
第57回松本市市民体育大会春季大会　陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 青柳　智之
主催：松本市・松本市教育委員会・一般財団法人松本体育協会 跳躍審判長 青柳　智之
主管：松本陸上競技協会 投擲審判長 青柳　智之
【開催日】 2014年5月3日（土） 記録主任： 降幡　明生
【主催団体】 松本市・松本市教育委員会・(一財)松本体育協会 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
 5/ 3 一般・高校女  -3.6瀧澤 祐未(3) 12.87 長村 紋(2) 13.22 前澤 朱音(2) 13.68 蟹澤 佑夏(2) 14.27 児玉 奈美(1) 14.63 村山 陽菜(2) 14.66 山村 彩花(3) 14.75

100m 松本大 松本大 創造学園高 松本県ヶ丘高 松商学園高 創造学園高 松本蟻ヶ崎高
 5/ 3  -4.7瀧澤 祐未(3) 26.12 堀 朱里(3) 26.73 水澤 志保子(3) 27.51 上條 渓(2) 28.24 関 真優(4) 28.37 中野 美智恵(2) 28.49 倉沢 果歩(1) 28.64 鈴木 花音(2) 29.10

200m 松本大 豊科高 松本大 創造学園高 松本大 松本蟻ヶ崎高 松商学園高 松本県ヶ丘高
 5/ 3 赤羽 美柚(2) 2:26.17 蛭田 凜(3) 2:36.25 土屋 帆南(2) 2:41.34 岩垂 瞳(3) 2:43.34

800m 松本蟻ヶ崎高 松本美須々ヶ丘 松本蟻ヶ崎高 松本美須々ヶ丘
 5/ 3 塚田 美穂(3) 12:10.84

3000m 松本美須々ヶ丘
 5/ 3 島田 明奈(2) 1.50 鈴木 花音(2) 1.45 小林 沙彩(3) 1.40

走高跳 松本蟻ヶ崎高 松本県ヶ丘高 松商学園高
 5/ 3 山田 愛(3) 5.26(+2.5) 百瀬 亜希帆(3)5.05(+1.1) 飯島 南(3) 5.00(+5.1) 新井 咲(2) 4.87(+4.2) 奥島 彩葉(2) 4.70(+3.4) 小坂 奈桜(3) 4.63(+5.4) 星野 美音(2) 4.56(+3.1) 中野 美智恵(2)4.52(+1.2)

走幅跳 豊科高 松本県ヶ丘高 豊科高 松商学園高 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本蟻ヶ崎高 松本蟻ヶ崎高
 5/ 3 井口 七海(2) 29.78 安喰 春瑠(2) 28.52 柴田 友菜(1) 27.22 星野 美音(2) 24.41 宇原 萌々香(2) 23.55 島田 明奈(2) 22.25 山口 樹々(1) 12.20

やり投 梓川高 松商学園高 田川高 松本蟻ヶ崎高 田川高 松本蟻ヶ崎高 松商学園高
 5/ 3 松本大       51.11 松商学園高(B)      53.81 松本蟻ヶ崎高      54.33 松商学園高(A)      54.49 創造学園高       55.35

4×100m 長村 紋(2) 新井 咲(2) 村山 奈菜(2) 倉沢 果歩(1) 塚田 知香(1)
瀧澤 祐未(3) 西村 佳菜子(1) 中野 美智恵(2) 児玉 奈美(1) 上條 渓(2)
水澤 志保子(3) 奥島 彩葉(2) 小澤 美紀(2) 小林 沙彩(3) 前澤 朱音(2)
関 真優(4) 青木 美桜那(1) 山村 彩花(3) 塩原 由夏(2) 村山 陽菜(2)

 5/ 3 小学1_3女子 古田 波音(3) 10.68 上條 陽菜(3) 10.73 玉田 あかね(3) 10.76 今井 菜笑(3) 10.92 中村 芽衣(3) 10.92 宍戸 美希(3) 11.15 村上 幸乃(2) 11.26 赤羽 陽(3) 11.29
60m 開智小 山辺小 開智小 旭町小 島内小 筑摩小 今井小 岡田小

 5/ 3 小学4_6女子  -4.7窪田 結衣(5) 15.27 齊藤 有花(6) 15.29 松井 美澪(5) 15.74 松尾 美月(5) 15.78 安藤 衣舞(6) 15.98 多田 愛梨(6) 16.09 清水 叶華(5) 16.34 田中 優杏菜(4) 16.41
100m 芳川小 芳川小 二子小 明善小 ｺﾒｯﾄ波田 鎌田小 今井小 開智小

 5/ 3 松原 月歌(6) 3:27.63 鈴木 直(5) 3:39.85 八田 萌愛(6) 3:55.35 田中 美葉(5) 3:55.56 小林 さら咲(6) 4:00.23 小山 真白(5) 4:01.91 赤津 心幸(5) 4:02.02 今井 萌笑(6) 4:03.08
1000m 芳川小 鎌田小 大野川小 田川小 鎌田小 並柳小 島内小 旭町小

 5/ 3 大月 優奈(6) 3.42(+2.3) 大月 七夏(6) 3.32(-0.8) 中平 ひより(6)3.29(+1.8) 田中 珠未(5) 3.17(+2.4) 青木 美桜(4) 3.15(-0.9) 村松 華果(6) 3.04(+0.7) 上野 夏澄(4) 2.95(-0.8) 板敷 明莉(6) 2.81(-4.7)
走幅跳 ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田 二子小 開智小 芳川小 田川小 田川小 旭町小

 5/ 3 赤羽 夢衣(6) 41.33 川上 楓花(6) 32.18 胡桃澤 玲奈(4) 19.24 中田 陽菜(4) 11.36 奥原 茉美(5) 7.94
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 芳川小 安曇小 鎌田小 旭町小 安曇小

 5/ 3 ｺﾒｯﾄ波田       59.58 芳川小(A)     1:01.27 芳川小(B)     1:04.02 開智小     1:04.23 鎌田小     1:04.72 明善小     1:06.97 山辺小     1:08.27
4×100m 根本 樹(6) 飯澤 奈々(6) 青木 美桜(4) 花岡 純伶(5) 中村 桃佳(6) 奥原 美桜(5) 山之上 歩(5)

伊藤 百合菜(6) 小須田 真子(6) 佐々木 美菜(4) 窪田 真弥(5) 小林 さら咲(6) 松尾 美月(5) 加藤 杏由夏(5)
大月 華織(6) 篠田 結衣(6) 塚原 里沙(6) 早川 向美(5) 図師 華恋(6) 林 春花(5) 丸山 虹(5)
太田 安奈(6) 黒岩 里音(6) 斉藤 凛咲(4) 島 千尋(5) 濱野 雛梨子(6) 小林 あおい(5) 丸山 とわ(5)

 5/ 3 中学女子  -7.1御子柴 優花(3) 14.09 宮川 恵衣(3) 14.18 斉藤 楓花(2) 14.54 川崎 菜乃佳(3) 14.65 的場 優衣(3) 14.80 堤 向日葵(3) 14.83 末木 杏華(3) 14.85 小林 侑生(3) 14.96
100m 鉢盛中 附属松本中 波田中 女鳥羽中 清水中 筑摩野中 菅野中 菅野中

 5/ 3  -3.4安田 三奈美(3) 27.93 中村 芽生(3) 28.46 松山 由里香(3) 28.48 三田 有紗(3) 28.94 川井 海帆(3) 29.14 三田 尚果(2) 29.17 茅野 晶(3) 29.25
200m 鉢盛中 波田中 松島中 波田中 鉢盛中 波田中 清水中

 5/ 3 中村 朱里(2) 2:22.22 宮林 悠莉(3) 2:36.61 池田 美砂紀(2) 2:36.71 青木 弥佳(3) 2:36.98 川上 直美(3) 2:39.39 進藤 綾音(3) 2:39.57 田近 亜紀(2) 2:40.83 村上 明日香(3) 2:43.45
800m 鉢盛中 開成中 菅野中 附属松本中 山辺中 高綱中 鉢盛中 鉢盛中

 5/ 3 高安 結衣(2) 10:53.37 蛭田 杏(2) 10:53.72 川上 雅子(3) 10:54.99 原田千鶴(2) 11:00.59 曽根 ほの翔(3) 11:13.71 柴田 紗来(3) 11:28.61 赤羽ゆり華(3) 11:44.81 飯嶋 華央(2) 12:03.58
3000m 鉢盛中 鉢盛中 山辺中 菅野中 菅野中 菅野中 菅野中 丸ﾉ内中

 5/ 3 上條 のあ(2) 17.36 中沢 楓香(2) 18.37 高橋 加奈(2) 19.36 西脇 明日香(2) 19.62 村山 美紅(2) 19.82 宮澤 実侑紀(3) 19.96 日比野 晴穂(2) 20.18 小澤 菜々葉(2) 20.44
100mH(0.762m) 鉢盛中 波田中 信明中 菅野中 松島中 開成中 旭町中 菅野中

宮﨑 華(2)
丸ﾉ内中

 5/ 3 齋藤 汐音(3) 1.50 谷口 真生(2) 1.35 上沼 瑞季(3) 1.30 宮崎 涼花(3) 1.30 中田 萌(2) 1.25 大丸 夏星(2) 1.25 手塚 友貴乃(3) 1.20 川澄 茉乃(2) 1.15
走高跳 丸ﾉ内中 信明中 附属松本中 大野川中 旭町中 菅野中 松島中 旭町中

市川 美羽(2)
菅野中

 5/ 3 浅村 美優(3) 4.71(+2.3) 市橋 史佳(3) 4.18(+3.9) 松岡 みず穂(2)4.15(+2.8) 内田 真愛(3) 4.14(+3.4) 赤澤 亜実(2) 4.14(+3.3) 内田 佑香(2) 4.13(-1.7) 古林 あみ(3) 4.13(+3.4) 横川 菜央(3) 4.12(+5.4)
走幅跳 山辺中 信明中 筑摩野中 附属松本中 信明中 旭町中 筑摩野中 高綱中

 5/ 3 今井 香帆(3) 10.58 滋田 祐希(3) 10.47 中村 公香(3) 8.80 内藤 百嶺(2) 8.59 藤澤 彩圭(3) 8.28 上原 涼夏(2) 7.99 町田 みさ(3) 7.98 稲持 叶衣(2) 7.75
砲丸投 丸ﾉ内中 旭町中 鉢盛中 旭町中 松島中 菅野中 高綱中 松島中

 5/ 3 鉢盛中       51.99 波田中(A)       54.30 菅野中       54.35 旭町中       54.99 清水中(A)       55.09 松島中       56.27
4×100m 上條 のあ(2) 中塚 真子(3) 小林 侑生(3) 星野 萌(3) 茅野 晶(3) 関﨑 椎菜(3)

御子柴 優花(3) 中村 芽生(3) 中島萌々香(3) 滋田 祐希(3) 的場 優衣(3) 松山 由里香(3)
川井 海帆(3) 百瀬 そよか(3) 米山 みく(3) 内田 佑香(2) 佐々木 彩花(2) 手塚 友貴乃(3)
安田 三奈美(3) 三田 有紗(3) 末木 杏華(3) 工藤 真白(3) 井上 碧(3) 富山 めぐみ(3)



予選 5月3日 12:30
決勝 5月3日 14:55

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -1.5

 1 瀧澤 祐未(3)     12.63 q  1 長村 紋(2)     13.06 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大 ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 2 関 真優(4)     13.63 q  2 前澤 朱音(2)     13.47 q
ｾｷ ﾏﾕ 松本大 ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高

 3 村山 陽菜(2)     14.32 q  3 蟹澤 佑夏(2)     14.06 q
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園高 ｶﾆｻﾜ ﾕｶ 松本県ヶ丘高

 4 山村 彩花(3)     14.50 q  4 児玉 奈美(1)     14.28 q
ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松商学園高

 5 古屋 悠(1)     14.65  5 塚田 知香(1)     16.04 
ﾌﾙﾔ ﾊﾙｶ 松本秀峰高 ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ 創造学園高
西澤 羽純(1) モラード 華(3)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾊｽﾐ 松商学園高 ﾓﾗｰﾄﾞ ﾊﾅ 松商学園高
内山 怜奈(3)
ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 豊科高

風速 -3.6

 1 瀧澤 祐未(3)     12.87 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 長村 紋(2)     13.22 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 3 前澤 朱音(2)     13.68 
ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ 創造学園高

 4 蟹澤 佑夏(2)     14.27 
ｶﾆｻﾜ ﾕｶ 松本県ヶ丘高

 5 児玉 奈美(1)     14.63 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松商学園高

 6 村山 陽菜(2)     14.66 
ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ 創造学園高

 7 山村 彩花(3)     14.75 
ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高
関 真優(4)
ｾｷ ﾏﾕ 松本大

一般・高校女子

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 所属名 記録／備考
2  2681

4  2680

5  1926

8  1984

3  1872

欠場
6  2008

欠場

順 ﾚｰﾝ

7  2082

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2683

4  1982

6  1803

3  1936

2  1985

7  1943
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2681

4  2683

7  1982

8  1803

9  1936

3  1984

2  1872

棄権
6  2680



予選 5月3日  9:50
決勝 5月3日 14:30

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 -4.0

 1 瀧澤 祐未(3)     25.83 q  1 堀 朱里(3)     26.64 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大 ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科高

 2 水澤 志保子(3)     27.26 q  2 関 真優(4)     28.28 q
ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ 松本大 ｾｷ ﾏﾕ 松本大

 3 上條 渓(2)     27.76 q  3 倉沢 果歩(1)     28.47 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園高 ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 松商学園高

 4 中野 美智恵(2)     27.77 q  4 桐井 彩実(3)     28.55 
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 松本蟻ヶ崎高 ｷﾘｲ ｱﾔﾐ 松本深志高

 5 鈴木 花音(2)     28.53 q  5 小澤 美紀(2)     29.28 
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘高 ｵｻﾞﾜ ﾐｷ 松本蟻ヶ崎高

 6 青木 美桜那(1)     28.94  6 丸山 千花(2)     29.84 
ｱｵｷ ﾐｵﾅ 松商学園高 ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ 松本蟻ヶ崎高

 7 中原 理沙(3)     29.26  7 小口 朱音(2)     30.03 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｻ 松本美須々ヶ丘 ｵｸﾞﾁ ｱｶﾈ 松本美須々ヶ丘
中島 涼香(3) 栁瀬 舞(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 松本美須々ヶ丘 ﾔﾅｾ ﾏｲ 創造学園高
小松 萌(1)
ｺﾏﾂ ﾓｴ 創造学園高

風速 -4.7

 1 瀧澤 祐未(3)     26.12 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ 松本大

 2 堀 朱里(3)     26.73 
ﾎﾘ ｱｶﾘ 豊科高

 3 水澤 志保子(3)     27.51 
ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ 松本大

 4 上條 渓(2)     28.24 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ 創造学園高

 5 関 真優(4)     28.37 
ｾｷ ﾏﾕ 松本大

 6 中野 美智恵(2)     28.49 
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 松本蟻ヶ崎高

 7 倉沢 果歩(1)     28.64 
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 松商学園高

 8 鈴木 花音(2)     29.10 
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘高

一般・高校女子

200m
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 所属名 記録／備考
4  2681

2  2682

1  1981

6  1873

5  1849

9  1805

8  1934

欠場
7  1986

欠場

順 ﾚｰﾝ

3  1847

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  2006

8  2680

5  1924

2  1782

6  1862

4  1868

9  1855

3  1983
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2681

4  2006

5  2682

7  1981

9  2680

8  1873

3  1924

2  1805



決勝 5月3日 13:10

 1 赤羽 美柚(2)   2:26.17 
ｱｶﾊﾈ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎高

 2 蛭田 凜(3)   2:36.25 
ﾋﾙﾀ ﾘﾝ 松本美須々ヶ丘

 3 土屋 帆南(2)   2:41.34 
ﾂﾁﾔ ﾎﾅﾐ 松本蟻ヶ崎高

 4 岩垂 瞳(3)   2:43.34 
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾄﾐ 松本美須々ヶ丘
山田 紋花(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 松本県ヶ丘高

一般・高校女子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1861

5  1853

6  1806
欠場

2  1866

3  1850



決勝 5月3日 15:20

 1 塚田 美穂(3)  12:10.84 
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾎ 松本美須々ヶ丘
奥田 梨乃(3)
ｵｸﾀ ﾘﾉ 松本美須々ヶ丘

15  1854

16  1851
欠場

一般・高校女子

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日 15:55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 松本大  2683 長村 紋(2)     51.11 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ
 2681 瀧澤 祐未(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ
 2682 水澤 志保子(3)

ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾎｺ
 2680 関 真優(4)

ｾｷ ﾏﾕ
 2   5 松商学園高(B)  1916 新井 咲(2)     53.81 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳB ｱﾗｲ ｻｷ
 1923 西村 佳菜子(1)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 1919 奥島 彩葉(2)

ｵｸｼﾏ ｻﾖ
 1934 青木 美桜那(1)

ｱｵｷ ﾐｵﾅ
 3   8 松本蟻ヶ崎高  1864 村山 奈菜(2)     54.33 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ
 1873 中野 美智恵(2)

ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ
 1862 小澤 美紀(2)

ｵｻﾞﾜ ﾐｷ
 1872 山村 彩花(3)

ﾔﾏﾑﾗ ｱﾔｶ
 4   9 松商学園高(A)  1924 倉沢 果歩(1)     54.49 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳA ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 1936 児玉 奈美(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 1945 小林 沙彩(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ
 1927 塩原 由夏(2)

ｼｵﾊﾗ ﾕｶ
 5   4 創造学園高  1985 塚田 知香(1)     55.35 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾂｶﾀﾞ ﾁｶ
 1981 上條 渓(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｹｲ
 1982 前澤 朱音(2)

ﾏｴｻﾞﾜ ｱｶﾈ
 1984 村山 陽菜(2)

ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾅ
  3 松本美須々ヶ丘高

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳ 欠場

  6 松本県ヶ丘高  1805 鈴木 花音(2)
ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 欠場

 1796 小澤 詩歩(3)
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ

 1795 小坂 奈桜(3)
ｺｻｶ ﾅｵ

 1797 百瀬 亜希帆(3)
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ

  7 豊科高  2009 牧元 美沙(1)
ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾏｷﾓﾄ ﾄﾐｻ 欠場

 2007 山田 愛(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ

 2006 堀 朱里(3)
ﾎﾘ ｱｶﾘ

 2005 飯島 南(3)
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ

一般・高校女子

4×100m
決勝



決勝 5月3日 13:00

島田 明奈(2)
ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎高
鈴木 花音(2)
ｽｽﾞｷ ｶﾉﾝ 松本県ヶ丘高
小林 沙彩(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 松商学園高

 1.40

 1.45

3 2  1945
o o xxx

xo xxx  1.50

2 1  1805
o xxo o xxx

1 3  1865
o o o

記録1m45 1m50 備考1m35 1m40 1m55

一般・高校女子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日 10:30

山田 愛(3)   5.00    x   5.06   5.26   5.06   5.23    5.26 
ﾔﾏﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 豊科高   +3.6   +3.2   +2.5   -0.6   +0.6    +2.5
百瀬 亜希帆(3)   5.05    x   4.80   4.96   5.05    x    5.05 
ﾓﾓｾ ｱｷﾎ 松本県ヶ丘高   +5.4   -2.1   +3.6   +1.1    +1.1
飯島 南(3)    x   4.69   5.00   4.65   4.86   4.80    5.00 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科高   +3.0   +5.1   +4.5   +1.4   +2.4    +5.1
新井 咲(2)   4.47   4.59   4.79   4.87   4.79   4.81    4.87 
ｱﾗｲ ｻｷ 松商学園高   +2.3   +3.3   +4.4   +4.2   +1.3   +4.0    +4.2
奥島 彩葉(2)   4.52   4.16   4.40   4.55   4.70   4.51    4.70 
ｵｸｼﾏ ｻﾖ 松商学園高   +4.1   +3.1   +1.5   +3.0   +3.4   +1.9    +3.4
小坂 奈桜(3)   4.63   4.52   4.32    x    x    x    4.63 
ｺｻｶ ﾅｵ 松本県ヶ丘高   +5.4   +4.1   +2.5    +5.4
星野 美音(2)   4.47   4.56   4.45   4.36   4.29   4.24    4.56 
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎高   +7.1   +3.1   +1.1   +4.6   -0.4   +2.5    +3.1
中野 美智恵(2)   4.32   4.34   4.52   4.48   4.24   4.39    4.52 
ﾅｶﾉ ﾐﾁｴ 松本蟻ヶ崎高   +5.1   +3.3   +1.2   +6.1   +3.2   -1.9    +1.2
村山 奈菜(2)   3.96   4.06   4.35    4.35 
ﾑﾗﾔﾏ ﾅﾅ 松本蟻ヶ崎高   +3.8   +3.9   +4.8    +4.8
岩下 早紀(1)   4.02    x   3.69    4.02 
ｲﾜｼﾀ ｻｷ 松商学園高   +4.8   -0.9    +4.8
小澤 詩歩(3) 欠場
ｵｻﾞﾜ ｼﾎ 松本県ヶ丘高

備考記録

 2007

所属名 -1- -6--4--3-ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

一般・高校女子

走幅跳
決勝

順位 試技

2 7  1797

-5--2-

1 10

3 8  2005

4 9  1916

5 6  1919

6 5  1795

7 3  1863

8 1  1873

11  1796

9 2  1864

10 4  1933



決勝 5月3日 15:00

井口 七海(2)
ｲｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 梓川高
安喰 春瑠(2)
ｱｸﾞｲ ﾊﾙﾙ 松商学園高
柴田 友菜(1)
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 田川高
星野 美音(2)
ﾎｼﾉ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎高
宇原 萌々香(2)
ｳﾊﾗ ﾓﾓｶ 田川高
島田 明奈(2)
ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾅ 松本蟻ヶ崎高
山口 樹々(1)
ﾔﾏｸﾞｷ ｷｷ 松商学園高

一般・高校女子

やり投(0.600kg)
決勝

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

2 7  1921
 28.25    o

1 5  1738
 29.62    x

   o  28.52    o    o  28.52 

 29.78    o    o  29.78    o

4 1  1863
   o  22.25

3 2  2460
 27.22    o

   o  24.41    o    x  24.41 

   x    o    o  27.22    o

6 3  1865
   o  20.57

5 6  2459
 23.55    o

   o  22.25    o    x  22.25 

   x    o    x  23.55    x

 12.20    o    x  12.20
7 4  1935

   o  12.01    o



予選 5月3日 11:50
決勝 5月3日 14:45

[ 1組] 風速 -4.8 [ 2組] 風速 -5.6

 1 的場 優衣(3)     14.39 q  1 宮川 恵衣(3)     14.11 q
ﾏﾄﾊﾞ  ﾕｲ 清水中 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 附属松本中

 2 山口 優花(2)     14.74  2 川崎 菜乃佳(3)     14.46 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ 梓川中 ｶﾜｻｷ ﾅﾉｶ 女鳥羽中

 3 中塚 真子(3)     14.90  3 上條 寧々(2)     14.93 
ﾅｶﾂｶ ﾏｺ 波田中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ 松本秀峰中

 4 古畑 茉緒(2)     14.98  4 井上 碧(3)     15.50 
ﾌﾙﾊﾀ ﾏｵ 信明中 ｲﾉｳｴ  ｱｵｲ 清水中

 5 望月 碧(2)     15.15  5 大月 純(3)     16.09 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｵｲ 筑摩野中 ｵｵﾂｷ ｼﾞｭﾝ 鎌田中

 6 西山 祐未(2)     15.20  6 山川 桃花(3)     16.36 
ﾆｼﾔﾏ ﾕﾐﾕｳｷ 附属松本中 ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 高綱中

 7 横山 可奈子(3)     15.59  7 佐原 志保(2)     18.50 
ﾖｺﾔﾏ ｶﾅｺ 鎌田中 ｻﾊﾗ ｼﾎ 梓川中

 8 逢澤 歩里(2)     16.43 秋川 真紀(2)
ｱｲｻﾞﾜ ｱﾕﾘ 開成中 ｱｷｶﾜ ﾏｷ 筑摩野中

[ 3組] 風速 -4.8 [ 4組] 風速 -3.7

 1 斉藤 楓花(2)     13.91 q  1 御子柴 優花(3)     13.39 q
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 波田中 ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中

 2 堤 向日葵(3)     14.39 q  2 末木 杏華(3)     14.37 q
ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 筑摩野中 ｽｴｷ ｷｮｳｶ 菅野中

 3 小林 侑生(3)     14.62 q  3 松崎 知沙(3)     14.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野中 ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ 山辺中

 4 上條 みなみ(3)     14.73  4 白倉 李緒(3)     14.95 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ 高綱中 ｼﾗｸﾗ ﾘｵ 信明中

 5 原 薫子(2)     15.90  5 寺島 千加(2)     14.98 
ﾊﾗ ﾏｻｺ 開成中 ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ 附属松本中

 6 清沢 果穂(2)     16.10  6 麻沼 優理(2)     15.12 
ｷﾖｻﾜ ｶﾎ 鉢盛中 ｱｻﾇﾏ ﾕﾘ 松本秀峰中

 7 稲沼 奏穂(2)     16.51  7 塚田 帆風(3)     16.02 
ｲﾅﾇﾏ ｶﾅﾎ 山辺中 ﾂｶﾀﾞ ﾎﾉｶ 高綱中
手賀 向日葵(2) 大鹿 鈴夏(2)
ﾃｶﾞ ﾋﾏﾘ 附属松本中 ｵｵｼｶ ﾘﾝｶ 筑摩野中

風速 -7.1

 1 御子柴 優花(3)     14.09 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ 鉢盛中

 2 宮川 恵衣(3)     14.18 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹｲ 附属松本中

 3 斉藤 楓花(2)     14.54 
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 波田中

 4 川崎 菜乃佳(3)     14.65 
ｶﾜｻｷ ﾅﾉｶ 女鳥羽中

 5 的場 優衣(3)     14.80 
ﾏﾄﾊﾞ  ﾕｲ 清水中

 6 堤 向日葵(3)     14.83 
ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ 筑摩野中

 7 末木 杏華(3)     14.85 
ｽｴｷ ｷｮｳｶ 菅野中

 8 小林 侑生(3)     14.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野中

6  7206

2  7205

9  6944

8  7240

4  7385

3  7280

記録／備考
5  7421

7  7458

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  7174

9  7247
欠場

3  7463

6  7511

8  7155

2  7003

欠場

氏  名 所属名 記録／備考
7  7421

4  7206

4  7158

6  7461

3  7116

2  7428

5  7205

9  7172

ﾚｰﾝ No.
7  7385

8  7240

5  7253
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

9  7178

4  7374

2  6941

8  6971

7  7280

3  7514

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
6  7458

2  6970

8  7117

5  7252

7  7465

4  7383

3  7009

9  7372

中学女子

100m
予選 通過基準  4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  6944



予選 5月3日  9:40
決勝 5月3日 14:25

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 -3.9

 1 安田 三奈美(3)     27.36 q  1 松山 由里香(3)     28.61 q
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中 ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 松島中

 2 中村 芽生(3)     27.76 q  2 三田 有紗(3)     29.08 q
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 波田中 ﾐﾀ ｱﾘｻ 波田中

 3 茅野 晶(3)     28.52 q  3 清水 美好(3)     29.26 q
ﾁﾉ  ｱｷ 清水中 ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ 附属松本中

 4 三田 尚果(2)     28.69 q  4 川井 海帆(3)     29.29 q
ﾐﾀ ﾅｵｶ 波田中 ｶﾜｲ ｶﾎ 鉢盛中

 5 星野 萌(3)     29.76  5 中島萌々香(3)     29.48 
ﾎｼﾉ ﾓｴ 旭町中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾓｶ 菅野中

 6 樋口 萌木(3)     29.79  6 田中 ゆりな(2)     31.80 
ﾋｸﾞﾁ ﾓｴｷﾞ 附属松本中 ﾀﾅｶ ﾕﾘﾅ 信明中

 7 望月 舞衣(2)     30.24  7 愛瀬 詩乃(2)     33.10 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｲ 菅野中 ｱｲｾ ｼﾉ 山辺中

風速 -3.4

 1 安田 三奈美(3)     27.93 
ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ 鉢盛中

 2 中村 芽生(3)     28.46 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 波田中

 3 松山 由里香(3)     28.48 
ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ 松島中

 4 三田 有紗(3)     28.94 
ﾐﾀ ｱﾘｻ 波田中

 5 川井 海帆(3)     29.14 
ｶﾜｲ ｶﾎ 鉢盛中

 6 三田 尚果(2)     29.17 
ﾐﾀ ﾅｵｶ 波田中

 7 茅野 晶(3)     29.25 
ﾁﾉ  ｱｷ 清水中
清水 美好(3)
ｼﾐｽﾞ ﾐﾖｼ 附属松本中

5  6940

欠場
3  7455

2  7423

9  7386

7  7083

8  7380

4  7427

6  7382

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  7007

3  7156

4  7423

8  7208

2  7380

6  7455

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7083

2  7213

順 ﾚｰﾝ

3  7053

5  7457

7  6940

8  7386

記録／備考
6  7427

4  7382

中学女子

200m
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 所属名



決勝 5月3日 12:50

[ 1組] [ 2組]

 1 宮林 悠莉(3)   2:36.61  1 中村 朱里(2)   2:22.22 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ 開成中 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 鉢盛中

 2 村上 明日香(3)   2:43.45  2 進藤 綾音(3)   2:39.57 
ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 鉢盛中 ｼﾝﾄｳ ｱﾔﾈ 高綱中

 3 神戸 美穂(3)   2:48.24  3 小祝 あおは(3)   2:48.45 
ｺﾞｳﾄﾞ ﾐﾎ 山辺中 ｺｲﾜｲ  ｱｵﾊ 清水中

 4 吉川 真子(2)   2:48.84  4 関﨑 椎菜(3)   2:49.72 
ｷｯｶﾜ ﾏｺ 松本秀峰中 ｾｷｻﾞｷ ｼｲﾅ 松島中

 5 大前 晴奈(3)   3:04.80  5 鈴木 未来(2)   2:56.03 
ｵｵﾏｴ ﾊﾙﾅ 丸ﾉ内中 ｽｽﾞｷ ﾐﾗｲ 丸ﾉ内中

 6 岩本 萌(2)   3:23.91  6 本山 穂(3)   2:56.67 
ｲﾜﾓﾄ  ﾓｴ 清水中 ﾓﾄﾔﾏ ﾐﾉﾘ 附属松本中
相馬 佳菜子(2)  7 園原 桃夏(2)   3:08.20 
ｿｳﾏ ｶﾅｺ 附属松本中 ｿﾉﾊﾗ ﾓﾓｶ 旭町中
伊藤 颯香(2) 廣田 みゆ(3)
ｲﾄｳ ｿﾖｶ 鎌田中 ﾋﾛﾀ ﾐﾕ 筑摩野中

[ 3組] [ 4組]

 1 池田 美砂紀(2)   2:36.71  1 青木 弥佳(3)   2:36.98 
ｲｹﾀﾞ ﾐｻｷ 菅野中 ｱｵｷ ﾐｶ 附属松本中

 2 田近 亜紀(2)   2:40.83  2 川上 直美(3)   2:39.39 
ﾀﾁﾞｶ ｱｷ 鉢盛中 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 山辺中

 3 杉村 奈津穂(2)   2:45.69  3 岩垂 瀬夏(3)   2:44.49 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 女鳥羽中 ｲﾜﾀﾞﾚ ｾﾅ 菅野中

 4 富山 めぐみ(3)   2:50.05  4 小口 満里奈(2)   2:46.88 
ﾄﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 松島中 ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 松本秀峰中

 5 横川 采音(2)   2:59.83  5 和田 真歩(3)   2:47.35 
ﾖｺｶﾜ ｱﾔﾈ 丸ﾉ内中 ﾜﾀﾞ  ﾏﾎ 清水中

 6 山﨑 ひかる(2)   3:21.73  6 髙野 優香(2)   2:58.29 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾙ 筑摩野中 ﾀｶﾉ ﾕｳｶ 筑摩野中
百瀨 鈴(3) 高橋 梨花(2)
ﾓﾓｾ ｽｽﾞ 山辺中 ﾀｶﾊｼ ﾘﾝｶ 旭町中
中村 花菜(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 鎌田中

   1 中村 朱里(2) 鉢盛中     2:22.22   2   1
   2 宮林 悠莉(3) 開成中     2:36.61   1   1
   3 池田 美砂紀(2) 菅野中     2:36.71   3   1
   4 青木 弥佳(3) 附属松本中     2:36.98   4   1
   5 川上 直美(3) 山辺中     2:39.39   4   2
   6 進藤 綾音(3) 高綱中     2:39.57   2   2
   7 田近 亜紀(2) 鉢盛中     2:40.83   3   2
   8 村上 明日香(3) 鉢盛中     2:43.45   1   2
   9 岩垂 瀬夏(3) 菅野中     2:44.49   4   3
  10 杉村 奈津穂(2) 女鳥羽中     2:45.69   3   3
  11 小口 満里奈(2) 松本秀峰中     2:46.88   4   4
  12 和田 真歩(3) 清水中     2:47.35   4   5
  13 神戸 美穂(3) 山辺中     2:48.24   1   3
  14 小祝 あおは(3) 清水中     2:48.45   2   3
  15 吉川 真子(2) 松本秀峰中     2:48.84   1   4
  16 関﨑 椎菜(3) 松島中     2:49.72   2   4
  17 富山 めぐみ(3) 松島中     2:50.05   3   4
  18 鈴木 未来(2) 丸ﾉ内中     2:56.03   2   5
  19 本山 穂(3) 附属松本中     2:56.67   2   6
  20 髙野 優香(2) 筑摩野中     2:58.29   4   6
  21 横川 采音(2) 丸ﾉ内中     2:59.83   3   5
  22 大前 晴奈(3) 丸ﾉ内中     3:04.80   1   5
  23 園原 桃夏(2) 旭町中     3:08.20   2   7
  24 山﨑 ひかる(2) 筑摩野中     3:21.73   3   6
  25 岩本 萌(2) 清水中     3:23.91   1   6 6948
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8  6942

3  7243

6  7200

7  7513

2  7450

5  7152

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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4  7246

5  7281
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6  7217
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4  7456

9  7062

2  7081

8  7031

6  7173

3  6943

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7429

2  7466
欠場

7  6972
欠場

9  7020

6  6948

8  7150

5  7512

3  7111

4  7426

中学女子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 5月3日 15:20

 1 高安 結衣(2)  10:53.37 
ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 鉢盛中

 2 蛭田 杏(2)  10:53.72 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 鉢盛中

 3 川上 雅子(3)  10:54.99 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 山辺中

 4 原田千鶴(2)  11:00.59 
ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ 菅野中

 5 曽根 ほの翔(3)  11:13.71 
ｿﾈ ﾎﾉｶ 菅野中

 6 柴田 紗来(3)  11:28.61 
ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ 菅野中

 7 赤羽ゆり華(3)  11:44.81 
ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ 菅野中

 8 飯嶋 華央(2)  12:03.58 
ｲｲｼﾞﾅ ｶｵ 丸ﾉ内中

10 小原 さらら(2)  12:23.22 
ｵﾊﾗ ｻﾗﾗ 筑摩野中

11 山田 里花(3)  12:37.12 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｶ 鉢盛中

12 内山 璃沙(3)  12:40.73 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｻ 附属松本中

13 柴田 怜奈(2)  12:59.74 
ｼﾊﾞﾀ ﾚｲﾅ 信明中

14 高木 美沙(2)  13:34.61 
ﾀｶｷ ﾐｻ 開成中
小須田 理子(2)
ｺｽﾀﾞ ﾘｺ 筑摩野中

14  7114

7  7254
欠場

4  7451

6  7005

13  7256

9  7422

10  7201

3  7024

12  7203

8  7202

11  7151

2  7216

5  7430

1  7431

中学女子

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日 10:45

[ 1組] 風速 -5.6 [ 2組] 風速 -4.3

 1 上條 のあ(2)     17.36  1 中沢 楓香(2)     18.37 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 鉢盛中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ 波田中

 2 日比野 晴穂(2)     20.18  2 高橋 加奈(2)     19.36 
ﾋﾋﾞﾉ ﾊﾙﾎ 旭町中 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 信明中

 3 小澤 菜々葉(2)     20.44  3 村山 美紅(2)     19.82 
ｵｻﾞﾜ ﾅﾅﾊ 菅野中 ﾑﾗﾔﾏ ﾐｸ 松島中

 4 宮下 結華(2)     20.98  4 宮澤 実侑紀(3)     19.96 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｲｶ 丸ﾉ内中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕｷ 開成中

 5 宮澤 絢羽(3)     21.04  5 宮﨑 華(2)     20.44 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾔﾊ 丸ﾉ内中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾅ 丸ﾉ内中

 6 後藤 佐智(2)     21.07  6 北原 香子(2)     21.30 
ｺﾞﾄｳ ｻﾁ 旭町中 ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ 附属松本中

 7 藤澤 亜美(3)     21.47  7 中村 百花(3)     21.97 
ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾐ 高綱中 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 旭町中

[ 3組] 風速 -5.2

 1 西脇 明日香(2)     19.62 
ﾆｼﾜｷ ｱｽｶ 菅野中

 2 後藤 葵衣(2)     20.64 
ｺﾞﾄｳ ｱｵｲ 松島中

 3 小口 寿子(3)     20.83 
ｵｸﾞﾁ ﾋｻｺ 附属松本中

 4 福島 瑠菜(2)     24.42 
ﾌｸｼﾏ  ﾙﾅ 清水中

 5 岩原 麗乃(2)     38.15 
ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ 丸ﾉ内中
磯野 結(2)
ｲﾉｿ ﾕｲ 旭町中
中村 優里(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 高綱中

   1 上條 のあ(2) 鉢盛中     17.36 (-5.6)   1   1
   2 中沢 楓香(2) 波田中     18.37 (-4.3)   2   1
   3 高橋 加奈(2) 信明中     19.36 (-4.3)   2   2
   4 西脇 明日香(2) 菅野中     19.62 (-5.2)   3   1
   5 村山 美紅(2) 松島中     19.82 (-4.3)   2   3
   6 宮澤 実侑紀(3) 開成中     19.96 (-4.3)   2   4
   7 日比野 晴穂(2) 旭町中     20.18 (-5.6)   1   2
   8 小澤 菜々葉(2) 菅野中     20.44 (-5.6)   1   3
   8 宮﨑 華(2) 丸ﾉ内中     20.44 (-4.3)   2   5
  10 後藤 葵衣(2) 松島中     20.64 (-5.2)   3   2
  11 小口 寿子(3) 附属松本中     20.83 (-5.2)   3   3
  12 宮下 結華(2) 丸ﾉ内中     20.98 (-5.6)   1   4
  13 宮澤 絢羽(3) 丸ﾉ内中     21.04 (-5.6)   1   5
  14 後藤 佐智(2) 旭町中     21.07 (-5.6)   1   6
  15 北原 香子(2) 附属松本中     21.30 (-4.3)   2   6
  16 藤澤 亜美(3) 高綱中     21.47 (-5.6)   1   7
  17 中村 百花(3) 旭町中     21.97 (-4.3)   2   7
  18 福島 瑠菜(2) 清水中     24.42 (-5.2)   3   4
  19 岩原 麗乃(2) 丸ﾉ内中     38.15 (-5.2)   3   5

中学女子

100mH(0.762m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
7  7432

6  7059

 7057

8  7215

5  7027

4  7176

順 ﾚｰﾝ No.

3  7023

2

所属名 記録／備考
2  7384

4  7006

8  7085

5  7110

3  7026

6  7462

7  7051

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  7209

3  7088

6  7452

7  6953

4  7029

5  7061
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順位 No. 氏  名 所属名 記録（風）

8  7179
欠場

タイムレース

備考 組 順位
 7432
 7384
 7006
 7209
 7085
 7110
 7059
 7215
 7026

 7029

 7176
 7051
 6953

 7088
 7452
 7027
 7023
 7057
 7462



予選 5月3日 13:25
決勝 5月3日 15:40

[ 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   9 波田中(A)  7383 中塚 真子(3)     54.30 q  1   3 鉢盛中  7432 上條 のあ(2)     52.44 q

ﾊﾀﾁｭｳA ﾅｶﾂｶ ﾏｺ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 7382 中村 芽生(3)  7421 御子柴 優花(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 7381 百瀬 そよか(3)  7423 川井 海帆(3)

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ ｶﾜｲ ｶﾎ
 7380 三田 有紗(3)  7429 中村 朱里(2)

ﾐﾀ ｱﾘｻ ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ
 2   1 清水中(A)  6940 茅野 晶(3)     55.37 q  2   2 波田中(B)  7387 井嶋 まどか(2)     53.88 q

ｼﾐｽﾞﾁｭｳA ﾁﾉ  ｱｷ ﾊﾀﾁｭｳB ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ
 6944 的場 優衣(3)  7385 斉藤 楓花(2)

ﾏﾄﾊﾞ  ﾕｲ ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 6949 佐々木 彩花(2)  7386 三田 尚果(2)

ｻｻｷ  ｱﾔｶ ﾐﾀ ﾅｵｶ
 6941 井上 碧(3)  7384 中沢 楓香(2)

ｲﾉｳｴ  ｱｵｲ ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ
 3   8 松島中  7081 関﨑 椎菜(3)     56.47 q  3   5 菅野中  7205 小林 侑生(3)     54.64 q

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｾｷｻﾞｷ ｼｲﾅ ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 7083 松山 由里香(3)  7208 中島萌々香(3)

ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾓｶ
 7082 手塚 友貴乃(3)  7204 米山 みく(3)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ ﾖﾈﾔﾏ ﾐｸ
 7080 富山 めぐみ(3)  7206 末木 杏華(3)

ﾄﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ ｽｴｷ ｷｮｳｶ
 4   5 開成中  7118 中村 渚(2)     56.52  4   9 旭町中  7053 星野 萌(3)     54.72 q

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾎｼﾉ ﾓｴ
 7111 宮林 悠莉(3)  7052 滋田 祐希(3)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾘ ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ
 7112 宍戸 優希(2)  7055 内田 佑香(2)

ｼｼﾄﾞ ﾕｷ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ
 7110 宮澤 実侑紀(3)  7050 工藤 真白(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾕｷ ｸﾄﾞｳ ﾏｼﾛ
 5   4 高綱中(A)  7177 町田 みさ(3)     57.26  5   7 信明中  7003 白倉 李緒(3)     56.34 q

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳA ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻ ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｼﾗｸﾗ ﾘｵ
 7179 中村 優里(2)  7002 小澤 由衣(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ ｵｻﾞﾜ ﾕｲ
 7170 横川 菜央(3)  7001 市橋 史佳(3)

ﾖｺｶﾜ ﾅｵ ｲﾁﾊｼ ﾌﾐｶ
 7172 上條 みなみ(3)  7000 青木 七海(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾅﾐ ｱｵｷ ﾅﾅﾐ
 6   2 筑摩野中  7255 松岡 みず穂(2)     57.48  6   4 山辺中  7150 神戸 美穂(3)     56.74 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｺﾞｳﾄﾞ ﾐﾎ
 7252 望月 碧(2)  7155 松崎 知沙(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｵｲ ﾏﾂｻﾞｷ ﾁｻ
 7251 樫詰 杏(2)  7154 浅村 美優(3)

ｶｼﾂﾞﾒ ｱﾝｽﾞ ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ
 7240 堤 向日葵(3)  7152 川上 直美(3)

ﾂﾂﾐ ﾋﾏｱﾘ ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ
 7   3 松本秀峰中  7511 麻沼 優理(2)     57.74  7   1 附属松本中(B)  7462 北原 香子(2)   1:00.05 

ﾏﾂﾓﾄｼｭｳﾎｳﾁｭｳ ｱｻﾇﾏ ﾕﾘ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳB ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳｺ
 7513 小口 満里奈(2)  7460 繁田 奈々世(2)

ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ
 7512 吉川 真子(2)  7466 相馬 佳菜子(2)

ｷｯｶﾜ ﾏｺ ｿｳﾏ ｶﾅｺ
 7514 上條 寧々(2)  7463 寺島 千加(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ ﾃﾗｼﾏ ﾁｶ
  6 鎌田中  9   6 清水中(B)  6951 中西 あかり(2)   1:01.75 

ｶﾏﾀﾞﾁｭｳ 欠場 ｼﾐｽﾞﾁｭｳB ﾅｶﾆｼ  ｱｶﾘ
 6946 鈴木 愛海(2)

ｽｽﾞｷ  ﾏﾅﾐ
 6952 飯森 麻友(2)

ｲｲﾓﾘ  ﾏｳ
 6945 古閑 美咲(2)

ｺｶﾞ  ﾐｻｷ
  7 附属松本中(A)   8 梓川中(A)  7370 市川 歌乃(2)

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA 欠場 ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳA ｲﾁｶﾜ ｶﾉ 失格
 7373 湯口 優心(2) R1

ﾕｸﾞﾁ ﾕｳｶ
 7371 下形 真央(2)

ｼﾓｶﾀ ﾏｵ
 7372 山口 優花(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｶ

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 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 鉢盛中  7432 上條 のあ(2)     51.99 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ
 7421 御子柴 優花(3)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｶ
 7423 川井 海帆(3)

ｶﾜｲ ｶﾎ
 7427 安田 三奈美(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾐﾅﾐ
 2   5 波田中(A)  7383 中塚 真子(3)     54.30 

ﾊﾀﾁｭｳA ﾅｶﾂｶ ﾏｺ
 7382 中村 芽生(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
 7381 百瀬 そよか(3)

ﾓﾓｾ ｿﾖｶ
 7380 三田 有紗(3)

ﾐﾀ ｱﾘｻ
 3   6 菅野中  7205 小林 侑生(3)     54.35 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 7208 中島萌々香(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾓｶ
 7204 米山 みく(3)

ﾖﾈﾔﾏ ﾐｸ
 7206 末木 杏華(3)

ｽｴｷ ｷｮｳｶ
 4   9 旭町中  7053 星野 萌(3)     54.99 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾎｼﾉ ﾓｴ
 7052 滋田 祐希(3)

ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ
 7055 内田 佑香(2)

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ
 7050 工藤 真白(3)

ｸﾄﾞｳ ﾏｼﾛ
 5   8 清水中(A)  6940 茅野 晶(3)     55.09 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳA ﾁﾉ  ｱｷ
 6944 的場 優衣(3)

ﾏﾄﾊﾞ  ﾕｲ
 6949 佐々木 彩花(2)

ｻｻｷ  ｱﾔｶ
 6941 井上 碧(3)

ｲﾉｳｴ  ｱｵｲ
 6   2 松島中  7081 関﨑 椎菜(3)     56.27 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｾｷｻﾞｷ ｼｲﾅ
 7083 松山 由里香(3)

ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘｶ
 7082 手塚 友貴乃(3)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ
 7080 富山 めぐみ(3)

ﾄﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ
  3 信明中  7003 白倉 李緒(3)

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｼﾗｸﾗ ﾘｵ 失格
 7002 小澤 由衣(3) R1(3-4)

ｵｻﾞﾜ ﾕｲ
 7001 市橋 史佳(3)

ｲﾁﾊｼ ﾌﾐｶ
 7000 青木 七海(3)

ｱｵｷ ﾅﾅﾐ
  4 波田中(B)  7387 井嶋 まどか(2)

ﾊﾀﾁｭｳB ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 失格
 7385 斉藤 楓花(2) R1(1-2)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 7386 三田 尚果(2)

ﾐﾀ ﾅｵｶ
 7384 中沢 楓香(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾌｳｶ

決勝



決勝 5月3日  9:30

1m53
齋藤 汐音(3) - - - - - - o o xo o
ｻｲﾄｳ ｼｵﾈ 丸ﾉ内中 xxx
谷口 真生(2) o o o o o o o xxx
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 信明中
上沼 瑞季(3) - - - - - o xxx
ｳｴﾇﾏ ﾐｽﾞｷ 附属松本中
宮崎 涼花(3) - - - o xo xo xxx
ﾐﾔｻﾞｷ ｽｽﾞｶ 大野川中
中田 萌(2) - o o o xo xxx
ﾅｶﾀ ﾓｴ 旭町中
大丸 夏星(2) o o o o xxo xxx
ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 菅野中
手塚 友貴乃(3) - o o o xxx
ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ 松島中
川澄 茉乃(2) o o xo xxx
ｶﾜｽﾐ ﾏﾉ 旭町中
市川 美羽(2) o o xo xxx
ｲｼｶﾜ ﾐｳ 菅野中
古閑 美咲(2) o o xxx
ｺｶﾞ  ﾐｻｷ 清水中
飯森 麻友(2) o o xxx
ｲｲﾓﾘ  ﾏｳ 清水中
百瀬 そよか(3) - o xxx
ﾓﾓｾ ｿﾖｶ 波田中
中斎 水萌(3) xxx 記録なし
ﾅｶｻｲ ﾐﾓｴ 高綱中
佐藤 琴音(2) 欠場
ｻﾄｳ ｺﾄﾈ 筑摩野中

中学女子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m05 1m10 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

1 14  7021
 1.50

記録
1m15 1m20

2 9  7008
 1.35

3 13  7453
 1.30

4 12  7330
 1.30

5 7  7058
 1.25

6 10  7214
 1.25

7 11  7082
 1.20

8 3  7056
 1.15

8 6  7211
 1.15

 7175

10 2  6945
 1.10

10 5  6952
 1.10

4  7249

10 8  7381
 1.10

1



決勝 5月3日 10:30

浅村 美優(3)   4.70   4.65   4.42   4.70   4.71   4.44    4.71 
ｱｻﾑﾗ ﾐﾕ 山辺中   +3.4   +2.4   +0.9   +4.7   +2.3   +0.3    +2.3
市橋 史佳(3)   3.39   4.18   4.06   4.17   4.13   4.04    4.18 
ｲﾁﾊｼ ﾌﾐｶ 信明中   +4.2   +3.9    0.0   +3.3   +3.0   +1.2    +3.9
松岡 みず穂(2)   3.44   3.96   3.24   4.15   4.15   3.95    4.15 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 筑摩野中   +5.0   +3.2   +2.1   +2.8   +3.1   +2.5    +2.8
内田 真愛(3)   3.80    x   3.99   3.95   4.09   4.14    4.14 
ｳﾁﾀﾞ ﾏｱｲ 附属松本中   +2.5   +2.8   +2.0   +1.8   +3.4    +3.4
赤澤 亜実(2)   4.14   3.89   3.89   3.02   3.78   3.60    4.14 
ｱｶｻﾞﾜ ｱﾐ 信明中   +3.3   +4.9   +4.3   +4.1   +2.0   -1.2    +3.3
内田 佑香(2)    x   4.13   3.83   3.72    x   4.13    4.13 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 旭町中   +5.0   +1.9   +2.6   -1.7    -1.7
古林 あみ(3)   3.90   3.78    x    x   4.13   4.00    4.13 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 筑摩野中   +3.1   +4.6   +3.4   +1.2    +3.4
横川 菜央(3)    x   4.12   4.01    x    x    x    4.12 
ﾖｺｶﾜ ﾅｵ 高綱中   +5.4   +3.5    +5.4
佐々木 彩花(2)   3.65   3.66   3.69    3.69 
ｻｻｷ  ｱﾔｶ 清水中   +1.8   +3.7   +2.7    +2.7
樫詰 杏(2)   3.69   3.61    x    3.69 
ｶｼﾂﾞﾒ ｱﾝｽﾞ 筑摩野中   +3.9   +2.0    +3.9
相澤 美怜(2)    x    x   3.65    3.65 
ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾚｲ 山辺中   +2.1    +2.1
三沢 彩奈(2)   3.58    x    x    3.58 
ﾐｻﾜ ｱﾔﾅ 松島中   +2.7    +2.7
原 紗恵(2)   3.21   3.57   3.20    3.57 
ﾊﾗ ｻｴ 山辺中   +5.8   +3.8   +1.8    +3.8
鈴木 愛海(2)   3.34   3.45   3.53    3.53 
ｽｽﾞｷ  ﾏﾅﾐ 清水中   +2.6   +6.2   +4.6    +4.6
輪湖 千尋(2)   3.51   3.35    x    3.51 
ﾜｺ ﾁﾋﾛ 山辺中   +1.4   +2.0    +1.4
中澤 希帆(1)   3.49   3.46    x    3.49 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾎ 大野川中   +3.5   +3.3    +3.5
宍戸 優希(2)   3.47    x   3.46    3.47 
ｼｼﾄﾞ ﾕｷ 開成中   +3.2   +3.9    +3.2
繁田 奈々世(2)   3.47    x    x    3.47 
ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ 附属松本中   +3.0    +3.0
由比ヶ濵 吏(2)   3.35   3.28   3.22    3.35 
ﾕｲｶﾞﾊﾏ ﾂｶｻ 旭町中   +3.0   +2.7   +2.3    +3.0
中西 あかり(2)   3.18   3.06   3.29    3.29 
ﾅｶﾆｼ  ｱｶﾘ 清水中   +1.6   +3.6   +2.9    +2.9
熊澤 玲菜(2)   3.16   2.89   3.25    3.25 
ｸﾏｻﾞﾜ ﾚｲﾅ 丸ﾉ内中   +2.2   +4.0   +0.4    +0.4
井嶋 まどか(2)   3.16   3.19   2.73    3.19 
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 波田中   +2.3   +3.8   +4.5    +3.8
工藤 真白(3)    x    x   2.69    2.69 
ｸﾄﾞｳ ﾏｼﾛ 旭町中   +3.1    +3.1
青木 七海(3)    x    x    x 記録なし
ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 信明中
田中 瞳(2) 欠場
ﾀﾅｶ  ﾋﾄﾐ 清水中
小岩井 さくら(2) 欠場
ｺｲﾜｲ ｻｸﾗ 鎌田中
小林 万緒(2) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 菅野中
藤沢 かな子(2) 欠場
ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾅｺ 鎌田中
久保田 樺乃(3) 欠場
ｸﾎﾞﾀ ｶﾉ 鉢盛中
米山 みく(3) 欠場
ﾖﾈﾔﾏ ﾐｸ 菅野中

備考記録

 7154

所属名 -1- -6--4--3-ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

中学女子

走幅跳
決勝

順位 試技

2 23  7001

-5--2-

1 29

3 21  7255

4 22  7454

5 30  7004

6 18  7055

7 15  7241

8 17  7170

9 25  6949

10 13  7251

11 10  7159

12 16  7090

13 7  7157

14 11  6946

15 12  7161

16 6  7331

17 24  7112

18 9  7460

19 14  7060

20 4  6951

21 8  7030

22 19  7387

23 20  7050

28  7000

1  6950

2  6973

3  7210

5  6975

26  7424

27  7204



決勝 5月3日 11:00

今井 香帆(3)
ｲﾏｲ ｶﾎ 丸ﾉ内中
滋田 祐希(3)
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｷ 旭町中
中村 公香(3)
ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ 鉢盛中
内藤 百嶺(2)
ﾅｲﾄｳ ﾓﾈ 旭町中
藤澤 彩圭(3)
ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾔｶ 松島中
上原 涼夏(2)
ｳｴﾊﾗ ｽｽﾞｶ 菅野中
町田 みさ(3)
ﾏﾁﾀﾞ ﾐｻ 高綱中
稲持 叶衣(2)
ｲﾅﾓﾁ ｶﾅｴ 松島中
小澤 由衣(3)
ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 信明中
髙野 由衣(2)
ﾀｶﾉ  ﾕｲ 清水中
羽賀 萌(3)
ﾊｶﾞ ﾒｸﾞﾐ 附属松本中
大出 菜々葉(3)
ｵｵｲﾃﾞ ﾅﾅﾊ 高綱中
七社 二千華(2)
ﾅﾅｼｬ ﾆﾁｶ 附属松本中
原山 真咲(2)
ﾊﾗﾔﾏ ﾏｻｷ 山辺中
浅田 望愛(2) 欠場
ｱｻﾀﾞ ﾉｱ 筑摩野中

  5.06 

6  7244

  5.25 

14 1  7160
  4.52   5.06   4.87

  6.90 

13 4  7464
  5.25   5.05   4.61

  7.21 

12 3  7171
  6.90   6.46   5.88

  7.27 

11 2  7459
  7.21    x   6.07

  7.61 

10 5  6947
  7.27    x   6.71

  7.41    x   7.28   7.75 

9 7  7002
  7.38   7.61   7.50

  7.66    x   7.34   7.98 

8 9  7087
  6.74   7.27   7.75

  7.99   7.49   7.54   7.99 

7 13  7177
  7.32   7.98    x

  8.28   7.94   7.67   8.28 

6 8  7212
  7.35   7.76   7.91

  7.70   7.49   7.97   8.59 

5 11  7084
  8.26   7.86   7.45

  8.23   8.27   8.53   8.80 

4 10  7054
  8.59   7.91   8.24

  9.44  10.47   9.91  10.47 

3 12  7425
  8.24   8.80   8.77

  9.87  10.30  10.58  10.58 

2 15  7052
  9.88   9.40   9.27

1 14  7022
 10.19   9.96    x

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

砲丸投(2.721kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月3日 11:05

[ 1組] 風速 -3.5 [ 2組] 風速 -6.5

 1 玉田 あかね(3)     10.76  1 古田 波音(3)     10.68 
ﾀﾏﾀﾞ ｱｶﾈ 開智小 ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 開智小

 2 赤羽 陽(3)     11.29  2 中村 姫佳(3)     11.37 
ｱｶﾊﾈ  ﾊﾙﾋ 岡田小 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾒｶ 鎌田小

 3 弦間 結月(2)     11.52  3 小池 ほの香(2)     12.29 
ｹﾞﾝﾏ ﾕﾂﾞｷ 並柳小 ｺｲｹ ﾎﾉｶ 旭町小

 4 大塚 彩奈(3)     11.87  4 宮林 明莉(3)     12.33 
ｵｵﾂｶ ｱﾔﾅ 旭町小 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 並柳小

 5 西保木 優(3)     12.05  5 友渕 瑞穂(3)     12.53 
ﾆｼﾎｷﾞ  ﾕｳ 山辺小 ﾄﾓﾌﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 寿小

 6 上松 心音(3)     12.22  6 櫻井 愛(2)     13.45 
ｱｹﾞﾏﾂ ｺｺﾈ 鎌田小 ｻｸﾗｲ  ｱｲ 岡田小

 7 黒岩 純麗(2)     12.97  7 古畑 実桜(2)     14.15 
ｸﾛｲﾜ ｽﾐﾚ 今井小 ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵｳ 今井小

[ 3組] 風速 -5.5 [ 4組] 風速 -3.5

 1 二木 瑠心(3)     11.38  1 上條 陽菜(3)     10.73 
ﾌﾀﾂｷﾞ  ﾙｺ 山辺小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙﾅ 山辺小

 2 越場 友南(3)     11.45  2 今井 菜笑(3)     10.92 
ｺｼﾊﾞ ﾕｳﾅ 開智小 ｲﾏｲ ﾅｴ 旭町小

 3 篠田 真衣(2)     11.54  3 中村 芽衣(3)     10.92 
ｼﾉﾀﾞ ﾏｲ 芳川小 ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 島内小

 4 大森 ほのか(3)     11.56  4 西沢 真由(3)     11.83 
ｵｵﾓﾘ ﾎﾉｶ 今井小 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ 並柳小

 5 百瀬 心菜(3)     11.84  5 上条 咲都(3)     11.91 
ﾓﾓｾ ｺｺﾅ 二子小 ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ 寿小

 6 渡辺 汐音(3)     12.21  6 阿部 愛華(3)     12.17 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾈ 旭町小 ｱﾍﾞ  ﾏﾅｶ 鎌田小

 7 荻野 舞雪(2)     12.22  7 吉田 美咲(2)     12.33 
ｵｷﾞﾉ ﾏﾕｷ 寿小 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻｷ 岡田小

[ 5組] 風速 -3.7

 1 宍戸 美希(3)     11.15 
ｼｼﾄﾞ ﾐｷ 筑摩小

 2 村上 幸乃(2)     11.26 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾉ 今井小

 3 松村 美貴子(3)     11.33 
ﾏﾂﾑﾗ ﾐｷｺ 開智小

 4 安藤 万里子(3)     11.35 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｺ 芳川小

 5 鈴木 珠有(2)     11.44 
ｽｽﾞｷ  ｼｭｳ 岡田小

 6 草間 彩耀(3)     11.44 
ｸｻﾏ ｻﾖ 寿小

 7 齋藤 環菜(2)     12.32 
ｻｲﾄｳ ｶﾝﾅ 鎌田小

   1 古田 波音(3) 開智小     10.68 (-6.5)   2   1
   2 上條 陽菜(3) 山辺小     10.73 (-3.5)   4   1
   3 玉田 あかね(3) 開智小     10.76 (-3.5)   1   1
   4 今井 菜笑(3) 旭町小     10.92 (-3.5)   4   2
   5 中村 芽衣(3) 島内小     10.92 (-3.5)   4   3
   6 宍戸 美希(3) 筑摩小     11.15 (-3.7)   5   1
   7 村上 幸乃(2) 今井小     11.26 (-3.7)   5   2
   8 赤羽 陽(3) 岡田小     11.29 (-3.5)   1   2
   9 松村 美貴子(3) 開智小     11.33 (-3.7)   5   3
  10 安藤 万里子(3) 芳川小     11.35 (-3.7)   5   4
  11 中村 姫佳(3) 鎌田小     11.37 (-6.5)   2   2
  12 二木 瑠心(3) 山辺小     11.38 (-5.5)   3   1
  13 鈴木 珠有(2) 岡田小     11.44 (-3.7)   5   5
  14 草間 彩耀(3) 寿小     11.44 (-3.7)   5   6
  15 越場 友南(3) 開智小     11.45 (-5.5)   3   2
  16 弦間 結月(2) 並柳小     11.52 (-3.5)   1   3
  17 篠田 真衣(2) 芳川小     11.54 (-5.5)   3   3
  18 大森 ほのか(3) 今井小     11.56 (-5.5)   3   4
  19 西沢 真由(3) 並柳小     11.83 (-3.5)   4   4
  20 百瀬 心菜(3) 二子小     11.84 (-5.5)   3   5
  21 大塚 彩奈(3) 旭町小     11.87 (-3.5)   1   4
  22 上条 咲都(3) 寿小     11.91 (-3.5)   4   5
  23 西保木 優(3) 山辺小     12.05 (-3.5)   1   5
  24 阿部 愛華(3) 鎌田小     12.17 (-3.5)   4   6
  25 渡辺 汐音(3) 旭町小     12.21 (-5.5)   3   6
  26 上松 心音(3) 鎌田小     12.22 (-3.5)   1   6
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小学1_3女子

60m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



  26 荻野 舞雪(2) 寿小     12.22 (-5.5)   3   7
  28 小池 ほの香(2) 旭町小     12.29 (-6.5)   2   3
  29 齋藤 環菜(2) 鎌田小     12.32 (-3.7)   5   7
  30 宮林 明莉(3) 並柳小     12.33 (-6.5)   2   4
  30 吉田 美咲(2) 岡田小     12.33 (-3.5)   4   7
  32 友渕 瑞穂(3) 寿小     12.53 (-6.5)   2   5
  33 黒岩 純麗(2) 今井小     12.97 (-3.5)   1   7
  34 櫻井 愛(2) 岡田小     13.45 (-6.5)   2   6
  35 古畑 実桜(2) 今井小     14.15 (-6.5)   2   7

  120
  233
  363

  181
  239

  170
  287
  240

  270



予選 5月3日  8:40
決勝 5月3日 11:40

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +0.5

 1 大谷 倖千(6)     16.23  1 松尾 美月(5)     15.65 q
ｵｵﾔ ｻﾁ 安曇小 ﾏﾂｵ ﾐﾂﾞｷ 明善小

 2 須澤 奏心(4)     16.56  2 清水 叶華(5)     15.72 q
ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 開智小 ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ 今井小

 3 齋藤 愛夏(5)     16.56  3 奈良 実咲(5)     15.84 
ｻｲﾄｳ ﾏﾅｶ 鎌田小 ﾅﾗ ﾐｻｷ ｺﾒｯﾄ波田

 4 樽澤 早紀(4)     16.63  4 青木 寧音(5)     16.84 
ﾀﾙｻﾜ ｻｷ 筑摩小 ｱｵｷ ﾈﾈ 寿小

 5 柏原 有沙(5)     16.82  5 加藤 杏由夏(5)     17.00 
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｱﾘｻ 芳川小 ｶﾄｳ ｱﾕｶ 山辺小

 6 中村 栞菜(5)     16.84  6 宮田 魅沙(4)     17.84 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町小 ﾐﾔﾀﾐｰｼｬ 田川小

 7 丸山 虹(5)     17.11  7 田中 ンタコムワ 萌世(4)     18.60 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ 山辺小 ﾀﾅｶ ﾝﾀｺﾑﾜ ﾓﾖ 鎌田小

 8 松田 美葵(6)     18.61  8 小林 虹穂(4)     20.09 
ﾏﾂﾀﾞ ﾐｷ 梓川小 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾆｼﾞﾎ 岡田小

 9 林 春花(5)     18.66  9 上原 彩花(5)     20.32 
ﾊﾔｼ ﾊﾙｶ 明善小 ｳｴﾊﾗ ｱﾔｶ 旭町小

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 -0.5

 1 齊藤 有花(6)     14.92 q  1 窪田 結衣(5)     14.62 q
ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ 芳川小 ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 芳川小

 2 多田 愛梨(6)     15.62 q  2 安藤 衣舞(6)     15.66 q
ﾀﾀﾞ  ｱｲﾘ 鎌田小 ｱﾝﾄﾞｳ ｲﾌﾞ ｺﾒｯﾄ波田

 3 田中 優杏菜(4)     15.79 q  3 山田 真桜子(5)     16.91 
ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 開智小 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵｺ 筑摩小

 4 三澤 百佳(4)     16.82  4 山之上 歩(5)     16.95 
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 筑摩小 ﾔﾏﾉｳｴ ｱﾕﾐ 山辺小

 5 池上 碧泉(5)     17.14  5 勝山 愛美(4)     17.15 
ｲｹｶﾞﾐ ｱｵｲ 寿小 ｶﾂﾔﾏ ﾏﾅﾐ 田川小

 6 奥原 美桜(5)     17.20  6 藤山 ひより(5)     17.61 
ｵｸﾊﾗ ﾐｵ 明善小 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾋﾖﾘ 安曇小

 7 倉科 瑠奈(4)     17.56  7 中上 陽与(4)     18.05 
ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ 山辺小 ﾅｶｶﾞﾐ ﾋﾖ 梓川小
芝山 蓮(6) 深澤 あまね(6)
ｼﾊﾞﾔﾏ ﾚﾝ 旭町小 ﾌｶｻﾞﾜ ｱﾏﾈ 旭町小
竹上 心菜(4)
ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ 梓川小

[ 5組] 風速 -3.2

 1 松井 美澪(5)     15.68 q
ﾏﾂｲ ﾐﾚｲ 二子小

 2 中村 桃佳(6)     16.37 
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 鎌田小

 3 小林 あおい(5)     16.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 明善小

 4 村上 涼子(4)     16.86 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｺ 梓川小

 5 松岡 陽(5)     17.73 
ﾏﾂｵｶ ﾖｳ 芳川小

 6 逢澤 心実(4)     17.84 
ｱｲｻﾞﾜ ｺﾉﾐ 筑摩小

 7 丸山 梓(4)     18.03 
ﾏﾙﾔﾏ ｱｽﾞｻ 寿小

 8 小竹 麻美(4)     19.35 
ｺﾀｹ ﾏﾐ 島内小

風速 -4.7

 1 窪田 結衣(5)     15.27 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 芳川小

 2 齊藤 有花(6)     15.29 
ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ 芳川小

 3 松井 美澪(5)     15.74 
ﾏﾂｲ ﾐﾚｲ 二子小

 4 松尾 美月(5)     15.78 
ﾏﾂｵ ﾐﾂﾞｷ 明善小

 5 安藤 衣舞(6)     15.98 
ｱﾝﾄﾞｳ ｲﾌﾞ ｺﾒｯﾄ波田

 6 多田 愛梨(6)     16.09 
ﾀﾀﾞ  ｱｲﾘ 鎌田小

 7 清水 叶華(5)     16.34 
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ 今井小

 8 田中 優杏菜(4)     16.41 
ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 開智小

3   242

2   200

8   101

6   223

9   354

5   400

4   371

7   396

決勝
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決勝 5月3日 10:25

 1 松原 月歌(6)   3:27.63 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ 芳川小

 2 鈴木 直(5)   3:39.85 
ｽｽﾞｷ  ﾅｵ 鎌田小

 3 八田 萌愛(6)   3:55.35 
ﾊｯﾀ ﾓｴｶ 大野川小

 4 田中 美葉(5)   3:55.56 
ﾀﾅｶ ﾐﾖ 田川小

 5 小林 さら咲(6)   4:00.23 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｻﾗｻ 鎌田小

 6 小山 真白(5)   4:01.91 
ｺﾔﾏ ﾏｼﾛ 並柳小

 7 赤津 心幸(5)   4:02.02 
ｱｶﾂ ｺﾕｷ 島内小

 8 今井 萌笑(6)   4:03.08 
ｲﾏｲ ﾓｴ 旭町小

 9 木原 菜穂美(4)   4:13.18 
ｷﾊﾗ ﾅｵﾐ 寿小

10 竹内 美結(4)   4:14.69 
ﾀｹｳﾁ ﾐﾕｳ 岡田小

11 竹上 花梨(4)   4:33.95 
ﾀｹｶﾞﾐ ｶﾘﾝ 梓川小

12 長谷 綾香(4)   4:47.91 
ﾊｾ  ｱﾔｶ 鎌田小

13 見形 亜澄(4)   5:33.79 
ﾐｶﾀ ｱｽﾞﾐ 梓川小

小学4_6女子

1000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 5月3日 13:55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 ｺﾒｯﾄ波田   104 根本 樹(6)     59.58 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾈﾓﾄ ﾐｷ
  102 伊藤 百合菜(6)

ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
  109 大月 華織(6)

ｵｵﾂｷ ｶｵﾘ
  108 太田 安奈(6)

ｵｵﾀ ｱﾝﾅ
 2   4 芳川小(A)   395 飯澤 奈々(6)   1:01.27 

ﾖｼｶﾜｼｮｳA ｲｲｻﾞﾜ ﾅﾅ
  379 小須田 真子(6)

ｺｽﾀﾞ ﾏｺ
  376 篠田 結衣(6)

ｼﾉﾀﾞ ﾕｲ
  374 黒岩 里音(6)

ｸﾛｲﾜ ﾘｵﾝ
 3   2 芳川小(B)   387 青木 美桜(4)   1:04.02 

ﾖｼｶﾜｼｮｳB ｱｵｷ ﾐｵ
  375 佐々木 美菜(4)

ｻｻｷ ﾐﾅ
  390 塚原 里沙(6)

ﾂｶﾊﾗ ﾘｻ
  388 斉藤 凛咲(4)

ｻｲﾄｳ ﾘｻ
 4   5 開智小   184 花岡 純伶(5)   1:04.23 

ｶｲﾁｼｮｳ ﾊﾅｵｶ ｽﾐﾚ
  188 窪田 真弥(5)

ｸﾎﾞﾀ ﾏﾔ
  195 早川 向美(5)

ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾐ
  201 島 千尋(5)

ｼﾏ ﾁﾋﾛ
 5   6 鎌田小   225 中村 桃佳(6)   1:04.72 

ｶﾏﾀﾞｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾓﾓｶ
  218 小林 さら咲(6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｻﾗｻ
  220 図師 華恋(6)

ｽﾞｼ ｶﾚﾝ
  231 濱野 雛梨子(6)

ﾊﾏﾉ ﾋﾅｺ
 6   7 明善小   398 奥原 美桜(5)   1:06.97 

ﾒｲｾﾞﾝｼｮｳ ｵｸﾊﾗ ﾐｵ
  400 松尾 美月(5)

ﾏﾂｵ ﾐﾂﾞｷ
  402 林 春花(5)

ﾊﾔｼ ﾊﾙｶ
  399 小林 あおい(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ
 7   8 山辺小   255 山之上 歩(5)   1:08.27 

ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ ﾔﾏﾉｳｴ ｱﾕﾐ
  249 加藤 杏由夏(5)

ｶﾄｳ ｱﾕｶ
  253 丸山 虹(5)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ
  252 丸山 とわ(5)

ﾏﾙﾔﾏ  ﾄﾜ

小学4_6女子

4×100m
決勝



決勝 5月3日  9:00

大月 優奈(6)    x   2.85   3.42    3.42 
ｵｵﾂｷ ﾕｳﾅ ｺﾒｯﾄ波田   -3.5   +2.3    +2.3
大月 七夏(6)   3.32   3.03    x    3.32 
ｵｵﾂｷ ﾅﾅｶ ｺﾒｯﾄ波田   -0.8   -3.0    -0.8
中平 ひより(6)   3.29   3.25    x    3.29 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾖﾘ 二子小   +1.8   -1.7    +1.8
田中 珠未(5)   3.17   2.98   3.03    3.17 
ﾀﾅｶ ﾀﾏﾐ 開智小   +2.4   -1.2   -1.4    +2.4
青木 美桜(4)   3.15   2.98   2.98    3.15 
ｱｵｷ ﾐｵ 芳川小   -0.9   -1.4   -0.6    -0.9
村松 華果(6)   3.04    x   2.73    3.04 
ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾅｶ 田川小   +0.7   -4.3    +0.7
上野 夏澄(4)   2.95   2.85   2.89    2.95 
ｳｴﾉ ｶｽﾐ 田川小   -0.8   -1.9   -0.7    -0.8
板敷 明莉(6)   2.81   2.75   2.73    2.81 
ｲﾀｼﾞｷ ｱｶﾘ 旭町小   -4.7   -3.0   +1.2    -4.7
山口 蒼衣(6)    x   2.50   2.81    2.81 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵｲ 梓川小   -4.1   -4.4    -4.4
西村 結香(4)   2.79    x   2.59    2.79 
ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ 梓川小   +0.2   -2.7    +0.2
斉藤 愛(5)   2.56   2.60   2.31    2.60 
ｻｲﾄｳ ｺｺﾛ 大野川小   -0.2   -2.6   -3.7    -2.6
小松 真子(6)   2.60   2.49   2.44    2.60 
ｺﾏﾂ  ﾏｺ 岡田小   -2.7   -2.5   -2.0    -2.7
小林 芽衣(5)   2.60   2.27   2.22    2.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 大野川小   -1.3   -0.3   -1.7    -1.3
千野 結花(4)   2.55    x    x    2.55 
ﾁﾉ  ﾕｲｶ 山辺小   +4.1    +4.1
八懸 舞雪(6)   2.52    x   2.41    2.52 
ﾔﾂｶﾞｹ ﾏﾕ 大野川小   +2.4   -1.9    +2.4
丸山 とわ(5)   2.34   2.32    x    2.34 
ﾏﾙﾔﾏ  ﾄﾜ 山辺小   +1.4   -3.9    +1.4
丸山 綾香(4)   2.31    x   2.31    2.31 
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 岡田小   +0.2   +3.3    +0.2
樽沢 花怜音(4)    x   2.30   2.26    2.30 
ﾀﾙｻﾜ ｶﾚﾝ 田川小   -1.1   -1.8    -1.1
赤羽 莉緒(5)   2.29    x    x    2.29 
ｱｶﾊﾈ ﾘｵ 山辺小   +1.5    +1.5

19 10   262
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16 12   252
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11 13   291

12 18   171

9 9   140

10 4   145

7 1   325

8 16   130

5 7   387
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3 19   356

4 14   199

備考

1 15   111

2 17   110

-2- -3- 記録

小学4_6女子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月3日  9:00

赤羽 夢衣(6)
ｱｶﾊﾈ ﾕｲ 芳川小
川上 楓花(6)
ｶﾜｶﾐ ﾌｳｶ 安曇小
胡桃澤 玲奈(4)
ｸﾙﾐｻﾜ  ﾚﾅ 鎌田小
中田 陽菜(4)
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ 旭町小
奥原 茉美(5)
ｵｸﾊﾗ ﾏﾐ 安曇小

小学4_6女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投
決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 -1--1--1- 記録記録記録-2--2--2- -3--3--3- 備考備考備考

11 22   389  389
 36.30

 31.20 31.20

 36.30  40.77 40.77  41.33 41.33

 32.18 32.18  30.38
22 55   162  162

 30.38

 41.33  41.33 

 32.18  32.18 

33 44   214

 11.36 11.36

  214
   x   x

  9.21  9.21

   x   x

44 33   127  127
 10.94 10.94

 19.24  19.24 

 11.36  11.36 

 19.24 19.24

55 11   160  160
  7.94  7.94   7.94   7.94   7.80  7.80    x   x


	決勝記録一覧表
	100
	200
	800
	3000
	400R
	HJ
	LJ
	JT
	中100
	中200
	中800
	中3000
	中100H
	中400R
	中HJ
	中LJ
	中DT
	小60
	小100
	小1000
	小400R
	小LJ
	小JT

