
第55回松本市民体育大会秋季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：松本市、松本市教育委員会、（財）松本市体育協会 跳躍審判長 藤森茂幸

投擲審判長 藤森茂幸
【開催日】 平成24年10月6日（土） 記録主任： 上野忠明
【主催団体】 松本市、松本市教育委員会、（財）松本市体育協会 決勝記録一覧表

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

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/ 6 一般高校女子  +0.3瀧澤 祐未(1) 12.64 伊藤 野々花(2) 13.35 小澤 詩歩(1) 13.37 小笠原 綾(2) 13.78 大沼 葉月(1) 14.02 桐井 彩実(1) 14.27

100m 松本大 松本美須々ヶ丘高 松本県ヶ丘高 田川高 田川高 松本深志高
10/ 6  -0.2瀧澤 祐未(1) 25.83 八釼 夏帆(2) 27.48 山村 彩花(1) 28.71 輿 初菜(2) 29.15 樋口 智子(2) 29.84 中島 涼香(1) 29.98 中原 理沙(1) 31.67

200m 松本大 松本県ヶ丘高 松本蟻ヶ崎高 松本蟻ヶ崎高 田川高 松本美須々ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高
10/ 6 折橋 真生(2) 2:22.20 一之瀬 令菜(2) 2:37.80 岩垂 瞳(1) 2:43.23 三田村 優来(1) 3:06.31

800m 松本蟻ヶ崎高 松本蟻ヶ崎高 松本美須々ヶ丘高 松本県ヶ丘高
10/ 6 安田 佳織(1) 10:32.88 小松 彩乃(2) 11:24.23

3000m 松本深志高 松本蟻ヶ崎高
10/ 6 原 苑子(2) 1.43 桐井 彩実(1) 1.25

走高跳 松本美須々ヶ丘高 松本深志高
10/ 6 小澤 詩歩(1) 5.08(+1.1) 中村 芽以(2) 5.00(+2.1) 伊藤 野々花(2)4.95(+1.8) 宮川 奈穂(1) 4.23(+1.1)

走幅跳 松本県ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 松本蟻ヶ崎高
10/ 6 中村 芽以(2) 27.17 藤原 佳奈(2) 24.97 藤原 美月(1) 13.69

やり投 松本美須々ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高
10/ 6 中学女子  +0.2西村 佳菜子(2) 12.89 太田 もも(2) 13.65 御子柴 優花(1) 13.72 麻沼 優紀(3) 13.74 町田 早耶香(2) 13.92 中村 芽生(1) 13.97 三田 有紗(1) 13.99 柴田 友菜(2) 14.31

100m 信明中 清水中 鉢盛中 松本秀峰中 高綱中 波田中 波田中 菅野中
10/ 6  -0.1倉沢 果歩(2) 28.29 安田 三奈美(1) 28.90 青木 美桜那(2) 28.92 高波 舞(2) 29.52 中島萌々香(1) 30.08 中條 彩(2) 30.27 茅野 晶(1) 30.28 田中 志野(2) 30.55

200m 鉢盛中 鉢盛中 菅野中 波田中 菅野中 山辺中 清水中 丸ﾉ内中
10/ 6 赤羽 美柚(3) 2:24.38 斉藤 眞夕(2) 2:26.57 一ﾉ瀬 菜月(2) 2:30.33 白木 果歩(3) 2:34.72 村上 明日香(1) 2:37.30 廣田 みゆ(1) 2:37.72 青木 弥佳(1) 2:37.78 市川 歩美(3) 2:39.37

800m 信明中 大野川中 附属松本中 菅野中 鉢盛中 筑摩野中 附属松本中 鉢盛中
10/ 6 三村 静香(3) 10:35.61 赤羽 純美玲(2) 10:48.36 古河 雅(1) 10:51.40 矢島 風香(2) 11:05.02 小林 鈴華(2) 11:09.26 宗田 夏季(3) 11:18.89 曽根 ほの翔(1) 11:41.28 山川 桃佳(2) 11:43.42

3000m 菅野中 開成中 鉢盛中 菅野中 菅野中 信明中 菅野中 鉢盛中
10/ 6  +0.9東本 真実(2) 17.05 牛丸 亜美(2) 17.12 塩原 由夏(2) 17.42 下条 菜摘(2) 18.57 久保田 樺乃(1) 19.19 座間 美咲(2) 20.14 小口 寿子(1) 21.50 宮澤 絢羽(1) 21.70

100mH(0.762m) 附属松本中 波田中 鉢盛中 旭町中 鉢盛中 菅野中 附属松本中 丸ﾉ内中
10/ 6 蓼原 彩奈(2) 1.40 若林 葉南(2) 開成中 1.35 齋藤 汐音(1) 1.35 二木 珠衣(2) 1.30 百瀬 真梨(2) 1.30 赤羽 遥香(2) 1.25 永坂 穂乃佳(1) 1.25

走高跳 清水中 矢ヶ崎 菜奈(2) 筑摩野中 丸ﾉ内中 信明中 丸ﾉ内中 旭町中 山辺中
上沼 瑞季(1)
附属松本中

10/ 6 矢島 芽依(2) 4.91(0.0) 三輪 才佳(2) 4.47(+1.4) 辻本 采香(2) 4.41(+1.3) 青木 七海(1) 4.29(+1.7) 中田 佑香(2) 4.26(+0.6) 中澤 摩由(2) 4.08(+2.2) 宮澤 奈央(2) 3.92(+0.9) 内田 真愛(1) 3.86(+1.2)
走幅跳 旭町中 旭町中 附属松本中 信明中 清水中 開成中 波田中 附属松本中

10/ 6 高橋 茉里(2) 8.82 上野 沙耶加(2) 7.62 滋田 祐希(1) 7.54 大沼 瑠奈(2) 7.46 原 弘子(2) 7.44 矢島 由衣(2) 7.12 中村 公香(1) 7.02 高山 実咲(2) 6.97
砲丸投 旭町中 丸ﾉ内中 旭町中 鉢盛中 清水中 山辺中 鉢盛中 信明中

10/ 6 信明中       53.78 波田中       54.06 鉢盛中(A)       54.06 旭町中       54.36 清水中(A)       54.76 菅野中(A)       54.94 筑摩野中       55.84 附属松本中       55.96
4×100m 青木 七海(1) 三田 有紗(1) 御子柴 優花(1) 高橋 茉里(2) 井上 碧(1) 中島 萌々香(1) 秋川 有紀(2) 清水 美好(1)

赤羽 美柚(3) 牛丸 亜美(2) 倉沢 果歩(2) 矢島 芽依(2) 中田 佑香(2) 柴田 友菜(2) 堤 向日葵(1) 内田 真愛(1)
白倉 李緒(1) 中村 芽生(1) 安田 三奈美(1) 滋田 祐希(1) 蓼原 彩奈(2) 座間 美咲(2) 廣田 みゆ(1) 辻本 采香(2)
西村 佳菜子(2) 高波 舞(2) 塩原 由夏(2) 下条 菜摘(2) 太田 もも(2) 青木 美桜那(2) 矢ヶ崎 菜奈(2) 東本 真実(2)

10/ 6 小学4-6年女  +1.8樋口 虹夏(5) 14.31 中村 優里(6) 14.55 鈴島 瑞菜(6) 14.63 岡田 弥恵(5) 14.83 小林 弥希(5) 14.96 山口 優花(6) 15.06 小山 莉那(5) 15.15 小島 百花(4) 15.26
100m ｺﾒｯﾄ波田 芝沢小 芳川小 松本本郷小 田川小 梓川小 菅野小 ｺﾒｯﾄ波田

10/ 6 根津 葵(6) 3:15.10 杉村 奈津穂(6) 3:30.22 髙坂 珠実(5) 3:32.07 松原 月歌(4) 3:32.49 宮澤 花奈実(5) 3:39.56 中澤 希帆(5) 3:48.81 飯嶋 華央(6) 3:50.12 峯村 悠月(4) 3:50.28
1000m 松本本郷小 松本本郷小 芝沢小 芳川小 菅野小 大野川小 田川小 田川小

10/ 6 後藤 佐智(6) 1.10 石原 真咲(6) 1.10 日高 偲歩(6) 1.10 亀野 未夢(6) 1.05 中田 萌(6) 1.05 相馬 佳菜子(6) 1.05 石川 彩楠(6) 1.00 日高 愛未(4) 0.95
走高跳 旭町小 筑摩小 芝沢小 芝沢小 旭町小 筑摩小 岡田小 芝沢小

10/ 6 宍戸 優希(6) 3.57(+0.8) 東條 瑞季(5) 3.39(-0.6) 松本 琴未(5) 3.20(-0.8) 佐藤 澄怜(5) 3.04(-0.2) 中島 柚子(6) 3.03(-0.2) 輿 恵子(6) 3.00(+0.2) 中平 ひより(4)2.92(0.0) 板敷 明莉(4) 2.86(0.0)
走幅跳 筑摩小 田川小 田川小 旭町小 旭町小 芝沢小 二子小 旭町小

10/ 6 飯沼 笑花(6) 28.17 落合 加奈(4) 27.58 山田 ほのか(4) 23.77 今井 萌笑(4) 19.72 山岡 美優(4) 18.55 平出 花鈴(5) 16.97 吉岡 明優奈(4) 16.42 阿部 紗楓(4) 12.53
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 岡田小 旭町小 旭町小 旭町小 芝沢小 旭町小 田川小 田川小

10/ 6 小学1-3年女 窪田 結衣(3) 9.71 真島 奈々香(3) 10.07 東條 遥香(3) 10.19 清水 叶華(3) 今井小 10.31 青木 美桜(2) 10.38 野村 遥(3) 鎌田小 10.45
60m 芳川小 鎌田小 田川小 柏原 有紗(3) 芳川小 芳川小 鈴木 直(3) 鎌田小

10/ 6 小学女子 梓川小(A)     1:02.59 本郷小     1:02.75 田川小(A)     1:02.85 芝沢小(A)     1:03.42 筑摩小     1:04.44 旭町小(A)     1:04.52 ｺﾒｯﾄ波田(A)     1:04.93 梓川小(B)     1:05.20
4×100m 市川 歌乃(6) 岡田 弥恵(5) 小林 弥希(5) 輿 恵子(6) 白石 遥(6) 中島 柚子(6) 根本 樹(4) 見形 芽生(5)

高畠 彩希(6) 藤井 若菜(5) 東條 瑞季(5) 中村 優里(6) 相馬 佳菜子(6) 内藤 百嶺(6) 西牧 ひなた(4) 大久保未弥子(5)
丸山 純礼(6) 久保田 梨那(5) 栗田 頌子(5) 亀野 未夢(6) 石原 真咲(6) 後藤 佐智(6) 太田 安奈(4) 高山 李花(5)
媚山 萌々(6) 北原 智沙(5) 松本 琴未(5) 日高 偲歩(6) 宍戸 優希(6) 中田 萌(6) 大月 優奈(4) 福嶋絵美梨(5)



決勝 10月6日 11:40

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +1.6

 1 清水 叶華(3)     10.31  1 野村 遥(3)     10.45 
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ 今井小 ﾉﾑﾗ ﾊﾙｶ 鎌田小

 2 青木 美桜(2)     10.38  2 鈴島 千尋(3)     10.53 
ｱｵｷ ﾐｵ 芳川小 ｽｽﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 芳川小

 3 鈴木 直(3)     10.45  3 櫻井 絢咲(3)     11.03 
ｽｽﾞｷ ﾅｵ 鎌田小 ｻｸﾗｲ ｱﾔｷ 今井小

 4 高見澤 陽菜(3)     11.02  4 高比良つぐみ(3)     11.04 
ﾀｶﾐｻﾜ ﾊﾙﾅ 旭町小 ﾀｶﾋﾗ  ﾂｸﾞﾐ 芝沢小

 5 斉藤 愛(3)     11.19  5 勝山 愛美(2)     11.11 
ｻｲﾄｳ ｺｺﾛ 大野川小 ｶﾂﾔﾏ ﾏﾅﾐ 田川小

 6 池上 碧泉(3)     11.20  6 上原 彩花(3)     11.32 
ｲｹｶﾞﾐ  ｱｵｲ 寿小 ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 旭町小

 7 尾関 紗佳(2)     11.68  7 小林 芽衣(3)     11.76 
ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ 岡田小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 大野川小

 8 小出澤 愛唯(3)     11.73  8 伊藤 まい(1)     19.46 
ｺｲﾃﾞｻﾞﾜ ﾒｲ 島立小 ｲﾄｳ ﾏｲ 島立小

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 +1.8

 1 真島 奈々香(3)     10.07  1 窪田 結衣(3)      9.71 
ﾏｼﾏ ﾅﾅｶ 鎌田小 ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 芳川小

 2 柏原 有紗(3)     10.31  2 手塚 瑞季(3)     10.48 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｱﾘｻ 芳川小 ﾃﾂﾞｶ  ﾐﾂﾞｷ 芝沢小

 3 田中 美葉(3)     10.79  3 根津 円(3)     10.62 
ﾀﾅｶ ﾐﾖ 田川小 ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 松本本郷小

 4 中島 瑞喜(3)     11.02  4 佐々木 栞(3)     10.82 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 筑摩小 ｻｻｷ ｼｵﾘ 並柳小

 5 長谷川 梓(3)     11.24  5 山田 真桜子(3)     10.94 
ﾊｾｶﾞﾜ ｱｽﾞｻ 並柳小 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵｺ 筑摩小

 6 中島 咲良(3)     11.42  6 宮原 杏奈(3)     11.11 
ﾅｶｼﾏ ｻｸﾗ 旭町小 ﾐﾔﾊﾗ ｱﾝﾅ 鎌田小

 7 藤山 ひより(3)     11.51  7 中村 栞菜(3)     11.16 
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾖﾘ 安曇小 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町小

 8 中村 紗亜(1)     12.34  8 森村 夏菜(1)     12.65 
ﾅｶﾑﾗ  ｽｽﾞｱ 寿小 ﾓﾘﾑﾗ ｶﾅ 今井小

[ 5組] 風速 -0.9 [ 6組] 風速 +0.8

 1 伊藤 雪乃(3)     10.56  1 東條 遥香(3)     10.19 
ｲﾄｳ ﾕｷﾉ 二子小 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 田川小

 2 加島 小浦(2)     11.22  2 酒井 日向子(3)     10.60 
ｶｼﾏ ｺｳﾗ 松本本郷小 ｻｶｲ ﾋﾅｺ 二子小

 3 草間 ゆうな(2)     11.23  3 木船 里菜(3)     10.94 
ｸｻﾏ  ﾕｳﾅ 寿小 ｷﾌﾞﾈ ﾘﾅ 松本本郷小

 4 小野 梨楓(1)     11.33  4 青木 寧音(3)     10.97 
ｵﾉ ﾘﾝｶ 菅野小 ｱｵｷ  ﾈﾈ 寿小

 5 上野 夏澄(2)     11.52  5 古田 なつみ(3)     11.04 
ｳｴﾉ ｶｽﾐ 田川小 ﾌﾙﾀ ﾅﾂﾐ 並柳小

 6 神田 琴美(3)     11.69  6 古厩 美音(3)     11.22 
ｶﾝﾀﾞ  ｺﾄﾐ 芝沢小 ﾌﾙﾏﾔ ﾐｵ 島立小

 7 百瀬 愛莉(3)     11.87  7 小出 柚羽(3)     11.74 
ﾓﾓｾ ｱｲﾘ 島立小 ｺｲﾃﾞ  ﾕｽﾞﾊ 芝沢小

 8 奥原 朱音(2)     12.14  8 竹内 ﾙｲ(1)     12.31 
ｵｸﾊﾗ ｱｶﾈ 岡田小 ﾀｹｳﾁ ﾙｲ 菅野小

小学1-3年女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
8   251

6   479

2   244

4   126

3   344

5   310

5   390

9   210

7   426

  484

順 ﾚｰﾝ No.

2   256

4   134

6   341

所属名 記録／備考
3   242

7

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8   267

7   236

9   482

9   416

  144

4   399

3   367

2   189

8   311

6   467

5

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
3   473

4   271

2   494

8   463

5   359

9   223

6   142

7   248

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
7   435

6   490

2   309

4   327

8   394

3   276

9   431

5   192

氏  名 所属名 記録／備考
5   401

8   441

2   504

3   308

9   461

6   423

7   273

4   333



   1 窪田 結衣(3) 芳川小      9.71 (+1.8)   4   1
   2 真島 奈々香(3) 鎌田小     10.07 (+1.4)   3   1
   3 東條 遥香(3) 田川小     10.19 (+0.8)   6   1
   4 清水 叶華(3) 今井小     10.31 (0.0)   1   1
   4 柏原 有紗(3) 芳川小     10.31 (+1.4)   3   2
   6 青木 美桜(2) 芳川小     10.38 (0.0)   1   2
   7 野村 遥(3) 鎌田小     10.45 (+1.6)   2   1
   7 鈴木 直(3) 鎌田小     10.45 (0.0)   1   3
   9 手塚 瑞季(3) 芝沢小     10.48 (+1.8)   4   2
  10 鈴島 千尋(3) 芳川小     10.53 (+1.6)   2   2
  11 伊藤 雪乃(3) 二子小     10.56 (-0.9)   5   1
  12 酒井 日向子(3) 二子小     10.60 (+0.8)   6   2
  13 根津 円(3) 松本本郷小     10.62 (+1.8)   4   3
  14 田中 美葉(3) 田川小     10.79 (+1.4)   3   3
  15 佐々木 栞(3) 並柳小     10.82 (+1.8)   4   4
  16 木船 里菜(3) 松本本郷小     10.94 (+0.8)   6   3
  16 山田 真桜子(3) 筑摩小     10.94 (+1.8)   4   5
  18 青木 寧音(3) 寿小     10.97 (+0.8)   6   4
  19 高見澤 陽菜(3) 旭町小     11.02 (0.0)   1   4
  19 中島 瑞喜(3) 筑摩小     11.02 (+1.4)   3   4
  21 櫻井 絢咲(3) 今井小     11.03 (+1.6)   2   3
  22 高比良つぐみ(3) 芝沢小     11.04 (+1.6)   2   4
  22 古田 なつみ(3) 並柳小     11.04 (+0.8)   6   5
  24 勝山 愛美(2) 田川小     11.11 (+1.6)   2   5
  24 宮原 杏奈(3) 鎌田小     11.11 (+1.8)   4   6
  26 中村 栞菜(3) 旭町小     11.16 (+1.8)   4   7
  27 斉藤 愛(3) 大野川小     11.19 (0.0)   1   5
  28 池上 碧泉(3) 寿小     11.20 (0.0)   1   6
  29 加島 小浦(2) 松本本郷小     11.22 (-0.9)   5   2
  29 古厩 美音(3) 島立小     11.22 (+0.8)   6   6
  31 草間 ゆうな(2) 寿小     11.23 (-0.9)   5   3
  32 長谷川 梓(3) 並柳小     11.24 (+1.4)   3   5
  33 上原 彩花(3) 旭町小     11.32 (+1.6)   2   6
  34 小野 梨楓(1) 菅野小     11.33 (-0.9)   5   4
  35 中島 咲良(3) 旭町小     11.42 (+1.4)   3   6
  36 藤山 ひより(3) 安曇小     11.51 (+1.4)   3   7
  37 上野 夏澄(2) 田川小     11.52 (-0.9)   5   5
  38 尾関 紗佳(2) 岡田小     11.68 (0.0)   1   7
  39 神田 琴美(3) 芝沢小     11.69 (-0.9)   5   6
  40 小出澤 愛唯(3) 島立小     11.73 (0.0)   1   8
  41 小出 柚羽(3) 芝沢小     11.74 (+0.8)   6   7
  42 小林 芽衣(3) 大野川小     11.76 (+1.6)   2   7
  43 百瀬 愛莉(3) 島立小     11.87 (-0.9)   5   7
  44 奥原 朱音(2) 岡田小     12.14 (-0.9)   5   8
  45 竹内 ﾙｲ(1) 菅野小     12.31 (+0.8)   6   8
  46 中村 紗亜(1) 寿小     12.34 (+1.4)   3   8
  47 森村 夏菜(1) 今井小     12.65 (+1.8)   4   8
  48 伊藤 まい(1) 島立小     19.46 (+1.6)   2   8

小学1-3年女子

60m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  473
  236
  401
  251
  482
  479
  242
  244
  271
  484
  435
  441
  494
  399
  463
  504
  359
  308
  126
  367
  256
  267
  461
  390
  223
  142
  344
  310
  490
  423
  309
  467
  134
  327
  144
  189
  394
  210
  276
  426
  273
  341

  248
  416

  431
  192
  333
  311



予選 10月6日  9:10
決勝 10月6日 12:30

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -0.7

 1 小島 百花(4)     15.30 q  1 樋口 虹夏(5)     14.64 q
ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｶ ｺﾒｯﾄ波田 ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ｺﾒｯﾄ波田

 2 久保田 梨那(5)     15.96  2 小林 弥希(5)     15.15 q
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 松本本郷小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 田川小

 3 大谷 倖千(4)     16.35  3 白石 遥(6)     16.28 
ｵｵﾔ ｻﾁ 安曇小 ｼﾗｲｼ ﾊﾙｶ 筑摩小

 4 吉水 媛香(4)     16.45  4 宇治 春香(5)     16.55 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ 二子小 ｳｼﾞ ﾊﾙｶ 鎌田小

 5 中野 利都(5)     17.12  5 深澤 あまね(4)     16.72 
ﾅｶﾉ  ﾘﾄ 寿小 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町小

 6 北野 彩希(4)     17.58  6 宮島 沙奈(4)     17.61 
ｷﾀﾉ ｻｷ 島立小 ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾅ 島立小

 7 小松 真子(4)     17.63  7 植村 春音(4)     17.76 
ｺﾏﾂ ﾏｺ 岡田小 ｳｴﾑﾗ ﾊﾅ 岡田小

 8 梶田 茉朋(5)     18.15  8 大野 桜季(4)     17.90 
ｶｼﾞﾀ ﾏﾎ 鎌田小 ｵｵﾉ ｻｷ 芝沢小

 9 田中 咲希(4)     19.16  9 大和 愛加(5)     18.18 
ﾀﾅｶ ｻｷ 筑摩小 ｵｵﾜ ｱｲｶ 菅野小

[ 3組] 風速 -0.8 [ 4組] 風速 -0.5

 1 北原 智沙(5)     15.80  1 中村 優里(6)     14.87 q
ｷﾀﾊﾗ ﾁｻ 松本本郷小 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 芝沢小

 2 中原 小雪(5)     16.52  2 山口 優花(6)     15.68 q
ﾅｶﾊﾗ ｺﾕｷ 並柳小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 梓川小

 3 野村 栞里(4)     16.55  3 市川 美羽(6)     16.43 
ﾉﾑﾗ ｼｵﾘ 菅野小 ｲﾁｶﾜ ﾐｳ 二子小

 4 曽山 茜(4)     16.76  4 多田 愛梨(4)     17.14 
ｿﾔﾏ ｱｶﾈ 芝沢小 ﾀﾀﾞ ｱｲﾘ 鎌田小

 5 西村 実優(4)     17.47  5 小山 紗璃(5)     17.34 
ﾆｼﾑﾗ ﾐﾕ 二子小 ｺﾔﾏ ｻﾘ 旭町小

 6 八十島 悠(4)     17.87  6 関 詩織(4)     17.45 
ﾔｿｼﾏ ﾕｳ 島立小 ｾｷ ｼｵﾘ 菅野小

 7 池田 英加(5)     17.98  7 谷口 真美(4)     17.79 
ｲｹﾀﾞ ﾊﾅｶ 旭町小 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾐ 並柳小

 8 鈴木 未来(6)     18.37  8 村松 華果(4)     18.49 
ｽｽﾞｷ ﾐﾗｲ 田川小 ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾅｶ 田川小

 9 大野 ひかり(4)     18.85 
ｵｵﾉ ﾋｶﾘ 安曇小

[ 5組] 風速 -0.4 [ 6組] 風速 +0.2

 1 鈴島 瑞菜(6)     14.89 q  1 太田 菜奈(5)     15.69 
ｽｽﾞｼﾏ ﾐｽﾞﾅ 芳川小 ｵｵﾀ ﾅﾅ ｺﾒｯﾄ波田

 2 岡田 弥恵(5)     15.13 q  2 青木 梨乃(5)     15.96 
ｵｶﾀﾞ ﾔｴ 松本本郷小 ｱｵｷ ﾘﾉ 梓川小

 3 小山 莉那(5)     15.50 q  3 澤尻 典子(6)     15.98 
ｺﾔﾏ ﾘﾅ 菅野小 ｻﾜｼﾞﾘ ﾉﾘｺ 芳川小

 4 栗田 頌子(5)     17.03  4 小野谷 友里(4)     16.00 
ｸﾘﾀ ｼｮｳｺ 田川小 ｵﾉｶﾞﾔ ﾕｳﾘ 二子小

 5 高山 李花(5)     17.49  5 藤井 若菜(5)     16.59 
ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｶ 梓川小 ﾌｼﾞｲ ﾜｶﾅ 松本本郷小

 6 大月 七夏(4)     17.51  6 北林 亜美(4)     16.94 
ｵｵﾂｷ ﾅﾅｶ ｺﾒｯﾄ波田 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 芝沢小

 7 荒井 優月(5)     17.70  7 高木 愛衣(4)     17.38 
ｱﾗｲ  ﾕﾂｷ 寿小 ﾀｶｷﾞ ｱｲ 筑摩小

 8 星野 聖菜(5)     18.07  8 丸山 和佳奈(4)     19.10 
ﾎｼﾉ ｾﾅ 旭町小 ﾏﾙﾔﾏ ﾜｶﾅ 島立小

 9 川上 楓花(4)     18.41 
ｶﾜｶﾐ ﾌｳｶ 安曇小

風速 +1.8

 1 樋口 虹夏(5)     14.31 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ｺﾒｯﾄ波田

 2 中村 優里(6)     14.55 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 芝沢小

 3 鈴島 瑞菜(6)     14.63 
ｽｽﾞｼﾏ ﾐｽﾞﾅ 芳川小

 4 岡田 弥恵(5)     14.83 
ｵｶﾀﾞ ﾔｴ 松本本郷小

 5 小林 弥希(5)     14.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 田川小

 6 山口 優花(6)     15.06 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 梓川小

 7 小山 莉那(5)     15.15 
ｺﾔﾏ ﾘﾅ 菅野小

 8 小島 百花(4)     15.26 
ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｶ ｺﾒｯﾄ波田

3   159

2   326

8   109

9   392

4   483

5   488

6   285

所属名 記録／備考
7   122

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4   184

7   421

6   356

9   501

8   291

3   442

4   165

2   485

  116
ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8   301

5   137

2   118

1   387

7   155

9   326

3   483

6   488

5
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 記録／備考

1   396

3   322

7   465

5   132

8   440

9   238

6   159

氏  名 所属名 記録／備考
2   285

5   187

4   140

9   407

7   430

6   279

1   448

3   340

8   502

2   466

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

4   281

3   332

8   204

2   136

6   422

9   215

  392

1   370

記録／備考
5   122

ﾚｰﾝ 氏  名 所属名

1   368

順

4   218

7

7   434

6   200

5   312

8   186

3   438

2   491

所属名 記録／備考
9   109

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学4-6年女子

100m
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

No.



予選 10月6日 12:50
決勝 10月6日 15:40

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 -0.4

 1 麻沼 優紀(3)     13.66 q  1 太田 もも(2)     13.81 q
ｱｻﾇﾏ ﾕｷ 松本秀峰中 ｵｵﾀ ﾓﾓ 清水中

 2 三田 有紗(1)     13.89 q  2 古屋 悠(2)     14.25 
ﾐﾀ ｱﾘｻ 波田中 ﾌﾙﾔ ﾊﾙｶ 松本秀峰中

 3 柴田 友菜(2)     14.04 q  3 大塚 雨音(2)     14.37 
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 菅野中 ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ 山辺中

 4 大石 彩未(2)     14.45  4 中塚 真子(1)     14.39 
ｵｵｲｼ  ｱﾐ 丸ﾉ内中 ﾅｶﾂｶ ﾏｺ 波田中

 5 白倉 李緒(1)     14.64  5 松山 由里香(1)     14.46 
ｼﾗｸﾗ ﾘｵ 信明中 ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 松島中

 6 松崎 知沙(1)     14.65  6 宮澤 実侑紀(1)     14.80 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ 山辺中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕｷ 開成中

 7 古田 実咲(2)     15.43  7 大月 純(1)     14.99 
ﾌﾙﾀ ﾐｻｷ 女鳥羽中 ｵｵﾂｷ ｼﾞｭﾝ 鎌田中

 8 塚田 帆風(1)     16.00  8 岡山 杏(2)     15.59 
ﾂｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 高綱中 ｵｶﾔﾏ  ｱﾝｽﾞ 丸ﾉ内中

 9 市橋 史佳(1)     15.66 
ｲﾁﾊｼ ﾌﾐｶ 信明中

[ 3組] 風速 -1.7 [ 4組] 風速 +1.2

 1 西村 佳菜子(2)     12.91 q  1 小林 みか(2)     14.15 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 松島中

 2 御子柴 優花(1)     13.87 q  2 堤 向日葵(1)     14.21 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中 ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 筑摩野中

 3 中村 芽生(1)     13.89 q  3 的場 優衣(1)     14.47 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 波田中 ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ 清水中

 4 小林 侑生(1)     14.51  4 川井 海帆(1)     14.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野中 ｶﾜｲ ｶﾎ 鉢盛中

 5 遠藤 利佳(2)     14.57  5 上條 みなみ(1)     14.65 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｶ 梓川中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ 高綱中

 6 手塚 友貴乃(1)     14.66  6 泉 英里奈(2)     14.76 
ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ 松島中 ｲｽﾞﾐ ｴﾘﾅ 才教学園中

 7 花村 菜々子(2)     14.80  7 柴 彩夏(2)     14.92 
ﾊﾅﾑﾗ  ﾅﾅｺ 丸ﾉ内中 ｼﾊﾞ ｱﾔｶ 附属松本中

 8 上條 幸乃(2)     15.63  8 塚田 知香(2)     15.20 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｷﾉ 鎌田中 ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 菅野中

 9 小林 愛佳(1)     15.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ 松本秀峰中

[ 5組] 風速 -0.2

 1 町田 早耶香(2)     13.97 q
ﾏﾁﾀﾞ ｻﾔｶ 高綱中

 2 横山 可奈子(1)     14.14 
ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田中

 3 井上 碧(1)     14.17 
ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 清水中

 4 百瀬 そよか(1)     14.19 
ﾓﾓｾ ｿﾖｶ 波田中

 5 清水 美好(1)     14.41 
ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ 附属松本中

 6 平林 桃子(2)     14.64 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 松島中

 7 川﨑 菜乃佳(1)     14.76 
ｶﾜｻｷ ﾅﾉｶ 女鳥羽中

風速 +0.2

 1 西村 佳菜子(2)     12.89 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 2 太田 もも(2)     13.65 
ｵｵﾀ ﾓﾓ 清水中

 3 御子柴 優花(1)     13.72 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中

 4 麻沼 優紀(3)     13.74 
ｱｻﾇﾏ ﾕｷ 松本秀峰中

 5 町田 早耶香(2)     13.92 
ﾏﾁﾀﾞ ｻﾔｶ 高綱中

 6 中村 芽生(1)     13.97 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 波田中

 7 三田 有紗(1)     13.99 
ﾐﾀ ｱﾘｻ 波田中

 8 柴田 友菜(2)     14.31 
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 菅野中

中学女子

100m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  6656

9  3256

5  5964

6  5757

4  6041

1  5734

順

8  5917

3  5889

記録／備考
8  5680

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  6658

7  5878

3  3253

6  5816

4  5852

2  5716

1  5761

9  5739

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
4  5732

2  6090

5  3254

7  5945

6  3620

 5712

1  6823

8  5824

9  5777

氏  名 所属名 記録／備考
3  5820

9  5983

8  5690

5  6092

2  5921

6  6610

7  6131

4  5947

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3

8  5914

5  5717

6  5687

9  3255

2  6114

7  5818

4  6043

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  5732

6  5680

7  6090

4  6656

3  5914

8  3254

9  3256

2  5964



予選 10月6日 10:20
決勝 10月6日 15:20

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +1.9

 1 倉沢 果歩(2)     28.65 q  1 安田 三奈美(1)     28.70 q
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中

 2 中島萌々香(1)     29.90 q  2 青木 美桜那(2)     29.14 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 菅野中 ｱｵｷ ﾐｵﾅ 菅野中

 3 茅野 晶(1)     29.99 q  3 高波 舞(2)     29.22 q
ﾁﾉ ｱｷ 清水中 ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 波田中

 4 秋川 有紀(2)     30.64  4 中條 彩(2)     29.93 q
ｱｷｶﾜ ﾕｷ 筑摩野中 ﾅｶｼﾞｮｳ ｱﾔ 山辺中

 5 今井 香帆(1)     30.90  5 田中 志野(2)     30.07 q
ｲﾏｲ  ｶﾎ 丸ﾉ内中 ﾀﾅｶ  ｼﾉ 丸ﾉ内中

 6 中嶋 史穂(2)     31.06  6 樋口 萌木(1)     31.34 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 菅野中 ﾋｸﾞﾁ ﾓｴｷﾞ 附属松本中

 7 中斎 水萌(1)     36.67  7 末木 杏華(1)     31.52 
ﾅｶｻｲ ﾐﾓｴ 高綱中 ｽｴｷ ｷｮｳｶ 菅野中

風速 -0.1

 1 倉沢 果歩(2)     28.29 
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中

 2 安田 三奈美(1)     28.90 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中

 3 青木 美桜那(2)     28.92 
ｱｵｷ ﾐｵﾅ 菅野中

 4 高波 舞(2)     29.52 
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 波田中

 5 中島萌々香(1)     30.08 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 菅野中

 6 中條 彩(2)     30.27 
ﾅｶｼﾞｮｳ ｱﾔ 山辺中

 7 茅野 晶(1)     30.28 
ﾁﾉ ｱｷ 清水中

 8 田中 志野(2)     30.55 
ﾀﾅｶ  ｼﾉ 丸ﾉ内中

中学女子

200m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  6084

2  5940

4  5686

5  5978

7  5766

8  5953

3  5923

3  5763

2  5963

6  6116

順 ﾚｰﾝ No.

7  3252

氏  名 所属名 記録／備考
8  6096

4  5955

5  5877

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  6084

5  6096

4  5955

7  3252

8  5940

9  5877

2  5686

3  5763



決勝 10月6日 13:25

[ 1組] [ 2組]

 1 田中 日奈子(2)   2:40.04  1 柴田 紗来(1)   2:41.83 
ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 信明中 ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ 菅野中

 2 古林 あみ(2)   2:49.15  2 進藤 綾音(1)   2:42.95 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 筑摩野中 ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾈ 高綱中

 3 川上 雅子(1)   2:51.95  3 川上 直美(1)   2:45.60 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 山辺中 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 山辺中

 4 星野 萌(1)   2:57.75  4 岩垂 瀬夏(1)   2:53.31 
ﾎｼﾉ ﾓｴ 旭町中 ｲﾜﾀﾞﾚ ｾﾅ 菅野中

 5 百瀨 鈴(1)   3:03.93  5 大前 晴奈(1)   2:57.70 
ﾓﾓｾ ｽｽﾞ 山辺中 ｵｵﾏｴ  ﾊﾙﾅ 丸ﾉ内中

 6 富山 めぐみ(1)   3:10.68  6 本山 穂(1)   3:02.58 
ﾄﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 松島中 ﾓﾄﾔﾏ ﾐﾉﾘ 附属松本中

 7 清水 紗希(2)   3:09.48 
ｼﾐｽﾞ  ｻｷ 丸ﾉ内中

[ 3組] [ 4組]

 1 廣田 みゆ(1)   2:37.72  1 赤羽 美柚(3)   2:24.38 
ﾋﾛﾀ ﾐﾕ 筑摩野中 ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 信明中

 2 青木 弥佳(1)   2:37.78  2 斉藤 眞夕(2)   2:26.57 
ｱｵｷ ﾐｶ 附属松本中 ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 大野川中

 3 山本 幸奈(2)   2:39.54  3 一ﾉ瀬 菜月(2)   2:30.33 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾅ 清水中 ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 附属松本中

 4 和田 真歩(2)   2:46.57  4 白木 果歩(3)   2:34.72 
ﾜﾀﾞ ﾏﾎ 清水中 ｼﾛｷ ｶﾎ 菅野中

 5 山田 里花(1)   2:47.70  5 村上 明日香(1)   2:37.30 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｶ 鉢盛中 ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 鉢盛中

 6 小祝 あおは(2)   2:48.06  6 市川 歩美(3)   2:39.37 
ｺｲﾜｲ ｱｵﾊ 清水中 ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾐ 鉢盛中

 7 新井 早季(2)   2:49.56  7 原 芽ぐみ(2)   2:48.27 
ｱﾗｲ ｻｷ 筑摩野中 ﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 鎌田中

 8 赤羽 ゆり華(1)   2:49.61 
ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ 菅野中

   1 赤羽 美柚(3) 信明中     2:24.38   4   1
   2 斉藤 眞夕(2) 大野川中     2:26.57   4   2
   3 一ﾉ瀬 菜月(2) 附属松本中     2:30.33   4   3
   4 白木 果歩(3) 菅野中     2:34.72   4   4
   5 村上 明日香(1) 鉢盛中     2:37.30   4   5
   6 廣田 みゆ(1) 筑摩野中     2:37.72   3   1
   7 青木 弥佳(1) 附属松本中     2:37.78   3   2
   8 市川 歩美(3) 鉢盛中     2:39.37   4   6
   9 山本 幸奈(2) 清水中     2:39.54   3   3
  10 田中 日奈子(2) 信明中     2:40.04   1   1
  11 柴田 紗来(1) 菅野中     2:41.83   2   1
  12 進藤 綾音(1) 高綱中     2:42.95   2   2
  13 川上 直美(1) 山辺中     2:45.60   2   3
  14 和田 真歩(2) 清水中     2:46.57   3   4
  15 山田 里花(1) 鉢盛中     2:47.70   3   5
  16 小祝 あおは(2) 清水中     2:48.06   3   6
  17 原 芽ぐみ(2) 鎌田中     2:48.27   4   7
  18 古林 あみ(2) 筑摩野中     2:49.15   1   2
  19 新井 早季(2) 筑摩野中     2:49.56   3   7
  20 赤羽 ゆり華(1) 菅野中     2:49.61   3   8
  21 川上 雅子(1) 山辺中     2:51.95   1   3
  22 岩垂 瀬夏(1) 菅野中     2:53.31   2   4
  23 大前 晴奈(1) 丸ﾉ内中     2:57.70   2   5
  24 星野 萌(1) 旭町中     2:57.75   1   4
  25 本山 穂(1) 附属松本中     3:02.58   2   6
  26 百瀨 鈴(1) 山辺中     3:03.93   1   5
  27 清水 紗希(2) 丸ﾉ内中     3:09.48   2   7
  28 富山 めぐみ(1) 松島中     3:10.68   1   6

氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

8  5984

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 順

2  5822

5

9  5737

8

 5791

7

9  5891

 5884 6  5762

所属名 記録／備考
7  6853

ﾚｰﾝ No.

5  6851

4  5760

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

 5922

3  5885

記録／備考
4  5986

No.
 5730

3  6115

9  5675

記録／備考 氏  名 所属名

2  5977

3  5688

6  6091

順 ﾚｰﾝ
4

9

7  5689

5  6108

 6129

3  6095

6  3671

8  5952

5  6080

2  5715

タイムレース

8  6852

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 5730
 3671
 6129
 5952
 6095
 5986
 6108
 6080
 5675
 5737
 6853
 5922
 5891
 5688
 6091
 5689
 5715
 5984
 5977
 6852
 5885
 6851

 5760
 5822

 5762
 5791
 6115
 5884



決勝 10月6日 15:50

風速 +0.3

 1 瀧澤 祐未(1)     12.64 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 伊藤 野々花(2)     13.35 
ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 松本美須々ヶ丘高

 3 小澤 詩歩(1)     13.37 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高

 4 小笠原 綾(2)     13.78 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ 田川高

 5 大沼 葉月(1)     14.02 
ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 田川高

 6 桐井 彩実(1)     14.27 
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志高
小坂 奈桜(1)
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘高

決勝 10月6日 15:25

風速 -0.2

 1 瀧澤 祐未(1)     25.83 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 八釼 夏帆(2)     27.48 
ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 松本県ヶ丘高

 3 山村 彩花(1)     28.71 
ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

 4 輿 初菜(2)     29.15 
ｺｼ ｳｲﾅ 松本蟻ヶ崎高

 5 樋口 智子(2)     29.84 
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 田川高

 6 中島 涼香(1)     29.98 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘高

 7 中原 理沙(1)     31.67 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 松本美須々ヶ丘高

決勝 10月6日 13:45

 1 折橋 真生(2)   2:22.20 
ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 松本蟻ヶ崎高

 2 一之瀬 令菜(2)   2:37.80 
ｲﾁﾉｾ ﾚﾅ 松本蟻ヶ崎高

 3 岩垂 瞳(1)   2:43.23 
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 松本美須々ヶ丘高

 4 三田村 優来(1)   3:06.31 
ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 松本県ヶ丘高

2  1795
欠場

3  1782

5  2456

7  2458

4  1796

6  2451

8  1845

一般高校女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  1847

8  1872

3  1849

2  1898

6  2457

 1793

一般高校女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

一般高校女子

800m

5  2451

4

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1895

5  1897

2  1799

4  1850



決勝 10月6日 11:15

 1 根津 葵(6)   3:15.10 
ﾈﾂ ｱｵｲ 松本本郷小

 2 杉村 奈津穂(6)   3:30.22 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本本郷小

 3 髙坂 珠実(5)   3:32.07 
ｺｳｻｶ  ﾀﾏﾐ 芝沢小

 4 松原 月歌(4)   3:32.49 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ 芳川小

 5 宮澤 花奈美(5)   3:39.56 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｶﾅﾐ 菅野小

 6 中澤 希帆(5)   3:48.81 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾎ 大野川小

 7 飯嶋 華央(6)   3:50.12 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 田川小

 8 峯村 悠月(4)   3:50.28 
ﾐﾈﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 田川小

 9 上嶋 美琴(5)   3:51.95 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｺﾄ 梓川小

10 津島 希伊(5)   3:56.48 
ﾂｼﾏ ｷｲ 旭町小

11 小林 こころ(4)   3:57.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾛ 二子小

12 澁谷 雪乃(6)   4:01.93 
ｼﾌﾞﾔ ﾕｷﾉ 二子小

13 福岡 葵(5)   4:01.94 
ﾌｸｵｶ ﾋﾏﾘ 鎌田小

14 永田 乃絵(6)   4:03.76 
ﾅｶﾞﾀ ﾉｴ 筑摩小

15 小林さら咲(4)   4:04.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾗｻ 鎌田小

16 小川 紗夜(5)   4:07.83 
ｵｶﾞﾜ ｻﾔ 岡田小

17 鳥羽 凜々子(4)   4:08.28 
ﾄﾊﾞ ﾘﾘｺ 岡田小

18 大丸 夏星(6)   4:09.60 
ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 菅野小

19 瀬川 優月(4)   4:10.39 
ｾｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 芝沢小

20 藤牧 里緒(5)   4:18.21 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｵ 今井小

21 内藤 百嶺(6)   4:18.91 
ﾅｲﾄｳ ﾓﾈ 旭町小

22 小林 麻衣(6)   4:21.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲ 鎌田小

23 一ﾉ瀬 明希(4)   4:29.22 
ｲﾁﾉｾ ｱｷ 菅野小

24 百瀬 陽音(4)   4:35.16 
ﾓﾓｾ ﾊﾙﾈ 芝沢小

25 八田 萌愛(4)   4:44.88 
ﾊｯﾀ ﾓｴｶ 大野川小

小学4-6年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   493

1   497

21   294

3   478

20   324

22   346

12   402

16   405

25   162

2   146

4   443

10   457

11   240

23   351

19   233

7   202

9   207

14   331

13   277

24   255

8   147

15   235

6   320

18   349

17   288



決勝 10月6日 16:00

 1 三村 静香(3)  10:35.61 
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 菅野中

 2 赤羽 純美玲(2)  10:48.36 
ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ 開成中

 3 古河 雅(1)  10:51.40 
ﾌﾙｶﾜ ﾐﾔﾋﾞ 鉢盛中

 4 矢島 風香(2)  11:05.02 
ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 菅野中

 5 小林 鈴華(2)  11:09.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 菅野中

 6 宗田 夏季(3)  11:18.89 
ｿｳﾀﾞ ﾅﾂｷ 信明中

 7 曽根 ほの翔(1)  11:41.28 
ｿﾈ ﾎﾉｶ 菅野中

 8 山川 桃佳(2)  11:43.42 
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 鉢盛中

 9 内山 璃沙(1)  11:44.32 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｻ 附属松本中

10 一之瀬 陽菜(2)  11:48.37 
ｲﾁﾉｾ ﾊﾙﾅ 附属松本中

11 千見寺 美未香(2)  12:23.23 
ﾁｹﾝｼﾞ ﾐﾐｶ 鎌田中

12 北原 すみれ(2)  12:28.32 
ｷﾀﾊﾗ ｽﾐﾚ 女鳥羽中

13 宮林 悠莉(1)  12:31.48 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 開成中

14 神戸 美穂(1)  12:44.53 
ｺﾞｳﾄﾞ ﾐﾎ 山辺中

決勝 10月6日 16:00

 1 安田 佳織(1)  10:32.88 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志高

 2 小松 彩乃(2)  11:24.23 
ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 松本蟻ヶ崎高

一般高校女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
17  1781

18  1896

中学女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  5942

10  5849

3  6089

12  5944

8  5937

15  5726

14  6854

13  6083

5  6109

1  6130

4  5713

16  6042

6  5851

7  5893



予選 10月6日  8:40
決勝 10月6日 10:55

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -0.2

 1 牛丸 亜美(2)     17.40 q  1 東本 真実(2)     17.95 q
ｳｼﾏﾙ ｱﾐ 波田中 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ 附属松本中

 2 塩原 由夏(2)     17.75 q  2 下条 菜摘(2)     18.55 q
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 鉢盛中 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 旭町中

 3 座間 美咲(2)     19.50 q  3 久保田 樺乃(1)     20.56 q
ｻﾞﾏ ﾐｻｷ 菅野中 ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ 鉢盛中

 4 宮澤 絢羽(1)     21.86 q  4 山崎 櫻子(2)     21.99 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾔﾊ 丸ﾉ内中 ﾔﾏｻﾞｷ ｻｸﾗｺ 附属松本中

 5 小口 寿子(1)     21.86 q  5 丸山 奈々(2)     22.55 
ｵｸﾞﾁ ﾋｻｺ 附属松本中 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 菅野中

 6 中村 百花(1)     23.12 籏町 佳代(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 旭町中 ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ 鉢盛中

風速 +0.9

 1 東本 真実(2)     17.05 
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ 附属松本中

 2 牛丸 亜美(2)     17.12 
ｳｼﾏﾙ ｱﾐ 波田中

 3 塩原 由夏(2)     17.42 
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 鉢盛中

 4 下条 菜摘(2)     18.57 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 旭町中

 5 久保田 樺乃(1)     19.19 
ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ 鉢盛中

 6 座間 美咲(2)     20.14 
ｻﾞﾏ ﾐｻｷ 菅野中

 7 小口 寿子(1)     21.50 
ｵｸﾞﾁ ﾋｻｺ 附属松本中

 8 宮澤 絢羽(1)     21.70 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾔﾊ 丸ﾉ内中

中学女子

100mH(0.762m)

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  3250

4  5764

7  6085

6  5788

順

5  6110

3  5959

記録／備考
3  6106

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  5801

2  6093

5  6112

7  5938

6  6087
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  6106

4  3250

6  6085

5  5801

8  6093

9  5959

2  6110

3  5764



決勝 10月6日 14:30

[ 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   6 梓川小(A)   160 市川 歌乃(6)   1:02.59  1   2 筑摩小   370 白石 遥(6)   1:04.44 

ｲﾁｶﾜ ｶﾉ ｼﾗｲｼ ﾊﾙｶ
  156 高畠 彩希(6)   365 相馬 佳菜子(6)

ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｻｷ ｿｳﾏ ｶﾅｺ
  152 丸山 純礼(6)   364 石原 真咲(6)

ﾏﾙﾔﾏ ｽﾐﾚ ｲｼﾊﾗ ﾏｻｷ
  179 媚山 萌々(6)   361 宍戸 優希(6)

ｺﾋﾞﾔﾏ ﾓﾓ ｼｼﾄﾞ ﾕｷ
 2   3 本郷小   488 岡田 弥恵(5)   1:02.75  2   4 旭町小(A)   145 中島 柚子(6)   1:04.52 

ｵｶﾀﾞ ﾔｴ ﾅｶｼﾏ ﾕｽﾞ
  501 藤井 若菜(5)   147 内藤 百嶺(6)

ﾌｼﾞｲ ﾜｶﾅ ﾅｲﾄｳ ﾓﾈ
  491 久保田 梨那(5)   125 後藤 佐智(6)

ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ ｺﾞﾄｳ ｻﾁ
  502 北原 智沙(5)   143 中田 萌(6)

ｷﾀﾊﾗ ﾁｻ ﾅｶﾀ ﾓｴ
 3   4 田川小(A)   392 小林 弥希(5)   1:02.85  3   8 ｺﾒｯﾄ波田(A)   107 根本 樹(4)   1:04.93 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ ﾈﾓﾄ ﾐｷ
  400 東條 瑞季(5)   112 西牧 ひなた(4)

ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ ﾆｼﾏｷ ﾋﾅﾀ
  387 栗田 頌子(5)   114 太田 安奈(4)

ｸﾘﾀ ｼｮｳｺ ｵｵﾀ ｱﾝﾅ
  393 松本 琴未(5)   119 大月 優奈(4)

ﾏﾂﾓﾄ ｺﾄﾐ ｵｵﾂｷ ﾕｳﾅ
 4   8 芝沢小(A)   292 輿 恵子(6)   1:03.42  4   6 梓川小(B)   153 見形 芽生(5)   1:05.20 

ｺｼ ｹｲｺ ﾐｶﾀ ﾒｲ
  285 中村 優里(6)   169 大久保未弥子(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾔｺ
  263 亀野 未夢(6)   155 高山 李花(5)

ｶﾒﾉ ﾐﾕ ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｶ
  287 日高 偲歩(6)   177 福嶋絵美梨(5)

ﾋﾀﾞｶ ｼﾎ ﾌｸｼﾏ ｴﾐﾘ
 5   9 岡田小(A)   205 西村 明純(5)   1:06.07  5   3 芝沢小(B)   291 北林 亜美(4)   1:07.62 

ﾆｼﾑﾗ ｱｽﾐ ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｱﾐ
  193 加藤 鈴(5)   279 曽山 茜(4)

ｶﾄｳ ﾘﾝ ｿﾔﾏ ｱｶﾈ
  213 柳原 果歩(5)   277 瀬川 優月(4)

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶﾎ ｾｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ
  212 柳原 佳奈(5)   281 大野 桜季(4)

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶﾅ ｵｵﾉ ｻｷ
 6   7 ｺﾒｯﾄ波田(B)   120 長谷川 華音(4)   1:06.28  6   7 二子小   454 白倉 仁奈(4)   1:07.97 

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾉﾝ ｼﾗｸﾗ ﾆﾅ
  117 大月 華織(4)   455 飯田 萌夏(4)

ｵｵﾂｷ ｶｵﾘ ｲｲﾀﾞ ﾓｴｶ
  101 安藤 幸衣(4)   457 澁谷 雪乃(6)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｷｲ ｼﾌﾞﾔ ﾕｷﾉ
  102 伊藤 百合奈(4)   450 谷口 真生(6)

ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ
 7   1 鎌田小   218 梶田 茉朋(5)   1:09.48  7   9 岡田小(B)   204 植村 春音(4)   1:08.06 

ｶｼﾞﾀ ﾏﾎ ｳｴﾑﾗ ﾊﾅ
  215 宇治 春香(5)   207 鳥羽 凜々子(4)

ｳｼﾞ ﾊﾙｶ ﾄﾊﾞ ﾘﾘｺ
  226 胡桃沢真衣(5)   198 山中 咲良(5)

ｸﾙﾐｻﾜ ﾏｲ ﾔﾏﾅｶ ｻｸﾗ
  234 小林 萌花(5)   200 小松 真子(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ ｺﾏﾂ ﾏｺ
 8   2 菅野小   332 大和 愛加(5)   1:12.62  8   5 島立小   421 丸山 和佳奈(4)   1:08.65 

ｵｵﾜ ｱｲｶ ﾏﾙﾔﾏ ﾜｶﾅ
  321 横沢 木葉(5)   430 八十島 悠(4)

ﾖｺｻﾞﾜ ｺﾉﾊ ﾔｿｼﾏ ﾕｳ
  337 布野 愛瑠(5)   434 北野 彩希(4)

ﾌﾉ ｱｲﾙ ｷﾀﾉ ｻｷ
  326 小山 莉那(5)   422 宮島 沙奈(4)

ｺﾔﾏ ﾘﾅ ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾅ
  5 旭町小(B)   133 小山 紗璃(5)  9   1 田川小(B)   396 村松 華果(4)   1:10.14 

ｺﾔﾏ ｻﾘ 失格 ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾅｶ
  146 津島 希伊(5) R1(2-3)   402 飯嶋 華央(6)

ﾂｼﾏ ｷｲ ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ
  137 星野 聖菜(5)   407 鈴木 未来(6)

ﾎｼﾉ ｾﾅ ｽｽﾞｷ ﾐﾗｲ
  138 清水 遥加(5)   405 峯村 悠月(4)

ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ ﾐﾈﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ

小学女子

4×100m

決勝



   1 梓川小(A)   1:02.59 市川 歌乃(6) 高畠 彩希(6) 丸山 純礼(6) 媚山 萌々(6)   1   1
   2 本郷小   1:02.75 岡田 弥恵(5) 藤井 若菜(5) 久保田 梨那(5) 北原 智沙(5)   1   2
   3 田川小(A)   1:02.85 小林 弥希(5) 東條 瑞季(5) 栗田 頌子(5) 松本 琴未(5)   1   3
   4 芝沢小(A)   1:03.42 輿 恵子(6) 中村 優里(6) 亀野 未夢(6) 日高 偲歩(6)   1   4
   5 筑摩小   1:04.44 白石 遥(6) 相馬 佳菜子(6) 石原 真咲(6) 宍戸 優希(6)   2   1
   6 旭町小(A)   1:04.52 中島 柚子(6) 内藤 百嶺(6) 後藤 佐智(6) 中田 萌(6)   2   2
   7 ｺﾒｯﾄ波田(A)   1:04.93 根本 樹(4) 西牧 ひなた(4) 太田 安奈(4) 大月 優奈(4)   2   3
   8 梓川小(B)   1:05.20 見形 芽生(5) 大久保未弥子(5)高山 李花(5) 福嶋絵美梨(5)   2   4
   9 岡田小(A)   1:06.07 西村 明純(5) 加藤 鈴(5) 柳原 果歩(5) 柳原 佳奈(5)   1   5
  10 ｺﾒｯﾄ波田(B)   1:06.28 長谷川 華音(4) 大月 華織(4) 安藤 幸衣(4) 伊藤 百合奈(4)   1   6
  11 芝沢小(B)   1:07.62 北林 亜美(4) 曽山 茜(4) 瀬川 優月(4) 大野 桜季(4)   2   5
  12 二子小   1:07.97 白倉 仁奈(4) 飯田 萌夏(4) 澁谷 雪乃(6) 谷口 真生(6)   2   6
  13 岡田小(B)   1:08.06 植村 春音(4) 鳥羽 凜々子(4) 山中 咲良(5) 小松 真子(4)   2   7
  14 島立小   1:08.65 丸山 和佳奈(4) 八十島 悠(4) 北野 彩希(4) 宮島 沙奈(4)   2   8
  15 鎌田小   1:09.48 梶田 茉朋(5) 宇治 春香(5) 胡桃沢真衣(5) 小林 萌花(5)   1   7
  16 田川小(B)   1:10.14 村松 華果(4) 飯嶋 華央(6) 鈴木 未来(6) 峯村 悠月(4)   2   9
  17 菅野小   1:12.62 大和 愛加(5) 横沢 木葉(5) 布野 愛瑠(5) 小山 莉那(5)   1   8

小学女子

組 順位

4×100m
タイムレース

順位 所属名 記録 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4



予選 10月6日 14:00
決勝 10月6日 16:40

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 信明中  5726 宗田 夏季(3)     54.54 q  1   3 鉢盛中(A)  6090 御子柴 優花(1)     54.24 q

ｿｳﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 5730 赤羽 美柚(3)  6084 倉沢 果歩(2)

ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 5734 白倉 李緒(1)  6096 安田 三奈美(1)

ｼﾗｸﾗ ﾘｵ ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 5732 西村 佳菜子(2)  6087 籏町 佳代(2)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ ﾊﾀﾏﾁ ｶﾖ
 2   5 筑摩野中  5978 秋川 有紀(2)     56.20 q  2   5 旭町中  5805 高橋 茉里(2)     54.44 q

ｱｷｶﾜ ﾕｷ ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ
 5983 堤 向日葵(1)  5806 矢島 芽依(2)

ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ
 5986 廣田 みゆ(1)  5790 滋田 祐希(1)

ﾋﾛﾀ ﾐﾕ ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ
 5982 矢ヶ崎 菜奈(2)  5801 下条 菜摘(2)

ﾔｶﾞｻｷ ﾅﾅ ｼﾓｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ
 3   7 附属松本中  6114 清水 美好(1)     56.24 q  3   4 波田中  3252 高波 舞(2)     54.74 q

ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ
 6113 内田 真愛(1)  3250 牛丸 亜美(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ ｳｼﾏﾙ ｱﾐ
 6107 辻本 采香(2)  3254 中村 芽生(1)

ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
 6106 東本 真実(2)  3255 百瀬 そよか(1)

ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ ﾓﾓｾ ｿﾖｶ
 4   8 高綱中  5921 上條 みなみ(1)     56.55  4   6 菅野中(A)  5940 中島 萌々香(1)     55.27 q

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾓｶ
 5912 酒井 菜々子(2)  5964 柴田 友菜(2)

ｻｶｲ ﾅﾅｺ ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ
 5910 市川 真優(2)  5959 座間 美咲(2)

ｲﾁｶﾜ ﾏﾕ ｻﾞﾏ ﾐｻｷ
 5914 町田 早耶香(2)  5955 青木 美桜那(2)

ﾏﾁﾀﾞ ｻﾔｶ ｱｵｷ ﾐｵﾅ
 5   6 山辺中  5878 大塚 雨音(2)     56.83  5   2 清水中(A)  5690 的場 優衣(1)     55.38 q

ｵｵﾂｶ ｱﾏﾈ ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ
 5877 中條 彩(2)  5677 中田 佑香(2)

ﾅｶｼﾞｮｳ ｱﾔ ﾅｶﾀ ﾕｳｶ
 5879 西澤 爽世(2)  5676 蓼原 彩奈(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾖ ﾀﾃﾞﾊﾗ ｱﾔﾅ
 5880 矢島 由衣(2)  5680 太田 もも(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ ｵｵﾀ ﾓﾓ
 6   3 開成中  5852 宮澤 実侑紀(1)     58.03  6   7 鉢盛中(B)  6094 中村 公香(1)     56.66 

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕｷ ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ
 5848 若林 葉南(2)  6093 久保田 樺乃(1)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ
 5847 中澤 摩由(2)  6092 川井 海帆(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾕｷ ｶﾜｲ ｶﾎ
 5849 赤羽 純美玲(2)  6085 塩原 由夏(2)

ｱｶﾊﾈ ｽﾐﾚ ｼｵﾊﾗ ﾕｶ
 7   2 鎌田中  5716 大月 純(1)     58.32   8 菅野中(B)  5953 中嶋 史穂(2)

ｵｵﾂｷ ｼﾞｭﾝ ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 失格
 5717 横山 可奈子(1)  5947 塚田 知香(2) R1(2-3)

ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ
 5712 上條 幸乃(2)  5963 末木 杏華(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｷﾉ ｽｴｷ ｷｮｳｶ
 5713 千見寺 美未香(2)  5945 小林 侑生(1)

ﾁｹﾝｼﾞ ﾐﾐｶ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 8   9 丸ﾉ内中  5757 大石 彩未(2)   1:00.72   9 松島中  5818 平林 桃子(2)

ｵｵｲｼ  ｱﾐ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 欠場
 5758 百瀬 真梨(2)  5820 小林 みか(2)

ﾓﾓｾ  ﾏﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ
 5763 田中 志野(2)  5824 手塚 友貴乃(1)

ﾀﾅｶ  ｼﾉ ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ
 5766 今井 香帆(1)  5816 松山 由里香(1)

ｲﾏｲ  ｶﾎ ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ

中学女子

4×100m

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 信明中  5728 青木 七海(1)     53.78 

ｱｵｷ ﾅﾅﾐ
 5730 赤羽 美柚(3)

ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ
 5734 白倉 李緒(1)

ｼﾗｸﾗ ﾘｵ
 5732 西村 佳菜子(2)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 2   4 波田中  3256 三田 有紗(1)     54.06 

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
 3252 高波 舞(2)

ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ
 3   5 鉢盛中(A)  6090 御子柴 優花(1)     54.06 

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
 6085 塩原 由夏(2)

ｼｵﾊﾗ ﾕｶ
 4   7 旭町中  5805 高橋 茉里(2)     54.36 

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
 5   8 清水中(A)  5687 井上 碧(1)     54.76 

ｲﾉｳｴ ｱｵｲ
 5677 中田 佑香(2)

ﾅｶﾀ ﾕｳｶ
 5676 蓼原 彩奈(2)

ﾀﾃﾞﾊﾗ ｱﾔﾅ
 5680 太田 もも(2)

ｵｵﾀ ﾓﾓ
 6   9 菅野中(A)  5940 中島 萌々香(1)     54.94 

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾓｶ
 5964 柴田 友菜(2)

ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ
 5959 座間 美咲(2)

ｻﾞﾏ ﾐｻｷ
 5955 青木 美桜那(2)

ｱｵｷ ﾐｵﾅ
 7   2 筑摩野中  5978 秋川 有紀(2)     55.84 

ｱｷｶﾜ ﾕｷ
 5983 堤 向日葵(1)

ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ
 5986 廣田 みゆ(1)

ﾋﾛﾀ ﾐﾕ
 5982 矢ヶ崎 菜奈(2)

ﾔｶﾞｻｷ ﾅﾅ
 8   3 附属松本中  6114 清水 美好(1)     55.96 

ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ
 6113 内田 真愛(1)

ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ
 6107 辻本 采香(2)

ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ
 6106 東本 真実(2)

ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾏﾐ

中学女子

4×100m
決勝



決勝 10月6日  9:30

後藤 佐智(6)
ｺﾞﾄｳ ｻﾁ 旭町小
石原 真咲(6)
ｲｼﾊﾗ ﾏｻｷ 筑摩小
日高 偲歩(6)
ﾋﾀﾞｶ ｼﾎ 芝沢小
亀野 未夢(6)
ｶﾒﾉ ﾐﾕ 芝沢小
中田 萌(6)
ﾅｶﾀ ﾓｴ 旭町小
相馬 佳菜子(6)
ｿｳﾏ ｶﾅｺ 筑摩小
石川 彩楠(6)
ｲｼｶﾜ ｱﾔﾅ 岡田小
日高 愛未(4)
ﾋﾀﾞｶ  ｱﾐ 芝沢小
塚原 鼓子(5)
ﾂｶﾊﾗ ｺｺ 寿小

決勝 10月6日  9:30

宍戸 優希(6)   3.40   3.56   3.57    3.57 
ｼｼﾄﾞ ﾕｷ 筑摩小   -0.4   -0.7   +0.8    +0.8
東條 瑞季(5)    x   3.39    x    3.39 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 田川小   -0.6    -0.6
松本 琴未(5)    x   3.20    x    3.20 
ﾏﾂﾓﾄ ｺﾄﾐ 田川小   -0.8    -0.8
佐藤 澄怜(5)   2.94   2.82   3.04    3.04 
ｻﾄｳ ｽﾐﾚ 旭町小   -0.8   -1.2   -0.2    -0.2
中島 柚子(6)   3.01   2.79   3.03    3.03 
ﾅｶｼﾏ ﾕｽﾞ 旭町小   -0.4   -0.8   -0.2    -0.2
輿 恵子(6)   2.95   2.90   3.00    3.00 
ｺｼ ｹｲｺ 芝沢小   -0.8   -0.9   +0.2    +0.2
中平 ひより(4)   2.63   2.50   2.92    2.92 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾖﾘ 二子小   -1.0   -1.0    0.0     0.0
板敷 明莉(4)   2.34   2.68   2.86    2.86 
ｲﾀｼﾞｷ ｱｶﾘ 旭町小   -0.5   -0.7    0.0     0.0
八懸 舞雪(4)    x   2.37   2.48    2.48 
ﾔﾂｶﾞｹ ﾏﾕ 大野川小   -0.4   -0.3    -0.3
上條 歩奈(4)   2.11    x   2.39    2.39 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱﾕﾅ 菅野小   -0.7    0.0     0.0
樽沢 詩音(4)    x   2.35   2.31    2.35 
ﾀﾙｻﾜ ｼｵﾝ 田川小   -1.0   +0.1    -1.0
清水 遥加(5)    x   2.27   2.32    2.32 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 旭町小   -0.6   +1.0    +1.0

12 2   138

10 12   329

11 7   398

8 6   148

9 5   348

6 9   292

7 11   451

4 8   128

5 4   145
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2 1   400

3 10   393

1 3   361
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決勝 10月6日 11:30

蓼原 彩奈(2)
ﾀﾃﾞﾊﾗ ｱﾔﾅ 清水中
若林 葉南(2)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 開成中
矢ヶ崎 菜奈(2)
ﾔｶﾞｻｷ ﾅﾅ 筑摩野中
齋藤 汐音(1)
ｻｲﾄｳ  ｼｵﾈ 丸ﾉ内中
二木 珠衣(2)
ﾌﾀﾂｷﾞ ｼﾞｭｲ 信明中
百瀬 真梨(2)
ﾓﾓｾ  ﾏﾘ 丸ﾉ内中
赤羽 遥香(2)
ｱｶﾊﾈ ﾊﾙｶ 旭町中
永坂 穂乃佳(1)
ﾅｶﾞｻｶ ﾎﾉｶ 山辺中
上沼 瑞季(1)
ｳｴﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 附属松本中
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
宮崎 涼花(1)
ﾐﾔｻﾞｷ ｽｽﾞｶ 大野川中
浅村 美優(1)
ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ 山辺中
藤澤 亜美(1)
ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾐ 高綱中
小澤 由衣(1)
ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 信明中
佐竹 かなで(2) 記録なし
ｻﾀｹ ｶﾅﾃﾞ 鉢盛中

決勝 10月6日 14:30

原 苑子(2)
ﾊﾗ ｿﾉｺ 松本美須々ヶ丘高
桐井 彩実(1)
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志高

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1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45
1 18  5676

- - - - o o o xo xo xxx  1.40

2 12  5848
o o o o o xo o o xxx  1.35

2 16  5982
- - - - o o xo o xxx  1.35

4 13  5767
- - - o o o xxo o xxx  1.35

5 17  5733
- - - - o o o xxx  1.30

6 14  5758
- - - o o o xo xxx  1.30

7 8  5802
- - - - o xo xxx  1.25

8 11  5883
o o o xo o xo xxx  1.25

8 15  6111
- - - o xo xo xxx  1.25

10 6  5789
- - xxo xxo xo xxx  1.20

11 2  5911
o o o o xxx  1.15

11 7  3672
o o o o xxx  1.15

13 5  5890
o o xo xxo xxx  1.15

14 3  5915
o o o xxx  1.10

15 1  5729
o o xo xxx  1.10

4  6088
xxx

一般高校女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43 1m46
1 2  1843

- - - - xo o o o xxx  1.43

2 1  1782
o o o o xxx  1.25



決勝 10月6日 11:30

 ３回の
 最高記録

矢島 芽依(2)   4.71   4.80   4.91    4.91   4.77   4.82    x    4.91 
ﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 旭町中   +1.6   +1.3    0.0     0.0   +0.1   +1.3     0.0
三輪 才佳(2)   4.47   4.41   4.22    4.47   4.30   4.25   4.33    4.47 
ﾐﾜ ﾄｼｶ 旭町中   +1.4   +2.0   +0.9    +1.4   +0.2   +1.7   +2.7    +1.4
辻本 采香(2)   4.26   4.31   3.91    4.31   4.09   4.41   4.22    4.41 
ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 附属松本中   +1.4   +0.6   +1.4    +0.6   +0.9   +1.3   +2.7    +1.3
青木 七海(1)    x   4.03   4.00    4.03    x    x   4.29    4.29 
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 信明中   +1.5   -1.2    +1.5   +1.7    +1.7
中田 佑香(2)   4.26   4.08   3.52    4.26   4.16   3.95   2.27    4.26 
ﾅｶﾀ ﾕｳｶ 清水中   +0.6   +1.6   -1.2    +0.6   +1.4   +1.1   +2.9    +0.6
中澤 摩由(2)    x   3.90   3.84    3.90   4.08   3.04   3.88    4.08 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾕｷ 開成中   -0.4   +1.3    -0.4   +2.2   +0.4   +1.1    +2.2
宮澤 奈央(2)   3.63   3.70   3.92    3.92    x   3.84   3.63    3.92 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｵ 波田中   +1.8   +0.2   +0.9    +0.9   +1.5   +0.7    +0.9
内田 真愛(1)   3.83   3.62   3.82    3.83   3.75   3.55   3.86    3.86 
ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ 附属松本中   -0.6   -0.8   +1.4    -0.6   +1.5   +0.9   +1.2    +1.2
折井 海音(2)   3.78    x    x    3.78    3.78 
ｵﾘｲ ｶﾉﾝ 才教学園中   +1.4    +1.4    +1.4
西澤 爽世(2)   3.75   3.59   3.59    3.75    3.75 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾖ 山辺中   -0.5   -0.2   +1.3    -0.5    -0.5
小林 真菜(2)   3.39   3.21   3.74    3.74    3.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 高綱中   -1.1   -0.6   +1.3    +1.3    +1.3
塩島 有紗(2)   3.37   3.54   3.24    3.54    3.54 
ｼｵｼﾞﾏ ｱﾘｻ 菅野中   -1.0    0.0   +1.4     0.0     0.0
山川 桃花(1)   2.86    x   3.51    3.51    3.51 
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 高綱中   -1.4   +0.5    +0.5    +0.5
工藤 真白(1)   3.49    x    x    3.49    3.49 
ｸﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 旭町中   -0.6    -0.6    -0.6
横川 菜央(1)    x   3.27    x    3.27    3.27 
ﾖｺｶﾜ ﾅｵ 高綱中   +1.3    +1.3    +1.3
酒井 菜々子(2)    x    x    x     x 記録なし
ｻｶｲ ﾅﾅｺ 高綱中

決勝 10月6日 11:30

 ３回の
 最高記録

小澤 詩歩(1)   4.95    x   5.08    5.08   4.89   5.05    x    5.08 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高   +1.7   +1.1    +1.1   +0.1   +0.7    +1.1
中村 芽以(2)   3.44   4.89   4.85    4.89   4.97   4.99   5.00    5.00 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本美須々ヶ丘高  +1.6   +0.9   +0.9    +0.9   -0.2   +1.2   +2.1    +2.1
伊藤 野々花(2)   4.67   4.95    x    4.95   4.88   4.93   4.90    4.95 
ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 松本美須々ヶ丘高  +1.6   +1.8    +1.8    0.0   +1.9   +1.8    +1.8
宮川 奈穂(1)   4.21   4.23   4.10    4.23   3.99   3.95   4.08    4.23 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵ 松本蟻ヶ崎高   +1.8   +1.1   +1.3    +1.1   +0.1   +1.1   +2.3    +1.1

4 1  1870

2 2  1841

3 4  1845

記録 備考

1 6  1796

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

一般高校女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 16  5806

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

2 13  5803

3 12  6107

4 14  5728

5 15  5677

6 9  5847

7 11  3251

8 8  6113

9 10  6611

10 6  5879

11 4  5913

12 3  5946

13 2  5919

5  5912

14 7  5787

15 1  5916



決勝 10月6日 11:00

 ３回の
 最高記録

高橋 茉里(2)
ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ 旭町中
上野 沙耶加(2)
ｳｴﾉ  ｻﾔｶ 丸ﾉ内中
滋田 祐希(1)
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 旭町中
大沼 瑠奈(2)
ｵｵﾇﾏ ﾙﾅ 鉢盛中
原 弘子(2)
ﾊﾗ ﾋﾛｺ 清水中
矢島 由衣(2)
ﾔｼﾞﾏ ﾕｲ 山辺中
中村 公香(1)
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 鉢盛中
高山 実咲(2)
ﾀｶﾔﾏ ﾐｻｷ 信明中
西川 茉那(2)
ﾆｼｶﾜ  ﾏﾅ 丸ﾉ内中
町田 みさ(1)
ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻ 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
大出 菜々葉(1)
ｵｵｲﾃﾞ ﾅﾅﾊ 高綱中
船坂 望(2)
ﾌﾅｻｶ ﾉｿﾞﾐ 菅野中
戸谷 里咲(1)
ﾄﾔ ﾘｻ 菅野中
羽賀 萌(1)
ﾊｶﾞ ﾒｸﾞﾐ 附属松本中
上原 夕希乃(1)
ｳｴﾊﾗ ﾕｷﾉ 菅野中

決勝 10月6日  9:30

飯沼 笑花(6)
ｲｲﾇﾏ ｴﾐｶ 岡田小
落合 加奈(4)

旭町小
山田 ほのか(4)
ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ 旭町小
今井 萌笑(4)
ｲﾏｲ ﾓｴ 旭町小
山岡 美優(4)
ﾔﾏｵｶ  ﾐﾕｳ 芝沢小
平出 花鈴(5)
ﾋﾗｲﾃﾞ ｶﾘﾝ 旭町小
吉岡 明優奈(4)
ﾖｼｵｶ ｱﾕﾅ 田川小
阿部 紗楓(4)
ｱﾍﾞ ｻﾔｶ 田川小
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  7.54   7.30    7.54   7.08
3 4  5790

  7.19

4

  7.22   7.51   7.62   7.62 

  6.60   8.81   8.82   8.11

2 17  5756
  6.90   7.53   7.29    7.53

記録 備考

1 16  5805
  8.82   6.79   8.26    8.82

-5- -6-

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-



決勝 10月6日 15:00

 ３回の
 最高記録

中村 芽以(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本美須々ヶ丘高
藤原 佳奈(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ 松本美須々ヶ丘高
藤原 美月(1)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本美須々ヶ丘高

-2- 備考

一般高校女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

   x

-3- -4- -5- -6- 記録

2 3  1842
 24.97    o

1 2  1841
 27.17    o

 24.97 

  27.17    x    o    o  27.17 

 13.69

   o   24.97    -    -    -

 13.69    x    x    o
3 1  1848

   x    x


