
第30回長野県小学生陸上競技大会兼 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
第30回東海小学生リレー競技大会予選会 跳躍審判長 富松　健夫
兼日清食品カップ第29回全国小学生陸上競技交流大会長野県代表選手選考会 投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 平成２５年６月２３日（日） 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 （一財）長野陸上競技協会 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
 6/23 女子 高木 更紗(6) 3:07.32 高橋 凜(6) 3:08.09 久保田 絢乃(6) 3:10.60 小原 茉莉(6) 3:13.30 細田 ひかり(6) 3:14.72 和田 真菜(6) 3:17.85 諸山 理湖(6) 3:19.59 宮澤 美裕(6) 3:20.22

1000m 腰越JSC 赤穂 腰越JSC 赤穂 ISｼﾞｭﾆｱ 川中島JRC 腰越JSC 川中島JRC
 6/23  -0.6淀 日南子(6) 13.97 青木 梨乃(6) 14.08 宇都宮 悠奈(6) 14.93 熊谷 愛佑(6) 14.95 稲村 帆乃佳(6) 15.07 五十嵐 百美(6) 15.29 赤羽 留佳(6) 15.73 平栗 華乃(6) 16.40

80mH(0.700m) 川中島JRC 梓川 軽井沢中部 南箕輪南部小 開明 大町北 西春近北 塩尻西
 6/23 倉品 愛美(6) 1.30 川手 琉那(6) 1.25 花岡 瑚徒(6) 1.25 長谷川 愛(6) 1.20 吉沢 花菜(6) 川島 1.20 山口 愛莉(6) 1.20 櫻井 夢(6) 1.15

走高跳 岡谷 宮田 岡谷 追手町 中村 はずき(6) 大町東 寿 白馬南
平田 朱音(6)
明科かけっこ

 6/23 浅川 涼音(6) 4.00(-2.2) 小口 るり(6) 3.88(-1.4) 百瀬 香乃(6) 3.82(-0.9) 濵 若菜(6) 3.78(-0.6) 那須野 りさ子(6)3.69(-0.1) 伊藤 鈴音(6) 3.68(-2.7) 和田口 陽愛(6)3.67(-1.4) 平林 なつみ(6)3.65(-1.4)
走幅跳 穂高南 小井川 宗賀 岡谷 手良 ｲｲﾀﾞｯｼｭ 三岳 坂城JAC

 6/23 武重 萌乃(6) 54.40 小平 るな(5) 44.22 原 杏奈(6) 43.30 酒井 愛香(6) 43.02 池上 実結(5) 42.48 岩﨑 美羽(6) 41.04 山浦 萌衣(5) 40.91 関 茉叶(6) 40.61
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 WADA11AC 永明小 宗賀 手良 手良 城南 美南ｶﾞ丘 芳川

 6/23 ｺﾒｯﾄ波田(A)       55.31 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)      56.70 軽井沢A&AC(A)      56.99 穂高西       57.58 赤穂南       57.85 美南ｶﾞ丘       57.93 T&F佐久平(A)      58.06 高島       59.20
4×100m 寺坂 亜海(6) 千葉 ほの香(6) 前田 望乃花(5) 麻田 苑実(6) 氣賀澤 杏香(5) 大工原 初(6) 三浦 元海(6) 古谷 裕美(5)

樋口 虹夏(6) 宮下 真弥(6) 土屋 愛理(6) 波場 結加里(6) 唐澤 花実(6) 大井 彩彌子(6) 掛川 莉里(6) 前田 唯(5)
太田 菜奈(6) 菅沼 望子(6) 依田 仁美(6) 斉藤 るな(6) 小池 美月(6) 大塚 七星(6) 林 実玲(6) 花岡 愛梨(5)
加藤 愛理(6) 石井 涼(6) 藤巻 百未(6) 栁澤 咲稀(6) 青島 実里(6) 横須賀 玲奈(6) 荒井 奈々実(6) 山本 紗矢香(5)

 6/23 5年女子  +0.4中山 優芽(5) 14.50 伊藤 朋花(5) 14.91 小林 奈央(5) 15.07 伊藤 優凪(5) 15.22 南山 歩乃伽(5) 15.25 成澤 愛(5) 15.39 深澤 あまね(5) 15.41 梅田 彩乃(5) 15.43
100m 中野 穂高北 千曲 ｲｲﾀﾞｯｼｭ 洗馬 大町北 旭町 豊科南

 6/23 6年女子  -2.2田村 純菜(6) 13.59 百瀬 果奈(6) 14.48 中谷 理重子(6) 14.50 宮嵜 優花(6) 14.57 依田 晴奈(6) 14.68 小林 弥希(6) 14.79 小林 あゆみ(6) 14.93 野口 沙彩(6) 15.17
100m 坂城JAC 伊那 共和 坂城JAC 泉 田川 宮川 今井



予選 6月23日 10:10
決勝 6月23日 15:25

大会記録(GR)                    13.50 

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +1.5

 1 小野谷 友里(5)     15.26  1 伊藤 朋花(5)     14.60 q
ｵﾉｶﾞﾔ ﾕｳﾘ 二子 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 穂高北

 2 磯貝 澪(5)     15.28  2 斎藤 くる美(5)     15.22 
ｲｿｶﾞｲ  ﾐｵ 高瀬AC ｻｲﾄｳｸﾙﾐ 富士見

 3 藤森 琉那(5)     15.65  3 長田 未来(5)     15.51 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾙﾅ 下諏訪北 ﾅｶﾞﾀ ﾐｸ 伊那

 4 森谷 純礼(5)     15.78  4 中村 睦(5)     15.52 
ﾓﾘﾔ ｽﾐﾚ 喬木第一 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾂﾐ 坂の上

 5 小山 美来(5)     15.83  5 岩下 愛佳(5)     15.67 
ｺﾔﾏ ﾐｸ 寺尾 ｲﾜｼﾀ  ｱｲｶ 青木

 6 中山 花穂梨(5)     16.08  6 宮下 遥(5)     15.69 
ﾅｶﾔﾏ ｶﾎﾘ 本原 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｶ 坂井

 7 伊藤 璃咲(5)     16.08  7 山本 明衣(5)     16.04 
ｲﾄｳ ﾘｻ 塩尻東 ﾔﾏﾓﾄ ﾒｲ 松代

 8 高柳 菜乃香(5)     16.28  8 松田 七海(5)     16.30 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 御代田南 ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅﾐ ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ

 9 吉田 雪乃(5)     16.43  9 西 ｹｲｶ(5)     16.39 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾉ 小川 ﾆｼ ｹｲｶ 塩尻吉田

[ 3組] 風速 +2.9 [ 4組] 風速 +2.6

 1 伊藤 優凪(5)     14.83 q  1 中山 優芽(5)     14.23 q
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾅｶﾔﾏ ﾕﾒ 中野

 2 南山 歩乃伽(5)     15.08 q  2 横澤 来美(5)     15.16 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 洗馬 ﾖｺｻﾜ ｸﾙﾐ 穂高北

 3 深澤 あまね(5)     15.10 q  3 佐伯 明莉(5)     15.35 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町 ｻｴｷ ｱｶﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 矢島 愛莉(5)     15.14  4 鈴木 彩瑛(5)     15.47 
ﾔｼﾞﾏ ｱｲﾘ 玉川 ｽｽﾞｷ ｻｴ 上郷

 5 島貫 礼菜(5)     15.24  5 三浦 菜緒(5)     15.59 
ｼﾏﾇｷ ﾚｲﾅ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少 ﾐｳﾗ ﾅｵ 西

 6 吉川 結理(5)     15.62  6 関野 結衣(5)     15.64 
ｷｯｶﾜ ﾕﾘ 飯島 ｾｷﾉ ﾕｲ 寺尾

 7 牧 葉澄(5)     15.79  7 白倉 仁奈(5)     15.69 
ﾏｷ ﾊｽﾐ 栗ｶﾞ丘 ｼﾗｸﾗ ﾆﾅ 二子

 8 砥石  明(5)     16.13  8 山賀 瑠奈(5)     16.39 
ﾄｲｼ ﾒｲ 野沢 ﾔﾏｶﾞ ﾙﾅ 更級

 9 間島 小雪(5)     18.30 尾美 朱夏(5)
ﾏｼﾏ  ｺﾕｷ 中込 ｵﾐ ｱﾔｶ 立科

[ 5組] 風速 -2.0 [ 6組] 風速 +2.8

 1 小林 奈央(5)     14.98 q  1 梅田 彩乃(5)     14.72 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 千曲 ｳﾒﾀﾞ ｱﾔﾉ 豊科南

 2 福野 莉紗(5)     15.19  2 成澤 愛(5)     15.07 q
ﾌｸﾉ ﾘｻ ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ ﾅﾙｻﾜ ﾏﾅ 大町北

 3 坂口 瑞季(5)     15.29  3 小林 彩香(5)     15.23 
ｻｶｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 豊科南 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 高甫

 4 吉水 媛香(5)     15.60  4 滝澤 朱莉(5)     15.39 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ 二子 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｶﾘ 東伊那

 5 小松 千瑚(5)     15.65  5 上原 萌(5)     15.43 
ｺﾏﾂ ﾁｺ 伊那東 ｳｴﾊﾗ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 6 小林 舞香(5)     15.91  6 竹鼻 花凜(5)     15.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 境 ﾀｹﾊﾅ   ｶﾘﾝ 中込

 7 田中 琴和(5)     16.32  7 中澤 穂ノ実(5)     15.85 
ﾀﾅｶ ｺﾄﾜ 中野 ﾅｶｻﾞﾜ ﾎﾉﾐ 東条

 8 山崎 爽葉子(5)     16.48  8 熊谷  美来(5)     16.21 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾖｺ 臼 ｸﾏｶﾞｲ   ﾐｸ 中込
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[ 7組] 風速 -0.3

 1 宮澤 香音(5)     15.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 岸川 結愛(5)     15.29 
ｷｼｶﾜ ﾕｱ 大町南

 3 竹前 芽依(5)     15.32 
ﾀｹﾏｴ ﾒｲ 栗ｶﾞ丘

 4 下平 愛恵(5)     15.85 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅｴ 中川東

 5 杉村 穂乃美(5)     15.90 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾎﾉﾐ 松本本郷

 6 渡辺 葵(5)     16.07 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 美南ｶﾞ丘

 7 両角 真光(5)     16.19 
ﾓﾛｽﾞﾐ  ﾏﾐ 塩崎

 8 小林 愛美(5)     16.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 西

風速 +0.4

 1 中山 優芽(5)     14.50 
ﾅｶﾔﾏ ﾕﾒ 中野

 2 伊藤 朋花(5)     14.91 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 穂高北

 3 小林 奈央(5)     15.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 千曲

 4 伊藤 優凪(5)     15.22 
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 5 南山 歩乃伽(5)     15.25 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 洗馬

 6 成澤 愛(5)     15.39 
ﾅﾙｻﾜ ﾏﾅ 大町北

 7 深澤 あまね(5)     15.41 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町

 8 梅田 彩乃(5)     15.43 
ｳﾒﾀﾞ ｱﾔﾉ 豊科南
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予選 6月23日 10:35
決勝 6月23日 15:30

大会記録(GR)                    13.19 

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +1.4

 1 依田 晴奈(6)     14.41 q  1 田村 純菜(6)     13.40 q
ﾖﾀﾞ ﾊﾙﾅ 泉 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 坂城JAC

 2 野口 沙彩(6)     14.51 q  2 竹内 瑠夏(6)     14.69 
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 今井 ﾀｹｳﾁ ﾙｶ 北山小

 3 小林 あゆみ(6)     14.56 q  3 塙 茜音(6)     14.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 宮川 ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ 朝日

 4 片桐ｱﾝｼﾞｪﾗ(6)     14.65  4 井出 怜那(6)     15.10 
ｶﾀｷﾞﾘｱﾝｼﾞｪﾗ さなだSC ｲﾃﾞ ﾚｲﾅ 川上第一

 5 高木 璃子(6)     14.67  5 今村 詩乃(6)     15.17 
ﾀｶｷﾞ ﾘｺ 高甫 ｲﾏﾑﾗ ｼﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 6 忠地 夏桜(6)     14.76  6 北條 月菜(6)     15.40 
ﾀﾀﾞﾁ ﾅｵ 奈川 ｷﾀｼﾞｮｳ ﾂｸﾅ 会染

 7 村松 愛海(6)     15.06  7 武田 麻依子(6)     15.47 
ﾑﾗﾏﾂ ﾏﾅﾐ 追手町 ﾀｹﾀﾞ  ﾏｲｺ 長丘

 8 友田 有紀(6)     15.12  8 石澤 知優樹(6)     15.64 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 伊那北 ｲｼｻﾞﾜ ﾁﾕｷ 豊野東

 9 中村 海梨杏(6)     15.59  9 北村 典子(6)     18.35 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾘｱ 小山 ｷﾀﾑﾗ ﾉﾘｺ 浅科AC

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 -0.9

 1 宮嵜 優花(6)     14.49 q  1 小山 莉那(6)     14.67 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｶ 坂城JAC ｺﾔﾏ ﾘﾅ 菅野

 2 小林 弥希(6)     14.52 q  2 清水 華乃(6)     14.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 田川 ｼﾐｽﾞ ﾊﾅﾉ 西箕輪AC

 3 原 花織(6)     14.71  3 下平 涼羽(6)     14.90 
ﾊﾗ  ｶｵﾘ 赤穂東 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｽｽﾞﾊ 野岸

 4 百瀬 薫乃(6)     14.76  4 高林 怜奈(6)     14.99 
ﾓﾓｾ ﾕｷﾉ 寿 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ 小井川

 5 井出 凜生(6)     15.08  5 富田 咲花(6)     15.00 
ｲﾃﾞ  ﾘｵ 南牧北 ﾄﾐﾀ ｻｸﾗ 清水

 6 澤口 楓香(6)     15.10  6 寺澤 ひかる(6)     15.13 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾌｳｶ 追手町 ﾃﾗｻﾜ  ﾋｶﾙ 森上

 7 小宮山詩帆(6)     15.13  7 古田 真央(6)     15.32 
ｺﾐﾔﾏｼﾎ 北御牧 ﾌﾙﾀ ﾏｵ 東御田中

 8 中條 彩花(6)     15.59  8 斉藤 結華(6)     15.72 
ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｱﾔｶ 高山 ｻｲﾄｳ  ﾕｲｶ 森上

[ 5組] 風速 -3.4 [ 6組] 風速 -2.3

 1 百瀬 果奈(6)     14.47 q  1 竹村 咲耶(6)     14.62 
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那 ﾀｹﾑﾗｻﾔ 篠ﾉ井西

 2 坂井 美藍(6)     15.07  2 ﾂﾂﾐ ﾙﾘ(6)     14.99 
ｻｶｲ  ﾐｱｲ 青木 ﾂﾂﾐ ﾙﾘ 東御田中

 3 矢野 晴菜(6)     15.35  3 三木 彩夏(6)     15.01 
ﾔﾉ ﾊﾙﾅ 梓川 ﾐｷ ｻﾔｶ 広丘

 4 武井 幸音(6)     15.41  4 矢ｹ崎 愛奈(6)     15.16 
ﾀｹｲ ﾕｷﾈ 川岸 ﾔｶﾞｻｷ ｱｲﾅ 塩尻東

 5 村井 真弥(6)     15.68  5 竹澤 志織(6)     15.34 
ﾑﾗｲ ﾏﾔ 宗賀 ﾀｹｻﾜ ｼｵﾘ 長野市陸上教室

 6 岡田 颯希(6)     15.72  6 中島 愛(6)     15.42 
ｵｶﾀﾞ ｻﾂｷ 栗ｶﾞ丘 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 7 宮澤 愛(6)     15.85  7 荻原 未優(6)     15.50 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱｲ 更埴陸上教室 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾕｳ 御代田南

 8 藤本 唯花(6)     15.86 上野 留港(6)
ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾕｲｶ 南牧北 ｳｴﾉ  ﾙﾐ 青木
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[ 7組] 風速 -0.9

 1 中谷 理重子(6)     14.39 q
ﾅｶﾔ ﾘｴｺ 共和

 2 原 理彩(6)     14.91 
ﾊﾗ ﾘｻ 堀金

 3 小松 葉月(6)     14.95 
ｺﾏﾂ ﾊﾂﾞｷ 西春近南

 4 山浦 留奈(6)     15.01 
ﾔﾏｳﾗ ﾙﾅ ﾛﾃﾞｨｵ

 5 安坂 侑莉菜(6)     15.11 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 明北

 6 小泉 梢(6)     15.35 
ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ 玉川

 7 井出 杏佳(6)     15.60 
ｲﾃﾞ  ｷｮｳｶ 川上第一

 8 霜村 佳凜(6)     15.68 
ｼﾓﾑﾗ ｶﾘﾝ 豊野東

風速 -2.2

 1 田村 純菜(6)     13.59 
ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾅ 坂城JAC

 2 百瀬 果奈(6)     14.48 
ﾓﾓｾ ｶﾅ 伊那

 3 中谷 理重子(6)     14.50 
ﾅｶﾔ ﾘｴｺ 共和

 4 宮嵜 優花(6)     14.57 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｶ 坂城JAC

 5 依田 晴奈(6)     14.68 
ﾖﾀﾞ ﾊﾙﾅ 泉

 6 小林 弥希(6)     14.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 田川

 7 小林 あゆみ(6)     14.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 宮川

 8 野口 沙彩(6)     15.17 
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 今井
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決勝 6月23日 13:25

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 +1.8

 1 有賀 彩音(5)     16.01  1 松原 樹里(5)     15.73 
ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾈ 南箕輪 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾘ 大町西

 2 佐藤 千花(4)     16.02  2 原 妃美稀(5)     16.20 
ｻﾄｳ ﾁｶ 軽井沢中部 ﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 赤穂南

 3 小泉 有唯(5)     16.07  3 丸山 実優(5)     16.37 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｲ 美南ｶﾞ丘 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ 豊科北AC

 4 中島 倫(5)     16.83  4 松本 詩季菜(5)     16.43 
ﾅｶｼﾏ ﾘﾝ 清水 ﾏﾂﾓﾄ ｼｷﾅ 小谷

 5 宮内  笑夢(5)     17.11  5 長谷川 華音(5)     16.49 
ﾐﾔｳﾁ  ｴﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾉﾝ ｺﾒｯﾄ波田

 6 田中 珠未(4)     17.44  6 萩原 利映(5)     16.49 
ﾀﾅｶ ﾀﾏﾐ 諏訪FA ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｴ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 佐伯 三葉(4)     17.63  7 竹内  美友(5)     16.90 
ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 軽井沢中部 ﾀｹｳﾁ  ﾐﾕｳ 会染

 8 松岡 陽(4)     17.69  8 高坂 千里(5)     17.14 
ﾏﾂｵｶ ﾖｳ 芳川 ｺｳｻｶ ﾁﾘ 南箕輪

 9 角田 心菜(4)     18.27  9 大澤 暖(5)     17.17 
ｶｸﾀ ｺｺﾅ 四賀 ｵｵｻﾜ ﾋﾅﾀ 福島

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 -2.4

 1 金澤 実佑(5)     15.44  1 柄山 樹(6)     16.08 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ 豊科北AC ｶﾗｻﾜ ｲﾂｷ 飯島

 2 坪田 知子(5)     15.94  2 岩井 音々香(6)     16.13 
ﾂﾎﾞﾀ ﾄﾓｺ 穂高南 ｲﾜｲ ﾈﾈｶ 昭和

 3 宮原 菜々子(5)     16.01  3 加科 美伊(6)     16.63 
ﾐﾔﾊﾗ ﾅﾅｺ 広丘 ｶｼﾅ ﾐｲ 三郷

 4 平林 遥(5)     16.10  4 山下 佳乃明(5)     16.77 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 大町西 ﾔﾏｼﾀ ｶﾉｱ 城山

 5 倉科 美佑(5)     16.11  5 永井 斐織(6)     16.88 
ｸﾗｼﾅ ﾐｳ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾞｲ ｲｵﾘ 福島

 6 亀田 由子(5)     16.82  6 北原 佳奈(6)     17.13 
ｶﾒﾀﾞ  ﾕｳｺ 赤穂 ｷﾀﾊﾗｶﾅ 美篶

 7 山下 むすび(5)     16.85  7 藤懸 ひより(6)     17.50 
ﾔﾏｼﾀ ﾑｽﾋﾞ 軽井沢A&AC ﾌｼﾞｶｹ ﾋﾖﾘ 大桑陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 矢﨑 萌夏(5)     17.36  8 土屋 珠紀(5)     18.93 
ﾔｻﾞｷ ﾓｴｶ 長地 ﾂﾁﾔ ﾀﾏｷ 美南ｶﾞ丘
大月 優奈(5)
ｵｵﾂｷ ﾕｳﾅ ｺﾒｯﾄ波田
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   1 金澤 実佑(5) 豊科北AC     15.44 (0.0)   3   1
   2 松原 樹里(5) 大町西     15.73 (+1.8)   2   1
   3 坪田 知子(5) 穂高南     15.94 (0.0)   3   2
   4 有賀 彩音(5) 南箕輪     16.01 (-1.0)   1   1
   4 宮原 菜々子(5) 広丘     16.01 (0.0)   3   3
   6 佐藤 千花(4) 軽井沢中部     16.02 (-1.0)   1   2
   7 小泉 有唯(5) 美南ｶﾞ丘     16.07 (-1.0)   1   3
   8 柄山 樹(6) 飯島     16.08 (-2.4)   4   1
   9 平林 遥(5) 大町西     16.10 (0.0)   3   4
  10 倉科 美佑(5) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ     16.11 (0.0)   3   5
  11 岩井 音々香(6) 昭和     16.13 (-2.4)   4   2
  12 原 妃美稀(5) 赤穂南     16.20 (+1.8)   2   2
  13 丸山 実優(5) 豊科北AC     16.37 (+1.8)   2   3
  14 松本 詩季菜(5) 小谷     16.43 (+1.8)   2   4
  15 長谷川 華音(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.49 (+1.8)   2   5
  15 萩原 利映(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.49 (+1.8)   2   6
  17 加科 美伊(6) 三郷     16.63 (-2.4)   4   3
  18 山下 佳乃明(5) 城山     16.77 (-2.4)   4   4
  19 亀田 由子(5) 赤穂     16.82 (0.0)   3   6
  20 中島 倫(5) 清水     16.83 (-1.0)   1   4
  21 山下 むすび(5) 軽井沢A&AC     16.85 (0.0)   3   7
  22 永井 斐織(6) 福島     16.88 (-2.4)   4   5
  23 竹内  美友(5) 会染     16.90 (+1.8)   2   7
  24 宮内  笑夢(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.11 (-1.0)   1   5
  25 北原 佳奈(6) 美篶     17.13 (-2.4)   4   6
  26 高坂 千里(5) 南箕輪     17.14 (+1.8)   2   8
  27 大澤 暖(5) 福島     17.17 (+1.8)   2   9
  28 矢﨑 萌夏(5) 長地     17.36 (0.0)   3   8
  29 田中 珠未(4) 諏訪FA     17.44 (-1.0)   1   6
  30 藤懸 ひより(6) 大桑陸上ｸﾗﾌﾞ     17.50 (-2.4)   4   7
  31 佐伯 三葉(4) 軽井沢中部     17.63 (-1.0)   1   7
  32 松岡 陽(4) 芳川     17.69 (-1.0)   1   8
  33 角田 心菜(4) 四賀     18.27 (-1.0)   1   9
  34 土屋 珠紀(5) 美南ｶﾞ丘     18.93 (-2.4)   4   8
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決勝 6月23日 14:00

大会記録(GR)                  3:03.52 

[ 1組] [ 2組]

 1 内堀 実咲(6)   3:36.05  1 平出 藍未(6)   3:25.56 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾐｻｷ 腰越JSC ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｲﾐ 境

 2 神部 紫音(6)   3:37.57  2 伊藤 尋乃(6)   3:27.56 
ｶﾝﾍﾞ ｼｵﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｲﾄｳ ﾋﾛﾉ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 3 中尾 祐希(5)   3:37.59  3 五味 礼羽(6)   3:28.42 
ﾅｶｵ ﾕｳｷ 穂高北 ｺﾞﾐ ﾕｷﾊ 原PCｼﾞｭﾆｱ

 4 米川  京(6)   3:38.47  4 柳沢 夏帆(5)   3:28.45 
ﾖﾈｶﾜ ｹｲ 小海 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾎ 坂城JAC

 5 成澤 未来(5)   3:39.42  5 金子 咲良(6)   3:29.24 
ﾅﾙｻﾜ ﾐｷ 腰越JSC ｶﾈｺ ｻｸﾗ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 小泉 智香(5)   3:39.47  6 森下 結加(6)   3:30.31 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ 豊田小 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｶ 三郷

 7 矢彦沢 佑希(5)   3:40.29  7 松倉 后杏(6)   3:31.96 
ﾔﾋｺｻﾞﾜ ﾕｳｷ 両小野 ﾏﾂｸﾗ ｺｳｱﾝ 白馬北

 8 中山 琉那(6)   3:41.71  8 翠川 由理佳(6)   3:32.01 
ﾅｶﾔﾏ  ﾙﾅ 高瀬AC ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕﾘｶ 戸上ｼﾞｭﾆｱ

 9 吉原 凜花(6)   3:43.00  9 坂口 穂(6)   3:32.33 
ﾖｼﾊﾗ ﾘﾝｶ 豊井 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 屋代

10 宮澤  晶穂(5)   3:43.68 10 山﨑 愛深(6)   3:32.36 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱｷﾎ 豊科南 ﾔﾏｻﾞｷ  ｱﾐ 山ﾉ内西

11 依田 真由子(6)   3:44.78 11 小口 真由佳(5)   3:33.08 
ﾖﾀﾞ ﾏﾕｺ 南牧北 ｵｸﾞﾁ ﾏﾕｶ 城南

12 波田野 咲絢(6)   3:45.32 12 宮澤 花奈実(6)   3:34.13 
ﾊﾀﾉ  ｻﾔ 更埴陸上教室 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 菅野

13 太田 菜月(5)   3:47.66 13 田中 利奈(5)   3:35.91 
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 会染 ﾀﾅｶ  ﾘﾅ 赤穂

14 中嶋 美侑菜(6)   3:48.07 14 上條 舞(5)   3:37.32 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕﾅ 豊科南 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｲ 豊科南

15 南沢 青和(6)   3:48.24 15 山浦 優(6)   3:37.52 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｾｲﾅ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾔﾏｳﾗ ﾕｳ 野沢

16 土屋 里紗(6)   3:49.88 16 安永 友麻(6)   3:37.95 
ﾂﾁﾔ ﾘｻ 千曲 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 穂高北

17 甕 実紗(5)   3:50.43 17 片桐 永莉華(6)   3:38.50 
ﾓﾀｲ ﾐｻ 塩尻吉田 ｶﾀｷﾞﾘ ｴﾘｶ 大町南

18 佐々木 玲奈(5)   3:56.61 18 松田 八重(6)   3:38.91 
ｻｻｷ ﾚｲﾅ 田口 ﾏﾂﾀﾞ ﾔｴ 秋津AC

19 湯本 千夏(5)   3:59.58 19 小松 恭子(6)   3:39.60 
ﾕﾓﾄ ﾁﾅﾂ 豊丘 ｺﾏﾂ ｷｮｳｺ 下諏訪北
田中 麗美(6) 20 津野尾 夏葵(6)   4:07.83 
ﾀﾅｶ ﾚﾐ 木島 ﾂﾉｵ ﾅﾂｷ 大町東
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[ 3組]

 1 高木 更紗(6)   3:07.32 
ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 腰越JSC

 2 高橋 凜(6)   3:08.09 
ﾀｶﾊｼ  ﾘﾝ 赤穂

 3 久保田 絢乃(6)   3:10.60 
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 腰越JSC

 4 小原 茉莉(6)   3:13.30 
ｺﾊﾗ  ﾏﾂﾘ 赤穂

 5 細田 ひかり(6)   3:14.72 
ﾎｿﾀﾞ ﾋｶﾘ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 和田 真菜(6)   3:17.85 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅ 川中島JRC

 7 諸山 理湖(6)   3:19.59 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｺ 腰越JSC

 8 宮澤 美裕(6)   3:20.22 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕ 川中島JRC

 9 松原 月歌(5)   3:24.87 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ 芳川

10 高坂 珠実(6)   3:25.90 
ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 芝沢

11 碓氷 眞子(6)   3:26.33 
ｳｽｲ ﾏｺ 浅科AC

12 髙見澤 美良(6)   3:27.75 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾐﾗ 南牧北

13 松井 美蓉(5)   3:27.93 
ﾏﾂｲ  ﾐﾖ 阿智第二

14 山本 冴(6)   3:28.14 
ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 浅科AC

15 和田 帆香(6)   3:29.44 
ﾜﾀﾞ ﾎﾉｶ 川中島JRC

16 高松 いずみ(6)   3:32.36 
ﾀｶﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 開田

17 安藤 朱里(6)   3:32.86 
ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾘ 屋代

18 竹内 ほのか(6)   3:33.49 
ﾀｹｳﾁ ﾎﾉｶ 坂城JAC

19 宮本 蘭々(5)   3:34.03 
ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝﾗﾝ 腰越JSC

20 北澤 華(6)   3:44.27 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾅ 飯島

1  2167

9  2832

8  2340

10  2361

12  2331

16  2561

18  2848

14  2064

2  2063

7  2015

20  2602

15  2572

13  2166

6  2328

17  2846

4  2330

3  2164

19  2821

11  2163

5  2820

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

女子

1000m



   1 高木 更紗(6) 腰越JSC     3:07.32   3   1
   2 高橋 凜(6) 赤穂     3:08.09   3   2
   3 久保田 絢乃(6) 腰越JSC     3:10.60   3   3
   4 小原 茉莉(6) 赤穂     3:13.30   3   4
   5 細田 ひかり(6) ISｼﾞｭﾆｱ     3:14.72   3   5
   6 和田 真菜(6) 川中島JRC     3:17.85   3   6
   7 諸山 理湖(6) 腰越JSC     3:19.59   3   7
   8 宮澤 美裕(6) 川中島JRC     3:20.22   3   8
   9 松原 月歌(5) 芳川     3:24.87   3   9
  10 平出 藍未(6) 境     3:25.56   2   1
  11 高坂 珠実(6) 芝沢     3:25.90   3  10
  12 碓氷 眞子(6) 浅科AC     3:26.33   3  11
  13 伊藤 尋乃(6) ｲｲﾀﾞｯｼｭ     3:27.56   2   2
  14 髙見澤 美良(6) 南牧北     3:27.75   3  12
  15 松井 美蓉(5) 阿智第二     3:27.93   3  13
  16 山本 冴(6) 浅科AC     3:28.14   3  14
  17 五味 礼羽(6) 原PCｼﾞｭﾆｱ     3:28.42   2   3
  18 柳沢 夏帆(5) 坂城JAC     3:28.45   2   4
  19 金子 咲良(6) ISｼﾞｭﾆｱ     3:29.24   2   5
  20 和田 帆香(6) 川中島JRC     3:29.44   3  15
  21 森下 結加(6) 三郷     3:30.31   2   6
  22 松倉 后杏(6) 白馬北     3:31.96   2   7
  23 翠川 由理佳(6) 戸上ｼﾞｭﾆｱ     3:32.01   2   8
  24 坂口 穂(6) 屋代     3:32.33   2   9
  25 山﨑 愛深(6) 山ﾉ内西     3:32.36   2  10
  25 高松 いずみ(6) 開田     3:32.36   3  16
  27 安藤 朱里(6) 屋代     3:32.86   3  17
  28 小口 真由佳(5) 城南     3:33.08   2  11
  29 竹内 ほのか(6) 坂城JAC     3:33.49   3  18
  30 宮本 蘭々(5) 腰越JSC     3:34.03   3  19
  31 宮澤 花奈実(6) 菅野     3:34.13   2  12
  32 田中 利奈(5) 赤穂     3:35.91   2  13
  33 内堀 実咲(6) 腰越JSC     3:36.05   1   1
  34 上條 舞(5) 豊科南     3:37.32   2  14
  35 山浦 優(6) 野沢     3:37.52   2  15
  36 神部 紫音(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:37.57   1   2
  37 中尾 祐希(5) 穂高北     3:37.59   1   3
  38 安永 友麻(6) 穂高北     3:37.95   2  16
  39 米川  京(6) 小海     3:38.47   1   4
  40 片桐 永莉華(6) 大町南     3:38.50   2  17
  41 松田 八重(6) 秋津AC     3:38.91   2  18
  42 成澤 未来(5) 腰越JSC     3:39.42   1   5
  43 小泉 智香(5) 豊田小     3:39.47   1   6
  44 小松 恭子(6) 下諏訪北     3:39.60   2  19
  45 矢彦沢 佑希(5) 両小野     3:40.29   1   7
  46 中山 琉那(6) 高瀬AC     3:41.71   1   8
  47 吉原 凜花(6) 豊井     3:43.00   1   9
  48 宮澤  晶穂(5) 豊科南     3:43.68   1  10
  49 北澤 華(6) 飯島     3:44.27   3  20
  50 依田 真由子(6) 南牧北     3:44.78   1  11
  51 波田野 咲絢(6) 更埴陸上教室     3:45.32   1  12
  52 太田 菜月(5) 会染     3:47.66   1  13
  53 中嶋 美侑菜(6) 豊科南     3:48.07   1  14
  54 南沢 青和(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:48.24   1  15
  55 土屋 里紗(6) 千曲     3:49.88   1  16
  56 甕 実紗(5) 塩尻吉田     3:50.43   1  17
  57 佐々木 玲奈(5) 田口     3:56.61   1  18
  58 湯本 千夏(5) 豊丘     3:59.58   1  19
  59 津野尾 夏葵(6) 大町東     4:07.83   2  20
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順位 No. 氏  名 都道府県



予選 6月23日  9:40
決勝 6月23日 15:15

大会記録(GR)                    13.22 

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +1.2

 1 宇都宮 悠奈(6)     14.97 q  1 加藤 彩愛(6)     16.19 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 軽井沢中部 ｶﾄｳ ｻｴ 会染

 2 飯塚 涼子(6)     15.91  2 内山 実音(6)     16.32 
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｺ 栗ｶﾞ丘 ｳﾁﾔﾏ ﾐｵﾝ 栗ｶﾞ丘

 3 谷口 愛菜(6)     16.16  3 米山 野乃佳(6)     16.89 
ﾀﾆｸﾞﾁ  ｱｲﾅ 富県 ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 浅科AC

 4 丸山 ﾅｵ(6)     16.21  4 池野 佳帆(5)     16.92 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ 開明 ｲｹﾉ ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 5 梶田 茉朋(6)     17.49  5 林 千尋(6)     17.06 
ｶｼﾞﾀ  ﾏﾎ 鎌田 ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ 伊那

 6 平林 桜(6)     18.96  6 遠藤 美紅(6)     17.22 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ｻｸﾗ 昭和 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾐｸ 森上

 7 片桐 優芽(5)     19.73  7 加藤 凜姫(5)     17.63 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕﾒ ISｼﾞｭﾆｱ ｶﾄｳ ﾘﾒｶ 穂高西
森 琴音(6)  8 田近 嵯季(5)     18.58 
ﾓﾘ ｺﾄﾈ 更級 ﾀﾁﾞｶ ｻｷ 王滝
油井 桃夏(6)  9 上野 結生(5)     23.21 
ﾕｲ ﾓﾓｶ 小海 ｳｴﾉ ﾕｲ 軽井沢西部AC

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +2.4

 1 稲村 帆乃佳(6)     15.19 q  1 淀 日南子(6)     14.15 q
ｲﾅﾑﾗ ﾎﾉｶ 開明 ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 川中島JRC

 2 熊谷 愛佑(6)     15.31 q  2 平栗 華乃(6)     14.98 q
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾕ 南箕輪南部小 ﾋﾗｸﾞﾘ ｶﾉ 塩尻西

 3 平野 百音(6)     16.10  3 赤羽 留佳(6)     15.65 q
ﾋﾗﾉ ﾓﾈ 開智 ｱｶﾊﾈ ﾙｶ 西春近北

 4 宮下 華乃(5)     16.14  4 原野 茉優(6)     15.89 
ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ 坂城JAC ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 野沢

 5 田中 捺未(5)     16.84  5 中澤 希帆(6)     17.10 
ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ 坂城JAC ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾎ 大野川

 6 上原 彩椰(6)     16.90  6 三村 留奈(6)     17.54 
ｳｴﾊﾗ ｻﾔ 岩村田AC ﾐﾑﾗ  ﾙﾅ 昭和

 7 小松 真緒(6)     17.01  7 望月 彩加(6)     17.60 
ｺﾏﾂ ﾏｵ 開智 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ 豊科東

 8 青柳 真里奈(5)     17.61  8 井出 玲羽(6)     17.66 
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ 堀金 ｲﾃﾞ ﾚｲﾊ 北御牧

 9 松本 実鈴(6)     19.29  9 小林 汀愛羅(5)     18.19 
ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽｽﾞ 小海 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｨｱﾗ 屋代

[ 5組] 風速 +2.3

 1 青木 梨乃(6)     14.23 q
ｱｵｷ ﾘﾉ 梓川

 2 五十嵐 百美(6)     15.05 q
ｲｶﾞﾗｼ ﾓﾓﾐ 大町北

 3 望月 唯菜(5)     16.01 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲﾅ 軽井沢中部

 4 外谷 桐子(6)     16.33 
ﾄﾔ ｷﾘｺ 信濃

 5 津金 桃花(6)     17.91 
ﾂｶﾞﾈ ﾓﾓｶ 小海

 6 池田 英加(6)     17.97 
ｲｹﾀﾞ ﾊﾅｶ 旭町

 7 垣内 鈴(6)     18.17 
ｶｷｳﾁ  ﾚｲ 箕輪西

 8 竹前 咲良(5)     18.51 
ﾀｹﾏｴ  ｻｸﾗ 森上

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

80mH(0.700m)

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
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風速 -0.6

 1 淀 日南子(6)     13.97 
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 川中島JRC

 2 青木 梨乃(6)     14.08 
ｱｵｷ ﾘﾉ 梓川

 3 宇都宮 悠奈(6)     14.93 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 軽井沢中部

 4 熊谷 愛佑(6)     14.95 
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾕ 南箕輪南部小

 5 稲村 帆乃佳(6)     15.07 
ｲﾅﾑﾗ ﾎﾉｶ 開明

 6 五十嵐 百美(6)     15.29 
ｲｶﾞﾗｼ ﾓﾓﾐ 大町北

 7 赤羽 留佳(6)     15.73 
ｱｶﾊﾈ ﾙｶ 西春近北

 8 平栗 華乃(6)     16.40 
ﾋﾗｸﾞﾘ ｶﾉ 塩尻西

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

80mH(0.700m)
決勝

4  2546

所属名 記録／備考
7  2329

9  2562

5  2087

3  2784

6  2510

8  2641

2  2810



予選 6月23日 12:25
決勝 6月23日 15:55

大会記録(GR)                    53.88 

[ 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   5 ｺﾒｯﾄ波田(A)  2549 寺坂 亜海(6)     55.42 q  1   2 T&F佐久平(A)  2117 三浦 元海(6)     58.54 q

ｺﾒｯﾄﾊﾀ_A ﾃﾗｻｶ ｱﾐ T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ_A ﾐｳﾗ  ﾓﾄﾐ
 2548 樋口 虹夏(6)  2120 掛川 莉里(6)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ ｶｹｶﾞﾜ  ﾘﾘ
 2551 太田 菜奈(6)  2119 林 実玲(6)

ｵｵﾀ ﾅﾅ ﾊﾔｼ  ﾐﾚｲ
 2550 加藤 愛理(6)  2118 荒井 奈々実(6)

ｶﾄｳ ｱｲﾘ ｱﾗｲ  ﾅﾅﾐ
 2   7 大町西  2627 松倉 有奏(6)     59.05  2   5 南箕輪(A)  2776 平島 麻衣(6)     59.05 

ｵｵﾏﾁﾆｼ ﾏﾂｸﾗ ﾕｶﾅ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ_A ﾋﾗｼﾏ ﾏｲ
 2628 丸山 弥夕(6)  2775 唐沢 佑奈(6)

ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾕ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾅ
 2629 松原 柚奈(6)  2777 上田 陽菜(6)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｽﾞﾅ ｳｴﾀﾞ ﾋﾅ
 2630 栗林 沙良(6)  2778 今井 七星(6)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾗ ｲﾏｲ ﾅﾅｾ
 3   4 傍陽  2152 堀内 まゆ(6)   1:00.03  3   9 福島(A)  2665 奥原 夕奈(6)   1:00.01 

ｿｴﾋ ﾎﾘｳﾁ ﾏﾕ ﾌｸｼﾏ_A ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ
 2153 斎藤 真愛(6)  2664 中村 夢見子(6)

ｻｲﾄｳ ﾏﾅ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ
 2154 小林 明日香(6)  2662 神山 智恵(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓｴ
 2155 岡嶋 優芽(6)  2661 松山ｼﾞｬﾝﾋﾞｰｱﾚﾝ(6)

ｵｶｼﾞﾏ ﾕﾒ ﾏﾂﾔﾏｼﾞｬﾝﾋﾞｰｱﾚﾝ
 4   2 長地  2736 西川 舞香(5)   1:00.82  4   7 大桑陸上ｸﾗﾌﾞ  2654 鈴木 陽世梨(6)   1:00.24 

ｵｻﾁｼｮｳ ﾆｼｶﾜ ﾏｲｶ ｵｵｸﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ
 2735 稲村 かん菜(5)  2655 松井 涼香(6)

ｲﾅﾑﾗ ｶﾝﾅ ﾏﾂｲ ｽｽﾞｶ
 2737 平山 萌恵(5)  2658 金子 由奈(5)

ﾋﾗﾔﾏ ﾓｴ ｶﾈｺ ﾕﾅ
 2739 柳原 利子(5)  2656 古瀬 さくら(6)

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘｺ ﾌﾙｾ ｻｸﾗ
 5   1 美篶  2802 北原さくら(6)   1:01.24  5   1 清水  2586 藤澤 菜月(5)   1:02.76 

ﾐｽｽﾞ ｷﾀﾊﾗｻｸﾗ ｼﾐｽﾞ ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾂｷ
 2801 宮下 息吹(6)  2582 秋田 琴美(5)

ﾐﾔｼﾀｲﾌﾞｷ ｱｷﾀ ｺﾄﾐ
 2800 中沢 美月(6)  2584 雨宮 歩美(5)

ﾅｶｻﾞﾜﾐﾂﾞｷ ｱﾒﾐﾔ ｱﾕﾐ
 2803 渋谷 果歩(6)  2583 赤羽 南美(5)

ｼﾌﾞﾔｶﾎ ｱｶﾊﾈ ﾐﾅﾐ
 6   9 開明  2567 田中 莉紗(6)   1:01.39  6   6 城山(A)  2323 松岡 由真(6)   1:03.45 

ｶｲﾒｲ ﾀﾅｶ ﾘｻ ｼﾞｮｳﾔﾏ_A ﾏﾂｵｶ ﾕﾏ
 2566 國仲 百華(6)  2322 溝口 瑠菜(6)

ｸﾆﾅｶ ﾓﾓｶ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾙﾅ
 2565 髙木 陽香(6)  2321 原山 美宇(6)

ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ ﾊﾗﾔﾏ ﾐｳ
 2564 山田 好恵(6)  2320 河原 瑞歩(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｴ ｶﾜﾊﾗ ﾐｽﾞﾎ
 7   6 三輪  2305 髙池 明日香(6)   1:03.78  7   8 立科(B)  2111 小林 稚奈(6)   1:03.61 

ﾐﾜ ﾀｶｲｹ  ｱｽｶ ﾀﾃｼﾅ_B ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ
 2302 山田 わかな(6)  2110 小池 茉奈(6)

ﾔﾏﾀﾞ  ﾜｶﾅ ｺｲｹ ﾏﾅ
 2304 松橋 香乃(6)  2109 櫻井 ひまり(6)

ﾏﾂﾊｼ  ｶﾉ ｻｸﾗｲ ﾋﾏﾘ
 2303 小嶋 舞雪(6)  2112 羽場 愛莉(6)

ｺｼﾞﾏ  ﾌﾌﾞｷ ﾊﾊﾞ ｱｲﾘ
 8   8 南相木(B)  2028 依田 美空(5)   1:11.17  8   4 千曲東  2372 眞弓田 遥菜(5)   1:06.69 

ﾐﾅﾐｱｲｷ_B ﾖﾀﾞ ﾐｸ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ ﾏﾕﾐﾀﾞ ﾊﾙﾅ
 2026 井出 花音(5)  2370 北村 美遥(5)

ｲﾃﾞ ｶﾉﾝ ｷﾀﾑﾗ ﾐﾊﾙ
 2029 荻原 祥(5)  2366 羽生田 紗夏(5)

ｵｷﾞﾊﾗ ｻﾁ ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｻﾔｶ
 2027 榊 萌絵(5)  2369 森山 綾乃(5)

ｻｶｷ ﾓｴ ﾓﾘﾔﾏ ｱﾔﾉ
  3 上郷(A)  2868 森下 紗江(5)   3 追手町

ｶﾐｻﾄ_A ﾓﾘｼﾀ ｻｴ 失格 ｵｳﾃﾏﾁ 欠場
 2866 櫻井 優真(5) Ｒ1（1-2）

ｻｸﾗｲ ﾕﾏ
 2865 北原 奈々(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾅﾅ
 2864 大平 真楓(5)

ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾏﾅｶ

女子

4×100m

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



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 穂高西  2484 麻田 苑実(6)     58.15 q  1   5 軽井沢A&AC(A)  2128 前田 望乃花(5)     57.23 q

ﾎﾀｶﾆｼ ｱｻﾀﾞ ｿﾉﾐ ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC_A ﾏｴﾀﾞ  ﾎﾉｶ
 2485 波場 結加里(6)  2126 土屋 愛理(6)

ﾊﾊﾞ ﾕｶﾘ ﾂﾁﾔ ｱｲﾘ
 2482 斉藤 るな(6)  2125 依田 仁美(6)

ｻｲﾄｳ ﾙﾅ ﾖﾀﾞ ﾋﾄﾐ
 2483 栁澤 咲稀(6)  2127 藤巻 百未(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻｷ ﾌｼﾞﾏｷ ﾓﾓﾐ
 2   1 赤穂南  2827 氣賀澤 杏香(5)     58.17 q  2   6 飯島  2833 小原 美優(6)     59.51 

ｱｶﾎﾐﾅﾐ ｷｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ ｲｲｼﾞﾏ ｺﾊﾗ ﾐﾕ
 2828 唐澤 花実(6)  2835 財前 佳那(6)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ ｻﾞｲｾﾞﾝ ｶﾅ
 2830 小池 美月(6)  2834 南坂 真緒(6)

ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ ﾅﾝｻﾞｶ ﾏｵ
 2829 青島 実里(6)  2836 柄山 遥香(6)

ｱｵｼﾏ ﾐｻﾄ ｶﾗﾔﾏ ﾊﾙｶ
 3   5 大町北  2644 宮澤 茉那(6)   1:00.09  3   2 塩尻吉田  2528 有田 芽生(6)     59.54 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅ ｼｵｼﾞﾘﾖｼﾀﾞ ｱﾘﾀ ﾒｲ
 2643 樋口 鈴乃(6)  2526 古田 愛美(6)

ﾋｸﾞﾁ ﾘﾝﾉ ﾌﾙﾀ ﾏﾅﾐ
 2645 宮澤 里緒(6)  2527 吉江 愛菜(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｵ ﾖｼｴ ｱｲﾅ
 2642 長谷尾 彩華(6)  2529 宮下 陽(6)

ﾊｾｵ ｱﾔｶ ﾐﾔｼﾀ ﾋｶﾘ
 4   7 朝日  2589 中村 優花(6)   1:02.15  4   8 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B) 2887 花井 静(5)     59.55 

ｱｻﾋ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳC_B ﾊﾅｲ ｼｽﾞｶ
 2591 北村 優月(6)  2883 北見 唯夏(5)

ｷﾀﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ ｷﾀﾐ ﾕｳﾅ
 2590 上條 叶(6)  2888 壬生さつき(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾉ ﾐﾌﾞ ｻﾂｷ
 2592 塩原 琴葉(6)  2890 宮内 萌菜(6)

ｼｵﾊﾗ ｺﾄﾊ ﾐﾔｳﾁ ﾓｴﾅ
 5   4 佐久城山  2050 片井 葉月(6)   1:03.13  5   3 山ﾉ内東  2241 湯本 祐女(6)   1:01.36 

ｻｸｼﾞｮｳﾔﾏ ｶﾀｲ ﾊﾂﾞｷ ﾔﾏﾉｳﾁﾋｶﾞｼ ﾕﾓﾄ  ﾕﾒ
 2049 木次 悠菜(6)  2237 関 明日美(6)

ｷﾂｷﾞ ﾊﾙﾅ ｾｷ  ｱｽﾐ
 2052 伊藤 遼(6)  2242 舩橋 音羽(6)

ｲﾄｳ ﾊﾙｶ ﾌﾅﾊﾞｼ  ｵﾄﾊ
 2051 石田 音央(6)  2239 小林 華怜(6)

ｲｼﾀﾞ ﾈｵ ｺﾊﾞﾔｼ  ｶﾚﾝ
 6   8 日滝(A)  2280 木村 桃子(6)   1:03.21  6   4 広丘(A)  2518 犬飼 愛花(5)   1:02.03 

ﾋﾀｷ_A ｷﾑﾗ ﾓﾓｺ ﾋﾛｵｶ_A ｲﾇｶｲ ﾏﾅｶ
 2279 本藤 愛菜(6)  2517 米沢 桃(5)

ﾎﾝﾄﾞｳ ｱｷﾅ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾓﾓ
 2277 諏訪 実乃里(6)  2519 赤神 知衣奈(5)

ｽﾜ ﾐﾉﾘ ｱｶｶﾞﾐ ﾁｲﾅ
 2278 塚田 優理(6)  2520 島田 夏貴(5)

ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾘ ｼﾏﾀﾞ  ﾅﾂｷ
 7   3 下諏訪南  2699 唐木田 帆花(6)   1:03.99  7   7 田口  2035 三部 優月(6)   1:02.22 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ｶﾗｷﾀﾞ ﾎﾉｶ ﾀｸﾞﾁ ｻﾝﾌﾞ ﾕﾂﾞｷ
 2696 市澤 香奈(6)  2036 志富 真歩(5)

ｲﾁｻﾞﾜ ｶﾅ ｼﾄﾐ ﾏﾎ
 2695 山﨑 奈月(6)  2037 志摩 京香(5)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ ｼﾏ ｷｮｳｶ
 2698 小口 玲奈(6)  2034 大工原 千尋(6)

ｵｸﾞﾁ ﾚﾅ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾁﾋﾛ
 8   6 昭和  2315 松本 彩良(5)   1:09.69  8   9 仁礼(A)  2271 玉井 彩夏(6)   1:04.64 

ｼｮｳﾜ ﾏﾂﾓﾄ  ｻﾗ ﾆﾚｲ_A ﾀﾏｲｱﾔｶ
 2316 川口 梨々華(5)  2272 君塚 紅(6)

ｶﾜｸﾞﾁ  ﾘﾘｶ ｷﾐﾂﾞｶｸﾚﾊ
 2313 榊田 愛香(5)  2273 高木 雛乃(5)

ｻｶｷﾀﾞ  ｱｲｶ ﾀｶｷﾞﾋﾅﾉ
 2318 齋藤 海羽(5)  2274 清水 綾夏(6)

ｻｲﾄｳ  ﾐｳ ｼﾐｽﾞｱﾔﾅ
 9   2 北御牧(A)  2140 武井 柚那(5)   1:10.80 

ｷﾀﾐﾏｷ_A ﾀｹｲﾕｽﾞﾅ
 2142 栁澤 瑠那(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙﾅ
 2141 安藤 美河(5)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｶ
 2139 白倉 陽彩(5)

ｼﾗｸﾗﾋｲﾛ

女子

4×100m



[ 5組] [ 6組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A) 2885 千葉 ほの香(6)     56.67 q  1   5 美南ｶﾞ丘  2072 大工原 初(6)     58.13 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳC_A ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｳｲ
 2891 宮下 真弥(6)  2070 大井 彩彌子(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ ｵｵｲ ｻﾔｺ
 2884 菅沼 望子(6)  2071 大塚 七星(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ
 2882 石井 涼(6)  2073 横須賀 玲奈(6)

ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 2   5 松本本郷  2608 北原 智沙(6)     59.94  2   4 高島  2714 古谷 裕美(5)     58.85 q

ﾏﾂﾓﾄﾎﾝｺﾞｳ ｷﾀﾊﾗ ﾁｻ ﾀｶｼﾏ ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ
 2609 藤井 若菜(6)  2716 前田 唯(5)

ﾌｼﾞｲ ﾜｶﾅ ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ
 2611 久保田 梨那(6)  2713 花岡 愛梨(5)

ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ ﾊﾅｵｶ ｱｲﾘ
 2610 岡田 弥恵(6)  2715 山本 紗矢香(5)

ｵｶﾀﾞ ﾔｴ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ
 3   2 屋代  2341 浦山 睦(6)   1:00.40  3   6 三郷  2476 杉本 芽生(6)   1:00.03 

ﾔｼﾛ ｳﾗﾔﾏ ﾑﾂﾐ ﾐｻﾄ ｽｷﾞﾓﾄ ﾒｲ
 2344 郷原 萌花(6)  2475 小谷 雪乃(6)

ｺﾞｳﾊﾗ ﾓｴｶ ｺﾀﾆ ﾕｷﾉ
 2343 宮﨑 琴葉(6)  2472 川根 理紗子(6)

ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾄﾊ ｶﾜﾈ ﾘｻｺ
 2351 津金 泰葉(6)  2473 加科 光耶美(6)

ﾂｶﾞﾈ ﾔｽﾊ ｶｼﾅ ﾐﾔﾋﾞ
 4   9 軽井沢A&AC(B)  2131 市川 紗英(6)   1:00.78  4   8 小谷  2620 宮島 彩希(6)   1:00.97 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC_B ｲﾁｶﾜ ｻｴ ｵﾀﾘ ﾐﾔｼﾞﾏ ｻｷ
 2133 鈴木 みのり(6)  2621 永井 望ﾉ美(5)

ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾘ ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ
 2134 矢澤 葵羅(5)  2622 戸谷 はるか(6)

ﾔｻﾞﾜ ｷﾗ ﾄﾔ ﾊﾙｶ
 2132 寺井 萌々香(6)  2623 内川 未久(6)

ﾃﾗｲ ﾓﾓｶ ｳﾁｶﾜ ﾐｸ
 5   7 豊科北AC  2467 真野 ひな帆(6)   1:01.13  5   3 通明  2335 西澤 茉奈(6)   1:01.14 

ﾄﾖｼﾅｷﾀAC ﾏﾉ ﾋﾅﾎ ﾂｳﾒｲ ﾆｼｻﾞﾜ  ﾏﾅ
 2469 寺沢 稀有(6)  2336 中澤 日向子(6)

ﾃﾗｻﾜ ﾏﾛｱ ﾅｶｻﾞﾜ  ﾋﾅｺ
 2468 西 玲奈(6)  2334 清水 萌夏(6)

ﾆｼ ﾚｲﾅ ｼﾐｽﾞ  ﾓｶ
 2470 古澤 明日葉(6)  2333 岡井 美優(6)

ﾌﾙｻﾜ ｱｽﾊ ｵｶｲ  ﾐﾕ
 6   6 日滝(B)  2281 小林 美瑠(5)   1:05.57  6   2 南箕輪(B)  2780 有賀 萌奈(5)   1:01.43 

ﾋﾀｷ_B ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾘｭｳ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ_B ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ
 2282 千葉 優穂(5)  2782 小島 明莉(5)

ﾁﾊﾞ ﾕｳﾎ ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ
 2283 内山 真琴(5)  2781 矢﨑 小春(5)

ｳﾁﾔﾏ ﾏｺ ﾔｻﾞｷ ｺﾊﾙ
 2284 北岡 美香(5)  2779 水 優月(5)

ｷﾀｵｶ ﾐｶ ﾐｽﾞ ﾕｳﾅ
 7   3 武石  2160 髙田 ちとせ(5)   1:07.96  7   7 立科(A)  2105 佐藤 このみ(6)   1:02.84 

ﾀｹｼ ﾀｶﾀﾞ ﾁﾄｾ ﾀﾃｼﾅ_A ｻﾄｳ ｺﾉﾐ
 2159 下村 輝(5)  2106 吉村 佳穂(6)

ｼﾓﾑﾗ ｷﾗﾘ ﾖｼﾑﾗ ｶﾎ
 2161 中原 寛子(5)  2107 塩沢 星七(6)

ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｺ ｼｵｻﾜ ｾﾅ
 2162 西 郁花(5)  2108 遠山 愛乃(6)

ﾆｼ ﾌﾐｶ ﾄｵﾔﾏ ｱｲﾉ
  4 城山(B)  2326 小山 香奈恵(5)  8   9 SHYS陸上ｸﾗﾌﾞ  2294 川原 素代果(5)   1:03.47 

ｼﾞｮｳﾔﾏ_B ｺﾔﾏ ｶﾅｴ 失格 SHYSﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｶﾜﾊﾗ ｿﾖｶ
 2327 小林 千瑶(5) R1(3-4)  2296 田中 結子(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾖ ﾀﾅｶ  ﾕｲｺ
 2325 戸谷 かれん(5)  2293 小嶋 咲良(5)

ﾄﾔ ｶﾚﾝ ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ
 2324 久田 あおい(5)  2295 川原 穂乃果(5)

ﾋｻﾀﾞ ｱｵｲ ｶﾜﾊﾗ ﾎﾉｶ

女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 ｺﾒｯﾄ波田(A)  2549 寺坂 亜海(6)     55.31 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ_A ﾃﾗｻｶ ｱﾐ
 2548 樋口 虹夏(6)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 2551 太田 菜奈(6)

ｵｵﾀ ﾅﾅ
 2550 加藤 愛理(6)

ｶﾄｳ ｱｲﾘ
 2   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A) 2885 千葉 ほの香(6)     56.70 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳC_A ﾁﾊﾞ ﾎﾉｶ
 2891 宮下 真弥(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾏﾔ
 2884 菅沼 望子(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾓｺ
 2882 石井 涼(6)

ｲｼｲ ｽｽﾞﾐ
 3   7 軽井沢A&AC(A)  2128 前田 望乃花(5)     56.99 

ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC_A ﾏｴﾀﾞ  ﾎﾉｶ
 2126 土屋 愛理(6)

ﾂﾁﾔ ｱｲﾘ
 2125 依田 仁美(6)

ﾖﾀﾞ ﾋﾄﾐ
 2127 藤巻 百未(6)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾓﾓﾐ
 4   9 穂高西  2484 麻田 苑実(6)     57.58 

ﾎﾀｶﾆｼ ｱｻﾀﾞ ｿﾉﾐ
 2485 波場 結加里(6)

ﾊﾊﾞ ﾕｶﾘ
 2482 斉藤 るな(6)

ｻｲﾄｳ ﾙﾅ
 2483 栁澤 咲稀(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻｷ
 5   8 赤穂南  2827 氣賀澤 杏香(5)     57.85 

ｱｶﾎﾐﾅﾐ ｷｶﾞｻﾜ ｷｮｳｶ
 2828 唐澤 花実(6)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾐ
 2830 小池 美月(6)

ｺｲｹ ﾐﾂﾞｷ
 2829 青島 実里(6)

ｱｵｼﾏ ﾐｻﾄ
 6   6 美南ｶﾞ丘  2072 大工原 初(6)     57.93 

ﾐﾅﾐｶﾞｵｶ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｳｲ
 2070 大井 彩彌子(6)

ｵｵｲ ｻﾔｺ
 2071 大塚 七星(6)

ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ
 2073 横須賀 玲奈(6)

ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 7   2 T&F佐久平(A)  2117 三浦 元海(6)     58.06 

T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ_A ﾐｳﾗ  ﾓﾄﾐ
 2120 掛川 莉里(6)

ｶｹｶﾞﾜ  ﾘﾘ
 2119 林 実玲(6)

ﾊﾔｼ  ﾐﾚｲ
 2118 荒井 奈々実(6)

ｱﾗｲ  ﾅﾅﾐ
 8   3 高島  2714 古谷 裕美(5)     59.20 

ﾀｶｼﾏ ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ
 2716 前田 唯(5)

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ
 2713 花岡 愛梨(5)

ﾊﾅｵｶ ｱｲﾘ
 2715 山本 紗矢香(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ

4×100m
決勝

女子
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倉品 愛美(6)
ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ 岡谷
川手 琉那(6)
ｶﾜﾃ ﾙﾅ 宮田
花岡 瑚徒(6)
ﾊﾅｵｶ ｺﾄ 岡谷
長谷川 愛(6)
ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ 追手町
吉沢 花菜(6)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾊﾅ 川島
中村 はずき(6)
ﾅｶﾑﾗ ﾊｽﾞｷ 大町東
山口 愛莉(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 寿
櫻井 夢(6)
ｻｸﾗｲ ﾕﾒ 白馬南
平田 朱音(6)
ﾋﾗﾀ ｱｶﾈ 明科かけっこ
清水 咲良(6)
ｼﾐｽﾞ ｻﾗ 広丘
北野しい凪(6)
ｷﾀﾉｼｲﾅ 美篶
土屋 沙菜(6)
ﾂﾁﾔ ｻﾅ 軽井沢中部
吉田  香純(6)
ﾖｼﾀﾞ   ｶｽﾞﾐ 清内路
矢澤 彩音(6)
ﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 七久保
田中 風紗音(6)
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 水明AC
戸枝 未佳(6)
ﾄｴﾀﾞ ﾐｶ 赤穂東
塩原 千尋(5)
ｼｵﾊﾗ ﾁﾋﾛ 会染
市川 真理(6)
ｲﾁｶﾜ ﾏﾘ 屋代
向山 怜(5)
ﾑｶｲﾔﾏ ﾚｲ 日義TFC
渡辺 美結(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 宗賀
吉野 杏未(6)
ﾖｼﾉ ｱﾐ 寿
成沢 雛乃(6)
ﾅﾙｻﾜ ﾋﾅﾉ 洗馬
都筑 朱里(6)
ﾂﾂﾞｸ ｱｶﾘ 洗馬
中村 音葉(6)
ﾅｶﾑﾗ ｵﾄﾊ 寿
小出 つばさ(5)
ｺｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 屋代
田中 さくら(6)
ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 広丘
宮尾 琴音(6)
ﾐﾔｵ ｺﾄﾈ 明科かけっこ
安岡 鈴佳(5)
ﾔｽｵｶ ﾘﾝｶ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
丸山 寧々(6) 記録なし
ﾏﾙﾔﾏ ﾈﾈ 中野ｽﾏｲﾙ
山嵜 渚(6) 記録なし
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ 高山
滝沢 彩美(6) 記録なし
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾐ 屋代
福田 ひかる(5) 欠場
ﾌｸﾀﾞ ﾋｶﾙ 岩村田AC
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浅川 涼音(6) 穂高南
ｱｻｶﾜ ｽｽﾞﾈ ﾎﾀｶﾆｼ
小口 るり(6) 小井川
ｵｸﾞﾁ ﾙﾘ ｵｲｶﾜｼｮｳ
百瀬 香乃(6) 宗賀
ﾓﾓｾ ｶﾉ ｿｳｶﾞ
濵 若菜(6) 岡谷
ﾊﾏ ﾜｶﾅ ｵｶﾔ
那須野 りさ子(6) 手良
ﾅｽﾉ ﾘｻｺ ﾃﾗ
伊藤 鈴音(6) ｲｲﾀﾞｯｼｭ
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭ
和田口 陽愛(6) 三岳
ﾜﾀﾞｸﾁ ﾋﾖﾘ ﾐﾀｹ
平林 なつみ(6) 坂城JAC
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ ｻｶｷJAC
唐澤 純夏(6) 赤穂
ｶﾗｻﾜ  ｽﾐｶ ｱｶﾎ
石井 あやの(6) 若槻
ｲｼｲ ｱﾔﾉ ﾜｶﾂｷ
東條 瑞季(6) 田川
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ ﾀｶﾞﾜ
岡嶋 美空(6) 傍陽
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ ｿｴﾋ
高見澤 文香(6) 坂城JAC
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾔｶ ｻｶｷJAC
馬場 まゆり(6) 長丘
ﾊﾞﾊﾞ  ﾏﾕﾘ ﾅｶﾞｵｶ
和田 美紗妃(6) 更級
ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ ｻﾗｼﾅ
齊藤 美空(6) 大町東
ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ
野髙 陽子(6) 八坂
ﾉﾀﾞｶ ﾖｳｺ ﾔｻｶ
明尾 果歩(6) 伊那東
ｱｹｵ ｶﾎ ｲﾅﾋｶﾞｼ
藤原 葵(6) 伊那東
ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｵｲ ｲﾅﾋｶﾞｼ
塩沢 優佳(6) 境
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳｶ ｻｶｲｼｮｳ
小田切 敬子(6) 宮田
ｺﾀｷﾞﾘ ｹｲｺ ﾐﾔﾀﾞ
井出 萌音(5) 南牧北
ｲﾃﾞ ﾓﾈ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀ
今溝 陽名子(6) 白馬北
ｲﾏﾐｿﾞ ﾋﾅｺ ﾊｸﾊﾞｷﾀ
坂本 優(6) 中野ｽﾏｲﾙ
ｻｶﾓﾄ ﾕｳ ﾅｶﾉｽﾏｲﾙ
青山 穂乃香(6) 八坂
ｱｵﾔﾏ ﾎﾉｶ ﾔｻｶ
中平 ひより(5) 二子
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾖﾘ ﾌﾀｺﾞ
雫田 海玖(6) 南牧北
ｼｽﾞｹﾀﾞ ﾐｸ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀ
金子 友香(6) 中洲
ｶﾈｺ ﾄﾓｶ ﾅｶｽｼｮｳ
佐々木 瑠菜(6) 洗馬
ｻｻｷ ﾙﾅ ｾﾊﾞ
藤本梨瑚(6) 南牧北
ﾌｼﾞﾓ ﾄﾘｺ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀ
武井 彩姫(6) 広丘
ﾀｹｲ ｻｷ ﾋﾛｵｶ
北澤 杏珠(6) 千曲東
ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ
山岸 優衣(6) 長丘
ﾔﾏｷﾞｼ  ﾕｲ ﾅｶﾞｵｶ
山田 愛莉(5) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ
上水 紀香(6) 生坂
ｱｹﾞﾐｽﾞ ﾉﾘｶ ｲｸｻｶ
木下 寿乃(5) 阿智第二
ｷﾉｼﾀ  ﾄｼﾉ ｱﾁﾀﾞｲﾆ

竹内　秀樹
2013/06/23 15:43

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

富松　健夫

備考記録 組順順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

1 2489   4.00   4.00

-１- -２- -３-

  3.80
  -2.2

2- 1

2 2722   3.87   3.88
  -2.2

  3.64
  -0.2   -0.7

3 2532   3.82   3.82
  -1.2

  3.75
  -1.1

  3.88
  -1.4

  3.79
  -0.1

  3.75
  -0.2

  -1.4
1- 1

2- 2

  -0.1

  -0.6
2- 3

1- 2

4 2694   3.78   3.78  3.67

5 2804    x   3.69
  -0.5

  -0.9  -0.9

  3.68

  -0.6
   x

  -0.1
  3.58
  -2.8

  3.69

  3.68
  -2.7

   x6 2852   3.49 1- 3

   0.0

  -1.4
2- 4

1- 4

7 2653   3.43   3.67  3.38

8 2364   3.56   3.65
  -1.5

  -2.7  -1.5

  3.65

  -1.0
  3.67
  -1.4

  -1.4  -1.8
  3.65
  -1.4

  3.61

  3.65
  -1.2

  3.52
  -1.5

9 2823   3.39 2- 5

  -1.3
1- 5

2- 6

10 2310   3.45   3.64  3.60

11 2596   3.63   3.63
  -1.1

  -1.2  -1.0

  3.61

  +0.4
  3.64
  -1.3

   0.0   0.0
  3.24
  -1.5

   x

  3.61
  -0.3

  3.59
  -0.5

12 2150   3.43 2- 7

  -1.1

  +0.7
1- 6

2- 8

13 2360   3.52   3.59  3.59

14 2252   3.32   3.52
  +0.7

  -0.3  +0.4

  3.52

  -2.3
  3.46
  -2.2

  -1.3  -0.2
  3.52
  -1.3

  3.51

  3.48
  -1.1

   x15 2355   3.52 2- 9

  -0.8

  -0.5
2-10

2-11

16 2634   2.56   3.50  3.50

17 2651   3.35   3.45
  -0.5

  -2.0  -2.0

  3.45

  -1.1
  3.39
  +0.5

  -1.1  +0.5
  3.45
  -1.1

  3.44

  3.45
  -0.9

  3.30
  -0.7

18 2789   3.31 1- 7

  -1.7

  +0.2
1- 8

1- 9

19 2790   3.30   3.45  3.45

20 2707   3.44   3.44
  +0.2

  -0.9  -1.7

  3.42

  -0.3
   x

  -0.4  -0.4
  3.41
  -0.9

  3.38

  3.36
  -1.0

  3.42
  -1.7

21 2816   3.05 1-10

  -0.6

  -1.6
2-12

1-11

22 2019   3.15   3.36  3.36

23 2649   3.36   3.36
  -1.6

  -1.7  +0.3

  3.36

  -1.3
  3.35
  -0.7

  -1.2  -1.2
   x   3.22

  3.36
  +0.9

  3.03
  -1.7

24 2247   3.15 2-13

  -1.1

  -0.6
1-12

2-14

25 2650   3.32   3.35  3.35

26 2601   3.27   3.31
  -0.6

  +0.9  +1.0

  3.31

  -1.5
   x

   0.0  -1.7
  3.31
   0.0

  3.28

  3.09
  -1.3

  3.10
  -0.3

27 2014   3.31 1-13

  -0.4

  +0.6
2-15

1-14

28 2734   3.29   3.30  3.20

29 2538   3.30   3.30
  -0.3

  -0.7  -0.7

  3.30

   0.0
  3.30
  +0.6

  -1.6  -1.6
  3.25
  -1.1

  3.19

  3.05
  +0.9

  3.30
  +1.1

30 2017   3.15 2-16

  -0.4

  -1.7
1-15

1-16

31 2514   2.52   3.29  3.20

32 2371   3.09   3.29
  -0.2

  +1.1  -0.1

  3.27

  -0.9
  3.29
  -1.7

  -0.4  -1.3
  3.12
  -2.1

  3.29

  3.17
  -0.2

  3.20
  +0.2

33 2250   3.27 1-17

  -0.6

  +0.7
2-17

2-18

34 2703   3.27   3.27  3.08

35 2536   3.01   3.25
  -1.6

  -0.7  -0.7

  +0.7
  3.16
  -0.9

  -0.6  +0.4
  3.08
  -0.5

  3.25

  3.18
  -0.3   -0.3

36 2849    x   3.18   x 2-19
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競技結果        女子            走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

富松　健夫

髙見澤 ゆずか(6) 南牧南
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
内田 捺稀(6) 中野ｽﾏｲﾙ
ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾅｶﾉｽﾏｲﾙ
関 涼花(6) 傍陽
ｾｷ ｽｽﾞｶ ｿｴﾋ
三井 陽和(5) 南牧南
ﾐﾂｲ ﾋﾖﾘ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
今井 香凜(5) 南牧南
ｲﾏｲ ｶﾘﾝ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ
大森 詩穂(5) ﾛﾃﾞｨｵ
ｵｵﾓﾘ ｼﾎ ﾛﾃﾞｨｵ
丸山 未夢(6) 中野ｽﾏｲﾙ
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ ﾅｶﾉｽﾏｲﾙ
宮沢 おとめ(5) 軽井沢東部
ﾐﾔｻﾞﾜ ｵﾄﾒ ｶﾙｲｻﾞﾜﾄｳﾌﾞ
石川 さくら(6) 寿
ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ ｺﾄﾌﾞｷ
若林 瑞季(5) 長丘
ﾜｶﾊﾞﾔｼ  ﾐｽﾞｷ ﾅｶﾞｵｶ
内山 七香(5) 会染
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾅｶ ｱｲｿﾒ
宮崎 音羽(6) 長丘
ﾐﾔｻﾞｷ  ｵﾄﾊ ﾅｶﾞｵｶ
菊池 夏菜(6) 南牧北
ｷｸﾁ ﾅﾅ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀ
安藤 桃(5) 岩村田AC
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ ｲﾜﾑﾗﾀﾞAC
由井 つむぎ(6) 青沼
ﾕｲ  ﾂﾑｷﾞ ｱｵﾇﾏ
林 里咲(5) 千栄
ﾊﾔｼ ﾘｻｷ ﾁﾊｴ
清水 優月(5) 千栄
ｼﾐｽﾞ ﾕﾂﾞｷ ﾁﾊｴ
野村 菜央(6) 岩村田AC 欠場
ﾉﾑﾗ ﾅｵ ｲﾜﾑﾗﾀﾞAC

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３-

  +1.4

備考

37 2007   3.15   3.15

記録 組順

  -0.5
2-20

38 2248   3.14   3.14
  -0.5

  3.15
  +0.1

  3.06

39 2151   2.89   3.13
  -0.8

  3.12
  +1.0

  2.74
  +0.4

  3.13
  -1.0

  2.95
  +0.3

  -0.8
1-18

1-19

  +0.2

  -0.2
1-20

2-21

40 2009   2.93   3.10  3.10

41 2008   3.04   3.08
  -0.2

  -1.0  -1.0

  3.06

  -1.1
  2.84
  +0.1

  -1.5  -0.4
  3.08
  -1.5

  2.66

  3.06
  +0.5

  2.78
   0.0

42 2066   2.85 1-21

  -0.3

  +1.4
2-22

1-22

43 2246   2.94   3.05  3.05

44 2086   2.48   3.04
  +1.4

  +0.5  -1.5

  2.99

  -0.6
  3.03
  -1.1

  -0.3  -2.4
   x   3.04

  2.97
  +0.5

   x45 2574   2.99 2-23

  -0.7

  -1.3
1-23

1-24

46 2251   2.99   2.99  2.67

47 2615    x   2.98
   0.0

  +0.5  +0.5

  2.92

  -1.3
  2.72
  -1.5

  -1.1
  2.98
  -1.1

  2.94

  2.59
  -1.7   -0.2

48 2249   2.92 1-25

  -0.7

  +0.5
2-24

2-25

49 2011    x   2.87  2.87

50 2055   2.41   2.41
  +0.5

  -1.1  -1.1
   x

  -1.9  -1.4
  2.41
  -1.9

  2.38

  2.08
  -0.5

  2.08
  -0.8

51 2032   2.24

52 2881   2.14   2.20  2.20
  -1.5

  -0.6

  -1.5
1-26

  -0.6
2-26

1-27

  2.24

  -0.8
   x53 2880    x   2.05

 2057

  -1.7
  2.09
  -1.8

  -0.8
  2.05

2-  
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[ 1組]

小口 るり(6)   3.87   3.75   3.88    3.88 
ｵｸﾞﾁ ﾙﾘ 小井川   -1.2   -1.1   -1.4    -1.4
那須野 りさ子(6)    x   3.58   3.69    3.69 
ﾅｽﾉ ﾘｻｺ 手良   -2.8   -0.1    -0.1
伊藤 鈴音(6)   3.49   3.68    x    3.68 
ｲﾄｳ ｽｽﾞﾈ ｲｲﾀﾞｯｼｭ   -1.5   -2.7    -2.7
平林 なつみ(6)   3.56   3.65   3.61    3.65 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 坂城JAC   -1.8   -1.4    0.0    -1.4
石井 あやの(6)   3.45   3.64   3.60    3.64 
ｲｼｲ ｱﾔﾉ 若槻   +0.4   -1.3   -1.1    -1.3
高見澤 文香(6)   3.52   3.46   3.59    3.59 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾔｶ 坂城JAC   -2.3   -2.2   +0.7    +0.7
明尾 果歩(6)   3.31   3.45   3.30    3.45 
ｱｹｵ ｶﾎ 伊那東   -1.7   -0.9   -0.7    -0.9
藤原 葵(6)   3.30    x   3.45    3.45 
ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｵｲ 伊那東   -0.3   +0.2    +0.2
塩沢 優佳(6)   3.44   3.41   3.38    3.44 
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳｶ 境   -0.4   -0.9   -1.7    -0.4
小田切 敬子(6)   3.05   3.36   3.42    3.42 
ｺﾀｷﾞﾘ ｹｲｺ 宮田   +0.3   -1.0   -1.7    -1.7
今溝 陽名子(6)   3.36    x   3.22    3.36 
ｲﾏﾐｿﾞ ﾋﾅｺ 白馬北   -1.2   -0.6    -1.2
青山 穂乃香(6)   3.32    x   3.35    3.35 
ｱｵﾔﾏ ﾎﾉｶ 八坂   -1.5   -0.6    -0.6
雫田 海玖(6)   3.31   3.09   3.10    3.31 
ｼｽﾞｹﾀﾞ ﾐｸ 南牧北   -0.7   -1.3   -0.3    -0.7
佐々木 瑠菜(6)   3.30   3.25   3.19    3.30 
ｻｻｷ ﾙﾅ 洗馬   -1.6   -1.1   -0.4    -1.6
武井 彩姫(6)   2.52   3.29   3.20    3.29 
ﾀｹｲ ｻｷ 広丘   -0.9   -1.7   -0.2    -1.7
北澤 杏珠(6)   3.09   3.12   3.29    3.29 
ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾝｼﾞｭ 千曲東   -1.3   -2.1   -0.4    -0.4
山岸 優衣(6)   3.27   3.17   3.20    3.27 
ﾔﾏｷﾞｼ  ﾕｲ 長丘   -0.7   -0.2   +0.2    -0.7
内田 捺稀(6)   3.14   3.12   2.74    3.14 
ｳﾁﾀﾞ ﾅﾂｷ 中野ｽﾏｲﾙ   -0.8   +1.0   +0.4    -0.8
関 涼花(6)   2.89   3.13   2.95    3.13 
ｾｷ ｽｽﾞｶ 傍陽   -1.0   -1.0   +0.3    -1.0
三井 陽和(5)   2.93   2.84   3.10    3.10 
ﾐﾂｲ ﾋﾖﾘ 南牧南   -1.1   +0.1   -0.2    -0.2
大森 詩穂(5)   2.85   3.06   2.78    3.06 
ｵｵﾓﾘ ｼﾎ ﾛﾃﾞｨｵ   -1.5   +0.5    0.0    +0.5
宮沢 おとめ(5)   2.48    x   3.04    3.04 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｵﾄﾒ 軽井沢東部   -2.4   -0.3    -0.3
若林 瑞季(5)   2.99   2.72   2.67    2.99 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ  ﾐｽﾞｷ 長丘   -1.3   -1.5    0.0    -1.3
内山 七香(5)    x   2.98   2.94    2.98 
ｳﾁﾔﾏ ﾅﾅｶ 会染   -1.1   -0.7    -1.1
宮崎 音羽(6)   2.92   2.59    2.92 
ﾐﾔｻﾞｷ  ｵﾄﾊ 長丘   -1.1   -1.7   -0.2    -1.1
由井 つむぎ(6)   2.24   2.08   2.08    2.24 
ﾕｲ  ﾂﾑｷﾞ 青沼   -1.5   -0.5   -0.8    -1.5
清水 優月(5)    x   2.05    x    2.05 
ｼﾐｽﾞ ﾕﾂﾞｷ 千栄   -0.8    -0.8

26 1  2032

27 2  2880

24 12  2615

25 7  2249

22 3  2086

23 6  2251

20 4  2009

21 5  2066

18 8  2248

19 10  2151

16 17  2371

17 9  2250

14 14  2538

15 15  2514

12 23  2650

13 11  2014

10 25  2816

11 19  2649

8 16  2790

9 24  2707

6 21  2360

7 13  2789

4 22  2364

5 26  2310

2 18  2804

3 20  2852
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[ 2組]

浅川 涼音(6)   4.00   3.64   3.80    4.00 
ｱｻｶﾜ ｽｽﾞﾈ 穂高南   -2.2   -0.2   -0.7    -2.2
百瀬 香乃(6)   3.82   3.79   3.75    3.82 
ﾓﾓｾ ｶﾉ 宗賀   -0.9   -0.1   -0.2    -0.9
濵 若菜(6)   3.78    x   3.67    3.78 
ﾊﾏ ﾜｶﾅ 岡谷   -0.6   -0.5    -0.6
和田口 陽愛(6)   3.43   3.67   3.38    3.67 
ﾜﾀﾞｸﾁ ﾋﾖﾘ 三岳   -1.0   -1.4   -1.5    -1.4
唐澤 純夏(6)   3.39   3.65   3.52    3.65 
ｶﾗｻﾜ  ｽﾐｶ 赤穂   -1.0   -1.2   -1.5    -1.2
東條 瑞季(6)   3.63   3.24    x    3.63 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 田川    0.0   -1.5     0.0
岡嶋 美空(6)   3.43   3.61   3.59    3.61 
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 傍陽   +0.4   -0.3   -0.5    -0.3
馬場 まゆり(6)   3.32   3.52   3.51    3.52 
ﾊﾞﾊﾞ  ﾏﾕﾘ 長丘   -0.2   -1.3   -1.1    -1.3
和田 美紗妃(6)   3.52   3.48    x    3.52 
ﾜﾀﾞ ﾐｻｷ 更級   -2.0   -1.1    -2.0
齊藤 美空(6)   2.56   3.39   3.50    3.50 
ｻｲﾄｳ ﾐｿﾗ 大町東   -1.1   +0.5   -0.5    -0.5
野髙 陽子(6)   3.35   3.45   3.44    3.45 
ﾉﾀﾞｶ ﾖｳｺ 八坂   +0.5   -1.1   -0.8    -1.1
井出 萌音(5)   3.15   3.35   3.36    3.36 
ｲﾃﾞ ﾓﾈ 南牧北   -1.3   -0.7   -1.6    -1.6
坂本 優(6)   3.15   3.36   3.03    3.36 
ｻｶﾓﾄ ﾕｳ 中野ｽﾏｲﾙ   +1.0   +0.9   -1.7    +0.9
中平 ひより(5)   3.27   3.31   3.28    3.31 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾖﾘ 二子   -1.7    0.0   -1.1     0.0
金子 友香(6)   3.29   3.30   3.20    3.30 
ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中洲    0.0   +0.6   -0.3    +0.6
藤本梨瑚(6)   3.15   3.05   3.30    3.30 
ﾌｼﾞﾓ ﾄﾘｺ 南牧北   -0.1   +0.9   +1.1    +1.1
山田 愛莉(5)   3.27   3.16   3.08    3.27 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.7   -0.9   -1.6    +0.7
上水 紀香(6)   3.01   3.08   3.25    3.25 
ｱｹﾞﾐｽﾞ ﾉﾘｶ 生坂   +0.4   -0.5   -0.6    -0.6
木下 寿乃(5)    x    x   3.18    3.18 
ｷﾉｼﾀ  ﾄｼﾉ 阿智第二   -0.3    -0.3
髙見澤 ゆずか(6)   3.15   3.15   3.06    3.15 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｽﾞｶ 南牧南   -0.5   +0.1   +1.4    -0.5
今井 香凜(5)   3.04   3.08   2.66    3.08 
ｲﾏｲ ｶﾘﾝ 南牧南   -0.4   -1.5   +0.2    -1.5
丸山 未夢(6)   2.94   3.03   3.05    3.05 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ 中野ｽﾏｲﾙ   -0.6   -1.1   +1.4    +1.4
石川 さくら(6)   2.99   2.97    x    2.99 
ｲｼｶﾜ ｻｸﾗ 寿   +0.5   +0.5    +0.5
菊池 夏菜(6)    x    x   2.87    2.87 
ｷｸﾁ ﾅﾅ 南牧北   +0.5    +0.5
安藤 桃(5)   2.41   2.41   2.38    2.41 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓ 岩村田AC   -1.4   -1.9   -0.7    -1.9
林 里咲(5)   2.14   2.09   2.20    2.20 
ﾊﾔｼ ﾘｻｷ 千栄   -1.7   -1.8   -0.6    -0.6
野村 菜央(6) 欠場
ﾉﾑﾗ ﾅｵ 岩村田AC

3  2057

25 2  2055

26 1  2881

23 11  2574

24 9  2011

21 5  2008

22 6  2246

19 4  2849

20 7  2007

17 13  2703

18 14  2536

15 10  2734

16 8  2017

13 12  2247

14 17  2601

11 23  2651

12 15  2019

9 18  2355

10 16  2634

7 24  2150

8 21  2252

5 19  2823

6 22  2596

3 26  2694

4 20  2653

備考

1 27  2489

記録

2 25  2532
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武重 萌乃(6) WADA11AC
ﾀｹｼｹﾞ ﾓｴﾉ ﾜﾀﾞｲﾚﾌﾞﾝAC
小平 るな(5) 永明小
ｺﾀﾞｲﾗ ﾙﾅ ｴｲﾒｲｼｮｳ
原 杏奈(6) 宗賀
ﾊﾗ ｱﾝﾅ ｿｳｶﾞ
酒井 愛香(6) 手良
ｻｶｲ ｱｲｶ ﾃﾗ
池上 実結(5) 手良
ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾕ ﾃﾗ
岩﨑 美羽(6) 城南
ｲﾜｻｷ ﾐｳ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ
山浦 萌衣(5) 美南ｶﾞ丘
ﾔﾏｳﾗ ﾒｲ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶ
関 茉叶(6) 芳川
ｾｷ ﾏｶﾅ ﾖｼｶﾜ
豊田 杏果音(5) 高甫
ﾄﾖﾀﾞ ｱｶﾈ ﾀｶﾎ
篠原 碧那(6) 浅科AC
ｼﾉﾊﾗ ｱｵﾅ ｱｻｼﾅｴｰｼｰ
柳沢 唯菜(6) 大町東
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｲﾅ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ
滝澤 唯李(6) 共和
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲﾘ ｷｮｳﾜ
古賀 あさか(6) 伊那北
ｺｶﾞ ｱｻｶ ｲﾅｷﾀ
北澤 奏枝(6) 宗賀
ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅｴ ｿｳｶﾞ
後藤 有美(6) 下諏訪北
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾐ ｼﾓｽﾜｷﾀｼｮｳ
西藤 文香(6) 立科
ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ ﾀﾃｼﾅ
武田 あかり(5) 坂の上
ﾀｹﾀﾞ ｱｶﾘ ｻｶﾉｳｴ
河西 永恋(5) 城北
ｶｻｲ ｴﾚﾝ ｼﾞｮｳﾎｸｼｮｳ
伊藤 彩桜(5) 城南
ｲﾄｳ ｻｸﾗ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ
児野 莉望(6) 木祖源流TC
ﾁｺﾞﾉ ﾘﾐ ｷｿｹﾞﾝﾘｭｳTC
大池 桜月紀(6) 鎌田
ｵｵｲｹ ｻﾂﾞｷ ｶﾏﾀﾞ
小宮山 華(5) 八千穂
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾅ ﾔﾁﾎ
千脇 黎南(6) 日滝
ﾁﾜｷ ﾚｲﾅ ﾋﾀｷ
花谷 雪月(5) 白馬南
ﾊﾅﾀﾆ  ﾕﾂﾞｷ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐ
落合 加奈(5) 旭町
ｵﾁｱｲ ｶﾅ ｱｻﾋﾏﾁ
石井 愛音(6) 洗馬
ｲｼｲ ﾁｶﾈ ｾﾊﾞ
小田切 すずらん(6) 宮田
ｺﾀｷﾞﾘ ｽｽﾞﾗﾝ ﾐﾔﾀﾞ
降幡 朱夏(5) 大町東
ﾌﾘﾊﾀ ｼｭｶ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ
細川 朔愛(6) 福島
ﾎｿｶﾜ ｻｸｱ ﾌｸｼﾏ
宮澤 志帆(6) 御代田南
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾎ ﾐﾖﾀﾐﾅﾐ
遠藤 ｴﾏ(6) 明北
ｴﾝﾄﾞｳ ｴﾏ ﾒｲﾎｸ
小須田 一歌(5) 泉
ｺｽﾀﾞ ｲﾁｶ ｲｽﾞﾐ
井口 ひまわり(6) 鎌田
ｲｸﾞﾁ ﾋﾏﾜﾘ ｶﾏﾀﾞ
唐澤 愛実(5) 神科
ｶﾗｻﾜ ﾏﾅﾐ ｶﾐｼﾅ
矢澤 聖莉奈(5) 高甫
ﾔｻﾞﾜ ｾﾚﾅ ﾀｶﾎ
佐久間 琴弓(6) 屋代
ｻｸﾏ ｺﾄﾐ ﾔｼﾛ
若林 咲良(5) 上田JSC
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ ｺｼｺﾞｴJSC
藤村 萌花(6) 菅野
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾎﾉｶ ｽｶﾞﾉ
菊池 紅葉(6) 南牧北
ｷｸﾁ ｸﾚﾊ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀ
菊池 さらい(6) 南牧北
ｷｸﾁ ｻﾗｲ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀ
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   o    o

 31.28  31.28   x    o

 31.06  31.06
2-16

29 2660
   o  31.02    o  31.02

1-13

2-17

31 2508
   o  30.87    o  30.87

1-14

30 2102

32 2044
   o  30.36

 30.90  30.90   x    o

   o  30.36
2-18

33 2569
   o  30.09    o  30.09

1-15

1-16

35 2265
   o    o  30.00  30.00

2-19

34 2149

36 2345
   o  28.03

   o  30.03   o  30.03

   o  28.03
1-17

37 2169
   o    o  27.40  27.40

1-18

2-20

39 2012
 25.91    o    o  25.91

1-19

38 2580

40 2013
   o    o

   x  27.01   x  27.01

 25.62  25.62
1-20
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競技結果        女子            ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投       決勝      投擲審判長
記録主任：

伊藤　利博
竹内　秀樹

-２- -３- 記録順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 組順 備考-１-

山田 都子(6) 伊那東
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾔｺ ｲﾅﾋｶﾞｼ
岡田 花(6) 屋代
ｵｶﾀﾞ ﾊﾅ ﾔｼﾛ
丸山 衣代(5) 八千穂
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖ ﾔﾁﾎ
青木 里奈(5) 明北
ｱｵｷ ﾘﾅ ﾒｲﾎｸ
桐生 鈴花(5) 下久堅
ｷﾘｭｳ ﾘﾝｶ ｼﾓﾋｻｶﾀ
岡田 ありさ(5) 上郷
ｵｶﾀﾞ ｱﾘｻ ｶﾐｻﾄA
山岸 芽生(5) 日滝
ﾔﾏｷﾞｼ ﾒｲ ﾋﾀｷ

41 2788
   o    o  25.31  25.31

1-21

2-21

42 2031
   o  25.16    o  25.16

1-22

42 2342

44 2509
   o    o

   o  25.16 25.16    o

 24.88  24.88
1-23

45 2873
   o  24.11    o  24.11

2-22

47 2275
 21.87    o

46 2869
   o    o

 21.87
1-24

 22.80
2-23

 22.80

   o
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小平 るな(5)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾙﾅ 永明小
池上 実結(5)
ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾕ 手良
岩﨑 美羽(6)
ｲﾜｻｷ ﾐｳ 城南
篠原 碧那(6)
ｼﾉﾊﾗ ｱｵﾅ 浅科AC
滝澤 唯李(6)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲﾘ 共和
北澤 奏枝(6)
ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅｴ 宗賀
後藤 有美(6)
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾐ 下諏訪北
西藤 文香(6)
ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ 立科
河西 永恋(5)
ｶｻｲ ｴﾚﾝ 城北
千脇 黎南(6)
ﾁﾜｷ ﾚｲﾅ 日滝
落合 加奈(5)
ｵﾁｱｲ ｶﾅ 旭町
小田切 すずらん(6)
ｺﾀｷﾞﾘ ｽｽﾞﾗﾝ 宮田
細川 朔愛(6)
ﾎｿｶﾜ ｻｸｱ 福島
遠藤 ｴﾏ(6)
ｴﾝﾄﾞｳ ｴﾏ 明北
井口 ひまわり(6)
ｲｸﾞﾁ ﾋﾏﾜﾘ 鎌田
唐澤 愛実(5)
ｶﾗｻﾜ ﾏﾅﾐ 神科
佐久間 琴弓(6)
ｻｸﾏ ｺﾄﾐ 屋代
若林 咲良(5)
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻｸﾗ 上田JSC
菊池 紅葉(6)
ｷｸﾁ ｸﾚﾊ 南牧北
菊池 さらい(6)
ｷｸﾁ ｻﾗｲ 南牧北
山田 都子(6)
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾔｺ 伊那東
丸山 衣代(5)
ﾏﾙﾔﾏ ｲﾖ 八千穂
青木 里奈(5)
ｱｵｷ ﾘﾅ 明北
山岸 芽生(5)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾒｲ 日滝

   o    o  21.87 
24 1  2275

 21.87

 25.16 

23 5  2509
   o    o  24.88  24.88 

22 2  2031
   o  25.16    o

 25.62 

21 11  2788
   o    o  25.31  25.31 

20 3  2013
   o    o  25.62

 27.40 

19 4  2012
 25.91    o    o  25.91 

18 8  2169
   o    o  27.40

 30.03 

17 6  2345
   o  28.03    o  28.03 

16 7  2149
   o  30.03    o

 30.87 

15 15  2569
   o  30.09    o  30.09 

14 9  2508
   o  30.87    o

 31.20 

13 10  2660
   o  31.02    o  31.02 

12 12  2814
   x    o  31.20

 31.84 

11 14  2544
 31.41    o    o  31.41 

10 13  2276
   o  31.84    o

 36.52 

9 16  2729
   o  34.92    o  34.92 

8 20  2103
 36.52    o    o

 36.79 

7 18  2700
   o    o  36.77  36.77 

6 21  2535
 36.79    o    o

 39.48 

5 22  2300
   x  37.84    x  37.84 

4 19  2065
   o  39.48    o

 42.48 

3 17  2726
 41.04    o    o  41.04 

2 23  2806
   o    o  42.48

-3- 記録 備考

1 24  2691
 44.22    o    o  44.22 

女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



[ 2組]

武重 萌乃(6)
ﾀｹｼｹﾞ ﾓｴﾉ WADA11AC
原 杏奈(6)
ﾊﾗ ｱﾝﾅ 宗賀
酒井 愛香(6)
ｻｶｲ ｱｲｶ 手良
山浦 萌衣(5)
ﾔﾏｳﾗ ﾒｲ 美南ｶﾞ丘
関 茉叶(6)
ｾｷ ﾏｶﾅ 芳川
豊田 杏果音(5)
ﾄﾖﾀﾞ ｱｶﾈ 高甫
柳沢 唯菜(6)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｲﾅ 大町東
古賀 あさか(6)
ｺｶﾞ ｱｻｶ 伊那北
武田 あかり(5)
ﾀｹﾀﾞ ｱｶﾘ 坂の上
伊藤 彩桜(5)
ｲﾄｳ ｻｸﾗ 城南
児野 莉望(6)
ﾁｺﾞﾉ ﾘﾐ 木祖源流TC
大池 桜月紀(6)
ｵｵｲｹ ｻﾂﾞｷ 鎌田
小宮山 華(5)
ｺﾐﾔﾏ ﾊﾅ 八千穂
花谷 雪月(5)
ﾊﾅﾀﾆ  ﾕﾂﾞｷ 白馬南
石井 愛音(6)
ｲｼｲ ﾁｶﾈ 洗馬
降幡 朱夏(5)
ﾌﾘﾊﾀ ｼｭｶ 大町東
宮澤 志帆(6)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾎ 御代田南
小須田 一歌(5)
ｺｽﾀﾞ ｲﾁｶ 泉
矢澤 聖莉奈(5)
ﾔｻﾞﾜ ｾﾚﾅ 高甫
藤村 萌花(6)
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾎﾉｶ 菅野
岡田 花(6)
ｵｶﾀﾞ ﾊﾅ 屋代
桐生 鈴花(5)
ｷﾘｭｳ ﾘﾝｶ 下久堅
岡田 ありさ(5)
ｵｶﾀﾞ ｱﾘｻ 上郷

 24.11 

23 1  2869
   o    o  22.80  22.80 

22 2  2873
   o  24.11    o

 27.01 

21 6  2342
 25.16    o    o  25.16 

20 4  2580
   x  27.01    x

 30.36 

19 8  2265
   o    o  30.00  30.00 

18 12  2044
   o  30.36    o

 31.06 

17 11  2102
   x    o  30.90  30.90 

16 15  2637
   o    o  31.06

 31.75 

15 3  2541
   x    o  31.28  31.28 

14 9  2647
   o    o  31.75

 32.63 

13 7  2030
   o    o  31.91  31.91 

12 10  2570
   o    o  32.63

 34.83 

11 5  2669
 34.42    o    o  34.42 

10 13  2724
 34.83    o    o

 37.26 

9 14  2082
 35.50    o    o  35.50 

8 16  2792
   o    o  37.26

 40.23 

7 19  2636
 39.21    o    o  39.21 

6 20  2264
 40.23    o    o

 40.91 

5 17  2606
   o  40.61    o  40.61 

4 21  2068
 40.91    o    o

 43.30 

3 18  2805
 43.02    o    o  43.02 

2 22  2534
   o    o  43.30

備考

1 23  2143
 54.40    o    o  54.40 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録

女子
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