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期   日： 平成２７年６月２１日（日） 

会   場： 長野県松本平広域公園陸上競技場（201020） 

主   催： (一財)長野陸上競技協会  

後   援： 日本陸上競技連盟 (公財)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 

主   管： (一財)長野陸上競技協会 

審 判 長： トラック／藤森 茂幸・青柳 智之  フィールド／遠山 正洋 

       招集所／小林 初美 

記録・情報主任： 葛城 光一 

 

■この大会で樹立された記録 
月日 種目 予・決 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 
6/21 80mH 予選 13 秒 03 北川 広樹 男 軽井沢 A&AC 13 秒 12 大会新 
〃 〃 決勝 12 秒 83 〃 〃 〃 〃 〃 

 

■グラウンドコンディション 
6 月 21 日（日） 
時刻 天候 風向 風速m/s 気温℃ 湿度%
09:30 曇 東南東 1.3 20.5 77 
10:00 雨 南 1.2 20.5 77 
11:00 曇 南東 0.1 20.5 77 
12:00 雨 - 0.0 20.5 77 
13:00 雨 南 1.5 19.5 76 
14:00 曇 南南西 1.8 20.0 77 
15:00 曇 南 1,6 22.0 62 

 



第３２回長野県小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸.青柳智之
兼 第３２回東海小学生リレー競技大会兼第１回東海小学生陸上競技大会予選会 跳躍審判長 遠山　正洋
日清食品カップ第３１回全国小学生陸上競技交流大会長野県代表選手選考会 記録主任： 葛城　光一
【開催日】 平成２７年６月２１日（日）
【主催団体】 (一財)長野陸上競技協会 決勝記録一覧表

女  子 【競技場】県松本平広域公園
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 6/21 小学共通女子 宮澤 実亜(6) 3:10.61 根津 円(6) 3:12.79 竹岡 紗代(6) 3:16.43 淀 小南津(6) 3:17.38 松下 朋佳(6) 3:19.77 牧内 愛華(6) 3:19.80 濱 彩音(6) 3:20.65 森 ほのか(6) 3:21.95

1000m 川中島JRC 松本本郷 堀金A 川中島JRC ISｼﾞｭﾆｱ 腰越JSC 真田ｸﾗﾌﾞ 東春近
 6/21  -0.7市村 彩美(6) 13.64 原 知愛(6) 13.71 清水 叶華(6) 14.48 中嶋 愛佳(5) 14.66 髙山 葵衣(6) 14.80 橋本 珠(6) 15.51 木村 綺花(6) 16.00 杉本 綾音(6) 16.16

80mH(0.700m) 軽井沢A&AC 松川 今井 軽井沢A&AC 屋代 松川 開田 西春近北
 6/21 佐野 紗葵(6) 1.25 平谷 紗菜(5) 1.20 太田 さくら(5) 会染 1.20 柳澤 萌(6) 水明AC 1.20

走高跳 堀金A 朝日RISE 荒井 優菜(5) 会染 里見 優(6) 洗馬
武田 成未(6) 屋代 宮尾 なのみ(6) 青木島

 6/21 北原 小遥(6) 4.28(+1.9) 土屋ほのか(6)4.27(+0.2) 柿澤 摩歩(6) 4.13(0.0) 渡辺 怜花(6) 4.01(-1.6) 本田 尚子(6) 3.89(+1.6) 山田 真帆(6) 3.82(-0.4) 山田久美子(6)3.80(-1.4) 濵 美月(6) 3.78(+0.8)
走幅跳 東春近 軽井沢A&AC 高島小 松代 伊那 長地小 松川 岡谷小

 6/21 池上 桃花(6) 52.19 岩永 響(6) 44.58 橋本 成美(5) 43.75 小松 樹里阿(5) 41.27 島田 結音(6) 39.90 荒崎 莉歩(5) 38.95 富永 遥香(6) 38.01 藤本 祐奈(6) 37.24
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号球) 手良 宮田 広丘A 下久堅小 大町西 広丘A 中川東 下條小

 6/21 豊科北       55.51 穂高西AC-A       56.38 赤穂南       57.44 茅野陸上ｸﾗﾌ  ゙     57.46 南箕輪       59.37 T&F佐久平       59.83 大町西     1:00.19
4×100m 沼野 藍(6) 中嶋 諒(6) 氣賀澤 円香(6) 五味 愛夏(6) 芦田 凜々子(5) 高見沢 愛結(6) 栗原 すず(6)

神谷 京楓(6) 矢口 ほの夏(6) 田中 凜(6) 小林 万莉(6) 野村 優香(5) 武藤 凛(6) 滝田 まどか(6)
片桐 未音里(6) 望月 想(6) 小野 茉佑子(6) 小林 千紘(6) 髙木 萌子(5) 小林 恭子(6) 川上 菜(6)
臼井 祭(6) 寺島 佑奈(6) 中嶋 珠久(6) 山口 夢羽(6) 小島 咲愛(6) 川上 璃子(6) 北村 日和(6)

 6/21 小学5年女子  -0.6宮原 凛成(5) 14.22 山城 春菜(5) 14.25 藤森 七海(5) 14.84 酒井 明日美(5) 14.86 牧内 愛実(5) 14.93 佐藤 彩波(5) 15.17 横沢 実樹(5) 15.22 池田 歩(5) 15.26
100m 坂城JAC 松川陸上ｸﾗﾌﾞ 湖南小 栗ｶﾞ丘 坂城JAC 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ 両小野 穂高南

 6/21 小学6年女子  +0.4内藤 理木(6) 13.86 窪田 結衣(6) 13.89 石坂 琴葉(6) 14.26 佐藤 千花(6) 14.28 堀内 和(6) 14.31 宮岡 万優莉(6) 14.42 塚間 友香(6) 14.56 西島 美幸(6) 14.58
100m 長野市陸上教 芳川 日滝 軽井沢A&AC 屋代 長野市陸上教 辰野南 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ



予選 6月21日 10:25
決勝 6月21日 15:15

長野県小学生記録(ER)            13.06 西村 佳菜子                  二子             2010/10/24  
大会記録(GR)                    13.50 

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -1.2

 1 酒井 明日美(5)     14.64 q  1 田中 優杏菜(5)     15.12 
ｻｶｲ ｱｽﾐ 栗ｶﾞ丘 ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 開智

 2 吉田 七海(5)     15.13  2 髙崎 璃音(5)     15.48 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 中込小 ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ 日義

 3 竹下 都和子(5)     15.39  3 関島 瑠愛(5)     15.49 
ﾀｹｼﾀ ﾄﾜｺ 長野市陸上教 ｾｷｼﾞﾏ ﾙｱ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 丸山 夏希(5)     15.51  4 伊倉 美室(5)     15.77 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 豊科北 ｲｸﾗ ﾐﾑﾛ 下諏訪南小

 5 鵜飼 めぐみ(5)     15.60  5 北澤 姫羅理(5)     15.85 
ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ 原PCｼﾞｭﾆｱ ｷﾀｻﾞﾜｷﾗﾘ 城山

 6 埋橋 凜(5)     15.67  6 須澤 奏心(5)     15.90 
ｳｽﾞﾊｼ  ﾘﾝ 富県 ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 開智

 7 荻野 心音(5)     15.98  7 朝比奈 莉子(5)     15.91 
ｵｷﾞﾉ ｺｺﾈ 美南ｶﾞ丘小 ｱｻﾋﾅ ﾘｺ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少

 8 三澤 史織(5)     16.01  8 青木 葉月(5)     16.00 
ﾐｻﾜ ｼｵﾘ 大町西 ｱｵｷ ﾊﾂﾞｷ 御代田南小

 9 望月 花佳(5)     16.44  9 小林 花(5)     16.42 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾅｶ 御代田南小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 小諸東小

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 +0.2

 1 牧内 愛実(5)     14.81 q  1 宮原 凛成(5)     14.11 q
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城JAC ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾅ 坂城JAC

 2 横沢 実樹(5)     15.05 q  2 富山 萌衣(5)     15.20 
ﾖｺｻﾞﾜ ﾐｷ 両小野 ﾄﾐﾔﾏ ﾓｴ 坂城JAC

 3 塩原 瑞生(5)     15.39  3 安元 由莉(5)     15.33 
ｼｵﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 宗賀 ﾔｽﾓﾄ ﾕﾘ ｺﾒｯﾄ波田

 4 渡邉 姫華(5)     15.66  4 降旗 夢佳(5)     15.37 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾒｶ 御代田南小 ﾌﾘﾊﾀ ﾕﾒｶ 穂高南

 5 野村 夏月(5)     15.93  5 柏木 萌(5)     15.64 
ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ｶｼﾜｷﾞ ﾓｴ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 田中 美実香(5)     16.04  6 成田 未来(5)     15.67 
ﾀﾅｶ ﾐﾐｶ 上久堅小 ﾅﾘﾀ ﾐｸ 東伊那

 7 原田 真知(5)     16.16  7 角地 乃亜(5)     16.02 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾁ 開明 ｶｸﾁ  ﾉｱ 浅科AC

 8 青木 佑月(5)     16.44  8 松山 実希(5)     16.34 
ｱｵｷ ﾕﾂﾞｷ 山ﾉ内西 ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾂｷ 長野市陸上教
小宮山 麗夢(5)
ｺﾐﾔﾏ ﾚﾑ 東御田中小

[ 5組] 風速 +0.4 [ 6組] 風速  0.0

 1 藤森 七海(5)     14.51 q  1 宮下 留花(5)     15.12 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 湖南小 ﾐﾔｼﾀ ﾙｶ 坂城JAC

 2 佐藤 彩波(5)     14.94 q  2 深澤 亜澄(5)     15.18 
ｻﾄｳ ｻﾅ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾌｶｻﾜ ｱｽﾞﾐ ｺﾒｯﾄ波田

 3 上原 早葵(5)     15.34  3 中山 愛梨(5)     15.22 
ｳｴﾊﾗ ｻｷ 東御田中小 ﾅｶﾔﾏ ｱｲﾘ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 4 請地 李香(5)     15.75  4 濵田 みなと(5)     15.47 
ｳｹﾁ ﾓﾓｶ 明南 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 西春近北

 5 長谷川 悠香(5)     15.89  5 古田 葵良々(5)     15.85 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 白馬北 ﾌﾙﾀ ｷﾗﾗ 宗賀

 6 山中 夢華(5)     15.91  6 森山 真衣(5)     15.87 
ﾔﾏﾅｶ ﾕﾒｶ 木島 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｲ 朝陽

 7 市瀬 瑠華(5)     15.99  7 鴨志田 栞(5)     16.04 
ｲﾁﾉｾ ﾙｶ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｶﾓｼﾀﾞ ｼｵﾘ 軽井沢西部AC

 8 山中 杏珠(5)     16.38  8 関口 あすか(5)     16.41 
ﾔﾏﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 川上第二小 ｾｷｸﾞﾁ ｱｽｶ 坂の上小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学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

5  2028

所属名 記録／備考
4  2257

1  2713

2  2307

6  2516

7  2836

3  2072

No. 氏  名 所属名

9  2103

順

8  2639

3  2656

5  2883

記録／備考
7  2593

ﾚｰﾝ

4  2294

9  2592

1  2694

6  2100

2  2067

8  2255

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

5  2572

4  2335

6  2840

3  2884

7  2102

8  2703

欠場

1  2594

2  2250

氏  名 所属名 記録／備考
7  2333

4  2587

2  2505

9  2336

5  2814

8  2033

6  2056

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  2308

9  2108

4  2236

所属名 記録／備考
6  2715

5  2652

7  2109

9  2536

3  2002

2  2231

8  2850

所属名 記録／備考
4  2334

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  2849

8  2795

7  2586

2  2288

5  2088

9  2573

3  2075



[ 7組] 風速 +0.4

 1 山城 春菜(5)     14.25 q
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 池田 歩(5)     15.07 q
ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ 穂高南

 3 渡辺 梓沙(5)     15.15 
ﾜﾀﾅﾍ ﾞｱｽﾞｻ 辰野南

 4 荻原 希乃愛(5)     15.23 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾉｱ 軽井沢西部AC

 5 宮崎 愛子(5)     15.65 
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲｺ 更埴陸上教

 6 尾沼 光莉(5)     15.78 
ｵﾇﾏ ﾋｶﾘ 水明AC

 7 林 杏珠(5)     16.00 
ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 岡谷小

 8 清宮 位紗希(5)     16.01 
ｷﾖﾐﾔ ﾐｻｷ 中野ｽﾏｲﾙ

風速 -0.6

 1 宮原 凛成(5)     14.22 
ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾅ 坂城JAC

 2 山城 春菜(5)     14.25 
ﾔﾏｼﾛ ﾊﾙﾅ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 藤森 七海(5)     14.84 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 湖南小

 4 酒井 明日美(5)     14.86 
ｻｶｲ ｱｽﾐ 栗ｶﾞ丘

 5 牧内 愛実(5)     14.93 
ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 坂城JAC

 6 佐藤 彩波(5)     15.17 
ｻﾄｳ ｻﾅ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ

 7 横沢 実樹(5)     15.22 
ﾖｺｻﾞﾜ ﾐｷ 両小野

 8 池田 歩(5)     15.26 
ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ 穂高南

氏  名 所属名 記録／備考
4  2882

2  2503

小学5年女子

100m
順 ﾚｰﾝ No.

7  2087

6  2324

5  2808

9  2691

8  2248

3  2081

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  2715

4  2333

5  2882

9  2236

7  2257

8  2335

2  2840

3  2503



予選 6月21日 10:50
決勝 6月21日 15:20

長野県小学生記録(ER)            13.06 西村 佳菜子                  二子             2010/10/24  
大会記録(GR)                    13.19 

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.2

 1 西島 美幸(6)     14.38 q  1 内藤 理木(6)     13.89 q
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野市陸上教室

 2 吉澤 芽衣(6)     14.64  2 塚間 友香(6)     14.32 q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｲ 西春近南 ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野南

 3 山口 ゆい(6)     14.93  3 ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ(6)     14.88 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｲ 栗ｶﾞ丘 ﾂﾂﾐ ﾋﾄﾐ 東御田中小

 4 佐藤 史菜(6)     15.09  4 鈴木 里(6)     14.94 
ｻﾄｳ ﾌﾐﾅ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｽｽﾞｷｻﾄ 明北小

 5 飯澤 優里(6)     15.31  5 清水 奈都紀(6)     15.31 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 塩尻東 ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 望月AC

 6 花岡 麗奈(6)     15.33  6 小松 鼓(6)     15.48 
ﾊﾅｵｶ ﾚｲﾅ 長地小 ｺﾏﾂﾂﾂﾞﾐ 城山

 7 伊藤 ほの(6)     15.50  7 飯嶋 綾乃(6)     15.54 
ｲﾄｳ ﾎﾉ 王滝 ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 下條小

 8 小林 佳奈(6)     15.51  8 中嶌 瞳(6)     15.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 御代田南小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 大町東

 9 佐藤 妃鞠(6)     16.08  9 山田 凛花(6)     16.11 
ｻﾄｳ ﾋﾏﾘ 信大附属長野 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ 長野市陸上教

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 -0.2

 1 窪田 結衣(6)     14.25 q  1 堀内 和(6)     14.40 q
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 芳川 ﾎﾘｳﾁ ﾅｺﾞﾐ 屋代

 2 三澤 菜々美(6)     15.14  2 藤原 僚子(6)     14.56 
ﾐｻﾜ ﾅﾅﾐ 伊那北 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｺ 生坂

 3 細田 音衣(6)     15.23  3 笹崎 絢莉(6)     14.90 
ﾎｿﾀﾞ ｵﾄｲ 上田JSC ｻｻｻﾞｷ ｱﾔﾘ 水明AC

 4 福与 瑞季(6)     15.26  4 藤松 あい(6)     15.16 
ﾌｸﾖ ﾐｽﾞｷ 上久堅小 ﾌｼﾞﾏﾂ ｱｲ 坂の上小

 5 草本 晏壽(6)     15.44  5 滝澤 葵(6)     15.36 
ｸｻﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 白馬南 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｵｲ 明北小

 6 長澤 菖(6)     15.45  6 小松 綾音(6)     15.38 
ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾔﾒ 綿っ子RC ｺﾏﾂ ｱﾔﾈ 岡谷小

 7 花岡 真咲(6)     15.49  7 中原 希空(6)     15.68 
ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 玉川小 ﾅｶﾊﾗ  ﾉｱ 富県

 8 高見澤 萌愛(6)     15.82  8 竹村 萌恵(6)     15.85 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾓｴ 川上第一小 ﾀｹﾑﾗ ﾓｴ 信大附属長野

 9 鈴島 千尋(6)     15.83 
ｽｽﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 芳川

[ 5組] 風速 +0.3 [ 6組] 風速 +0.7

 1 牛澤 莉乃(6)     14.54  1 宮岡 万優莉(6)     14.21 q
ｳｼｻﾞﾜ ﾘﾉ 長野市陸上教 ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 長野市陸上教室

 2 金田 萌(6)     14.74  2 松川 杏奈(6)     14.57 
ｶﾈﾀﾞ ﾓｴ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｶﾜ ｱﾝﾅ 軽井沢A&AC

 3 松井 美澪(6)     15.00  3 竹内 里桜(6)     14.70 
ﾏﾂｲ ﾐﾚｲ 二子 ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 柳沢 風花(6)     15.13  4 東條 遥香(6)     15.27 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ 御代田南小 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 穂高南

 5 通崎 夏帆(6)     15.31  5 五味 夏希(6)     15.34 
ﾂｳｻﾞｷ ﾅﾂﾎ 下諏訪南小 ｺﾞﾐ ﾅﾂｷ 島内

 6 西澤 早紀(6)     15.58  6 泰井 柊香(6)     15.41 
ﾆｼｻﾞﾜ  ｻｷ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾀｲｲ ｼｭｳｶ 御代田南小

 7 山﨑 琴未(6)     15.72  7 佐藤 日和(6)     15.60 
ﾔﾏｻﾞｷ ｺﾄﾐ 永田 ｻﾄｳ ﾋﾖﾘ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ

 8 滝澤 有泉(6)     15.88  8 多城 芽以(6)     15.83 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北 ﾀｼﾛ ﾒｲ 永田
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[ 7組] 風速 +1.0

 1 佐藤 千花(6)     14.17 q
ｻﾄｳ ﾁｶ 軽井沢A&AC

 2 石坂 琴葉(6)     14.24 q
ｲｼｻﾞｶ  ｺﾄﾊ 日滝

 3 奈良 実咲(6)     14.98 
ﾅﾗ ﾐｻｷ ｺﾒｯﾄ波田

 4 井口 空亜(6)     15.14 
ｲｸﾞﾁ ｿｱ 箕輪南

 5 佐藤 碧依(6)     15.23 
ｻﾄｳ ｱｵｲ 喬木第一小

 6 山岸 美紗希(6)     15.30 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾐｻｷ 仁礼

 7 藤原 奈々(6)     15.47 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ 穂高南
田中 咲(6)
ﾀﾅｶ ｻｷ 城下小

風速 +0.4

 1 内藤 理木(6)     13.86 
ﾅｲﾄｳ ﾘｺ 長野市陸上教室

 2 窪田 結衣(6)     13.89 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 芳川

 3 石坂 琴葉(6)     14.26 
ｲｼｻﾞｶ  ｺﾄﾊ 日滝

 4 佐藤 千花(6)     14.28 
ｻﾄｳ ﾁｶ 軽井沢A&AC

 5 堀内 和(6)     14.31 
ﾎﾘｳﾁ ﾅｺﾞﾐ 屋代

 6 宮岡 万優莉(6)     14.42 
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 長野市陸上教室

 7 塚間 友香(6)     14.56 
ﾂｶﾏ ﾕｶ 辰野南

 8 西島 美幸(6)     14.58 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾐﾕｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
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決勝 6月21日 14:20

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 淀 葉月(6)   3:33.86  1 佐伯 三葉(6)   3:24.26 
ﾖﾄ ﾞﾊｽﾞｷ 小谷 ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ 佐久A&AC

 2 内藤 真子(6)   3:34.14  2 坂元 夏希(5)   3:24.29 
ﾅｲﾄｳ ﾏｺ 軽井沢西部AC ｻｶﾓﾄﾅﾂｷ 辰野南

 3 西崎 楓音(6)   3:35.98  3 井原 千花(6)   3:26.98 
ﾆｼｻﾞｷ ﾌｳﾈ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少 ｲﾊﾗﾁﾊﾅ 阿智第二小

 4 春日 桃果(6)   3:36.15  4 筒井 心葉(5)   3:27.29 
ｶｽｶﾞ ﾓﾓｶ 埴生 ﾂﾂｲ ｺｺﾊ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 村岡 美玖(5)   3:36.86  5 中村 柚音(6)   3:28.09 
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ ｺﾒｯﾄ波田 ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾈ 箕輪中部

 6 平田 心瑚(6)   3:37.66  6 山田 彩世(6)   3:28.51 
ﾋﾗﾀ ｺｺ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｾ 豊科南A

 7 今井 菜々子(6)   3:37.75  7 佐々木 美羽(6)   3:31.23 
ｲﾏｲ ﾅﾅｺ 立科小 ｻｻｷ ﾐｳ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 髙橋 莉織(5)   3:38.60  8 小松 夢來(5)   3:32.45 
ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 白馬南 ｺﾏﾂ ﾕﾗ 湖南小

 9 村上 日和(6)   3:40.61  9 久保田 詩乃(6)   3:32.77 
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾖﾘ 吉田 ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 腰越JSC

10 滝沢 初寧(5)   3:41.58 10 丸山 夏乃(6)   3:32.97 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 東伊那 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ 常盤

11 江田 安澄(5)   3:42.77 11 渡辺 美祐(6)   3:32.99 
ｴﾀﾞ ｱｽﾞﾐ 堀金A ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

12 菊池 こころ(6)   3:44.38 12 菅野 美月(6)   3:33.35 
ｷｸﾁ ｺｺﾛ 南牧北小 ｶﾝﾉ ﾐｽﾞｷ 大桑Jr陸上

13 森脇 光砂(5)   3:45.38 13 宮下 このみ(6)   3:34.28 
ﾓﾘﾜｷ  ｱﾘｻ 赤穂南 ﾐﾔｼﾀ ｺﾉﾐ 坂城JAC

14 髙森 唯花(6)   3:46.96 14 松下 輝来(5)   3:34.88 
ﾀｶﾓﾘ ﾕｲｶ 長野市陸上教 ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 大町南

15 下澤 実央(6)   3:47.19 15 小林 弓珠(6)   3:35.45 
ｼﾓｻﾞﾜ ﾐｵ 白馬AC ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 中野

16 牧野 心(5)   3:49.28 16 小林 花咲(6)   3:35.77 
ﾏｷﾉ ｺｺﾛ 岸野小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ

17 田中 美葉(6)   3:55.41 17 北澤 玉稀(6)   3:35.92 
ﾀﾅｶ ﾐﾖ 田川 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾏｷ 明南

18 丸山 莉央(5)   4:00.81 18 熊井 姿月(6)   3:37.26 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｵ 菅野 ｸﾏｲ ｼﾂﾞｷ 戸上ｼﾞｭﾆｱ
駒木 希美(5) 19 水井 彩夏(5)   3:39.51 
ｺﾏｷ ﾉｿﾞﾐ 川中島JRC ﾐｽﾞｲ ｻﾅ 更級
菅原 萌唯(6) 20 林 真由(5)   3:42.32 
ｽｶﾞﾜﾗ ﾒｲ 塩崎 ﾊﾔｼ  ﾏﾕ 真田ｸﾗﾌﾞ
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[ 3組]

 1 宮澤 実亜(6)   3:10.61 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 川中島JRC

 2 根津 円(6)   3:12.79 
ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 松本本郷

 3 竹岡 紗代(6)   3:16.43 
ﾀｹｵｶ ｻﾖ 堀金A

 4 淀 小南津(6)   3:17.38 
ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ 川中島JRC

 5 松下 朋佳(6)   3:19.77 
ﾏﾂｼﾀ  ﾄﾓｶ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 牧内 愛華(6)   3:19.80 
ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 腰越JSC

 7 濱 彩音(6)   3:20.65 
ﾊﾏ  ｱﾔﾈ 真田ｸﾗﾌﾞ

 8 森 ほのか(6)   3:21.95 
ﾓﾘ  ﾎﾉｶ 東春近

 9 有賀 すづな(6)   3:22.90 
ｱﾙｶ ﾞｽﾂﾞﾞﾅ 下諏訪南小

10 佐藤 悠花(5)   3:24.00 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

11 斉藤 芽衣(6)   3:25.28 
ｻｲﾄｳ ﾒｲ 腰越JSC

12 諸山 知奈津(6)   3:25.84 
ﾓﾛﾔﾏ ﾁﾅﾂ 腰越JSC

13 岡崎 七海(6)   3:26.16 
ｵｶｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 中洲小

14 阿部 真奈美(6)   3:26.86 
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 境小

15 小泉 春花(6)   3:27.02 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 城南小

16 北沢 凜夏(5)   3:28.08 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 川中島JRC

17 内堀 果南(6)   3:28.80 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾅ 腰越JSC

18 西澤 望未(6)   3:28.81 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ 佐久東小

19 下村 真由(6)   3:43.89 
ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 腰越JSC
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   1 宮澤 実亜(6) 川中島JRC     3:10.61   3   1
   2 根津 円(6) 松本本郷     3:12.79   3   2
   3 竹岡 紗代(6) 堀金A     3:16.43   3   3
   4 淀 小南津(6) 川中島JRC     3:17.38   3   4
   5 松下 朋佳(6) ISｼﾞｭﾆｱ     3:19.77   3   5
   6 牧内 愛華(6) 腰越JSC     3:19.80   3   6
   7 濱 彩音(6) 真田ｸﾗﾌﾞ     3:20.65   3   7
   8 森 ほのか(6) 東春近     3:21.95   3   8
   9 有賀 すづな(6) 下諏訪南小     3:22.90   3   9
  10 佐藤 悠花(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:24.00   3  10
  11 佐伯 三葉(6) 佐久A&AC     3:24.26   2   1
  12 坂元 夏希(5) 辰野南     3:24.29   2   2
  13 斉藤 芽衣(6) 腰越JSC     3:25.28   3  11
  14 諸山 知奈津(6) 腰越JSC     3:25.84   3  12
  15 岡崎 七海(6) 中洲小     3:26.16   3  13
  16 阿部 真奈美(6) 境小     3:26.86   3  14
  17 井原 千花(6) 阿智第二小     3:26.98   2   3
  18 小泉 春花(6) 城南小     3:27.02   3  15
  19 筒井 心葉(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:27.29   2   4
  20 北沢 凜夏(5) 川中島JRC     3:28.08   3  16
  21 中村 柚音(6) 箕輪中部     3:28.09   2   5
  22 山田 彩世(6) 豊科南A     3:28.51   2   6
  23 内堀 果南(6) 腰越JSC     3:28.80   3  17
  24 西澤 望未(6) 佐久東小     3:28.81   3  18
  25 佐々木 美羽(6) ISｼﾞｭﾆｱ     3:31.23   2   7
  26 小松 夢來(5) 湖南小     3:32.45   2   8
  27 久保田 詩乃(6) 腰越JSC     3:32.77   2   9
  28 丸山 夏乃(6) 常盤     3:32.97   2  10
  29 渡辺 美祐(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3:32.99   2  11
  30 菅野 美月(6) 大桑Jr陸上     3:33.35   2  12
  31 淀 葉月(6) 小谷     3:33.86   1   1
  32 内藤 真子(6) 軽井沢西部AC     3:34.14   1   2
  33 宮下 このみ(6) 坂城JAC     3:34.28   2  13
  34 松下 輝来(5) 大町南     3:34.88   2  14
  35 小林 弓珠(6) 中野     3:35.45   2  15
  36 小林 花咲(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:35.77   2  16
  37 北澤 玉稀(6) 明南     3:35.92   2  17
  38 西崎 楓音(6) 牟礼陸上ｽﾎﾟ少     3:35.98   1   3
  39 春日 桃果(6) 埴生     3:36.15   1   4
  40 村岡 美玖(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:36.86   1   5
  41 熊井 姿月(6) 戸上ｼﾞｭﾆｱ     3:37.26   2  18
  42 平田 心瑚(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:37.66   1   6
  43 今井 菜々子(6) 立科小     3:37.75   1   7
  44 髙橋 莉織(5) 白馬南     3:38.60   1   8
  45 水井 彩夏(5) 更級     3:39.51   2  19
  46 村上 日和(6) 吉田     3:40.61   1   9
  47 滝沢 初寧(5) 東伊那     3:41.58   1  10
  48 林 真由(5) 真田ｸﾗﾌﾞ     3:42.32   2  20
  49 江田 安澄(5) 堀金A     3:42.77   1  11
  50 下村 真由(6) 腰越JSC     3:43.89   3  19
  51 菊池 こころ(6) 南牧北小     3:44.38   1  12
  52 森脇 光砂(5) 赤穂南     3:45.38   1  13
  53 髙森 唯花(6) 長野市陸上教     3:46.96   1  14
  54 下澤 実央(6) 白馬AC     3:47.19   1  15
  55 牧野 心(5) 岸野小     3:49.28   1  16
  56 田中 美葉(6) 田川     3:55.41   1  17
  57 丸山 莉央(5) 菅野     4:00.81   1  18
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予選 6月21日  9:30
決勝 6月21日 15:00

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 +1.5 [ 2組] 風速 +1.6

 1 清水 叶華(6)     14.41 q  1 市村 彩美(6)     13.67 q
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ 今井 ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢A&AC

 2 杉本 綾音(6)     16.10 q  2 山一 実希(6)     16.32 
ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾈ 西春近北 ﾔﾏｲﾁ ﾐｷ 松川

 3 中村 栞菜(6)     16.51  3 横澤 羽楽(6)     16.73 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町 ﾖｺｻﾞﾜ ｳﾀ 伊那

 4 新津 由茉(6)     17.50  4 碓氷 梨乃(6)     18.02 
ﾆｲﾂ ﾕﾏ 小海小 ｳｽｲ ﾘﾉ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 山田 美羽(5)     18.19  5 原 如美(6)     18.02 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｳ 会染 ﾊﾗ ﾕｷﾐ 湖東小

 6 田島 百桃(6)     18.39  6 小林 志羽(5)     18.24 
ﾀｼﾞﾏ ﾓﾓ 朝日RISE ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾊ 会染

 7 境 冴華(6)     23.06  7 荒 あかね(6)     18.36 
ｻｶｲ ｻﾔｶ 豊洲 ｱﾗ ｱｶﾈ 開明
ﾊｰﾋﾞｰみき杏(5)  8 田中 乃亜(5)     19.82 
ﾊｰﾋﾞｰﾐｷｱﾝ 城山 ﾀﾅｶ ﾉｱ 永田

[ 3組] 風速 +2.2 [ 4組] 風速 +1.2

 1 原 知愛(6)     13.83 q  1 中嶋 愛佳(5)     14.54 q
ﾊﾗ ﾁﾅﾘ 松川 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC

 2 砂原 里幸子(6)     16.39  2 木村 綺花(6)     14.71 q
ｽﾅﾊﾗ ﾘｻｺ 小海小 ｷﾑﾗ ｱﾔｶ 開田

 3 中村 映夢(5)     16.76  3 横澤 仁美(6)     16.63 
ﾅｶﾑﾗ ｴﾑ 西春近南 ﾖｺｻﾜ  ﾋﾄﾐ 中川東

 4 髙山 和愛(6)     16.89  4 山根 美咲(6)     17.37 
ﾀｶﾔﾏ ﾉｱ 松川 ﾔﾏﾈ ﾐｻｷ 開明

 5 水野 いず泉(5)     17.93  5 山本 鈴華(6)     17.75 
ﾐｽﾞﾉ ｲｽﾞﾐ 会染 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｶ 下條小

 6 和田 親(6)     18.23  6 丸山 夏歩(5)     18.58 
ﾜﾀﾞ ﾁｶ 信濃 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾎ 信濃
古谷 ひか里(6)  7 宮内 愛(5)     20.02 
ﾌﾙﾔ ﾋｶﾘ 豊洲 ﾐﾔｳﾁ ﾏﾅ 坂の上小

[ 5組] 風速 +0.1

 1 髙山 葵衣(6)     15.07 q
ﾀｶﾔﾏ ｱｵｲ 屋代

 2 橋本 珠(6)     16.03 q
ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾞ 松川

 3 藤木 愛美(6)     18.19 
ﾌｼﾞｷ  ｱﾐ 中川東

 4 前田 百葉(5)     18.26 
ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ 堀金A

 5 山口 希歩(6)     18.31 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｱ 小海小

 6 古畑 杏(6)     18.67 
ﾌﾙﾊﾀ ｱｽﾞ 松川

 7 若月 澪(5)     19.81 
ﾜｶﾂｷ ﾐｵ 長野市陸上教

風速 -0.7

 1 市村 彩美(6)     13.64 
ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢A&AC

 2 原 知愛(6)     13.71 
ﾊﾗ ﾁﾅﾘ 松川

 3 清水 叶華(6)     14.48 
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ 今井

 4 中嶋 愛佳(5)     14.66 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲｶ 軽井沢A&AC

 5 髙山 葵衣(6)     14.80 
ﾀｶﾔﾏ ｱｵｲ 屋代

 6 橋本 珠(6)     15.51 
ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾞ 松川

 7 木村 綺花(6)     16.00 
ｷﾑﾗ ｱﾔｶ 開田

 8 杉本 綾音(6)     16.16 
ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔﾈ 西春近北
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予選 6月21日 12:40
決勝 6月21日 15:45

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   4 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ  2707 五味 愛夏(6)     58.08 q  1   7 T&F佐久平  2037 高見沢 愛結(6)   1:00.21 q

ﾁﾉﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｱﾕ
 2704 小林 万莉(6)  2046 武藤 凛(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ ﾑﾄｳ  ﾘﾝ
 2705 小林 千紘(6)  2040 小林 恭子(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ  ｷｮｳｺ
 2706 山口 夢羽(6)  2042 川上 璃子(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒﾊ ｶﾜｶﾐ  ﾘｺ
 2   6 大町西  2642 栗原 すず(6)   1:00.78 q  2   8 美篶  2831 橋爪結衣(6)   1:01.03 

ｵｵﾏﾁﾆｼ ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ ﾐｽｽﾞ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｲ
 2640 滝田 まどか(6)  2830 橋原芽伊(6)

ﾀｷﾀ ﾏﾄﾞｶ ﾊｼﾊﾗ ﾒｲ
 2643 川上 菜(6)  2828 伊藤桃羽(6)

ｶﾜｶﾐ ｻｲ ｲﾄｳ ﾓﾓﾊ
 2641 北村 日和(6)  2834 澁谷有紀(6)

ｷﾀﾑﾗ ﾋﾖﾘ ｼﾌﾞﾔ ﾕｷ
 3   7 伊那東  2776 矢野 華奈(6)   1:01.88  3   4 朝日RISE  2480 住 凜華(6)   1:01.76 

ｲﾅﾋｶﾞｼ ﾔﾉ ｶﾅ ｱｻﾋﾗｲｽﾞ ｽﾐ ﾘﾝｶ
 2777 林   優衣(6)  2481 中村 綾花(6)

ﾊﾔｼ ﾕｲ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ
 2774 中山 優莉亜(6)  2479 岩下 瑚彩(6)

ﾅｶﾔﾏ ﾕﾘｱ ｲﾜｼﾀ ｺｲﾛ
 2771 小日向 未結(6)  2482 宮城 稚子(6)

ｵﾋﾞﾅﾀ ﾐﾕｳ ﾐﾔｷﾞ ﾜｶｺ
 4   2 開明  2597 中澤 優花(6)   1:02.81  4   5 長地小  2734 長門 杏実(5)   1:03.05 

ｶｲﾒｲ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｶ ｵｻﾁｼｮｳ ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ
 2596 小林 莉子(6)  2736 山田 亜実(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｺ ﾔﾏﾀﾞ ｱﾐ
 2598 日向 深月(6)  2735 大矢 咲蘭(5)

ﾋﾅﾀ ﾐﾂｷ ｵｵﾔ ｻｸﾗ
 2595 鶴田 光(6)  2737 宮坂 優那(5)

ﾂﾙﾀ ﾋｶﾙ ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ
 5   3 軽井沢中部小  2083 工藤 采佳(6)   1:04.56  5   2 広丘C  2570 井上 愛香(5)   1:04.66 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞ ｸﾄﾞｳ ｱﾔｶ ﾋﾛｵｶｼｰ ｲﾉｳｴ ｱｲｶ
 2084 諸星 美璃(6)  2568 片柳 陽菜(5)

ﾓﾛﾎｼ ﾐﾘ ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾅ
 2086 樋口 希々香(6)  2569 北澤 佳奈実(5)

ﾋｸﾞﾁ ﾉﾉｶ ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅﾐ
 2085 上原 愛彩(5)  2571 三村 彩寧(5)

ｳｴﾊﾗ ｱﾘｻ ﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ
 6   9 豊洲(C)  2276 沖田 美優(6)   1:05.00  6   3 小諸東小(A)  2061 井出 千夏(5)   1:06.47 

ﾄﾖｽC ｵｷﾀ ﾐﾕ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｲﾃﾞ ﾁﾅﾂ
 2277 金井 小桜(6)  2064 吉澤 歩希(5)

ｶﾅｲ ｺﾊﾙ ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾏﾚ
 2278 傳田 雪華(6)  2063 関谷 有加(5)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｷｶ ｾｷﾔ ﾕｳｶ
 2279 山岸 真子(6)  2062 甘利 未珠咲(5)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｺ ｱﾏﾘ ﾐｽﾞｷ
 7   8 竜丘小(A)  2891 中島 優奈(6)   1:05.31   6 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ  2462 塚本 萌(6)

ﾀﾂｵｶｼｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾅ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ 失格
 2890 坂井 聡希子(6)  2465 山口 なず菜(6) T3

ｻｶｲ ﾄｷｺ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ
 2889 加藤 優奈(6)  2463 中川 夏津希(6)

ｶﾄｳ ﾕｳﾅ ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂｷ
 2888 伊原 和華(6)  2464 横水 杏実(6)

ｲﾊﾗ ｶｽﾞﾊ ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ
  5 千曲東(B)   9 千曲東(A)

ﾁｸﾏﾋｶﾞｼB 失格 ﾁｸﾏﾋｶﾞｼA 失格

小学共通女子

4×100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 穂高西AC-A  2491 中嶋 諒(6)     57.50 q  1   5 赤穂南  2805 氣賀澤 円香(6)     58.39 q

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｴｰ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ ｱｶﾎﾐﾅﾐ ｹｶﾞｻﾜ  ﾏﾄﾞｶ
 2494 矢口 ほの夏(6)  2803 田中 凜(6)

ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ ﾀﾅｶ  ﾘﾝ
 2492 望月 想(6)  2800 小野 茉佑子(6)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ ｵﾉ  ﾏﾕｺ
 2493 寺島 佑奈(6)  2802 中嶋 珠久(6)

ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐｸ
 2   4 南箕輪  2818 芦田 凜々子(5)   1:00.58 q  2   4 木島  2232 山本 愛華(6)   1:01.77 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ ｷｼﾞﾏ ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ
 2822 野村 優香(5)  2233 六塚 望杏(6)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ ﾑﾂﾂﾞｶ ﾉｱ
 2824 髙木 萌子(5)  2234 浦野 花(6)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ ｳﾗﾉ ﾊﾅ
 2819 小島 咲愛(6)  2235 佐藤 玲花(6)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ ｻﾄｳ ﾚｲｶ
 3   7 豊丘  2259 湯本 ななみ(6)   1:01.27  3   3 桔梗  2554 倉澤 愛巳(6)   1:02.68 

ﾄﾖｵｶ ﾕﾓﾄ ﾅﾅﾐ ｷｷｮｳ ｸﾗｻﾜ ｱﾐ
 2260 丸谷 梓紗(6)  2553 石井 みなみ(6)

ﾏﾙﾔ ｱｽﾞｻ ｲｼｲ ﾐﾅﾐ
 2261 黒澤 和夏(5)  2552 中野 宏子(6)

ｸﾛｻﾜ ｱﾕｶ ﾅｶﾉ ﾋﾛｺ
 2262 駒木 愛梨(5)  2555 中沢 那奈美(6)

ｺﾏｷ ｱｲﾘ ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 4   8 福島  2658 奥原 奏衣(6)   1:02.35  4   6 丸山小  2868 小林 日和(6)   1:03.06 

ﾌｸｼﾏ ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ ﾏﾙﾔﾏｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾋﾖﾘ
 2661 中畑 美菜(6)  2865 横田 実結花(6)

ﾅｶﾊﾀ ﾐﾅ ﾖｺﾀ ﾐﾕｶ
 2659 木田村美紅(6)  2867 後藤 心那(6)

ｷﾀﾑﾗ ﾐｸ ｺﾞﾄｳ  ｺｺﾅ
 2660 征矢 叶羽(6)  2866 宮沢 真梨(6)

ｿﾔ ｶﾅｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾘ
 5   9 下諏訪南小  2697 野明 花菜(5)   1:03.55  5   9 小諸東小(B)  2069 田中 美優莉(6)   1:04.25 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾉｱｹ ﾊﾅ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾀﾅｶ ﾐﾕﾘ
 2700 宮坂 あずさ(5)  2070 北村 陽向(6)

ﾐﾔｻｶ ｱｽﾞｻ ｷﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ
 2699 小口 莉奈(5)  2065 三好 瑠唯(6)

ｵｸﾞﾁ ﾘﾅ ﾐﾖｼ ﾙｲ
 2698 大久保 遥菜(5)  2068 竹内 華月(6)

ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙﾅ ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾞｷ
 6   2 片丘  2584 中野 瞳子(5)   1:04.21  6   8 豊洲(B)  2272 根岸 佑圭(6)   1:05.90 

ｶﾀｵｶ ﾅｶﾉ ﾄｳｺ ﾄﾖｽB ﾈｷﾞｼ ﾕｳｶ
 2582 武居 瀬奈(5)  2273 飛沢 珠樹(6)

ﾀｹｲ ｾﾅ ﾋｻﾞﾜ ｼﾞｭｼﾞｭ
 2581 小澤 まほろ(5)  2274 岡 杏奈(6)

ｵｻﾞﾜ ﾏﾎﾛ ｵｶ ｱﾝﾅ
 2583 丸山 結郁(5)  2275 内山 未萌(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ ｳﾁﾔﾏ ﾐﾓｴ
 7   5 更級  2339 古旗 葵(6)   1:04.35  7   2 川岸小  2725 中島 優香(5)   1:05.97 

ｻﾗｼﾅ ﾌﾙﾊﾀ ｱｵｲ ｶﾜｷﾞｼｼｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ
 2340 田中 空(6)  2728 関 唯々香(5)

ﾀﾅｶ ｿﾗ ｾｷ ﾕﾕｶ
 2341 森 楓葉(6)  2726 大輪 円香(5)

ﾓﾘ ｶｴﾃﾞ ｵｵﾜ ﾏﾄﾞｶ
 2342 倉石 萌(6)  2727 宮内 胡都(5)

ｸﾗｲｼ ﾓｴ ﾐﾔｳﾁ ｺﾄ
 8   3 田口小  2020 鈴木  花梨(5)   1:08.48   7 宗賀  2575 増田 安美(6)

ﾀｸﾞﾁｼｮｳ ｽｽﾞｷ  ｶﾘﾝ ｿｳｶﾞ ﾏｽﾀﾞ ｱﾐ 失格
 2018 岩下 瑠衣(5)  2576 杉下 舞彩(6) T3

ｲﾜｼﾀ ﾙｲ ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
 2017 井出 英恵(5)  2574 古畑 奏絵(6)

ｲﾃﾞ ﾊﾅｴ ﾌﾙﾊﾀ ｶﾅｴ
 2019 上原 杏鈴(5)  2577 本澤 奈波(6)

ｳｴﾊﾗ ｱｽﾞ ﾎﾝｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ

小学共通女子

4×100m



[ 5組] [ 6組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 広丘B  2566 赤羽 柚寿(5)     59.85 q  1   4 豊科北  2523 沼野 藍(6)     57.09 q

ﾋﾛｵｶﾋﾞｰ ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞ ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾇﾏﾉ ｱｲ
 2564 宮島 光里(5)  2522 神谷 京楓(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋｶﾘ ｶﾐﾔ ｷｮｳｶ
 2567 宮島 明里(5)  2521 片桐 未音里(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｶﾘ ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ
 2565 松田 夢葉(5)  2525 臼井 祭(6)

ﾏﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ ｳｽｲ ﾏﾂﾘ
 2   4 川上第二小  2003 伊藤 麻理乃(6)   1:02.04  2   6 三郷  2473 江崎 心菜(6)   1:01.37 

ｶﾜｶﾐﾀﾞｲﾆｼｮｳ ｲﾄｳ ﾏﾘﾉ ﾐｻﾄ ｴｻｷ ｺｺﾅ
 2004 小原 環(6)  2470 上條 翔子(6)

ｺﾊﾗ ﾀﾏｷ ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ
 2006 油井 まどか(6)  2471 柴野 華姫(6)

ﾕｲ ﾏﾄﾞｶ ｼﾊﾞﾉ ﾊﾙﾋ
 2005 油井 ちえり(6)  2472 加納 優笑(6)

ﾕｲ ﾁｴﾘ ｶﾉｳ ﾕｴ
 3   7 穂高南  2506 三浦 愛音(6)   1:02.33  3   3 裾花  2300 平林 真奈(6)   1:03.41 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ ﾐｳﾗ ｱﾉﾝ ｽｿﾊﾞﾅ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ
 2507 中村 千華夏(6)  2297 滝 祥乃(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾁｶｹﾞ ﾀｷ ﾖｼﾉ
 2509 小林 樹寧(6)  2298 塩入 みみ(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾈ ｼｵｲﾘ ﾐﾐ
 2508 藤田 瑞生(6)  2299 高橋 結愛(6)

ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ ﾀｶﾊｼ ﾕｱ
 4   8 ｽﾎﾟｺﾐ東北  2303 青柳 佑奈(6)   1:02.47  4   5 五加  2325 小林 可恋(6)   1:03.72 

ｽﾎﾟｺﾐﾄｳﾎｸ ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾅ ｺﾞｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ
 2304 生玉 彩菜(6)  2326 髙野 静音(6)

ｲｸﾀﾏ ｱﾔﾅ ﾀｶﾉ  ｼｽﾞﾈ
 2305 関 あおい(6)  2327 清水 美桜(6)

ｾｷ ｱｵｲ ｼﾐｽﾞ ﾐｵｳ
 2306 高藤 世那(6)  2328 髙野 美潤(6)

ﾀｶﾄｳ ｾﾅ ﾀｶﾉ  ﾐｳ
 5   2 豊洲(A)  2268 月岡 芽泉(6)   1:07.64  5   2 広丘A  2560 前田 唯月(6)   1:04.17 

ﾄﾖｽA ﾂｷｵｶ ﾒｲ ﾋﾛｵｶｴｰ ﾏｴﾀﾞ ｲﾂｷ
 2269 米沢 胡春(6)  2558 倉田 愛里(6)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｺﾊﾙ ｸﾗﾀ ｱｲﾘ
 2270 林 はるか(6)  2561 中田 陽菜(6)

ﾊﾔｼ ﾊﾙｶ ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ
 2271 赤塩 桃香(6)  2559 上條 華菜(6)

ｱｶｼｵ ﾓﾓｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾅ
  3 高遠北  2790 北原 恵(6)  6   7 野沢小  2022 伴野 未祐(6)   1:04.66 

ﾀｶﾄｵｷﾀ ｷﾀﾊﾗ  ﾒｸﾞﾐ 失格 ﾉｻﾞﾜｼｮｳ ﾄﾓﾉ ﾐﾕｳ
 2787 伊藤 瑠香(6) R1(1-2)  2021 桜山 結花(6)

ｲﾄｳ  ﾙｶ ｻｸﾗﾔﾏ ﾕｲｶ
 2786 伊藤 彩乃(6)  2024 栁澤 ひとみ(6)

ｲﾄｳ  ｱﾔﾉ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ
 2788 草場 野乃花(6)  2023 浜村 涼(6)

ｸｻﾊﾞ  ﾉﾉｶ ﾊﾏﾑﾗ ﾘｮｳ
  6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  2876 宮下 莉瑚(5)   8 高島小  2717 両角 みなみ(5)

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐｬｼﾀ ﾘｺ 失格 ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ 失格
 2875 吉澤 詩乃(5) R1(3-4)  2720 鮎沢 夢(5) R1(3-4)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾉ ｱｲｻﾞﾜ ﾕﾒ
 2877 熊谷 朋華(5)  2719 大内 愛稀(5)

ｸﾏｶﾞｲﾎﾉｶ ｵｵｳﾁ ｱｲｷ
 2878 西村 歩華(6)  2718 飯田 ほのか(5)

ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ ｲｲﾀﾞ ﾎﾉｶ

小学共通女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 豊科北  2523 沼野 藍(6)     55.51 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾇﾏﾉ ｱｲ
 2522 神谷 京楓(6)

ｶﾐﾔ ｷｮｳｶ
 2521 片桐 未音里(6)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ
 2525 臼井 祭(6)

ｳｽｲ ﾏﾂﾘ
 2   6 穂高西AC-A  2491 中嶋 諒(6)     56.38 

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｴｰ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
 2494 矢口 ほの夏(6)

ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ
 2492 望月 想(6)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ
 2493 寺島 佑奈(6)

ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ
 3   7 赤穂南  2805 氣賀澤 円香(6)     57.44 

ｱｶﾎﾐﾅﾐ ｹｶﾞｻﾜ  ﾏﾄﾞｶ
 2803 田中 凜(6)

ﾀﾅｶ  ﾘﾝ
 2800 小野 茉佑子(6)

ｵﾉ  ﾏﾕｺ
 2802 中嶋 珠久(6)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾐｸ
 4   5 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ  2707 五味 愛夏(6)     57.46 

ﾁﾉﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ
 2704 小林 万莉(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
 2705 小林 千紘(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
 2706 山口 夢羽(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒﾊ
 5   3 南箕輪  2818 芦田 凜々子(5)     59.37 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ｱｼﾀﾞ ﾘﾘｺ
 2822 野村 優香(5)

ﾉﾑﾗ ﾕｳｶ
 2824 髙木 萌子(5)

ﾀｶｷﾞ ﾓｴｺ
 2819 小島 咲愛(6)

ｺｼﾞﾏ ｻﾗ
 6   8 T&F佐久平  2037 高見沢 愛結(6)     59.83 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｱﾕ
 2046 武藤 凛(6)

ﾑﾄｳ  ﾘﾝ
 2040 小林 恭子(6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｷｮｳｺ
 2042 川上 璃子(6)

ｶﾜｶﾐ  ﾘｺ
 7   2 大町西  2642 栗原 すず(6)   1:00.19 

ｵｵﾏﾁﾆｼ ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ
 2640 滝田 まどか(6)

ﾀｷﾀ ﾏﾄﾞｶ
 2643 川上 菜(6)

ｶﾜｶﾐ ｻｲ
 2641 北村 日和(6)

ｷﾀﾑﾗ ﾋﾖﾘ
  9 広丘B  2566 赤羽 柚寿(5)

ﾋﾛｵｶﾋﾞｰ ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞ 失格
 2564 宮島 光里(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋｶﾘ
 2567 宮島 明里(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｶﾘ
 2565 松田 夢葉(5)

ﾏﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

小学共通女子

4×100m
決勝



決勝 6月21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)                     1.33 

佐野 紗葵(6)
ｻﾉ ｻｷ 堀金A
平谷 紗菜(5)
ﾋﾗﾔ ｽｽﾞﾅ 朝日RISE
太田 さくら(5)
ｵｵﾀ ｻｸﾗ 会染
荒井 優菜(5)
ｱﾗｲ ﾕｳﾅ 会染
武田 成未(6)
ﾀｹﾀﾞ ﾅﾙﾐ 屋代
柳澤 萌(6)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ 水明AC
里見 優(6)
ｻﾄﾐ ﾕｳ 洗馬
宮尾 なのみ(6)
ﾐﾔｵ ﾅﾉﾐ 青木島
宮下 理衣(6)
ﾐﾔｼﾀ ﾘｴ 塩尻西
宮本 真惟(6)
ﾐﾔﾓﾄ ﾏｲ 屋代
菊原詩穂(6)
ｷｸﾊﾗ ｼﾎ 南相木小
髙瀬 朱華(6)
ﾀｶｾ ｼｭｶ 屋代
半場 紅緖(6)
ﾊﾝﾊﾞ ﾍﾞﾆｵ 日義
古河 はづき(6)
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾂﾞｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
上村 薫子(6)
ｳｴﾑﾗ ｶｵﾙｺ 伊那
柳澤 春陽(6)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙﾋ 会染
吉田 香織(6)
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 会染
内山 心那(5)
ｳﾁﾔﾏ ｺｺﾅ 会染
髙橋 郁乃(6)
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾉ 塩尻西
辻 明日香(6)
ﾂｼﾞ ｱｽｶ 堀金A
丸山 結愛(6)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 堀金A
湯井 希乃愛(5) 記録なし
ﾕｲ ﾉﾉｱ 屋代
豊岡 さくら(5) 記録なし
ﾄﾖｵｶ ｻｸﾗ 吉田

＊6位が3名いたため、東海大会出場権決定のため実施

柳澤 萌(6) 東海大会
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾓｴ 水明AC 出場権
里見 優(6)
ｻﾄﾐ ﾕｳ 洗馬
宮尾 なのみ(6)
ﾐﾔｵ ﾅﾉﾐ 青木島
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東海大会出場決定戦
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決勝 (1,2組) 6月21日 13:00

長野県小学生記録(ER)             4.75 北岡 依生希                  伊那AC           2014/10/18  
大会記録(GR)                     4.50 

[ 1組]

土屋 ほのか(6)   4.27   4.13   4.12    4.27 
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ 軽井沢A&AC   +0.2   -1.3   -1.3    +0.2
渡辺 怜花(6)   3.84   4.01   3.84    4.01 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｶ 松代   +0.7   -1.6   -2.0    -1.6
山田 真帆(6)   3.82   3.62   3.70    3.82 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾎ 長地小   -0.4   -0.9   -2.1    -0.4
上野 愛梨(6)   3.73   3.62   3.61    3.73 
ｳｴﾉ ｱｲﾘ 望月AC   -0.9   -3.1   +0.4    -0.9
木下 明里咲(6)   3.45   3.44   3.63    3.63 
ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   -1.2   -1.9   -0.6    -0.6
白鳥 明日香(6)   3.54   3.46   3.61    3.61 
ｼﾗﾄﾘ ｱｽｶ 筑摩   +0.2   -1.5   -0.6    -0.6
松倉 みのり(6)    x   3.59   3.46    3.59 
ﾏﾂｸﾗ ﾐﾉﾘ 会染   -1.3   -0.6    -1.3
小林 蓮菜(5)   3.56   3.57    x    3.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   -0.5   -1.5    -1.5
松下 陽音(5)   3.49   3.16   3.31    3.49 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ 高森北小   -0.3   -2.2   -1.6    -0.3
中川 乃亜(6)   3.30   3.16   2.99    3.30 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｱ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ   -1.8    0.0   -1.1    -1.8
竹内 琉奈(6)   3.27   3.29   2.97    3.29 
ﾀｹｳﾁ ﾙﾅ 伊那東   -0.4   -0.7   -0.3    -0.7
中村 明日歌(5)   2.87   3.28   2.75    3.28 
ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ 長野市陸上教   -3.0   -0.3   -2.4    -0.3
北澤 花恋(5)    x   3.24    x    3.24 
ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 千曲東   -0.4    -0.4
上野 夏澄(5)   3.12   3.18   3.19    3.19 
ｳｴﾉ ｶｽﾐ 田川   -1.6   -0.4   -2.1    -2.1
荻上 かおる(6)   3.18   2.92   3.09    3.18 
ｵｷﾞｳｴ ｶｵﾙ 桔梗   -1.7   -0.5   -1.6    -1.7
遠藤 蒼空(5)   2.98   3.17    x    3.17 
ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾗ 豊洲   -2.3   -0.8    -0.8
小林 朋子(6)   3.17    x    x    3.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 平野   -1.6    -1.6
西牧 望来(5)    x   3.07    x    3.07 
ﾆｼﾏｷ ﾐｸﾙ 桔梗   +0.8    +0.8
諏訪 彩羽(5)   2.88   2.89   3.05    3.05 
ｽﾜ ｲﾛﾊ 屋代   -0.9   +0.6   -1.8    -1.8
小岩 麗美(6)   3.04   2.90   2.88    3.04 
ｺｲﾜ ﾚｲﾐ 穂高南    0.0   -1.1   -1.2     0.0
土屋 遥菜(5)   2.99   2.65   2.42    2.99 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾅ 小海小   -1.6   -1.1   -1.9    -1.6
関川 珠音(6)   2.94   2.60   2.84    2.94 
ｾｷｶﾜ  ﾀﾏﾈ さなだSC   -0.8   -0.1   -1.0    -0.8
桃林 ゆらん(5)   2.79    x   2.85    2.85 
ﾓﾓﾊﾞﾔｼ ﾕﾗﾝ 森上   -0.7   -2.3    -2.3

小学共通女子

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 23  2098

-3-

2 22  2321

3 20  2732

4 18  2050

5 17  2847

6 19  2610

7 21  2630

8 12  2709

9 15  2874

10 5  2466

11 14  2773

12 4  2315

13 16  2343

14 10  2612

15 9  2556

16 11  2265

17 2  2249

18 1  2557

19 7  2361

 2285

20 13  2510

21 6  2012

22 3  2120

23 8



[ 2組]

北原 小遥(6)   4.14   4.28   4.21    4.28 
ｷﾀﾊﾗ  ｺﾊﾙ 東春近   -0.7   +1.9   +0.4    +1.9
柿澤 摩歩(6)   4.13   4.08   4.07    4.13 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 高島小    0.0   -1.3   -0.4     0.0
本田 尚子(6)   3.81   3.86   3.89    3.89 
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ 伊那   +0.2   -0.9   +1.6    +1.6
山田 久美子(6)   3.60   3.80   3.56    3.80 
ﾔﾏﾀﾞ ｸﾐｺ 松川   +0.3   -1.4   +2.1    -1.4
濵 美月(6)   3.75   3.78   3.76    3.78 
ﾊﾏ ﾐﾂｷ 岡谷小   +1.9   +0.8   +1.0    +0.8
二村 海咲(6)   3.27   3.68   3.77    3.77 
ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ 穂高北    0.0   +1.4   +0.6    +0.6
清水 風(6)   3.66   3.58   3.70    3.70 
ｼﾐｽﾞ  ｳﾀ 長小    0.0   +1.1   -0.4    -0.4
田中 ﾗﾘｯｻ(6)   3.63   3.55   3.53    3.63 
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ 伊那北   +0.1    0.0   +1.4    +0.1
松澤   咲(6)   3.57    x   3.36    3.57 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｻｷ 伊那東   +0.1   +1.4    +0.1
栁沢 仁美(6)   3.55   3.39   3.29    3.55 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ 立科小   -1.1   -1.1   -0.8    -1.1
都筑 望美(6)   3.51   3.49   3.53    3.53 
ﾂﾂﾞｸ ﾉｿﾞﾐ 洗馬   +1.3   -0.8   +0.6    +0.6
斉藤 愛(6)   3.35    x   3.20    3.35 
ｻｲﾄｳ ｺｺﾛ 大野川   -1.1   -0.6    -1.1
塩澤 舞(5)   3.29    x   3.09    3.29 
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   +0.1   -0.1    +0.1
小林  優芽乃(5)   3.24   3.17   2.97    3.24 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕﾒﾉ 軽井沢西部AC   -0.2   -0.1   +1.8    -0.2
中原 杏樹(6)   3.13   3.22   3.16    3.22 
ﾅｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ 南牧北小   +0.3   +0.7   -1.1    +0.7
中山 結(5)   3.20   3.10   2.95    3.20 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 中洲小   +1.7   -1.7   +0.8    +1.7
萩原 詠子(5)   2.96   3.14   3.05    3.14 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｴｲｺ 吉田   +1.5   -0.4   +0.3    -0.4
曽根原 汐音(6)   3.10    x    x    3.10 
ｿﾈﾊﾗ ｼｵﾝ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ   -0.8    -0.8
北澤 花瑛(5)   3.08   2.99    x    3.08 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾅｴ 屋代   +1.1   +0.1    +1.1
大島 優里奈(5)   2.71   3.08   2.90    3.08 
ｵｵｼﾏ ﾕﾘﾅ 森上   -1.5   -0.4    0.0    -0.4
塩原 日真莉(5)   3.03   3.01   2.97    3.03 
ｼｵﾊﾗ ﾋﾏﾘ 宗賀   -0.7   -0.4   -0.5    -0.7
山﨑 優風(5)   2.97   2.85   2.81    2.97 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｶ 山ﾉ内西   +1.4   +0.5   -0.1    +1.4
瀧澤 凜(6) 欠場
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾝ 豊科南A

氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考

1 23  2817

記録

小学共通女子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

2 22  2721

3 18  2770

4 11  2638

5 20  2693

6 21  2511

7 17  2115

8 13  2782

9 16  2772

10 19  2106

11 15  2580

12 7  2606

13 12  2848

14 3  2090

15 9  2008

16 14  2730

17 2  2551

18 6  2467

19 8  2360

20 4  2286

21 5  2578

22 1  2251

10  2515
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_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成２７年６月２１日（日）
会場：県松本平広域公園陸上競技場（201020）

長野県小学生記録(ER)             4.75 北岡 依生希                  伊那AC           2014/10/18  
大会記録(GR)                     4.50 

北原 小遥(6) 東春近
ｷﾀﾊﾗ  ｺﾊﾙ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶ
土屋 ほのか(6) 軽井沢A&AC
ﾂﾁﾔ ﾎﾉｶ ｶﾙｲｻﾞﾜ ｴｰｱﾝﾄﾞｴｰ
柿澤 摩歩(6) 高島小
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ ﾀｶｼﾏｼｮｳ
渡辺 怜花(6) 松代
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｶ ﾏﾂｼﾛ
本田 尚子(6) 伊那
ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｺ ｲﾅ
山田 真帆(6) 長地小
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾎ ｵｻﾁｼｮｳ
山田 久美子(6) 松川
ﾔﾏﾀﾞ ｸﾐｺ ﾏﾂｶﾜ
濵 美月(6) 岡谷小
ﾊﾏ ﾐﾂｷ ｵｶﾔｼｮｳ
二村 海咲(6) 穂高北
ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ ﾎﾀｶｷﾀ
上野 愛梨(6) 望月AC
ｳｴﾉ ｱｲﾘ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ
清水 風(6) 長小
ｼﾐｽﾞ  ｳﾀ ｵｻｼｮｳ
田中 ﾗﾘｯｻ(6) 伊那北
ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ ｲﾅｷﾀ
木下 明里咲(6) 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
白鳥 明日香(6) 筑摩
ｼﾗﾄﾘ ｱｽｶ ﾂｶﾏ
松倉 みのり(6) 会染
ﾏﾂｸﾗ ﾐﾉﾘ ｱｲｿﾒ
小林 蓮菜(5) 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ ﾁﾉﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ
松澤   咲(6) 伊那東
ﾏﾂｻﾞﾜ ｻｷ ｲﾅﾋｶﾞｼ
栁沢 仁美(6) 立科小
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ ﾀﾃｼﾅｼｮｳ
都筑 望美(6) 洗馬
ﾂﾂﾞｸ ﾉｿﾞﾐ ｾﾊﾞ
松下 陽音(5) 高森北小
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾈ ﾀｶﾓﾘｷﾀｼｮｳ
斉藤 愛(6) 大野川
ｻｲﾄｳ ｺｺﾛ ｵｵﾉｶﾞﾜ
中川 乃亜(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｱ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
竹内 琉奈(6) 伊那東
ﾀｹｳﾁ ﾙﾅ ｲﾅﾋｶﾞｼ
塩澤 舞(5) ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
ｼｵｻﾞﾜ ﾏｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
中村 明日歌(5) 長野市陸上教
ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
小林  優芽乃(5) 軽井沢西部AC
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕﾒﾉ ｶﾙｲｻﾞﾜｾｲﾌﾞｴｰｼｰ
北澤 花恋(5) 千曲東
ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾚﾝ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼB
中原 杏樹(6) 南牧北小
ﾅｶﾊﾗ ｱﾝｼﾞｭ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳ
中山 結(5) 中洲小
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ ﾅｶｽｼｮｳ
上野 夏澄(5) 田川
ｳｴﾉ ｶｽﾐ ﾀｶﾞﾜ
荻上 かおる(6) 桔梗
ｵｷﾞｳｴ ｶｵﾙ ｷｷｮｳ
遠藤 蒼空(5) 豊洲
ｴﾝﾄﾞｳ ｿﾗ ﾄﾖｽ
小林 朋子(6) 平野
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ ﾋﾗﾉ
萩原 詠子(5) 吉田
ﾊｷﾞﾜﾗ ｴｲｺ ﾖｼﾀﾞ
曽根原 汐音(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
ｿﾈﾊﾗ ｼｵﾝ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ
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備考記録 組順順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

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

遠山　正洋
葛城　光一
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_______________________________________________________________________________________________________________________
期日：平成２７年６月２１日（日）
会場：県松本平広域公園陸上競技場（201020）
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競技結果        小学共通女子    走幅跳      総合結果 跳躍審判長
記録主任：

遠山　正洋
葛城　光一

北澤 花瑛(5) 屋代
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾅｴ ﾔｼﾛA
大島 優里奈(5) 森上
ｵｵｼﾏ ﾕﾘﾅ ﾓﾘｳｴ
西牧 望来(5) 桔梗
ﾆｼﾏｷ ﾐｸﾙ ｷｷｮｳ
諏訪 彩羽(5) 屋代
ｽﾜ ｲﾛﾊ ﾔｼﾛA
小岩 麗美(6) 穂高南
ｺｲﾜ ﾚｲﾐ ﾎﾀｶﾐﾅﾐ
塩原 日真莉(5) 宗賀
ｼｵﾊﾗ ﾋﾏﾘ ｿｳｶﾞ
土屋 遥菜(5) 小海小
ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾅ ｺｳﾐｼｮｳ
山﨑 優風(5) 山ﾉ内西
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｶ ﾔﾏﾉｳﾁﾆｼ
関川 珠音(6) さなだSC
ｾｷｶﾜ  ﾀﾏﾈ ｻﾅﾀﾞｴｽｼｰ
桃林 ゆらん(5) 森上
ﾓﾓﾊﾞﾔｼ ﾕﾗﾝ ﾓﾘｳｴ
瀧澤 凜(6) 豊科南A 欠場
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾝ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐA
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44 2120   2.94   2.94  2.84
  +1.4

  2.60

43 2251   2.97   2.97
  +1.4

  2.85
  +0.5

  2.81
  -0.1

  -0.4

  -1.6  -1.6
  2.65
  -1.1

  2.42
  -0.5

1-20

  -1.9

  -0.7
2-21

1-2142 2012   2.99   2.99
  -0.7

41 2578   3.03   3.03  2.97
   0.0

  3.01

  3.04
   0.0

  2.90
  -1.1

  2.88
  -1.2

  -0.9
  2.89
  +0.6

  3.05

40 2510   3.04

39 2361   2.88   3.05

  3.07
  +0.8

  3.07   x
  -0.4

2-20

  -1.8

  +0.8
1-18

1-19
  -1.8

  -1.5
  3.08
  -0.4

  2.90
   0.0

38 2557    x

37 2286   2.71   3.08
  +1.1

  2.99
  +0.1

   x

備考

36 2360   3.08   3.08

記録 組順

  +1.1
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池上 桃花(6)
ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ 手良
岩永 響(6)
ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾋﾞｷ 宮田
橋本 成美(5)
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾙﾐ 広丘A
小松 樹里阿(5)
ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾘｱ 下久堅小
島田 結音(6)
ｼﾏﾀﾞ ﾕﾉﾝ 大町西
荒崎 莉歩(5)
ｱﾗｻｷ ﾘﾎ 広丘A
富永 遥香(6)
ﾄﾐﾅｶﾞ  ﾊﾙｶ 中川東
藤本 祐奈(6)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾅ 下條小
佐藤 美羽(5)
ｻﾄｳ ﾐｳ 坂の上小
降幡 真白(6)
ﾌﾘﾊﾀ ﾏｼﾛ 大町東
古川 美沙希(6)
ﾌﾙｶﾜ ﾐｻｷ 島内
大出 彩香(6)
ｵｵｲﾃﾞ ｱﾔｶ 松川
中山 夏空(6)
ﾅｶﾔﾏ  ｿﾗ 中川東
原 彩華(6)
ﾊﾗ ｱﾔｶ 阿智村RC
山下 夏里(6)
ﾔﾏｼﾀ ﾋｶﾘ 福島
岩月 陽菜乃(5)
ｲﾜﾂｷ ﾋﾅﾉ 平根小
奥原 心希(5)
ｵｸﾊﾗ ｼｷ 城南小
原 里彩子(6)
ﾊﾗ ﾘｻｺ 伊那
斉藤 真虹(5)
ｻｲﾄｳ ﾏｺ 阿智第一小
前田 初依(6)
ﾏｴﾀﾞ ｳｲ 伊賀良小
大和 夢望(6)
ｵｵﾜ ﾕﾒﾉ 吉田
上條 真依(6)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｲ 塩尻西
小松葉菜(6)
ｺﾏﾂ ﾊﾅ 四賀小
白石 優和(6)
ｼﾗｲｼ ﾕｳﾅ 水明AC
小林 美菜子(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅｺ 中佐都小
中村 朱音(5)
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 明北小
杉浦 咲彩(5)
ｽｷﾞｳﾗ ｻｱﾔ 明北小
小林 愛莉(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 信濃
小松 弥生(5)
ｺﾏﾂ ﾔﾖｲ 玉川小
福田 菜央(6)
ﾌｸﾀ ﾞﾏｵ 大町東
荻上 陽菜(6)
ｵｷﾞｳ ｴﾋﾅ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰ
菊池萌花(5)
ｷｸﾁ ﾓｴｶ 南相木小
湯裏 志穂(6) 欠場
ﾕｳﾗ ｼﾎ 信大附属長野

小学共通女子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号球)
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録 備考

1 33  2791
 52.19  49.33  52.18  52.19 

 44.58 

3 28  2563
 43.75  38.19  38.19  43.75 

2 32

4 31  2859
 41.27

 39.24  44.39
 2785

 44.58

 40.45  39.06  41.27 

5 29  2644
 39.90  34.51  39.16  39.90 

 38.95 

7 30  2812
 34.41  38.01  34.70  38.01 

6 22

8 21  2863
 37.24

 38.95  32.09
 2562

 36.87

 31.21  33.47  37.24 

9 27  2077
 33.25    x  36.97  36.97 

 36.57 

11 24  2614
 32.38  29.91  35.98  35.98 

10 26

12 20  2637
 33.78

 36.34  36.57
 2647

 35.79

 32.33  34.79  34.79 

13 23  2810
 34.55  34.49  34.70  34.70 

 32.16 

15 14  2662
 32.01  28.88  31.54  32.01 

14 7

16 18  2030
 25.27

 32.16  30.86
 2855

 28.61

 31.88    x  31.88 

17 25  2724
 26.62  30.34  31.62  31.62 

 30.99 

19 12  2856
 30.82  29.45  29.41  30.82 

18 19

20 16  2858
 29.43

 30.99  26.22
 2769

 30.76

 29.76  26.79  29.76 

21 10  2549
 26.21  29.42  27.64  29.42 

 28.88 

23 11  2722
 28.02  28.02  27.59  28.02 

22 9

24 6  2080
 27.23

 21.62  23.92
 2544

 28.88

 25.14  25.81  27.23 

25 13  2031
 26.20  26.82  24.11  26.82 

 24.50 

27 8  2542
 21.05  23.88  23.86  23.88 

26 4

28 17  2254
 23.82

 24.50  22.73
 2541

 22.58

 23.79  21.34  23.82 

29 1  2712
 18.08  19.01  20.26  20.26 

 20.13 

31 2  2543
 19.56  17.99  16.11  19.56 

30 5

32 3  2015
 17.80

 17.26  20.13
 2646

 19.37

 18.87  18.09  18.87 

15  2318
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[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -2.4

 1 小幡 真子(5)     16.72  1 宮澤 ありさ(5)     16.09 
ｵﾊﾞﾀ ﾏｺ 穂高西AC-B ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 漆原 衣咲(4)     17.03  2 林 実怜(6)     16.34 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｲｻｷ 佐久A&AC ﾊﾔｼ  ﾐﾚｲ 赤穂南

 3 六波羅琉菜(4)     17.19  3 神山 佳凜(5)     16.40 
ﾛｸﾊﾗ  ﾙﾅ 伊那北 ｶﾐﾔﾏ ｶﾘﾝ 飯島

 4 高見沢 沙慧(4)     17.33  4 平田 緋奈(6)     16.41 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｻｴ T&F佐久平 ﾋﾗﾀ ﾋﾅ 豊科北

 5 小穴 乃々葉(5)     17.68  5 松澤 怜莉(6)     16.56 
ｵｱﾅ ﾉﾉﾊ 豊科北 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｲﾘ 南箕輪

 6 山田 舞(5)     17.91  6 大和田 優衣(4)     17.58 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 諏訪FA ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｲ 豊科北AC

 7 前川 友莉愛(4)     17.99  7 田中 千景(5)     17.59 
ﾏｴｶﾜ ﾕﾘｱ 長地小 ﾀﾅｶ ﾁｶｹﾞ 玉川小

 8 中村 万智(5)     18.44  8 西山 美夢(4)     17.62 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾁ 朝日RISE ﾆｼﾔﾏ ﾐﾕ 穂高西AC-C

 9 石垣 美心(4)     18.93  9 北澤 ひなた(6)     17.72 
ｲｼｶﾞｷ  ﾐﾋﾛ T&F佐久平 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 伊那東

[ 3組] 風速 -1.3

 1 新田 光咲(6)     15.47 
ﾆｯﾀ ﾐｻｷ 穂高西AC-A

 2 倉沢 優里(6)     15.87 
ｸﾗｻﾜ ﾕﾘ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 3 小坂 佑海(6)     16.18 
ｺｻｶ ﾕｳﾐ 三郷

 4 宮下愛莉(6)     16.22 
ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾘ 美篶

 5 岩下 夢菜(5)     16.22 
ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 松崎  こころ(5)     16.46 
ﾏﾂｻﾞｷ  ｺｺﾛ 赤穂SRC

 7 倉田 紗優加(5)     16.62 
ｸﾗﾀ ｻﾔｶ 南箕輪

 8 竹澤 花音(5)     17.00 
ﾀｴkｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 穂高西AC-A

 9 島谷 桃葉(5)     17.36 
ｼﾏﾔ ﾓﾓﾊ 長地小

ｵｰﾌﾟﾝ女子

100m
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6  2784

5  2496

4  2058

 2483

8  2745

7  2038

9  2518

No. 氏  名 所属名

1  2041

3  2747

2

4  2804

1  2826
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3  2708

ﾚｰﾝ

7  2820

9  2527

6  2524

8  2499

2  2775

5  2743
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7  2474

8  2495

5  2461
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3  2829

1  2740

6  2733

4  2842

2  2489
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