道府県



予選 6月26日 9:40
決勝 6月26日 15:25

長野県小学生(ER)                12.70 金田 華実                    浅科AC           2009/10/10  
大会記録(GR)                    13.34 

[ 1組] 風速 -2.0 [ 2組] 風速 -1.9

 1 鈴木 友菜(6)    15.45 q 1 渡邉 京華(6)    15.60 q
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 池田小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｶ 川上第一小

 2 輿水 優希(6)    15.94 2 松葉 可恋(6)    17.05 
ｺｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 長地小 ﾏﾂﾊﾞ ｶﾚﾝ 池田小

 3 村田 彩夏(6)    16.65 3 上條 夏歩(6)    17.13 
ﾑﾗﾀ ｱﾔｶ 豊科東小 ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾎ 今井小

 4 曽根原 千聖(5)    17.07 4 佐野 七望(5)    17.21 
ｿﾈﾊﾗ ﾁｻﾄ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ｻﾉ ﾅﾅﾐ 赤穗南

 5 大島 花恋(6)    17.51 5 堀内 優美奈(6)    18.08 
ｵｵｼﾏ ｶﾚﾝ 森上 ﾎﾘｳﾁ  ﾕﾐﾅ 長野市陸上教

 6 水島 奈菜(6)    17.53 6 後藤 希(6)    18.36 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾅﾅ 佐久東小 ｺﾞﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 王滝小

 7 男澤 幸穂(6)    17.56 7 田尻 さくら(6)    18.49 
ｵﾄｺｻﾞﾜ ｻﾁﾎ 天龍小 ﾀｼﾞﾘ ｻｸﾗ 中塩田小

 8 下條 玲奈(6)    18.84 8 中島 未遙(6)    18.58 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾚｲﾅ 昭和 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾊﾙ 岩村田AC

 9 平田 あかり(5)    20.47 9 宮崎 由紀(6)    19.06 
ﾋﾗﾀ ｱｶﾘ 中野ｽﾏｲﾙ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷ 森上

[ 3組] 風速 -2.9 [ 4組] 風速 +1.8

 1 小林 鈴佳(6)    15.36 q 1 吉岡 綾子(6)    14.33 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 川上第二小 ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 長地小

 2 堀井 眞菜子(6)    15.91 2 戸谷 有沙(5)    16.72 
ﾎﾘｲ  ﾏﾅｺ 南箕輪南部 ﾄﾔ ｱﾘｻ いがら陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 秋山 理佳(6)    16.12 3 片桐 真央(5)    17.20 
ｱｷﾔﾏ ｱﾔｶ 岩村田AC ｶﾀｷﾞﾘ ﾏｵ 軽井沢中部小

 4 舞沢 遥香(6)    17.18 4 宍戸 琴葉(6)    17.22 
ﾏｲｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 中塩田小 ｼｼﾄﾞ ｺﾄﾊ 豊科東小

 5 由沢 杏純(6)    17.46 5 北原 奈々子(6)    17.40 
ﾖｼｻﾞﾜ ｱｽﾞﾐ 豊科東小 ｷﾀﾊﾗ ﾅﾅｺ 高遠北

 6 高橋 章奈(5)    17.73 6 上條 祐菜(6)    17.44 
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾅ 美南ｶﾞ丘小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾅ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 7 倉橋 美奈未(6)    17.98 7 藤森 安優(6)    17.66 
ｸﾗﾊｼ ﾐﾅﾐ 今井小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾕ 湖東小

 8 佐藤 羽純(6)    18.63 8 酒井 琉渚(6)    20.17 
ｻﾄｳ  ﾊｽﾞﾐ 泰阜小 ｻｶｲ ﾙﾅ 昭和

 9 若月 新(6)    18.90 9 工藤 夏帆(6)    20.67 
ﾜｶﾂｷ ｱﾗﾀ 柏原 ｸﾄﾞｳ ﾅﾂﾎ 豊平小

[ 5組] 風速 -0.7 [ 6組] 風速 -0.8

 1 矢澤 瑠佳(6)    14.53 q 1 田畑 菜々花(6)    15.04 q
ﾔｻﾞﾜ  ﾙｶ 軽井沢中部小 ﾀﾊﾞﾀﾅﾅｶ 富県

 2 萩原 詳子(6)    15.08 q 2 奥村 莉帆(6)    15.24 q
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 吉田小 ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 森上

 3 清水 彩花(6)    16.74 3 友野 遥(6)    16.60 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 豊科東小 ﾄﾓﾉ  ﾊﾙｶ 佐久西小

 4 井出 希美(6)    17.23 4 田近 莉沙(6)    17.61 
ｲﾃﾞ ﾉｿﾞﾐ 川上第一小 ﾀﾁﾞｶ ﾘｻ 王滝小

 5 原 彩夏(6)    17.39 5 小林 愛実(6)    17.85 
ﾊﾗｱﾔｶ 中川東 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 豊平小

 6 森下 実咲(6)    18.43 6 北川 志奈(5)    18.01 
ﾓﾘｼﾀ ﾐｻｷ 豊科南小 ｷﾀｶﾞﾜ  ｼｲﾅ 泰阜小

 7 佐藤 美七海(6)    18.88 7 佐藤緋莉(6)    18.39 
ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 開明小 ｻﾄｳｱｶﾘ 浅科AC

 8 井出優美(5)    19.24 8 藤田彩加(6)    19.28 
ｲﾃﾞﾕｳﾐ 泉小 ﾌｼﾞﾀ ｻｴｶ ﾛﾃﾞｨｵ望月

 9 山岸 里穂(6)    19.62 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾎ 昭和
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小学女子
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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



風速 -0.5

 1 吉岡 綾子(6)    13.93 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 長地小

 2 矢澤 瑠佳(6)    14.17 
ﾔｻﾞﾜ  ﾙｶ 軽井沢中部小

 3 田畑 菜々花(6)    14.91 
ﾀﾊﾞﾀﾅﾅｶ 富県

 4 鈴木 友菜(6)    15.22 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 池田小

 5 奥村 莉帆(6)    15.26 
ｵｸﾑﾗ ﾘﾎ 森上

 6 小林 鈴佳(6)    15.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 川上第二小

 7 萩原 詳子(6)    15.45 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 吉田小

 8 渡邉 京華(6)    15.55 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｶ 川上第一小

6  2541

2  2096

9  2326

8  2101

5  2804

3  2591

4  2744

7  2045

80mH
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学女子



予選 6月26日 12:30
決勝 6月26日 16:05

長野県小学生(ER)                53.27 望月ＡＣ                                      2008/11/03  
（菊原・星山・山我・工藤）

大会記録(GR)                    53.96 

[ 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 ｺﾒｯﾄ波田(A)  2625 百瀬 天音(6)    57.27 q 1  3 豊科北小 2493 臼井 美紅(6)    54.91 q

ｺﾒｯﾄﾊﾀA ﾓﾓｾ ｱﾏﾈ ﾄﾖｼﾅｷﾀｼｮｳ ｳｽｲ ﾐｸ
 2624 百瀬 そよか(6) 2494 齊藤 静花(6)

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 2623 中村 芽生(6) 2495 中澤 紫音(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ
 2626 中塚 真子(6) 2496 木村 凌(6)

ﾅｶﾂｶ ﾏｺ ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 2   6 南箕輪(B)  2785 北條 萌々花(6)    59.87 2  7 堀金小 2506 松本 真輝(6)    59.69 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜB ﾎｳｼﾞｮｳ ﾓﾓｶ ﾎﾘｶﾞﾈｼｮｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ
 2786 矢﨑 凛(6) 2504 宮島 志歩(6)

ﾔｻﾞｷ ﾘﾝ ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾎ
 2787 米窪 莉子(6) 2505 中村 優(6)

ﾖﾈｸﾎﾞ ﾘｺ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ
 2784 清水 花乃(6) 2503 末次 綾乃(6)

ｼﾐｽﾞ ｶﾉ ｽｴﾂｸﾞ ｱﾔﾉ
 3   3 広丘小  2543 伊藤 日菜(5)  1:01.27 3  1 小諸東小(A) 2073 滝原 真心(6)  1:00.06 

ﾋﾛｵｶｼｮｳ ｲﾄｳ ﾋﾅ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳA ﾀｷﾊﾗ ｺｺﾛ
 2544 西沢 李々華(5) 2077 栁澤 萩(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾘｶ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳ
 2545 藤田 茉優(5) 2067 依田 亜紗実(6)

ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕ ﾖﾀ ﾞｱｻﾐ
 2546 田中 海羽(5) 2069 塩川 眞央(6)

ﾀﾅｶ ﾐｳ ｼｵｶﾜ ﾏｵ
 4   2 中塩田小(B)  2178 手塚野乃実(6)  1:01.86 4  5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B) 2884 寺澤 明星(5)  1:00.93 

ﾅｶｼｵﾀﾞｼｮｳB ﾃﾂﾞｶ ﾉﾉﾐ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳB ﾃﾗｻﾜ ｱｶﾘ
 2179 秋山 絢音(6) 2886 藤岡 緩奈(5)

ｱｷﾔﾏ ｱﾔﾈ ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ
 2183 水野 愛菜(6) 2885 花井 美月(5)

ﾐｽﾞﾉ ｱｲﾅ ﾊﾅｲ ﾐﾂﾞｷ
 2185 池内 香菜子(6) 2887 牧野 明日香(5)

ｲｹｳﾁ ｶﾅｺ ﾏｷﾉ ｱｽｶ
 5   8 美南ｶﾞ丘小  2136 加部 菜花(5)  1:03.08 5  6 篠ﾉ井西 2240 酒井 彩花(6)  1:02.37 

ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳ ｶﾍﾞ ﾅﾉｶ ｼﾉﾉｲﾆｼ ｻｶｲ ｻﾔｶ
 2144 竹城 亜紗乃(6) 2239 阿部 侑奈(6)

ﾀｹｼﾛ ｱｻﾉ ｱﾍﾞ ﾕｳﾅ
 2139 高瀬 美結(6) 2241 中島 美里(6)

ﾀｶｾ ﾐﾕ ﾅｶｼﾏ ﾐｻﾄ
 2146 土屋 さくら(5) 2242 宮澤 里菜(6)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ
 6   7 南牧北小  2127 高見澤 史乃(6)  1:04.13 6  8 永明小 2692 北原 麗未(6)  1:03.33 

ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｼﾉ ｴｲﾒｲｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ ﾚﾐ
 2129 高見澤 勇奈(6) 2691 上條 紗良(6)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｳﾅ ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾗ
 2126 井出 詩菜(6) 2694 土橋 舞香(6)

ｲﾃﾞ ｼｲﾅ ﾂﾁﾊｼ ﾏｲｶ
 2130 高見澤 里奈(6) 2693 武村 佳穂(6)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾘﾅ ﾀｹﾑﾗ ｶﾎ
 7   4 永田  2335 宮澤 紗李奈(5)  1:07.32 7  4 戸狩 2234 小林 もも花(5)  1:04.75 

ﾅｶﾞﾀ ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾘﾅ ﾄｶﾞﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ
 2337 小林 祐佳李(5) 2236 祖父江 凜(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾘ ｿﾌﾞｴ ﾘﾝ
 2338 高野 芽依(5) 2237 髙橋 和花菜(5)

ﾀｶﾉ ﾒｲ ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ
 2336 宮澤 麻莉奈(5) 2235 小笠原 梨里(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘﾘ
  1 田川小 8  9 長野市陸上教(B) 2320 宮川 紗衣(5)  1:04.80 

ﾀｶﾞﾜｼｮｳ 欠場 ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳB ﾐﾔｶﾞﾜ  ｻｴ
2318 原山 紗果(5)

ﾊﾗﾔﾏ  ｽｽﾞｶ
2319 松本 安里奈(5)

ﾏﾂﾓﾄ  ｱﾘﾅ
2317 田口 璃乃佳(5)

ﾀｸﾞﾁ  ﾘﾉｶ
  5 田中小 9  2 千曲東 2266 袖山 絵理奈(5)  1:09.17 

ﾀﾅｶｼｮｳ 欠場 ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ ｿﾃﾞﾔﾏ ｴﾘﾅ
2267 市川 紗弥(5)

ｲﾁｶﾜ ｻﾅ
2269 丸山 奈夕(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾕ
2268 米澤 僚花(5)

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳｶ

小学女子

4×100m

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



[ 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   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A) 2878 細田 祐華(6)    55.05 q 1  7 南箕輪(A) 2779 清水 詩乃(6)    57.11 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳA ﾎｿﾀﾞ ﾕｳｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜA ｼﾐｽﾞ ｼﾉ
 2881 菅沼 美風(6) 2782 吉田 みさき(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ
 2879 熊谷 真緒(6) 2778 小松 園子(6)

ｸﾏｶﾞｲ ﾏｵ ｺﾏﾂ ｿﾉｺ
 2880 宮澤 風香(6) 2781 根橋 ｶﾚﾝ(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ ﾈﾊﾞｼ ｶﾚﾝ
 2   1 手良  2810 春日 笑里(6)    58.50 q 2  6 通明 2353 塩沢 優芽(6)  1:00.55 

ﾃﾗ ｶｽｶ ﾞｴﾐﾘ ﾂｳﾒｲ ｼｵｻﾞﾜ ﾕﾒ
 2812 寺澤 純香(6) 2352 岡沢 優花(6)

ﾃﾗｻﾜ ｽﾐｶ ｵｶｻﾞﾜ ﾕｳｶ
 2811 柴田 芽育(6) 2354 中島 由貴(6)

ｼﾊﾞﾀ ﾒｲ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷ
 2814 向山 芽美(6) 2355 箕田 優花(6)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ ﾐﾉﾀﾞ ﾕｶ
 3   8 宗賀小  2552 塩原 咲希(6)    59.50 3  8 ｺﾒｯﾄ波田(B) 2629 倉谷 奈菜(6)  1:01.06 

ｿｳｶﾞｼｮｳ ｼｵﾊﾗ ｻｷ ｺﾒｯﾄﾊﾀB ｸﾗﾔ ﾅﾅ
 2550 青木 理子(6) 2630 二村 美羽(6)

ｱｵｷ ﾘｺ ﾆﾑﾗ ﾐｳ
 2551 恵木 和香(6) 2628 一柳 菜々子(6)

ｴｷﾞ ﾎﾉｶ ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾅﾅｺ
 2553 武居 柚花(6) 2631 柏原 朋意(6)

ﾀｹｲ ﾕｳｶ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾄﾓｲ
 4   6 長地小  2737 坂本 唯(6)    59.90 4  4 浅科AC 2109 山浦愛加(5)  1:02.74 

ｵｻﾁｼｮｳ ｻｶﾓﾄ ﾕｲ ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ﾔﾏｳﾗﾏﾅｶ
 2741 中島 夏美(6) 2107 佐藤乃愛(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ ｻﾄｳﾉｱ
 2740 髙橋 結子(6) 2105 高野祐花(5)

ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ ﾀｶﾉﾕｶ
 2739 髙橋 麻奈華(6) 2110 白鳥彩夏(5)

ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｶ ｼﾗﾄﾘｻﾔｶ
 5   9 大町西小  2572 芳村 夏奈(6)  1:01.17 5  3 木島 2285 関  柚月(6)  1:03.64 

ｵｵﾏﾁﾆｼｼｮｳ ﾖｼﾑﾗ ｶﾅ ｷｼﾞﾏ ｾｷ    ﾕﾂﾞｷ
 2569 荒井 空(6) 2283 太田 千乃(6)

ｱﾗｲ ｿﾗ ｵｵﾀ   ﾕｷﾉ
 2570 藤沢 夏乃(6) 2284 佐藤 奈千(6)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾂﾉ ｻﾄｳ    ﾅﾁ
 2571 山本 里枝(6) 2286 渡邉 里葉(6)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾞｻﾄﾊ
 6   3 昭和(A)  2379 高橋 栞(6)  1:01.25 6  2 信州新町ｸ 2309 村松 あかり(5)  1:04.44 

ｼｮｳﾜA ﾀｶﾊｼ  ｼｵﾘ ｼﾝｼｭｳｼﾝﾏﾁｸﾗﾌﾞ ﾑﾗﾏﾂ ｱｶﾘ
 2380 嵯峨 和泉(6) 2306 髙木 美緒(6)

ｻｶﾞ ｲｽﾞﾐ ﾀｶｷﾞ ﾐｵ
 2381 北原 有麻(6) 2308 西澤 真衣(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾕﾏ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｲ
 2382 山﨑 咲文香(6) 2307 山本 春日(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾋ
 7   5 中塩田小(A)  2184 滝澤 春乃(6)  1:03.41 7  1 大桑小 2516 古野 成美(6)  1:04.51 

ﾅｶｼｵﾀﾞｼｮｳA ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾉ ｵｵｸﾜｼｮｳ ﾌﾙﾉ ﾅﾙﾐ
 2181 小林 風生子(6) 2517 須賀 夢佳(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳｺ ｽｶﾞ ﾕﾒｶ
 2187 島津 彩貴(6) 2518 古畑 桃子(6)

ｼﾏﾂﾞ ｻｷ ﾌﾙﾊﾀ ﾓﾓｺ
 2182 水出 優華(6) 2520 藤山 美尋(5)

ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾕｳｶ ﾌｼﾞﾔﾏ ﾐﾋﾛ
 8   2 三輪(B)  2297 西澤 里歩(5)  1:09.40 8  9 高瀬AC 2054 内藤美南(5)  1:06.10 

ﾐﾜB ﾆｼｻﾞﾜ ﾘﾎ ﾀｶｾAC ﾅｲﾄｳ ﾐﾅﾐ
 2295 清水 美佑(5) 2053 小林 夢(5)

ｼﾐｽﾞ ﾐｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾘｽ
 2298 鈴木里琳子(5) 2051 山田佳花(5)

ｽｽﾞｷ ﾘﾘｺ ﾔｱﾀﾞ ｶﾊﾅ
 2296 塩崎 彩夏(5) 2052 小林美月(5)

ｼｵｻﾞｷ ｱﾔｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ
 9   4 軽井沢西部AC(B) 2022 笠原 優那(5)  1:09.46 9  5 三輪(A) 2291 木村 郁美(5)  1:09.04 

ｶﾙｲｻﾞﾜｾｲﾌﾞACB ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾅ ﾐﾜA ｷﾑﾗ ｲｸﾐ
 2030 大坪 咲月(5) 2294 和田 歩美(5)

ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾂｷ ﾜﾀ ﾞｱﾕﾐ
 2027 市川 綾花(5) 2292 徳竹 琴美(5)

ｲﾁｶﾜ ｱﾔｶ ﾄｸﾀｹ ｺﾄﾐ
 2021 掛川 菜々(5) 2293 霜田 由佳理(5)

ｶｹｶﾞﾜ ﾅﾅ ｼﾓﾀﾞ ﾕｶﾘ

4×100m
小学女子



[ 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   2 三郷小  2469 入江 帆奈美(6)    58.95 q 1  4 高島小 2719 長谷川 聖奈(6)    54.49 q

ﾐｻﾄｼｮｳ ｲﾘｴ ﾎﾅﾐ ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ
 2468 中島 真緒(6) 2718 小林 みずほ(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｵ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ
 2467 川口 希美(6) 2716 柿澤 菜摘(6)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ ｶｷｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ
 2466 滝澤 舞奈(6) 2717 川上 由華(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲﾅ ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ
 2   8 白馬AC  2595 横山 凛(6)    59.60 2  7 軽井沢中部小 2036 宮原 莉奈  1:00.11 

ﾊｸﾊﾞｴｰｼｰ ﾖｺﾔﾏ ﾘﾝ ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞｼｮｳ ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾅ
 2596 松本 逸希(6) 2046 髙橋 うらら(6)

ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂｷ ﾀｶﾊｼ ｳﾗﾗ
 2597 森 晴菜(6) 2041 土屋 みやび(5)

ﾓﾘ ﾊﾙﾅ ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ
 2598 下澤 瑠菜(6) 2034 関原 ひなた

ｼﾓｻﾞﾜ ﾙﾅ ｾｷﾊﾗ ﾋﾅﾀ
 3   4 武石小  2195 小松 至宝(6)  1:00.75 3  5 赤穂 2826 細田 智香(6)  1:00.80 

ﾀｹｼｼｮｳ ｺﾏﾂ  ｼﾎ ｱｶﾎ ﾎｿﾀﾞ ﾄﾓｶ
 2197 野村 優衣(6) 2828 宮澤 みよ(6)

ﾉﾑﾗ  ﾕｲ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾖ
 2194 佐藤 智妃(6) 2824 川上 美加(6)

ｻﾄｳ  ﾁｻｷ ｶﾜｶﾐ ﾐｶ
 2196 上野 結菜(6) 2827 宮川 恵衣(6)

ｳｴﾉ  ﾕｲﾅ ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ
 4   7 塩尻東小  2539 武藤有香(6)  1:01.90 4  3 大町南小 2582 丸山 美咲(6)  1:01.27 

ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾑﾄｳ ﾕｳｶ ｵｵﾏﾁﾐﾅﾐｼｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｷ
 2538 一ﾉ瀬 緑(5) 2583 細澤 彩香(6)

ｲﾁﾉｾ ﾐﾄﾞﾘ ﾎｿｻﾞﾜ ｱﾔｶ
 2540 百瀬 真帆(5) 2584 白澤 真実(6)

ﾓﾓｾ ﾏﾎ ｼﾗｻﾜ ﾏﾅﾐ
 2537 有賀 留那(6) 2585 安藤 響(6)

ｱﾙｶﾞ ﾙﾅ ｱﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ
 5   6 長野市陸上教(A) 2321 外谷 茉里奈(6)  1:03.54 5  9 軽井沢西部AC(A) 2019 伊東 澪那(6)  1:02.78 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳA ﾄﾔ  ﾏﾘﾅ ｶﾙｲｻﾞﾜｾｲﾌﾞｴｰｼｰ ｲﾄｳ ﾚｲﾅ
 2322 湯本 成海(6) 2028 市川 志菜(6)

ﾕﾓﾄ  ﾅﾙﾐ ｲﾁｶﾜ ｼﾅ
 2323 市川 優希(6) 2024 佐藤 真帆(6)

ｲﾁｶﾜ  ﾕｳｷ ｻﾄｳ ﾏﾎ
 2324 大蔵 菜那子(6) 2026 山本 風菜(6)

ｵｵｸﾗ  ﾅﾅｺ ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳﾅ
 6   3 野岸陸上ｸﾗﾌﾞ  2157 中村 瑠里子(5)  1:03.56 6  2 ﾛﾃﾞｨｵ望月 2009 鶴田結理(6)  1:03.29 

ﾉｷﾞｼﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾙﾘｺ ﾛﾃﾞｨｵﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾙﾀ ﾕﾘ
 2156 楚山 理紗(6) 2004 井出晃(6)

ｿﾔﾏ ﾘｻ ｲﾃﾞ ﾋｶﾙ
 2154 細川 みどり(6) 2007 川井彩美(6)

ﾎｿｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ ｶﾜｲ ｱﾔﾐ
 2158 辻 奈緒(6) 2005 加藤舞華(6)

ﾂｼﾞ ﾅｵ ｶﾄｳ ﾏｲｶ
 7   9 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ  2850 長谷川 亜里沙(5)  1:06.75 7  8 水明AC(B) 2087 青野 美咲(6)  1:05.30 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾘｻ ｽｲﾒｲACB ｱｵﾉ ﾐｻｷ
 2848 田中 万葉(6) 2086 佐藤 麻衣(6)

ﾀﾅｶ ﾏﾖ ｻﾄｳ ﾏｲ
 2849 森本 真理(5) 2081 岡村 百花(6)

ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾘ ｵｶﾑﾗ ﾓﾓｶ
 2851 山川 りお(6) 2092 湯浅 恋(6)

ﾔﾏｶﾜ ﾘｵ ﾕｱｻ ﾚﾝ
 8   5 小諸東小(B)  2071 三島 絵梨香(6)  1:09.84 8  6 南部 2349 荒井 佑奈(6)  1:06.56 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳB ﾐｼﾏ ｴﾘｶ ﾅﾝﾌﾞ ｱﾗｲ ﾕｳﾅ
 2074 滝澤 楓(6) 2351 内藤 寧音(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ｶｴﾃﾞ ﾅｲﾄｳ ﾈﾈ
 2075 土屋 乃愛(6) 2350 中塚 萌香(6)

ﾂﾁﾔ ﾉｱ ﾅｶﾂｶ ﾓｴｶ
 2068 井上 珠音(6) 2348 橋本 真理子(6)

ｲﾉｳｴ ﾐｵﾄ ﾊｼﾓﾄ ﾏﾘｺ

小学女子

4×100m



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 水明AC(A)  2085 高橋 千尋(6)    57.73 q

ｽｲﾒｲACA ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ
 2084 饗場 玲衣(6)

ｱｲﾊﾞ ﾚｲ
 2088 川多 里穂(6)

ｶﾜﾀ ﾘﾎ
 2079 井上 陽香(6)

ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ
 2   8 境小  2708 玉田 菜穂(6)  1:00.47 

ｻｶｲｼｮｳ ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ
 2707 佐谷 真冴子(6)

ｻﾀﾆ ﾏｻｺ
 2706 小林 宥舞(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾏ
 2709 中井 樹(6)

ﾅｶｲ ｲﾂｷ
 3   9 開明小  2646 吉澤 陽菜(6)  1:00.51 

ｶｲﾒｲｼｮｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾅ
 2643 板花 佳乃子(6)

ｲﾀﾊﾅ ｶﾉｺ
 2644 大塚 千咲(6)

ｵｵﾂｶ ﾁｻｷ
 2645 西條 朱莉(6)

ｻｲｼﾞｮｳ ｼｭﾘ
 4   7 下條小  2865 森口沙弥(6)  1:03.07 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ ﾓﾘｸﾞﾁｻﾔ
 2863 仲川舞香(6)

ﾅｶｶﾞﾜﾏｲｶ
 2862 熊谷瑠衣(6)

ｸﾏｶﾞｲﾙｲ
 2861 熊谷澪(6)

ｸﾏｶﾞｲﾐｵ
 5   2 大町東小  2576 降籏 星奈(6)  1:03.27 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾌﾘﾊﾀ ｾｲﾅ
 2579 新井 茅乃(6)

ｱﾗｲ ｶﾔﾉ
 2578 曽根原 はるか(6)

ｿﾈﾊﾗ ﾊﾙｶ
 2577 西澤 友麻莉(6)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾕﾏﾘ
 6   4 森上  2331 宮前  有希(5)  1:03.85 

ﾓﾘｳｴ ﾐﾔﾏｴ ﾕｷ
 2333 服部  つく詩(5)

ﾊｯﾄﾘ ﾂｸｼ
 2330 松柳  翔子(5)

ﾏﾂﾔﾅｷﾞ ｼｮｳｺ
 2332 善財  奈央(5)

ｾﾞﾝｻﾞｲ ﾅｵ
  3 昭和(B)  2385 常盤 二千華(6)

ｼｮｳﾜB ﾄｷﾜ ﾆﾁｶ 失格
 2384 瀧澤 日菜子(6) R1(1-2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾅｺ
 2383 町田 夏美(6)

ﾏﾁﾀﾞ ﾅﾂﾐ
 2386 松本 莉子(6)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｺ
  5 赤穗南  2834 増田 瑞希(6)

ｱｶﾎﾐﾅﾐ ﾏｽﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 失格
 2831 金山 結香(6) T1

ｶﾅﾔﾏ ﾕｶ
 2833 田邉 幸恵(6)

ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｴ
 2832 氣賀澤 柚希(6)

ｹｶﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ

小学女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 高島小  2719 長谷川 聖奈(6)    54.09 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ
 2718 小林 みずほ(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ
 2716 柿澤 菜摘(6)

ｶｷｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ
 2717 川上 由華(6)

ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ
 2   7 豊科北小  2493 臼井 美紅(6)    54.80 

ﾄﾖｼﾅｷﾀｼｮｳ ｳｽｲ ﾐｸ
 2494 齊藤 静花(6)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 2495 中澤 紫音(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ
 2496 木村 凌(6)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 3   5 南箕輪(A)  2779 清水 詩乃(6)    57.26 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜA ｼﾐｽﾞ ｼﾉ
 2782 吉田 みさき(6)

ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ
 2778 小松 園子(6)

ｺﾏﾂ ｿﾉｺ
 2781 根橋 ｶﾚﾝ(6)

ﾈﾊﾞｼ ｶﾚﾝ
 4   9 ｺﾒｯﾄ波田(A)  2625 百瀬 天音(6)    57.49 

ｺﾒｯﾄﾊﾀA ﾓﾓｾ ｱﾏﾈ
 2624 百瀬 そよか(6)

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ
 2623 中村 芽生(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
 2626 中塚 真子(6)

ﾅｶﾂｶ ﾏｺ
 5   2 手良  2810 春日 笑里(6)    58.39 

ﾃﾗ ｶｽｶ ﾞｴﾐﾘ
 2811 柴田 芽育(6)

ｼﾊﾞﾀ ﾒｲ
 2812 寺澤 純香(6)

ﾃﾗｻﾜ ｽﾐｶ
 2814 向山 芽美(6)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ
 6   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A) 2878 細田 祐華(6)    59.79 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳA ﾎｿﾀﾞ ﾕｳｶ
 2881 菅沼 美風(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ
 2879 熊谷 真緒(6)

ｸﾏｶﾞｲ ﾏｵ
 2880 宮澤 風香(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｳｶ
  3 三郷小  2469 入江 帆奈美(6)

ﾐｻﾄｼｮｳ ｲﾘｴ ﾎﾅﾐ 失格
 2468 中島 真緒(6) R1(1-2 3-4

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｵ
 2467 川口 希美(6)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ
 2466 滝澤 舞奈(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲﾅ
  8 水明AC(A)  2085 高橋 千尋(6)

ｽｲﾒｲACA ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 失格
 2084 饗場 玲衣(6) R1(3-4)

ｱｲﾊﾞ ﾚｲ
 2088 川多 里穂(6)

ｶﾜﾀ ﾘﾎ
 2079 井上 陽香(6)

ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ

決勝

小学女子

4×100m



決勝 6月26日 12:00

長野県小学生(ER)                 1.35 小松　美菜                   木島平南部       1997/08/30  
有賀　楓子                   西春近北         2005/08/27  

大会記録(GR)                     1.35 

1m28
勝野 瞳菜(6) - - - - o o o o xxx x
ｶﾂﾉ ﾐﾅ 大町東小 o
白倉 優子(6) - o o o o o o o xxx x
ｼﾗｸﾗ ﾕｳｺ 豊科東小 x
奥田 藍美(6) - - - o o o xo o xxx
ｵｸﾀﾞ ｱｲﾐ 宮田
小澤 紀香(6) - - - - o o o xo xxx
ｵｻﾞﾜ ﾉﾘｶ 辰野西
松﨑 美優(6) - - - o xo o xo xo xxx
ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾕｳ 西箕輪AC
中澤 毬乃(6) - - - o o o o xxx
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 四賀小
富田 愛美(6) - - o o o xo xxo xxx
ﾄﾐﾀ ﾏﾅﾐ 塩尻西小
小林 美湖(6) o o o o o xo xxo xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｺ 川上第二小
鈴木 優梨香(5) o o o o o o xxx
ｽｽﾞｷ ﾕﾘｶ 伊那東
箱田 唯(6) o o o o o o xxx
ﾊｺﾀﾞ ﾕｲ 中塩田小
本多 葵(6) - - o o o o xxx
ﾎﾝﾀﾞ ｱｵｲ 永明小
赤羽 菜々実(5) - o o o o xo xxx
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 三郷小
小宮山 しおり(6) o o o o o xxo xxx
ｺﾐﾔﾏ ｼｵﾘ 中塩田小
酒井 智香(6) - - o o xo xxo xxx
ｻｶｲ  ﾁｶ 宮田
南沢 唯(6) o o xo o xxo xxo xxx
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｲ 大町西小
伊藤 鈴夏(6) o o o o o xxx
ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 富草小
南澤 英里子(6) o o o xo o xxx
ﾐﾅﾐｻﾜ ｴﾘｺ 美南ｶﾞ丘小
荒川 菜緒(5) o o o o xo xxx
ｱﾗｶﾜ ﾅｵ 大町西小
松村 明奈(6) o o o o xo xxx
ﾏﾂﾑﾗ  ｱｷﾅ 野沢温泉
五十嵐 悠実(6) o o o o xxo xxx
ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾐ 中塩田小
岩 亜里紗(6) o o o o xxx
ｲﾜ ｱﾘｻ 美南ｶﾞ丘小
上條 みなみ(6) - - o o xxx
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ 芝沢小
熊谷 瑞希(6) o o o o xxx
ｸﾏｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ 富草小
井出澤 茉歩(6) o o xo o xxx
ｲﾃﾞｻﾞﾜ ﾏﾎ 南牧南小
土屋 実優(6) - o xxo o xxx
ﾂｲﾔ ﾐﾕ 軽井沢中部小
松下 泉(5) o o o xo xxx
ﾏﾂｼﾀ ｲｽﾞﾐ 富草小
鈴木 岳葉(5) o o o xo xxx
ｽｽﾞｷ ﾀｹﾊ 城北小
荒川 未菜子(6) - xo o xo xxx
ｱﾗｶﾜ ﾐﾅｺ 軽井沢中部小
佐藤 未希(6) - o o xxo xxx
ｻﾄｳ ﾐｷ 白馬南小
中田 智巳(6) - o xo xxo xxx
ﾅｶﾀ ﾄﾓﾐ 白馬南小
山﨑 結夏(6) xo xxo o xxo xxx
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾕｳﾅ 野沢温泉
小山 日美稀(6) o o o xxx
ｺﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 南牧南小
佐藤亜美佳(5) o o xxo xxx
ｻﾄｳｱﾐｶ 浅科AC
遠藤 ゆめ乃(6) o o xxx
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾒﾉ 川上第二小
中野 莉花(6) xo xxo xxx
ﾅｶﾉ ﾘﾅ 芝沢小

小学女子

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 1m30

1 34  2573

記録

3 36  2820
 1.25

 1.28

2 37  2483
 1.25

5 32  2803
 1.25

4 35  2771
 1.25

7 28  2533
 1.20

6 33  2724
 1.20

9 23  2797
 1.15

7 31  2100
 1.20

9 30  2696
 1.15

9 25  2188
 1.15

13 27  2180
 1.15

12 29  2461
 1.15

15 13  2564
 1.15

14 18  2821
 1.15

17 22  2147
 1.10

16 17  2903
 1.10

18 26  2341
 1.10

18 21  2563
 1.10

21 10  2137
 1.05

20 14  2177
 1.10

21 19  2902
 1.05

21 16  2650
 1.05

25 9  2042
 1.05

24 8  2119
 1.05

26 24  2733
 1.05

26 12  2904
 1.05

29 15  2601
 1.05

28 20  2037
 1.05

31 11  2340
 1.05

30 7  2602
 1.05

33 1  2106
 1.00

32 5  2122
 1.00

35 2  2651
 0.95

34 6  2097
 0.95



1m28
松岡 里穂(5) xo xxx
ﾏﾂｵｶ ﾘﾎ 芳川小
山本 明里(6) 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 山ﾉ内東

小学女子

走高跳

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

 0.90
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決勝 (1,2組) 6月26日 12:00

長野県小学生(ER)                 4.50 宮本　由紀                   飯山市           1988/10/30  
椎名　昌美                   座光寺           1992/06/28  

大会記録(GR)                     4.50 

[ 1組]
３回の
最高記録

青木 七海(6)  4.28  4.35  4.36   4.36    4.36 
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 芳川小  +2.3  -1.0  +0.3   +0.3    +0.3
清水 千亜紀(6)   x   x  3.99   3.99    3.99 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC  -1.0  -0.4  -1.7   -1.7    -1.7
西野入 萌利(6)  3.49  3.89  3.06   3.89    3.89 
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ 更級  -1.7  -1.0  -0.3   -1.0    -1.0
木内 麻衣子(6)  3.61  3.66  3.85   3.85    3.85 
ｷｳﾁ ﾏｲｺ 望月AC  -1.4  -3.2  +0.5   +0.5    +0.5
井出 真斗佳(6)  3.58  3.79  3.57   3.79    3.79 
ｲﾃﾞ ﾏﾄﾞｶ 上田西小  -1.7  -0.8  -1.6   -0.8    -0.8
山口 舞華(5)  3.59  3.69  3.76   3.76    3.76 
ﾔﾏｸﾞﾁﾏｲｶ 富県  +1.7  -1.9  -1.6   -1.6    -1.6
宮原 智美(6)  3.76  3.46  3.63   3.76    3.76 
ﾐﾔﾊﾞﾗ  ﾄﾓﾐ 坂城JAC  -2.0  -2.7  +0.5   -2.0    -2.0
藤森 優衣(6)  3.54  3.63  3.75   3.75    3.75 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ 湖南小  -1.8  -0.7  +1.9   +1.9    +1.9
井口 咲(6)  3.74  3.65   x   3.74    3.74 
ｲｸﾞﾁ ｻｷ 岡谷小  +0.7  -1.0  +0.8   +0.7    +0.7
澤口 瑠七(6)  3.45  3.60  3.74   3.74    3.74 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾙﾅ 開田小  -2.4  -1.9  -1.0   -1.0    -1.0
小林 直央(6)  3.47  3.64  3.65   3.65    3.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 穂高北小  -2.3  -1.8  -0.1   -0.1    -0.1
久保田 樺乃(6)  3.64  3.18  3.57   3.64    3.64 
ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ 朝日小  +2.5  -0.9  -1.1   +2.5    +2.5
関 彩夏(5)  3.49  3.64  3.46   3.64    3.64 
ｾｷ ｱﾔｶ 長沼  -2.3  +2.4  -1.8   +2.4    +2.4
仲條 和乃(6)  3.60  3.35  3.61   3.61    3.61 
ﾅｶｼﾞｮｳ  ｶﾉ 飯山  +2.6  -2.3  +0.7   +0.7    +0.7
小澤 由衣(6)  3.60  3.40  3.49   3.60    3.60 
ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 二子小  +1.6  +1.2  +0.1   +1.6    +1.6
茅野 萌絵(6)  3.59  3.46  3.45   3.59    3.59 
ﾁﾉ ﾓｴ 穂高南小  -0.7  +0.1  -1.4   -0.7    -0.7
中島 涼香(6)  3.59  3.15  3.34   3.59    3.59 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 南相木小  +0.3  -4.1  +2.0   +0.3    +0.3
栁澤 唯月(5)  3.49  3.29  3.58   3.58    3.58 
ﾔﾏｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ 小井川小  -1.8  -0.8  +0.2   +0.2    +0.2
樋口 花梨(5)  3.38  3.58   x   3.58    3.58 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 三郷小  -1.1  +1.7  +1.7   +1.7    +1.7
加藤 詩萌(6)  2.92   x  3.50   3.50    3.50 
ｶﾄｳ  ｼﾎ 長野市陸上教  -0.2  -2.4  +1.7   +1.7    +1.7
田村 真尋(6)  3.49  2.99  3.26   3.49    3.49 
ﾀﾑﾗ ﾏﾋﾛ 南相木小  -2.1  +1.1  -2.0   -2.1    -2.1
元田 彩葉(5)  3.21  3.35  3.44   3.44    3.44 
ﾓﾄﾀﾞ ｻﾖ 栗ｶﾞ丘  -0.8  +1.7  +2.1   +2.1    +2.1
野﨑 まどか(6)  3.40  3.17   x   3.40    3.40 
ﾉｻﾞｷ  ﾏﾄﾞｶ 野沢温泉  -0.6  -0.7  -3.2   -0.6    -0.6
綿貫 あや(5)  3.33  3.32  3.37   3.37    3.37 
ﾜﾀﾇｷ ｱﾔ 美篶  +2.5  -1.0  -0.7   -0.7    -0.7
藤田 夏奈(6)  3.21   x   x   3.21    3.21 
ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ 佐久東小  -1.7  +0.1  -0.3   -1.7    -1.7
黒川 涼音(6)   x  3.20  3.14   3.20    3.20 
ｸﾛｶﾜ ｽｽﾞﾈ 城山  -2.0  +0.8  -0.6   +0.8    +0.8
小林 さくら(5)   x  2.98  2.81   2.98    2.98 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｻｸﾗ 小川  +0.5  -0.2  -0.8   -0.2    -0.2
金 成美(5)  2.86  2.92   x   2.92    2.92 
ｷﾝ ﾅﾙﾐ 富草小  +0.7  -1.0  +0.9   -1.0    -1.0
佐々木 優果(5)  2.75   x  2.68   2.75    2.75 
ｻｻｷ ﾕｳｶ 富草小  -0.6  +2.2
福司 彩乃(6) 欠場
ﾌｸｼ ｱﾔﾉ 南牧南小

小学女子

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 27  2670

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

2 30  2150

3 26  2290

4 28  2152

5 20  2170

6 10  2805

7 29  2249

8 24  2715

9 23  2697

10 12  2639

11 21  2477

12 14  2615

13 3  2357

14 9  2374

15 16  2667

16 15  2475

17 11  2117

18 22  2727

19 17  2462

20 8  2312

21 19  2118

22 4  2301

23 5  2342

24 13  2807

25 18  2060

26 6  2361

27 2  2289

25  2124

28 7  2905

29 1  2906



[ 2組]
３回の
最高記録

土屋 かなめ(6)  4.02  4.18  3.64   4.18    4.18 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC  +0.4  +2.3  -0.2   +2.3    +2.3
竹内 瑞喜(6)  3.71  3.93  4.02   4.02    4.02 
ﾀｹｳﾁ  ﾐｽﾞｷ 坂城JAC  +0.1  -0.8  -0.6   -0.6    -0.6
瀬在 理沙(6)   x  3.99  4.00   4.00    4.00 
ｾｻﾞｲ ﾘｻ 上田西小  +0.1  +2.5  -0.2   -0.2    -0.2
永渡 彩加(6)   x  3.92   x   3.92    3.92 
ﾅｶﾞﾜﾀﾘ  ｱﾔｶ 坂城JAC  +0.9  -1.6  -1.3   -1.6    -1.6
名取 奈々海(6)  3.90  3.40  3.32   3.90    3.90 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明小  +0.5  +1.7  -2.1   +0.5    +0.5
荒井 葵凪(6)  3.83  3.83   x   3.83    3.83 
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 広丘小  +0.5  -0.5  -1.8   -0.5    -0.5
古平 梨音(6)  3.64  3.70  3.71   3.71    3.71 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｵﾝ 森上  +1.4  +2.3  +1.5   +1.5    +1.5
佐原 詩織(6)  3.51  3.67  3.63   3.67    3.67 
ｻﾊﾗ ｼｵﾘ 川上第二小  +0.7  -0.5  -3.0   -0.5    -0.5
栗空 実穂(5)  3.66  3.63  3.62   3.66    3.66 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 王滝小  -1.6  +0.5  +1.7   -1.6    -1.6
宮本 杏樹(6)   x  3.39  3.66   3.66    3.66 
ﾐﾔﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 長地小  +1.3  -3.6  -0.4   -0.4    -0.4
宮澤 希(6)  3.53  3.60  3.43   3.60    3.60 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 箕輪中部  -2.3  +1.0  -1.1   +1.0    +1.0
塩野入可奈(6)  3.49  3.36  3.55   3.55    3.55 
ｼｵﾉｲﾘ ｶﾅ 中込小  -1.7  -4.5  -3.7   -3.7    -3.7
森永 歩野(6)  3.55  3.34   x   3.55    3.55 
ﾓﾘﾅｶﾞ ｱﾕﾉ 北安松川小  -0.9  -1.7  +1.6   -0.9    -0.9
小林 想(5)  3.09  3.49  3.28   3.49    3.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 塩尻西小  +1.2  -0.4  -2.3   -0.4    -0.4
内山 ﾋｶﾙ(6)  3.20  3.29  3.44   3.44    3.44 
ｳﾁﾔﾏ ﾋｶﾙ 穂高北小  +2.0  -1.0  -2.7   -2.7    -2.7
北澤 佑妃乃(6)  2.85  3.44  3.15   3.44    3.44 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 八坂小  +1.3  -0.3  -0.9   -0.3    -0.3
宮崎 涼花(6)  3.37  3.42  3.31   3.42    3.42 
ﾐﾔｻﾞｷ ｽｽﾞｶ 大野川小  +1.2  -2.2  -2.0   -2.2    -2.2
住友 優香(6)  3.42   x  3.33   3.42    3.42 
ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｶ 小諸東小  -1.8  +0.3  +1.1   -1.8    -1.8
中沢 菜月(6)   x  3.40  3.36   3.40    3.40 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 美篶  -0.6  -1.5  -3.1   -1.5    -1.5
渡邊 奈々(6)  3.18  3.36   x   3.36    3.36 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ 小海小  +1.2  -0.1  -0.6   -0.1    -0.1
宮原 美紗(6)  3.09   x  3.35   3.35    3.35 
ﾐﾔﾊﾗ ﾐｻ 美篶  +0.8  -1.1  +1.3   +1.3    +1.3
中村 咲貴(5)  3.09  3.20  3.25   3.25    3.25 
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ ｽﾎﾟｺﾐ東北  -0.9  +0.5  -2.4   -2.4    -2.4
井出 女由(6)  3.14  3.18  3.25   3.25    3.25 
ｲﾃﾞ  ﾐﾕ 小海小  +0.9  -1.1  -2.0   -2.0    -2.0
内川 あずみ(5)   x  3.12  3.21   3.21    3.21 
ｳﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ 堀金小  -0.2  +1.4  -1.9   -1.9    -1.9
北野 緋菜(5)  3.04  2.95  3.14   3.14    3.14 
ｷﾀﾉ ﾋﾅ 大下條小  +1.9  -0.5  +0.5   +0.5    +0.5
高橋 日和(5)  3.06  3.13  3.01   3.13    3.13 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 長丘  -1.3  -0.6  +3.1   -0.6    -0.6
小宮山 花恵(6)  3.05  2.70  3.00   3.05    3.05 
ｺﾐﾔﾏ ｶｴ 八千穂小  -1.7  -2.8  -1.8   -1.7    -1.7
兼宗 遥(6)  2.93  2.76  2.66   2.93    2.93 
ｶﾈﾑﾈ ﾊﾙｶ 天龍小  -1.0  +0.1  -0.1   -1.0    -1.0
熊谷 美月(5) 欠場
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾂｷ 天龍小

小学女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考

1 24  2151

-4- -5- -6- 記録

2 26  2247

3 27  2172

4 29  2248

5 25  2695

6 22  2542

7 21  2329

8 23  2099

9 10  2514

10 4  2743

11 28  2775

12 13  2111

13 20  2607

14 12  2534

15 16  2478

16 11  2606

17 17  2658

18 15  2072

19 7  2809

20 18  2066

21 9  2808

22 6  2394

23 8  2063

24 19  2501

25 2  2894

26 1  2280

27 14  2134

28 5  2899

3  2900



P. 19

長野県小学生(ER)                 4.50 宮本　由紀                   飯山市           1988/10/30  
椎名　昌美                   座光寺           1992/06/28  

大会記録(GR)                     4.50 

青木 七海(6) 芳川小
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ ﾖｼｶﾜｼｮｳ
土屋 かなめ(6) 望月AC
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ
竹内 瑞喜(6) 坂城JAC
ﾀｹｳﾁ  ﾐｽﾞｷ ｻｶｷｼﾞｪｰｴｰｼｰ
瀬在 理沙(6) 上田西小
ｾｻﾞｲ ﾘｻ ﾆｼｼｮｳ
清水 千亜紀(6) 望月AC
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ
永渡 彩加(6) 坂城JAC
ﾅｶﾞﾜﾀﾘ  ｱﾔｶ ｻｶｷｼﾞｪｰｴｰｼｰ
名取 奈々海(6) 永明小
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ ｴｲﾒｲｼｮｳ
西野入 萌利(6) 更級
ﾆｼﾉｲﾘ ﾓｴﾘ ｻﾗｼﾅ
木内 麻衣子(6) 望月AC
ｷｳﾁ ﾏｲｺ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ
荒井 葵凪(6) 広丘小
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ ﾋﾛｵｶｼｮｳ
井出 真斗佳(6) 上田西小
ｲﾃﾞ ﾏﾄﾞｶ ﾆｼｼｮｳ
山口 舞華(5) 富県
ﾔﾏｸﾞﾁﾏｲｶ ﾄﾐｶﾞﾀ
宮原 智美(6) 坂城JAC
ﾐﾔﾊﾞﾗ  ﾄﾓﾐ ｻｶｷｼﾞｪｰｴｰｼｰ
藤森 優衣(6) 湖南小
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ ｺﾅﾐｼｮｳ
井口 咲(6) 岡谷小
ｲｸﾞﾁ ｻｷ ｵｶﾔｼｮｳ
澤口 瑠七(6) 開田小
ｻﾜｸﾞﾁ ﾙﾅ ｶｲﾀﾞｼｮｳ
古平 梨音(6) 森上
ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｵﾝ ﾓﾘｳｴ
佐原 詩織(6) 川上第二小
ｻﾊﾗ ｼｵﾘ ｶﾜﾆｼｮｳ
栗空 実穂(5) 王滝小
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ ｵｳﾀｷｼｮｳ
宮本 杏樹(6) 長地小
ﾐﾔﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ ｵｻﾁｼｮｳ
小林 直央(6) 穂高北小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ ﾎﾀｶｷﾀ
久保田 樺乃(6) 朝日小
ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ ｱｻﾋｼｮｳ
関 彩夏(5) 長沼
ｾｷ ｱﾔｶ ﾅｶﾞﾇﾏ
仲條 和乃(6) 飯山
ﾅｶｼﾞｮｳ  ｶﾉ ｲｲﾔﾏ
宮澤 希(6) 箕輪中部
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ
小澤 由衣(6) 二子小
ｵｻﾞﾜ ﾕｲ ﾌﾀｺﾞｼｮｳ
茅野 萌絵(6) 穂高南小
ﾁﾉ ﾓｴ ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ
中島 涼香(6) 南相木小
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
栁澤 唯月(5) 小井川小
ﾔﾏｷﾞｻﾜ ﾕﾂﾞｷ ｵｲｶﾜｼｮｳ
樋口 花梨(5) 三郷小
ﾋｸﾞﾁ ｶﾘﾝ ﾐｻﾄｼｮｳ
塩野入可奈(6) 中込小
ｼｵﾉｲﾘ ｶﾅ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ
森永 歩野(6) 北安松川小
ﾓﾘﾅｶﾞ ｱﾕﾉ ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜｼｮｳ
加藤 詩萌(6) 長野市陸上教
ｶﾄｳ  ｼﾎ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
小林 想(5) 塩尻西小
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
田村 真尋(6) 南相木小
ﾀﾑﾗ ﾏﾋﾛ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ   -2.1
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1-19

31 2111   3.49   3.55
  -1.1

  3.58
  +1.7

   x
  +1.7

  +0.2
1-18

30 2462   3.38   3.58
  -1.8

  3.29
  -0.8

  3.58
  +0.2

  +0.3
1-17

29 2727   3.49   3.58
  +0.3

  3.15
  -4.1

  3.34
  +2.0

  -0.7
1-16

28 2117   3.59   3.59
  -0.7

  3.46
  +0.1

  3.45
  -1.4

  +1.6
1-15

27 2475   3.59   3.59
  +1.6

  3.40
  +1.2

  3.49
  +0.1

  +1.0
2-11

26 2667   3.60   3.60
  -2.3

  3.60
  +1.0

  3.43
  -1.1

  +0.7
1-14

25 2775   3.53   3.60
  +2.6

  3.35
  -2.3

  3.61
  +0.7

  +2.4
1-13

24 2374   3.60   3.61
  -2.3

  3.64
  +2.4

  3.46
  -1.8

  +2.5
1-12

23 2357   3.49   3.64
  +2.5

  3.18
  -0.9

  3.57
  -1.1

  -0.1
1-11

22 2615   3.64   3.64
  -2.3

  3.64
  -1.8

  3.65
  -0.1

  -0.4
2-10

21 2477   3.47   3.65
  +1.3

  3.39
  -3.6

  3.66
  -0.4

  -1.6
2- 9

20 2743    x   3.66
  -1.6

  3.63
  +0.5

  3.62
  +1.7

  -0.5
2- 8

19 2514   3.66   3.66
  +0.7

  3.67
  -0.5

  3.63
  -3.0

  +1.5
2- 7

18 2099   3.51   3.67
  +1.4

  3.70
  +2.3

  3.71
  +1.5

  -1.0
1-10

17 2329   3.64   3.71
  -2.4

  3.60
  -1.9

  3.74
  -1.0

  +0.7
1- 9

16 2639   3.45   3.74
  +0.7

  3.65
  -1.0

   x
  +0.8

  +1.9
1- 8

15 2697   3.74   3.74
  -1.8

  3.63
  -0.7

  3.75
  +1.9

  -2.0
1- 7

14 2715   3.54   3.75
  -2.0

  3.46
  -2.7

  3.63
  +0.5

  -1.6
1- 6

13 2249   3.76   3.76
  +1.7

  3.69
  -1.9

  3.76
  -1.6

  -0.8
1- 5

12 2805   3.59   3.76
  -1.7

  3.79
  -0.8

  3.57
  -1.6

  -0.5
2- 6

11 2170   3.58   3.79
  +0.5

  3.83
  -0.5

   x
  -1.8

  +0.5
1- 4

10 2542   3.83   3.83
  -1.4

  3.66
  -3.2

  3.85
  +0.5

  -1.0
1- 3

9 2152   3.61   3.85
  -1.7

  3.89
  -1.0

  3.06
  -0.3

  +0.5
2- 5

8 2290   3.49   3.89
  +0.5

  3.40
  +1.7

  3.32
  -2.1

  -1.6
2- 4

7 2695   3.90   3.90
  +0.9

  3.92
  -1.6

   x
  -1.3

  -1.7
1- 2

6 2248    x   3.92
  -1.0

   x
  -0.4

  3.99
  -1.7

  -0.2
2- 3

5 2150    x   3.99
  +0.1

  3.99
  +2.5

  4.00
  -0.2

  -0.6
2- 2

4 2172    x   4.00
  +0.1

  3.93
  -0.8

  4.02
  -0.6

  +2.3
2- 1

3 2247   3.71   4.02
  +0.4

  4.18
  +2.3

  3.64
  -0.2

1- 1

2 2151   4.02   4.18

記録 組順

  +2.3
  4.35
  -1.0

  4.36
  +0.3   +0.3

-３- -４- 備考

1 2670   4.28   4.36

-５- -６-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

競技結果        小学女子        走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

下川泰秀
竹内秀樹

2011/06/26 15:55

第28回長野県小学生陸上競技大会
主催：長野陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、長野県教育委員会、安藤スポーツ食文化財団、信濃毎日新聞社
協賛：日清食品株式会社

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成23年6月26日（日）
会場：県松本平広域公園陸上競技場
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競技結果        小学女子        走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

下川泰秀
竹内秀樹

2011/06/26 15:55

第28回長野県小学生陸上競技大会
主催：長野陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、長野県教育委員会、安藤スポーツ食文化財団、信濃毎日新聞社
協賛：日清食品株式会社

元田 彩葉(5) 栗ｶﾞ丘
ﾓﾄﾀﾞ ｻﾖ ｸﾘｶﾞｵｶ
内山 ﾋｶﾙ(6) 穂高北小
ｳﾁﾔﾏ ﾋｶﾙ ﾎﾀｶｷﾀ
北澤 佑妃乃(6) 八坂小
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷﾉ ﾔｻｶｼｮｳ
宮崎 涼花(6) 大野川小
ﾐﾔｻﾞｷ ｽｽﾞｶ ｵｵﾉｶﾞﾜｼｮｳ
住友 優香(6) 小諸東小
ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｶ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｼｮｳ
中沢 菜月(6) 美篶
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ ﾐｽｽﾞ
野﨑 まどか(6) 野沢温泉
ﾉｻﾞｷ  ﾏﾄﾞｶ ﾉｻﾞﾜｵﾝｾﾝ
綿貫 あや(5) 美篶
ﾜﾀﾇｷ ｱﾔ ﾐｽｽﾞ
渡邊 奈々(6) 小海小
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ ｺｳﾐｼｮｳ
宮原 美紗(6) 美篶
ﾐﾔﾊﾗ ﾐｻ ﾐｽｽﾞ
中村 咲貴(5) ｽﾎﾟｺﾐ東北
ﾅｶﾑﾗ ｻｷ ｽﾎﾟｺﾐﾄｳﾎｸ
井出 女由(6) 小海小
ｲﾃﾞ  ﾐﾕ ｺｳﾐｼｮｳ
内川 あずみ(5) 堀金小
ｳﾁｶﾜ ｱｽﾞﾐ ﾎﾘｶﾞﾈｼｮｳ
藤田 夏奈(6) 佐久東小
ﾌｼﾞﾀ ｶﾅ ｻｸﾋｶﾞｼｼｮｳ
黒川 涼音(6) 城山
ｸﾛｶﾜ ｽｽﾞﾈ ｼﾞｮｳﾔﾏ
北野 緋菜(5) 大下條小
ｷﾀﾉ ﾋﾅ ｵｵｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ
高橋 日和(5) 長丘
ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ ﾅｶﾞｵｶ
小宮山 花恵(6) 八千穂小
ｺﾐﾔﾏ ｶｴ ﾔﾁﾎｼｮｳ
小林 さくら(5) 小川
ｺﾊﾞﾔｼ  ｻｸﾗ ｵｶﾞﾜ
兼宗 遥(6) 天龍小
ｶﾈﾑﾈ ﾊﾙｶ ﾃﾝﾘｭｳｼｮｳ
金 成美(5) 富草小
ｷﾝ ﾅﾙﾐ ﾄﾐｸｻｼｮｳ
佐々木 優果(5) 富草小
ｻｻｷ ﾕｳｶ ﾄﾐｸｻｼｮｳ
福司 彩乃(6) 南牧南小 欠場
ﾌｸｼ ｱﾔﾉ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
熊谷 美月(5) 天龍小 欠場
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾂｷ ﾃﾝﾘｭｳｼｮｳ

2-  

1-  

2900

1-29

2124

   x
  -0.6

  2.68
  +2.2

  -1.0
1-28

57 2906   2.75   2.75
  +0.7

  2.92
  -1.0

   x
  +0.9

  -1.0
2-28

56 2905   2.86   2.92
  -1.0

  2.76
  +0.1

  2.66
  -0.1

  -0.2
1-27

55 2899   2.93   2.93
  +0.5

  2.98
  -0.2

  2.81
  -0.8

  -1.7
2-27

54 2289    x   2.98
  -1.7

  2.70
  -2.8

  3.00
  -1.8

  -0.6
2-26

53 2134   3.05   3.05
  -1.3

  3.13
  -0.6

  3.01
  +3.1

  +0.5
2-25

52 2280   3.06   3.13
  +1.9

  2.95
  -0.5

  3.14
  +0.5

  +0.8
1-26

51 2894   3.04   3.14
  -2.0

  3.20
  +0.8

  3.14
  -0.6

  -1.7
1-25

50 2361    x   3.20
  -1.7

   x
  +0.1

   x
  -0.3

  -1.9
2-24

49 2060   3.21   3.21
  -0.2

  3.12
  +1.4

  3.21
  -1.9

  -2.0
2-23

48 2501    x   3.21
  +0.9

  3.18
  -1.1

  3.25
  -2.0

  -2.4
2-22

47 2063   3.14   3.25
  -0.9

  3.20
  +0.5

  3.25
  -2.4

  +1.3
2-21

46 2394   3.09   3.25
  +0.8

   x
  -1.1

  3.35
  +1.3

  -0.1
2-20

45 2808   3.09   3.35
  +1.2

  3.36
  -0.1

   x
  -0.6

  -0.7
1-24

44 2066   3.18   3.36
  +2.5

  3.32
  -1.0

  3.37
  -0.7

  -0.6
1-23

43 2807   3.33   3.37
  -0.6

  3.17
  -0.7

   x
  -3.2

  -1.5
2-19

42 2342   3.40   3.40
  -0.6

  3.40
  -1.5

  3.36
  -3.1

  -1.8
2-18

41 2809    x   3.40
  -1.8

   x
  +0.3

  3.33
  +1.1

  -2.2
2-17

40 2072   3.42   3.42
  +1.2

  3.42
  -2.2

  3.31
  -2.0

  -0.3
2-16

39 2658   3.37   3.42
  +1.3

  3.44
  -0.3

  3.15
  -0.9

  -2.7
2-15

38 2606   2.85   3.44
  +2.0

  3.29
  -1.0

  3.44
  -2.7

1-22

37 2478   3.20   3.44

記録 組順

  -0.8
  3.35
  +1.7

  3.44
  +2.1   +2.1

-３- -４- 備考

36 2301   3.21   3.44

-５- -６-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成23年6月26日（日）
会場：県松本平広域公園陸上競技場



決勝 (1,2組) 6月26日 11:30

長野県小学生(ER)                59.63 島田　美菜                   七二会           2006        
大会記録(GR)                    55.63 

[ 1組]
３回の
最高記録

西村 華鈴(6)
ﾆｼﾑﾗ ｶﾘﾝ 清野F
志水 姫香(6)
ｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ 開田小
遠山 雅(6)
ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ 阿智村RC
赤塚 春奈(6)
ｱｶﾂｶ ﾊﾙﾅ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
富田 亜里珠(6)
ﾄﾐﾀ ｱﾘｽ 清野F
石川 園果(6)
ｲｼｶﾜ ｿﾉｶ 島内小
原 菜々子(6)
ﾊﾗ ﾅﾅｺ 宗賀小
松田 いづみ(6)
ﾏﾂﾀﾞ ｲﾂﾞﾐ 大町東小
山浦 舞香(6)
ﾔﾏｳﾗ ﾏｲｶ 美南ｶﾞ丘小
関 聖香理(6)
ｾｷ ﾋｶﾘ 共和
村山 涼華(5)
ﾑﾗﾔﾏ ｽｽﾞｶ 富草小
今井 るみな(6)
ｲﾏｲ ﾙﾐﾅ 湖南小
宮下 春花(6)
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｶ 松川中央小
上原 由菜(6)
ｳｴﾊﾗ ﾕﾅ 清野F
中島 姫奈(6)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾅ 南相木小
山田 茅佳子(5)
ﾔﾏﾀﾞ  ﾁｶｺ 朝陽
古原 悠日(6)
ﾌﾙﾊﾗ ﾕｳｶ 川上第二小
伊東 真輝(6)
ｲﾄｳ  ﾏｷ 高遠
富井 雪奈(6)
ﾄﾐｲ  ﾕｷﾅ 野沢温泉
阿部 唯奈(5)
ｱﾍﾞ  ﾕｲﾅ 清野F
飯島 沙耶香(6)
ｲｲｼﾞﾏ ｻﾔｶ 清野F
井上 みずき(5)
ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 小海小
海野 優奈(6)
ｳﾐﾉ ﾕｳﾅ 城南小
月岡詩織(5)
ﾂｷｵｶｼｵﾘ 岸野小
真島 智夏(5)
ﾏｼﾏ ﾁﾅﾂ 清野F
髙見澤 花(6) 欠場
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ 南牧南小
関 茜音(6) 欠場
ｾｷ ｱｶﾈ 湖南小

 271413

 20.14   20.14

5  2125

25 2  2277
 20.14    o    o

   o   26.39  26.39 

  29.60  29.60 

24 1  2015
   o  26.39

23 3  2729
   o  29.60    o

   o   30.21  30.21 

  31.27  31.27 

22 4  2064
 30.21    x

21 11  2273
 31.27    o    o

   o   31.43  31.43 

  32.78  32.78 

20 8  2278
   o  31.43

19 7  2343
   o  32.78    o

   o   33.20  33.20 

  33.22  33.22 

18 18  2817
   o  33.20

17 12  2098
   o  33.22    o

   o   33.41  33.41 

  34.82  34.82 

16 6  2255
 33.41    o

15 17  2116
   o    o  34.82

 35.00   35.00  35.00 

  36.56  36.56 

14 14  2275
   o    o

13 9  2873
   o  36.56    o

   o   37.79  37.79 

  38.04  38.04 

12 10  2713
   o  37.79

11 15  2901
   o    o  38.04

   o   39.04  39.04 

  39.40  39.40 

10 19  2388
 39.04    o

9 23  2141
   x  39.40    o

   o   39.58  39.58 

  39.92  39.92 

8 21  2574
 39.58    o

7 20  2549
 39.92    o    o

   o   40.44  40.44 

  41.16  41.16 

6 24  2665
 40.44    o

5 16  2272
   o  41.16    o

 41.43   41.43  41.43 

  43.04  43.04 

4 26  2614
   o    o

3 22  2855
   o    o  43.04

 43.92   43.92  43.92 

  55.07  55.07 

2 25  2515
   o    o

1 27  2276
   o  55.07    o

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学女子

ﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



[ 2組]
３回の
最高記録

飯島 澄香(5)
ｲｲｼﾞﾏ ｽﾐｶ 城北小
小林 南美(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ 共和
中嶋 菜南子(6)
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾅﾅｺ 青木島
林 華穂(6)
ﾊﾔｼ ｶﾎ 西箕輪AC
林 美咲(6)
ﾊﾔｼ ﾐｻｷ 清野F
森本 紗世(6)
ﾓﾘﾓﾄ ｻﾖ 中川西
山口 なつき(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 美篶
浦野 美帆(6)
ｳﾗﾉ ﾐﾎ 小山
飯島 江莉香(5)
ｲｲｼﾞﾏ ｴﾘｶ 清野F
上原 詩菜乃(6)
ｳｴﾊﾗ ｼﾅﾉ 清野F
長内 里紅(6)
ｵｻﾅｲ ﾘｸ 白馬AC
山上琴未(5)
ﾔﾏｶﾞﾐｺﾄﾐ 中川東
小松 瑠維子(5)
ｺﾏﾂ ﾙｲｺ 城南小
三井 咲都(6)
ﾐﾂｲ ｻﾄ 南牧南小
中村 公香(6)
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 朝日小
中山 珠緒(5)
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾏｵ 池田小
吉川 友菜(6)
ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾅ 松川中央小
小山桜利奈(6)
ｺﾔﾏ  ｻﾘﾅ 清内路小
林 ひかり(6)
ﾊﾔｼ ﾋｶﾘ 川上第二小
山田 彩加(6)
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 朝日小
松田 夏音(5)
ﾏﾂﾀﾞ ｶｵﾝ 会染小
依田 葉純(6)
ﾖﾀﾞ ﾊｽﾐ 南相木小
草間 美月(5)
ｸｻﾏ ﾐﾂﾞｷ 塩尻西小
中島 彩乃(6)
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 南相木小
新津 恋美(5)
ﾆｲﾂ ﾚﾐ 小海小
山本 夏希(6) 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ 大町東小

8  2575

   o   21.55  21.55 

  26.65  26.65 

25 2  2065
 21.55    x

24 1  2115
 26.65    o    o

   x   27.01  27.01 

  28.09  28.09 

23 11  2536
 27.01    o

22 4  2114
   o    o  28.09

 29.61   29.61  29.61 

  30.38  30.38 

21 3  2558
   o    o

20 6  2617
 30.38    o    o

 30.61   30.61  30.61 

  31.29  31.29 

19 5  2102
   o    o

18 18  2890
 31.29    o    o

   o   32.01  32.01 

  33.54  33.54 

17 10  2872
   o  32.01

16 7  2594
   o    o  33.54

   o   33.69  33.69 

  35.03  35.03 

15 12  2616
   o  33.69

14 9  2121
   o    o  35.03

   o   36.80  36.80 

  37.46  37.46 

13 14  2731
 36.80    o

12 17  2839
 37.46    o    o

   o   37.82  37.82 

  38.15  38.15 

11 15  2600
   o  37.82

10 19  2274
   o  38.15    o

 38.75   38.75  38.75 

  40.43  40.43 

9 16  2279
   o    o

8 21  2257
 40.43    o    o

 41.21   41.21  41.21 

  43.45  43.45 

7 22  2806
   o    x

6 13  2837
   o  43.45    o

 43.63   43.63  43.63 

  44.89  44.89 

5 26  2271
   o    x

4 24  2802
   o  44.89    o

   o   45.76  45.76 

  50.49  50.49 

3 20  2262
   o  45.76

2 25  2387
   x  50.49    o

 52.48   52.48  52.48 

-4- -5- -6- 記録 備考

1 23  2732
   o    o

ﾎﾞｰﾙ投

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

小学女子
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長野県小学生(ER)                59.63 島田　美菜                   七二会           2006        
大会記録(GR)                    55.63 

西村 華鈴(6) 清野F
ﾆｼﾑﾗ ｶﾘﾝ ｷﾖﾉｴﾌ
飯島 澄香(5) 城北小
ｲｲｼﾞﾏ ｽﾐｶ ｼﾞｮｳﾎｸｼｮｳ
小林 南美(6) 共和
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾐ ｷｮｳﾜ
中嶋 菜南子(6) 青木島
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾅﾅｺ ｱｵｷｼﾞﾏ
林 華穂(6) 西箕輪AC
ﾊﾔｼ ｶﾎ ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰ
志水 姫香(6) 開田小
ｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ ｶｲﾀﾞｼｮｳ
林 美咲(6) 清野F
ﾊﾔｼ ﾐｻｷ ｷﾖﾉｴﾌ
森本 紗世(6) 中川西
ﾓﾘﾓﾄ ｻﾖ ﾅｶｶﾞﾜﾆｼ
遠山 雅(6) 阿智村RC
ﾄｵﾔﾏ ﾐﾔﾋﾞ ｱﾁﾑﾗｱｰﾙｼｰ
赤塚 春奈(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
ｱｶﾂｶ ﾊﾙﾅ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
山口 なつき(6) 美篶
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ ﾐｽｽﾞ
富田 亜里珠(6) 清野F
ﾄﾐﾀ ｱﾘｽ ｷﾖﾉｴﾌ
石川 園果(6) 島内小
ｲｼｶﾜ ｿﾉｶ ｼﾏｳﾁｼｮｳ
浦野 美帆(6) 小山
ｳﾗﾉ ﾐﾎ ｺﾔﾏ
原 菜々子(6) 宗賀小
ﾊﾗ ﾅﾅｺ ｿｳｶﾞｼｮｳ
松田 いづみ(6) 大町東小
ﾏﾂﾀﾞ ｲﾂﾞﾐ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ
山浦 舞香(6) 美南ｶﾞ丘小
ﾔﾏｳﾗ ﾏｲｶ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳ
関 聖香理(6) 共和
ｾｷ ﾋｶﾘ ｷｮｳﾜ
飯島 江莉香(5) 清野F
ｲｲｼﾞﾏ ｴﾘｶ ｷﾖﾉｴﾌ
上原 詩菜乃(6) 清野F
ｳｴﾊﾗ ｼﾅﾉ ｷﾖﾉｴﾌ
村山 涼華(5) 富草小
ﾑﾗﾔﾏ ｽｽﾞｶ ﾄﾐｸｻｼｮｳ
長内 里紅(6) 白馬AC
ｵｻﾅｲ ﾘｸ ﾊｸﾊﾞｴｰｼｰ
今井 るみな(6) 湖南小
ｲﾏｲ ﾙﾐﾅ ｺﾅﾐｼｮｳ
山上琴未(5) 中川東
ﾔﾏｶﾞﾐｺﾄﾐ ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼ
小松 瑠維子(5) 城南小
ｺﾏﾂ ﾙｲｺ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ
宮下 春花(6) 松川中央小
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｶ ﾏﾂｶﾜﾁｭｳｵｳｼｮｳ
三井 咲都(6) 南牧南小
ﾐﾂｲ ｻﾄ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
上原 由菜(6) 清野F
ｳｴﾊﾗ ﾕﾅ ｷﾖﾉｴﾌ
中島 姫奈(6) 南相木小
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾅ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
中村 公香(6) 朝日小
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ ｱｻﾋｼｮｳ
中山 珠緒(5) 池田小
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾏｵ ｲｹﾀﾞｼｮｳ
山田 茅佳子(5) 朝陽
ﾔﾏﾀﾞ  ﾁｶｺ ｱｻﾋ
古原 悠日(6) 川上第二小
ﾌﾙﾊﾗ ﾕｳｶ ｶﾜﾆｼｮｳ
伊東 真輝(6) 高遠
ｲﾄｳ  ﾏｷ ﾀｶﾄｵ
富井 雪奈(6) 野沢温泉
ﾄﾐｲ  ﾕｷﾅ ﾉｻﾞﾜｵﾝｾﾝ

第28回長野県小学生陸上競技大会
主催：長野陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、長野県教育委員会、安藤スポーツ食文化財団、信濃毎日新聞社
協賛：日清食品株式会社
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競技結果        小学女子        ﾎﾞｰﾙ投          決勝      投擲審判長
記録主任：

伊藤利博
竹内秀樹

-２- -３- 記録順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 組順 備考

1 2276
   o  55.07    o  55.07

1- 1

-１-

2- 1

3 2387
   x  50.49    o  50.49

2- 2

2 2732

4 2262
   o  45.76

 52.48  52.48   o    o

   o  45.76
2- 3

5 2802
   o  44.89    o  44.89

2- 4

1- 2

7 2271
   o    x  43.63  43.63

2- 5

6 2515

8 2837
   o  43.45

 43.92  43.92   o    o

   o  43.45
2- 6

9 2855
   o    o  43.04  43.04

1- 3

1- 4

11 2806
   o    x  41.21  41.21

2- 7

10 2614

12 2272
   o  41.16

 41.43  41.43   o    o

   o  41.16
1- 5

13 2665
 40.44    o    o  40.44

1- 6

2- 8

15 2549
 39.92    o    o  39.92

1- 7

14 2257

16 2574
 39.58    o

   o  40.43 40.43    o

   o  39.58
1- 8

17 2141
   x  39.40    o  39.40

1- 9

1-10

19 2279
   o    o  38.75  38.75

2- 9

18 2388

20 2274
   o  38.15

   o  39.04 39.04    o

   o  38.15
2-10

21 2901
   o    o  38.04  38.04

1-11

2-11

23 2713
   o  37.79    o  37.79

1-12

22 2600

24 2839
 37.46    o

   o  37.82   o  37.82

   o  37.46
2-12

25 2731
 36.80    o    o  36.80

2-13

1-13

27 2121
   o    o  35.03  35.03

2-14

26 2873

28 2275
   o    o

   o  36.56   o  36.56

 35.00  35.00
1-14

29 2116
   o    o  34.82  34.82

1-15

2-15

31 2594
   o    o  33.54  33.54

2-16

30 2616

32 2255
 33.41    o

   o  33.69   o  33.69

   o  33.41
1-16

33 2098
   o  33.22    o  33.22

1-17

1-18

35 2343
   o  32.78    o  32.78

1-19

34 2817
   o  33.20   o  33.20

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成23年6月26日（日）
会場：県松本平広域公園陸上競技場
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第28回長野県小学生陸上競技大会
主催：長野陸上競技協会
後援：(財)日本陸上競技連盟、長野県教育委員会、安藤スポーツ食文化財団、信濃毎日新聞社
協賛：日清食品株式会社
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競技結果        小学女子        ﾎﾞｰﾙ投          決勝      投擲審判長
記録主任：

伊藤利博
竹内秀樹

吉川 友菜(6) 松川中央小
ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾅ ﾏﾂｶﾜﾁｭｳｵｳｼｮｳ
阿部 唯奈(5) 清野F
ｱﾍﾞ  ﾕｲﾅ ｷﾖﾉｴﾌ
小山桜利奈(6) 清内路小
ｺﾔﾏ  ｻﾘﾅ ｾｲﾅｲｼﾞｼｮｳ
飯島 沙耶香(6) 清野F
ｲｲｼﾞﾏ ｻﾔｶ ｷﾖﾉｴﾌ
林 ひかり(6) 川上第二小
ﾊﾔｼ ﾋｶﾘ ｶﾜﾆｼｮｳ
山田 彩加(6) 朝日小
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ ｱｻﾋｼｮｳ
井上 みずき(5) 小海小
ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ ｺｳﾐｼｮｳ
松田 夏音(5) 会染小
ﾏﾂﾀﾞ ｶｵﾝ ｱｲｿﾒｼｮｳ
海野 優奈(6) 城南小
ｳﾐﾉ ﾕｳﾅ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ
依田 葉純(6) 南相木小
ﾖﾀﾞ ﾊｽﾐ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
草間 美月(5) 塩尻西小
ｸｻﾏ ﾐﾂﾞｷ ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ
中島 彩乃(6) 南相木小
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
月岡詩織(5) 岸野小
ﾂｷｵｶｼｵﾘ ｷｼﾉｼｮｳ
新津 恋美(5) 小海小
ﾆｲﾂ ﾚﾐ ｺｳﾐｼｮｳ
真島 智夏(5) 清野F
ﾏｼﾏ ﾁﾅﾂ ｷﾖﾉｴﾌ
髙見澤 花(6) 南牧南小 欠場
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾊﾅ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
関 茜音(6) 湖南小 欠場
ｾｷ ｱｶﾈ ｺﾅﾐｼｮｳ
山本 夏希(6) 大町東小 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂｷ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼｼｮｳ

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

   o  32.01
2-17

-１- -２- -３- 記録

37 2278
   o  31.43

組順 備考

36 2872
   o  32.01

   o  31.43
1-20

38 2890
 31.29    o    o  31.29

2-18

1-21

40 2102
   o    o  30.61  30.61

2-19

39 2273

41 2617
 30.38    o

   o  31.27 31.27    o

   o  30.38
2-20

42 2064
 30.21    x    o  30.21

1-22

2-21

44 2729
   o  29.60    o  29.60

1-23

43 2558

45 2114
   o    o

 29.61  29.61   o    o

 28.09  28.09
2-22

46 2536
 27.01    o    x  27.01

2-23

2-24

48 2015
   o  26.39    o  26.39

1-24

47 2115

49 2065

   o  26.65 26.65    o

   o  21.55 21.55    x
2-25

50 2277
 20.14    o    o  20.14

1-25

1-  

2714

2125

2-  

1-  

2575

_______________________________________________________________________________________________________________________
開催期間：平成23年6月26日（日）
会場：県松本平広域公園陸上競技場


