
主催：中信地区陸上競技協会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
　共催：中信地区各市教育委員会・各市町村教育委員会連絡協議会 跳躍審判長 藤森　茂幸
　後援：信濃毎日新聞社・市民タイムス 投擲審判長 藤森　茂幸
【開催日】 平成25年8月18日（日） 記録主任： 江橋　邦男
【主催団体】 中信地区陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 8/18 女子  -2.3モラード 華(2) 12.62 降旗 菜津美(1) 13.02 前澤 朱音(1) 13.34 山田 愛(2) 13.52 澁谷 麻友(2) 13.56 飯島 南(2) 13.63 立花 千春(4) 13.90

100m 松商学園高 大町高 創造学園高 豊科高 大町高 豊科高 松本大
 8/18 長村 紋(1) 1:00.48 堀 朱里(2) 1:01.50 舟島 春香(3) 1:02.04 征矢 望(2) 1:02.63 中西 保乃花(1) 1:02.92 田中 美菜(1) 1:02.93 中島 涼香(2) 1:05.56

400m 松本大 豊科高 木曽青峰高 木曽青峰高 大町高 木曽青峰高 松本美須々ヶ丘高
 8/18 赤羽 美柚(1) 2:24.33 白坂 舞(3) 2:26.36 蛭田 凜(2) 2:33.75 土屋 帆南(1) 2:38.52 成田 愛理(3) 2:41.39 岩垂 瞳(2) 2:43.82 酒井 優梨愛(1) 2:45.66 三田村 優来(2) 2:52.88

800m 松本蟻ヶ崎高 松商学園高 松本美須々ヶ丘高 松本蟻ヶ崎高 松商学園高 松本美須々ヶ丘高 塩尻志学館高 松本県ヶ丘高
 8/18 安田 佳織(2) 11:10.40 塚田 美穂(2) 11:23.59 水上 爽香(3) 11:26.77 宗田 夏季(1) 11:51.20 奥田 梨乃(2) 11:54.09 胡桃澤 佑衣(1) 11:56.26 宮原 杏莉(2) 13:02.41

3000m 松本深志高 松本美須々ヶ丘高 松商学園高 松商学園高 松本美須々ヶ丘高 木曽青峰高 松本県ヶ丘高
 8/18  -2.0安田 若菜(1) 16.69 栗空 亜沙美(2) 17.18 桐井 彩実(2) 18.15 新井 咲(1) 18.18 小澤 美紀(1) 18.56

100mH(0.838m) 木曽青峰高 木曽青峰高 松本深志高 松商学園高 松本蟻ヶ崎高
 8/18 小林 沙彩(2) 1.40 鈴木 花音(1) 1.40 溝尾 彩夏(2) 1.40

走高跳 松商学園高 松本県ヶ丘高 塩尻志学館高
 8/18 山田 愛(2) 5.36(+3.3) 栗空 亜沙美(2)5.15(+3.4) 安田 弘江 5.09(+2.4) 安田 若菜(1) 5.02(+2.0) 飯島 南(2) 4.86(+3.1) 小坂 奈桜(2) 4.79(+1.7) 溝尾 彩夏(2) 4.50(+4.0) 村山 奈菜(1) 4.12(+3.2)

走幅跳 豊科高 木曽青峰高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 木曽青峰高 豊科高 松本県ヶ丘高 塩尻志学館高 松本蟻ヶ崎高
 8/18 中川 希(2) 10.57 佐藤 ゆきの(2) 9.18 下村 芽生(1) 7.63 宇原 萌々香(1) 7.37 中畑 未来(2) 6.18

砲丸投 松商学園高 松商学園高 木曽青峰高 田川高 木曽青峰高
 8/18 塩島 絵未 45.65 濵 麗(3) 41.20 伊藤 彩佳(3) 32.48 安喰 春瑠(1) 30.44 良波 美恵(2) 27.85 下村 芽生(1) 25.51 長﨑 彩(2) 23.51 藤原 美月(2) 20.32

やり投 北安曇郡陸協 豊科高 明科高 松商学園高 塩尻志学館高 木曽青峰高 松商学園高 松本美須々ヶ丘高
 8/18 松商学園高       50.87 松本県ヶ丘高      52.27 木曽青峰高       53.22 創造学園高       54.21 松本蟻ヶ崎高      54.74 塩尻志学館高      55.40 松本美須々丘高      55.62

4×100m 新井 咲(1) 鈴木 花音(1) 小島 萌(2) 栁瀬 舞(1) 村山 奈菜(1) 出口 真奈美(3) 小口 朱音(1)
加藤 優美(1) 小澤 誌歩(2) 安田 若菜(1) 上條 渓(1) 丸山 千花(1) 良波 美恵(2) 中原 理沙(2)
奥島 彩葉(1) 百瀬 亜希帆(2) 池井 陽子(2) 前澤 朱音(1) 小澤 美紀(1) 溝尾 彩夏(2) 岩垂 瞳(2)
モラード 華(2) 小坂 奈桜(2) 征矢 望(2) 村山 陽菜(1) 山村 彩花(2) 北澤 志穂(2) 中島 涼香(2)

 8/18 中学女子  -0.9西村 佳菜子(3) 13.06 御子柴 優花(2) 13.43 倉沢 果歩(3) 13.56 牧元 美沙(3) 13.93 辰口 和(2) 14.03 堤 向日葵(2) 14.07 木田村 美央(2) 14.27
100m 信明中 鉢盛中 鉢盛中 大町第一中 穂高東中 筑摩野中 福島中

 8/18  -2.6倉沢 果歩(3) 27.53 宮川 恵衣(2) 27.87 安田 三奈美(2) 28.29 木田村 美央(2) 28.44 藤原 舞(2) 28.46 青木 美桜那(3) 28.50 松山 由里香(2) 28.79
200m 鉢盛中 附属松本中 鉢盛中 福島中 穂高東中 菅野中 松島中

 8/18 高安 結衣(1) 2:25.18 塩原 真悠(3) 2:28.54 田中 日奈子(3) 2:36.13 川上 直美(2) 2:37.01 薛 崚子(2) 2:38.56 赤羽 ゆり華(2) 2:38.88 青木 弥佳(2) 2:40.19
800m 鉢盛中 菅野中 信明中 山辺中 北安松川中 菅野中 附属松本中

 8/18 吉江 美季(3) 10:57.50 矢島 風香(3) 11:13.23 小林 鈴華(3) 11:17.51 鳥羽 美宇(3) 11:23.71 川上 雅子(2) 11:28.84 中澤 紫音(2) 11:32.49 蛭田 杏(1) 11:43.04 柴田 紗来(2) 12:19.20
3000m 豊科北中 菅野中 菅野中 明科中 山辺中 豊科北中 鉢盛中 菅野中

 8/18  -3.0樋口 莉緒花(2) 17.68 中村 優里(1) 19.01 上條 のあ(1) 19.29 西脇 明日香(1) 19.58 宮澤 実侑紀(2) 20.10 内田 真愛(2) 20.16 後藤 彩衣(2) 20.51 宮﨑 華(1) 20.72
100mH(0.762m) 塩尻広陵中 高綱中 鉢盛中 菅野中 開成中 附属松本中 塩尻広陵中 丸ﾉ内中

 8/18 胡桃 沙紀(2) 1.45 齋藤 汐音(2) 1.35 渡辺 真礼(2) 1.35 鹿崎 さくら(1) 1.30 曽根原 可菜(3) 1.25 松澤 なつめ(2) 1.25 戸谷 里咲(2) 菅野中 1.15
走高跳 穂高西中 丸ﾉ内中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 北安松川中 小谷中 赤澤 亜実(1) 信明中

 8/18 森本 知隼(2) 5.57(+1.5) 青木 七海(2) 4.88(+2.8) 浅村 美優(2) 4.70(+2.8) 萩原 詳子 4.57(-1.0) 樋口 花梨(1) 4.38(+3.0) 荒井 葵凪(2) 4.37(+2.7) 栗空 実穂(1) 4.35(+2.0) 米山 みく(2) 4.16(+1.7)
走幅跳 塩尻中 GR 信明中 山辺中 丘中 三郷中 塩尻広陵中 王滝中 菅野中

 8/18 滋田 祐希(2) 8.90 内山 奈央(2) 8.86 町田 みさ(2) 8.53 中村 公香(2) 8.52 巾 こと美(1) 8.13 藤本 優佳(1) 8.07 藤原 希(1) 7.74 山口 樹々(3) 7.72
砲丸投 旭町中 穂高西中 高綱中 鉢盛中 王滝中 王滝中 小谷中 豊科北中

 8/18 鉢盛中       52.72 穂高東中       52.76 附属松本中       54.62 丘中       55.98 菅野中       56.15 清水中       56.25 旭町中       56.46 福島中       57.10
4×100m 上條 のあ(1) 青柳 里央(2) 樋口 萌木(2) 中嶌 萌香(1) 望月 舞衣(1) 茅野 晶(2) 星野 萌(2) 志水 季里(2)

御子柴 優花(2) 辰口 和(2) 宮川 恵衣(2) 萩原 詳子 小林 侑生(2) 的場 優衣(2) 滋田 祐希(2) 木田村 美央(2)
川井 海帆(2) 藤原 舞(2) 内田 真愛(2) 武居 楓夏(1) 米山 みく(2) 福島 瑠菜(1) 内田 佑香(1) 関澤 せいじゅ(2)
安田 三奈美(2) 杏 由茉(2) 清水 美好(2) 古谷 菜穂(2) 末木 杏華(2) 井上 碧(2) 工藤 真白(2) 桶野 美羽(2)



予選 8月18日 10:25
決勝 8月18日 15:15

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +2.3

 1 モラード 華(2)     12.49 q  1 降旗 菜津美(1)     13.01 q
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高 ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高

 2 前澤 朱音(1)     13.13 q  2 立花 千春(4)     13.64 q
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大

 3 山田 愛(2)     13.28 q  3 上條 渓(1)     13.95 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科高 ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園高

 4 畑 美織(1)     13.85 q  4 小島 萌(2)     14.42 
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰高 ｺｼﾞﾏ ﾓｴ 木曽青峰高

 5 佐藤 加奈(2)     14.58  5 出口 真奈美(3)     14.53 
ｻﾄｳ ｶﾅ 大町北高 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 塩尻志学館高

 6 蓮沼 礼子(1)     14.58  6 小口 朱音(1)     15.24 
ﾊｽﾇﾏ ﾚｲｺ 松本深志高 ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 松本美須々ヶ丘高
大沼 葉月(2)  7 河西 優衣(1)     15.30 
ｵｵﾇﾏ ﾊﾂﾞｷ 田川高 ｶｻｲ ﾕｲ 松本深志高
青沼 郁絵(1) 内山 怜奈(2)
ｱｵﾇﾏ ｲｸｴ 塩尻志学館高 ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科高

[ 3組] 風速 -4.1

 1 澁谷 麻友(2)     13.64 q
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町高

 2 飯島 南(2)     13.76 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科高

 3 良波 美恵(2)     14.36 
ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館高

 4 池井 陽子(2)     14.47 
ｲｹｲ ﾖｳｺ 木曽青峰高

 5 栁瀬 舞(1)     14.87 
ﾔﾅｾ ﾏｲ 創造学園高

 6 中原 理沙(2)     15.00 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 松本美須々ヶ丘高

 7 佐原 麻友(1)     15.92 
ｻﾊﾗ ﾏﾕ 梓川高
瀧澤 祐未(2)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

風速 -2.3

 1 モラード 華(2)     12.62 
ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高

 2 降旗 菜津美(1)     13.02 
ﾌﾘﾊﾀ ﾅﾂﾐ 大町高

 3 前澤 朱音(1)     13.34 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高

 4 山田 愛(2)     13.52 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科高

 5 澁谷 麻友(2)     13.56 
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕ 大町高

 6 飯島 南(2)     13.63 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科高

 7 立花 千春(4)     13.90 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大
畑 美織(1)
ﾊﾀ ﾐｵﾘ 木曽青峰高

女子

100m
予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考
 1943

大会新
 1982

順 No. 氏  名 所属名

欠場
 1608

 1650

 1785

順 No. 氏  名

 7059

 2458

 2007

 1588

 1981

 1581

所属名 記録／備考
 1690

 1786

 2008

 1602

 1855

欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

 1609

 1580

 1689

 2005

 1737

 7053
欠場

 1983

 1847

所属名 記録／備考
 1943

決勝

順 No. 氏  名

 2007

 1689

 1690

 1982

 1588
欠場

 2005

 7059



予選 8月18日 12:05
決勝 8月18日 14:25

[ 1組] [ 2組]

 1 堀 朱里(2)   1:01.05 q  1 長村 紋(1)   1:01.23 q
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科高 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 2 中西 保乃花(1)   1:02.51 q  2 舟島 春香(3)   1:02.05 q
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町高 ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰高

 3 征矢 望(2)   1:02.57 q  3 田中 美菜(1)   1:02.92 q
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰高 ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高

 4 中島 涼香(2)   1:04.63 q  4 山村 彩花(2)   1:03.91 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘高 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

 5 北澤 志穂(2)   1:05.71  5 加藤 優美(1)   1:06.34 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ 塩尻志学館高 ｶﾄｳ ﾕｳﾐ 松商学園高

 6 奥島 彩葉(1)   1:08.69  6 丸山 千花(1)   1:07.97 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園高 ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ 松本蟻ヶ崎高

 7 星野 美音(1)   1:11.03  7 宮坂 季恵(1)   1:13.77 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎高 ﾐﾔｻｶ ｷｴ 塩尻志学館高
瀧澤 祐未(2) 上條 麻奈(2)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅ 松本深志高

 1 長村 紋(1)   1:00.48 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 2 堀 朱里(2)   1:01.50 
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科高

 3 舟島 春香(3)   1:02.04 
ﾌﾈｼﾏ ﾊﾙｶ 木曽青峰高

 4 征矢 望(2)   1:02.63 
ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ 木曽青峰高

 5 中西 保乃花(1)   1:02.92 
ﾅｶﾆｼ ﾎﾉｶ 大町高

 6 田中 美菜(1)   1:02.93 
ﾀﾅｶ ﾐﾅ 木曽青峰高

 7 中島 涼香(2)   1:05.56 
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘高
山村 彩花(2)
ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

女子

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

記録／備考
 2006

 1691

順 No. 氏  名 所属名

 7053

 1615

 1919

順 No. 氏  名

 1578

 1863

 1583

 1849

 1586

 1872

所属名 記録／備考
 7055

 1596

 1783

 1918

 1868

欠場

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

 1578

 1583

 7055

 2006

 1849

 1872
欠場

 1691

 1586



決勝 8月18日 16:10

 1 赤羽 美柚(1)   2:24.33 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎高

 2 白坂 舞(3)   2:26.36 
ｼﾗｻｶ ﾏｲ 松商学園高

 3 蛭田 凜(2)   2:33.75 
ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 松本美須々ヶ丘高

 4 土屋 帆南(1)   2:38.52 
ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ 松本蟻ヶ崎高

 5 成田 愛理(3)   2:41.39 
ﾅﾘﾀ ｱｲﾘ 松商学園高

 6 岩垂 瞳(2)   2:43.82 
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 松本美須々ヶ丘高

 7 酒井 優梨愛(1)   2:45.66 
ｻｶｲ ﾕﾘｱ 塩尻志学館高

 8 三田村 優来(2)   2:52.88 
ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 松本県ヶ丘高

 9 和田 真実(2)   3:03.10 
ﾜﾀﾞ ﾏﾅﾐ 松商学園高

所属名 記録／備考
 1861

 1936

女子

800m
決勝
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決勝 8月18日 14:50

 1 安田 佳織(2)  11:10.40 
ﾔｽﾀﾞ ｶｵﾘ 松本深志高

 2 塚田 美穂(2)  11:23.59 
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ 松本美須々ヶ丘高

 3 水上 爽香(3)  11:26.77 
ﾐｽﾞｶﾐ ｻﾔｶ 松商学園高

 4 宗田 夏季(1)  11:51.20 
ｿｳﾀﾞ ﾅﾂｷ 松商学園高

 5 奥田 梨乃(2)  11:54.09 
ｵｸﾀﾞ ﾘﾉ 松本美須々ヶ丘高

 6 胡桃澤 佑衣(1)  11:56.26 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｲ 木曽青峰高

 7 宮原 杏莉(2)  13:02.41 
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾝﾘ 松本県ヶ丘高
倉科 真子(3)
ｸﾗｼﾅ ﾏｺ 松商学園高
小林 晴佳(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 松本深志高
伊藤 玲美優(3)
ｲﾄｳ ﾚﾋﾞﾕ 松商学園高
三村 静香(1)
ﾐﾑﾗ ｼｽﾞｶ 塩尻志学館高 欠場

 1938
欠場
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 1802
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欠場

 1784
欠場
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 1587

 1781

 1854

 1940
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3000m
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風速 -2.0

 1 安田 若菜(1)     16.69 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高

 2 栗空 亜沙美(2)     17.18 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高

 3 桐井 彩実(2)     18.15 
ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志高

 4 新井 咲(1)     18.18 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高

 5 小澤 美紀(1)     18.56 
ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 松本蟻ヶ崎高
立花 千春(4)
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾊﾙ 松本大
田畑 真琴(1)
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 塩尻志学館高

 1916

 1862

 1605
欠場

 7059
途中棄権

 1589

 1585

 1782

女子

100mH(0.838m)
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月18日 16:25

順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松商学園高  1916 新井 咲(1)     50.87 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｱﾗｲ ｻｷ
 1918 加藤 優美(1)

ｶﾄｳ ﾕｳﾐ
 1919 奥島 彩葉(1)

ｵｸｼﾏ ｻﾖ
 1943 モラード 華(2)

ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ
 2 松本県ヶ丘高  1805 鈴木 花音(1)     52.27 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ
 1796 小澤 誌歩(2)

ｵｻﾞﾜ ｼﾎ
 1797 百瀬 亜希帆(2)

ﾓﾓｾ ｱｷﾎ
 1795 小坂 奈桜(2)

ｺｻｶ ﾅｵ
 3 木曽青峰高  1581 小島 萌(2)     53.22 

ｷｿｾｲﾎｳ ｺｼﾞﾏ ﾓｴ
 1589 安田 若菜(1)

ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ
 1580 池井 陽子(2)

ｲｹｲ ﾖｳｺ
 1583 征矢 望(2)

ｿﾔ ﾉｿﾞﾐ
 4 創造学園高  1983 栁瀬 舞(1)     54.21 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾔﾅｾ ﾏｲ
 1981 上條 渓(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ
 1982 前澤 朱音(1)

ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ
 1984 村山 陽菜(1)

ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ
 5 松本蟻ヶ崎高  1864 村山 奈菜(1)     54.74 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ
 1868 丸山 千花(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ
 1862 小澤 美紀(1)

ｵｻﾞﾜ ﾐｷ
 1872 山村 彩花(2)

ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
 6 塩尻志学館高  1602 出口 真奈美(3)     55.40 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ
 1609 良波 美恵(2)

ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ
 1601 溝尾 彩夏(2)

ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ
 1615 北澤 志穂(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾎ
 7 松本美須々丘高  1855 小口 朱音(1)     55.62 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ
 1847 中原 理沙(2)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ
 1850 岩垂 瞳(2)

ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ
 1849 中島 涼香(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ
豊科高
ﾄﾖｼﾅｺｳ 欠場

女子

4×100m
決勝



決勝 8月18日 13:30

小林 沙彩(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園高
鈴木 花音(1)
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘高
溝尾 彩夏(2)
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館高
桑原 杏菜(2) 欠場
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾝﾅ 木曽青峰高

1m41

女子

走高跳
決勝
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決勝 8月18日 15:30

山田 愛(2)    x   5.24    x   5.16   5.26   5.36    5.36 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科高   +2.6   +1.2   +2.0   +3.3    +3.3
栗空 亜沙美(2)   4.96   5.03   5.11   5.03   5.01   5.15    5.15 
ｸﾘｿﾞﾗ ｱｻﾐ 木曽青峰高   +2.5   +1.5   +0.4   +2.6   +0.6   +3.4    +3.4
安田 弘江   4.98    x    x    x   4.75   5.09    5.09 
ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +2.7   +1.3   +2.4    +2.4
安田 若菜(1)   5.00    -   5.00   5.02    x   4.85    5.02 
ﾔｽﾀﾞ ﾜｶﾅ 木曽青峰高   +1.0   +1.6   +2.0   +1.5    +2.0
飯島 南(2)   4.45    x   4.64   4.73   4.69   4.86    4.86 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科高   +0.4   +1.8   +1.7   +2.7   +3.1    +3.1
小坂 奈桜(2)   4.72    -   4.33   4.71    x   4.79    4.79 
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘高    0.0   +1.1   +2.4   +1.7    +1.7
溝尾 彩夏(2)   4.43    -   4.44   4.33   4.50   4.32    4.50 
ﾐｿﾞｵ ｱﾔｶ 塩尻志学館高    0.0   +0.5   +1.9   +4.0   +1.3    +4.0
村山 奈菜(1)   4.12    -    x    x   3.98   3.89    4.12 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松本蟻ヶ崎高   +3.2   +2.7   +2.8    +3.2
村山 陽菜(1)   3.26    -   3.01    3.26 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園高   +2.5   -0.3    +2.5
内山 怜奈(2) 欠場
ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科高
百瀬 亜希帆(2) 欠場
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘高

-2- -5- -6-

女子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
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決勝 8月18日 13:00

中川 希(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 松商学園高
佐藤 ゆきの(2)
ｻﾄｳ ﾕｷﾉ 松商学園高
下村 芽生(1)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰高
宇原 萌々香(1)
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川高
中畑 未来(2)
ﾅｶﾊﾀ ﾐｸ 木曽青峰高

  7.37 

5  1584
  6.05   5.83   5.88   6.18   5.92   6.18   5.88

  7.63   7.63 

4  2459
  7.19   6.65    x   7.37   6.96   6.44

   x   8.41   9.18 

3  1590
  7.46   7.42   7.46   7.58   7.53

  9.99   9.42  10.29  10.57 

2  1925
  8.95   9.03   9.18   8.92

-4- -5- -6- 記録 備考

1  1942
  9.58   9.50  10.57

女子

砲丸投(4.000kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 8月18日 10:30

塩島 絵未
ｼｵｼﾞﾏ ｴﾐ 北安曇郡陸協
濵 麗(3)
ﾊﾏ ｳﾗﾗ 豊科高
伊藤 彩佳(3)
ｲﾄｳ ｱﾔｶ 明科高
安喰 春瑠(1)
ｱｸﾞｲ ﾊﾙﾙ 松商学園高
良波 美恵(2)
ﾖｼﾅﾐ ﾐｴ 塩尻志学館高
下村 芽生(1)
ｼﾀﾑﾗ ﾒｲ 木曽青峰高
長﨑 彩(2)
ﾅｶﾞｻｷ ｱﾔ 松商学園高
藤原 美月(2)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 松本美須々ヶ丘高
北澤 智美
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾐ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
新井 咲(1)
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高
三田村 優来(2)
ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳﾅ 松本県ヶ丘高
宮澤 裕子(1)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｺ 明科高
桑原 杏菜(2) 欠場
ｸﾜﾊﾞﾗ ｱﾝﾅ 木曽青峰高
山田 あんな(1) 欠場
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ 松本深志高
井口 七海(1) 欠場
ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 梓川高

所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

女子

やり投(0.600kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1  7068
   o  45.65    o    o    x    x  45.65 

   o  41.20    o    o
2  2004

 40.17    o  41.20 

3  2017
   o  30.86    x  32.48    o    o  32.48 

   o    o    o  30.44
4  1921

 27.19    o  30.44 

5  1609
 27.85    -    -    o    o    o  27.85 

   x    x    x    x
6  1590

   o  25.51  25.51 

7  1944
 22.36    o    o    o    o  23.51  23.51 

 20.32    o    o    x
8  1848

   o    o  20.32 

9  7015
   x  19.90    o  19.90 

   x
10  1916

   o  19.32  19.32 

11  1799
   x    o  19.23  19.23 

   x
12  2018

   o  17.27  17.27 

 1582

 1787

 1738



予選 8月18日  9:45
決勝 8月18日 15:20

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 -1.7

 1 森本 知隼(2)     12.64 q  1 木田村 美央(2)     13.89 q
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中 ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 福島中

 2 北澤 朱里(2)     14.53  2 末木 杏華(2)     14.42 
ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ 北安松川中 ｽｴｷ ｷｮｳｶ 菅野中

 3 手塚 友貴乃(2)     14.62  3 的場 優衣(2)     14.54 
ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ 松島中 ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ 清水中

 4 小林 叶音(1)     14.72  4 樋口 萌木(2)     14.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 豊科北中 ﾋｸﾞﾁ ﾓｴｷﾞ 附属松本中

 5 井上 碧(2)     14.82  5 武居 楓夏(1)     14.89 
ｲﾉｳｴ ｱｵｲ 清水中 ﾀｹｲ ﾌｳｶ 丘中

 6 水嶋 柚希(2)     14.83  6 松崎 知沙(2)     15.10 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｽﾞｷ 小谷中 ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ 山辺中

 7 高橋 梨花(1)     15.42  7 秋川 真紀(1)     16.71 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾝｶ 旭町中 ｱｷｶﾜ ﾏｷ 筑摩野中

 8 大鹿 鈴夏(1)     15.91 大月 純(2)
ｵｵｼｶ ﾘﾝｶ 筑摩野中 ｵｵﾂｷ ｼﾞｭﾝ 鎌田中

 9 岩原 麗乃(1)     16.90 
ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ 丸ﾉ内中

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 -4.8

 1 倉沢 果歩(3)     13.61 q  1 御子柴 優花(2)     13.36 q
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中 ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中

 2 堤 向日葵(2)     13.99 q  2 杏 由茉(2)     14.26 
ﾂﾂﾐ ﾋﾏﾜﾘ 筑摩野中 ｶﾗﾓﾓ ﾕﾏ 穂高東中

 3 臼井 緑彩(1)     14.27  3 金井 向日葵(1)     14.73 
ｳｽｲ ﾂｶｻ 穂高東中 ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 北安松川中

 4 古畑 茉緒(1)     14.55  4 今井 香帆(2)     15.07 
ﾌﾙﾊﾀ ﾏｵ 信明中 ｲﾏｲ ｶﾎ 丸ﾉ内中

 5 萩原 栞菜(2)     14.88  4 中野 清楓(1)     15.07 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾝﾅ 豊科南中 ﾅｶﾉ ｻﾔｶ 塩尻西部中

 6 吉澤 未久(1)     15.05  6 志水 季里(2)     15.33 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｸ 小谷中 ｼﾐｽﾞ ｷﾘ 福島中

 7 古畑 柚奈(1)     15.21  7 宮坂 梨乃(1)     15.40 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾅ 福島中 ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 丘中

 8 小澤 菜々葉(1)     15.50 神通川 由佳(1)
ｵｻﾞﾜ ﾅﾅﾊ 菅野中 ｼﾞﾝﾂｳｶﾞﾜ ﾕｶ 山辺中

[ 5組] 風速 -1.8 [ 6組] 風速 -1.1

 1 西村 佳菜子(3)     12.93 q  1 牧元 美沙(3)     13.72 q
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 大町第一中

 2 小林 侑生(2)     14.42  2 辰口 和(2)     13.87 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野中 ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 穂高東中

 3 内田 佑香(1)     15.13  3 丸山 明日香(2)     14.69 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 旭町中 ﾏﾙﾔﾏｱｽｶ 白馬中

 4 三原 海優(1)     15.19  4 古谷 菜穂(2)     14.76 
ﾐﾊﾗ ﾐﾕ 穂高西中 ﾌﾙﾔ ﾅｵ 丘中

 5 手賀 向日葵(1)     15.48  5 白倉 李緒(2)     14.90 
ﾃｶﾞ ﾋﾏﾘ 附属松本中 ｼﾗｸﾗ ﾘｵ 信明中

 6 佐々木 彩花(1)     15.66  6 伊藤 鈴花(2)     15.16 
ｻｻｷ ｱﾔｶ 清水中 ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 塩尻西部中

 7 百瀬 真帆(1)     16.16  7 枝澤 萌花(1)     15.58 
ﾓﾓｾ ﾏﾎ 塩尻中 ｴﾀﾞｻﾜ ﾓｴｶ 豊科北中
川﨑 菜乃佳(2)  8 清沢 果穂(1)     16.18 
ｶﾜｻｷ ﾅﾉｶ 女鳥羽中 ｷﾖｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中

[ 7組] 風速 -3.8

 1 横山 可奈子(2)     14.50 
ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田中 風速 -0.9

 2 上條 みなみ(2)     14.54 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ 高綱中  1 西村 佳菜子(3)     13.06 

 3 齊藤 雅(1)     14.88 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中
ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ 豊科北中  2 御子柴 優花(2)     13.43 

 4 北澤 詩織(1)     15.04 ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 北安松川中  3 倉沢 果歩(3)     13.56 

 5 太田 聡恵(1)     16.22 ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中
ｵｵﾀ ｻﾄｴ 塩尻広陵中  4 牧元 美沙(3)     13.93 

 6 竹内 友理(1)     17.12 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 大町第一中
ﾀｹｳﾁ ﾕﾘ 穂高西中  5 辰口 和(2)     14.03 

 7 愛瀬 詩乃(1)     17.43 ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 穂高東中
ｱｲｾ ｼﾉ 山辺中  6 堤 向日葵(2)     14.07 
宮川 恵衣(2) ﾂﾂﾐ ﾋﾏﾜﾘ 筑摩野中
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 附属松本中  7 木田村 美央(2)     14.27 

ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 福島中
森本 知隼(2)
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中

 5876

 6124
欠場

欠場
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順 No. 氏  名 記録／備考



予選 8月18日 12:45
決勝 8月18日 14:30

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 +2.6

 1 倉沢 果歩(3)     27.79 q  1 安田 三奈美(2)     27.93 q
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中

 2 清水 美好(2)     28.66  2 茅野 晶(2)     28.76 
ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ 附属松本中 ﾁﾉ ｱｷ 清水中

 3 遠藤 由菜(1)     29.80  3 北澤 朱里(2)     29.58 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾅ 穂高東中 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾘ 北安松川中

 4 関澤 せいじゅ(2)     30.37  4 小澤 由衣(2)     30.32 
ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ 福島中 ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 信明中

 5 森永 歩野(2)     31.41  5 丸山 結衣(1)     30.82 
ﾓﾘﾅｶﾞ ｱﾕﾉ 北安松川中 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲ 穂高東中

 6 杉本 莉奈(1)     32.26  6 山川 桃花(2)     32.25 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾅ 筑摩野中 ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 高綱中

 7 原 紗恵(1)     33.45  7 後藤 佐智(1)     34.09 
ﾊﾗ ｻｴ 山辺中 ｺﾞﾄｳ ｻﾁ 旭町中

 8 塚田 帆風(2)     33.95 丸山 優佳(2)
ﾂｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 高綱中 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ 豊科北中

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 +1.2

 1 宮川 恵衣(2)     27.72 q  1 西村 佳菜子(3)     26.30 q
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 附属松本中 ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

 2 藤原 舞(2)     28.27 q  2 青木 美桜那(3)     28.43 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ 穂高東中 ｱｵｷ ﾐｵﾅ 菅野中

 3 松山 由里香(2)     28.59 q  3 川井 海帆(2)     29.02 
ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 松島中 ｶﾜｲ ｶﾎ 鉢盛中

 4 丸山 明日香(2)     29.21  4 桶野 美羽(2)     29.49 
ﾏﾙﾔﾏｱｽｶ 白馬中 ｵｹﾉ ﾐｳ 福島中

 5 曽根原 可菜(3)     29.58  5 武居 楓夏(1)     30.50 
ｿﾈﾊﾗ  ｶﾅ 北安松川中 ﾀｹｲ ﾌｳｶ 丘中

 6 田中 ゆりな(1)     30.89  6 樫詰 杏(1)     32.44 
ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ 信明中 ｶｼｽﾞﾒ ｱﾝｽﾞ 筑摩野中

 7 望月 碧(1)     32.31  7 相澤 美怜(1)     34.68 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｵｲ 筑摩野中 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾚｲ 山辺中

 8 古閑 美咲(1)     32.87 深澤 由惟(1)
ｺｶﾞ ﾐｻｷ 清水中 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北中

[ 5組] 風速 -0.8

 1 木田村 美央(2)     27.87 q
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 福島中

 2 中島 萌々香(2)     29.94 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 菅野中

 3 樋口 萌木(2)     30.01 
ﾋｸﾞﾁ ﾓｴｷﾞ 附属松本中

 4 中嶌 萌香(1)     30.51 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ 丘中

 5 福島 瑠菜(1)     31.46 
ﾌｸｼﾏ ﾙﾅ 清水中

 6 大島 彩水(2)     32.45 
ｵｵｼﾏ ｱﾔﾐ 穂高西中

 7 久保 菜都希(2)     34.55 
ｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 塩尻中

 8 稲沼 奏穂(1)     34.62 
ｲﾅﾇﾏ ｶﾅﾎ 山辺中

風速 -2.6

 1 倉沢 果歩(3)     27.53 
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中

 2 宮川 恵衣(2)     27.87 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 附属松本中

 3 安田 三奈美(2)     28.29 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中

 4 木田村 美央(2)     28.44 
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ 福島中

 5 藤原 舞(2)     28.46 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ 穂高東中

 6 青木 美桜那(3)     28.50 
ｱｵｷ ﾐｵﾅ 菅野中

 7 松山 由里香(2)     28.79 
ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 松島中
西村 佳菜子(3)
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 信明中

順 No. 氏  名 所属名

中学女子

200m
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

 3433

 2866

記録／備考
 6084

 6114

 5886

 5917

 3777

 5968

順 No. 氏  名

 5686

 3779

 5729

所属名 記録／備考
 6096

 5794

 3511

 3442

 5919

欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名

 5816

 3850

 6124

 3445

 5969

 5666

 3773

 5750

 6092

 2862

記録／備考
 5732

 5955

 5894

 3493

 3214

 5967

欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 6116

 3212

 2864

 5940

 3128

 5888

 5674

 3467

 6084

 6124

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 2864

 3445

 6096

欠場

 5816

 5732

 5955



予選 8月18日 12:15
決勝 8月18日 16:00

[ 1組] [ 2組]

 1 塩原 真悠(3)   2:28.61 q  1 高安 結衣(1)   2:26.57 q
ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 菅野中 ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中

 2 薛 崚子(2)   2:39.05 q  2 川上 直美(2)   2:38.62 q
ｾﾂ ﾘｮｳｺ 北安松川中 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 山辺中

 3 杉村 奈津穂(2)   2:41.51  3 廣田 みゆ(2)   2:43.59 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 女鳥羽中 ﾋﾛﾀ ﾐﾕ 筑摩野中

 4 関澤 せいじゅ(2)   2:42.15  4 北澤 詩織(1)   2:49.91 
ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ 福島中 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 北安松川中

 5 高山 幸佳(2)   2:47.98  5 奥原 希乃香(1)   2:55.82 
ﾀｶﾔﾏ ｻﾁｶ 穂高東中 ｵｸﾊﾗ ﾉﾉｶ 丘中

 6 本山 穂(2)   2:59.81  6 大前 晴奈(2)   2:58.22 
ﾓﾄﾔﾏ ﾐﾉﾘ 附属松本中 ｵｵﾏｴ ﾊﾙﾅ 丸ﾉ内中

 7 小原 さらら(1)   2:59.87  7 田中 瞳(1)   3:14.79 
ｵﾊﾞﾗ ｻﾗﾗ 筑摩野中 ﾀﾅｶ ﾋﾄﾐ 清水中

 8 柴田 怜奈(1)   2:59.89  8 中村 花菜(1)   3:24.26 
ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ 信明中 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 鎌田中

 9 前田 侑里(1)   3:32.35 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾘ 鎌田中

[ 3組] [ 4組]

 1 中村 朱里(1)   2:35.63 q  1 田中 日奈子(3)   2:36.54 q
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鉢盛中 ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 信明中

 2 矢野口 弘乃(3)   2:42.44  2 赤羽 ゆり華(2)   2:37.15 q
ﾔﾉｸﾁ ﾋﾛﾉ 豊科北中 ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ 菅野中

 3 百瀨 鈴(2)   2:52.44  3 上野 あずみ(1)   2:49.38 
ﾓﾓｾ ｽｽﾞ 山辺中 ｳｴﾉ ｱｽﾞﾐ 豊科北中

 4 星野 萌(2)   2:56.44  4 和田 真歩(2)   2:53.96 
ﾎｼﾉ ﾓｴ 旭町中 ﾜﾀﾞ ﾏﾎ 清水中

 5 小林 若菜(1)   2:56.74  5 関﨑 椎菜(2)   2:58.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｶﾅ 塩尻広陵中 ｾｷｻﾞｷ ｼｲﾅ 松島中

 6 小祝 あおは(2)   3:03.86  6 小須田 理子(1)   2:59.44 
ｺｲﾜｲ ｱｵﾊ 清水中 ｺｽﾀﾞ ﾘｺ 筑摩野中

 7 尾﨑 芙優(2)   3:04.63  7 相馬 佳菜子(1)   3:21.79 
ｵｻﾞｷ ﾌﾕ 福島中 ｿｳﾏ ｶﾅｺ 附属松本中

 8 根本 優(2)   3:06.03 園原 桃夏(1)
ﾈﾓﾄ ﾕｳ 穂高東中 ｿﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ 旭町中

[ 5組]

 1 青木 弥佳(2)   2:38.15 q
ｱｵｷ ﾐｶ 附属松本中

 2 田近 亜紀(1)   2:44.21 
ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 鉢盛中

 3 進藤 綾音(2)   2:45.77 
ｼﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾈ 高綱中

 4 富山 めぐみ(2)   2:51.40 
ﾄﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 松島中

 5 松田 千奈   2:55.53 
ﾏﾂﾀﾞ ｾﾅ 丘中

 6 渡邊 沙紀(1)   2:57.21 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 豊科北中

 7 茂澄 穂乃夏(3)   2:59.42 
ﾓｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 菅野中

 8 原山 真咲(1)   3:54.54 
ﾊﾗﾔﾏ ﾏｻｷ 山辺中

 1 高安 結衣(1)   2:25.18 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中

 2 塩原 真悠(3)   2:28.54 
ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 菅野中

 3 田中 日奈子(3)   2:36.13 
ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ 信明中

 4 川上 直美(2)   2:37.01 
ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 山辺中

 5 薛 崚子(2)   2:38.56 
ｾﾂ ﾘｮｳｺ 北安松川中

 6 赤羽 ゆり華(2)   2:38.88 
ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ 菅野中

 7 青木 弥佳(2)   2:40.19 
ｱｵｷ ﾐｶ 附属松本中
中村 朱里(1)
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鉢盛中
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決勝 8月18日 14:35

 1 吉江 美季(3)  10:57.50 
ﾖｼｴ ﾐｷ 豊科北中

 2 矢島 風香(3)  11:13.23 
ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｶ 菅野中

 3 小林 鈴華(3)  11:17.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞｶ 菅野中

 4 鳥羽 美宇(3)  11:23.71 
ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科中

 5 川上 雅子(2)  11:28.84 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 山辺中

 6 中澤 紫音(2)  11:32.49 
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｵﾝ 豊科北中

 7 蛭田 杏(1)  11:43.04 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 鉢盛中

 8 柴田 紗来(2)  12:19.20 
ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ 菅野中

 9 北澤 遙(2)  12:20.16 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 塩尻中

10 中澤 夢乃(2)  12:39.83 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾒﾉ 豊科北中

11 村上 明日香(2)  12:47.34 
ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 鉢盛中

12 飯嶋 華央(1)  12:51.42 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｵ 丸ﾉ内中

13 山田 里花(2)  12:53.07 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｶ 鉢盛中

14 内山 璃沙(2)  13:25.80 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｻ 附属松本中

15 吉澤 里奈(3)  13:36.82 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘﾅ 丘中
黑川 真由香(2)
ｸﾛｶﾜ ﾏﾕｶ 大町第一中
神戸 美穂(2)
ｺﾞｳﾄﾞ ﾐﾎ 山辺中
高木 美沙(1)
ﾀｶｷ ﾐｻ 開成中
矢野倉 優美(1)
ﾔﾉｸﾗ ﾕﾐ 丘中
薛 崚子(2)
ｾﾂ ﾘｮｳｺ 北安松川中
吉澤 三奈(3)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾅ 丘中

所属名 記録／備考
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予選 8月18日  8:55
決勝 8月18日 15:30

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 -0.3

 1 上條 のあ(1)     18.61 q  1 後藤 彩衣(2)     20.72 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛中 ｺﾞﾄｳ ｻｴ 塩尻広陵中

 2 西脇 明日香(1)     18.93 q  2 髙橋 加奈(1)     21.29 
ﾆｼﾜｷ ｱｽｶ 菅野中 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 信明中

 3 宮澤 実侑紀(2)     20.01 q  3 日比野 晴穂(1)     21.32 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕｷ 開成中 ﾋﾋﾞﾉ ﾊﾙﾎ 旭町中

 4 内田 真愛(2)     20.19 q  4 藤澤 亜美(2)     21.46 
ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ 附属松本中 ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾐ 高綱中

 5 磯野 結(1)     22.57  5 宮下 結華(1)     21.63 
ｲｿﾉ ﾕｲ 旭町中 ﾐﾔｼﾀ ﾕｲｶ 丸ﾉ内中

 6 横川 采音(1)     23.70  6 稲持 叶衣(1)     21.74 
ﾖｺｶﾜ ｱﾔﾈ 丸ﾉ内中 ｲﾅﾓﾁ ｶﾅｴ 松島中
赤澤 亜実(1)  7 北原 香子(1)     23.07 
ｱｶzﾜ ｱﾐ 信明中 ｷﾗﾊﾗ ｷｮｳｺ 附属松本中
鹿崎 さくら(1) 内山 奈央(2)
ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 塩尻広陵中 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵ 穂高西中

[ 3組] 風速 -2.1

 1 樋口 莉緒花(2)     17.62 q
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻広陵中

 2 中村 優里(1)     20.18 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 高綱中

 3 宮﨑 華(1)     20.74 q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾅ 丸ﾉ内中

 4 小口 寿子(2)     21.23 
ｵｸﾞﾁ ﾋｻｺ 附属松本中

 5 村山 美紅(1)     21.82 
ﾑﾗﾔﾏ ﾐｸ 松島中

 6 山田 汐莉(2)     22.02 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 豊科北中

 7 中村 百花(2)     22.20 
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 旭町中

風速 -3.0

 1 樋口 莉緒花(2)     17.68 
ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ 塩尻広陵中

 2 中村 優里(1)     19.01 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 高綱中

 3 上條 のあ(1)     19.29 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛中

 4 西脇 明日香(1)     19.58 
ﾆｼﾜｷ ｱｽｶ 菅野中

 5 宮澤 実侑紀(2)     20.10 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕｷ 開成中

 6 内田 真愛(2)     20.16 
ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ 附属松本中

 7 後藤 彩衣(2)     20.51 
ｺﾞﾄｳ ｻｴ 塩尻広陵中

 8 宮﨑 華(1)     20.72 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾅ 丸ﾉ内中

順 No. 氏  名 所属名

中学女子

100mH(0.762m)
予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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 5852

 6113

順 No. 氏  名
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 5746

記録／備考
 6101
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 5796
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 3222
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 3472
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欠場

 3221

 5907
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 6101
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予選 8月18日 13:25
決勝 8月18日 16:30

[ 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 穂高東中  3429 青柳 里央(2)     53.21 q  1 鉢盛中  6101 上條 のあ(1)     53.55 q

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 3426 辰口 和(2)  6090 御子柴 優花(2)

ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 3445 藤原 舞(2)  6092 川井 海帆(2)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ ｶﾜｲ ｶﾎ
 3438 杏 由茉(2)  6096 安田 三奈美(2)

ｶﾗﾓﾓ ﾕﾏ ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 2 附属松本中  6116 樋口 萌木(2)     54.92 q  2 菅野中  5938 望月 舞衣(1)     56.38 q

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ﾓｴｷﾞ ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｲ
 6124 宮川 恵衣(2)  5945 小林 侑生(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 6113 内田 真愛(2)  5961 米山 みく(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ ﾖﾈﾔﾏ ﾐｸ
 6114 清水 美好(2)  5963 末木 杏華(2)

ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ ｽｴｷ ｷｮｳｶ
 3 福島中  2865 志水 季里(2)     55.79 q  3 塩尻広陵中  3222 後藤 彩衣(2)     57.80 

ﾌｸｼﾏﾁｭｳ ｼﾐｽﾞ ｷﾘ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾞﾄｳ ｻｴ
 2864 木田村 美央(2)  3220 荒井 葵凪(2)

ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ
 2866 関澤 せいじゅ(2)  3223 渡辺 真礼(2)

ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｱﾔ
 2862 桶野 美羽(2)  3221 樋口 莉緒花(2)

ｵｹﾉ ﾐｳ ﾋｸﾞﾁ ﾘｵｶ
 4 旭町中  5791 星野 萌(2)     56.17 q  4 松島中  5833 関﨑 椎菜(2)     58.18 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾎｼﾉ ﾓｴ ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｾｷｻﾞｷ ｼｲﾅ
 5790 滋田 祐希(2)  5816 松山 由里香(2)

ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ
 5792 内田 佑香(1)  5824 手塚 友貴乃(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ
 5787 工藤 真白(2)  5822 富山 めぐみ(2)

ｸﾄﾞｳ ﾏｼﾛ ﾄﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ
 5 丘中  3212 中嶌 萌香(1)     56.36 q  5 丸ﾉ内中  5767 齋藤 汐音(2)   1:01.74 

ｵｶﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ
 3206 萩原 詳子  5766 今井 香帆(2)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ ｲﾏｲ ｶﾎ
 3214 武居 楓夏(1)  5769 宮下 結華(1)

ﾀｹｲ ﾌｳｶ ﾐﾔｼﾀ ﾕｲｶ
 3209 古谷 菜穂(2)  5768 宮﨑 華(1)

ﾌﾙﾔ ﾅｵ ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾅ
 6 清水中  5686 茅野 晶(2)     56.43 q 山辺中  5898 輪湖 千尋(1)

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾁﾉ ｱｷ ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ﾜｺ ﾁﾋﾛ 失格
 5690 的場 優衣(2)  5894 相澤 美怜(1) R1(1-2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾚｲ
 5670 佐々木 彩花(1)  5890 浅村 美優(2)

ｻｻｷ ｱﾔｶ ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ
 5687 井上 碧(2)  5889 松崎 知沙(2)

ｲﾉｳｴ ｱｵｲ ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ
 7 高綱中  5915 藤澤 亜美(2)     56.83 開成中

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾐ ｶｲｾｲﾁｭｳ 欠場
 5907 中村 優里(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ
 5916 横川 菜央(2)

ﾖｺｶﾜ ﾅｵ
 5921 上條 みなみ(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ
 8 豊科北中  3492 齊藤 雅(1)     57.80 筑摩野中

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾐﾔﾋﾞ ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ 欠場
 3495 下里 あかり(1)

ｼﾓｻﾞﾄ ｱｶﾘ
 3491 小林 叶音(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ
 3496 枝澤 萌花(1)

ｴﾀﾞｻﾜ ﾓｴｶ
穂高西中
ﾎﾀｶﾆｼﾁｭｳ 欠場

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 鉢盛中  6101 上條 のあ(1)     52.72 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 6090 御子柴 優花(2)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 6092 川井 海帆(2)

ｶﾜｲ ｶﾎ
 6096 安田 三奈美(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 2 穂高東中  3429 青柳 里央(2)     52.76 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 3426 辰口 和(2)

ﾀﾂｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ
 3445 藤原 舞(2)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｲ
 3438 杏 由茉(2)

ｶﾗﾓﾓ ﾕﾏ
 3 附属松本中  6116 樋口 萌木(2)     54.62 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ﾓｴｷﾞ
 6124 宮川 恵衣(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ
 6113 内田 真愛(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ
 6114 清水 美好(2)

ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ
 4 丘中  3212 中嶌 萌香(1)     55.98 

ｵｶﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴｶ
 3206 萩原 詳子

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ
 3214 武居 楓夏(1)

ﾀｹｲ ﾌｳｶ
 3209 古谷 菜穂(2)

ﾌﾙﾔ ﾅｵ
 5 菅野中  5938 望月 舞衣(1)     56.15 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｲ
 5945 小林 侑生(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 5961 米山 みく(2)

ﾖﾈﾔﾏ ﾐｸ
 5963 末木 杏華(2)

ｽｴｷ ｷｮｳｶ
 6 清水中  5686 茅野 晶(2)     56.25 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾁﾉ ｱｷ
 5690 的場 優衣(2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾕｲ
 5674 福島 瑠菜(1)

ﾌｸｼﾏ ﾙﾅ
 5687 井上 碧(2)

ｲﾉｳｴ ｱｵｲ
 7 旭町中  5791 星野 萌(2)     56.46 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾎｼﾉ ﾓｴ
 5790 滋田 祐希(2)

ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ
 5792 内田 佑香(1)

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ
 5787 工藤 真白(2)

ｸﾄﾞｳ ﾏｼﾛ
 8 福島中  2865 志水 季里(2)     57.10 

ﾌｸｼﾏﾁｭｳ ｼﾐｽﾞ ｷﾘ
 2864 木田村 美央(2)

ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ
 2866 関澤 せいじゅ(2)

ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ
 2862 桶野 美羽(2)

ｵｹﾉ ﾐｳ

中学女子

4×100m
決勝



決勝 8月18日  9:00

胡桃 沙紀(2)
ｸﾙﾐ ｻｷ 穂高西中
齋藤 汐音(2)
ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ 丸ﾉ内中
渡辺 真礼(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｱﾔ 塩尻広陵中
鹿崎 さくら(1)
ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 塩尻広陵中
曽根原 可菜(3)
ｿﾈﾊﾗ  ｶﾅ 北安松川中
松澤 なつめ(2)
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅﾂﾒ 小谷中
戸谷 里咲(2)
ﾄﾔ ﾘｻ 菅野中
赤澤 亜実(1)
ｱｶzﾜ ｱﾐ 信明中
谷口 真生(1)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 信明中
大丸 夏星(1)
ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 菅野中
熊澤 玲菜(1)
ｸﾏｻﾞﾜ ﾚｲﾅ 丸ﾉ内中
飯森 麻友(1)
ｲｲﾓﾘ ﾏｳ 清水中
中斎 水萌(2)
ﾅｶｻｲ ﾐﾓｴ 高綱中
鈴木 愛海(1)
ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 清水中
川澄 茉乃(1)
ｶﾜｽﾐ ﾏﾉ 旭町中
髙野 優香(1) 記録なし
ﾀｶﾉ ﾕｳｶ 筑摩野中
西村 羽夏(1) 記録なし
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾅ 塩尻中
中田 萌(1) 記録なし
ﾅｶﾀ ﾓｴ 旭町中
上沼 瑞季(2) 記録なし
ｳｴﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 附属松本中
佐藤 琴音(1) 欠場
ｻﾄｳ ｺﾄﾈ 筑摩野中

中学女子

走高跳
決勝
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決勝 8月18日 13:30

森本 知隼(2)    x   5.23   5.48   5.20   5.53   5.57    5.57 大会新
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 塩尻中   -2.5   +2.1   +0.9   +3.6   +1.5    +1.5
青木 七海(2)   4.41   4.57   4.48   4.71   4.70   4.88    4.88 
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 信明中   -1.3    0.0   +3.1   +2.1   +1.7   +2.8    +2.8
浅村 美優(2)   4.39   3.99   4.37   4.70   4.46   4.34    4.70 
ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ 山辺中   -2.5   -5.2   +4.4   +2.8   +2.1   +2.4    +2.8
萩原 詳子   4.57   4.49   4.37   4.35   4.54   4.56    4.57 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺ 丘中   -1.0   -1.8   +2.7   +1.2   +1.4   +3.0    -1.0
樋口 花梨(1)   3.71    x   4.38   4.38   4.21    x    4.38 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 三郷中   -4.7   +3.8   +3.0   +2.6    +3.0
荒井 葵凪(2)   4.12   4.21   4.17   4.15   3.92   4.37    4.37 
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ 塩尻広陵中   -2.1   -1.3   +2.7   +3.2   +3.9   +2.7    +2.7
栗空 実穂(1)   4.15    x   4.25   4.35    x    x    4.35 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 王滝中   -2.0   +2.0   +2.0    +2.0
米山 みく(2)   4.08   3.74   4.16    x   4.11   4.10    4.16 
ﾖﾈﾔﾏ ﾐｸ 菅野中   +1.6   -4.5   +1.7   +0.8   +2.2    +1.7
志水 季里(2)   3.95   4.02   4.10    4.10 
ｼﾐｽﾞ ｷﾘ 福島中   -0.8   -2.0   +4.7    +4.7
内田 真愛(2)   4.10   3.81   3.83    4.10 
ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ 附属松本中   -2.2   -2.6   +4.8    -2.2
久保田 樺乃(2)   4.01   4.00    x    4.01 
ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ 鉢盛中   -1.6   -2.6    -1.6
森永 歩野(2)   3.72   3.88   3.82    3.88 
ﾓﾘﾅｶﾞ ｱﾕﾉ 北安松川中   -1.8   -1.1   +2.9    -1.1
松岡 みず穂(1)   3.77   3.83   3.62    3.83 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 筑摩野中   -1.0   -1.1   -0.5    -1.1
鹿崎 さくら(1)   3.60   3.78   3.64    3.78 
ｼｶｻﾞｷ ｻｸﾗ 塩尻広陵中   -3.0   -2.1   +3.9    -2.1
工藤 真白(2)    x    x   3.71    3.71 
ｸﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 旭町中    0.0     0.0
市橋 史佳(2)   3.67    x   3.69    3.69 
ｲﾁﾊｼ ﾌﾐｶ 信明中   -2.1   +0.4    +0.4
青島 まど華(1)   3.39   3.68   3.64    3.68 
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 王滝中   -1.5   -2.1   +1.0    -2.1
臼井 舞彩(2)   3.66   3.66   3.64    3.66 
ｳｽｲ ﾏｱﾔ 穂高東中   -0.5   -4.1   +3.9    -4.1
横川 菜央(2)    x   3.63    x    3.63 
ﾖｺｶﾜ ﾅｵ 高綱中   -3.0    -3.0
小岩井 さくら(1)   3.24    o   3.50    3.50 
ｺｲﾜｲ ｻｸﾗ 鎌田中   -3.8   +1.4    +1.4
輪湖 千尋(1)   3.40    x    x    3.40 
ﾜｺ ﾁﾋﾛ 山辺中   -0.5    -0.5
三尾 あゆむ(1)   3.40    o    o    3.40 
ﾐｵ ｱﾕﾑ 丸ﾉ内中   +0.8    +0.8
三沢 彩奈(1)   3.33    o    o    3.33 
ﾐｻﾜ ｱﾔﾅ 松島中   -1.2    -1.2
古畑 柚奈(1)   3.27    o    o    3.27 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾅ 福島中   -1.2    -1.2
下里 あかり(1)   3.19    o    o    3.19 
ｼﾓｻﾞﾄ ｱｶﾘ 豊科北中   -1.6    -1.6
由比ヶ濵 吏(1)   3.19    o    o    3.19 
ﾕｲｶﾞﾊﾏ ﾂｶｻ 旭町中   +0.4    +0.4
藤澤 かな子(1)   3.18    o    x    3.18 
ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾅｺ 鎌田中   -3.4    -3.4
中西 あかり(1)   2.94    o    o    2.94 
ﾅｶﾆｼ ｱｶﾘ 清水中   -2.8    -2.8
小松 茉由(2)    x   2.77    x    2.77 
ｺﾏﾂ ﾏﾕ 塩尻中   -1.5   +2.2    -1.5
河野 莉奈(1)    x   2.49    x    2.49 
ｺｳﾉ ﾘﾅ 松島中   -0.8    -0.8
岩本 萌(1)    x   2.47    o    2.47 
ｲﾜﾓﾄ ﾓｴ 清水中   -1.9    -1.9
望月 舞衣(1) 欠場
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｲ 菅野中
古林 あみ(2) 欠場
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 筑摩野中
武江 真歩(2) 欠場
ﾀｹｴ ﾏﾎ 穂高西中

-2- -5- -6-

中学女子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

2  5728

3  5890

記録 備考

1  3126

-3- -4-

6  3220

7  2946

4  3206

5  3603

10  6113

11  6093

8  5961

9  2865

14  3217

15  5787

12  3777

13  5973

18  3448

19  5916

16  5739

17  2947

21  5765

23  5821

20  5697

21  5898

25  5797

27  5699

24  2868

25  3495

30  5836

31  5669

28  5672

29  3127

 3469

 5938

 5984
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滋田 祐希(2)
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 旭町中
内山 奈央(2)
ｳﾁﾔﾏ ﾅｵ 穂高西中
町田 みさ(2)
ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻ 高綱中
中村 公香(2)
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 鉢盛中
巾 こと美(1)
ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ 王滝中
藤本 優佳(1)
ﾌｼﾞﾓ ﾄﾕｳｶ 王滝中
藤原 希(1)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 小谷中
山口 樹々(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｷ 豊科北中
上原 涼夏(1)
ｳｴﾊﾗ ｽｽﾞｶ 菅野中
百瀬 優希(2)
ﾓﾓｾ ﾕｳｷ 塩尻中
浅田 望愛(1)
ｱｻﾀﾞ ﾉｱ 筑摩野中
藤澤 彩佳(2)
ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾔｶ 松島中
桶野 美羽(2)
ｵｹﾉ ﾐｳ 福島中
内藤 百嶺(1)
ﾅｲﾄｳ ﾓﾈ 旭町中
山本 佳奈(2)
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 豊科北中
羽賀 萌(2)
ﾊｶﾞ ﾒｸﾞﾐ 附属松本中
髙野 由衣(1)
ﾀｶﾉ ﾕｲ 清水中
大出 菜々葉(2)
ｵｵｲﾃﾞ ﾅﾅﾊ 高綱中
七社 二千華(1)
ﾅﾅｼｬ ﾆﾁｶ 附属松本中
細川 さやか(2) 欠場
ﾎｿｶﾜ ｻﾔｶ 穂高西中
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19  6885
  4.32   5.10   4.60

18  5920
  4.63   5.06   5.55

  5.83 

17  5668
  5.02   5.45   5.70   5.70 

  6.39 

16  6117
   x   5.83   5.69

  6.44 

15  3514
  6.39   6.12   6.39

14  5789
  6.32   5.69   6.44

  6.87 

13  2862
   -   6.48    -   6.48 

  6.88 

12  5834
   x   6.24   6.87

  7.00 

11  5976
  5.32   6.69   6.88

10  3131
  6.68   7.00   6.80

  7.72 

9  5949
  7.02   6.81    x   7.02 

  7.71   7.74 

8  3500
  7.09   7.61   7.44   7.66   7.72   6.75

  7.60   7.66   8.07 

7  3890
  7.51   7.11   6.34    x   7.74

6  2949
  8.02   8.07   7.65   7.88

  8.52 

5  2948
  8.13   7.65   7.77   7.54   8.08   8.07   8.13 

  8.01   8.53 

4  6094
  8.52   7.81   7.85   6.44   8.01   8.05

  7.54   7.92   8.86 

3  5918
  8.07   8.53    x   8.09    x

  8.90   8.58   8.77   8.90 

2  3472
  8.56   8.76   8.86   8.42

-4- -5- -6- 記録 備考

1  5790
  8.90   8.63    -

中学女子

砲丸投(2.721kg)
決勝
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