
第8回安曇野市小中学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 宮島義征
跳躍審判長 宮島義征
投擲審判長 宮島義征

【開催日】 平成23年5月22日 混成審判長 宮島義征
【主催団体】 安曇野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 宮澤真一
(GR:大会新) 女  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/22 中学女子1年  -1.0 二村 紋名(1) 14.70 児玉 奈美(1) 14.71 西澤 羽純(1) 14.81 白石 ひかり(1) 15.26 山口 樹々(1) 15.27 三澤 葵(1) 15.45 秋元 優希(1) 15.86 下川 綾香(1) 16.06

100m 三郷中 明科中 豊科北中 三郷中 豊科北中 穂高東中 穂高西中 穂高西中
 5/22 鳥羽 美宇(1) 2:33.37 矢野口 弘乃(1) 2:46.76 吉江 美季(1) 2:47.24 中野 智瑛(1) 3:07.85 坪田 怜子(1) 3:19.11 木村 美月(1) 3:24.08

800m 明科中 豊科北中 豊科北中 豊科北中 穂高東中 三郷中
 5/22 横川 夢奈(1) 3.55(+0.2) 西澤 羽純(1) 2.68(+1.0)

走幅跳 堀金中 豊科北中
 5/22 中学女子2年  +1.2 中西 保乃花(2) 13.72 藤田 あかり(2) 14.06 小澤 美紀(2) 14.26 長岩 妃代里(2) 14.38 奥島 彩葉(2) 14.51 西澤 知世(2) 14.54 石谷 涼香(2) 14.56 藤原 楓希(2) 14.73

100m 穂高東中 穂高東中 豊科北中 豊科北中 豊科北中 穂高東中 穂高東中 堀金中
 5/22 中学女子3年  +1.2 飯島 南(3) 13.86 高橋 伶奈(3) 14.12 長﨑 彩(3) 14.21 辰口 遥(3) 14.29 永井 瑠海(3) 14.38 望月 あすか(3) 14.68 藤原 愛里(3) 14.91 高山 未希(3) 14.98

100m 豊科北中 穂高東中 豊科北中 穂高東中 堀金中 穂高東中 穂高西中 穂高東中
 5/22 中学女子２・ 小合 沙季(3) 2:22.41 今川 愛未(3) 2:34.43 渡邊 真由(2) 2:36.32 髙山 桃乃(3) 2:39.64 下沢 亜美(2) 2:39.81 麻田 ゆりえ(3) 2:41.08 米倉 穂奈美(2) 2:45.37 一志 萌加(3) 2:46.17

800m 穂高西中 GR 豊科北中 豊科北中 三郷中 堀金中 豊科北中 堀金中 三郷中
 5/22 飯島 南(3) 4.44(-0.1) 長﨑 彩(3) 4.02(-0.9) 市ノ瀬 有香(2)3.92(-1.6) 小澤 美紀(2) 3.90(-0.4) 星野 美音(2) 3.86(+0.7) 若林 美成(3) 3.52(+0.1) 望月 茉弥(3) 3.46(+1.2) 小口 春菜(2) 3.06(-0.7)

走幅跳 豊科北中 豊科北中 穂高東中 豊科北中 豊科北中 穂高西中 穂高東中 堀金中
 5/22 中学女子 鳥羽 美空(3) 1.35 長岩 妃代里(2) 1.20 奥島 彩葉(2) 1.20

走高跳 明科中 豊科北中 豊科北中
 5/22 太田 菜月(3) 7.98 橋渡 みのり(1) 6.28 山口 樹々(1) 6.10 熊谷 悠歩(3) 5.94

砲丸投(2.721kg) 三郷中 堀金中 豊科北中 穂高東中
 5/22 豊科北中(A)       54.30 穂高東中(B)       55.00 豊科北中(B)       57.13 穂高東中(C)       57.23 穂高東中(A)       57.81 堀金中       58.13 三郷中(A)       58.24 三郷中(B)     1:01.23

4×100m 奥島 彩葉(2) 西澤 知世(2) 星野 美音(2) 西澤 鎮加(2) 辰口 遥(3) 藤原 楓希(2) 太田 菜月(3) 吉澤 沙耶香(3)
飯島 南(3) 中西 保乃花(2) 小澤 美紀(2) 高橋 伶奈(3) 松井 実紀(3) 下沢 亜美(2) 田原 萌花(2) 一志 萌加(3)
長岩 妃代里(2) 藤田 あかり(2) 山口 樹々(1) 望月 茉弥(3) 豊川 麻里(3) 北野 結(3) 川上 鈴(3) 赤羽 由羅(2)
長﨑 彩(3) 石谷 涼香(2) 西澤 羽純(1) 高山 未希(3) 望月 あすか(3) 永井 瑠海(3) 髙山 桃乃(3) 水木 里帆(3)

 5/22 小学4年女子  -1.6 川根 理紗子(4) 16.98 瀧澤 文(4) 17.03 加科 光耶美(4) 17.26 高嶋 凪沙(4) 17.35 古澤 奈緒(4) 17.54 小谷 雪乃(4) 17.63 古澤 明日葉(4) 17.66 安坂 侑莉菜(4) 17.88
100m 三郷小 穂高北小 三郷小 穂高北小 三郷小 三郷小 豊科北小 明北小

 5/22 浅川 涼音(4) 3.26(+0.9) 洞 祥子(4) 2.36(-0.2) 茅野 沙絵(4) 2.21(+1.1) 西沢 向日葵(4)1.98(-1.0)
走幅跳 穂高南小 堀金小A 穂高南小 豊科南小

 5/22 小学5年女子  -1.2 石田 遥(5) 16.67 小松 亜由菜(5) 16.70 遠藤 由菜(5) 16.99 竹内 愛海(5) 17.12 竹本 のどか(5) 17.19 金子 結羽(5) 17.46 宗村 奈生子(5) 17.52 鈴木 葵(5) 17.61
100m 穂高南小 豊科南小 穂高西小A 堀金小A 穂高西小A 穂高南小 堀金小A 穂高南小

 5/22 小学6年女子   0.0 湯本 珠実(6) 14.86 青柳 里央(6) 15.30 長曽我部 なつ(6) 15.52 黒田 ひかる(6) 15.72 萩原 栞菜(6) 15.75 細川 さやか(6) 16.04 高橋 那佳(6) 16.15 小坂 愛美(6) 16.24
100m 豊科東小 穂高北小 豊科東小 豊科東小 豊科南小 穂高北小 豊科北小 三郷小

 5/22 小学５・６年 白倉 優子(6) 1.15 赤羽 菜々実(5) 1.10
走高跳 豊科東小 三郷小

 5/22 小林 直央(6) 3.30(-0.3) 内山 ヒカル(6)3.30(-0.5) 茅野 萌絵(6) 3.28(-1.2) 樋口 花梨(5) 3.20(-0.2) 内川 あずみ(5)3.10(-0.9) 岩本 阿海(6) 3.02(+0.4) 佐々木 菜緒(6)3.00(-0.6) 丸山 菜々子(5)2.69(+0.1)
走幅跳 穂高北小 穂高北小 穂高南小 三郷小 堀金小A 豊科南小 豊科東小 穂高南小

 5/22 山越 月(6) 28.25 山崎 まみこ(5) 23.75 丸山 莉南(5) 23.01 唐澤 眞紀子(5) 14.26
ﾎﾞｰﾙ投 明北小 堀金小A 堀金小A 三郷小

 5/22 小学女子 津金 真由子(6) 3:24.07 山﨑 栞奈(6) 3:39.35 牛越 裕子(6) 3:41.20 瀧澤 萌音(6) 3:50.63 宮下 瑠那(6) 3:52.69 安永 友麻(4) 4:02.13 熊谷 佳奈(6) 4:02.89 窪堀 あずみ(5) 4:07.61
1000m 堀金小A 明北小 明南小 明南小 豊科南小 穂高北小 豊科南小 豊科北小

 5/22  +2.2 宍戸 琴葉(6) 17.40 村田 彩夏(6) 17.44 清水 彩花(6) 17.54 森下 実咲(6) 18.76 由沢 杏純(6) 18.97 伊藤 虹(6) 19.78
80mH 豊科東小 豊科東小 豊科東小 豊科南小 豊科東小 穂高南小

 5/22 豊科北小(A)       56.47 三郷小(B)     1:01.10 穂高西小(A)     1:01.70 堀金小A     1:02.95 穂高南小     1:04.67 三郷小(A)     1:07.21
4×100m 臼井 美紅(6) GR 入江 帆奈美(6) 臼井 舞彩(6) 松本 真輝(6) 望月 茉桜(6) 臼井 はな乃(5)

齋藤 静花(6) 中島 真緒(6) 辰口 和(6) 宮島 志歩(6) 遠藤 美雨(6) 小穴 真穂(5)
中澤 紫音(6) 川口 希美(6) 越野花奈子(6) 中村 優(6) 池田 茜(6) 上沼 瑞季(6)
木村 凌(6) 滝澤 舞奈(6) 藤原 舞(6) 末次 綾乃(6) 杏 由茉(6) 中西 彩乃(6)

 5/22 オープン中学 市川 浩子(3) 1.25 新井 咲(2) 1.20
走高跳 丸ﾉ内中 丸ﾉ内中

 5/22 須賀 梨花(3) 7.75 武田 ほのか(3) 6.06
砲丸投(2.721kg) 松島中 丸ﾉ内中



第8回安曇野市小中学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 宮島義征
跳躍審判長 宮島義征
投擲審判長 宮島義征

【開催日】 平成23年5月22日 混成審判長 宮島義征
【主催団体】 安曇野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 宮澤真一
(GR:大会新) 女  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/22 鉢盛中(A)       54.49 松島中       54.96 丸ﾉ内中(B)     1:03.57

4×100m 二茅 愛未(3) 山口 夏歩(3) 上野 沙耶加(1)
山田 愛(3) 堀 朱里(3) 大石 彩未(1)
大沼 葉月(3) 村山 奈菜(2) 百瀬 真梨(1)
上條 麻奈(3) 眞峯 梓(2) 宮下 亜美伽(2)

 5/22 オープン中学  -0.4 大石 彩未(1) 14.90 平林 桃子(1) 16.00 小林 みか(1) 16.10
100m 丸ﾉ内中 松島中 松島中

 5/22 西川 茉那(1) 3:07.50
800m 丸ﾉ内中

 5/22 百瀬 真梨(1) 3.20(0.0) 上野 沙耶加(1)2.49(+0.7)
走幅跳 丸ﾉ内中 丸ﾉ内中

 5/22 オープン中学  -1.6 村山 奈菜(2) 13.78 新井 咲(2) 14.50 宮下 亜美伽(2) 15.05 曽根原 まろみ(2) 15.11 大槻 沙也加(2) 15.65
100m 松島中 丸ﾉ内中 丸ﾉ内中 鉢盛中 鉢盛中

 5/22 オープン中学 山田 愛(3) 13.12 堀 朱里(3) 13.50 岩倉 志穂子(3) 13.86 大沼 葉月(3) 13.88 上條 麻奈(3) 13.93 大谷 はるひ(3) 14.11 齋藤 美緒子(3) 14.19 山口 夏歩(3) 14.21
100m 鉢盛中 松島中 丸ﾉ内中 鉢盛中 鉢盛中 丸ﾉ内中 丸ﾉ内中 松島中

 5/22 オープン中学 蛭田 凛(3) 2:28.28 安田 佳織(3) 2:32.56 市川 歩美(2) 2:35.04 山本 音緒(2) 2:41.19 筒井 朋美(3) 2:42.11 村松 佑菜(2) 2:54.34
800m 鉢盛中 鉢盛中 鉢盛中 鉢盛中 鉢盛中 丸ﾉ内中

 5/22 宮下 亜美伽(2)3.79(+0.5) 生坂 美来(2) 3.63(+1.7) 眞峯 梓(2) 3.62(+0.6) 曽根原 まろみ(2)3.54(+0.4) 小口 真穂(2) 2.61(-1.2)
走幅跳 丸ﾉ内中 松島中 松島中 鉢盛中 丸ﾉ内中



予選 5月22日 9:25
決勝 5月22日 13:25

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -1.2

 1 西澤 羽純(1)    14.82 q 1 児玉 奈美(1)    14.40 q
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 豊科北中 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 明科中

 2 三澤 葵(1)    15.25 q 2 山口 樹々(1)    14.95 q
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 穂高東中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ 豊科北中

 3 白石 ひかり(1)    15.26 q 3 二村 紋名(1)    15.01 q
ｼﾗｲｼ ﾋｶﾘ 三郷中 ﾆﾑﾗ ｱﾔﾅ 三郷中

 4 秋元 優希(1)    15.68 q 4 坂槇 晏佳(1)    16.59 
ｱｷﾓﾄ ﾕｳｷ 穂高西中 ｻｶﾏｷ ﾊﾙｶ 穂高西中

 5 下川 綾香(1)    15.81 q 5 鈴木 花音(1)    17.37 
ｼﾓｶﾜ ｱﾔｶ 穂高西中 ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 穂高西中

 6 波多腰 奈々(1)    16.31 
ﾊﾀｺｼ ﾅﾅ 堀金中

風速 -1.0

 1 二村 紋名(1)    14.70 
ﾆﾑﾗ ｱﾔﾅ 三郷中

 2 児玉 奈美(1)    14.71 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 明科中

 3 西澤 羽純(1)    14.81 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 豊科北中

 4 白石 ひかり(1)    15.26 
ｼﾗｲｼ ﾋｶﾘ 三郷中

 5 山口 樹々(1)    15.27 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ 豊科北中

 6 三澤 葵(1)    15.45 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 穂高東中

 7 秋元 優希(1)    15.86 
ｱｷﾓﾄ ﾕｳｷ 穂高西中

 8 下川 綾香(1)    16.06 
ｼﾓｶﾜ ｱﾔｶ 穂高西中

中学女子1年

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 記録／備考
2  3489

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  3577

3  3463

5  3431

No. 氏  名 所属名

4  3570

順

7  3465

3  3488

4  3576

記録／備考
5  3280

ﾚｰﾝ

決勝

6  3464

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  3466

6  3280

所属名 記録／備考
7  3576

5  3488

4  3489

9  3577

2  3465

8  3431

3  3463



決勝 5月22日 11:35

 1 鳥羽 美宇(1)  2:33.37 
ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科中

 2 矢野口 弘乃(1)  2:46.76 
ﾔﾉｸﾁ ﾋﾛﾉ 豊科北中

 3 吉江 美季(1)  2:47.24 
ﾖｼｴ ﾐｷ 豊科北中

 4 中野 智瑛(1)  3:07.85 
ﾅｶﾉ ﾁｱｷ 豊科北中

 5 坪田 怜子(1)  3:19.11 
ﾂﾎﾞﾀ ﾚｲｺ 穂高東中

 6 木村 美月(1)  3:24.08 
ｷﾑﾗ ﾐﾂｷ 三郷中

中学女子1年

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  3487

6  3279

5  3486

4  3579

3  3490

2  3430



決勝 5月22日 12:00

３回の
最高記録

横川 夢奈(1)  3.27  3.34  3.55   3.55    3.55 
ﾖｺｶﾜ ﾕﾒﾅ 堀金中  +1.1  -0.1  +0.2   +0.2    +0.2
西澤 羽純(1)   x   x  2.68   2.68    2.68 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 豊科北中  +0.6  +1.4  +1.0   +1.0    +1.0

-1- -2- -5- -6-

中学女子1年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

2 2  3489

記録 備考

1 1  3566

-3- -4-



予選 5月22日 9:35
決勝 5月22日 13:30

[ 1組] 風速 +3.9 [ 2組] 風速 +0.3

 1 長岩 妃代里(2)    13.91 q 1 中西 保乃花(2)    13.65 q
ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ 豊科北中 ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 穂高東中

 2 小澤 美紀(2)    14.03 q 2 奥島 彩葉(2)    14.10 q
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 豊科北中 ｵｸｼﾏ ｻﾖ 豊科北中

 3 藤田 あかり(2)    14.03 q 3 西澤 知世(2)    14.41 q
ﾌｼﾞﾀ ｱｶﾘ 穂高東中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 穂高東中

 4 石谷 涼香(2)    14.43 q 4 藤原 楓希(2)    14.61 q
ｲｼﾔ ｽｽﾞｶ 穂高東中 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾂｷ 堀金中

 5 田原 萌花(2)    14.70 5 西澤 鎮加(2)    15.01 
ﾀﾊﾗ ﾓｴｶ 三郷中 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｽﾞｶ 穂高東中

 6 青柳 利佳(2)    15.54 6 赤羽 由羅(2)    15.23 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｶ 堀金中 ｱｶﾊﾈ ﾕﾗ 三郷中
井山 優梨(2) 7 星野 美音(2)    15.29 
ｲﾔﾏ ﾕﾘ 三郷中 ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 豊科北中

風速 +1.2

 1 中西 保乃花(2)    13.72 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 穂高東中

 2 藤田 あかり(2)    14.06 
ﾌｼﾞﾀ ｱｶﾘ 穂高東中

 3 小澤 美紀(2)    14.26 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 豊科北中

 4 長岩 妃代里(2)    14.38 
ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ 豊科北中

 5 奥島 彩葉(2)    14.51 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 豊科北中

 6 西澤 知世(2)    14.54 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 穂高東中

 7 石谷 涼香(2)    14.56 
ｲｼﾔ ｽｽﾞｶ 穂高東中

 8 藤原 楓希(2)    14.73 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾂｷ 堀金中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子2年

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

7  3509

所属名 記録／備考
5  3506

4  3600

8  3442

6  3434

7  3508

3  3560

2  3601

順 ﾚｰﾝ No.

4  3440

6  3441

5  3507

氏  名 所属名 記録／備考
2  3433

8  3597

3  3561

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

6  3509

5  3433

4  3442

8  3440

7  3506

9  3507

2  3434

3  3561



予選 5月22日 9:45
決勝 5月22日 13:35

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -2.4

 1 高橋 伶奈(3)    13.84 q 1 飯島 南(3)    13.81 q
ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 穂高東中 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科北中

 2 長﨑 彩(3)    13.88 q 2 辰口 遥(3)    14.35 q
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 豊科北中 ﾀﾂｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 穂高東中

 3 永井 瑠海(3)    14.24 q 3 望月 あすか(3)    14.47 q
ﾅｶﾞｲ ﾙﾐ 堀金中 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽｶ 穂高東中

 4 藤原 愛里(3)    14.65 q 4 松井 実紀(3)    14.99 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲﾘ 穂高西中 ﾏﾂｲ ﾐﾉﾘ 穂高東中

 5 高山 未希(3)    14.66 q 5 竹内 彩乃(3)    15.40 
ﾀｶﾔﾏ ﾐｷ 穂高東中 ﾀｹｳﾁ ｱﾔﾉ 穂高西中

 6 豊川 麻里(3)    15.53 百瀬 舞(3)
ﾄﾖｶﾜ ﾏﾘ 穂高東中 ﾓﾓｾ ﾏｲ 堀金中

風速 +1.2

 1 飯島 南(3)    13.86 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科北中

 2 高橋 伶奈(3)    14.12 
ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 穂高東中

 3 長﨑 彩(3)    14.21 
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 豊科北中

 4 辰口 遥(3)    14.29 
ﾀﾂｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 穂高東中

 5 永井 瑠海(3)    14.38 
ﾅｶﾞｲ ﾙﾐ 堀金中

 6 望月 あすか(3)    14.68 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽｶ 穂高東中

 7 藤原 愛里(3)    14.91 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲﾘ 穂高西中

 8 高山 未希(3)    14.98 
ﾀｶﾔﾏ ﾐｷ 穂高東中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子3年

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

4  3503

所属名 記録／備考
7  3432

2  3549

6  3460

No. 氏  名 所属名

3  3449

順

5  3426

5  3427

7  3454

記録／備考
6  3500

ﾚｰﾝ

4  3459

2  3550

3  6526

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  3503

5  3500

6  3432

9  3454

8  3427

4  3549

3  3460

2  3426



決勝 5月22日 11:45

大会記録(GR)                  2:24.15 

[ 1組] [ 2組]

 1 小合 沙季(3)   2:22.41  1 渡邊 真由(2)   2:36.32 
ｵｺﾞｳ ｻｷ 穂高西中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ 豊科北中

 2 下沢 亜美(2)   2:39.81  2 髙山 桃乃(3)   2:39.64 
ｼﾓｻﾞﾜ ｱﾐ 堀金中 ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓﾉ 三郷中

 3 麻田 ゆりえ(3)   2:41.08  3 吉澤 沙耶香(3)   2:51.17 
ｱｻﾀﾞ ﾕﾘｴ 豊科北中 ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾔｶ 三郷中

 4 米倉 穂奈美(2)   2:45.37  4 會田 衿花(2)   2:54.40 
ﾖﾈｸﾗ ﾎﾅﾐ 堀金中 ｱｲﾀﾞ ｴﾘｶ 穂高西中

 5 矢口 愛弓(2)   2:54.27  5 北野 結(3)   2:56.77 
ﾔｸﾞﾁ ｱﾕﾐ 穂高東中 ｷﾀﾉ ﾕｲ 堀金中

 6 水木 里帆(3)   3:03.25  6 関沢 里穂(2)   2:59.21 
ﾐｽﾞｷ ﾘﾎ 三郷中 ｾｷｻﾞﾜ ﾘﾎ 穂高東中
竹腰 智美(2)  7 遠藤 梨香子(2)   3:02.44 
ﾀｹｺｼ ﾄﾓﾐ 三郷中 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｶｺ 堀金中

[ 3組]

 1 今川 愛未(3)   2:34.43 
ｲﾏｶﾞﾜ ｴﾐ 豊科北中

 2 一志 萌加(3)   2:46.17 
ｲｯｼ ﾓｴｶ 三郷中

 3 川上 鈴(3)   2:50.12 
ｶﾜｶﾐ ﾚｲ 三郷中

 4 宍戸 萌(3)   2:50.21 
ｼｼﾄﾞ ﾓｴ 豊科北中

 5 岡村 智瑛花(3)   2:53.36 
ｵｶﾑﾗ ﾁｴｶ 穂高東中

 6 城取 真理子(3)   2:59.28 
ｼﾛﾄﾘ ﾏﾘｺ 堀金中

中学女子２・３年

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ

6  3501

5  3456
大会新

3  3556

7  3557

8  3439

No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  3599

順

4  3589

5  3594

6  3510

7  3591

3  3437

8  3462

2  3551

 3555

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

2  3502

3  3592

4

6  3505

4  3445

5  3596

7  3552



   1 小合 沙季(3) 穂高西中     2:22.41 大会新   1   1
   2 今川 愛未(3) 豊科北中     2:34.43   3   1
   3 渡邊 真由(2) 豊科北中     2:36.32   2   1
   4 髙山 桃乃(3) 三郷中     2:39.64   2   2
   5 下沢 亜美(2) 堀金中     2:39.81   1   2
   6 麻田 ゆりえ(3) 豊科北中     2:41.08   1   3
   7 米倉 穂奈美(2) 堀金中     2:45.37   1   4
   8 一志 萌加(3) 三郷中     2:46.17   3   2
   9 川上 鈴(3) 三郷中     2:50.12   3   3
  10 宍戸 萌(3) 豊科北中     2:50.21   3   4
  11 吉澤 沙耶香(3) 三郷中     2:51.17   2   3
  12 岡村 智瑛花(3) 穂高東中     2:53.36   3   5
  13 矢口 愛弓(2) 穂高東中     2:54.27   1   5
  14 會田 衿花(2) 穂高西中     2:54.40   2   4
  15 北野 結(3) 堀金中     2:56.77   2   5
  16 関沢 里穂(2) 穂高東中     2:59.21   2   6
  17 城取 真理子(3) 堀金中     2:59.28   3   6
  18 遠藤 梨香子(2) 堀金中     3:02.44   2   7
  19 水木 里帆(3) 三郷中     3:03.25   1   6

都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 3456
 3502

中学女子２・３年

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名

 3557
 3592
 3596
 3505

 3510
 3591
 3556
 3501

 3589

 3551
 3437
 3552
 3555

 3594
 3445
 3439
 3462



決勝 5月22日 12:00

３回の
最高記録

飯島 南(3)  4.32  4.44  4.35   4.44    4.44 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科北中  -0.4  -0.1  +0.5   -0.1    -0.1
長﨑 彩(3)  4.02  3.66  3.89   4.02    4.02 
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 豊科北中  -0.9  +0.9  +0.1   -0.9    -0.9
市ノ瀬 有香(2)  3.69  3.92  3.77   3.92    3.92 
ｲﾁﾉｾ ﾕｶ 穂高東中  +0.2  -1.6  -0.2   -1.6    -1.6
小澤 美紀(2)  3.90  3.78  3.75   3.90    3.90 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 豊科北中  -0.4  -1.4  +0.5   -0.4    -0.4
星野 美音(2)  3.86  3.84  3.85   3.86    3.86 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 豊科北中  +0.7  -0.8  +0.9   +0.7    +0.7
若林 美成(3)  3.52  3.22  3.27   3.52    3.52 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾘ 穂高西中  +0.1  +1.2  +0.4   +0.1    +0.1
望月 茉弥(3)  3.46  3.35  2.94   3.46    3.46 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾔ 穂高東中  +1.2  +0.6  +0.7   +1.2    +1.2
小口 春菜(2)  2.73  2.68  3.06   3.06    3.06 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 堀金中  +0.8  +0.9  -0.7   -0.7    -0.7
長岡 美咲(3) 欠場
ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ 堀金中

中学女子２・３年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 6  3500

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

2 8  3503

3 5  3435

4 4  3509

5 2  3508

6 9  3458

7 7  3438

8 1  3558

3  3553



決勝 5月22日 12:00

鳥羽 美空(3)
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 明科中
長岩 妃代里(2)
ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ 豊科北中
奥島 彩葉(2)
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 豊科北中
北澤 奈実(3) 記録なし
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾐ 穂高東中

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

xo xxx

記録 備考1m20 1m25 1m30 1m35 1m40
1 4  3277

o o o  1.35

2 3  3506
o xxx

3 1  3507
xo xxx

 1.20

 1.20

2  3429
xxx



決勝 5月22日 13:00

３回の
最高記録

太田 菜月(3)
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 三郷中
橋渡 みのり(1)
ﾊｼﾄﾞ ﾐﾉﾘ 堀金中
山口 樹々(1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ 豊科北中
熊谷 悠歩(3)
ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾎ 穂高東中

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

   6.28

記録 備考

1 4  3595
  7.58   7.98   7.45    7.98

2 1  3565
  5.66   6.28   6.12   6.28 

  7.98 

   5.94

  5.93   5.96    6.10
3 3  3488

  6.10

4 2  3448
  5.60   5.66   5.94   5.94 

  6.10 



決勝 5月22日 14:55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 豊科北中(A)  3507 奥島 彩葉(2)    54.30 

ﾄﾖｼﾅｷｱﾁｭｳA ｵｸｼﾏ ｻﾖ
 3500 飯島 南(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ
 3506 長岩 妃代里(2)

ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ
 3503 長﨑 彩(3)

ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ
 2   8 穂高東中(B)  3440 西澤 知世(2)    55.00 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾆｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ
 3433 中西 保乃花(2)

ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ
 3442 藤田 あかり(2)

ﾌｼﾞﾀ ｱｶﾘ
 3434 石谷 涼香(2)

ｲｼﾔ ｽｽﾞｶ
 3   3 豊科北中(B)  3508 星野 美音(2)    57.13 

ﾄﾖｼﾅｷｱﾁｭｳB ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ
 3509 小澤 美紀(2)

ｵｻﾞﾜ ﾐｷ
 3488 山口 樹々(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ
 3489 西澤 羽純(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ
 4   4 穂高東中(C)  3441 西澤 鎮加(2)    57.23 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳC ﾆｼｻﾞﾜ ｼｽﾞｶ
 3432 高橋 伶奈(3)

ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ
 3438 望月 茉弥(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾔ
 3426 高山 未希(3)

ﾀｶﾔﾏ ﾐｷ
 5   6 穂高東中(A)  3427 辰口 遥(3)    57.81 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾀﾂｸﾞﾁ ﾊﾙｶ
 6526 松井 実紀(3)

ﾏﾂｲ ﾐﾉﾘ
 3449 豊川 麻里(3)

ﾄﾖｶﾜ ﾏﾘ
 3454 望月 あすか(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｽｶ
 6   2 堀金中  3561 藤原 楓希(2)    58.13 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾂｷ
 3556 下沢 亜美(2)

ｼﾓｻﾞﾜ ｱﾐ
 3551 北野 結(3)

ｷﾀﾉ ﾕｲ
 3549 永井 瑠海(3)

ﾅｶﾞｲ ﾙﾐ
 7   5 三郷中(A)  3595 太田 菜月(3)    58.24 

ﾐｻﾄﾁｭｳA ｵｵﾀ ﾅﾂｷ
 3600 田原 萌花(2)

ﾀﾊﾗ ﾓｴｶ
 3596 川上 鈴(3)

ｶﾜｶﾐ ﾚｲ
 3591 髙山 桃乃(3)

ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓﾉ
 8   7 三郷中(B)  3594 吉澤 沙耶香(3)  1:01.23 

ﾐｻﾄﾁｭｳB ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾔｶ
 3592 一志 萌加(3)

ｲｯｼ ﾓｴｶ
 3597 赤羽 由羅(2)

ｱｶﾊﾈ ﾕﾗ
 3589 水木 里帆(3)

ﾐｽﾞｷ ﾘﾎ

中学女子

4×100m

決勝



予選 5月22日 10:25
決勝 5月22日 14:00

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +1.6

 1 瀧澤 文(4)    16.81 q 1 古澤 明日葉(4)    16.82 q
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 穂高北小 ﾌﾙｻﾜ ｱｽﾊ 豊科北小

 2 川根 理紗子(4)    16.89 q 2 加科 光耶美(4)    16.89 q
ｶﾜﾈ ﾘｻｺ 三郷小 ｶｼﾅ ﾐﾔﾋﾞ 三郷小

 3 小谷 雪乃(4)    17.41 q 3 高嶋 凪沙(4)    17.07 q
ｺﾀﾆ ﾕｷﾉ 三郷小 ﾀｶｼﾏ ﾅｷﾞｻ 穂高北小

 4 西 玲奈(4)    17.45 4 北澤 心希(4)    17.52 
ﾆｼ ﾚｲﾅ 豊科北小 ｷﾀｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 明南小

 5 赤羽 涼風(4)    17.76 5 平沢 風彩(4)    17.58 
ｱｶﾊﾈ  ｽｽﾞｶ 堀金小A ﾋﾗｻﾜ  ﾌｳｶ 堀金小A

 6 関 穂乃香(4)    18.37 6 平澤 美沙希(4)    17.73 
ｾｷ ﾎﾉｶ 明南小 ﾋﾗｻﾜ ﾐｻｷ 穂高北小

 7 会田 千夏(4)    18.68 7 波場 結加里(4)    18.25 
ｱｲﾀﾞ  ﾁﾅﾂ 堀金小A ﾊﾊﾞ ﾕｶﾘ 穂高西小A

 8 宮澤 彩那(4)    19.07 8 望月 彩加(4)    19.21 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾅ 穂高南小 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ 豊科東小

 9 藤岡 優美(4)    19.44 9 小林 すずな(4)    21.56 
ﾌｼﾞｵｶ ﾕﾐ 穂高西小A ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾅ 豊科北小

[ 3組] 風速 +1.2

 1 古澤 奈緒(4)    17.09 q
ﾌﾙｻﾜ ﾅｵ 三郷小

 2 安坂 侑莉菜(4)    17.40 q
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 明北小

 3 宍戸 菜々花(4)    17.55 
ｼｼﾄﾞ ﾅﾅｶ 豊科東小

 4 井野 天純香(4)    17.63 
ｲﾉ ｱｽｶ 豊科北小

 5 大池 優奈(4)    17.85 
ｵｵｲｹ  ﾕｳﾅ 堀金小A

 6 真野 ひな帆(4)    18.05 
ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 豊科北小

 7 小澤 桃子(4)    18.16 
ｵｻﾞﾜ  ﾓﾓｺ 堀金小A

 8 鈴木 日花里(4)    18.26 
ｽｽﾞｷ ﾋｶﾘ 穂高北小

 9 熊谷 美春(4)    21.37 
ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾊﾙ 穂高西小A

風速 -1.6

 1 川根 理紗子(4)    16.98 
ｶﾜﾈ ﾘｻｺ 三郷小

 2 瀧澤 文(4)    17.03 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾔ 穂高北小

 3 加科 光耶美(4)    17.26 
ｶｼﾅ ﾐﾔﾋﾞ 三郷小

 4 高嶋 凪沙(4)    17.35 
ﾀｶｼﾏ ﾅｷﾞｻ 穂高北小

 5 古澤 奈緒(4)    17.54 
ﾌﾙｻﾜ ﾅｵ 三郷小

 6 小谷 雪乃(4)    17.63 
ｺﾀﾆ ﾕｷﾉ 三郷小

 7 古澤 明日葉(4)    17.66 
ﾌﾙｻﾜ ｱｽﾊ 豊科北小

 8 安坂 侑莉菜(4)    17.88 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 明北小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学4年女子

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

8   353

所属名 記録／備考
3    15

5   301

2   354

4   159

7   452

1   303

No. 氏  名 所属名

9   105

順

6    51

5   351

6    16

記録／備考
9   160

ﾚｰﾝ

2   302

4    13

3   451

8   261

1   158

7   106

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   352

4   404

2   157

3   304

7   260

5   305

6    12

8   163

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9   104

5    15

所属名 記録／備考
6   353

9   352

4   351

8    16

3   404

2   354

7   160



決勝 5月22日 10:30

３回の
最高記録

浅川 涼音(4)  3.26  2.92  2.91   3.26    3.26 
ｱｻｶﾜ ｽｽﾞﾈ 穂高南小  +0.9  +1.1  -0.8   +0.9    +0.9
洞 祥子(4)  2.12  2.36  2.36   2.36    2.36 
ﾎﾗ  ｼｮｳｺ 堀金小A  -0.8  -0.2  +0.4   -0.2    -0.2
茅野 沙絵(4)  2.21   x   x   2.21    2.21 
ﾁﾉ ｻｴ 穂高南小  +1.1  +0.4  +1.0   +1.1    +1.1
西沢 向日葵(4)  1.94  1.98   x   1.98    1.98 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 豊科南小  +0.2  -1.0  -0.5   -1.0    -1.0
青栁 汐都音(4) 欠場
ｱｵﾔｷﾞ  ｼｽﾞﾈ 堀金小A

小学4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 3    53

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

2 4   313

3 5    52

4 1   209

2   314



予選 5月22日 10:35
決勝 5月22日 14:05

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -1.3

 1 小松 亜由菜(5)    16.33 q 1 遠藤 由菜(5)    16.78 q
ｺﾏﾂ ｱﾕﾅ 豊科南小 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 穂高西小A

 2 石田 遥(5)    16.65 q 2 金子 結羽(5)    16.99 q
ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 穂高南小 ｶﾈｺ ﾕｳ 穂高南小

 3 竹内 愛海(5)    17.03 q 3 竹本 のどか(5)    17.02 q
ﾀｹｳﾁ  ｱﾐ 堀金小A ﾀｹﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 穂高西小A

 4 富永 みず希(5)    17.59 4 宗村 奈生子(5)    17.30 q
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐｽﾞｷ 穂高北小 ﾑﾈﾑﾗ  ﾅｵｺ 堀金小A

 5 目黒 胡桃(5)    18.72 5 鈴木 葵(5)    17.54 q
ﾒｸﾞﾛ ｸﾙﾐ 穂高南小 ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 穂高南小
萩原 千夏(5)
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁﾅﾂ 穂高西小A

風速 -1.2

 1 石田 遥(5)    16.67 
ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 穂高南小

 2 小松 亜由菜(5)    16.70 
ｺﾏﾂ ｱﾕﾅ 豊科南小

 3 遠藤 由菜(5)    16.99 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 穂高西小A

 4 竹内 愛海(5)    17.12 
ﾀｹｳﾁ  ｱﾐ 堀金小A

 5 竹本 のどか(5)    17.19 
ﾀｹﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 穂高西小A

 6 金子 結羽(5)    17.46 
ｶﾈｺ ﾕｳ 穂高南小

 7 宗村 奈生子(5)    17.52 
ﾑﾈﾑﾗ  ﾅｵｺ 堀金小A

 8 鈴木 葵(5)    17.61 
ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 穂高南小

小学5年女子

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 記録／備考
6   205

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7   307

2    11

5    55

No. 氏  名 所属名

4   101
欠場

順

3    57

6    54

5   102

記録／備考
3   103

ﾚｰﾝ

決勝

2   306

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4    56

7   205

所属名 記録／備考
6    55

8   102

5   103

9   307

2    56

4    54

3   306



決勝 5月22日 14:10

風速  0.0

 1 湯本 珠実(6)    14.86 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科東小

 2 青柳 里央(6)    15.30 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 穂高北小

 3 長曽我部 なつ(6)    15.52 
ﾁｮｳｿｶﾍﾞ ﾅﾂ 豊科東小

 4 黒田 ひかる(6)    15.72 
ｸﾛﾀﾞ ﾋｶﾙ 豊科東小

 5 萩原 栞菜(6)    15.75 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾝﾅ 豊科南小

 6 細川 さやか(6)    16.04 
ﾎｿｶﾜ ｻﾔｶ 穂高北小

 7 高橋 那佳(6)    16.15 
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶ 豊科北小

 8 小坂 愛美(6)    16.24 
ｺｻｶ ﾏﾅﾐ 三郷小

 9 矢澤 ひかり(6)    16.92 
ﾔｻﾞﾜ ﾋｶﾘ 豊科南小

小学6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1   251

7   252

4     2

8     5

9   253

6   203

2   204

5   151

3   355



決勝 5月22日 9:00

白倉 優子(6)
ｼﾗｸﾗ ﾕｳｺ 豊科東小
赤羽 菜々実(5)
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 三郷小
宮下 真奈(6) 欠場
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 明南小

小学５・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m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20
1 2   258

o o o o o

o xo

xxo xxx

2 1   358
o o o xxx

 1.15

 1.10

3   455



決勝 5月22日 10:30

３回の
最高記録

小林 直央(6)  3.20  3.30  3.23   3.30    3.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 穂高北小  +0.7  -0.3  -0.2   -0.3    -0.3
内山 ヒカル(6)  2.89  3.30  2.81   3.30    3.30 
ｳﾁﾔﾏ ﾋｶﾙ 穂高北小  -0.3  -0.5  -1.5   -0.5    -0.5
茅野 萌絵(6)  3.13  3.08  3.28   3.28    3.28 
ﾁﾉ ﾓｴ 穂高南小   0.0  -1.0  -1.2   -1.2    -1.2
樋口 花梨(5)  3.18  3.20  3.20   3.20    3.20 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 三郷小  +0.1  -0.2  +1.3   -0.2    -0.2
内川 あずみ(5)  2.99  2.95  3.10   3.10    3.10 
ｳﾁｶﾜ  ｱｽﾞﾐ 堀金小A  +0.4  -2.0  -0.9   -0.9    -0.9
岩本 阿海(6)  3.02  2.94  2.78   3.02    3.02 
ｲﾜﾓﾄ ｱﾐ 豊科南小  +0.4  -0.4  -1.9   +0.4    +0.4
佐々木 菜緒(6)   x  3.00  2.92   3.00    3.00 
ｻｻｷ ﾅｵ 豊科東小  -0.6  -0.4   -0.6    -0.6
丸山 菜々子(5)  2.69  2.57   x   2.69    2.69 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅｺ 穂高南小  +0.1  +0.5  -1.5   +0.1    +0.1
岩本 真紀(5)  2.63  2.48  2.49   2.63    2.63 
ｲﾜﾓﾄ ﾏｷ 豊科南小  +0.1  -0.6  -1.5   +0.1    +0.1
川村 夏生(6) 欠場
ｶﾜﾑﾗ ﾅﾂﾐ 穂高北小

小学５・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 10    10

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

2 8     7

3 1    59

4 2   359

5 9   315

6 7   207

7 6   259

5    17

8 4    58

9 3   208



決勝 5月22日 10:30

３回の
最高記録

山越 月(6)
ﾔﾏｺｼ ﾙﾅ 明北小
山崎 まみこ(5)
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾏﾐｺ 堀金小A
丸山 莉南(5)
ﾏﾙﾔﾏ  ﾘﾅ 堀金小A
唐澤 眞紀子(5)
ｶﾗｻﾜ ﾏｷｺ 三郷小
辻 真由香(6) 欠場
ﾂｼﾞ  ﾏﾕｶ 堀金小A

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学５・６年女子

ﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  23.75

記録 備考

1 4   402
 28.25    o    o   28.25

2 3   316
   o    o  23.75  23.75 

 28.25 

 23.01    o   23.01
3 1   317

   o

 14.26 

 23.01 

4 2   360
   x  14.26

5   318

   o   14.26



決勝 5月22日 11:20

 1 津金 真由子(6)  3:24.07 
ﾂｶﾞﾈ  ﾏﾕｺ 堀金小A

 2 山﨑 栞奈(6)  3:39.35 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾅ 明北小

 3 牛越 裕子(6)  3:41.20 
ｳｼｺｼ ﾕｳｺ 明南小

 4 瀧澤 萌音(6)  3:50.63 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾓﾈ 明南小

 5 宮下 瑠那(6)  3:52.69 
ﾐﾔｼﾀ ﾙﾅ 豊科南小

 6 安永 友麻(4)  4:02.13 
ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 穂高北小

 7 熊谷 佳奈(6)  4:02.89 
ｸﾏｶﾞｲ ｶﾅ 豊科南小

 8 窪堀 あずみ(5)  4:07.61 
ｸﾎﾞﾎﾘ ｱｽﾞﾐ 豊科北小

 9 中山 涼子(5)  4:12.02 
ﾅｶﾔﾏ  ﾘｮｳｺ 堀金小A

10 二條 仁花(5)  4:13.40 
ﾆｼﾞｮｳ ｷﾐｶ 豊科北小

11 江津 志保(6)  4:14.37 
ｺﾞｳﾂﾞ ｼﾎ 穂高南小

12 藤内 穂菜美(6)  4:15.81 
ﾌｼﾞｳﾁ ﾎﾅﾐ 豊科北小

13 根本 優(6)  4:17.31 
ﾈﾓﾄ ﾕｳ 穂高南小

14 宮林 万奈(4)  4:18.33 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 豊科東小

15 西原 あかり(6)  4:21.59 
ﾆｼﾊﾗ ｱｶﾘ 三郷小

16 髙橋 里菜(4)  4:26.93 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 豊科北小

17 河野 真歩(4)  4:30.06 
ｺｳﾉ ﾏﾎ 三郷小

18 古川 碧(4)  4:33.60 
ﾌﾙｶﾜ  ｱｵｲ 堀金小A

19 井澤 あやの(5)  4:39.43 
ｲｻﾞﾜ  ｱﾔﾉ 堀金小A
矢ヶ崎 光希(5)
ﾔｶﾞｻｷ  ﾐﾂｷ 堀金小A

小学女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

20   453

19   312

13   401

14    14

4   454

7   202

3   311

1   201

10   153

16   152

12   155

5    62

2   357

11    61

6   262

15   308

18   156

8   356

欠場

9   309

17   310



決勝 5月22日 13:10

風速 +2.2

 1 宍戸 琴葉(6)    17.40 
ｼｼﾄﾞ ｺﾄﾊ 豊科東小

 2 村田 彩夏(6)    17.44 
ﾑﾗﾀ ｱﾔｶ 豊科東小

 3 清水 彩花(6)    17.54 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ 豊科東小

 4 森下 実咲(6)    18.76 
ﾓﾘｼﾀ ﾐｻｷ 豊科南小

 5 由沢 杏純(6)    18.97 
ﾖｼｻﾞﾜ ｱｽﾞﾐ 豊科東小

 6 伊藤 虹(6)    19.78 
ｲﾄｳ ﾅﾅ 穂高南小

小学女子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   255

7   254

2   257

3    60

5   206

4   256



決勝 5月22日 14:45

大会記録(GR)                    59.57 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 豊科北小(A)   170 臼井 美紅(6)    56.47 

ﾄﾖｼﾅｷﾀｼｮｳA ｳｽｲ ﾐｸ 大会新
  171 齋藤 静花(6)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
  172 中澤 紫音(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ
  173 木村 凌(6)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 2   7 三郷小(B)   368 入江 帆奈美(6)  1:01.10 

ﾐｻﾄｼｮｳB ｲﾘｴ ﾎﾅﾐ
  367 中島 真緒(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｵ
  366 川口 希美(6)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ
  365 滝澤 舞奈(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲﾅ
 3   6 穂高西小(A)   142 臼井 舞彩(6)  1:01.70 

ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳA ｳｽｲ ﾏｱﾔ
  140 辰口 和(6)

ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ
  143 越野花奈子(6)

ｺｼﾉ ﾊﾅｺ
  141 藤原 舞(6)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ
 4   3 堀金小A   322 松本 真輝(6)  1:02.95 

ﾎﾘｶﾞﾈｼｮｳｴｰ ﾏﾂﾓﾄ  ﾏｷ
  320 宮島 志歩(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ  ｼﾎ
  321 中村 優(6)

ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳ
  319 末次 綾乃(6)

ｽｴﾂｸﾞ  ｱﾔﾉ
 5   2 穂高南小    66 望月 茉桜(6)  1:04.67 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｵ
   64 遠藤 美雨(6)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｳ
   65 池田 茜(6)

ｲｹﾀﾞ ｱｶﾈ
   63 杏 由茉(6)

ｶﾗﾓﾓ ﾕﾏ
 6   5 三郷小(A)   362 臼井 はな乃(5)  1:07.21 

ﾐｻﾄｼｮｳA ｳｽｲ ﾊﾅﾉ
  361 小穴 真穂(5)

ｵｱﾅ ﾏﾎ
  364 上沼 瑞季(6)

ｳｴﾇﾏ ﾐｽﾞｷ
  363 中西 彩乃(6)

ﾅｶﾆｼ ｱﾔﾉ

小学女子

4×100m

決勝



決勝 5月22日 12:01

市川 浩子(3)
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｺ 丸ﾉ内中
新井 咲(2)
ｱﾗｲ ｻｷ 丸ﾉ内中
大石 里奈(2) 欠場
ｵｵｲｼ ﾘﾅ 丸ﾉ内中
永原 瑞稀(3) 欠場
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 鉢盛中
成田 彩(2) 欠場
ﾅﾙﾀ ｱﾔ 鉢盛中

オープン中学女子

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
1 5  5767

o xo xxx

2 3  5769
o xxx

 1.25

 1.20

1  5771

2  6075

4  6077



決勝 5月22日 13:01

３回の
最高記録

須賀 梨花(3)
ｽｶﾞ ﾘﾝｶ 松島中
武田 ほのか(3)
ﾀｹﾀﾞ ﾎﾉｶ 丸ﾉ内中
中川 希(3) 欠場
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 鉢盛中

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

オープン中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録 備考

1 2  5822
  7.75   7.37   7.52    7.75

  6.06 

  7.75 

2 1  5770
  5.37   6.02

3  6069

  6.06    6.06



決勝 5月22日 14:54

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 鉢盛中(A)  6072 二茅 愛未(3)    54.49 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳA ﾆｶﾞﾔ ﾏﾅﾐ
 6073 山田 愛(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 6066 大沼 葉月(3)

ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ
 6070 上條 麻奈(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ
 2   6 松島中  5824 山口 夏歩(3)    54.96 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ
 5816 堀 朱里(3)

ﾎﾘ ｱｶﾘ
 5840 村山 奈菜(2)

ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ
 5833 眞峯 梓(2)

ﾏﾐﾈ ｱｽﾞｻ
 3   2 丸ﾉ内中(B)  5756 上野 沙耶加(1)  1:03.57 

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳB ｳｴﾉ ｻﾔｶ
 5757 大石 彩未(1)

ｵｵｲｼ ｱﾐ
 5758 百瀬 真梨(1)

ﾓﾓｾ ﾏﾘ
 5774 宮下 亜美伽(2)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾐｶ
  4 丸ﾉ内中(A)  5769 新井 咲(2)

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳA ｱﾗｲ ｻｷ 失格
 5765 岩倉 志穂子(3) R-1(3-4)

ｲﾜｸﾗ ｼﾎｺ
 5766 大谷 はるひ(3)

ｵｵﾀﾆ ﾊﾙﾋ
 5762 齋藤 美緒子(3)

ｻｲﾄｳ ﾐｵｺ
  5 鉢盛中(B)

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳB 欠場

オープン中学女子

4×100m

決勝



決勝 5月22日 13:31

３回の
最高記録

山﨑 大輝(3)   x  4.88  5.11   5.11    5.11 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 丸ﾉ内中  +0.3  +0.1  +2.9   +2.9    +2.9
久保田 正吾(2)  4.80  4.64  4.96   4.96    4.96 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 鉢盛中  +0.7  -1.7  +2.6   +2.6    +2.6
宮田 拓実(2)  4.58  4.54  4.72   4.72    4.72 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛中  +0.2  -0.2  +1.5   +1.5    +1.5
手塚 諒冴(2)  4.24  4.42   -   4.42    4.42 
ﾃﾂﾞｶ ﾘｮｳｺﾞ 松島中  +0.6  +1.6   +1.6    +1.6
岡里 征哉(2)  4.32  4.17   -   4.32    4.32 
ｵｶﾘ ﾏｻﾔ 松島中  +0.4  -1.0   +0.4    +0.4
熊澤 峻悟(2)  3.50  3.31  3.21   3.50    3.50 
ｸﾏｻﾞﾜ ｼｭﾝｺﾞ 丸ﾉ内中  +0.1  +0.5  +1.5   +0.1    +0.1
斉藤 優太郎(2)  3.36  3.49   -   3.49    3.49 
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 松島中  -0.3  +2.0   +2.0    +2.0
江森 聖弥(2)  2.54  2.68   -   2.68    2.68 
ｴﾓﾘ ｾｲﾔ 松島中  -0.3  +0.7   +0.7    +0.7
小池 篤哉(2) 欠場
ｺｲｹ ｱﾂﾔ 丸ﾉ内中
河西 勇介(2) 欠場
ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 丸ﾉ内中

オープン中学男子2,3

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 9  5759

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

2 10  6072

3 7  6073

4 5  5838

5 8  5836

6 2  5768

7 3  5839

6  5762

8 1  5842

4  5764



決勝 5月22日 9:26

風速 -0.4

 1 大石 彩未(1)    14.90 
ｵｵｲｼ ｱﾐ 丸ﾉ内中

 2 平林 桃子(1)    16.00 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 松島中

 3 小林 みか(1)    16.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 松島中

オープン中学女子1年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  4548

3  5757

2  4546



決勝 5月22日 11:36

 1 西川 茉那(1)  3:07.50 
ﾆｼｶﾜ ﾏﾅ 丸ﾉ内中

所属名 記録／備考
8  5759

オープン中学女子1年

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 5月22日 12:01

３回の
最高記録

百瀬 真梨(1)  2.66  3.20  3.09   3.20    3.20 
ﾓﾓｾ ﾏﾘ 丸ﾉ内中  +1.7   0.0  +1.0    0.0     0.0
上野 沙耶加(1)   x  2.42  2.49   2.49    2.49 
ｳｴﾉ ｻﾔｶ 丸ﾉ内中  +1.9  +0.6  +0.7   +0.7    +0.7

-1- -2- -5- -6-

オープン中学女子1年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

2 1  5756

記録 備考

1 2  5758

-3- -4-
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