
主催：中信地区陸上競技協会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森 茂幸
　共催：中信地区各市教育委員会・各町村教育委員会連絡協議会 跳躍審判長 中原 信一
　後援：信濃毎日新聞社・市民タイムス 投擲審判長 中原 信一
【開催日】 平成24年8月19日（日） 記録主任： 江橋 邦男
【主催団体】 中信地区陸上協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新,CR GR:県中学新) 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
 8/19 女子  -0.5瀧澤 祐未(1) 12.57 望月 絵美(3) 12.59 田原 花純(3) 12.59 中村 泉紀(2) 12.92 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(1) 12.97 小澤 詩歩(1) 13.24 立花 千春(3) 13.28 橋本 菜々子(4) 13.62

100m 松本大 豊科高 穂高商業高 松商学園高 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本大 信大医学部
 8/19 瀧澤 祐未(1) 59.13 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(2) 1:01.66 上條 麻奈(1) 1:02.16 堀 朱里(1) 1:03.92 山村 彩花(1) 1:04.97 北澤 志穂(1) 1:06.53

400m 松本大 松商学園高 松本深志高 豊科高 松本蟻ヶ崎高 塩尻志学館高
 8/19 折橋 真生(2) 2:19.98 舟島 春香(2) 2:23.73 沢井 千花(2) 2:28.85 長村 紋(3) 2:34.17 宮川 奈穂(1) 2:38.45 北沢 優希(1) 2:39.74 宮原 杏莉(1) 2:50.08 岩垂 瞳(1) 2:50.98

800m 松本蟻ヶ崎高 GR 木曽青峰高 木曽青峰高 創造学園高 松本蟻ヶ崎高 大町高 松本県ヶ丘高 松本美須々丘高
 8/19 安田 佳織(1) 11:08.65 伊藤 玲美優(2) 11:13.30 倉科 真子(2) 11:14.88 成田 愛理(2) 11:38.05 小松 紗姫(1) 11:45.72 小松 彩乃(2) 11:53.65 白坂 舞(2) 12:04.89

3000m 松本深志高 松商学園高 松商学園高 松商学園高 信大医学部 松本蟻ヶ崎高 松商学園高
 8/19  -0.1立花 千春(3) 14.96 市岡 奈月(2) 15.41 奥島 美空(2) 16.45 高野 雅子(2) 17.39 澤口 愛生(2) 18.17 中村 依紅未(2) 18.32 桐井 彩実(1) 19.02 松沢 英華(1) 19.14

100mH(0.838m) 松本大 松本蟻ヶ崎高 松商学園高 大町高 木曽青峰高 穂高商業高 松本深志高 松本美須々丘高
 8/19 中村 芽以(2) 1.50 小林 沙彩(1) 1.40 勝野 美希(1) 1.40 桑原 杏菜(1) 1.40 鳥羽 美空(1) 1.35 原 苑子(2) 1.35 林 あすか(1) 1.25

走高跳 松本美須々丘高 松商学園高 穂高商業高 木曽青峰高 穂高商業高 松本美須々丘高 松商学園高
 8/19 三澤 涼子 5.77(+1.3) 市岡 奈月(2) 5.49(+2.2) 小澤 詩歩(1) 5.20(-0.5) 安田 弘江 5.03(+1.4) 原田 結希(2) 4.54(+0.3) 伊藤 野々花(2)4.53(-0.9) 中村 依紅未(2)4.46(+1.9) 小谷 彩乃(2) 4.41(+1.7)

走幅跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 松本蟻ヶ崎高 松本県ヶ丘高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 塩尻志学館高 松本美須々丘高 穂高商業高 木曽青峰高
 8/19 中川 希(1) 9.48 佐藤 ゆきの(1) 8.54 濵 麗(2) 8.20 出口 真奈美(2) 7.42 中畑 未来(1) 5.63 上原 香里(2) 5.06

砲丸投 松商学園高 松商学園高 豊科高 塩尻志学館高 木曽青峰高 創造学園高
 8/19 塩島 絵未 47.21 濵 麗(2) 34.50 藤原 佳奈(2) 33.23 小西 真奈(2) 27.16 林 あすか(1) 26.02 鳥羽 美空(1) 20.17 藤原 美月(1) 18.55 良波 美恵(1) 17.85

やり投 北安曇郡陸協 豊科高 松本美須々丘高 明科高 松商学園高 穂高商業高 松本美須々丘高 塩尻志学館高
 8/19 松商学園高       50.36 穂高商業高       53.12 豊科高       53.23 松本蟻ヶ崎高      53.39 木曽青峰高       53.90 大町高       54.20 田川高       54.55 塩尻志学館高      55.03

4×100m 松浦 さくら(2) 大澤 亜紀(2) 山口 萌々(2) 山村 彩花(1) 池井 陽子(1) 澁谷 麻友(1) 大沼 葉月(1) 出口 真奈美(2)
中村 泉紀(2) 勝野 美希(1) 堀 朱里(1) 輿 初菜(2) 小谷 彩乃(2) 藤澤 紗也(2) 洞澤 悠香(3) 原田 結希(2)
奥島 美空(2) 中村 依紅未(2) 内山 怜奈(1) 宮川 奈穂(1) 征矢 望(1) 高野 雅子(2) 樋口 智子(2) 溝尾 彩夏(1)
ﾓﾗｰﾄﾞ 華(1) 奥原 志織(3) 飯島 南(1) 市岡 奈月(2) 澤口 愛生(2) 中村 さよ(2) 小笠原 綾(2) 良波 美恵(1)

 8/19 中学女子  +1.2西村 佳菜子(2) 12.69 森本 知隼(1) 13.03 木村 凌(1) 13.28 前澤 朱音(3) 13.46 太田 もも(2) 13.55 牧元 美沙(2) 13.84 西澤 羽純(2) 13.91 町田 早耶香(2) 14.14
100m 信明中 GR 塩尻中 豊科北中 筑摩野中 清水中 大町一中 豊科北中 高綱中

 8/19  -0.1西村 佳菜子(2) 26.29 齊藤 静花(1) 27.08 上條 渓(3) 27.40 中西 保乃花(3) 27.42 倉沢 果歩(2) 27.71 藤田 あかり(3) 27.78 畑 美織(3) 28.09 牧元 美沙(2) 28.58
200m 信明中 GR 豊科北中 筑摩野中 穂高東中 鉢盛中 穂高東中 福島中 大町一中

 8/19 赤羽 美柚(3) 2:25.02 鳥羽 美宇(2) 2:27.08 赤羽 純美玲(2) 2:32.63 一ﾉ瀬 菜月(2) 2:34.85 塩原 真悠(2) 2:35.91 鈴木 紗穏楓(2) 2:38.31 胡桃澤 佑衣(3) 2:43.25 酒井 優梨愛(3) 2:48.98
800m 信明中 明科中 開成中 附属松本中 菅野中 鉢盛中 王滝中 塩尻広陵中

 8/19 三村 静香(3) 10:22.07 溝口 友己歩(3) 11:27.98 黒川 真由香(1) 11:31.46 吉江 美季(2) 11:32.92 山川 桃佳(2) 11:44.98 小林 鈴華(2) 11:45.91 村上 明日香(1) 12:06.97 丸山 瑞稀(2) 12:11.97
3000m 菅野中 GR 王滝中 大町一中 豊科北中 鉢盛中 菅野中 鉢盛中 仁科台中

 8/19  +0.6長岩 妃代里(3) 15.44 小澤 美紀(3) 16.84 籏町 佳代(2) 17.26 塩原 由夏(2) 17.75 牛丸 亜美(2) 17.87 下条 菜摘(2) 18.50 中村 あかね(2) 18.82 東本 真実(2) 23.22
100mH(0.762m) 豊科北中 GR 豊科北中 鉢盛中 鉢盛中 波田中 旭町中 仁科台中 附属松本中

 8/19 後藤 真伊(3) 1.40 蓼原 彩奈(2) 1.40 矢ヶ崎 菜奈 筑摩野中 1.35 二木 珠衣(2) 1.35 胡桃 沙紀(1) 1.30 齋藤 汐音(1) 1.25 若林 葉南(2) 1.25
走高跳 塩尻広陵中 清水中 松井 美奈実(2) 福島中 信明中 穂高西中 丸ﾉ内中 開成中

 8/19 栗空 亜沙美(3)5.34(+3.0) 安田 若菜(3) 4.96(+2.8) 矢島 芽依(2) 4.73(+3.3) 畑 美織(3) 4.65(+3.5) 滝澤 千優(3) 4.45(+1.0) 青木 七海(1) 4.45(+1.5) 星野 美音(3) 4.38(+2.7) 萩原 詳子(1) 4.23(+2.5)
走幅跳 王滝中 日義中 旭町中 福島中 丘中 信明中 豊科北中 丘中

 8/19 下村 芽生(3) 10.03 柴田 友菜(2) 8.39 高橋 茉里(2) 8.18 細川 さやか(1) 7.76 上野 沙耶加(2) 7.67 山口 樹々(2) 7.30 高山 実咲(2) 7.17 原 弘子(2) 6.99
砲丸投 王滝中 菅野中 旭町中 穂高西中 丸ﾉ内中 豊科北中 信明中 清水中

 8/19 豊科北中       52.01 鉢盛中       53.86 福島中       55.02 清水中       55.18 菅野中       55.44 波田中       55.88 旭町中       56.28 松島中       56.85
4×100m 臼井 美紅(1) CR GR 御子柴 優花(1) 木田村 美央(1) 的場 優衣(1) 座間 美咲(2) 高波 舞(1) 高橋 茉里(2) 平林 桃子(2)

木村 凌(1) 倉沢 果歩(2) 畑 美織(3) 中田 佑香(2) 柴田 友菜(2) 牛丸 亜美(2) 矢島 芽依(2) 小林 みか(2)
齊藤 静花(1) 安田 三奈美(1) 中畑 夏菜(2) 井上 碧(1) 小林 侑生(1) 中村 芽生(1) 滋田 祐希(1) 手塚 友貴乃(1)
西澤 羽純(2) 籏町 佳代(2) 近藤 美穂(3) 太田 もも(2) 青木 美桜那(2) 宮澤 奈央(2) 下条 菜摘(2) 松山 由里香(1)

走幅跳　栗空 亜沙美は6回目で5ｍ17で大会新を達成
4×100m　豊科北中は、予選 51秒94で県中学新(低学年)および大会新を達成



予選 8月19日 10:40
決勝 8月19日 16:10

[ 1組] 風速 +2.1 [ 2組] 風速 +1.3

 1 中村 泉紀(2)     12.80 q  1 瀧澤 祐未(1)     12.55 q
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 立花 千春(3)     13.30 q  2 大澤 亜紀(2)     13.57 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大 ｵｵｻﾜ ｱｷ 穂高商業高

 3 八釼 夏帆(2)     13.52  3 松浦 さくら(2)     13.70 
ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 松本県ヶ丘高 ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園高

 4 征矢 望(1)     13.59  4 内山 怜奈(1)     13.79 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰高 ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科高

 5 澁谷 麻友(1)     13.65  5 桐井 彩実(1)     14.26 
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町高 ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志高

 6 小笠原 綾(2)     13.85  6 小島 萌(1)     14.41 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ 田川高 ｺｼﾞﾏ ﾓｴ 木曽青峰高

 7 良波 美恵(1)     14.75  7 輿 初菜(2)     14.48 
ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館高 ｺｼ ｳｲﾅ 松本蟻ヶ崎高

 8 中原 里沙(1)     15.18  8 小林 夏己     14.97 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 松本美須々丘高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ ZEROｻｽｹ

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 +0.9

 1 望月 絵美(3)     12.72 q  1 田原 花純(3)     12.57 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高 ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高

 2 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(1)     12.84 q  2 小澤 詩歩(1)     13.20 q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高 ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高

 3 橋本 菜々子(4)     13.28 q  3 藤澤 紗也(2)     13.35 
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｺ 信大医学部 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町高

 4 畑 瑠衣菜(1)     13.69  4 原田 結希(2)     14.08 
ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商業高 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 塩尻志学館高

 5 出口 真奈美(2)     14.21  5 飯島 南(1)     14.19 
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館高 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科高

 6 池井 陽子(1)     14.25  6 大沼 葉月(1)     14.45 
ｲｹｲ ﾖｳｺ 木曽青峰高 ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 田川高
大向 貴子  7 丸山 美樹     16.31 
ｵｵﾑｶｲ ﾀｶｺ ZEROｻｽｹ ﾏﾙﾔﾏ ﾐｷ ZEROｻｽｹ
百瀬 亜希帆(1)
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘高

風速 -0.5

 1 瀧澤 祐未(1)     12.57 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 望月 絵美(3)     12.59 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科高

 3 田原 花純(3)     12.59 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商業高

 4 中村 泉紀(2)     12.92 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園高

 5 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(1)     12.97 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 6 小澤 詩歩(1)     13.24 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高

 7 立花 千春(3)     13.28 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大

 8 橋本 菜々子(4)     13.62 
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｺ 信大医学部

女子
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予選 8月19日 12:15
決勝 8月19日 15:00

[ 1組] [ 2組]

 1 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(2)   1:03.75 q  1 瀧澤 祐未(1)   1:00.02 q
ﾃﾞｨｱｽ ﾀｲﾅ 松商学園高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 堀 朱里(1)   1:04.40 q  2 上條 麻奈(1)   1:01.82 q
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志高

 3 澤口 愛生(2)   1:05.34 q  3 高野 雅子(2)   1:04.38 q
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰高 ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町高

 4 一之瀬 令菜(2)   1:07.53  4 山村 彩花(1)   1:05.28 q
ｲﾁﾉｾ ﾚﾅ 松本蟻ヶ崎高 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

 5 小松 彩乃(2)   1:07.69  5 北澤 志穂(1)   1:06.62 q
ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 松本蟻ヶ崎高 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館高

 6 中島 涼香(1)   1:08.95  6 樋口 智子(2)   1:09.31 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々丘高 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 田川高
橋本 菜々子(4)  7 田中 あゆみ(1)   1:12.74 
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｺ 信大医学部 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 穂高商業高
小坂 奈桜(1)
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘高

 1 瀧澤 祐未(1)     59.13 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ(2)   1:01.66 
ﾃﾞｨｱｽ ﾀｲﾅ 松商学園高

 3 上條 麻奈(1)   1:02.16 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志高

 4 堀 朱里(1)   1:03.92 
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科高

 5 山村 彩花(1)   1:04.97 
ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

 6 北澤 志穂(1)   1:06.53 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館高
澤口 愛生(2)
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰高
高野 雅子(2)
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町高

順 No. 氏  名 所属名

女子

400m
予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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 1685



決勝 8月19日 16:50

 1 折橋 真生(2)   2:19.98 
ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 松本蟻ヶ崎高

 2 舟島 春香(2)   2:23.73 
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰高

 3 沢井 千花(2)   2:28.85 
ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ 木曽青峰高

 4 長村 紋(3)   2:34.17 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園高

 5 宮川 奈穂(1)   2:38.45 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵ 松本蟻ヶ崎高

 6 北沢 優希(1)   2:39.74 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷ 大町高

 7 宮原 杏莉(1)   2:50.08 
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾝﾘ 松本県ヶ丘高

 8 岩垂 瞳(1)   2:50.98 
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 松本美須々丘高

 9 三田村 優来(1)   2:58.43 
ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 松本県ヶ丘高
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決勝 8月19日 15:40

 1 安田 佳織(1)  11:08.65 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志高

 2 伊藤 玲美優(2)  11:13.30 
ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 松商学園高

 3 倉科 真子(2)  11:14.88 
ｸﾗｼﾅ ﾏｺ 松商学園高

 4 成田 愛理(2)  11:38.05 
ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 松商学園高

 5 小松 紗姫(1)  11:45.72 
ｺﾏﾂ ｻｷ 信大医学部

 6 小松 彩乃(2)  11:53.65 
ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 松本蟻ヶ崎高

 7 白坂 舞(2)  12:04.89 
ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園高
丸山 美雪
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕｷ 昭和電工大町
出田 彩(2)
ｲﾃﾞﾀ ｱﾔｶ 松本深志高
奥田 梨乃(1)
ｵｸﾀﾞ ﾘﾉ 松本美須々丘高

所属名 記録／備考
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女子

3000m
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決勝 8月19日 16:25

風速 -0.1

 1 立花 千春(3)     14.96 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大

 2 市岡 奈月(2)     15.41 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎高

 3 奥島 美空(2)     16.45 
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園高

 4 高野 雅子(2)     17.39 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町高

 5 澤口 愛生(2)     18.17 
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰高

 6 中村 依紅未(2)     18.32 
ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 穂高商業高

 7 桐井 彩実(1)     19.02 
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志高

 8 松沢 英華(1)     19.14 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲｶ 松本美須々丘高

女子

100mH(0.838m)
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松商学園高  1922 松浦 さくら(2)     50.36 

ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ
 1933 中村 泉紀(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
 1935 奥島 美空(2)

ｵｸｼﾏ ﾐｸ
 1943 ﾓﾗｰﾄﾞ 華(1)

ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ
 2 穂高商業高  1715 大澤 亜紀(2)     53.12 

ｵｵｻﾜ ｱｷ
 1719 勝野 美希(1)

ｶﾂﾉ ﾐｷ
 1716 中村 依紅未(2)

ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ
 1714 奥原 志織(3)

ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ
 3 豊科高  2003 山口 萌々(2)     53.23 

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ
 2006 堀 朱里(1)

ﾎﾘ ｱｶﾘ
 2008 内山 怜奈(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ
 2005 飯島 南(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ
 4 松本蟻ヶ崎高  1872 山村 彩花(1)     53.39 

ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
 1898 輿 初菜(2)

ｺｼ ｳｲﾅ
 1870 宮川 奈穂(1)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵ
 1894 市岡 奈月(2)

ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ
 5 木曽青峰高  1580 池井 陽子(1)     53.90 

ｲｹｲ ﾖｳｺ
 1575 小谷 彩乃(2)

ｺﾀﾆ ｱﾔﾉ
 1583 征矢 望(1)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
 1579 澤口 愛生(2)

ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ
 6 大町高  1689 澁谷 麻友(1)     54.20 

ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ
 1684 藤澤 紗也(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ
 1685 高野 雅子(2)

ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
 1686 中村 さよ(2)

ﾅｶﾑﾗ ｻﾖ
 7 田川高  2458 大沼 葉月(1)     54.55 

ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ
 2452 洞澤 悠香(3)

ﾎﾗｻﾜ ﾊﾙｶ
 2457 樋口 智子(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ
 2456 小笠原 綾(2)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ
 8 塩尻志学館高  1602 出口 真奈美(2)     55.03 

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ
 1604 原田 結希(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ
 1601 溝尾 彩夏(1)

ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ
 1609 良波 美恵(1)

ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ
松本美須々丘高  1842 藤原 佳奈(2)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ 失格
 1852 松沢 英華(1) R1(3-4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲｶ
 1843 原 苑子(2)

ﾊﾗ ｿﾉｺ
 1849 中島 涼香(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ

女子

4×100m
決勝



決勝 8月19日 13:30

中村 芽以(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本美須々丘高
小林 沙彩(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園高
勝野 美希(1)
ｶﾂﾉ ﾐｷ 穂高商業高
桑原 安菜(1)
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾝﾅ 木曽青峰高
鳥羽 美空(1)
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商業高
原 苑子(2)
ﾊﾗ ｿﾉｺ 松本美須々丘高
林 あすか(1)
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園高
溝尾 彩夏(1) 記録なし
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館高

- xxx
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o o xxx

xxo xxx  1.35

xxx  1.35
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o xxx  1.40
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- o o
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- o o xxo

o o xxx  1.40
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2  1945
- - o

1  1841
- - - -
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月19日 15:30

三澤 涼子   5.60   5.44   5.77    x   5.58    x    5.77 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳｺ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ   +0.5   +0.4   +1.3   +0.4    +1.3
市岡 奈月(2)   5.34   5.43   5.49   5.21    x   5.05    5.49 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎高   +3.0   +2.2   +2.2   +0.3   -0.9    +2.2
小澤 詩歩(1)   4.83   4.98   4.93   5.10   5.20    5.20 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高   +2.0   -1.0   +1.0   +0.3   -0.5    -0.5
安田 弘江    x   4.84    x   4.68   4.88   5.03    5.03 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.8   +1.6   -0.5   +1.4    +1.4
原田 結希(2)   4.54   4.23    -    -    -    -    4.54 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 塩尻志学館高   +0.3   +1.5    +0.3
伊藤 野々花(2)   4.42   4.42    x   4.48    x   4.53    4.53 
ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 松本美須々丘高   +2.5   -1.0   +2.0   -0.9    -0.9
中村 依紅未(2)   4.46   4.19   4.39   4.26   4.09   4.44    4.46 
ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 穂高商業高   +1.9   +0.9   -0.2   +1.4   -1.3   +0.3    +1.9
小谷 彩乃(2)   4.41   4.26   4.24   4.31   4.26    -    4.41 
ｺﾀﾆ ｱﾔﾉ 木曽青峰高   +1.7   +0.1   -0.5   +1.1   -1.2    +1.7
輿 初菜(2)   4.29   3.97   4.15    4.29 
ｺｼ ｳｲﾅ 松本蟻ヶ崎高   +1.7   +0.7   +2.4    +1.7
飯島 南(1)   4.16   3.93   4.08    4.16 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科高   +1.6   +1.6   -0.2    +1.6
内山 怜奈(1)   3.33   3.35   3.84    3.84 
ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科高   +2.2   +0.9   +0.9    +0.9
畑 瑠衣菜(1) 欠場
ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商業高
遊橋 里佳子(2) 欠場
ﾕｳﾊｼ ﾘｶｺ 明科高
小坂 奈桜(1) 欠場
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘高
百瀬 亜希帆(1) 欠場
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘高
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決勝 8月19日 10:30

塩島 絵未
ｼｵｼﾞﾏ ｴﾐ 北安曇郡陸協
濵 麗(2)
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科高
藤原 佳奈(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ 松本美須々丘高
小西 真奈(2)
ｺﾆｼ ﾏﾅ 明科高
林 あすか(1)
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園高
鳥羽 美空(1)
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商業高
藤原 美月(1)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本美須々丘高
良波 美恵(1)
ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館高
中村 さよ(2)
ﾅｶﾑﾗ ｻﾖ 大町高
上原 香里(2)
ｶﾐﾊﾗ ｶｵﾘ 創造学園高
勝野 美希(1)
ｶﾂﾉ ﾐｷ 穂高商業高

所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録
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やり投(0.600kg)
決勝
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決勝 8月19日 13:00

中川 希(1)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園高
佐藤 ゆきの(1)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園高
濵 麗(2)
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科高
出口 真奈美(2)
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館高
中畑 未来(1)
ﾅｶﾊﾀ ﾐｸ 木曽青峰高
上原 香里(2)
ｶﾐﾊﾗ ｶｵﾘ 創造学園高
山口 萌々(2) 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科高

  4.72   5.06   5.06 

 2003

6  1979
  4.67   4.82    x   4.90

  7.42 

5  1584
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3  2004
  8.20   8.19   7.73   7.56   7.96

  8.93    x   9.15   9.48 

2  1925
  8.38   7.90   7.85   8.54
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予選 8月19日  9:55
決勝 8月19日 16:15

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.7

 1 町田 早耶香(2)     14.04 q  1 西村 佳菜子(2)     12.83 q
ﾏﾁﾀﾞ ｻﾔｶ 高綱中 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 2 田中 瑞紀(1)     14.17  2 三田 有紗(1)     14.38 
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 仁科台中 ﾐﾀ ｱﾘｻ 波田中

 3 安田 三奈美(1)     14.40  3 横山 可奈子(1)     14.66 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中 ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田中

 4 遠藤 利佳(2)     14.42  4 小林 みか(2)     14.81 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 梓川中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 松島中

 5 萩原 詳子(1)     14.52  5 宮澤 実侑紀(1)     14.98 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 丘中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕｷ 開成中

 6 内田 真愛(1)     14.63  6 塚田 知香(2)     15.16 
ｳﾁﾀﾞ ｱｱｲ 附属松本中 ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 菅野中

 7 末木 杏華(1)     15.17  7 渡辺 実鈴(2)     15.41 
ｽｴｷ ｷｮｳｶ 菅野中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽｽﾞ 清水中

 8 工藤 真白(1)     15.51  8 塚田 帆風(1)     16.62 
ｸﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 旭町中 ﾂｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 高綱中
長内 里紅(1)
ｵｻﾅｲ ﾘｸ 小谷中

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +0.9

 1 太田 もも(2)     13.64 q  1 前澤 朱音(3)     13.76 q
ｵｵﾀ ﾓﾓ 清水中 ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 筑摩野中

 2 久保田 樺乃(1)     14.54  2 百瀬 そよか(1)     14.35 
ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ 鉢盛中 ﾓﾓｾ ｿﾖｶ 波田中

 3 小野 舞夏(2)     14.66  3 杏 由茉     14.82 
ｵﾉ ﾏｲｶ 塩尻西部中 ｶﾗﾓﾓ ﾕﾏ 穂高東中

 4 辻本 采香(2)     14.96  4 水上 絢乃(2)     15.51 
ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 附属松本中 ﾐｽﾞｶﾐ ｱﾔﾉ 仁科台中

 5 三澤 結(2)     15.00  5 古田 実咲(2)     15.71 
ﾐｻﾜ ﾕｲ 塩尻中 ﾌﾙﾀ ﾐｻｷ 女鳥羽中

 6 浅村 美優(1)     15.06  6 大島 彩水(1)     16.00 
ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ 山辺中 ｵｵｼﾏ ｱﾔﾐ 穂高西中

 7 田中 日奈子(2)     15.15 中井 遥菜(1)
ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 信明中 ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 豊科北中

 8 上條 幸乃(2)     15.57 曽根原 可菜(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｷﾉ 鎌田中 ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 北安松川中

[ 5組] 風速 -1.0 [ 6組] 風速 +2.1

 1 木村 凌(1)     13.62 q  1 西澤 羽純(2)     13.85 q
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 豊科北中

 2 辰口 和     14.40  2 堤 向日葵     14.31 
ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 穂高東中 ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 筑摩野中

 3 大塚 雨音(2)     14.63  3 清水 美好(1)     14.46 
ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ 山辺中 ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ 附属松本中

 4 滝澤 千優(3)     14.72  4 古谷 菜穂(1)     14.48 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 丘中 ﾌﾙﾔ ﾅｵ 丘中

 5 中畑 夏菜(2)     14.92  5 倉科 美優(2)     14.62 
ﾅｶﾊﾀ ｶﾅ 福島中 ｸﾗｼﾅ ﾐﾕ 仁科台中

 6 秋川 有紀     15.11  6 花村 菜々子(2)     14.94 
ｱｷｶﾜ ﾕｷ 筑摩野中 ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ 丸ﾉ内中

 7 大月 純(1)     15.33  7 白倉 李緒(1)     15.06 
ｵｵﾂｷ ｼﾞｭﾝ 鎌田中 ｼﾗｸﾗ ﾘｵ 信明中

 8 岡山 杏(2)     16.06  8 久保田菜月(2)     15.68 
ｵｶﾔﾏ ｱﾝｽﾞ 丸ﾉ内中 ｸﾎﾞﾀ ﾅﾂｷ 大町一中

[ 7組] 風速 +0.1 [ 8組] 風速 -0.3

 1 牧元 美沙(2)     13.96 q  1 森本 知隼(1)     13.21 q
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 大町一中 ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中

 2 三澤 葵     14.43  2 中塚 真子(1)     14.54 
ﾐｻﾜ ｱｵｲ 穂高東中 ﾅｶﾂｶ ﾏｺ 波田中

 3 望月 るり(2)     14.66  3 井上 碧(1)     14.60 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾙﾘ 塩尻西部中 ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 清水中

 4 上條 みなみ(1)     14.78  4 平林 菜香(1)     14.74 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ 高綱中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾅﾉｶ 大町一中

 5 田中 志野(2)     14.85  5 木田村 美央(1)     14.83 
ﾀﾅｶ ｼﾉ 丸ﾉ内中 ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 福島中

 6 手塚 友貴乃(1)     15.02  6 平林 桃子(2)     15.15 
ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ 松島中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 松島中

 7 松崎 知沙(1)     15.09  8 鈴木 花音(2)     16.31 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ 山辺中 ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 穂高西中

 8 百瀬 優希(1)     16.67 村上 明日菜(2)
ﾓﾓｾ ﾕｳｷ 塩尻中 ﾑﾗｶﾐ ｱｽﾅ 菅野中

風速 +1.2

 1 西村 佳菜子(2)     12.69 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 2 森本 知隼(1)     13.03 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中

 3 木村 凌(1)     13.28 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 豊科北中

 4 前澤 朱音(3)     13.46 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 筑摩野中

 5 太田 もも(2)     13.55 
ｵｵﾀ ﾓﾓ 清水中

 6 牧元 美沙(2)     13.84 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 大町一中

 7 西澤 羽純(2)     13.91 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 豊科北中

 8 町田 早耶香(2)     14.14 
ﾏﾁﾀﾞ ｻﾔｶ 高綱中
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予選 8月19日 12:55
決勝 8月19日 15:15

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +2.1

 1 齊藤 静花(1)     26.76 q  1 西村 佳菜子(2)     26.65 q
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北中 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 2 中西 保乃花(3)     27.45 q  2 畑 美織(3)     27.89 q
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 穂高東中 ﾊﾀ ﾐｵﾘ 福島中

 3 上條 渓(3)     27.57 q  3 牧元 美沙(2)     28.28 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 筑摩野中 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 大町一中

 4 中村 芽生(1)     28.56  4 那須 姫花     29.91 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 波田中 ﾅｽ ﾋﾒｶ 穂高東中

 5 茅野 晶(1)     29.85  5 中嶋 史穂(2)     30.67 
ﾁﾉ ｱｷ 清水中 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 菅野中

 6 川井 海帆(1)     30.12  6 滋田 祐希(1)     31.11 
ｶﾜｲ ｶﾎ 鉢盛中 ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 旭町中

 7 塩島 有紗(2)     32.85  7 和田 圭菜(1)     31.23 
ｼｵｼﾞﾏ ｱﾘｻ 菅野中 ﾜﾀﾞ ｹｲﾅ 仁科台中

 8 齋藤 汐音(1)     33.19  8 岡山 杏(2)     33.44 
ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ 丸ﾉ内中 ｵｶﾔﾏ ｱﾝｽﾞ 丸ﾉ内中

 9 山﨑 櫻子(2)     34.10 小林 舞美(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗｺ 附属松本中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ 清水中

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 +2.9

 1 青木 美桜那(2)     28.77  1 倉沢 果歩(2)     27.85 q
ｱｵｷ ﾐｵﾅ 菅野中 ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中

 2 松山 由里香(1)     29.12  2 藤田 あかり(3)     28.16 q
ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 松島中 ﾌｼﾞﾀ ｱｶﾘ 穂高東中

 3 高波 舞(1)     29.97  3 臼井 美紅(1)     28.44 
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 波田中 ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中

 4 中條 彩(2)     30.54  4 宮澤 奈央(2)     30.88 
ﾅｶｼﾞｮｳ ｱﾔ 山辺中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｵ 波田中

 5 関沢 せいじゅ(1)     31.69  5 上沼 瑞季(1)     31.93 
ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ 福島中 ｳｴﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 附属松本中

 6 黒川 真由香(1)     31.77  6 山本 早苗(2)     32.22 
ｸﾛｶﾜ ﾏﾕｶ 大町一中 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾅｴ 大町一中

 7 樋口 萌木(1)     31.84  7 曽根原 はるか(1)     32.89 
ﾋｸﾞﾁ ﾓｴｷﾞ 附属松本中 ｿﾈﾊﾗ ﾊﾙｶ 仁科台中

 8 久保 菜都希(1)     32.44 中畑 憂香(2)
ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 塩尻中 ﾅｶﾊﾀ ﾕｳｶ 福島中
湯本 珠実(1)
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 豊科北中

風速 -0.1

 1 西村 佳菜子(2)     26.29 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 2 齊藤 静花(1)     27.08 
ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 豊科北中

 3 上條 渓(3)     27.40 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 筑摩野中

 4 中西 保乃花(3)     27.42 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 穂高東中

 5 倉沢 果歩(2)     27.71 
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中

 6 藤田 あかり(3)     27.78 
ﾌｼﾞﾀ ｱｶﾘ 穂高東中

 7 畑 美織(3)     28.09 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 福島中

 8 牧元 美沙(2)     28.58 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 大町一中
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予選 8月19日 12:25
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[ 1組] [ 2組]

 1 赤羽 純美玲(2)   2:32.02 q  1 一ﾉ瀬 菜月(2)   2:31.66 q
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 開成中 ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 附属松本中

 2 中澤 紫音(1)   2:48.60  2 塩原 真悠(2)   2:37.97 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ 豊科北中 ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 菅野中

 3 市川 歩美(3)   2:49.11  3 塩原 美月(2)   2:45.60 
ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾐ 鉢盛中 ｼｵﾊﾗ ﾐﾂｷ 塩尻中

 4 小祝 あおは(1)   2:51.10  4 田中 美菜(3)   2:46.30 
ｺｲﾜｲ ｱｵﾊ 清水中 ﾀﾅｶ ﾐﾅ 王滝中

 5 本山 穂(1)   3:03.91  5 瀬林 夕姫(2)   2:57.50 
ﾓﾄﾔﾏ ﾐﾉﾘ 附属松本中 ｾﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 福島中

 6 神戸 美穂(1)   3:05.45  6 廣田 みゆ   3:01.63 
ｺﾞｳﾄﾞ ﾐﾎ 山辺中 ﾋﾛﾀ ﾐﾕ 筑摩野中

 7 上嶋 美咲(2)   3:05.84  7 百瀨 鈴(1)   3:05.59 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｻｷ 梓川中 ﾓﾓｾ ｽｽﾞ 山辺中

 8 根本 優(1)   3:08.87  8 富山 めぐみ(1)   3:22.14 
ﾈﾓﾄ ﾕｳ 穂高東中 ﾄﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 松島中
上條 紗良(2) 那須野 綺音(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾗ 旭町中 ﾅｽﾉ ｱﾔﾈ 仁科台中

[ 3組] [ 4組]

 1 酒井 優梨愛(3)   2:34.18 q  1 胡桃澤 佑衣(3)   2:35.67 q
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻広陵中 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 王滝中

 2 青木 弥佳(1)   2:44.36  2 鈴木 紗穏楓(2)   2:38.13 q
ｱｵｷ ﾐｶ 附属松本中 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 鉢盛中

 3 山本 幸奈(2)   2:47.48  3 宮林 悠莉(1)   2:38.61 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅ 清水中 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 開成中

 4 山田 里花(1)   2:54.38  4 進藤 綾音(1)   2:45.96 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｶ 鉢盛中 ｼﾝﾄｳ ｱﾔﾈ 高綱中

 5 小川 綾(2)   2:54.46  5 新井 早季(2)   2:52.26 
ｵｶﾞﾜ ｱﾔ 福島中 ｱﾗｲ ｻｷ 筑摩野中

 6 岩垂 瀬夏(1)   3:00.63  6 田中 志野(2)   2:53.60 
ｲﾜﾀﾞﾚ ｾﾅ 菅野中 ﾀﾅｶ ｼﾉ 丸ﾉ内中

 7 北澤 遥(1)   3:03.15  7 柴田 紗来(1)   2:55.06 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 塩尻中 ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ 菅野中

 8 井口 千夏(2)   3:16.11  8 坪田 怜子(2)   2:55.82 
ｲｸﾞﾁ ﾁﾅﾂ 梓川中 ﾂﾎﾞﾀ ﾚｲｺ 穂高東中
曽根原 可菜(2)  9 丸山 優佳(1)   3:16.94 
ｿﾈﾊﾗ ｶﾅ 北安松川中 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 豊科北中

[ 5組]

 1 鳥羽 美宇(2)   2:30.71 q
ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科中

 2 赤羽 美柚(3)   2:36.13 q
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 信明中

 3 小林 晴佳(3)   2:47.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 塩尻広陵中

 4 矢野口 弘乃(2)   2:51.08 
ﾔﾉｸﾁ ﾋﾛﾉ 豊科北中

 5 和田 真歩(1)   2:52.12 
ﾜﾀﾞ ﾏﾎ 清水中

 6 高山 幸佳(1)   2:53.87 
ﾀｶﾔﾏ ｻﾁｶ 穂高東中

 7 川上 雅子(1)   2:54.55 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 山辺中

 8 清水 紗希(2)   2:56.40 
ｼﾐｽﾞ ｻｷ 丸ﾉ内中

 9 伊藤 鈴花(1)   3:11.81 
ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 塩尻西部中

 1 赤羽 美柚(3)   2:25.02 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 信明中

 2 鳥羽 美宇(2)   2:27.08 
ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科中

 3 赤羽 純美玲(2)   2:32.63 
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 開成中

 4 一ﾉ瀬 菜月(2)   2:34.85 
ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 附属松本中

 5 塩原 真悠(2)   2:35.91 
ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 菅野中

 6 鈴木 紗穏楓(2)   2:38.31 
ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 鉢盛中

 7 胡桃澤 佑衣(3)   2:43.25 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 王滝中

 8 酒井 優梨愛(3)   2:48.98 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻広陵中

 2960

 3230

 6120

 5939

 6086

 5730

 3279

 5849

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 5760

 3162

 5688

 3454

 5885

 5730

 3225

 5140

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 3279

 6853

 3430

 7085

 5922

 5977

 5763

欠場

氏  名 所属名 記録／備考
 2960

 6086

 5851

 3130

 3621

 3773

 6091

 2860

 6851

No.
 3230

 6108

 5675

 5822

 3946
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

 2861

 5986

 5884

 5939

 3133

 2962

記録／備考
 6120
No. 氏  名 所属名

 5807
欠場

順

 3427

 5893

 3619

 5849

 5370

 6115

 6080

 5689

中学女子

800m
予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月19日 15:20

 1 三村 静香(3)  10:22.07 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 菅野中

 2 溝口 友己歩(3)  11:27.98 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｷﾎ 王滝中

 3 黒川 真由香(1)  11:31.46 
ｸﾛｶﾜ ﾏﾕｶ 大町一中

 4 吉江 美季(2)  11:32.92 
ﾖｼｴ ﾐｷ 豊科北中

 5 山川 桃佳(2)  11:44.98 
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 鉢盛中

 6 小林 鈴華(2)  11:45.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 菅野中

 7 村上 明日香(1)  12:06.97 
ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 鉢盛中

 8 丸山 瑞稀(2)  12:11.97 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 仁科台中

 9 白木 果歩(3)  12:21.46 
ｼﾛｷ ｶﾎ 菅野中

10 山本 音緒(3)  12:26.45 
ﾔﾏﾓﾄ ﾈｵ 鉢盛中

11 一之瀬 陽菜(2)  12:36.52 
ｲﾁﾉｾ ﾊﾙﾅ 附属松本中

12 千見寺 美未香(2)  12:44.58 
ﾁｹﾝｼﾞ ﾐﾐｶ 鎌田中

13 吉澤 三奈(2)  13:02.41 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾅ 丘中

14 吉澤 里奈(2)  13:02.85 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾅ 丘中

15 中澤 夢乃(1)  13:07.86 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾒﾉ 豊科北中

16 北原 すみれ(2)  13:38.28 
ｷﾀﾊﾗ ｽﾐﾚ 女鳥羽中

17 原 芽ぐみ(2)  13:38.30 
ﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 鎌田中

18 川上 直美(1)  13:41.40 
ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 山辺中

19 内川 美幸(2)  14:46.42 
ｳﾁｶﾜ ﾐﾕｷ 仁科台中

 6042

 5715

 3947

 5891

 3202

 3201

 5371

 6079

 6130

 5713

 6095

 3942

 5952

 5141

 6083

 5937

 5942
大会新

 2959

 3914

中学女子

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月19日  8:55
決勝 8月19日 16:20

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +0.2

 1 小澤 美紀(3)     17.29 q  1 籏町 佳代(2)     17.26 q
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 豊科北中 ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ 鉢盛中

 2 下条 菜摘(2)     18.53 q  2 牛丸 亜美(2)     17.60 q
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 旭町中 ｳｼﾏﾙ ｱﾐ 波田中

 3 若林 葉南(2)     20.79  3 中村 あかね(2)     18.58 q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 開成中 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 仁科台中

 4 田口 琉衣(1)     21.13  4 樋口 莉緒花(1)     21.56 
ﾀｸﾞﾁ ﾙｲ 福島中 ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻広陵中

 5 後藤 彩衣(1)     21.62  5 梨子田 小夏(2)     21.74 
ｺﾞﾄｳ ｻｴ 塩尻広陵中 ﾅｼﾀﾞ ｺﾅﾂ 大町一中

 6 宮澤 絢羽(1)     21.83  6 宍戸 琴葉(1)     22.22 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾊ 丸ﾉ内中 ｼｼﾄﾞ ｺﾄﾊ 豊科北中

 7 小口 寿子(1)     22.30  7 中村 百花(1)     22.62 
ｵｸﾞﾁ ﾋｻｺ 附属松本中 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 旭町中

 8 的場 優衣(1)     24.11  8 山﨑 櫻子(2)     22.77 
ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ 清水中 ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗｺ 附属松本中
丸山 奈々(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 菅野中

[ 3組] 風速 +0.8

 1 長岩 妃代里(3)     15.55 q
ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ 豊科北中

 2 塩原 由夏(2)     17.85 q
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 鉢盛中

 3 東本 真実(2)     18.17 q
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ 附属松本中

 4 座間 美咲(2)     20.44 
ｻﾞﾏ ﾐｻｷ 菅野中

 5 百瀬 真梨(2)     21.10 
ﾓﾓｾ ﾏﾘ 丸ﾉ内中

 6 大塚 雨音(2)     21.96 
ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ 山辺中

 7 桶野 美羽(1)     22.33 
ｵｹﾉ ﾐｳ 福島中

 8 渡辺 真礼(1)     25.11 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｱﾔ 塩尻広陵中

風速 +0.6

 1 長岩 妃代里(3)     15.44 
ﾅｶﾞｲﾜ ﾋﾖﾘ 豊科北中

 2 小澤 美紀(3)     16.84 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 豊科北中

 3 籏町 佳代(2)     17.26 
ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ 鉢盛中

 4 塩原 由夏(2)     17.75 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 鉢盛中

 5 牛丸 亜美(2)     17.87 
ｳｼﾏﾙ ｱﾐ 波田中

 6 下条 菜摘(2)     18.50 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 旭町中

 7 中村 あかね(2)     18.82 
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 仁科台中

 8 東本 真実(2)     23.22 
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ 附属松本中

 2871

 4254
順

中学女子

100mH(0.762m)
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

No. 氏  名

 5764

 6110

 3218

 5848

所属名

 3250 5801

所属名 記録／備考 順

 3944

 3216

記録／備考
 6087
No. 氏  名

 5788

 6112

 3910

 5374

記録／備考

 5938
欠場

 5690

順 No. 氏  名 所属名

 6106

 5959

 4252
大会新

 6085

 2866

 3219

 5758

 5878

所属名 記録／備考
 4252

大会新

決勝

順 No. 氏  名

 6085

 3250

 4254

 6087

 5801

 3944

 6106



予選 8月19日 13:45
決勝 8月19日 17:05

[ 1組] [ 2組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 鉢盛中  6090 御子柴 優花(1)     53.91 q  1 豊科北中  5368 臼井 美紅(1)     51.94 q

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ ｳｽｲ ﾐｸ 大会新
 6084 倉沢 果歩(2)  5367 木村 凌(1) 中学新(低学年)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 6096 安田 三奈美(1)  5366 齊藤 静花(1)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 6087 籏町 佳代(2)  5144 西澤 羽純(2)

ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ
 2 旭町中  5805 高橋 茉里(2)     55.53 q  2 菅野中  5940 中島 萌々香(1)     55.29 q

ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾓｶ
 5806 矢島 芽依(2)  5964 柴田 友菜(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ
 5790 滋田 祐希(1)  5945 小林 侑生(1)

ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 5801 下条 菜摘(2)  5955 青木 美桜那(2)

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ ｱｵｷ ﾐｵﾅ
 3 清水中  5690 的場 優衣(1)     55.93 q  3 大町一中  3907 林田 涼香(2)     57.14 

ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ ﾊﾔｼﾀﾞ ｽｽﾞｶ
 5677 中田 佑香(2)  3911 牧元 美沙(2)

ﾅｶﾀ ﾕｳｶ ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ
 5687 井上 碧(1)  3916 平林 菜香(1)

ｲﾉｳｴ ｱｵｲ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾅﾉｶ
 5680 太田 もも(2)  3912 石原 美帆(1)

ｵｵﾀ ﾓﾓ ｲｼﾊﾗ ﾐﾎ
 4 仁科台中  3944 中村 あかね(2)     56.93  4 筑摩野中  5978 秋川 有紀     57.21 

ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ ｱｷｶﾜ ﾕｷ
 3948 倉科 美優(2)  5983 堤 向日葵

ｸﾗｼﾅ ﾐﾕ ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ
 3945 茅野 葵(2)  5986 廣田 みゆ

ﾁﾉ ｱｵｲ ﾋﾛﾀ ﾐﾕ
 3949 田中 瑞紀(1)  5982 矢ヶ崎 菜奈

ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ ﾔｶﾞｻｷ ﾅﾅ
 5 塩尻中  3127 小松 茉由(1)     57.35  5 穂高西中  3468 胡桃 沙紀(1)     57.34 

ｺﾏﾂ ﾏﾕ ｸﾙﾐ ｻｷ
 3128 久保 菜都希(1)  3463 秋元 優希(2)

ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ ｱｷﾓﾄ ﾕｳｷ
 3132 三澤 結(2)  3469 武江 真歩(1)

ﾐｻﾜ ﾕｲ ﾀｹｴ ﾏﾎ
 3126 森本 知隼(1)  3465 下川 綾香(2)

ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ ｼﾓｶﾜ ｱﾔｶ
 6 鎌田中  5716 大月 純(1)     58.91  6 塩尻広陵中  3219 渡辺 真礼(1)   1:01.30 

ｵｵﾂｷ ｼﾞｭﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｱﾔ
 5717 横山 可奈子(1)  3217 荒井 葵凪(1)

ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ
 5715 原 芽ぐみ(2)  3218 後藤 彩衣(1)

ﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ ｺﾞﾄｳ ｻｴ
 5713 千見寺 美未香(2)  3223 宮本 彩里(2)

ﾁｹﾝｼﾞ ﾐﾐｶ ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾘ
 7 丸ﾉ内中  5759 西川 茉那(2)     59.37 山辺中  5878 大塚 雨音(2)

ﾆｼｶﾜ ﾏﾅ ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ 失格
 5777 花村 菜々子(2)  5877 中條 彩(2) R1(3-4)

ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ ﾅｶｼﾞｮｳ ｱﾔ
 5758 百瀬 真梨(2)  5890 浅村 美優(1)

ﾓﾓｾ ﾏﾘ ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ
 5761 岡山 杏(2)  5880 矢島 由衣(2)

ｵｶﾔﾏ ｱﾝｽﾞ ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 波田中  3256 三田 有紗(1)     55.23 q

ﾐﾀ ｱﾘｻ
 3250 牛丸 亜美(2)

ｳｼﾏﾙ ｱﾐ
 3254 中村 芽生(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
 3255 百瀬 そよか(1)

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ
 2 福島中  2868 木田村 美央(1)     55.63 q

ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ
 2859 畑 美織(3)

ﾊﾀ ﾐｵﾘ
 2863 中畑 夏菜(2)

ﾅｶﾊﾀ ｶﾅ
 2857 近藤 美穂(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ
 3 松島中  5818 平林 桃子(2)     56.88 q

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ
 5820 小林 みか(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ
 5824 手塚 友貴乃(1)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ
 5816 松山 由里香(1)

ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ
 4 附属松本中  6107 辻本 采香(2)     57.20 

ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ
 6106 東本 真実(2)

ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ
 6114 清水 美好(1)

ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ
 6113 内田 真愛(1)

ｳﾁﾀﾞ ｱｱｲ
 5 穂高東中  3426 辰口 和     57.39 

ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ
 3431 三澤 葵

ﾐｻﾜ ｱｵｲ
 3438 杏 由茉

ｶﾗﾓﾓ ﾕﾏ
 3450 那須 姫花

ﾅｽ ﾋﾒｶ
 6 高綱中  5921 上條 みなみ(1)     57.61 

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ
 5910 市川 真優(2)

ｲﾁｶﾜ ﾏﾕ
 5912 酒井 菜々子(2)

ｻｶｲ ﾅﾅｺ
 5914 町田 早耶香(2)

ﾏﾁﾀﾞ ｻﾔｶ

中学女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 豊科北中  5368 臼井 美紅(1)     52.01 

ｳｽｲ ﾐｸ 大会新
 5367 木村 凌(1) 中学新(低学年)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 5366 齊藤 静花(1)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 5144 西澤 羽純(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ
 2   5 鉢盛中  6090 御子柴 優花(1)     53.86 

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 6084 倉沢 果歩(2)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 6096 安田 三奈美(1)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 6087 籏町 佳代(2)

ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ
 3   8 福島中  2868 木田村 美央(1)     55.02 

ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ
 2859 畑 美織(3)

ﾊﾀ ﾐｵﾘ
 2863 中畑 夏菜(2)

ﾅｶﾊﾀ ｶﾅ
 2857 近藤 美穂(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾎ
 4   3 清水中  5690 的場 優衣(1)     55.18 

ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ
 5677 中田 佑香(2)

ﾅｶﾀ ﾕｳｶ
 5687 井上 碧(1)

ｲﾉｳｴ ｱｵｲ
 5680 太田 もも(2)

ｵｵﾀ ﾓﾓ
 5   7 菅野中  5959 座間 美咲(2)     55.44 

ｻﾞﾏ ﾐｻｷ
 5964 柴田 友菜(2)

ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ
 5945 小林 侑生(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 5955 青木 美桜那(2)

ｱｵｷ ﾐｵﾅ
 6   4 波田中  3252 高波 舞(1)     55.88 

ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ
 3250 牛丸 亜美(2)

ｳｼﾏﾙ ｱﾐ
 3254 中村 芽生(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
 3251 宮澤 奈央(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｵ
 7   9 旭町中  5805 高橋 茉里(2)     56.28 

ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ
 5806 矢島 芽依(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ
 5790 滋田 祐希(1)

ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ
 5801 下条 菜摘(2)

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ
 8   2 松島中  5818 平林 桃子(2)     56.85 

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ
 5820 小林 みか(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ
 5824 手塚 友貴乃(1)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ
 5816 松山 由里香(1)

ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ

決勝

中学女子

4×100m



決勝 8月19日  9:00

後藤 真伊(3)
ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 塩尻広陵中
蓼原 彩奈(2)
ﾀﾃﾞﾊﾗ ｱﾔﾅ 清水中
矢ヶ崎 菜奈
ﾔｶﾞｻｷ ﾅﾅ 筑摩野中
松井 美奈実(2)
ﾏﾂｲ ﾐﾅﾐ 福島中
二木 珠衣(2)
ﾌﾀﾂｷﾞ ｼﾞｭｲ 信明中
胡桃 沙紀(1)
ｸﾙﾐ ｻｷ 穂高西中
齋藤 汐音(1)
ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ 丸ﾉ内中
若林 葉南(2)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 開成中
赤羽 遥香(2)
ｱｶﾊﾈ ﾊﾙｶ 旭町中
上沼 瑞季(1)
ｳｴﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 附属松本中
百瀬 真梨(2)
ﾓﾓｾ ﾏﾘ 丸ﾉ内中
水口 由葵(2)
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｷ 菅野中
中川 友香(1)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｶ 旭町中
越道 奈々(2)
ｺｼﾐﾁ ﾅﾅ 高綱中
永坂 穂乃佳(1)
ﾅｶﾞｻｶ ﾎﾉｶ 山辺中
御子柴 優花(1)
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中
松澤 なつめ(1)
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅﾂﾒ 小谷中
藤澤 亜美(1)
ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾐ 高綱中
矢島 由衣(2) 記録なし
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 山辺中
佐竹 かなで(2) 記録なし
ｻﾀｹ ｶﾅﾃﾞ 鉢盛中
臼井 美紅(1) 欠場
ｳｽｲ ﾐｸ 豊科北中
中井 遥菜(1) 欠場
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 豊科北中
東本 真実(2) 欠場
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ 附属松本中
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中学女子

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月19日 13:30

栗空 亜沙美(3)   4.97   5.34   5.00   5.30   5.28   5.17    5.34 6回目
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 王滝中   +2.1   +3.0   +2.3   +2.9   +3.5   -1.2    +3.0 大会新
安田 若菜(3)   4.86   4.90   4.92   4.96   4.92   4.81    4.96 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 日義中   +1.2   +3.3   +1.6   +2.8   +1.5   -2.1    +2.8
矢島 芽依(2)   4.58    x   4.61    x   4.73   4.60    4.73 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 旭町中   -1.9   +1.8   +3.3   +1.2    +3.3
畑 美織(3)    -   4.29   4.45   4.43   4.65   4.43    4.65 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 福島中   +1.8   +2.1   +2.0   +3.5   -0.6    +3.5
滝澤 千優(3)   4.26   4.14   4.40   4.10   4.45   4.31    4.45 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ 丘中    0.0   +1.2   +3.8   +2.0   +1.0   +1.3    +1.0
青木 七海(1)    x   4.29   4.35   4.25    x   4.45    4.45 
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 信明中   -0.3   +2.1   -1.7   +1.5    +1.5
星野 美音(3)   4.25   4.27   4.32   4.38   4.18   4.31    4.38 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 豊科北中   +1.2   +1.3   +3.4   +2.7   +0.8   +1.1    +2.7
萩原 詳子(1)   3.72   3.82   4.23   3.76   4.18   4.09    4.23 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 丘中   +0.5   +1.6   +2.5    0.0   +1.3   -0.1    +2.5
中田 佑香(2)   4.11   3.97   4.22    4.22 
ﾅｶﾀ ﾕｳｶ 清水中   +1.0   +0.9   +3.1    +3.1
宮本 彩里(2)   4.03   4.18   4.04    4.18 
ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔﾘ 塩尻広陵中   +0.7   +0.8   +3.7    +0.8
辻本 采香(2)   3.98   4.02   4.11    4.11 
ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 附属松本中   +1.9   +0.5   +1.2    +1.2
奥島 彩葉(3)   3.73   4.03   4.07    4.07 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 豊科北中   -0.9   +3.0   +1.2    +1.2
武江 真歩(1)   3.67   3.91   3.96    3.96 
ﾀｹｴ ﾏﾎ 穂高西中   +1.2   +1.6   +1.5    +1.5
内田 真愛(1)   3.95   3.72    o    3.95 
ｳﾁﾀﾞ ｱｱｲ 附属松本中   +0.7   +0.6    +0.7
三輪 才佳(2)   3.79   3.93   3.88    3.93 
ﾐﾜ ﾄｼｶ 旭町中   +0.9   -1.8    -1.8
小林 和音(1)    x   3.92   3.81    3.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾈ 山辺中   +0.3   +2.5    +0.3
降籏 星奈(1)   3.26   3.87   3.62    3.87 
ﾌﾘﾊﾀ ｾｲﾅ 仁科台中   -3.4   +2.8   +2.1    +2.8
荒井 葵凪(1)   3.67   3.86    x    3.86 
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻広陵中   +1.2   +1.0    +1.0
酒井 菜々子(2)   3.83   3.85    x    3.85 
ｻｶｲ ﾅﾅｺ 高綱中   -1.4   +1.3    +1.3
花村 菜々子(2)   3.49   3.84   3.63    3.84 
ﾊﾅﾑﾗ ﾅﾅｺ 丸ﾉ内中   +0.9   +1.6   +3.7    +1.6
臼井 舞彩   3.52   3.81    x    3.81 
ｳｽｲ ﾏｱﾔ 穂高東中   +1.7   -0.4    -0.4
小澤 由衣(1)   3.46    o   3.81    3.81 
ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 信明中   +1.7   +2.0    +2.0
古谷 菜穂(1)   3.54    x   3.77    3.77 
ﾌﾙﾔ ﾅｵ 丘中   -0.6   +1.1    +1.1
三澤 結(2)   3.66    x    o    3.66 
ﾐｻﾜ ﾕｲ 塩尻中   -0.1    -0.1
志水 季里(1)   3.50   3.55    o    3.55 
ｼﾐｽﾞ ｷﾘ 福島中   +1.4   +1.6    +1.6
市橋 史佳(1)   3.30    o   3.50    3.50 
ｲﾁﾊｼ ﾌﾐｶ 信明中   -0.2   +2.8    +2.8
小林 真菜(2)   3.47    o    o    3.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 高綱中   +0.3    +0.3
川上 千晶(1)   3.41    o    o    3.41 
ｶﾜｶﾐ ﾁｱｷ 仁科台中   +2.2    +2.2
遠藤 美雨    x   3.31    x    3.31 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 穂高東中   +3.2    +3.2
小松 茉由(1)   3.14    o    o    3.14 
ｺﾏﾂ ﾏﾕ 塩尻中   +0.7    +0.7
尾崎 芙優(1)   3.09    o    o    3.09 
ｵｻﾞｷ ﾌﾕ 福島中   +1.5    +1.5
塩原 未楠(2) 欠場
ｼｵﾊﾗ ﾐｸ 塩尻西部中
池上 沙紀 欠場
ｲｹｶﾞﾐ ｻｷ 筑摩野中
今井 香帆(1) 欠場
ｲﾏｲ ｶﾎ 丸ﾉ内中
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決勝 8月19日 13:00

下村 芽生(3)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 王滝中
柴田 友菜(2)
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 菅野中
高橋 茉里(2)
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ 旭町中
細川 さやか(1)
ﾎｿｶﾜ ｻﾔｶ 穂高西中
上野 沙耶加(2)
ｳｴﾉ ｻﾔｶ 丸ﾉ内中
山口 樹々(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ 豊科北中
高山 実咲(2)
ﾀｶﾔﾏ ﾐｻｷ 信明中
原 弘子(2)
ﾊﾗ ﾋﾛｺ 清水中
大沼 瑠奈(2)
ｵｵﾇﾏ ﾙﾅ 鉢盛中
茅野 葵(2)
ﾁﾉ ｱｵｲ 仁科台中
田近 莉沙(1)
ﾀﾁﾞｶ ﾘｻ 王滝中
船坂 望(2)
ﾌﾅｻｶ ﾉｿﾞﾐ 菅野中
西川 茉那(2)
ﾆｼｶﾜ ﾏﾅ 丸ﾉ内中
大出 菜々葉(1)
ｵｵｲﾃﾞ ﾅﾅﾊ 高綱中
奥原 夕奈(2)
ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ 旭町中
市川 真優(2)
ｲﾁｶﾜ ﾏﾕ 高綱中
中西 保乃花(3)
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 穂高東中
羽賀 萌(1)
ﾊｶﾞ ﾒｸﾞﾐ 附属松本中
中村 公香(1) 欠場
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 鉢盛中
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