
平成24年度中信高等学校総合体育大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
兼　第57回長野県高等学校陸上競技対校選手権大会中信予選会 跳躍審判長 大和　孝司

投擲審判長 大和　孝司
【開催日】 平成24年5月11日（金）～13日（日） 混成審判長 大和　孝司
【主催団体】 中信高等学校体育連盟 決勝記録一覧表 記録主任： 林　嘉久夫
(CR: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
 5/12 女子  -2.4 田原 花純(3) 12.60 田澤 陽(3) 12.99 臼井 佳奈(3) 13.09 中村 泉紀(2) 13.15 細野 真由(3) 13.41 長村 紋(3) 13.56 藤澤 紗也(2) 13.63 松浦 さくら(2) 13.84

100m 穂高商 松本県ヶ丘 松本蟻ヶ崎 松商学園 明科 創造学園 大町 松商学園
 5/13  +1.1 望月 絵美(3) 25.96 臼井 佳奈(3) 26.45 中村 泉紀(2) 26.86 田澤 陽(3) 27.29 安田 祐香(3) 27.53 長村 紋(3) 27.66 細野 真由(3) 27.73 石谷 瑞希(3) 27.93

200m 豊科 松本蟻ヶ崎 松商学園 松本県ヶ丘 木曽青峰 創造学園 明科 大町
 5/11 望月 絵美(3) 59.01 ディアスタイナ(2)1:01.98 安田 祐香(3) 1:03.07 舟島 春香(2) 1:03.59 菅沢 友里圭(3) 1:04.08 宮下 万穂(3) 1:04.96 長村 紋(3) 1:06.06 上條 実加(3) 1:08.20

400m 豊科 松商学園 木曽青峰 木曽青峰 松本県ヶ丘 松本美須々ヶ丘 創造学園 松本蟻ヶ崎
 5/13 上條 実加(3) 2:24.16 舟島 春香(2) 2:24.23 白坂 舞(2) 2:26.26 沢井 千花(2) 2:27.15 折橋 真生(2) 2:28.07 松森 多恵(3) 2:29.88 中村 亜砂美(3) 2:30.18 成田 愛理(2) 2:43.96

800m 松本蟻ヶ崎 木曽青峰 松商学園 木曽青峰 松本蟻ヶ崎 松本県ヶ丘 松商学園 松商学園
 5/11 安田 佳織(1) 5:00.01 伊藤 玲美優(2) 5:01.45 小松 彩乃(2) 5:02.92 山本 紗友美(3) 5:03.33 白坂 舞(2) 5:08.77 中村 亜砂美(3) 5:09.09 上條 実加(3) 5:09.34 西澤 萌香(1) 5:35.45

1500m 松本深志 松商学園 松本蟻ヶ崎 松本県ヶ丘 松商学園 松商学園 松本蟻ヶ崎 大町
 5/13 山本 紗友美(3) 10:40.23 伊藤 玲美優(2) 10:43.47 安田 佳織(1) 10:45.39 折橋 真生(2) 10:45.40 倉科 真子(2) 10:53.72 小松 彩乃(2) 11:05.16 成田 愛理(2) 11:14.66 辰巳 遥香(3) 12:04.92

3000m 松本県ヶ丘 松商学園 松本深志 松本蟻ヶ崎 松商学園 松本蟻ヶ崎 松商学園 松本深志
 5/11  +1.4 市岡 奈月(2) 15.04 麻田 紗希(3) 15.50 中澤 久美(3) 15.91 奥島 美空(2) 16.58 大西 梨帆(3) 17.12 菅沢 友里圭(3) 17.41 枝 智菜実(3) 17.92 澤口 愛生(2) 18.36

100mH(0.838m) 松本蟻ヶ崎 豊科 松本蟻ヶ崎 松商学園 穂高商 松本県ヶ丘 松本美須々ヶ丘 木曽青峰
 5/12 市岡 奈月(2) 1:06.76 菅沢 友里圭(3) 1:09.78 中澤 久美(3) 1:10.60 高野 雅子(2) 1:10.70 奥島 美空(2) 1:12.63 枝 智菜実(3) 1:13.69 澤口 愛生(2) 1:15.40 大西 梨帆(3) 1:16.77

400mH(0.762m) 松本蟻ヶ崎 CR 松本県ヶ丘 松本蟻ヶ崎 大町 松商学園 松本美須々ヶ丘 木曽青峰 穂高商
 5/13 巾崎 友里江(3) 27:55.99

5000m競歩 松本県ヶ丘 CR
 5/13 ディアスタイナ(2) 1.53 中村 芽以(2) 1.50 太田 真衣(3) 1.45 原 苑子(2) 1.45 中村 繭子(2) 1.40 溝尾 彩夏(1) 1.40 小林 沙彩(1) 松商学園 1.35

走高跳 松商学園 松本美須々ヶ丘 松本蟻ヶ崎 松本美須々ヶ丘 木曽青峰 塩尻志学館 奥島 美空(2) 松商学園
 5/11 麻田 紗希(3) 5.53(+0.9) 市岡 奈月(2) 5.16(+1.5) 中村 栞(3) 5.12(-1.4) 原田 結希(2) 4.89(+1.4) 松森 有紀(3) 4.85(-0.5) 岩渕 綾華(3) 4.76(+2.4) 羽賀 まどか(3)4.74(+1.1) 百瀬 亜希帆(1)4.70(+1.0)

走幅跳 豊科 松本蟻ヶ崎 木曽青峰 塩尻志学館 松本美須々ヶ丘 塩尻志学館 大町 松本県ヶ丘
 5/12 山口 萌々(2) 10.65 中川 希(1) 9.43 ディアスタイナ(2) 8.01 佐藤 ゆきの(1) 7.87 濵   麗(2) 7.60 百瀬 友美(3) 7.38 鈴木 照美(2) 7.04 出口 真奈美(2) 6.87

砲丸投 豊科 松商学園 松商学園 松商学園 豊科 松本県ヶ丘 白馬 塩尻志学館
 5/13 山口 萌々(2) 33.61 志知 鈴菜(2) 28.17 重田 佐友里(2) 28.08 五十嵐 静香(3) 27.10 濵   麗(2) 24.73 出口 真奈美(2) 24.62 鳥羽 詩織(3) 23.99 鈴木 照美(2) 23.44

円盤投 豊科 梓川 梓川 明科 豊科 塩尻志学館 明科 白馬
 5/11 櫻井 志緒理(3) 34.16 中村 繭子(2) 33.04 濵   麗(2) 31.55 松森 多恵(3) 30.45 藤原 佳奈(2) 29.82 百瀬 友美(3) 29.01 中村 芽以(2) 27.48 中川 希(1) 25.40

やり投 松商学園 木曽青峰 豊科 松本県ヶ丘 松本美須々ヶ丘 松本県ヶ丘 松本美須々ヶ丘 松商学園
 5/12 松商学園       50.55 松本蟻ヶ崎       50.84 豊科       50.88 穂高商       51.27 松本県ヶ丘       52.23 木曽青峰       53.22 大町       53.27 塩尻志学館       53.76

4×100m 奥島 美空(2) 市岡 奈月(2) 山田 愛(1) 奥原 志織(3) 小坂 奈桜(1) 小島 清香(3) 高野 雅子(2) 岩渕 綾華(3)
中村 泉紀(2) 中澤 久美(3) 望月 絵美(3) 大澤 亜紀(2) 田澤 陽(3) 中村 栞(3) 藤澤 紗也(2) 原田 結希(2)
ディアスタイナ(2) 輿 初菜(2) 麻田 紗希(3) 畑 瑠衣菜(1) 菅沢 友里圭(3) 澤口 愛生(2) 羽賀 まどか(3) 北澤 智美(3)
松浦 さくら(2) 臼井 佳奈(3) 飯島 南(1) 田原 花純(3) 八釼 夏帆(2) 安田 祐香(3) 石谷 瑞希(3) 出口 真奈美(2)

 5/13 松本蟻ヶ崎     4:04.88 木曽青峰     4:10.00 豊科     4:10.67 松商学園     4:15.54 大町     4:16.61 松本美須々ヶ丘    4:19.71 田川     4:20.60 松本県ヶ丘     4:21.80
4×400m 市岡 奈月(2) CR 中村 栞(3) CR 山田 愛(1) 林 あすか(1) 藤澤 紗也(2) 宮下 万穂(3) 樋口 智子(2) 菅沢 友里圭(3)

中澤 久美(3) 沢井 千花(2) 麻田 紗希(3) 奥島 美空(2) 羽賀 まどか(3) 枝 智菜実(3) 小笠原 綾(2) 小坂 奈桜(1)
上條 実加(3) 安田 祐香(3) 飯島 南(1) 松浦 さくら(2) 石谷 瑞希(3) 中村 芽以(2) 百瀬 香織(3) 百瀬 亜希帆(1)
臼井 佳奈(3) 舟島 春香(2) 望月 絵美(3) ディアスタイナ(2) 高野 雅子(2) 松森 有紀(3) 洞澤 悠香(3) 松森 多恵(3)

 5/13 中澤 久美(3) 3696 中村 繭子(2) 2824 北澤 智美(3) 2392 田中 真奈美(3) 2298 鳥羽 美空(1) 2018
七種競技 松本蟻ヶ崎 CR 木曽青峰 塩尻志学館 創造学園 穂高商

 5/13 女子 松商学園 松本蟻ヶ崎 豊科 松本県ヶ丘 木曽青峰 松本美須々ヶ丘 穂高商 塩尻志学館
学校対抗 115 点 106 点 73 点 67 点 64 点 33 点 22 点 22 点



[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 +1.9

 1 田原 花純(3)     12.52 Q 1 田澤 陽(3)     12.87 Q
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商 ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 松本県ヶ丘

 2 細野 真由(3)     13.23 Q 2 藤澤 紗也(2)     13.39 Q
ﾎｿﾉ ﾏﾕ 明科 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町

 3 石谷 瑞希(3)     13.62 Q 3 松浦 さくら(2)     13.48 Q
ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町 ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園

 4 飯島 南(1)     13.73 q 4 畑 瑠衣菜(1)     13.82 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科 ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商

 5 小島 清香(3)     13.82 q 5 原田 結希(2)     13.84 
ｺｼﾞﾏ ｾｲｶ 木曽青峰 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 塩尻志学館

 6 小坂 奈桜(1)     13.98 6 洞澤 悠香(3)     13.92 
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘 ﾎﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 田川

 7 輿 初菜(2)     14.20 7 松森 有紀(3)     13.95 
ｺｼ ｳｲﾅ 松本蟻ヶ崎 ﾏﾂﾓﾘ ﾕｷ 松本美須々ヶ丘

 8 青沼 郁奈(2)     14.86 8 小島 萌(1)     15.16 
ｱｵﾇﾏ ﾌﾐﾅ 梓川 ｺｼﾞﾏ ﾓｴ 木曽青峰

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 -1.8

 1 臼井 佳奈(3)     12.92 Q 1 中村 泉紀(2)     13.03 Q
ｳｽｲ ｶﾅ 松本蟻ヶ崎 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園

 2 山田 愛(1)     13.64 Q 2 長村 紋(3)     13.32 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園

 3 中村 栞(3)     13.76 Q 3 岩渕 綾華(3)     13.81 Q
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 木曽青峰 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾔｶ 塩尻志学館

 4 モラード 華(1)     13.80 q 4 宮下 万穂(3)     13.97 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾎ 松本美須々ヶ丘

 5 澁谷 麻友(1)     14.35 5 内山 怜奈(1)     14.26 
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町 ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科

 6 出口 真奈美(2)     14.40 6 大沼 葉月(1)     14.65 
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館 ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 田川

 7 児玉 夏美(3)     14.55 八釼 夏帆(2)
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾂﾐ 松本美須々ヶ丘 ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 松本県ヶ丘
奥原 志織(3)
ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ 穂高商

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -1.6

 1 田澤 陽(3)     12.99 Q 1 田原 花純(3)     12.62 Q
ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 松本県ヶ丘 ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商

 2 臼井 佳奈(3)     13.18 Q 2 中村 泉紀(2)     13.06 Q
ｳｽｲ ｶﾅ 松本蟻ヶ崎 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園

 3 長村 紋(3)     13.45 Q 3 細野 真由(3)     13.12 Q
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園 ﾎｿﾉ ﾏﾕ 明科

 4 山田 愛(1)     13.74 4 藤澤 紗也(2)     13.39 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科 ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町

 5 モラード 華(1)     13.78 5 松浦 さくら(2)     13.67 q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園 ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園

 6 石谷 瑞希(3)     13.93 6 飯島 南(1)     13.75 
ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科

 7 畑 瑠衣菜(1)     14.11 7 岩渕 綾華(3)     13.81 
ﾊﾀ ﾙｲﾅ 穂高商 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾔｶ 塩尻志学館

 8 中村 栞(3)     14.14 8 小島 清香(3)     14.20 
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 木曽青峰 ｺｼﾞﾏ ｾｲｶ 木曽青峰

風速 -2.4

 1 田原 花純(3)     12.60 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商

 2 田澤 陽(3)     12.99 
ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 松本県ヶ丘

 3 臼井 佳奈(3)     13.09 
ｳｽｲ ｶﾅ 松本蟻ヶ崎

 4 中村 泉紀(2)     13.15 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園

 5 細野 真由(3)     13.41 
ﾎｿﾉ ﾏﾕ 明科

 6 長村 紋(3)     13.56 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園

 7 藤澤 紗也(2)     13.63 
ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町

 8 松浦 さくら(2)     13.84 
ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園
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[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +0.9

 1 望月 絵美(3)     26.33 Q 1 モラード 華(1)     28.28 Q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園

 2 田澤 陽(3)     27.83 Q 2 石谷 瑞希(3)     28.38 Q
ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 松本県ヶ丘 ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町

 3 宮下 万穂(3)     28.49 q 3 樋口 智子(2)     29.19 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾎ 松本美須々ヶ丘 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 田川

 4 藤澤 紗也(2)     28.49 q 4 筒井 みのり(3)     31.89 
ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町 ﾂﾂｲ ﾐﾉﾘ 都市大塩尻

 5 征矢 望(1)     30.41 5 良波 美恵(1)     33.36 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰 ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館

 6 桐井 彩実(1)     30.98 八釼 夏帆(2)
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志 ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 松本県ヶ丘

 7 上原 香里(2)     34.90 堀 朱里(1)
ｶﾐﾊﾗ ｶｵﾘ 創造学園 ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科

[ 3組] 風速 -1.3 [ 4組] 風速 +0.7

 1 安田 祐香(3)     27.65 Q 1 中村 泉紀(2)     27.22 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ 木曽青峰 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園

 2 松浦 さくら(2)     28.36 Q 2 細野 真由(3)     27.66 Q
ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園 ﾎｿﾉ ﾏﾕ 明科

 3 大澤 亜紀(2)     28.69 q 3 中村 栞(3)     28.37 q
ｵｵｻﾜ ｱｷ 穂高商 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 木曽青峰

 4 原田 結希(2)     28.80 4 山田 愛(1)     28.55 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 塩尻志学館 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科

 5 小澤 詩歩(1)     29.05 5 勝野 美希(1)     28.94 
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘 ｶﾂﾉ ﾐｷ 穂高商

 6 澁谷 麻友(1)     30.20 6 小笠原 綾(2)     29.15 
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ 田川
原 苑子(2) 伊藤 野々花(2)
ﾊﾗ ｿﾉｺ 松本美須々ヶ丘 ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 松本美須々ヶ丘

[ 5組] 風速 +1.4

 1 臼井 佳奈(3)     26.97 Q
ｳｽｲ ｶﾅ 松本蟻ヶ崎

 2 長村 紋(3)     27.49 Q
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園

 3 岩渕 綾華(3)     28.77 q
ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾔｶ 塩尻志学館

 4 奥原 志織(3)     29.03 
ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ 穂高商

 5 大沼 葉月(1)     30.00 
ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 田川

 6 青沼 郁奈(2)     31.48 
ｱｵﾇﾏ ﾌﾐﾅ 梓川

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +1.3

 1 望月 絵美(3)     26.32 Q 1 臼井 佳奈(3)     26.45 Q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科 ｳｽｲ ｶﾅ 松本蟻ヶ崎

 2 安田 祐香(3)     27.49 Q 2 中村 泉紀(2)     26.82 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ 木曽青峰 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園

 3 田澤 陽(3)     27.62 Q 3 長村 紋(3)     26.98 Q
ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 松本県ヶ丘 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園

 4 モラード 華(1)     27.86 4 細野 真由(3)     27.34 q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園 ﾎｿﾉ ﾏﾕ 明科

 5 藤澤 紗也(2)     28.03 5 石谷 瑞希(3)     27.69 q
ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ 大町 ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町

 5 松浦 さくら(2)     28.03 6 山田 愛(1)     28.33 
ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科

 7 宮下 万穂(3)     28.28 7 中村 栞(3)     28.36 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾎ 松本美須々ヶ丘 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 木曽青峰
岩渕 綾華(3) 8 大澤 亜紀(2)     29.27 
ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾔｶ 塩尻志学館 ｵｵｻﾜ ｱｷ 穂高商

風速 +1.1

 1 望月 絵美(3)     25.96 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科

 2 臼井 佳奈(3)     26.45 
ｳｽｲ ｶﾅ 松本蟻ヶ崎

 3 中村 泉紀(2)     26.86 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 松商学園

 4 田澤 陽(3)     27.29 
ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 松本県ヶ丘

 5 安田 祐香(3)     27.53 
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ 木曽青峰

 6 長村 紋(3)     27.66 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園

 7 細野 真由(3)     27.73 
ﾎｿﾉ ﾏﾕ 明科

 8 石谷 瑞希(3)     27.93 
ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町
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[ 1組] [ 2組]

 1 望月 絵美(3)   1:01.20 Q 1 長村 紋(3)   1:02.52 Q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園

 2 菅沢 友里圭(3)   1:03.16 q 2 舟島 春香(2)   1:02.65 q
ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ 松本県ヶ丘 ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰

 3 宮下 万穂(3)   1:03.89 q 3 ディアスタイナ(2)   1:03.45 q
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾎ 松本美須々ヶ丘 ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園

 4 沢井 千花(2)   1:04.17 4 石谷 瑞希(3)   1:04.14 
ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ 木曽青峰 ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ 大町

 5 洞澤 悠香(3)   1:04.46 5 樋口 智子(2)   1:06.71 
ﾎﾗｻﾜ ﾊﾙｶ 田川 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 田川

 6 一之瀬 令菜(2)   1:06.63 6 石井 綾(3)   1:11.27 
ｲﾁﾉｾ ﾚﾅ 松本蟻ヶ崎 ｲｼｲ ｱﾔ 松本県ヶ丘

 7 北沢 優希(1)   1:15.30 7 中原 理沙(1)   1:20.34 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷ 大町 ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 松本美須々ヶ丘

[ 3組]

 1 安田 祐香(3)   1:01.61 Q
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ 木曽青峰

 2 上條 実加(3)   1:03.01 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｶ 松本蟻ヶ崎

 3 松浦 さくら(2)   1:04.21 
ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ 松商学園

 4 高野 雅子(2)   1:06.46 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町

 5 上條 侑香(3)   1:08.15 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶ 塩尻志学館

 6 堀 朱里(1)   1:25.26 
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科
八釼 夏帆(2)
ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ 松本県ヶ丘

 1 望月 絵美(3)     59.01 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ 豊科

 2 ディアスタイナ(2)   1:01.98 
ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ 松商学園

 3 安田 祐香(3)   1:03.07 
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ 木曽青峰

 4 舟島 春香(2)   1:03.59 
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰

 5 菅沢 友里圭(3)   1:04.08 
ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ 松本県ヶ丘

 6 宮下 万穂(3)   1:04.96 
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾎ 松本美須々ヶ丘

 7 長村 紋(3)   1:06.06 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 創造学園

 8 上條 実加(3)   1:08.20 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｶ 松本蟻ヶ崎
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[ 1組] [ 2組]

 1 折橋 真生(2)   2:26.42 Q 1 上條 実加(3)   2:31.30 Q
ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 松本蟻ヶ崎 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｶ 松本蟻ヶ崎

 2 沢井 千花(2)   2:28.58 Q 2 舟島 春香(2)   2:31.45 Q
ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ 木曽青峰 ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰

 3 白坂 舞(2)   2:29.03 q 3 松森 多恵(3)   2:32.93 q
ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園 ﾏﾂﾓﾘ ﾀｴ 松本県ヶ丘

 4 中村 亜砂美(3)   2:33.53 q 4 成田 愛理(2)   2:34.54 q
ﾅｶﾑﾗ ｱｻﾐ 松商学園 ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 松商学園

 5 飯嶋 まりこ(3)   2:42.29 5 一之瀬 令菜(2)   2:39.43 
ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾘｺ 松本県ヶ丘 ｲﾁﾉｾ ﾚﾅ 松本蟻ヶ崎

 6 金井 亜美(2)   2:43.98 6 北沢 優希(1)   2:54.08 
ｶﾅｲ ｱﾐ 明科 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｷ 大町

 7 上條 侑香(3)   2:47.86 7 岩垂 瞳(1)   2:55.07 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶ 塩尻志学館 ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 松本美須々ヶ丘

 8 田中 あゆみ(1)   2:55.54 北澤 志穂(1)
ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 穂高商 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館
小松 夏海(2)
ｺﾏﾂ ﾅﾂﾐ 松本美須々ヶ丘

 1 上條 実加(3)   2:24.16 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｶ 松本蟻ヶ崎

 2 舟島 春香(2)   2:24.23 
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰

 3 白坂 舞(2)   2:26.26 
ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園

 4 沢井 千花(2)   2:27.15 
ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ 木曽青峰

 5 折橋 真生(2)   2:28.07 
ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 松本蟻ヶ崎

 6 松森 多恵(3)   2:29.88 
ﾏﾂﾓﾘ ﾀｴ 松本県ヶ丘

 7 中村 亜砂美(3)   2:30.18 
ﾅｶﾑﾗ ｱｻﾐ 松商学園

 8 成田 愛理(2)   2:43.96 
ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 松商学園
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 1 安田 佳織(1)   5:00.01 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志

 2 伊藤 玲美優(2)   5:01.45 
ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 松商学園

 3 小松 彩乃(2)   5:02.92 
ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 松本蟻ヶ崎

 4 山本 紗友美(3)   5:03.33 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕﾐ 松本県ヶ丘

 5 白坂 舞(2)   5:08.77 
ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園

 6 中村 亜砂美(3)   5:09.09 
ﾅｶﾑﾗ ｱｻﾐ 松商学園

 7 上條 実加(3)   5:09.34 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｶ 松本蟻ヶ崎

 8 西澤 萌香(1)   5:35.45 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾓｶ 大町

 9 山村 彩花(1)   5:41.60 
ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎

10 奥田 梨乃(1)   5:48.47 
ｵｸﾀﾞ ﾘﾉ 松本美須々ヶ丘

11 田中 あゆみ(1)   5:56.64 
ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 穂高商

12 宮原 杏莉(1)   6:20.16 
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾝﾘ 松本県ヶ丘

13 近藤 佑紀(1)   6:52.90 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 松本県ヶ丘
宮阪 絢子(3)
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｺ 田川
小松 夏海(2)
ｺﾏﾂ ﾅﾂﾐ 松本美須々ヶ丘
岩垂 瞳(1)
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 松本美須々ヶ丘
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 1 山本 紗友美(3)  10:40.23 
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕﾐ 松本県ヶ丘

 2 伊藤 玲美優(2)  10:43.47 
ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 松商学園

 3 安田 佳織(1)  10:45.39 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志

 4 折橋 真生(2)  10:45.40 
ｵﾘﾊｼ ﾏｵ 松本蟻ヶ崎

 5 倉科 真子(2)  10:53.72 
ｸﾗｼﾅ ﾏｺ 松商学園

 6 小松 彩乃(2)  11:05.16 
ｺﾏﾂ ｱﾔﾉ 松本蟻ヶ崎

 7 成田 愛理(2)  11:14.66 
ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 松商学園

 8 辰巳 遥香(3)  12:04.92 
ﾀﾂﾐ ﾊﾙｶ 松本深志

 9 飯嶋 まりこ(3)  12:22.12 
ｲｲｼﾞﾏ ﾏﾘｺ 松本県ヶ丘

10 奥田 梨乃(1)  12:31.00 
ｵｸﾀﾞ ﾘﾉ 松本美須々ヶ丘

11 出田 彩(2)  12:38.93 
ｲﾃﾞﾀ ｱﾔｶ 松本深志

12 宮川 奈穂(1)  12:43.08 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾅｵ 松本蟻ヶ崎

13 三田村 優来(1)  13:23.87 
ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 松本県ヶ丘
宮阪 絢子(3)
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｺ 田川 欠場
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[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 -0.9

 1 市岡 奈月(2)     15.39 Q 1 麻田 紗希(3)     15.59 Q
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎 ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科

 2 奥島 美空(2)     16.71 Q 2 中澤 久美(3)     16.23 Q
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園 ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎

 3 枝 智菜実(3)     17.50 q 3 大西 梨帆(3)     16.98 q
ｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ 松本美須々ヶ丘 ｵｵﾆｼ ﾘﾎ 穂高商

 4 菅沢 友里圭(3)     17.96 q 4 桐井 彩実(1)     20.38 
ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ 松本県ヶ丘 ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志

 5 澤口 愛生(2)     18.61 q 松沢 英華(1)
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰 ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲｶ 松本美須々ヶ丘

 6 田中 真奈美(3)     19.30 百瀬 亜希帆(1)
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園 ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘

 7 小笠原 綾(2)     19.43 宮崎 里奈(1)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ 田川 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 都市大塩尻

 8 中村 依紅未(2)     19.56 
ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 穂高商

風速 +1.4

 1 市岡 奈月(2)     15.04 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎

 2 麻田 紗希(3)     15.50 
ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科

 3 中澤 久美(3)     15.91 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎

 4 奥島 美空(2)     16.58 
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園

 5 大西 梨帆(3)     17.12 
ｵｵﾆｼ ﾘﾎ 穂高商

 6 菅沢 友里圭(3)     17.41 
ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ 松本県ヶ丘

 7 枝 智菜実(3)     17.92 
ｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ 松本美須々ヶ丘

 8 澤口 愛生(2)     18.36 
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰
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 2002
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記録／備考
 1894

順 No. 氏  名 所属名

欠場
 1913
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決勝

 1716

 1852
失格

 1797
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 1782
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順 No. 氏  名 所属名

 1980

 2456

 1579

 1835

 1815

記録／備考
 1894

 1935

順 No. 氏  名 所属名

女子

100mH(0.838m)
予選 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考



[ 1組] [ 2組]

 1 中澤 久美(3)   1:09.65 Q 1 市岡 奈月(2)   1:05.58 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎 ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎

 2 菅沢 友里圭(3)   1:09.83 Q 2 高野 雅子(2)   1:10.36 Q
ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ 松本県ヶ丘 ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町

 3 奥島 美空(2)   1:12.23 q 3 枝 智菜実(3)   1:13.97 q
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園 ｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ 松本美須々ヶ丘

 4 澤口 愛生(2)   1:13.70 q 4 中村 依紅未(2)   1:17.53 
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 穂高商

 5 大西 梨帆(3)   1:17.18 q 5 石井 綾(3)   1:19.80 
ｵｵﾆｼ ﾘﾎ 穂高商 ｲｼｲ ｱﾔ 松本県ヶ丘

 6 松沢 英華(1)   1:26.27 6 北澤 智美(3)   1:20.89 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲｶ 松本美須々ヶ丘 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 塩尻志学館

 1 市岡 奈月(2)   1:06.76 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎

 2 菅沢 友里圭(3)   1:09.78 
ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ 松本県ヶ丘

 3 中澤 久美(3)   1:10.60 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎

 4 高野 雅子(2)   1:10.70 
ﾀｶﾉ ﾏｻｺ 大町

 5 奥島 美空(2)   1:12.63 
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園

 6 枝 智菜実(3)   1:13.69 
ｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ 松本美須々ヶ丘

 7 澤口 愛生(2)   1:15.40 
ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ 木曽青峰

 8 大西 梨帆(3)   1:16.77 
ｵｵﾆｼ ﾘﾎ 穂高商

順 No. 氏  名 所属名 順

女子

400mH(0.762m)
予選 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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 1685
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 1 巾崎 友里江(3) 27:55.99 
ﾊﾊﾞｻｷ ﾕﾘｴ 松本県ヶ丘

所属名 記録／備考
1  1820

大会新

女子

5000m競歩
決勝

順 No. 氏  名



ディアスタイナ(2)
ﾃﾞｨｱｽ ﾀｲﾅ 松商学園
中村 芽以(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本美須々ヶ丘
太田 真衣(3)
ｵｵﾀ ﾏｲ 松本蟻ヶ崎
原 苑子(2)
ﾊﾗ ｿﾉｺ 松本美須々ヶ丘
中村 繭子(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰
溝尾 彩夏(1)
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館
小林 沙彩(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園
奥島 美空(2)
ｵｸｼﾏ ﾐｸ 松商学園
鳥羽 美空(1)
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商
小野沢 彩加(3)
ｵﾉｻﾞﾜ ｱﾔｶ 穂高商
枝 智菜実(3)
ｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ 松本美須々ヶ丘
桑原 杏菜(1)
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾝﾅ 木曽青峰
五十嵐 静香(3) 欠場
ｲｶﾞﾗｼ ｼｽﾞｶ 明科
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女子

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



３回の
最高記録

麻田 紗希(3)  5.38  5.18  5.23   5.38   x  5.53   5.33    5.53 
ｱｻﾀﾞ ｻｷ 豊科  +2.1  -1.5  -1.3   +2.1  +0.9   -0.8    +0.9
市岡 奈月(2)  5.15  5.06  5.06   5.15  5.11  5.16   5.07    5.16 
ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 松本蟻ヶ崎  +2.2  -1.3  +0.6   +2.2  +3.0  +1.5   -0.3    +1.5
中村 栞(3)  3.77  4.90  3.97   4.90   x   x   5.12    5.12 
ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 木曽青峰  +1.2  +0.5  +0.1   +0.5   -1.4    -1.4
原田 結希(2)  4.68  4.84  3.24   4.84  4.89  4.75   4.79    4.89 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ 塩尻志学館  -0.8  +2.4   0.0   +2.4  +1.4  +0.8   -0.1    +1.4
松森 有紀(3)  4.74  4.68  4.69   4.74  4.62  4.75   4.85    4.85 
ﾏﾂﾓﾘ ﾕｷ 松本美須々ヶ丘  +2.6  +0.7  +1.2   +2.6  +0.8  +1.1   -0.5    -0.5
岩渕 綾華(3)  4.76   x  4.32   4.76  4.41   x   4.68    4.76 
ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾔｶ 塩尻志学館  +2.4  +1.2   +2.4  +0.8   +0.3    +2.4
羽賀 まどか(3)   x  4.45  4.74   4.74  3.83  4.24   4.37    4.74 
ﾊｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 大町  +0.9  +1.1   +1.1  -1.0  -0.7   +1.1    +1.1
百瀬 亜希帆(1)  4.63  4.69   x   4.69  4.60  4.70    x    4.70 
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘  +2.1  -0.6   -0.6  +1.0  +1.0    +1.0
田原 花純(3)   x  4.35  4.66   4.66    4.66 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ 穂高商  +3.2  +1.6   +1.6    +1.6
小坂 奈桜(1)   x   x  4.63   4.63    4.63 
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘  +0.1   +0.1    +0.1
伊藤 野々花(2)   x  4.57   x   4.57    4.57 
ｲﾄｳ ﾉﾉｶ 松本美須々ヶ丘  +1.4   +1.4    +1.4
林 あすか(1)   x  4.43  4.56   4.56    4.56 
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園  -1.2  +1.1   +1.1    +1.1
遊橋 里佳子(2)  4.26  4.43  4.35   4.43    4.43 
ﾕｳﾊｼ ﾘｶｺ 明科  +0.2  +3.4  -0.6   +3.4    +3.4
飯島 南(1)  4.29  4.13  4.34   4.34    4.34 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科  -2.4  +1.7  +2.4   +2.4    +2.4
輿 初菜(2)  4.21  4.19  3.92   4.21    4.21 
ｺｼ ｳｲﾅ 松本蟻ヶ崎  +0.5  +2.8  -0.9   +0.5    +0.5
中村 依紅未(2)  3.66   x  4.19   4.19    4.19 
ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾐ 穂高商  +0.5  -0.2   -0.2    -0.2
太田 真衣(3)  4.15   x  4.09   4.15    4.15 
ｵｵﾀ ﾏｲ 松本蟻ヶ崎  +1.2  +0.1   +1.2    +1.2
百瀬 香織(3)  3.83  4.10  4.03   4.10    4.10 
ﾓﾓｾﾞ ｶｵﾘ 田川  +0.7  +2.2  +1.1   +2.2    +2.2
長﨑 彩(1)  3.64  3.81  3.69   3.81    3.81 
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 松商学園  +0.2  +1.4  +2.1   +1.4    +1.4
内山 怜奈(1)  3.30   x   x   3.30    3.30 
ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科  +0.4   +0.4    +0.4
中原 理沙(1)   x  3.04   x   3.04    3.04 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 松本美須々ヶ丘  +4.5   +4.5    +4.5
小澤 詩歩(1)   x   x   x    x 記録なし
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘
大澤 亜紀(2) 欠場
ｵｵｻﾜ ｱｷ 穂高商

女子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
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-3- -4- -5- -6-
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18  2455

19  1944

 1715

20  2008

21  1847

 1796



３回の
最高記録

山口 萌々(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科
中川 希(1)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園
ディアスタイナ(2)
ﾃﾞｨｱｽ ﾀｲﾅ 松商学園
佐藤 ゆきの(1)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園
濵   麗(2)
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科
百瀬 友美(3)
ﾓﾓｾ ﾕﾐ 松本県ヶ丘
鈴木 照美(2)
ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾐ 白馬
出口 真奈美(2)
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館
宮崎 里奈(1)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 都市大塩尻
輿 初菜(2)
ｺｼ ｳｲﾅ 松本蟻ヶ崎
松森 多恵(3)
ﾏﾂﾓﾘ ﾀｴ 松本県ヶ丘
石井 綾(3)
ｲｼｲ ｱﾔ 松本県ヶ丘
藤原 美月(1)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本美須々ヶ丘
上原 香里(2)
ｶﾐﾊﾗ ｶｵﾘ 創造学園

記録

女子

砲丸投(4.000kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 10.59

-4- -5- -6-

  8.95

-3- 備考

1  2003
 10.20   9.74  10.65   10.65  10.21  10.26

-2-

   -

 10.65 

2  1942
  9.04   9.43   9.41    9.43   9.40   9.37

  7.07

  9.43 

3  1934
  7.32   8.01   7.77    8.01    -    -

  7.26

  8.01 

4  1925
  6.43   7.80   7.87    7.87   7.13   7.33

  7.21

  7.87 

5  2004
  7.10   7.25   7.55    7.55   7.60   7.07

   x

  7.60 

6  1818
  6.88   6.32   7.18    7.18   6.70   7.38

   -

  7.38 

7  1616
  5.80   7.04   6.07    7.04   6.96   6.95   7.04 

8  1602
  6.87   6.55   6.04    6.87   6.38   6.20   6.87 

9  1913
  5.98   6.47   6.65    6.65   6.65 

10  1898
  5.61   6.00   6.39    6.39   6.39 

11  1817
  5.66   5.86   6.21    6.21   6.21 

12  1816
  5.79   5.50   6.06    6.06   6.06 

13  1848
  4.55   4.44   4.55    4.55

  4.23 

  4.55 

14  1979
   x   4.23    x    4.23



３回の
最高記録

山口 萌々(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾓﾓ 豊科
志知 鈴菜(2)
ｼﾁ ﾚｲﾅ 梓川
重田 佐友里(2)
ｼｹﾞﾀ ｻﾕﾘ 梓川
五十嵐 静香(3)
ｲｶﾞﾗｼ ｼｽﾞｶ 明科
濵   麗(2)
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科
出口 真奈美(2)
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館
鳥羽 詩織(3)
ﾄﾊﾞ ｼｵﾘ 明科
鈴木 照美(2)
ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾐ 白馬
中川 希(1)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園
百瀬 友美(3)
ﾓﾓｾ ﾕﾐ 松本県ヶ丘
櫻井 志緒理(3)
ｻｸﾗｲ ｼｵﾘ 松商学園
林 あすか(1)
ﾊﾔｼ ｱｽｶ 松商学園
上條 紗弥(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾔ 松本深志
市川 智恵(3)
ｲﾁｶﾜ ﾄﾓｴ 松本深志
中島 涼香(1)
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘
藤原 美月(1)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本美須々ヶ丘
大西 梨帆(3)
ｵｵﾆｼ ﾘﾎ 穂高商
大澤 亜紀(2)
ｵｵｻﾜ ｱｷ 穂高商
上條 侑香(3) 欠場
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶ 塩尻志学館
宮原 杏莉(1) 欠場
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾝﾘ 松本県ヶ丘
近藤 佑紀(1) 欠場
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 松本県ヶ丘

 1798

 1802
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 10.64 

 10.90 
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 22.98    x   22.98
9  1942

   o

   x    o    x  23.44 

   o    o  23.99 

8  1616
 23.44    o    x   23.44

   o  23.81   23.81  23.99
7  2017

   o

   x    o    x  24.62 

   x  24.73  24.73 

6  1602
   o    o  24.62   24.62

   o  24.64   24.64    o
5  2004

   o

   o  27.10    o  27.10 

   o  28.08  28.08 

4  2018
   o  26.50    o   26.50

   o    x   27.35    o
3  1734

 27.35

   x  28.17  28.17 

   o    o  33.61    x

-3-

2  1735
 27.57    o    o   27.57    o

氏  名 所属名 記録 備考

1  2003
   x    o  33.61   33.61

-1- -2- -4- -5- -6-

女子

円盤投(1.000kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ



３回の
最高記録

櫻井 志緒理(3)
ｻｸﾗｲ ｼｵﾘ 松商学園
中村 繭子(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰
濵   麗(2)
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科
松森 多恵(3)
ﾏﾂﾓﾘ ﾀｴ 松本県ヶ丘
藤原 佳奈(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾅ 松本美須々ヶ丘
百瀬 友美(3)
ﾓﾓｾ ﾕﾐ 松本県ヶ丘
中村 芽以(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 松本美須々ヶ丘
中川 希(1)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園
志知 鈴菜(2)
ｼﾁ ﾚｲﾅ 梓川
小西 真奈(2)
ｺﾆｼ ﾏﾅ 明科
一之瀬 令菜(2)
ｲﾁﾉｾ ﾚﾅ 松本蟻ヶ崎
北澤 智美(3)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 塩尻志学館
田中 真奈美(3)
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園
重田 佐友里(2)
ｼｹﾞﾀ ｻﾕﾘ 梓川
小谷 彩乃(2)
ｺﾀﾆ ｱﾔﾉ 木曽青峰
中村 さよ(2)
ﾅｶﾑﾗ ｻﾖ 大町
藤原 美月(1)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本美須々ヶ丘
金井 亜美(2)
ｶﾅｲ ｱﾐ 明科
佐藤 ゆきの(1)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園
小野沢 彩加(3)
ｵﾆｻﾞﾜ ｱﾔｶ 穂高商
上原 香里(2)
ｶﾐﾊﾗ ｶｵﾘ 創造学園
奥原 志織(3)
ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ 穂高商
三田村 優来(1) 欠場
ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 松本県ヶ丘
池井 陽子(1) 欠場
ｲｹｲ ﾖｳｺ 木曽青峰

女子

やり投(0.600kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 備考-4- -5- -6-

1  1929
   o  34.16    x   34.16    o

-3-

   o    x  34.16 

記録

2  1577
   o    x  32.29   32.29

   x   31.55    o    x  31.55    o

   x   30.45

   o    o  33.04  33.04 

 30.45 

 29.82 

3  2004
 31.55    o

 29.82   29.82

   o
4

 1842
   o    x    o   o

   o    x
 1817

   o  30.45

   o

 29.01   29.01

   o

   o
6  1818

   o    o

5

 25.40   25.40

   o    o  29.01 

 27.48   27.48    x    x  27.48 

 25.40 

 23.78 

7  1841
   o    o

   o   23.78

   x
8

 1735
 23.78

   o    o
 1942

   o    x

 23.47   23.47

   o

10  2024
   o    o

9

 21.97   21.97

 23.47 

 22.10   22.10  22.10 

 21.97 

 21.25 

11  1897
   o    o

 21.25   21.25

12

 1980
   x

 1600
   o    o

   o   19.32

   x

14  1734
 19.32    x

13

   x   17.00

 19.32 

   x   18.00  18.00 

 17.00 

 15.88 

15  1575
 18.00    x

   x   15.88

16

 1848
   o

 1686
 17.00    o

   o   14.87

 15.88

18  2023
 14.87    x

17

   x   13.94

 14.87 

   o   14.11  14.11 
19  1925

   o  14.11

   o   13.44

20  1711
 13.94    x  13.94 

 13.44 

  13.06

 13.44

22  1714
 13.06    x

21  1979
   o

 13.06    o

 1580

 1799



[ 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 松商学園  1935 奥島 美空(2)     50.77 Q 1 豊科 2007 山田 愛(1)     50.77 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｵｸｼﾏ ﾐｸ ﾄﾖｼﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 1933 中村 泉紀(2) 2001 望月 絵美(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ
 1934 ディアスタイナ(2) 2002 麻田 紗希(3)

ﾃﾞｨｱｽ ﾀｲﾅ ｱｻﾀﾞ ｻｷ
 1922 松浦 さくら(2) 2005 飯島 南(1)

ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ
 2 穂高商  1714 奥原 志織(3)     50.96 Q 2 松本蟻ヶ崎 1894 市岡 奈月(2)     50.79 Q

ﾎﾀｶｼｮｳ ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ
 1715 大澤 亜紀(2) 1890 中澤 久美(3)

ｵｵｻﾜ ｱｷ ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ
 1717 畑 瑠衣菜(1) 1898 輿 初菜(2)

ﾊﾀ ﾙｲﾅ ｺｼ ｳｲﾅ
 1712 田原 花純(3) 1893 臼井 佳奈(3)

ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ ｳｽｲ ｶﾅ
 3 松本県ヶ丘  1795 小坂 奈桜(1)     51.76 q 3 大町 1685 高野 雅子(2)     52.10 q

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｺｻｶ ﾅｵ ｵｵﾏﾁ ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
 1830 田澤 陽(3) 1684 藤澤 紗也(2)

ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ
 1815 菅沢 友里圭(3) 1682 羽賀 まどか(3)

ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ ﾊｶﾞ ﾏﾄﾞｶ
 1793 八釼 夏帆(2) 1683 石谷 瑞希(3)

ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ
 4 塩尻志学館  1598 岩渕 綾華(3)     53.38 q 4 木曽青峰 1574 小島 清香(3)     52.66 q

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾔｶ ｷｿｾｲﾎｳ ｺｼﾞﾏ ｾｲｶ
 1604 原田 結希(2) 1572 中村 栞(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ
 1600 北澤 智美(3) 1579 澤口 愛生(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ
 1602 出口 真奈美(2) 1573 安田 祐香(3)

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ
 5 田川  2458 大沼 葉月(1)     54.36 5 松本美須々ヶ丘 1840 児玉 夏美(3)     54.07 

ﾀｶﾞﾜ ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾂﾐ
 2456 小笠原 綾(2) 1837 宮下 万穂(3)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾎ
 2457 樋口 智子(2) 1838 松森 有紀(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ ﾏﾂﾓﾘ ﾕｷ
 2452 洞澤 悠香(3) 1841 中村 芽以(2)

ﾎﾗｻﾜ ﾊﾙｶ ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
明科  2021 遊橋 里佳子(2)
ｱｶｼﾅ ﾕｳﾊｼ ﾘｶｺ 失格

 2011 細野 真由(3) R1(1-2)
ﾎｿﾉ ﾏﾕ

 2023 金井 亜美(2)
ｶﾅｲ ｱﾐ

 2018 五十嵐 静香(3)
ｲｶﾞﾗｼ ｼｽﾞｶ

順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松商学園  1935 奥島 美空(2)     50.55 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｵｸｼﾏ ﾐｸ
 1933 中村 泉紀(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｽﾞｷ
 1934 ディアスタイナ(2)

ﾃﾞｨｱｽﾀｲﾅ
 1922 松浦 さくら(2)

ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ
 2 松本蟻ヶ崎  1894 市岡 奈月(2)     50.84 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ
 1890 中澤 久美(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ
 1898 輿 初菜(2)

ｺｼ ｳｲﾅ
 1893 臼井 佳奈(3)

ｳｽｲ ｶﾅ
 3 豊科  2007 山田 愛(1)     50.88 

ﾄﾖｼﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 2001 望月 絵美(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ
 2002 麻田 紗希(3)

ｱｻﾀﾞ ｻｷ
 2005 飯島 南(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ
 4 穂高商  1714 奥原 志織(3)     51.27 

ﾎﾀｶｼｮｳ ｵｸﾊﾗ ｼｵﾘ
 1715 大澤 亜紀(2)

決勝

女子

4×100m
予選 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



ｵｵｻﾜ ｱｷ
 1717 畑 瑠衣菜(1)

ﾊﾀ ﾙｲﾅ
 1712 田原 花純(3)

ﾀﾊﾗ ｶｽﾐ
 5 松本県ヶ丘  1795 小坂 奈桜(1)     52.23 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｺｻｶ ﾅｵ
 1830 田澤 陽(3)

ﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ
 1815 菅沢 友里圭(3)

ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ
 1793 八釼 夏帆(2)

ﾔﾂﾙｷﾞ ｶﾎ
 6 木曽青峰  1574 小島 清香(3)     53.22 

ｷｿｾｲﾎｳ ｺｼﾞﾏ ｾｲｶ
 1572 中村 栞(3)

ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ
 1579 澤口 愛生(2)

ｻﾜｸﾞﾁ ｱｲ
 1573 安田 祐香(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ
 7 大町  1685 高野 雅子(2)     53.27 

ｵｵﾏﾁ ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
 1684 藤澤 紗也(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ
 1682 羽賀 まどか(3)

ﾊｶﾞ ﾏﾄﾞｶ
 1683 石谷 瑞希(3)

ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ
 8 塩尻志学館  1598 岩渕 綾華(3)     53.76 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾔｶ
 1604 原田 結希(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ
 1600 北澤 智美(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ
 1602 出口 真奈美(2)

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ



順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松本蟻ヶ崎  1894 市岡 奈月(2)   4:04.88 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｲﾁｵｶ ﾅﾂｷ 大会新
 1890 中澤 久美(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ
 1892 上條 実加(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｶ
 1893 臼井 佳奈(3)

ｳｽｲ ｶﾅ
 2 木曽青峰  1572 中村 栞(3)   4:10.00 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 大会新
 1576 沢井 千花(2)

ｻﾜｲ ﾁﾊﾅ
 1573 安田 祐香(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｶ
 1578 舟島 春香(2)

ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ
 3 豊科  2007 山田 愛(1)   4:10.67 

ﾄﾖｼﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ
 2002 麻田 紗希(3)

ｱｻﾀﾞ ｻｷ
 2005 飯島 南(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ
 2001 望月 絵美(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾐ
 4 松商学園  1941 林 あすか(1)   4:15.54 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾊﾔｼ ｱｽｶ
 1935 奥島 美空(2)

ｵｸｼﾏ ﾐｸ
 1922 松浦 さくら(2)

ﾏﾂｳﾗ ｻｸﾗ
 1934 ディアスタイナ(2)

ﾃﾞｨｱｽ ﾀｲﾅ
 5 大町  1684 藤澤 紗也(2)   4:16.61 

ｵｵﾏﾁ ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾔ
 1682 羽賀 まどか(3)

ﾊｶﾞ ﾏﾄﾞｶ
 1683 石谷 瑞希(3)

ｲｼﾔ ﾐｽﾞｷ
 1685 高野 雅子(2)

ﾀｶﾉ ﾏｻｺ
 6 松本美須々ヶ丘  1837 宮下 万穂(3)   4:19.71 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ﾐﾔｼﾀ ﾏﾎ
 1835 枝 智菜実(3)

ｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ
 1841 中村 芽以(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
 1838 松森 有紀(3)

ﾏﾂﾓﾘ ﾕｷ
 7 田川  2457 樋口 智子(2)   4:20.60 

ﾀｶﾞﾜ ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｺ
 2456 小笠原 綾(2)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱﾔ
 2455 百瀬 香織(3)

ﾓﾓｾﾞ ｶｵﾘ
 2452 洞澤 悠香(3)

ﾎﾗｻﾜ ﾊﾙｶ
 8 松本県ヶ丘  1815 菅沢 友里圭(3)   4:21.80 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｽｹﾞｻﾜ ﾕﾘｶ
 1795 小坂 奈桜(1)

ｺｻｶ ﾅｵ
 1797 百瀬 亜希帆(1)

ﾓﾓｾ ｱｷﾎ
 1817 松森 多恵(3)

ﾏﾂﾓﾘ ﾀｴ
 9 塩尻志学館  1598 岩渕 綾華(3)   4:29.39 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾔｶ
 1599 上條 侑香(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶ
 1600 北澤 智美(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ
 1615 北澤 志穂(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ

女子

4×400m
決勝



開催日 平成24年5月11日（金）～13日（日） 混成競技記録表   得点表  （男子・[女子]） 女子  七種競技
陸協名 長野 [20] 競技会名 平成24年度中信高等学校総合体育大会 ｺｰﾄﾞ  [12202004] 混成審判長  大和　孝司

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林　嘉久夫

 1890  1577  1600  1980  1718
中澤 久美(3) 中村 繭子(2) 北澤 智美(3) 田中 真奈美(3) 鳥羽 美空(1)
松本蟻ヶ崎 木曽青峰 塩尻志学館 創造学園 穂高商

100mH    16.19  691   23.36    84    20.56  257   19.37  357   21.93  162
  (+2.7)  691  (+2.7)    84   (+2.7)  257  (+2.7)  357  (+2.7)  162

HJ     1.45  566    1.40   512     1.20  312    1.10  222    1.35  460
1257   596  569  579  622

SP     7.16  345    6.80   322     6.28  289    5.63  248    5.93  267
1602   918  858  827  889

200m    27.91  638   29.77   498    30.03  480   30.40  455   31.21  401
  (-0.5) 2240  (-0.5)  1416   (-0.5) 1338  (-0.5) 1282  (-0.5) 1290

1日目得点 2240  1416 1338 1282 1290
順位    1     2    3    5    4
LJ     4.93  540    4.43   411     4.00  308    3.99  306    3.39  178

  (+1.7)  540  (+0.6)   411   (+1.7)  308  (+1.7)  306  (+1.7)  178
JT    25.10  384   33.55   544    23.14  347   22.26  331   20.83  304

 924   955  655  637  482
800m  2:43.66  532 2:51.05   453  2:56.46  399 2:58.57  379 3:13.95  246

1456  1408 1054 1016  728
2日目得点 1456  1408 1054 1016  728
総得点 大会新 3696  2824 2392 2298 2018
順位    1     2    3    4    5



風速 +2.7

 1 中澤 久美(3)     16.19 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎

 2 田中 真奈美(3)     19.37 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園

 3 北澤 智美(3)     20.56 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 塩尻志学館

 4 鳥羽 美空(1)     21.93 
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商

 5 中村 繭子(2)     23.36 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰

中澤 久美(3)  1.45
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎   566
中村 繭子(2)  1.40
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰   512
鳥羽 美空(1)  1.35
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商   460
北澤 智美(3)  1.20
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 塩尻志学館   312
田中 真奈美(3)  1.10
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園   222

中澤 久美(3)  7.16 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎   345
中村 繭子(2)  6.80 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰   322
北澤 智美(3)  6.28 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 塩尻志学館   289
鳥羽 美空(1)  5.93 
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商   267
田中 真奈美(3)  5.63 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園   248

風速 -0.5

 1 中澤 久美(3)     27.91 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎

 2 中村 繭子(2)     29.77 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰

 3 北澤 智美(3)     30.03 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 塩尻志学館

 4 田中 真奈美(3)     30.40 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園

 5 鳥羽 美空(1)     31.21 
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商

中澤 久美(3)  4.93  4.75  4.86 4.93 (+1.7)
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎  +1.7  +1.7  +1.0  540
中村 繭子(2)  3.81  4.12  4.43 4.43 (+0.6)
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰  +1.7  +1.7  +0.6  411
北澤 智美(3)  3.95  4.00  3.83 4.00 (+1.7)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 塩尻志学館  +1.7  +1.7  +0.7  308
田中 真奈美(3)  3.61  3.84  3.99 3.99 (+1.7)
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園  +1.7  +1.7  +1.7  306
鳥羽 美空(1)  3.25  3.30  3.39 3.39 (+1.7)
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商  +1.7  +1.7  +1.7  178

4  1980

5  1718

1  1890

2  1577

3  1600

七種競技

走幅跳
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録

七種競技

七種競技

  5.93   5.75

  6.37   6.79

3  1600
  5.80   6.28

  5.63

4  1718
  5.57

5  1980
  4.76   5.30

  6.14

2  1577
  6.80

1  1890
  7.16   6.97

記録／備考

砲丸投(4.000kg)
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録

 1890
691

 1980
357

七種競技

100mH(0.838m)
順 No. 氏  名 所属名

 1600
257

84

 1718
162

 1577

走高跳
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15 1m20 1m25

- - o o

1m50 記録1m30 1m35 1m40 1m45

xo

xxx

xxx

1  1890
- xo- -

- - - o
2  1577

- -

- - o o xxo xo xxx

4  1600
o o

3  1718

xo xxx

七種競技

5  1980
xo xxx

  6.98

 1890
638

 1577

200m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

401

 1980
455

 1718

498
 1600

480



中村 繭子(2) 33.55 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰   544
中澤 久美(3) 25.10 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎   384
北澤 智美(3) 23.14 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 塩尻志学館   347
田中 真奈美(3) 22.26 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園   331
鳥羽 美空(1) 20.83 
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商   304

 1 中澤 久美(3)   2:43.66 
ﾅｶｻﾞﾜ ｸﾐ 松本蟻ヶ崎

 2 中村 繭子(2)   2:51.05 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｺ 木曽青峰

 3 北澤 智美(3)   2:56.46 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ 塩尻志学館

 4 田中 真奈美(3)   2:58.57 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園

 5 鳥羽 美空(1)   3:13.95 
ﾄﾊﾞ ﾐｿﾗ 穂高商

379
 1718

246

 1600
399

 1980

532
 1577

453

所属名 記録／備考
 1890

5  1718
   o  20.83    x

4  1980
   x

   o    o

2  1890

 22.26    x

 33.55    o

所属名 -1-

七種競技

   o    o

3  1600
 23.14

-3-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

 25.10

800m

記録

1  1577
   -

順 No. 氏  名

七種競技

やり投(0.600kg)
-2-
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