
第31回長野県小学生陸上競技大会(14200004) ﾄﾗｯｸ審判長 青柳　智之
主催：一般財団法人長野陸上競技協会 跳躍審判長 浦野　義忠
後援：日本陸上競技連盟・公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団・長野県教育委員会　信濃毎日新聞社 投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 期日：平成２６年　６月２９日（日） 記録主任： 増田　喜代志
【主催団体】 一般財団法人長野陸上競技協会 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
 6/29 共通女子 池上 実結(6) 53.20 豊田 杏果音(6) 48.33 小平 るな(6) 48.11 岩永響(5) 47.89 青柳 真里奈(6) 47.52 池上 桃花(5) 47.39 新川 莉世(6) 45.39 山浦 萌衣(6) 44.77

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 手良 高甫小 永明小 宮田 堀金 手良 塩尻吉田 美南ｶﾞ丘小
 6/29 三郷       54.90 ｺﾒｯﾄ波田       56.99 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ       57.24 豊科北AC       58.02 飯島       58.48 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ       58.94 二子       59.47

4×100m 北沢 栞(6) 大月 優奈(6) 小林 舞香(6) 宮澤 乃愛(6) 神山葵(6) 福澤  紗耶(6) 百瀬 凌(6)
百瀬 梨桜(6) 小島 百花(6) 橋本 花甫(6) 金澤 実佑(6) 下平久美(6) 上原  萌(6) 小野谷 友里(6)
佐々木 美羽(6) 根本 樹(6) 前田 唯(6) 津幡 祐衣(6) 小松ひより(6) 松村  みすゞ(6) 松井 美澪(5)
伏見 怜奈(6) 伊藤 百合菜(6) 佐伯 明莉(6) 木村 実夢(6) 小池冴羽乃(6) 戸谷  優花(6) 吉水 媛香(6)

 6/29  +0.8深澤 あまね(6) 13.63 大前 歌音(6) 14.13 塚田 菜々(6) 14.29 土屋 ほのか(5) 14.38 田中 捺未(6) 14.43 中津 晴葉(6) 14.67 池野  佳帆(6) 14.82 小泉 有唯(6) 14.87
80mH 旭町 西春近北 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 軽井沢A&AC 坂城JAC 青木島小 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6/29 松原 月歌(6) 3:15.51 藤森 恵弥子(6) 3:15.71 宮澤 実亜(5) 3:20.14 宮本 蘭々(6) 3:20.91 宮下 綺実(6) 3:21.50 臼井羽耶(6) 3:21.71 根津 円(5) 3:22.01 吉川 凜(6) 3:23.38
1000m 明科かけっこ 城北小 川中島JRC 腰越JSC 湖南小 真田ｸﾗﾌﾞ 松本本郷 塩尻吉田

 6/29 小川 さくら(6) 1.33 藤田 茉椰(6) 1.20 塩原 千尋(6) 会染 1.15 宮本 真惟(5) 1.15 桐生  鈴花(6) 1.15 宮尾 なのみ(5) 1.15 水川 結月(6) 1.15
走高跳 永明小 七久保 西 ｹｲｶ(6) 塩尻吉田 屋代小 下久堅小 青木島小 日義TFC

 6/29 宮澤 香音(6) 4.22(-0.8) 北岡依生希(6)4.13(-0.8) 西條 沙羅(6) 4.08(+0.9) 中平ひより(6)3.98(+1.6) 宮澤 りん(6) 3.81(-0.5) 森泉 怜南(6) 3.79(-2.6) 埋橋 優菜(6) 3.74(+1.6) 岡部 鈴(6) 3.74(-0.7)
走幅跳 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 伊那北 城南小 二子 伊那 佐久西小 富県 佐久西小

 6/29 5年女子  +1.4内藤 理木(5) 14.40 吉川 実来(5) 14.61 石坂 琴葉(5) 14.69 宮岡 万優莉(5) 15.04 守屋  春華(5) 15.21 三澤 菜々美(5) 15.21 藤原 僚子(5) 15.28 柳沢 風花(5) 15.30
100m 長野市陸上教 豊科南 日滝小 長野市陸上教 伊賀良小 伊那北 生坂 御代田南小

 6/29 6年女子  +1.0宮尾 穂乃香(6) 13.91 坂口 瑞季(6) 13.93 前田 望乃花(6) 14.31 伊藤 朋花(6) 14.37 竹前 芽依(6) 14.45 南山 歩乃伽(6) 14.53 星野 陽花里(6) 14.54 曽根 彩花(6) 14.76
100m 穂高北 豊科南 佐久A&AC 穂高北 栗ｶﾞ丘小 洗馬 西春近北 会染



予選 6月29日 10:10
決勝 6月29日 15:25

大会記録(GR)                    13.05 

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +2.0

 1 金田  萌(5)     15.22  1 藤原 僚子(5)     14.87 q
ｶﾈﾀﾞ  ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｺ 生坂

 2 松川 杏奈(5)     15.23  2 守屋  春華(5)     14.90 q
ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 中佐都小 ﾓﾘﾔ  ﾊﾙｶ 伊賀良小

 3 北原 小遥(5)     15.34  3 柳沢 風花(5)     15.04 q
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 東春近 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 御代田南小

 4 上垣外 奈緒(5)     15.43  4 吉澤 芽衣(5)     15.34 
ｶﾐｶﾞｲﾄ ﾅｵ 三輪小 ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 西春近南

 5 遠藤 ゆら(5)     15.46  5 髙木 亜未(5)     15.35 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾗ 池田 ﾀｶｷﾞ ｱﾐ 高甫小

 6 秋山 七海(5)     15.50  6 東條 遥香(5)     15.45 
ｱｷﾔﾏ ﾅﾅﾐ 豊科東 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 穂高南

 7 小林 千紘(5)     15.52  7 高藤 世那(5)     16.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ﾀｶﾄｳ ｾﾅ ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ

 8 小林 佳奈(5)     16.11  8 竹松 優(5)     16.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 御代田南小 ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 9 宮崎 若奈(5)     16.22  9 泰井 柊香(5)     16.21 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾅ 塩崎小 ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 御代田南小

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 +2.6

 1 石坂 琴葉(5)     14.45 q  1 内藤 理木(5)     14.38 q
ｲｼｻﾞｶ ｺﾄﾊ 日滝小 ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野市陸上教

 2 吉川 実来(5)     14.53 q  2 島 千尋(5)     15.14 
ﾖｼｶﾜ ﾐﾗｲ 豊科南 ｼﾏ ﾁﾋﾛ 開智

 3 福与  瑞季(5)     15.31  3 竹内 里桜(5)     15.19 
ﾌｸﾖ  ﾐｽﾞｷ 上久堅小 ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明小

 4 田中 咲(5)     15.38  4 水野  香帆(5)     15.23 
ﾀﾅｶ  ｻｷ 城下小 ﾐｽﾞﾉ  ｶﾎ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 中原 希空(5)     15.43  5 碓井 姫乃(5)     15.42 
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 富県 ｳｽｲ ﾋﾒﾉ 城山小

 6 塩原 未々(5)     15.50  6 伊藤 ほの(5)     15.70 
ｼｵﾊﾗ ﾐﾐ 木曽楢川 ｲﾄｳ ﾎﾉ 王滝

 7 藤原 奈々(5)     16.11  7 栁澤 仁美(5)     15.79 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ 穂高南 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ 立科小

 8 土屋 璃乃(5)     16.47  8 原田 優羽(5)     16.18 
ﾂﾁﾔ  ﾘﾉ 坂の上小 ﾊﾗﾀﾞ  ﾕｳ 若槻小

 9 花岡 真咲(5)     17.55  9 渋谷 暖(5)     17.32 
ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 玉川小 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾄﾞｶ 滋野小

[ 5組] 風速 +0.7 [ 6組] 風速 -1.1

 1 奈良 実咲(5)     15.14  1 牛澤 梨乃(5)     15.23 
ﾅﾗ ﾐｻｷ ｺﾒｯﾄ波田 ｳｼｻﾞﾜ ﾘﾉ 寺尾小

 2 山口 ゆい(5)     15.26  2 藤松 あい(5)     15.58 
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾕｲ 栗ｶﾞ丘小 ﾌｼﾞﾏﾂ  ｱｲ 坂の上小

 3 小林 万莉(5)     15.31  3 飯澤 優里(5)     15.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 塩尻東

 4 西島  美幸(5)     15.41  4 五味 愛夏(5)     15.85 
ﾆｼｼﾞﾏ  ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ 永明小

 5 三田 桃子(5)     15.56  5 柴野 華姫(5)     16.05 
ｻﾝﾀ ﾓﾓｺ 栗ｶﾞ丘小 ｼﾊﾞﾉ ﾊﾙﾋ 三郷

 6 有賀 愛夢(5)     15.68  6 小林 弓珠(5)     16.44 
ｱﾙｶﾞ ｱｲﾑ 辰野東 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 中野小

 7 草本 晏壽(5)     15.74  7 今井 菜々子(5)     16.56 
ｸｻﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 白馬南 ｲﾏｲ ﾅﾅｺ 立科小

 8 桜山 結花(5)     16.62 加藤 亜華莉(5)
ｻｸﾗﾔﾏ ﾕｲｶ 野沢小 ｶﾄｳ ｱｶﾘ 川中島小

 9 須江 柚茄(5)     16.89 
ｽｴ ﾕｽﾞｶ さくひがし

5年女子

100m

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2848

4  2054

2  2808

5  2276

8  2097

7  2635

3  2479

1  2233

順 ﾚｰﾝ

9  2716

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2538

5  2845

3  2099

6  2785

7  2270

2  2502

1  2231

8  2712

9  2098

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
6  2330

5  2480

3  2849

4  2145

2  2073

8  2834

7  2658

1  2720

順 ﾚｰﾝ No.
7  2324

9  2503

4  2578

9  2695

5  2846

3  2401

2  2655

6  2101

1  2279

8  2134

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

5  2847

3  2588

6  2249

7  2037

8  2248

4  2800

順 ﾚｰﾝ No.
7  2278

1  2651

2  2717

6  2074

4  2545

9  2692

2  2514

5  2313

8  2100

3  2312
欠場

9  2051



[ 7組] 風速 +1.1

 1 三澤 菜々美(5)     15.04 q
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北

 2 宮岡 万優莉(5)     15.05 q
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 長野市陸上教

 3 鈴木 里(5)     15.22 
ｽｽﾞｷ ｻﾄ 明北

 4 ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ(5)     15.36 
ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 田中小

 5 中島 果歩(5)     15.53 
ﾅｶｼﾞﾏ  ｶﾎ 山ﾉ内西小

 6 丸山 さくら(5)     15.81 
ﾏﾙﾔﾏ ｻｸﾗ 今井

 7 佐藤 史菜(5)     16.07 
ｻﾄｳ ﾌﾐﾅ 浅科AC

 8 山田 絹乃(5)     16.13 
ﾔﾏﾀﾞ ｷﾇﾉ 軽井沢東部小

風速 +1.4

 1 内藤 理木(5)     14.40 
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野市陸上教

 2 吉川 実来(5)     14.61 
ﾖｼｶﾜ ﾐﾗｲ 豊科南

 3 石坂 琴葉(5)     14.69 
ｲｼｻﾞｶ ｺﾄﾊ 日滝小

 4 宮岡 万優莉(5)     15.04 
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 長野市陸上教

 5 守屋  春華(5)     15.21 
ﾓﾘﾔ  ﾊﾙｶ 伊賀良小

 6 三澤 菜々美(5)     15.21 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北

 7 藤原 僚子(5)     15.28 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｺ 生坂

 8 柳沢 風花(5)     15.30 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 御代田南小

5年女子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2778

6  2317

8  2524

7  2131

4  2277

2  2572

9  2056

3  2085

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  2324

6  2480

5  2330

2  2317

9  2845

3  2778

4  2538

8  2099



予選 6月29日 10:35
決勝 6月29日 15:30

大会記録(GR)                    13.19 

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 +0.8

 1 坂口 瑞季(6)     14.01 q  1 前田 望乃花(6)     14.33 q
ｻｶｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 豊科南 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久A&AC

 2 竹前 芽依(6)     14.64 q  2 伊藤 朋花(6)     14.34 q
ﾀｹﾏｴ ﾒｲ 栗ｶﾞ丘小 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 穂高北

 3 髙橋 ありす(6)     14.91  3 田中 麻由(6)     14.89 
ﾀｶﾊｼ ｱﾘｽ 明北 ﾀﾅｶﾏﾕ 桔梗

 4 若狭 加奈(6)     14.95  4 矢島 あすみ(6)     15.10 
ﾜｶｻ ｶﾅ 西春近南 ﾔｼﾞﾏ ｱｽﾐ 金沢小

 5 矢島 愛莉(6)     15.03  5 下平 愛恵(6)     15.10 
ﾔｼﾞﾏ ｱｲﾘ 玉川小 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏﾅｴ 中川東

 6 中村 睦(6)     15.35  6 小林 彩香(6)     15.19 
ﾅｶﾑﾗ  ﾑﾂﾐ 坂の上小 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 高甫小

 7 山崎 爽葉子(6)     15.44  7 西澤 咲花(6)     15.52 
ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾖｺ 臼田小 ﾆｼｻﾞﾜ  ｻｸﾗ 泉小

 8 保科 真歩(6)     15.84  8 村石 実咲(6)     15.60 
ﾎｼﾅ ﾏﾎ 長野市陸上教 ﾑﾗｲｼ ﾐｻｷ 高甫小

 9 田中 琴和(6)     15.85  9 木下  未知(6)     15.94 
ﾀﾅｶ ｺﾄﾜ 中野小 ｷﾉｼﾀ  ﾐﾁ 下久堅小

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 +1.0

 1 南山 歩乃伽(6)     14.55 q  1 曽根 彩花(6)     14.65 q
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 洗馬 ｿﾈ ｱﾔｶ 会染

 2 伊藤 桃香(6)     14.76  2 和田 彩花(6)     14.68 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 湖南小 ﾜﾀﾞ ｱﾔｶ 四賀小

 3 中島 亜実(6)     14.80  3 中城 美佳(6)     14.69 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾐ 南相木小 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾐｶ 赤穂東

 4 萩野 伶奈(6)     14.94  4 多田 愛梨(6)     14.82 
ﾊｷﾞﾉ ﾚｲﾅ 芝沢 ﾀﾀﾞ  ｱｲﾘ 鎌田

 5 松田 七海(6)     15.12  5 磯貝  澪(6)     14.82 
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅﾐ 長野市陸上教 ｲｿｶﾞｲ ﾐｵ 高瀬小

 6 髙野 愛美(6)     15.72  6 藤本  遥(6)     15.21 
ﾀｶﾉ ｱｲﾐ 傍陽小 ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾊﾙｶ 松尾小

 7 吉田 雪乃(6)     15.98  7 中澤 穂乃実(6)     15.26 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾉ 小川小 ﾅｶｻﾞﾜ ﾎﾉﾐ 東条小

 8 宮下 紗采(6)     16.35  8 鳴澤 彩恵(6)     15.51 
ﾐﾔｼﾀ ｻｱﾔ 田中小 ﾅﾙｻﾜ ｱﾔｴ 傍陽小
鈴木  彩瑛(6)  9 宮﨑 紗知(6)     15.66 
ｽｽﾞｷ  ｻｴ 上郷小 ﾐﾔｻﾞｷ  ｻﾁ 小山小

[ 5組] 風速 -2.4 [ 6組] 風速 -1.2

 1 宮尾 穂乃香(6)     14.19 q  1 星野 陽花里(6)     14.42 q
ﾐﾔｵ ﾎﾉｶ 穂高北 ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 西春近北

 2 篠原 まひな(6)     14.71  2 梅田 彩乃(6)     14.81 
ｼﾉﾊﾗ ﾏﾋﾅ 軽井沢中部小 ｳﾒﾀﾞ ｱﾔﾉ 豊科南

 3 斎藤 くる美(6)     14.91  3 永井 望ﾉ美(6)     15.11 
ｻｲﾄｳ ｸﾙﾐ 富士見小 ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 小谷

 4 岸川 結愛(6)     14.93  4 丸山  いより(6)     15.17 
ｷｼｶﾜ ﾕｱ 大町南 ﾏﾙﾔﾏ  ｲﾖﾘ 高森北小

 5 島貫 礼菜(6)     15.03  5 酒井 晴香(6)     15.19 
ｼﾏﾇｷ ﾚｲﾅ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少 ｻｶｲ ｾｲｶ 小川小

 6 上條 舞(6)     15.54  6 上野 結生(6)     15.38 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｲ 豊科南 ｳｴﾉ ﾕｲ 軽井沢西部AC

 7 ﾃﾞｲﾘｰ舞波ﾗﾅ(6)     15.83  7 高橋 侑花(6)     15.96 
ﾃﾞｲﾘｰ ﾏﾅﾐ ﾗﾅ 小川小 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｶ 中込小

 8 掛川 実澪(6)     15.90  8 藤澤 佳奈(6)     16.58 
ｶｹｶﾞﾜ ﾐﾚｲ 田中小 ﾌｼﾞｻﾜ  ｶﾅ 長丘小

 9 長谷川 美和(6)     15.97 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾜ ﾛﾃﾞｨｵ
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[ 7組] 風速 -2.7

 1 伊藤  優凪(6)     15.18 
ｲﾄｳ  ﾕｳﾅ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 2 花岡 ひなの(6)     15.42 
ﾊﾅｵｶ ﾋﾅﾉ 美篶

 3 牛丸 叶理(6)     15.58 
ｳｼﾏﾙ ｶﾅﾘ 木祖源流TC

 4 三浦 菜緒(6)     15.73 
ﾐｳﾗ ﾅｵ 上田西小

 5 高柳 菜乃香(6)     15.90
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾅﾉｶ 御代田南小

 6 高野 夢羽(6)     16.11 
ﾀｶﾉ ﾕﾒﾊ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少

 7 福野 莉紗(6)     17.97 
ﾌｸﾉ ﾘｻ ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ
乾 菜都未(6)
ｲﾇｲ ﾅﾂﾐ 豊科南

風速 +1.0

 1 宮尾 穂乃香(6)     13.91 
ﾐﾔｵ ﾎﾉｶ 穂高北

 2 坂口 瑞季(6)     13.93 
ｻｶｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 豊科南

 3 前田 望乃花(6)     14.31 
ﾏｴﾀﾞ ﾎﾉｶ 佐久A&AC

 4 伊藤 朋花(6)     14.37 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 穂高北

 5 竹前 芽依(6)     14.45 
ﾀｹﾏｴ ﾒｲ 栗ｶﾞ丘小

 6 南山 歩乃伽(6)     14.53 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ 洗馬

 7 星野 陽花里(6)     14.54 
ﾎｼﾉ ﾋｶﾘ 西春近北

 8 曽根 彩花(6)     14.76 
ｿﾈ ｱﾔｶ 会染

 9 三浦 菜緒(6)     15.25 
ﾐｳﾗ ﾅｵ 上田西小

8  2787

3  2628

2  2250

9  2552

1  2146

6  2120

4  2490

記録／備考
5  2489

7  2481
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決勝 6月29日 14:00

長野県小学生記録(ER)          3:03.46 牛越 あかね                  並柳             2004/05/01  
大会記録(GR)                  3:03.52 

[ 1組] [ 2組]

 1 下村 真由(5)   3:29.42  1 臼井羽耶(6)   3:21.71 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 腰越JSC ｳｽｲﾊﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 中村 結愛(6)   3:38.33  2 牧内 愛華(5)   3:26.67 
ﾅｶﾑﾗ   ﾕｳｱ 小山小 ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 腰越JSC

 3 湯本 千夏(6)   3:42.27  3 諸山 知奈津(5)   3:29.06 
ﾕﾓﾄ ﾁﾅﾂ 豊丘 ﾓﾛﾔﾏ ﾁﾅﾂ 腰越JSC

 4 松尾 美羽(6)   3:42.78  4 中尾 祐希(6)   3:33.76 
ﾏﾂｵ ﾐｳ 豊科北AC ﾅｶｵ ﾕｳｷ 穂高北

 5 小林 さら咲(6)   3:42.83  5 鈴木 直(5)   3:34.18 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｻﾗｻ 鎌田 ｽｽﾞｷ  ﾅｵ 鎌田

 6 篠原 永子(6)   3:45.39  6 千葉  麻理子(6)   3:34.72 
ｼﾉﾊﾗ ｴｲｺ 小海小 ﾁﾊﾞ  ﾏﾘｺ 丸山小

 7 山田 葵香(6)   3:48.23  7 瀬戸 郁美(6)   3:35.05 
ﾔﾏﾀﾞ  ｱｵｶ 長丘小 ｾﾄ ｲｸﾐ 辰野東

 8 原  彩乃(5)   3:48.84  8 永原 柚凪(5)   3:35.48 
ﾊﾗ  ｱﾔﾉ ISｼﾞｭﾆｱ ﾅｶﾞﾊ ﾗﾕﾅ 川中島JRC

 9 酒井 優花(5)   3:48.96  9 斉藤 芽衣(5)   3:35.91 
ｻｶｲ ﾕｳｶ 川中島JRC ｻｲﾄｳ ﾒｲ 腰越JSC

10 渡邉 美祐(5)   3:50.06 10 森 ほのか(5)   3:36.54 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 浅科AC ﾓﾘ ﾎﾉｶ 東春近

11 髙森 唯花(5)   3:50.85 11 甕 実紗(6)   3:36.78 
ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ 長野市陸上教 ﾓﾀｲ ﾐｻ 塩尻吉田

12 近藤 楓恋(6)   3:50.91 12 矢彦澤 佑希(6)   3:38.11 
ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾚﾝ 岸野小 ﾔﾋｺｻﾞﾜ ﾕｳｷ 両小野

13 六塚 望杏(5)   3:51.28 13 宮澤 優香(6)   3:38.57 
ﾑﾂﾂﾞｶ ﾉｱ 木島小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｶ 三郷

14 宮澤 眞(6)   3:52.18 14 久保田 詩乃(5)   3:40.24 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾅ 小海小 ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 腰越JSC

15 山本 愛華(5)   3:53.36 15 髙橋 志歩(6)   3:40.25 
ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ 木島小 ﾀｶﾊｼ ｼﾎ 大町南

16 塚田 杏香里(6)   3:59.38 16 淀 小南津(5)   3:40.44 
ﾂｶﾀﾞ ｱｶﾘ 豊洲小 ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ 川中島JRC

17 佐々木  美羽(5)   4:07.59 17 日笠 遥(5)   3:40.62 
ｻｻｷ  ﾐｳ ISｼﾞｭﾆｱ ﾋｶﾞｻ ﾊﾙｶ ﾔﾏﾕﾘｸﾗﾌﾞ

18 西崎 楓音(5)   4:15.15 18 竹岡 紗代(5)   3:42.26 
ﾆｼｻﾞｷ ﾌｳﾈ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少 ﾀｹｵｶ  ｻﾖ 堀金

19 牧野 美羽(5)   4:43.34 19 松本 詩季菜(6)   3:45.91 
ﾏｷﾉ ﾐｳ 日滝小 ﾏﾂﾓﾄ ｼｷﾅ 白馬AC
井出 萌音(6) 20 小林 愛美(6)   3:53.60 
ｲﾃﾞ ﾓﾈ 南牧北小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 腰越JSC

[ 3組]

 1 松原 月歌(6)   3:15.51 11 五味 叶花(6)   3:30.38 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ 明科かけっこ ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見本郷小

 2 藤森 恵弥子(6)   3:15.71 12 松井  美蓉(6)   3:30.39 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 城北小 ﾏﾂｲ  ﾐﾖ 阿智第二小

 3 宮澤 実亜(5)   3:20.14 13 阿部 知比呂(6)   3:30.44 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 川中島JRC ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ 境小

 4 宮本 蘭々(6)   3:20.91 14 内堀 果南(5)   3:31.92 
ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝﾗﾝ 腰越JSC ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾅ 腰越JSC

 5 宮下 綺実(6)   3:21.50 15 松下  朋佳(5)   3:34.23 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 湖南小 ﾏﾂｼﾀ  ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 根津 円(5)   3:22.01 16 宮澤 晶穂(6)   3:34.47 
ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 松本本郷 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾎ 豊科南

 7 吉川 凜(6)   3:23.38 17 田中 利奈(6)   3:35.91 
ﾖｼｶﾜ ﾘﾝ 塩尻吉田 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 赤穂SRC

 8 柳澤 夏帆(6)   3:23.72 18 阿部 真奈美(5)   3:35.95 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾎ 坂城JAC ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 境小

 9 阿部 綾華(6)   3:24.61 19 滝澤 朱莉(6)   3:39.79 
ｱﾍ ﾞﾘｮｳｶ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾀｷｻﾞﾜ ｱｶﾘ 東伊那

10 一本木 楓(6)   3:24.65 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ 塩尻吉田

共通女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
8  2153

11  2283

12  2334

15  2467

13  2587

14  2012

16  2315

7  2859

5  2310

4  2057

18  2326

6  2046

17  2346

20  2011

3  2345

2  2340

9  2858

19  2343

1  2333

10  2009
欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  2160

11  2158

17  2155

7  2491

18  2586

14  2857

13  2799

2  2308

15  2156

8  2807

16  2549

12  2836

3  2515

1  2154

20  2647

 2649

6  2311

4  2528

5  2152

19  2508

10

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
10  2461

11  2747

9  2309

13  2151

8  2732

12  2627

 2548

4  2547

6  2275

3  2757

7  2855

17  2719

1  2157

5  2856

2  2484

14  2789

15  2718

16  280419  2294

18

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



   1 松原 月歌(6) 明科かけっこ     3:15.51   3   1
   2 藤森 恵弥子(6) 城北小     3:15.71   3   2
   3 宮澤 実亜(5) 川中島JRC     3:20.14   3   3
   4 宮本 蘭々(6) 腰越JSC     3:20.91   3   4
   5 宮下 綺実(6) 湖南小     3:21.50   3   5
   6 臼井羽耶(6) 真田ｸﾗﾌﾞ     3:21.71   2   1
   7 根津 円(5) 松本本郷     3:22.01   3   6
   8 吉川 凜(6) 塩尻吉田     3:23.38   3   7
   9 柳澤 夏帆(6) 坂城JAC     3:23.72   3   8
  10 阿部 綾華(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:24.61   3   9
  11 一本木 楓(6) 塩尻吉田     3:24.65   3  10
  12 牧内 愛華(5) 腰越JSC     3:26.67   2   2
  13 諸山 知奈津(5) 腰越JSC     3:29.06   2   3
  14 下村 真由(5) 腰越JSC     3:29.42   1   1
  15 五味 叶花(6) 富士見本郷小     3:30.38   3  11
  16 松井  美蓉(6) 阿智第二小     3:30.39   3  12
  17 阿部 知比呂(6) 境小     3:30.44   3  13
  18 内堀 果南(5) 腰越JSC     3:31.92   3  14
  19 中尾 祐希(6) 穂高北     3:33.76   2   4
  20 鈴木 直(5) 鎌田     3:34.18   2   5
  21 松下  朋佳(5) ISｼﾞｭﾆｱ     3:34.23   3  15
  22 宮澤 晶穂(6) 豊科南     3:34.47   3  16
  23 千葉  麻理子(6) 丸山小     3:34.72   2   6
  24 瀬戸 郁美(6) 辰野東     3:35.05   2   7
  25 永原 柚凪(5) 川中島JRC     3:35.48   2   8
  26 斉藤 芽衣(5) 腰越JSC     3:35.91   2   9
  26 田中 利奈(6) 赤穂SRC     3:35.91   3  17
  28 阿部 真奈美(5) 境小     3:35.95   3  18
  29 森 ほのか(5) 東春近     3:36.54   2  10
  30 甕 実紗(6) 塩尻吉田     3:36.78   2  11
  31 矢彦澤 佑希(6) 両小野     3:38.11   2  12
  32 中村 結愛(6) 小山小     3:38.33   1   2
  33 宮澤 優香(6) 三郷     3:38.57   2  13
  34 滝澤 朱莉(6) 東伊那     3:39.79   3  19
  35 久保田 詩乃(5) 腰越JSC     3:40.24   2  14
  36 髙橋 志歩(6) 大町南     3:40.25   2  15
  37 淀 小南津(5) 川中島JRC     3:40.44   2  16
  38 日笠 遥(5) ﾔﾏﾕﾘｸﾗﾌﾞ     3:40.62   2  17
  39 竹岡 紗代(5) 堀金     3:42.26   2  18
  40 湯本 千夏(6) 豊丘     3:42.27   1   3
  41 松尾 美羽(6) 豊科北AC     3:42.78   1   4
  42 小林 さら咲(6) 鎌田     3:42.83   1   5
  43 篠原 永子(6) 小海小     3:45.39   1   6
  44 松本 詩季菜(6) 白馬AC     3:45.91   2  19
  45 山田 葵香(6) 長丘小     3:48.23   1   7
  46 原  彩乃(5) ISｼﾞｭﾆｱ     3:48.84   1   8
  47 酒井 優花(5) 川中島JRC     3:48.96   1   9
  48 渡邉 美祐(5) 浅科AC     3:50.06   1  10
  49 髙森 唯花(5) 長野市陸上教     3:50.85   1  11
  50 近藤 楓恋(6) 岸野小     3:50.91   1  12
  51 六塚 望杏(5) 木島小     3:51.28   1  13
  52 宮澤 眞(6) 小海小     3:52.18   1  14
  53 山本 愛華(5) 木島小     3:53.36   1  15
  54 小林 愛美(6) 腰越JSC     3:53.60   2  20
  55 塚田 杏香里(6) 豊洲小     3:59.38   1  16
  56 佐々木  美羽(5) ISｼﾞｭﾆｱ     4:07.59   1  17
  57 西崎 楓音(5) 牟礼陸上ｽﾎﾟ少     4:15.15   1  18
  58 牧野 美羽(5) 日滝小     4:43.34   1  19

共通女子

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 2461
 2747
 2309
 2151
 2732
 2160
 2627
 2547
 2275
 2294
 2548
 2158
 2155
 2153
 2757
 2855
 2719
 2157
 2491
 2586
 2856
 2484
 2857
 2799
 2308
 2156
 2789
 2718
 2807
 2549
 2836
 2283
 2515
 2804
 2154
 2647
 2311
 2528
 2508
 2334
 2467
 2587
 2012
 2649
 2315
 2859
 2310
 2057
 2326
 2046
 2346
 2011
 2345
 2152

 2333

 2340
 2858
 2343



予選 6月29日  9:35
決勝 6月29日 15:15

長野県小学生記録(ER)            12.70 金田 華実                    浅科ＡＣ         2009/10/10  
大会記録(GR)                    13.22 

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.9

 1 塚田 菜々(6)     14.23 q  1 大前 歌音(6)     13.87 q
ﾂｶﾀ ﾞﾅﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 西春近北

 2 中津 晴葉(6)     14.74 q  2 吉川 円香(6)     15.01 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 青木島小 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 塩尻東

 3 清水 叶華(5)     15.86  3 由井 梨夢(6)     15.26 
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ 今井 ﾕｲ  ﾅﾕ 川上第一小

 4 平林 ゆき(6)     17.51  4 中山 優菜(6)     15.97 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 伊那 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾅ 信濃小

 5 板敷 明莉(6)     17.98  5 稲村 茉美伽(6)     17.64 
ｲﾀｼﾞｷ ｱｶﾘ 旭町 ｲﾅﾑﾗ ﾏﾐｶ 開明

 6 新津 由茉(5)     19.16  6 宮坂 真菜美(6)     18.60 
ﾆｲﾂ ﾕﾏ 小海小 ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾐ 長地小

 7 古畑 杏(5)     19.55  7 菊池 真歌(6)     18.95 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｽﾞ 松川 ｷｸﾁ ﾏﾅｶ 南相木小

 8 油井 彩奈(6)     20.35  8 今野 瑠奈(6)     19.26 
ﾕｲ ｱﾔﾅ 切原小 ｺﾝﾉ  ﾙﾅ 泉小

[ 3組] 風速 +1.2 [ 4組] 風速 +0.1

 1 小泉 有唯(6)     14.54 q  1 深澤 あまね(6)     14.10 q
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾌｶｻﾞﾜ ｱﾏﾈ 旭町

 2 田中 捺未(6)     14.85 q  2 山下 むすび(6)     16.24 
ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ 坂城JAC ﾔﾏｼﾀ ﾑｽﾋﾞ 軽井沢A&AC

 3 矢花 由衣(6)     16.70  3 小牧 理瑛(6)     16.56 
ﾔﾊﾞﾅ ﾕｲ 明南 ｺﾏｷ ﾘｴ 富県

 4 田中  里歩(6)     16.89  4 牛山 莉奈(6)     16.87 
ﾀﾅｶ  ﾘﾎ 阿智第二小 ｳｼﾔﾏ ﾘﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 小森 彩音(6)     17.11  5 及川 葵(5)     17.77 
ｺﾓﾘ ｱﾔﾈ 辰野南 ｵｲｶﾜ ｱｵｲ 城山小

 6 手塚 瑞季(5)     17.87  6 山根  美咲(5)     18.28 
ﾃﾂﾞｶ ﾐｽﾞｷ 芝沢 ﾔﾏﾈ ﾐｻｷ 開明

 7 砂原 里幸子(5)     18.09  7 土橋 美月(5)     21.32 
ｽﾅﾊﾗ ﾘｻｺ 小海小 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾐﾂﾞｷ 小海小

 8 原 如美(5)     21.78 駒村 恵花(6)
ﾊﾗ ﾕｷﾐ 湖東小 ｺﾏﾑﾗ ｴｶ 旭町

[ 5組] 風速 +0.6 [ 6組] 風速 +2.4

 1 土屋 ほのか(5)     14.07 q  1 望月 唯奈(6)     15.57 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲﾅ 軽井沢中部小

 2 池野  佳帆(6)     14.90 q  2 宮下 華乃(6)     15.59 
ｲｹﾉ  ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｼﾀ ｶﾉ 坂城JAC

 3 八田 萌愛(6)     16.65  3 今井 萌笑(6)     15.77 
ﾊｯﾀ ﾓｴｶ 大野川 ｲﾏｲ ﾓｴ 旭町

 4 沖 明里咲(6)     16.99  4 小泉 智香(6)     16.29 
ｵｷ ｱﾘｻ 明北 ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ 豊田小

 5 上村 薫子(5)     17.33  5 田近 嵯季(6)     17.61 
ｶﾐﾑﾗ ｶｵﾙｺ 伊那 ﾀﾁﾞｶ  ｻｷ 王滝

 6 髙橋 梨々香(6)     18.90  6 井出 花音(6)     18.76 
ﾀｶﾊｼ ﾘﾘｶ 川上第一小 ｲﾃﾞ ｶﾉﾝ 南相木小

 7 内宇田 亜耶(5)     19.91  7 室賀 彩加(6)     20.87 
ｳﾁｳﾀﾞ  ｱﾔ 昭和小 ﾑﾛｶﾞ ｻﾔｶ 通明小
増田 彩花(6)
ﾏｽﾀﾞ ｱﾔｶ 筑北TFC

7  2327

失格
4  2462

8  2656

2  2017

 2272

4  2568

3  2758

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2087

5

9  2291

7  2772

3  2002

8  2577

2  2526

順
5  2116

6  2860

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  2015

6  2569
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8  2582

2  2833
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4  2567

5  2115

3  2013
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6  2523
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5  2124
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3  2045
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2  2754
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5  2300

8  2581

4  2546
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
6  2788

3  2653

2  2035

9  2570

8  2014

7  2573

5  2777

4  2303

共通女子

80mH

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

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
6  2125



風速 +0.8

 1 深澤 あまね(6)     13.63 
ﾌｶｻﾞﾜ ｱﾏﾈ 旭町

 2 大前 歌音(6)     14.13 
ｵｵﾏｴ ｶﾉﾝ 西春近北

 3 塚田 菜々(6)     14.29 
ﾂｶﾀ ﾞﾅﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 土屋 ほのか(5)     14.38 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC

 5 田中 捺未(6)     14.43 
ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ 坂城JAC

 6 中津 晴葉(6)     14.67 
ﾅｶﾂ ﾊﾙﾊ 青木島小

 7 池野  佳帆(6)     14.82 
ｲｹﾉ  ｶﾎ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 8 小泉 有唯(6)     14.87 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

2  2860

8  2124

3  2274

9  2303

5  2125

4  2116

記録／備考
6  2567

7  2788

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

共通女子

80mH



予選 6月29日 12:25
決勝 6月29日 15:55

長野県小学生記録(ER)            53.27 望月ＡＣ                                      2008/11/03  
（菊原 麻由奈・星山 楓南・山我 杏寿実・工藤 愛恵
）

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   7 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  2710 小林 舞香(6)     55.99 q  1   7 ｺﾒｯﾄ波田  2591 大月 優奈(6)     56.12 q

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ ｺﾒｯﾄﾊﾀ ｵｵﾂｷ ﾕｳﾅ
 2707 橋本 花甫(6)  2590 小島 百花(6)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｶ
 2711 前田 唯(6)  2593 根本 樹(6)

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 2708 佐伯 明莉(6)  2592 伊藤 百合菜(6)

ｻｴｷ ｱｶﾘ ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
 2   3 赤穂南  2792 原 妃美稀(6)     58.91  2   3 伊那  2770 金子 結香(6)     58.94 

ｱｶﾎﾐﾅﾐ ﾊﾗ  ﾋﾋﾞｷ ｲﾅ ｶﾈｺ ﾕｳｶ
 2791 気賀沢 杏香(6)  2773 前林 このみ(6)

ｹｶﾞｻﾜ  ｷｮｳｶ ﾏｴﾊﾞﾔｼ ｺﾉﾐ
 2793 上田 あかり(6)  2774 長田 未来(6)

ｳｴﾀﾞ  ｱｶﾘ ﾅｶﾞﾀ ﾐｸ
 2795 森脇 涼羽(6)  2775 田中 藍(6)

ﾓﾘﾜｷ  ｽｽﾞﾊ ﾀﾅｶ ｱｲ
 3   5 芝沢  2599 北林 亜美(6)   1:00.27  3   6 T&F佐久平  2111 小泉 優花(6)     58.98 

ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｱﾐ T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ ｺｲｽﾞﾐ  ﾕｳｶ
 2600 曽山 茜(6)  2108 遠藤 和泉(6)

ｿﾔﾏ ｱｶﾈ ｴﾝﾄﾞｳ  ｲｽﾞﾐ
 2601 大野 桜季(6)  2110 志摩 真心(6)

ｵｵﾉ ｻｷ ｼﾏ  ｺｺﾛ
 2602 瀬川 優月(6)  2112 竹鼻 花凛(6)

ｾｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ ﾀｹﾊﾅ  ｶﾘﾝ
 4   9 大町西  2638 松原 樹里(6)   1:01.83  4   1 下諏訪南小  2705 鈴木 彩愛(6)     59.68 

ｵｵﾏﾁﾆｼ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾘ ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ｽｽﾞｷｱﾔﾅ
 2639 平林 遥(6)  2704 堀内 聡子(6)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ ﾎﾘｳﾁｻﾄｺ
 2640 宮沢 真那果(6)  2702 荻野 愛梨(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ ｵｷﾞﾉｱｲﾘ
 2641 松下 夕姫(6)  2703 古谷 裕美(6)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ ﾌﾙﾔﾋﾛﾐ
 5   6 丸山小  2871 小林  こころ(6)   1:02.42  5   8 屋代小  2235 若林 里歩(6)   1:00.45 

ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ  ｺｺﾛ ﾔｼﾛｼｮｳ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘﾎ
 2872 長谷部  奈月(6)  2236 手塚 柚那(6)

ﾊｾﾍﾞ  ﾅﾂｷ ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾅ
 2873 福澤  清香(6)  2240 西澤 潔(6)

ｼｵｻﾞﾜ  ｷﾖｶ ﾆｼｻﾞﾜ ｷﾖ
 2874 宮澤  杏里(6)  2238 小林 汀愛羅(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱﾝﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｨｱﾗ
 6   4 小諸東小(A)  2064 竹内 華月(5)   1:03.00  6   2 千曲東小  2307 眞弓田 遥菜(6)   1:01.63 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾞｷ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼｼｮｳ
 2063 白戸 泉穂(6)  2306 北村 美遥(6)

ｼﾛﾄ ﾐｽﾞﾎ
 2062 栁沢 美来(6)  2304 羽生田 紗夏(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｸ
 2061 住友 愛佳(6)  2305 森山 綾乃(6)

ｽﾐﾄﾓ ﾏﾅｶ
 7   8 五加小  2252 小林 可恋(5)   1:05.99  7   5 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ  2531 横水 杏実(5)   1:01.81 

ｺﾞｶｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ
 2257 髙野 静音(5)  2529 山口 なず菜(5)

ﾀｶﾉ ｼｽﾞﾈ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ
 2253 清水 美桜(5)  2530 鈴木 蘭(5)

ｼﾐｽﾞ ﾐｵｳ ｽｽﾞｷ ﾗﾝ
 2258 髙野 美潤(5)  2532 小口 百々果(5)

ﾀｶﾉ ﾐｳ ｵｸﾞﾁ ﾓﾓｶ
  2 軽井沢西部AC  2091 宮崎 純歌(6)  8   9 清水(A)  2608 中島 倫(6)   1:02.79 

ｶﾙｲｻﾞﾜｾｲﾌﾞAC ﾐﾔｻﾞｷ ｽﾐｶ 失格 ｼﾐｽﾞ ﾅｶｼﾏ ﾘﾝ
 2089 岡田 朋佳(6) R1(2-3)  2609 村松 凜(6)

ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｶ ﾑﾗﾏﾂ ﾘﾝ
 2090 岩崎 天音(6)  2610 社本 歩夢(6)

ｲﾜｻｷ ｱﾏﾈ ｼｬﾓﾄ ｱﾕ
 2092 谷津 颯紀(6)  2611 宮下 奈津美(6)

ﾔﾂ ｻﾂｷ ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ
  1 波田GTR  9   4 川上第二小  2006 油井 まどか(5)   1:04.70 

ﾊﾀGTR 欠場 ｶﾜｶﾐﾀﾞｲﾆｼｮｳ ﾕｲ ﾏﾄﾞｶ
 2004 小原 環(5)

ｺﾊﾗ ﾀﾏｷ
 2003 伊藤 麻理乃(5)

ｲﾄｳ ﾏﾘﾉ
 2005 油井 ちえり(5)

ﾕｲ ﾁｴﾘ

共通女子

4×100m

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



[ 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   6 飯島  2827 神山葵(6)     57.78 q  1   1 三郷  2520 柳澤 結月(6)     55.69 q

ｲｲｼﾞﾏ ｶﾐﾔﾏｱｵｲ ﾐｻﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾂｷ
 2822 下平久美(6)  2517 百瀬 梨桜(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗｸﾐ ﾓﾓｾ ﾘｵ
 2824 小松ひより(6)  2518 佐々木 美羽(6)

ｺﾏﾂﾋﾖﾘ ｻｻｷ ﾐｳ
 2825 小池冴羽乃(6)  2519 伏見 怜奈(6)

ｺｲｹｻﾜﾉ ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ
 2   4 原小  2726 津金 璃子(6)     59.70  2   5 豊科北AC  2471 宮澤 乃愛(6)     57.35 q

ﾊﾗｼｮｳ ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ ﾄﾖｼﾅｷﾀAC ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｱ
 2727 堀内 沙紀(6)  2469 金澤 実佑(6)

ﾎﾘｳﾁ ｻｷ ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ
 2725 大内 みらい(6)  2470 津幡 祐衣(6)

ｵｵｳﾁ ﾐﾗｲ ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ
 2723 鎌倉 杏(6)  2468 木村 実夢(6)

ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
 3   3 福島  2663 田上 紗穂(6)     59.71  3   7 二子  2622 百瀬 凌(6)     57.77 q

ﾌｸｼﾏ ﾀｳｴｻﾎ ﾌﾀｺﾞ ﾓﾓｾ ﾘｮｳ
 2664 三浦 凜(6)  2623 小野谷 友里(6)

ﾐｳﾗ ﾘﾝ ｵﾉｶﾞﾔ ﾕｳﾘ
 2665 中村 亜由子(6)  2621 松井 美澪(5)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾕｺ ﾏﾂｲ ﾐﾚｲ
 2661 中澤 舞衣(6)  2625 吉水 媛香(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ ﾖｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ
 4   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  2866 花井  静(6)   1:00.51  4   3 南箕輪(A)  2820 有賀 萌奈(6)     59.34 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾊﾅｲ  ｼｽﾞｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｱﾙｶﾞ ﾓｴﾅ
 2868 北見  唯夏(6)  2809 伊藤 花音(6)

ｷﾀﾐ  ﾕｳﾅ ｲﾄｳ ﾊﾉﾝ
 2867 萩原  利映(6)  2818 矢﨑 小春(6)

ﾊｷﾞﾜﾗ  ﾘｴ ﾔｻﾞｷ ｺﾊﾙ
 2869 西村  歩華(5)  2813 小島 明莉(6)

ﾆｼﾑﾗ  ｱﾕｶ ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ
 5   5 朝日  2533 中村 綾花(5)   1:02.01  5   9 高島小  2739 小松 愛美(6)   1:00.43 

ｱｻﾋ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ ﾀｶｼﾏｼｮｳ ｺﾏﾂ ﾏﾅﾐ
 2534 中村 有希(6)  2736 花岡 愛梨(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ﾊﾅｵｶ ｱｲﾘ
 2535 伊藤 唯花(6)  2735 伊藤 里紗(6)

ｲﾄｳ ﾕｲｶ ｲﾄｳ ﾘｻ
 2536 近藤 響(6)  2738 山本 紗矢香(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾋﾞｷ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ
 6   9 北御牧小(A)  2139 武井 柚那(6)   1:06.50  6   2 更級小  2265 塚田 詩音(6)   1:03.80 

ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳ ﾀｹｲ ﾕｽﾞﾅ ｻﾗｼﾅｼｮｳｶﾞｯｺｳ ﾂｶﾀﾞ ｼｵﾝ
 2138 山浦 亜純(6)  2260 山賀 瑠奈(6)

ﾔﾏｳﾗ ｱｽﾞﾐ ﾔﾏｶﾞ ﾙﾅ
 2137 安藤 美河(6)  2261 小松 芽生(6)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｶ ｺﾏﾂ ﾒｲ
 2140 矢野 桃子(6)  2262 森 ゆう(6)

ﾔﾉ ﾓﾓｺ ﾓﾘ ﾕｳ
 7   8 豊洲小  2341 内山 未萌(5)   1:08.19  7   8 昭和小  2288 坂下 絢美(6)   1:04.55 

ﾄﾖｽｼｮｳ ｳﾁﾔﾏ ﾐﾓｴ ｼｮｳﾜｼｮｳ ｻｶｼﾀ  ｱﾔﾐ
 2339 赤塩 桃香(5)  2289 松本 菜那子(6)

ｱｶｼｵ ﾓﾓｶ ﾏﾂﾓﾄ  ﾅﾅｺ
 2337 月岡 芽泉(5)  2292 齋藤 海羽(6)

ﾂｷｵｶ ﾒｲ ｻｲﾄｳ  ﾐｳ
 2338 山岸 真子(5)  2290 藤沢 瑠琉(6)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｺ ﾌｼﾞｻﾜ  ﾙﾙ
  1 水明AC  2080 櫻井 ちとせ(6)  8   4 北御牧小(B)  2142 小宮山 茜(5)   1:06.34 

ｽｲﾒｲAC ｻｸﾗｲ ﾁﾄｾ 失格 ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳ ｺﾐﾔﾏ ｱｶﾈ
 2079 本間 琴乃(6) R1(1-2)  2144 直井さくら(5)

ﾎﾝﾏ ｺﾄﾉ ﾅｵｲ ｻｸﾗ
 2078 土屋 侑楓(6)  2143 青木 殊音(5)

ﾂﾁﾔ ﾕｳｶ ｱｵｷ ｼｭｵﾝ
 2077 小林 彩菜(6)  2141 井出あかり(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ ｲﾃﾞ ｱｶﾘ
  2 長野市陸上教  9   6 竜丘小  2875 加藤  優奈(5)   1:09.05 

ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ 欠場 ﾀﾂｵｶｼｮｳ ｶﾄｳ  ﾕｳﾅ
 2876 中島  のぞみ(5)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾉｿﾞﾐ
 2877 櫻井  楓(5)

ｻｸﾗｲ  ｶｴﾃﾞ
 2878 中島  優奈(5)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｳﾅ

共通女子

4×100m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ  2862 福澤  紗耶(6)     58.63 q

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾌｸｻﾞﾜ  ｻﾔ
 2863 上原  萌(6)

ｳｴﾊﾗ  ﾓｴ
 2864 松村  みすゞ(6)

ﾏﾂﾑﾗ  ﾐｽｽﾞ
 2865 戸谷  優花(6)

ﾄﾔ  ﾕｳｶ
 2   1 信濃小  2299 山口 如(6)     58.72 q

ｼﾅﾉｼｮｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ
 2301 福澤 千依奈(6)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾁｲﾅ
 2297 桐生 山愛(6)

ｷﾘｭｳ ﾔﾏﾒ
 2298 原山 結衣(6)

ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ
 3   6 田口小  2029 佐々木 玲奈(6)     59.89 

ﾀｸﾞﾁｼｮｳ ｻｻｷ ﾚｲﾅ
 2030 志富 真歩(6)

ｼﾄﾐ ﾏﾎ
 2031 志摩 京香(6)

ｼﾏ ｷｮｳｶ
 2032 篠原 妃花(6)

ｼﾉﾊﾗ ﾋﾒｶ
 4   7 広丘AC  2560 犬飼 愛花(6)   1:00.00 

ﾋﾛｵｶAC ｲﾇｶｲﾏﾅｶ
 2559 米沢 桃(6)

ﾖﾈｻﾞﾜ ﾓﾓ
 2558 宮原 菜々子(6)

ﾐﾔﾊﾗ ﾅﾅｺ
 2561 島田 夏貴(6)

ｼﾅﾀﾞ ﾅﾂｷ
 5   5 清水(B)  2604 藤澤 菜月(6)   1:00.26 

ｼﾐｽﾞ ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾂｷ
 2605 秋田 琴海(6)

ｱｷﾀ ｺﾄﾐ
 2606 雨宮 歩美(6)

ｱﾒﾐﾔ ｱﾕﾐ
 2607 赤羽 南美(6)

ｱｶﾊﾈ ﾐﾅﾐ
 6   4 南箕輪(B)  2814 水 優月(6)   1:00.34 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ﾐｽﾞ ﾕｳﾅ
 2821 寳 茉央(6)

ﾀｶﾗ ﾏｵ
 2812 小島 咲愛(5)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
 2819 有賀 彩音(6)

ｱﾙｶﾞ ｱﾔﾈ
 7   9 穂高南  2507 吉澤 麻衣(6)   1:00.46 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｲ
 2506 矢口 真衣(6)

ﾔｸﾞﾁ ﾏｲ
 2504 坪田 知子(6)

ﾂﾎﾞﾀ ﾄﾓｺ
 2505 熊﨑 里咲(6)

ｸﾏｻﾞｷ ﾘｻ
 8   2 岡谷小  2697 村瀬 祥子(6)   1:03.29 

ｵｶﾔｼｮｳ ﾑﾗｾ ｼｮｳｺ
 2696 石田 美夢(6)

ｲｼﾀﾞ ﾐﾕｳ
 2698 百瀬 京佳(6)

ﾓﾓｾ ｷｮｳｶ
 2699 武居 真衣(6)

ﾀｹｲ ﾏｲ
 9   8 小諸東小(B)  2067 田中 美優莉(5)   1:05.82 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾀﾅｶ ﾐﾕﾘ
 2066 小口 貴子(5)

ｵｸﾞﾁ ﾀｶｺ
 2065 一宮 愛子(5)

ｲﾁﾐﾔ ｱｲｺ
 2068 北村 陽向(5)

ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ

共通女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 三郷  2516 北沢 栞(6)     54.90 

ﾐｻﾄ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ
 2517 百瀬 梨桜(6)

ﾓﾓｾ ﾘｵ
 2518 佐々木 美羽(6)

ｻｻｷ ﾐｳ
 2519 伏見 怜奈(6)

ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ
 2   7 ｺﾒｯﾄ波田  2591 大月 優奈(6)     56.99 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ｵｵﾂｷ ﾕｳﾅ
 2590 小島 百花(6)

ｺｼﾞﾏ ﾓﾓｶ
 2593 根本 樹(6)

ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 2592 伊藤 百合菜(6)

ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
 3   5 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  2710 小林 舞香(6)     57.24 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
 2707 橋本 花甫(6)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 2711 前田 唯(6)

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ
 2708 佐伯 明莉(6)

ｻｴｷ ｱｶﾘ
 4   6 豊科北AC  2471 宮澤 乃愛(6)     58.02 

ﾄﾖｼﾅｷﾀAC ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉｱ
 2469 金澤 実佑(6)

ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ
 2470 津幡 祐衣(6)

ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ
 2468 木村 実夢(6)

ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
 5   8 飯島  2827 神山葵(6)     58.48 

ｲｲｼﾞﾏ ｶﾐﾔﾏｱｵｲ
 2822 下平久美(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗｸﾐ
 2824 小松ひより(6)

ｺﾏﾂﾋﾖﾘ
 2825 小池冴羽乃(6)

ｺｲｹｻﾜﾉ
 6   2 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ  2862 福澤  紗耶(6)     58.94 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾌｸｻﾞﾜ  ｻﾔ
 2863 上原  萌(6)

ｳｴﾊﾗ  ﾓｴ
 2864 松村  みすゞ(6)

ﾏﾂﾑﾗ  ﾐｽｽﾞ
 2865 戸谷  優花(6)

ﾄﾔ  ﾕｳｶ
 7   9 二子  2622 百瀬 凌(6)     59.47 

ﾌﾀｺﾞ ﾓﾓｾ ﾘｮｳ
 2623 小野谷 友里(6)

ｵﾉｶﾞﾔ ﾕｳﾘ
 2621 松井 美澪(5)

ﾏﾂｲ ﾐﾚｲ
 2625 吉水 媛香(6)

ﾖｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ
  3 信濃小  2299 山口 如(6)

ｼﾅﾉｼｮｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷ 失格
 2301 福澤 千依奈(6) R1(1-2)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾁｲﾅ
 2297 桐生 山愛(6)

ｷﾘｭｳ ﾔﾏﾒ
 2298 原山 結衣(6)

ﾊﾗﾔﾏ ﾕｲ

決勝

共通女子

4×100m



決勝 6月29日 12:00

長野県小学生記録(ER)             1.35 小松 美菜                    木島平南部       1997/08/30  
有賀 楓子                    西春近北         2005/08/27  
塩原 美里                    会染             2012/09/30  

大会記録(GR)                     1.35 

1m36
小川 さくら(6) - - o o o o o o xo xxo
ｵｶﾞﾜ ｻｸﾗ 永明小 xxx
藤田 茉椰(6) - - - - o o o xxx
ﾌｼﾞﾀ ﾏﾔ 七久保
塩原 千尋(6) - - o o o o xxx
ｼｵﾊﾗ ﾁﾋﾛ 会染
西 ｹｲｶ(6) - - o o o o xxx
ﾆｼ ｹｲｶ 塩尻吉田
宮本 真惟(5) - o o o xxo o xxx
ﾐﾔﾓﾄ ﾏｲ 屋代小
桐生  鈴花(6) - o o o o xo xxx
ｷﾘｭｳ  ﾘﾝﾞｶ 下久堅小
宮尾 なのみ(5) - - xo o xo xo xxx
ﾐﾔｵ ﾅﾉﾐ 青木島小
水川 結月(6) o xo xo o xxo xo xxx
ﾐｽﾞｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 日義TFC
佐野 紗葵(5) - o o o o xxo xxx
ｻﾉ  ｻｷ 堀金
宮下 理衣(5) o o o o o xxo xxx
ﾐﾔｼﾀ ﾘｴ 塩尻西
林 愛花(6) - - o o xo xxo xxx
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
田村 明日香(6) - - o o xo xxo xxx
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
渡辺 美結(6) - - o o o xxx
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 宗賀
橋本 玲音(6) - - o o o xxx
ﾊｼﾓﾄ ﾚﾈ 永明小
伊東 杏梨(6) - - o o xo xxx
ｲﾄｳ  ｱﾝﾘ 昭和小
小出 つばさ(6) - o o o xo xxx
ｺｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 屋代小
牧田 彩花(6) - - o o xxx
ﾏｷﾀ ｱﾔｶ 伊那北
髙瀬 朱華(5) x- o o o xxx
ﾀｶｾ ｼｭｶ 屋代小
野口 結那(5) xo o o o xxx
ﾉｸﾞﾁ ﾕﾅ 今井
柳澤 春陽(5) - o xxo o xxx
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙﾋ 会染
武田 成未(5) - o o xo xxx
ﾀｹﾀﾞ ﾅﾙﾐ 屋代小
向山 怜(6) - o o xo xxx
ﾑｶｲﾔﾏ ﾚｲ 日義TFC
吉田 香織(5) - o o xxx
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 会染
綱嶋 玲渚(5) - - o xxx
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 中洲小
丸山 結愛(5) xo xo o xxx
ﾏﾙﾔﾏ  ﾕｲﾅ 堀金
桃井 李胡(6) o o xo xxx
ﾓﾓｲ ﾘｺ 今井
鈴木 希夏(5) - o xo xxx
ｽｽﾞｷ ﾉﾉｶ 会染
柏原 愛花(6) o o xxx
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｱｲｶ 今井
中田 杏咲(5) xxx 記録なし
ﾅｶﾀ  ｱｻ 堀金
中原 杏樹(5) xxx 記録なし
ﾅｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 南牧北小
小平  真帆(6) 欠場
ｺﾀﾞｲﾗ  ﾏﾎ 高森北小

3  2010

26  2884

28 7  2574
 0.95

2  2510

26 8  2576
 1.00

26 10  2631
 1.00

23 17  2753
 1.00

25 4  2511
 1.00

21 23  2659
 1.05

23 11  2630
 1.00

20 1  2632
 1.05

21 12  2242
 1.05

18 5  2247
 1.05

18 6  2575
 1.05

15 25  2237
 1.10

17 22  2780
 1.05

13 19  2691
 1.10

15 24  2287
 1.10

11 29  2713
 1.15

13 15  2554
 1.10

9 13  2543
 1.15

11 21  2715
 1.15

8 14  2660
 1.15

9 9  2509
 1.15

6 20  2885
 1.15

7 18  2302
 1.15

3 28  2550
 1.15

5 16  2234
 1.15

2 30  2782
 1.20

3 27  2629
 1.15

1 31  2693
 1.33
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1m00 1m05

備考
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共通女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 (1,2組) 6月29日 13:30

長野県小学生記録(ER)             4.50 宮本 由紀                    飯山市           1988/10/30  
大会記録(GR)                     4.50 

[ 1組]

西條 沙羅(6)   3.66   3.62   4.08    4.08 
ﾆｼｼﾞｮｳ ｻﾗ 城南小   +2.0   -0.8   +0.9    +0.9
中平 ひより(6)    x   3.76   3.98    3.98 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾖﾘ 二子   -0.6   +1.6    +1.6
埋橋 優菜(6)   3.51   3.72   3.74    3.74 
ｳｽﾞﾊｼ ﾕｳﾅ 富県   +0.3   +1.3   +1.6    +1.6
成澤 愛(6)   3.50   3.74   3.60    3.74 
ﾅﾙｻﾜ ﾏﾅ 大町北   +0.3   -1.0   +0.4    -1.0
山田 愛莉(6)   3.67   3.51   3.36    3.67 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   -1.1   +1.5   +1.1    -1.1
平谷 爽葉(6)   3.55   3.60   3.65    3.65 
ﾋﾗﾔ ｻﾔﾊ 朝日   +0.5   +0.9   +2.0    +2.0
土屋 美優(6)   3.59   3.54   3.61    3.61 
ﾂﾁﾁﾔ ﾐﾕ ﾛﾃﾞｨｵ   +2.9   -1.4   -1.0    -1.0
清水 愛(6)   3.48   3.61   3.51    3.61 
ｼﾐｽﾞ  ﾏﾅ さなだSC   +1.0   -1.4   +1.2    -1.4
渡辺 怜花(5)    x   3.44   3.57    3.57 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｶ 松代小   +1.2   -0.5    -0.5
二村 海咲(5)   3.56   3.55   3.44    3.56 
ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ 穂高北   +1.0   -0.6   -0.9    +1.0
間島 小雪(6)   3.49   3.36   3.33    3.49 
ﾏｼﾏ ｺﾕｷ 中込小   +0.2   -0.2   +1.3    +0.2
佐藤 希(6)   3.23   3.46   3.21    3.46 
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 本城   -0.4   +0.9   +0.6    +0.9
今井 香凜(6)   3.41   3.33   3.42    3.42 
ｲﾏｲ ｶﾘﾝ 南牧南小   -0.5   +1.6   +0.7    +0.7
近藤 美保(6)   3.13   3.15   3.41    3.41 
ｺﾝﾄﾞｳﾐﾎ 桔梗   +0.8   -0.7   +0.5    +0.5
北島 愛唯(6)   2.90   3.26   3.40    3.40 
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｲ 長谷   +1.3   +0.1   +0.8    +0.8
山田 真帆(5)   3.34   3.21   3.39    3.39 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾎ 長地小   +0.2   -0.7   +1.6    +1.6
大森 詩穂(6)   3.07   2.99   3.32    3.32 
ｵｵﾓﾘ ｼﾎ ﾛﾃﾞｨｵ   -0.6   -0.3   -0.5    -0.5
木下  明里咲(5)   3.12   3.09   3.29    3.29 
ｷﾉｼﾀ  ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   -0.5   -0.8   +0.4    +0.4
下田 翔子(6)   3.24    x   3.04    3.24 
ｼﾓﾀﾞ ｼｮｳｺ 豊科南   +1.6   +0.6    +1.6
寺澤 美空(5)   3.19   2.94   2.92    3.19 
ﾃﾗｻﾜ ﾐｸ 宗賀   -0.4   -0.6   +1.8    -0.4
木下  寿乃(6)   2.99    x   2.93    2.99 
ｷﾉｼﾀ  ﾄｼﾉ 阿智第二小   +0.2   -0.2    +0.2
清水  優月(6)   2.64    x   2.61    2.64 
ｼﾐｽﾞ  ﾕﾂﾞｷ 千栄小   +0.4   -1.7    +0.4
秦  衣舞(5)   2.49   2.50   2.37    2.50 
ﾊﾀ  ｲﾌﾞ 浪合小   +0.6   +0.9   -3.4    +0.9
土屋 珠紀(6)    x    x    x 記録なし
ﾂﾁﾔ ﾀﾏｷ 美南ｶﾞ丘小

共通女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 23  2743

2 9  2626

-2- -3- 記録

3 16  2835

4 21  2636

5 17  2709

6 15  2537

7 24  2060

8 14  2159

9 20  2293

10 22  2492

11 10  2050

12 18  2566

13 19  2007

14 11  2541

15 12  2803

16 5  2755

17 7  2059

18 6  2880

19 13  2487

20 8  2553

21 3  2881

22 1  2883

23 2  2882

4  2071



[ 2組]

宮澤  香音(6)    x   4.22    x    4.22 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ   -0.8    -0.8
北岡 依生希(6)   3.73   4.01   4.13    4.13 
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ 伊那北   -0.2   -0.1   -0.8    -0.8
宮澤 りん(6)   3.42   3.56   3.81    3.81 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾝ 伊那   -0.9   -0.5   -0.5    -0.5
森泉 怜南(6)   3.69   3.79   3.36    3.79 
ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾚﾅﾝ 佐久西小   +2.3   -2.6   +0.6    -2.6
岡部 鈴(6)   3.61   3.45   3.74    3.74 
ｵｶﾍﾞ ｽｽﾞ 佐久西小   -0.1   +0.1   -0.7    -0.7
藤澤 絵里(6)   3.55   3.61   3.66    3.66 
ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾘ 豊科南   +1.6   -1.0   -0.7    -0.7
手塚 柚希(6)   3.51   3.56   3.62    3.62 
ﾃﾂﾞｶ ﾕｽﾞｷ 豊科南   -0.5   +0.6   +0.1    +0.1
小林 瑠菜(6)   3.59   3.54   3.58    3.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ 佐久西小   -0.1   -0.7   +1.5    -0.1
齋藤 愛夏(6)   3.22   3.53   3.37    3.53 
ｻｲﾄｳ ﾏﾅ 立科小   +0.6   +0.5   -2.0    +0.5
唐澤 梨那(6)    x   3.43   3.25    3.43 
ｶﾗｻﾜ ﾘﾅ 豊科南   -0.8    0.0    -0.8
川崎 涼花(6)   3.36   3.40   3.32    3.40 
ｶﾜｻｷ  ｽｽﾞｶ T&F佐久平   +0.3   +0.9   +0.5    +0.9
望月 希美(6)   3.34   3.05    x    3.34 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 湖東小   +1.1   +0.6    +1.1
内木 晴香(6)   3.32   3.10   3.26    3.32 
ﾅｲｷ ﾊﾙｶ 美篶   +0.6   -0.6   -0.3    +0.6
村松 華果(6)   3.15    x   3.32    3.32 
ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾅｶ 田川   -0.4   +0.2    +0.2
松澤 四葉(6)    x   3.32    x    3.32 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖﾂﾊﾞ 白馬AC   -0.9    -0.9
石原 文萌(6)   3.05   3.15   3.18    3.18 
ｲｼﾊﾗ ｱﾔﾒ 大町北   +1.0   +1.0   -0.7    -0.7
清水 風(5)   3.09   3.13   2.89    3.13 
ｼﾐｽﾞ ｳﾀ 長小   +2.2   -0.4   -0.3    -0.4
田中 珠未(5)   2.57   3.13   3.06    3.13 
ﾀﾅｶ ﾀﾏﾐ 諏訪FA   +0.5   -1.1   -0.7    -1.1
岡山 さくら(6)   3.06   3.07   3.02    3.07 
ｵｶﾔﾏ ｻｸﾗ 大町東   -0.4   -1.1   +0.7    -1.1
三井 陽和(6)   3.00   2.99   2.95    3.00 
ﾐﾂｲ ﾋﾖﾘ 南牧南小   -1.1   -0.4   +0.8    -1.1
小林 美菜子(5)   2.95   2.98   2.97    2.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 中佐都小   +1.7   -1.5   +0.4    -1.5
内山 莉実(5)   2.62   2.53   2.81    2.81 
ｳﾁﾔﾏ ﾘﾐ 日滝小   -0.9   +1.1   -0.2    -0.2
福嶋 もも(5)    x   2.45   2.56    2.56 
ﾌｸｼﾏ ﾓﾓ 日滝小   -0.5   -0.6    -0.6

共通女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 23  2879

2 22  2779

-2- -3- 記録

3 13  2769

4 4  2026

5 19  2024

6 16  2485

7 12  2488

8 6  2025

9 18  2102

10 14  2486

11 17  2107

12 9  2730

13 20  2831

14 7  2612

15 15  2650

16 11  2637

17 8  2148

18 10  2750

19 21  2645

20 5  2008

23 2  2332

21 3  2055

22 1  2331
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_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成２６年　６月２９日（日）
会場：長野県松本平広域公園陸上競技場（201020）

長野県小学生記録(ER)             4.50 宮本 由紀                    飯山市           1988/10/30  
大会記録(GR)                     4.50 

宮澤  香音(6) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｶﾉﾝ ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ
北岡 依生希(6) 伊那北
ｷﾀｵｶ ｲﾌﾞｷ ｲﾅｷﾀ
西條 沙羅(6) 城南小
ﾆｼｼﾞｮｳ ｻﾗ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ
中平 ひより(6) 二子
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾖﾘ ﾌﾀｺﾞ
宮澤 りん(6) 伊那
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾝ ｲﾅ
森泉 怜南(6) 佐久西小
ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾚﾅﾝ ｻｸﾆｼｼｮｳ
埋橋 優菜(6) 富県
ｳｽﾞﾊｼ ﾕｳﾅ ﾄﾐｶﾞﾀ
岡部 鈴(6) 佐久西小
ｵｶﾍﾞ ｽｽﾞ ｻｸﾆｼｼｮｳ
成澤 愛(6) 大町北
ﾅﾙｻﾜ ﾏﾅ ｵｵﾏﾁｷﾀ
山田 愛莉(6) 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
藤澤 絵里(6) 豊科南
ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾘ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ
平谷 爽葉(6) 朝日
ﾋﾗﾔ ｻﾔﾊ ｱｻﾋ
手塚 柚希(6) 豊科南
ﾃﾂﾞｶ ﾕｽﾞｷ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ
土屋 美優(6) ﾛﾃﾞｨｵ
ﾂﾁﾁﾔ ﾐﾕ ﾛﾃﾞｨｵ
清水 愛(6) さなだSC
ｼﾐｽﾞ  ﾏﾅ ｻﾅﾀﾞSC
小林 瑠菜(6) 佐久西小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ ｻｸﾆｼｼｮｳ
渡辺 怜花(5) 松代小
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｶ ﾏﾂｼﾛｼｮｳ
二村 海咲(5) 穂高北
ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ ﾎﾀｶｷﾀ
齋藤 愛夏(6) 立科小
ｻｲﾄｳ ﾏﾅ ﾀﾃｼﾅｼｮｳ
間島 小雪(6) 中込小
ﾏｼﾏ ｺﾕｷ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ
佐藤 希(6) 本城
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ﾎﾝｼﾞｮｳ
唐澤 梨那(6) 豊科南
ｶﾗｻﾜ ﾘﾅ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ
今井 香凜(6) 南牧南小
ｲﾏｲ ｶﾘﾝ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐｼｮｳ
近藤 美保(6) 桔梗
ｺﾝﾄﾞｳﾐﾎ ｷｷｮｳ
川崎 涼花(6) T&F佐久平
ｶﾜｻｷ  ｽｽﾞｶ T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ
北島 愛唯(6) 長谷
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｲ ﾊｾ
山田 真帆(5) 長地小
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾎ ｵｻﾁｼｮｳ
望月 希美(6) 湖東小
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉｿﾞﾐ ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ
内木 晴香(6) 美篶
ﾅｲｷ ﾊﾙｶ ﾐｽｽﾞ
村松 華果(6) 田川
ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾅｶ ﾀｶﾞﾜ
大森 詩穂(6) ﾛﾃﾞｨｵ
ｵｵﾓﾘ ｼﾎ ﾛﾃﾞｨｵ
松澤 四葉(6) 白馬AC
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖﾂﾊﾞ ﾊｸﾊﾞAC
木下  明里咲(5) ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
ｷﾉｼﾀ  ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
下田 翔子(6) 豊科南
ｼﾓﾀﾞ ｼｮｳｺ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ
寺澤 美空(5) 宗賀
ﾃﾗｻﾜ ﾐｸ ｿｳｶﾞ   -0.4

  2.94
  -0.6

  2.92
  +1.8

  3.19
  -0.4

1-19 2487   3.24   3.24

35 2553   3.19 1-20

34
  +1.6

  +0.4  -0.8
  3.29
  +0.4

  +1.6
   x

  +0.6

  -0.5
  3.04

  3.09

  3.32
  -0.9

2-15

33 2880   3.12 1-18

32 2650
  -0.9
  3.29

   x   3.32

  +0.2

  -0.6
   x

  2.99
  -0.4

  -0.3
  3.32
  -0.5

 2612   3.15    x

  3.32
  -0.5

  +0.2
  3.32
  +0.6

  3.26
  -0.3

2-14

31 2059   3.07 1-17

30
  +0.6

  3.32

  3.10
  +1.1

  3.05
  +0.6

  -0.6

2-12

29 2831   3.32 2-13

28 2730
  +1.1
  3.32

  3.34   3.34

  +0.8

  +0.2
   x

  3.21
  +1.3

  -0.7
  3.39
  +1.6

 2803   2.90   3.26
  +0.1

  3.39
  +1.6

  +0.8
  3.40
  +0.9

  +0.5
  3.32
  +0.5

1-15

27 2755   3.34 1-16

26
  +0.3

  3.40

  3.40
  +0.8

  3.15
  -0.7

  +0.9

1-14

25 2107   3.36 2-11

24 2541
  +0.5
  3.40

  3.13   3.41

  -0.8

  -0.5
  3.41

  3.33
  +1.6

  3.42
  +0.7

 2486    x   3.43
  -0.8

  3.42
  +0.7

   0.0
  3.43
  +0.9

  +1.3
  3.21
  +0.6

2-10

23 2007   3.41 1-13

22
  -0.4

  3.25

  3.46
  +0.2

  3.36
  -0.2

  +0.9

1-11

21 2566   3.23 1-12

20 2050
  +0.2
  3.46

  3.49   3.49

  +1.0

  +0.6
  3.33

  3.53
  +1.0

  +0.5
  3.37
  -2.0

 2492   3.56   3.55
  -0.6

  3.53
  +0.5

  -0.9
  3.56
  -0.5

  +1.5
  3.57
  -0.5

1-10

19 2102   3.22 2- 9

18   3.44

  3.44
  -0.1

  3.54
  -0.7

  +1.2

2- 8

17 2293    x 1- 9

16 2025
  -0.1
  3.57

  3.59   3.59

  -1.0

  +1.0
  3.58

  3.61
  +2.9

  -1.4
  3.51
  +1.2

 2060   3.59   3.54
  -1.4

  3.61
  -1.4

  -1.0
  3.61
  +0.1

  +2.0
  3.62
  +0.1

1- 7

15 2159   3.48 1- 8

14
  -0.5

  3.61

  3.56
  +0.5

  3.60
  +0.9

  +0.6

1- 6

13 2488   3.51 2- 7

12 2537
  +2.0
  3.62

  3.55   3.65

  -1.1

  +1.6
  3.65

  3.61
  -1.1

  -1.0
  3.66
  -0.7

 2709   3.67   3.51
  +1.5

  3.66
  -0.7

  +1.1
  3.67
  -1.0

  -0.7
  3.60
  +0.4

1- 5

11 2485   3.55 2- 6

10
  +0.3

  3.36

  3.74
  -0.1

  3.45
  +0.1

  -1.0

2- 5

9 2636   3.50 1- 4

8 2024
  -0.7
  3.74

  3.61   3.74

  -2.6

  +0.3
  3.74

  3.72
  +2.3

  +1.3
  3.74
  +1.6

 2026   3.69   3.79
  -2.6

  3.74
  +1.6

  +0.6
  3.79
  -0.5

  +1.6
  3.81
  -0.5

2- 4

7 2835   3.51 1- 3

6
  -0.9

  3.36

  3.56

  3.76
  -0.6

  -0.5

1- 2

5 2769   3.42 2- 3

4
  +1.6
  3.81

 2626    x   3.98

  -0.8

  +2.0
  3.98

  -0.8
  4.08
  +0.9   +0.9

3 2743   3.66 1- 1

2

  3.62
  -0.2

  4.01
  -0.1

  4.08

備考-２-

  4.13
  -0.8

  -0.8
   x

2- 2

組順

  4.22
  -0.8

 2779   3.73   4.13

-３- 記録

1 2879    x 2- 1

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ

  4.22

氏  名 所属団体名 -１-

浦野　義忠
増田　喜代志

2014/06/29 15:34

競技結果        共通女子        走幅跳総合結果 跳躍審判長
記録主任：

第31回長野県小学生陸上競技大会(14200004)
主催：一般財団法人長野陸上競技協会
後援：日本陸上競技連盟・公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団・長野県教育委員会　信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社
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_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成２６年　６月２９日（日）
会場：長野県松本平広域公園陸上競技場（201020）

浦野　義忠
増田　喜代志

2014/06/29 15:34

競技結果        共通女子        走幅跳総合結果 跳躍審判長
記録主任：

第31回長野県小学生陸上競技大会(14200004)
主催：一般財団法人長野陸上競技協会
後援：日本陸上競技連盟・公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団・長野県教育委員会　信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社

石原 文萌(6) 大町北
ｲｼﾊﾗ ｱﾔﾒ ｵｵﾏﾁｷﾀ
清水 風(5) 長小
ｼﾐｽﾞ ｳﾀ ｵｻｼｮｳ
田中 珠未(5) 諏訪FA
ﾀﾅｶ ﾀﾏﾐ ｽﾜFA
岡山 さくら(6) 大町東
ｵｶﾔﾏ ｻｸﾗ ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ
三井 陽和(6) 南牧南小
ﾐﾂｲ ﾋﾖﾘ ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐｼｮｳ
木下  寿乃(6) 阿智第二小
ｷﾉｼﾀ  ﾄｼﾉ ｱﾁﾀﾞｲﾆｼｮｳ
小林 美菜子(5) 中佐都小
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ ﾅｶｻﾄｼｮｳ
内山 莉実(5) 日滝小
ｳﾁﾔﾏ ﾘﾐ ﾋﾀｷｼｮｳ
清水  優月(6) 千栄小
ｼﾐｽﾞ  ﾕﾂﾞｷ ﾁﾊｴｼｮｳ
福嶋 もも(5) 日滝小
ﾌｸｼﾏ ﾓﾓ ﾋﾀｷｼｮｳ
秦  衣舞(5) 浪合小
ﾊﾀ  ｲﾌﾞ ﾅﾐｱｲｼｮｳ
土屋 珠紀(6) 美南ｶﾞ丘小 記録なし
ﾂﾁﾔ ﾀﾏｷ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳ

1-   2071    x    x
  +0.6

  2.50
  +0.9

  2.37
  -3.4
   x

  2.50
  +0.9

  2.56
  -0.6

  2.56
  -0.6

2-23

46 2882   2.49 1-23

45 2332    x   2.45
  -0.5

  +0.4
   x   2.61

  -1.7
  2.64
  +0.4

  2.81
  -0.2

  2.81
  -0.2

2-22

44 2883   2.64 1-22

43 2331   2.62
  -0.9

  2.53
  +1.1

  +1.7
  2.98
  -1.5

  2.97
  +0.4

  2.98
  -1.5

  2.93
  -0.2

  2.99
  +0.2

1-21

42 2055   2.95 2-21

41 2881   2.99
  +0.2

   x
  -1.1

  2.99
  -0.4

  2.95
  +0.8

  3.00
  -1.1

  3.02
  +0.7

  3.07
  -1.1

2-19

40 2008   3.00 2-20

39 2645   3.06
  -0.4

  3.07
  -1.1

  +0.5
  3.13
  -1.1

  3.06
  -0.7

  3.13
  -1.1

  2.89
  -0.3

  3.13
  -0.4

2-17

38 2750   2.57 2-18

37 2148   3.09
  +2.2

  3.13
  -0.4

  +1.0
  3.15
  +1.0

  3.18
  -0.7

  3.18
  -0.7

-３- 記録 組順 備考

36 2637   3.05 2-16

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-



決勝 (1,2組) 6月29日 11:30

長野県小学生記録(ER)            61.63 飯島 澄香                    城北             2012/5/13   
大会記録(GR)                    56.57 

[ 1組]

川上 楓花(6)
ｶﾜｶﾐ ﾌｳｶ 安曇
山本 昌穂(6)
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ 日滝小
奥原 愛希(6)
ｵｸﾊﾗ ｱｷ 奈川
髙橋 孝美(6)
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾐ 屋代小
藤本  祐奈(5)
ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾕｳﾅ 下條小
依田 美空(6)
ﾖﾀﾞ ﾐｸ 南相木小
桐山 唯(6)
ｷﾘﾔﾏ ﾕｲ 筑北TFC
宮下  愛美(6)
ﾐﾔｼﾀ  ﾏﾅﾐ 鼎小
小山  樹香(6)
ｺﾔﾏ ｺﾉｶ 阿智第一小
那須 衿水(6)
ﾅｽ ｴﾘﾅ 会染
中島 萌(6)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ 南相木小
亀野 百優(6)
ｶﾒﾉ ﾓﾕ 芝沢
前田  初依(5)
ﾏｴﾀﾞ  ｳｲ 伊賀良小
荻原 祥(6)
ｵｷﾞﾊﾗ ｻﾁ 南相木小
原  奈津美(6)
ﾊﾗ  ﾅﾂﾐ 阿智第一小
北原 唯衣奈(6)
ｷﾀﾊﾗ ﾕｲﾅ 城北小
飯森 真菜(5)
ｲｲﾓﾘ ﾏﾅ 麻績
上條 真依(5)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｲ 塩尻西
辻 明日香(5)
ﾂｼﾞ  ｱｽｶ 堀金
村田 夏澄(6)
ﾑﾗﾀ ｶｽﾐ 北御牧小
那須 友美(6)
ﾅｽ ﾄﾓﾐ 会染
田中 瑠菜(6) 欠場
ﾀﾅｶ ﾙﾅ 北御牧小

備考

共通女子

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-

 2571
 34.26    o    o

-3- 記録-2-

 34.15  34.15 

 34.26 

2 20  2329
   o    o

1 12

3 17  2616
 34.05    o    o

 32.65    o

   o  33.53 

 34.05 

4 13  2245
 33.53    o

 32.65 

6 16  2019
   o  31.52

5 3  2890
   o

 2463
   o    o  31.41

   o  31.52 

 30.89  30.89 

 31.41 

8 14  2888
   o    o

7 8

9 21  2886
   o    o  30.84

 29.95    x

 30.12  30.12 

 30.84 

10 19  2633
   o    o

 29.95 

12 9  2603
 29.32    o

11 22  2022
   o

 2887
   o    o  26.78

   x  29.32 

 26.41  26.41 

 26.78 

14 18  2020
   o    o

13 15

15 10  2889
 26.13    o    o

   o    o

 25.58  25.58 

 26.13 

16 5  2748
   o    o

 23.28 

18 1  2544
   o    o

17 6  2539
 23.28

 2513
   o  22.09    o

 22.42  22.42 

   o  22.05 

 22.09 

20 11  2135
   x  22.05

19 7

21 2  2634
   o  19.24    o  19.24 

4  2136



[ 2組]

池上 実結(6)
ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾕ 手良
豊田 杏果音(6)
ﾄﾖﾀﾞ ｱｶﾈ 高甫小
小平 るな(6)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾙﾅ 永明小
岩永響(5)
ｲﾜﾅｶﾞﾋﾋﾞｷ 宮田
青柳 真里奈(6)
ｱｵﾔｷﾞ  ﾏﾘﾅ 堀金
池上 桃花(5)
ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ 手良
新川 莉世(6)
ｼﾝｶﾜ ﾘﾖ 塩尻吉田
山浦 萌衣(6)
ﾔﾏｳﾗ ﾒｲ 美南ｶﾞ丘小
小山 あさ(6)
ｺﾔﾏｱｻ 美麻
河西 永恋(6)
ｶｻｲ ｴﾚﾝ 城北小
武田 あかり(6)
ﾀｹﾀﾞ  ｱｶﾘ 坂の上小
下平 瑠里(5)
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾙﾘ 東春近
花谷 雪月(6)
ﾊﾅﾀﾆ ﾕﾂﾞｷ 白馬南
中島 玲奈(6)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲﾅ 南相木小
榊 萌絵(6)
ｻｶｷ ﾓｴ 南相木小
田中 彩野(6)
ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ 長野市陸上教
青木 里奈(6)
ｱｵｷ ﾘﾅ 明北
伊藤 美良乃(6)
ｲﾄｳ ﾐﾗﾉ 東春近
北村 玲奈(6)
ｷﾀﾑﾗ ﾚﾅ 屋代小
島田 結音(5)
ｼﾏﾀﾞ ﾕﾉﾝ 大町西
橘 心優(6)
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾕ 湖東小
唐澤 愛実(6)
ｶﾗｻﾜ  ﾏﾅﾐ 神科小

共通女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 48.33 

備考

1 20  2783
   o  53.20    o

-2- -3-

   x  48.11    x

 53.20 

2 17  2269
 48.33    o    o

 48.11 

4 12  2781
 47.89    o    o

3 18  2694

   o    o

   o  47.52 

 47.89 

5 19  2512
 47.52    o

 47.39 

7 21  2551
   o    o

6 13  2784
 47.39

 2072
 44.77    o    o

 45.39  45.39 

   o  43.21 

 44.77 

9 7  2654
 43.21    o

8 16

10 10  2746
   o    o  43.03

   o    o

   o  42.75 

 43.03 

11 22  2076
   o  42.75

 41.31 

13 9  2652
   o    o

12 3  2806
 41.31

 2023
   o    o  40.04

 40.71  40.71 

 39.09  39.09 

 40.04 

15 14  2021
   o    o

14 11

16 15  2323
 38.28    o    o

   o  38.00

 38.17  38.17 

 38.28 

17 2  2527
   o    o

 38.00 

19 4  2243
   o  37.45

18 1  2805
   o

 2644
 37.37    o    o

   o  37.45 

   o  35.04 

 37.37 

21 8  2728
 35.04    o

20 5

 34.77 
22 6  2147

 34.77    o    o
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_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成２６年　６月２９日（日）
会場：長野県松本平広域公園陸上競技場（201020）

長野県小学生記録(ER)            61.63 飯島 澄香                    城北             2012/5/13   
大会記録(GR)                    56.57 

池上 実結(6) 手良
ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾕ ﾃﾗ
豊田 杏果音(6) 高甫小
ﾄﾖﾀﾞ ｱｶﾈ ﾀｶﾎｼｮｳ
小平 るな(6) 永明小
ｺﾀﾞｲﾗ ﾙﾅ ｴｲﾒｲｼｮｳ
岩永響(5) 宮田
ｲﾜﾅｶﾞﾋﾋﾞｷ ﾐﾔﾀﾞ
青柳 真里奈(6) 堀金
ｱｵﾔｷﾞ  ﾏﾘﾅ ﾎﾘｶﾞﾈ
池上 桃花(5) 手良
ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ ﾃﾗ
新川 莉世(6) 塩尻吉田
ｼﾝｶﾜ ﾘﾖ ｼｵｼﾞﾘﾖｼﾀﾞ
山浦 萌衣(6) 美南ｶﾞ丘小
ﾔﾏｳﾗ ﾒｲ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶｼｮｳ
小山 あさ(6) 美麻
ｺﾔﾏｱｻ ﾐｱｻ
河西 永恋(6) 城北小
ｶｻｲ ｴﾚﾝ ｼﾞｮｳﾎｸｼｮｳ
武田 あかり(6) 坂の上小
ﾀｹﾀﾞ  ｱｶﾘ ｻｶﾉｳｴｼｮｳ
下平 瑠里(5) 東春近
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾙﾘ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶ
花谷 雪月(6) 白馬南
ﾊﾅﾀﾆ ﾕﾂﾞｷ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐ
中島 玲奈(6) 南相木小
ﾅｶｼﾞﾏ ﾚｲﾅ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
榊 萌絵(6) 南相木小
ｻｶｷ ﾓｴ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
田中 彩野(6) 長野市陸上教
ﾀﾅｶ ｱﾔﾉ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
青木 里奈(6) 明北
ｱｵｷ ﾘﾅ ﾒｲﾎｸ
伊藤 美良乃(6) 東春近
ｲﾄｳ ﾐﾗﾉ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶ
北村 玲奈(6) 屋代小
ｷﾀﾑﾗ ﾚﾅ ﾔｼﾛｼｮｳ
島田 結音(5) 大町西
ｼﾏﾀﾞ ﾕﾉﾝ ｵｵﾏﾁﾆｼ
橘 心優(6) 湖東小
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾕ ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ
唐澤 愛実(6) 神科小
ｶﾗｻﾜ  ﾏﾅﾐ ｶﾐｼﾅｼｮｳ
川上 楓花(6) 安曇
ｶﾜｶﾐ ﾌｳｶ ｱﾂﾞﾐ
山本 昌穂(6) 日滝小
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾎ ﾋﾀｷｼｮｳ
奥原 愛希(6) 奈川
ｵｸﾊﾗ ｱｷ ﾅｶﾞﾜ
髙橋 孝美(6) 屋代小
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾐ ﾔｼﾛｼｮｳ
藤本  祐奈(5) 下條小
ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾕｳﾅ ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ
依田 美空(6) 南相木小
ﾖﾀﾞ ﾐｸ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
桐山 唯(6) 筑北TFC
ｷﾘﾔﾏ ﾕｲ ﾁｸﾎｸTFC
宮下  愛美(6) 鼎小
ﾐﾔｼﾀ  ﾏﾅﾐ ｶﾅｴｼｮｳ
小山  樹香(6) 阿智第一小
ｺﾔﾏ ｺﾉｶ ｱﾁﾀﾞｲｲﾁｼｮｳ
那須 衿水(6) 会染
ﾅｽ ｴﾘﾅ ｱｲｿﾒ
中島 萌(6) 南相木小
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
亀野 百優(6) 芝沢
ｶﾒﾉ ﾓﾕ ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ
前田  初依(5) 伊賀良小
ﾏｴﾀﾞ  ｳｲ ｲｶﾞﾗｼｮｳ

1-1335 2887
   o    o  26.78  26.78

1-11

34 2603
 29.32    o    x  29.32

1-12

33 2022
   o  29.95    x  29.95

1- 9

32 2633
   o    o  30.12  30.12

1-10

31 2886
   o    o  30.84  30.84

1- 7

30 2888
   o    o  30.89  30.89

1- 8

29 2463
   o    o  31.41  31.41

1- 5

28 2019
   o  31.52    o  31.52

1- 6

27 2890
   o  32.65    o  32.65

1- 3

26 2245
 33.53    o    o  33.53

1- 4

25 2616
 34.05    o    o  34.05

1- 1

24 2329
   o    o  34.15  34.15

1- 2

23 2571
 34.26    o    o  34.26

2-21

22 2147
 34.77    o    o  34.77

2-22

21 2728
 35.04    o    o  35.04

2-19

20 2644
 37.37    o    o  37.37

2-20

19 2243
   o  37.45    o  37.45

2-17

18 2805
   o    o  38.00  38.00

2-18

17 2527
   o    o  38.17  38.17

2-15

16 2323
 38.28    o    o  38.28

2-16

15 2021
   o    o  39.09  39.09

2-13

14 2023
   o    o  40.04  40.04

2-14

13 2652
   o    o  40.71  40.71

2-11

12 2806
 41.31    o    o  41.31

2-12

11 2076
   o  42.75    o  42.75

2- 9

10 2746
   o    o  43.03  43.03

2-10

9 2654
 43.21    o    o  43.21

2- 7

8 2072
 44.77    o    o  44.77

2- 8

7 2551
   o    o  45.39  45.39

2- 5

6 2784
 47.39    o    o  47.39

2- 6

5 2512
 47.52    o    o  47.52

2- 3

4 2781
 47.89    o    o  47.89

2- 4

3 2694
   x  48.11    x  48.11

2- 1

2 2269
 48.33    o    o  48.33

2- 2

備考

1 2783
   o  53.20    o  53.20

-３- 記録 組順順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２-

競技結果        共通女子        ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投総合結果 投擲審判長
記録主任：

伊藤　利博
増田　喜代志

2014/06/29 13:04

第31回長野県小学生陸上競技大会(14200004)
主催：一般財団法人長野陸上競技協会
後援：日本陸上競技連盟・公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団・長野県教育委員会　信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社
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_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成２６年　６月２９日（日）
会場：長野県松本平広域公園陸上競技場（201020）

競技結果        共通女子        ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投総合結果 投擲審判長
記録主任：

伊藤　利博
増田　喜代志

2014/06/29 13:04

第31回長野県小学生陸上競技大会(14200004)
主催：一般財団法人長野陸上競技協会
後援：日本陸上競技連盟・公益財団法人安藤スポーツ･食文化振興財団・長野県教育委員会　信濃毎日新聞社
協賛：日清食品ホールディングス株式会社

荻原 祥(6) 南相木小
ｵｷﾞﾊﾗ ｻﾁ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
原  奈津美(6) 阿智第一小
ﾊﾗ  ﾅﾂﾐ ｱﾁﾀﾞｲｲﾁｼｮｳ
北原 唯衣奈(6) 城北小
ｷﾀﾊﾗ ﾕｲﾅ ｼﾞｮｳﾎｸｼｮｳ
飯森 真菜(5) 麻績
ｲｲﾓﾘ ﾏﾅ ｵﾐ
上條 真依(5) 塩尻西
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｲ ｼｵｼﾞﾘﾆｼ
辻 明日香(5) 堀金
ﾂｼﾞ  ｱｽｶ ﾎﾘｶﾞﾈ
村田 夏澄(6) 北御牧小
ﾑﾗﾀ ｶｽﾐ ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳ
那須 友美(6) 会染
ﾅｽ ﾄﾓﾐ ｱｲｿﾒ
田中 瑠菜(6) 北御牧小 欠場
ﾀﾅｶ ﾙﾅ ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳ

1-  

 19.24
1-21

 2136

43 2634
   o  19.24    o

1-19

42 2135
   x  22.05    o  22.05

1-20

41 2513
   o  22.09    o  22.09

1-17

40 2544
   o    o  22.42  22.42

1-18

39 2539
 23.28    o    o  23.28

1-15

38 2748
   o    o  25.58  25.58

1-16

37 2889
 26.13    o    o  26.13

備考

36 2020
   o    o  26.41  26.41

1-14

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 -１- -２- -３- 記録 組順



決勝 6月29日 13:25

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -0.3

 1 平出 瑠奈(6)     14.71  1 安藤 衣舞(6)     15.34 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｱﾝﾄﾞｳ ｲﾌﾞ 波田GTR

 2 太田 安奈(6)     15.38  2 新谷 円夏(6)     15.83 
ｵｵﾀ ｱﾝﾅ 波田GTR ｼﾝﾔ  ﾏﾄﾞｶ 赤穂南

 3 吉澤愛佳(6)     15.46  3 大月 華織(6)     15.95 
ﾖｼｻﾞﾜｱｲｶ 飯島 ｵｵﾂｷ ｶｵﾘ ｺﾒｯﾄ波田

 4 坂根 樺音(6)     15.69  4 澁谷 有紀(5)     16.18 
ｻｶﾈ  ｶﾉﾝ T&F佐久平 ｼﾌﾞﾔ ﾕｷ 美篶

 5 丸山 実優(6)     15.72  5 滝澤 有泉(5)     16.30 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕ 豊科北AC ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北AC

 6 大月 七夏(6)     15.76  6 今井 咲良(6)     16.86 
ｵｵﾂｷ ﾅﾅｶ 波田GTR ｲﾏｲｻｸﾗ 広丘AC

 7 池上 玲音(6)     15.79  7 掘 優莉(6)     16.93 
ｲｹｶﾞﾐ ﾚｲﾈ 南箕輪 ﾎﾘ ﾕｳﾘ 南箕輪

 8 清水  華音(6)     16.18  8 宮内  笑夢(5)     18.98 
ｼﾐｽﾞ ｶﾉﾝ 原小 ﾐﾔｳﾁ  ｴﾑ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -0.2

 1 新田 光咲(5)     15.68  1 青沼 のどか(4)     16.03 
ﾆｯﾀ ﾐｻｷ 穂高西AC ｱｵﾇﾏ ﾉﾄﾞｶ 南箕輪

 2 平田 緋奈(5)     16.30  2 佐藤  悠花(4)     16.09 
ﾋﾗﾀ ﾋﾅ 豊科北 ｻﾄｳ  ﾕｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 熊谷  朋華(4)     16.64  3 木田村 美紅(5)     17.25 
ｸﾏｶﾞｲ  ﾎﾉｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｷﾀﾑﾗ ﾐｸ 福島

 4 濱 弥月(4)     16.81  4 枝澤 茉奈(4)     17.42 
ﾊﾏ ﾐﾂﾞｷ 諏訪FA ｴﾀﾞｻﾜ ﾏﾅ 豊科北T&F

 5 林 実怜(5)     16.84  5 佐藤 静奈(4)     17.69 
ﾊﾔｼ  ﾐﾚｲ 赤穂南 ｻﾄｳ ｼｽﾞﾅ 軽井沢西部AC

 6 矢島 優奈(4)     16.96  6 中沢 由菜(4)     18.15 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 穂高西AC ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾅ ｺﾒｯﾄ波田

 7 上原 愛彩(4)     18.12  7 井上 愛香(4)     19.66 
ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ 佐久A&AC ｲﾉｳｴ ｱｲｶ 広丘

 8 佐藤 千花(5)     18.74 
ｻﾄｳ ﾁｶ 軽井沢A&AC

   1 平出 瑠奈(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     14.71 (+1.1)   1   1
   2 安藤 衣舞(6) 波田GTR     15.34 (-0.3)   2   1
   3 太田 安奈(6) 波田GTR     15.38 (+1.1)   1   2
   4 吉澤愛佳(6) 飯島     15.46 (+1.1)   1   3
   5 新田 光咲(5) 穂高西AC     15.68 (-0.4)   3   1
   6 坂根 樺音(6) T&F佐久平     15.69 (+1.1)   1   4
   7 丸山 実優(6) 豊科北AC     15.72 (+1.1)   1   5
   8 大月 七夏(6) 波田GTR     15.76 (+1.1)   1   6
   9 池上 玲音(6) 南箕輪     15.79 (+1.1)   1   7
  10 新谷 円夏(6) 赤穂南     15.83 (-0.3)   2   2
  11 大月 華織(6) ｺﾒｯﾄ波田     15.95 (-0.3)   2   3
  12 青沼 のどか(4) 南箕輪     16.03 (-0.2)   4   1
  13 佐藤  悠花(4) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.09 (-0.2)   4   2
  14 澁谷 有紀(5) 美篶     16.18 (-0.3)   2   4
  14 清水  華音(6) 原小     16.18 (+1.1)   1   8
  16 平田 緋奈(5) 豊科北     16.30 (-0.4)   3   2
  16 滝澤 有泉(5) 豊科北AC     16.30 (-0.3)   2   5
  18 熊谷  朋華(4) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.64 (-0.4)   3   3
  19 濱 弥月(4) 諏訪FA     16.81 (-0.4)   3   4
  20 林 実怜(5) 赤穂南     16.84 (-0.4)   3   5
  21 今井 咲良(6) 広丘AC     16.86 (-0.3)   2   6
  22 掘 優莉(6) 南箕輪     16.93 (-0.3)   2   7
  23 矢島 優奈(4) 穂高西AC     16.96 (-0.4)   3   6
  24 木田村 美紅(5) 福島     17.25 (-0.2)   4   3
  25 枝澤 茉奈(4) 豊科北T&F     17.42 (-0.2)   4   4
  26 佐藤 静奈(4) 軽井沢西部AC     17.69 (-0.2)   4   5
  27 上原 愛彩(4) 佐久A&AC     18.12 (-0.4)   3   7
  28 中沢 由菜(4) ｺﾒｯﾄ波田     18.15 (-0.2)   4   6
  29 佐藤 千花(5) 軽井沢A&AC     18.74 (-0.4)   3   8
  30 宮内  笑夢(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.98 (-0.3)   2   8
  31 井上 愛香(4) 広丘     19.66 (-0.2)   4   7

ｵｰﾌﾟﾝ女子
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
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