
第４３回富士見町陸上競技選手権大会                                              
第11回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会代表候補選手選考会                      
主催：富士見町教育委員会、NPO法人富士見町体育協会                               
主管：NPO法人富士見町体育協会・陸上競技部                                       

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】203100  茅野市陸上競技場

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
07/05 中学女子共通 津金 真希(2) 3,02.33 森山 あすみ(1) 3,05.12

800m とちの木･富士見中 富里･富士見中
07/05 百瀬 早姫(2) 1.25 小川 菜々穂(2) 1.25

走高跳 南原山･富士見中 富士見･富士見中
07/05 小林 菜々美(1)3.56(+0.2)

走幅跳 御射山神戸･富士見中
07/05 富士見中(A)       57.27 富士見中(B)     1,02.86

4x100m 細川 佑郁(3) 五味 幸花(2)
百瀬 早姫(2) 小林 愛楠(2)
田波 満希(2) 香川 莉穂(2)
玉田 菜穂(3) 小川 菜々穂(2)

07/05 中学1年女子  +0.2小林 菜々美(1) 16.12
100m 御射山神戸･富士見中

07/05 中学2.3年女  +0.2玉田 菜穂(3) 14.21 細川 佑郁(3) 14.52 百瀬 早姫(2) 14.61 五味 幸花(2) 15.39 田波 満希(2) 15.62 小林 愛楠(2) 15.85 香川 莉穂(2) 16.52
100m 小六･富士見中 富里･富士見中 南原山･富士見中 塚平･富士見中 桜ヶ丘･富士見中 栗生･富士見中 富士見･富士見中

07/05 小学1年女子 雨宮 ちとせ(1) 11.48 矢島 瞳(1) 12.45 三宅 みずき(1) 12.56 前島 知歩(1) 12.65 植松 雫(1) 13.08 小林 美森(1) 13.13 平出 純華(1) 13.17 名取 琴音(1) 13.39
60m 乙事･本郷小 信濃境･境小 信濃境･境小 若宮･富士見小 立沢･本郷小 先達･境小 信濃境･境小 富里･富士見小

07/05 小学2年女子   0.0和田 咲菜(2) 11.23 小池 萌恵(2) 11.28 名取 柚未(2) 11.92 小松原 咲愛(2) 12.01 飯田 ちとせ(2) 12.07 小池 心都(2) 12.34 井内 美音(2) 12.77 折井 美冬(2) 13.15
60m 新田･本郷小 立沢･本郷小 松目･富士見小 桜ケ丘･本郷小 高森･境小 乙事･本郷小 乙事･本郷小 新田･本郷小

07/05 小学3年女子  +0.9伊藤 穂乃花(3) 17.91 清水 姫菜(3) 17.96 寺尾 友里(3) 18.22 小林 みさと(3) 18.64 雨宮 柑奈(3) 18.67 名取 夢叶(3) 18.82 名取 真菜(3) 19.07 平出 和加奈(3) 19.43
100m 富士見･富士見小 原の茶屋･富士見小 富士見･富士見小 高森･境小 新田･本郷小 富里･富士見小 富士見ヶ丘･富士見小 信濃境･境小

07/05 富士見小     1,14.45 境小(A)     1,15.20
4x100m 名取 夢叶(3) 小林 彩乃(3)

伊藤 穂乃花(3) 平出 和加奈(3)
清水 姫菜(3) 櫻本 千夏(3)
名取 真菜(3) 小林 みさと(3)

07/05 小学4年女子  -0.1越川 えり(4) 16.73 井内 美空(4) 16.82 福島 藍乃(4) 16.98 小林 陽菜(4) 17.68 大澤 蘭華(4) 17.77 小林 紗綾(4) 17.81 佐藤 美優(4) 17.86 伊勢井 雪香(4) 17.98
100m 新田･本郷小 乙事･本郷小 富士見･富士見小 葛窪･境小 高森･境小 信濃境･境小 新田･本郷小 南原山･富士見小

07/05 大澤 結来(4) 2.68(0.0) 伊勢井 雪香(4)2.61(0.0) 塩沢 歩佳(4) 2.60(0.0) 大澤 蘭華(4) 2.26(+0.1)
走幅跳 高森･境小 南原山･富士見小 信濃境･境小 高森･境小

07/05 本郷小     1,08.80 境小(A)     1,12.82
4x100m 名取 美侑(4) 塩沢 歩佳(4)

越川 えり(4) 大澤 結来(4)
佐藤 美優(4) 平出 彩乃(4)
井内 美空(4) 大澤 蘭華(4)

07/05 小学5年女子  +0.6武居 佑李菜(5) 15.49 細川 茜梨(5) 15.81 岡本 真采(5) 16.28 阿部 真奈美(5) 16.51 岡本 真叶(5) 16.52 伏見 日花里(5) 16.60 渡邉 帆咲(5) 16.62 大藪 穂野花(5) 16.74
100m 南原山･富士見小 神戸･富士見小 富里･富士見小 高森･境小 富里･富士見小 机･富士見小 立沢･本郷小 富士見台･富士見小

07/05 武居 佑李菜(5)3.48(+0.1) 阿部 真奈美(5)3.06(0.0) 飯田 小夏(5) 2.84(0.0) 川口 ののは(5)2.71(+0.1) 渡邉 帆咲(5) 2.65(+0.1) 太目 結衣(5) 2.45(0.0)
走幅跳 南原山･富士見小 高森･境小 高森･境小 桜ケ丘･本郷小 立沢･本郷小 新田･本郷小

07/05 富士見小(A)     1,04.71 富士見小(B)     1,05.54 境小(A)     1,06.73 本郷小     1,06.75
4x100m 岡本 真叶(5) 小林 穂々光(5) 飯田 小夏(5) 川口 ののは(5)

岡本 真采(5) 大藪 穂野花(5) 金田 柚葉(5) 太目 結衣(5)
池田 彩菜(5) 伏見 日花里(5) 富山 みそら(5) 雨宮 鈴佳(5)
武居 佑李菜(5) 細川 茜梨(5) 阿部 真奈美(5) 渡邉 帆咲(5)

07/05 小学6年女子  -0.9小林 舞香(6) 14.85 斎藤 くる美(6) 14.98 大川 あおば(6) 15.43 阿部 知比呂(6) 15.61 千代 葵(6) 16.49 井出 綾乃(6) 16.74 名取 恵琉(6) 16.75 小林 美月(6) 18.86
100m 高森･境小 富士見･富士見小 先達･境小 高森･境小 立沢･本郷小 富士見･富士見小 新田･本郷小 先達･境小

07/05 斎藤 くる美(6)3.77(0.0) 大川 あおば(6)3.56(0.0) 井出 綾乃(6) 3.32(+0.1) 五味 叶花(6) 3.13(0.0) 名取 恵琉(6) 3.12(0.0) 阿部 知比呂(6)2.98(0.0) 田所 瑞穂(6) 2.54(0.0)
走幅跳 富士見･富士見小 先達･境小 富士見･富士見小 乙事･本郷小 新田･本郷小 高森･境小 立沢･本郷小



第４３回富士見町陸上競技選手権大会                                              
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決勝記録一覧表
女  子 【競技場】203100  茅野市陸上競技場

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
07/05 境小(A)     1,02.83

4x100m 阿部 知比呂(6)
小林 美月(6)
小林 舞香(6)
大川 あおば(6)



決勝 7月5日 10:10

大会新  (GR )       11.20

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -1.5

 1 矢島 瞳(1) 信濃境     12.45  1 雨宮 ちとせ(1) 乙事     11.48 
ﾔｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 境小 ｱﾒﾐﾔ ﾁﾄｾ 本郷小

 2 植松 雫(1) 立沢     13.08  2 三宅 みずき(1) 信濃境     12.56 
ｳｴﾏﾂ ｼｽﾞｸ 本郷小 ﾐﾔｹ ﾐｽﾞｷ 境小

 3 小林 美森(1) 先達     13.13  3 前島 知歩(1) 若宮     12.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾓﾘ 境小 ﾏｴｼﾏ ﾁﾎ 富士見小

 4 石垣 海月(1) 富里     13.44  4 平出 純華(1) 信濃境     13.17 
ｲｼｶﾞｷ ﾐﾂｷ 富士見小 ﾋﾗｲﾃﾞ ｽﾐｶ 境小

 5 髙橋 麻玲(1) 乙事     13.89  5 名取 琴音(1) 富里     13.39 
ﾀｶﾊｼ ﾏﾚｲ 本郷小 ﾅﾄﾘ ｺﾄﾈ 富士見小
西藤 百海(1) 富士見台  6 砺波 はな(1) 信濃境     13.43 
ｻｲﾄｳ ﾓﾓﾐ 富士見小 ﾄﾅﾐ ﾊﾅ 境小

   1 雨宮 ちとせ(1) 乙事 本郷小     11.48 (-1.5)   2   1
   2 矢島 瞳(1) 信濃境 境小     12.45 (-0.2)   1   1
   3 三宅 みずき(1) 信濃境 境小     12.56 (-1.5)   2   2
   4 前島 知歩(1) 若宮 富士見小     12.65 (-1.5)   2   3
   5 植松 雫(1) 立沢 本郷小     13.08 (-0.2)   1   2
   6 小林 美森(1) 先達 境小     13.13 (-0.2)   1   3
   7 平出 純華(1) 信濃境 境小     13.17 (-1.5)   2   4
   8 名取 琴音(1) 富里 富士見小     13.39 (-1.5)   2   5
   9 砺波 はな(1) 信濃境 境小     13.43 (-1.5)   2   6
  10 石垣 海月(1) 富里 富士見小     13.44 (-0.2)   1   4
  11 髙橋 麻玲(1) 乙事 本郷小     13.89 (-0.2)   1   5

決勝 7月5日 10:25

大会新  (GR )       10.90

風速  0.0

 1 和田 咲菜(2) 新田     11.23 
ﾜﾀﾞ ｻｷﾅ 本郷小

 2 小池 萌恵(2) 立沢     11.28 
ｺｲｹ ﾓｴ 本郷小

 3 名取 柚未(2) 松目     11.92 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾐ 富士見小

 4 小松原 咲愛(2) 桜ケ丘     12.01 
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｻｴ 本郷小

 5 飯田 ちとせ(2) 高森     12.07 
ｲｲﾀﾞ ﾁﾄｾ 境小

 6 小池 心都(2) 乙事     12.34 
ｺｲｹ ｺﾄ 本郷小

 7 井内 美音(2) 乙事     12.77 
ｲｳﾁ ﾐｵ 本郷小

 8 折井 美冬(2) 新田     13.15 
ｵﾘｲ ﾐﾌﾕ 本郷小
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予選 7月5日  9:10
決勝 7月5日 10:35

大会新  (GR )       16.90

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.3

 1 伊藤 穂乃花(3) 富士見     17.97 q  1 雨宮 柑奈(3) 新田     18.51 q
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 富士見小 ｱﾒﾐﾔ ｶﾝﾅ 本郷小

 2 清水 姫菜(3) 原の茶屋     18.18 q  2 名取 真菜(3) 富士見ヶ丘     18.96 q
ｼﾐｽﾞ ﾋﾅ 富士見小 ﾅﾄﾘ ﾏﾅ 富士見小

 3 寺尾 友里(3) 富士見     18.42 q  3 名取 夢叶(3) 富里     19.21 q
ﾃﾗｵ ﾕﾘ 富士見小 ﾅﾄﾘ ﾕﾒｶ 富士見小

 4 小林 みさと(3) 高森     18.70 q  4 平出 和加奈(3) 信濃境     19.28 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 境小 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾜｶﾅ 境小

 5 櫻本 千夏(3) 池袋     19.37  5 本江 希(3) 信濃境     19.43 
ｻｸﾗﾓﾄ ﾁﾅﾂ 境小 ﾎﾝｺﾞｳ ﾉｿﾞﾐ 境小

 6 矢澤 美月(3) 新田     19.63 
ﾔｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ 本郷小

 7 小林 彩乃(3) 信濃境     19.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ 境小

風速 +0.9

 1 伊藤 穂乃花(3) 富士見     17.91 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 富士見小

 2 清水 姫菜(3) 原の茶屋     17.96 
ｼﾐｽﾞ ﾋﾅ 富士見小

 3 寺尾 友里(3) 富士見     18.22 
ﾃﾗｵ ﾕﾘ 富士見小

 4 小林 みさと(3) 高森     18.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 境小

 5 雨宮 柑奈(3) 新田     18.67 
ｱﾒﾐﾔ ｶﾝﾅ 本郷小

 6 名取 夢叶(3) 富里     18.82 
ﾅﾄﾘ ﾕﾒｶ 富士見小

 7 名取 真菜(3) 富士見ヶ丘     19.07 
ﾅﾄﾘ ﾏﾅ 富士見小

 8 平出 和加奈(3) 信濃境     19.43 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾜｶﾅ 境小

決勝 7月5日 10:45

大会新  (GR )       15.60

風速 -0.1

 1 越川 えり(4) 新田     16.73 
ｺｼｶﾜ ｴﾘ 本郷小

 2 井内 美空(4) 乙事     16.82 
ｲｳﾁ ﾐｸ 本郷小

 3 福島 藍乃(4) 富士見     16.98 
ﾌｸｼﾏ ｱｲﾉ 富士見小

 4 小林 陽菜(4) 葛窪     17.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾅ 境小

 5 大澤 蘭華(4) 高森     17.77 
ｵｵｻﾜ ﾗﾝｶ 境小

 6 小林 紗綾(4) 信濃境     17.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔ 境小

 7 佐藤 美優(4) 新田     17.86 
ｻﾄｳ ﾐﾕ 本郷小

 8 伊勢井 雪香(4) 南原山     17.98 
ｲｾｲ ﾕｷｶ 富士見小

 9 名取 美侑(4) 桜ケ丘     18.67 
ﾅﾄﾘ ﾐﾕ 本郷小
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予選 7月5日  9:30
決勝 7月5日 10:55

大会新  (GR )       14.60

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速  0.0

 1 岡本 真采(5) 富里     16.50 q  1 武居 佑李菜(5) 南原山     15.54 q
ｵｶﾓﾄ ﾐｺﾄ 富士見小 ﾀｹｲ ﾕﾘﾅ 富士見小

 2 伏見 日花里(5) 机     16.63 q  2 細川 茜梨(5) 神戸     16.02 q
ﾌｼﾐ ﾋｶﾘ 富士見小 ﾎｿｶﾜ ｱｶﾘ 富士見小

 3 渡邉 帆咲(5) 立沢     16.68 q  3 阿部 真奈美(5) 高森     16.57 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎｻｷ 本郷小 ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 境小

 4 岡本 真叶(5) 富里     16.78 q  4 雨宮 鈴佳(5) 新田     18.11 
ｵｶﾓﾄ ﾏｶﾅ 富士見小 ｱﾒﾐﾔ ｽｽﾞｶ 本郷小

 5 大藪 穂野花(5) 富士見台     16.82 q 池田 彩菜(5) 希望ヶ丘
ｵｵﾔﾌﾞ ﾎﾉｶ 富士見小 ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾅ 富士見小

 6 金田 柚葉(5) 高森     18.27 
ｶﾅﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 境小

風速 +0.6

 1 武居 佑李菜(5) 南原山     15.49 
ﾀｹｲ ﾕﾘﾅ 富士見小

 2 細川 茜梨(5) 神戸     15.81 
ﾎｿｶﾜ ｱｶﾘ 富士見小

 3 岡本 真采(5) 富里     16.28 
ｵｶﾓﾄ ﾐｺﾄ 富士見小

 4 阿部 真奈美(5) 高森     16.51 
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 境小

 5 岡本 真叶(5) 富里     16.52 
ｵｶﾓﾄ ﾏｶﾅ 富士見小

 6 伏見 日花里(5) 机     16.60 
ﾌｼﾐ ﾋｶﾘ 富士見小

 7 渡邉 帆咲(5) 立沢     16.62 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎｻｷ 本郷小

 8 大藪 穂野花(5) 富士見台     16.74 
ｵｵﾔﾌﾞ ﾎﾉｶ 富士見小

決勝 7月5日 11:05

大会新  (GR )       13.8 

風速 -0.9

 1 小林 舞香(6) 高森     14.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 境小

 2 斎藤 くる美(6) 富士見     14.98 
ｻｲﾄｳ ｸﾙﾐ 富士見小

 3 大川 あおば(6) 先達     15.43 
ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ 境小

 4 阿部 知比呂(6) 高森     15.61 
ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ 境小

 5 千代 葵(6) 立沢     16.49 
ｾﾝﾀﾞｲ ｱｵｲ 本郷小

 6 井出 綾乃(6) 富士見     16.74 
ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ 富士見小

 7 名取 恵琉(6) 新田     16.75 
ﾅﾄﾘ ｴﾙ 本郷小

 8 小林 美月(6) 先達     18.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾞｷ 境小

8   124

2    69

3    97

9    63

4    96

5    50

記録／備考
7    64

6    87

決勝

3    42

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   151

6    68
欠場

2    87

5    50

記録／備考
4    64

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6    69

5   124

2    97

7    63

所属名 記録／備考
4    96

小学5年女子

100m                

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順

7   118

8    33

5   130

3   101

2    22

4    48

6    31

9    88

小学6年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月5日 11:30

大会新  (GR )     1,10.80

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 富士見小    57 名取 夢叶(3)   1,14.45 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ﾅﾄﾘ ﾕﾒｶ
  102 伊藤 穂乃花(3)

ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
   79 清水 姫菜(3)

ｼﾐｽﾞ ﾋﾅ
   58 名取 真菜(3)

ﾅﾄﾘ ﾏﾅ
 2   4 境小(A)    35 小林 彩乃(3)   1,15.20 

ｻｶｲｼｮｳA ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ
    7 平出 和加奈(3)

ﾋﾗｲﾃﾞ ﾜｶﾅ
    1 櫻本 千夏(3)

ｻｸﾗﾓﾄ ﾁﾅﾂ
   38 小林 みさと(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ

決勝 7月5日 11:30

大会新  (GR )     1,07.70

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 本郷小   115 名取 美侑(4)   1,08.80 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ﾅﾄﾘ ﾐﾕ
  150 越川 えり(4)

ｺｼｶﾜ ｴﾘ
  145 佐藤 美優(4)

ｻﾄｳ ﾐﾕ
  155 井内 美空(4)

ｲｳﾁ ﾐｸ
 2   5 境小(A)    47 塩沢 歩佳(4)   1,12.82 

ｻｶｲｼｮｳA ｼｵｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
   21 大澤 結来(4)

ｵｵｻﾜ ﾕﾗ
   11 平出 彩乃(4)

ﾋﾗｲﾃﾞ ｱﾔﾉ
   19 大澤 蘭華(4)

ｵｵｻﾜ ﾗﾝｶ

4x100m              

決勝

小学3年女子

4x100m              

決勝

小学4年女子



決勝 7月5日 11:35

大会新  (GR )     1,03.00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 富士見小(A)    97 岡本 真叶(5)   1,04.71 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳA ｵｶﾓﾄ ﾏｶﾅ
   96 岡本 真采(5)

ｵｶﾓﾄ ﾐｺﾄ
   68 池田 彩菜(5)

ｲｹﾀﾞ ｱﾔﾅ
   64 武居 佑李菜(5)

ﾀｹｲ ﾕﾘﾅ
 2   6 富士見小(B)    83 小林 穂々光(5)   1,05.54 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳB ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ
   69 大藪 穂野花(5)

ｵｵﾔﾌﾞ ﾎﾉｶ
   63 伏見 日花里(5)

ﾌｼﾐ ﾋｶﾘ
   87 細川 茜梨(5)

ﾎｿｶﾜ ｱｶﾘ
 3   5 境小(A)    16 飯田 小夏(5)   1,06.73 

ｻｶｲｼｮｳA ｲｲﾀﾞ ｺﾅﾂ
   42 金田 柚葉(5)

ｶﾅﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ
   15 富山 みそら(5)

ﾄﾐﾔﾏ ﾐｿﾗ
   50 阿部 真奈美(5)

ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ
 4   3 本郷小   129 川口 ののは(5)   1,06.75 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ
  127 太目 結衣(5)

ｵｵﾒ ﾕｲ
  151 雨宮 鈴佳(5)

ｱﾒﾐﾔ ｽｽﾞｶ
  124 渡邉 帆咲(5)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎｻｷ

決勝 7月5日 11:35

大会新  (GR )     1,00.60

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 境小(A)    48 阿部 知比呂(6)   1,02.83 

ｻｶｲｼｮｳA ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ
   33 小林 美月(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾞｷ
   31 小林 舞香(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
   22 大川 あおば(6)

ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ

4x100m              

決勝

小学5年女子

4x100m              

決勝

小学6年女子



決勝 7月5日 11:00

大会新  (GR )        3.39

大澤 結来(4) 高森   2.68   2.50   2.57    2.68 
ｵｵｻﾜ ﾕﾗ 境小    0.0   +0.1   +0.1     0.0
伊勢井 雪香(4) 南原山   2.47   2.61   2.29    2.61 
ｲｾｲ ﾕｷｶ 富士見小   +0.1    0.0   +0.1     0.0
塩沢 歩佳(4) 信濃境   2.56   2.44   2.60    2.60 
ｼｵｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 境小   +0.2   +0.1    0.0     0.0
大澤 蘭華(4) 高森    X   2.26   2.15    2.26 
ｵｵｻﾜ ﾗﾝｶ 境小   -0.1   +0.1   +0.1    +0.1

決勝 7月5日 11:00

大会新  (GR )        3.86

武居 佑李菜(5) 南原山   3.48   2.89   3.13    3.48 
ﾀｹｲ ﾕﾘﾅ 富士見小   +0.1   +0.1   +0.2    +0.1
阿部 真奈美(5) 高森   2.91   3.06   3.05    3.06 
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 境小    0.0    0.0   -0.1     0.0
飯田 小夏(5) 高森   2.81   2.84   2.31    2.84 
ｲｲﾀﾞ ｺﾅﾂ 境小   +0.1    0.0    0.0     0.0
川口 ののは(5) 桜ケ丘   2.60   2.71    X    2.71 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 本郷小   +0.2   +0.1    0.0    +0.1
渡邉 帆咲(5) 立沢   2.57   2.61   2.65    2.65 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎｻｷ 本郷小    0.0   +0.1   +0.1    +0.1
太目 結衣(5) 新田   2.34   2.38   2.45    2.45 
ｵｵﾒ ﾕｲ 本郷小    0.0    0.0    0.0     0.0
雨宮 鈴佳(5) 新田    X    X    X 記録なし
ｱﾒﾐﾔ ｽｽﾞｶ 本郷小

決勝 7月5日 11:00

大会新  (GR )        4.40

斎藤 くる美(6) 富士見   3.77   3.52   3.72    3.77 
ｻｲﾄｳ ｸﾙﾐ 富士見小    0.0    0.0    0.0     0.0
大川 あおば(6) 先達   3.45   3.41   3.56    3.56 
ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ 境小   -0.1   +0.1    0.0     0.0
井出 綾乃(6) 富士見   3.32   2.84   2.59    3.32 
ｲﾃﾞ ｱﾔﾉ 富士見小   +0.1   +0.1   +0.1    +0.1
五味 叶花(6) 乙事   2.74   3.13   3.10    3.13 
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 本郷小    0.0    0.0    0.0     0.0
名取 恵琉(6) 新田   3.03   3.12   3.09    3.12 
ﾅﾄﾘ ｴﾙ 本郷小   +0.1    0.0    0.0     0.0
阿部 知比呂(6) 高森   2.85   2.98   2.98    2.98 
ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ 境小    0.0    0.0    0.0     0.0
田所 瑞穂(6) 立沢   2.43   2.54   2.48    2.54 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐｽﾞﾎ 本郷小   +0.2    0.0   +0.1     0.0
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7 2   126
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2 7    22

3 6   101

記録 備考
1 3    88

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

小学6年女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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3 2    16

記録 備考
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-3- -4- -5- -6-

小学5年女子
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

小学4年女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 4    21

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

4 3    19

2 1   104

3 2    47



決勝 7月5日  9:40

大会新  (GR )       14.10

風速 +0.2

 1 小林 菜々美(1) 御射山神戸     16.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 富士見中

決勝 7月5日  9:40

大会新  (GR )       13.50

風速 +0.2

 1 玉田 菜穂(3) 小六     14.21 
ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ 富士見中

 2 細川 佑郁(3) 富里     14.52 
ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 富士見中

 3 百瀬 早姫(2) 南原山     14.61 
ﾓﾓｾ ｻｷ 富士見中

 4 五味 幸花(2) 塚平     15.39 
ｺﾞﾐ ｻﾁｶ 富士見中

 5 田波 満希(2) 桜ヶ丘     15.62 
ﾀﾅﾐ ﾐﾂｷ 富士見中

 6 小林 愛楠(2) 栗生     15.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾅ 富士見中

 7 香川 莉穂(2) 富士見     16.52 
ｶｶﾞﾜ ﾘﾎ 富士見中

決勝 7月5日 11:25

大会新  (GR )     2,28.67

 1 津金 真希(2) とちの木   3,02.33 
ﾂｶﾞﾈ ﾏｷ 富士見中

 2 森山 あすみ(1) 富里   3,05.12 
ﾓﾘﾔﾏ ｱｽﾐ 富士見中

3   220

2   215

中学女子共通

800m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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中学2.3年女子

100m                

2   213

決勝

中学1年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月5日 11:45

大会新  (GR )       56.80

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 富士見中(A)   206 細川 佑郁(3)     57.27 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳA ﾎｿｶﾜ ﾕｲ
  223 百瀬 早姫(2)

ﾓﾓｾ ｻｷ
  222 田波 満希(2)

ﾀﾅﾐ ﾐﾂｷ
  201 玉田 菜穂(3)

ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ
 2   4 富士見中(B)   203 五味 幸花(2)   1,02.86 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳB ｺﾞﾐ ｻﾁｶ
  211 小林 愛楠(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾅ
  204 香川 莉穂(2)

ｶｶﾞﾜ ﾘﾎ
  210 小川 菜々穂(2)

ｵｶﾞﾜ ﾅﾅﾎ

中学女子共通

4x100m              

決勝



決勝 7月5日 11:00

大会新  (GR )        4.02

小林 菜々美(1) 御射山神戸   3.46   3.56   3.47    3.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 富士見中   +0.1   +0.2   +0.1    +0.2

決勝 7月5日 10:30

大会新  (GR )        1.40

百瀬 早姫(2) 南原山
ﾓﾓｾ ｻｷ 富士見中
小川 菜々穂(2) 富士見
ｵｶﾞﾜ ﾅﾅﾎ 富士見中

XXX  1.25
2 1   210

O O XXO

 1.25
1 2   223

O O O XXX

記録 備考1m15 1m20 1m25 1m30

中学女子共通

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

中学女子共通

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 1   213

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