
 
 
大会コード 15200505 

第１０回 中信地区小学生陸上競技大会 

兼 第３２回長野県小学生陸上競技大会予選会 

 

記録集 
 

 

期  日： 平成２７年５月２４日（日） 

会  場： 長野県松本広域公園陸上競技場（201020） 

主  催： 中信地区陸上競技協会 

後  援： 信濃毎日新聞社  

塩尻・松本・安曇野・大町 各市教育委員会 

木曽・大北 各地区教育委員会連絡協議会 

審 判 長： トラック／藤森 茂幸  フィールド／中原 信一 

記録主任： 増田 喜代志 

 

■この大会で樹立された記録 

月日 種目 ラウンド 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

5/24 １００m 決勝 
１２秒９７ 

（－０．２） 
市谷 颯梧 男 付属松本(6) １３秒０２ 大会新 

 

■グラウンドコンディション 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 

 9:00 晴れ 東 0.8 21.0 49.0 
10:00 晴れ 東南東 1.5 24.0 43.0 
11:00 晴れ 西南西 1.1 25.0 41.0 
12:00 晴れ 南南西 0.8 25.0 41.0 
13:00 晴れ 南西 1.2 25.5 32.0 
14:00 曇り 南南西 2.5 25.5 35.0 

 

 



第10回中信地区小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主管：中信地区陸上競技協会 跳躍審判長 中原信一

投擲審判長 中原信一
【開催日】 平成27年5月24日（日） 記録主任： 増田喜代志
【主催団体】 中信地区陸上競技協会 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
 5/24 ５年女子  +1.4田中 優杏菜(5) 15.03 池田 歩(5) 15.08 深澤 亜澄(5) 15.20 塩原 瑞生(5) 15.25 安元 由莉(5) 15.47 髙崎 璃音(5) 15.58 長谷川 悠香(5) 15.66 丸山 夏希(5) 15.66

100m 開智 穂高南 ｺﾒｯﾄ波田 宗賀 ｺﾒｯﾄ波田 日義 白馬北 豊科北
 5/24 ６年女子  +0.2窪田 結衣(6) 14.05 藤原 僚子(6) 14.83 松井 美澪(6) 15.03 鈴木 里(6) 15.04 飯澤 優里(6) 15.10 奈良 実咲(6) 15.17 東條 遥香(6) 15.20 草本 晏壽(6) 15.49

100m 芳川 生坂 二子 明北小 塩尻東 ｺﾒｯﾄ波田 穂高南 白馬南
 5/24 共通女子 竹岡 紗代(6) 3:17.25 根津 円(6) 3:19.54 鈴木 直(6) 3:31.53 松下 輝来(5) 3:35.25 菅野 美月(6) 3:38.38 山田 彩世(6) 3:39.61 北澤 玉稀(6) 3:41.47 村上 日和(6) 3:45.02

1000m 堀金A 松本本郷 鎌田 大町南 大桑Jr陸上 豊科南A 明南 吉田
 5/24  -1.6原 知愛(6) 14.68 清水 叶華(6) 14.81 木村 綺花(6) 15.19 橋本 珠(6) 15.92 中村 栞菜(6) 16.90 髙山 和愛(6) 17.12 山一 実希(6) 17.15 前田 百葉(5) 17.67

80mH 松川 今井 開田 松川 旭町 松川 松川 堀金A
 5/24 佐野 紗葵(6) 1.20 宮下 理衣(6) 1.20 里見 優(6) 1.15 平谷 紗菜(5) 1.15 荒井 優菜(5) 1.15 太田 さくら(5) 会染 1.10 平沢 萌果(5) 1.10

走高跳 堀金A 塩尻西 洗馬 朝日RISE 会染 半場 紅緖(6) 日義 堀金A
 5/24 松倉 みのり(6)3.80(+0.9) 二村 海咲(6) 3.80(+0.9) 白鳥 明日香(6)3.77(-1.3) 都筑 望美(6) 3.44(+0.6) 小岩 麗美(6) 3.38(-0.4) 山田 久美子(6)3.29(-0.5) 瀧澤 凜(6) 3.27(+0.6) 上野 夏澄(5) 3.27(-0.7)

走幅跳 会染 穂高北 筑摩 洗馬 穂高南 松川 豊科南A 田川
 5/24 島田 結音(6) 42.27 橋本 成美(5) 41.80 降幡 真白(6) 38.93 古川 美沙希(6) 36.67 荒崎 莉歩(5) 35.32 大出 彩香(6) 33.33 山下 夏里(6) 29.92 矢澤 愛理(6) 28.56

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 大町西 広丘A 大町東 島内 広丘A 松川 福島 洗馬
 5/24 豊科北       56.33 穂高西AC-A       58.17 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ       59.17 広丘B     1:00.05 大町西     1:00.66 宗賀     1:00.99 三郷     1:01.41 福島     1:02.89

4×100m 沼野 藍(6) 中嶋 諒(6) 横水 杏実(6) 赤羽 柚寿(5) 栗原 すず(6) 増田 安美(6) 柴野 華姫(6) 奥原 奏衣(6)
神谷 京楓(6) 矢口 ほの夏(6) 山口 なず菜(6) 宮島 光里(5) 滝田 まどか(6) 杉下 舞彩(6) 上條 翔子(6) 中畑 美菜(6)
片桐 未音里(6) 望月 想(6) 中川 夏津希(6) 松田 夢葉(5) 川上 菜(6) 古畑 奏絵(6) 小坂 佑海(6) 木田村美紅(6)
臼井 祭(6) 寺島 佑奈(6) 塚本 萌(6) 宮島 明里(5) 北村 日和(6) 本澤 奈波(6) 加納 優笑(6) 征矢 叶羽(6)

 5/24 オープン女子 新田 光咲(6) 15.28 江崎 心菜(6) 15.62 平田 緋奈(6) 15.74 倉沢 優里(6) 15.85 加藤 美羽(6) 16.21 小幡 真子(5) 16.36 竹澤 花音(5) 16.76 葛原 亜希(4) 16.87
100m 穂高西AC-A 三郷 豊科北 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ 山形AC 穂高西AC-B 穂高西AC-A 会染



予選 5月24日  9:30
決勝 5月24日 14:05

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 -1.7

 1 須澤 奏心(5)     15.86  1 下里 真弥(5)     16.38 
ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 開智 ｼﾓｻﾄ ﾏﾔ 豊科東

 2 降旗 夢佳(5)     15.96  2 北原 仁菜(5)     16.41 
ﾌﾘﾊﾀ ﾕﾒｶ 穂高南 ｷﾀﾊﾗ ﾆｲﾅ 宗賀

 3 日下 華里(5)     16.53  3 宮田 珠妃(5)     16.80 
ｸｻｶ ﾊﾅﾘ 大町南 ﾐﾔﾀ ﾐｷ 塩尻東

 4 大野 レナ(5)     17.11  4 熊﨑 ゆい(5)     17.25 
ｵｵﾉ ﾚﾅ 会染 ｸﾏｻﾞｷ ﾕｲ 穂高南

 5 中沢 由菜(5)     17.26  5 千野 唯花(5)     17.37 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾅ ｺﾒｯﾄ波田 ﾁﾉ ﾕｲｶ 山辺

 6 塩野﨑 礼恵(5)     17.60  6 上條 莉央(5)     17.37 
ｼｵﾉｻﾞｷ ｱﾔｴ 山辺 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ 桔梗

 7 下村 祐加(5)     17.77  7 夏目 結由(5)     17.79 
ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｶ 豊科東 ﾅﾂﾒ ﾕｳ 穂高北

 8 田邊 明音(5)     17.84  8 奥原 ゆら(5)     18.15 
ﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾈ 穂高北 ｵｸﾊﾗ ﾕﾗ 筑摩

 9 笠原 遥香(5)     18.15  9 見形 亜澄(5)     18.43 
ｶｻﾊﾗ ﾊﾙｶ 桔梗 ﾐｶﾀ ｱｽﾞﾐ 梓川

[ 3組] 風速 -0.2 [ 4組] 風速 -1.8

 1 塩原 瑞生(5)     15.25 q  1 髙崎 璃音(5)     15.82 q
ｼｵﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 宗賀 ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ 日義

 2 三澤 史織(5)     16.27  2 請地 李香(5)     15.88 
ﾐｻﾜ ｼｵﾘ 大町西 ｳｹﾁ ﾓﾓｶ 明南

 3 佐々木 美菜(5)     16.51  3 古田 葵良々(5)     16.03 
ｻｻｷ ﾐﾅ 芳川 ﾌﾙﾀ ｷﾗﾗ 宗賀

 4 後藤 美空(5)     16.81  4 井藤 圭都(5)     16.97 
ｺﾞﾄｳ ﾐｸ 穂高西AC-A ｲﾄｳ ｹｲﾄ 堀金A

 5 竹上 心菜(5)     17.41  5 倉科 瑠奈(5)     17.17 
ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ 梓川 ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ 山辺

 5 松原 美夢(5)     17.41  6 大槻 藍華(5)     17.22 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾑ 安曇野かけっこ ｵｵﾂｷ ｱｲｶ 開明

 7 中村 綾花(5)     17.55  7 青木 悠里(5)     17.55 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 池田 ｱｵｷ ﾕｳﾘ 三郷

 8 田中 愛理(5)     17.93  8 長岡 夢奈(5)     18.41 
ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 鎌田 ﾅｶﾞｵｶ ﾕﾒﾅ 桔梗
栗原 陸(5) 原 結愛(5)
ｸﾘﾊﾗ ﾘｸ 穂高北 ﾊﾗ ﾕｲﾅ 豊科南A

[ 5組] 風速 +0.5 [ 6組] 風速 +1.5

 1 安元 由莉(5)     15.48 q  1 田中 優杏菜(5)     15.19 q
ﾔｽﾓﾄ ﾕﾘ ｺﾒｯﾄ波田 ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 開智

 2 原田 真知(5)     15.87  2 長谷川 悠香(5)     15.60 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾁ 開明 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 白馬北

 3 柴田 遥世(5)     16.46  3 深澤 亜澄(5)     15.63 q
ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾖ 芳川 ﾌｶｻﾜ ｱｽﾞﾐ ｺﾒｯﾄ波田

 4 神保 藍織(5)     16.73  4 加島 小浦(5)     16.42 
ｼﾞﾝﾎﾞｳﾞ ｲｵﾘ 豊科南A ｶｼﾏ ｺｳﾗ 松本本郷

 5 南山 聖奈(5)     16.75  5 安斉 涼風(5)     16.69 
ﾐﾅﾐﾔﾏ ｾﾅ 穂高西AC-A ｱﾝｻﾞｲ ｽｽﾞｶ 穂高西AC-A

 6 髙原 つらら(5)     16.80  6 澤栁 莉子(5)     17.18 
ﾀｶﾊﾗ ﾂﾗﾗ 白馬北 ｻﾜﾔﾅｷ ﾞﾘｺ 山辺

 7 荻村 真優香(5)     17.24  7 山岸 和奏(5)     17.21 
ｵｷﾞﾑﾗ ﾏﾕｶ 木曽楢川 ﾔﾏｷﾞｼ ﾜｶﾅ 寿A

 8 竹内 心咲(5)     18.61  8 腰原 世奈(5)     17.51 
ﾀｹｳﾁ ﾐｻｷ 桔梗 ｺｼﾊﾗ ｾﾅ 宗賀

 9 伊藤 ララ(5)     19.64  9 二木 由依(5)     17.80 
ｲﾄｳ ﾗﾗ 三郷 ﾌﾀﾂｷﾞ ﾕｲ 三郷

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

No.所属名 記録／備考
1   174

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9   559

6   148

3   802

4   389

5   846

2    14

所属名

8   240

順

7   816

4   416

6   116

記録／備考
7   845

ﾚｰﾝ 氏  名

9   381

5   233

3   803

2   611

8    71

1   831

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

6   840

2   433

8   532

7    79

3   765

4    64

5   829
欠場

9   586

1   201

7   955

氏  名 所属名 記録／備考
2   689

9   379

8   429

6   936

4   224

1   186

5   319

3   861
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

8   839

7    21

9   194

1   722

6   854

2   747

No. 氏  名 所属名

3   335

4   990

5

6   723

9    17

記録／備考
7   173

ﾚｰﾝ

2   768

4   376

5   473

1   307

3   398

8   427  228



[ 7組] 風速 -1.6

 1 丸山 夏希(5)     15.61 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 豊科北

 2 池田 歩(5)     15.82 q
ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ 穂高南

 3 関川 眞央(5)     16.36 
ｾｷｶﾞﾜ ﾏｵ 筑北

 4 望月 楽夢(5)     16.67 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾗﾑ 穂高西AC-A

 5 北條 日菜(5)     16.72 
ｷﾀｼﾞｮｳ ﾋﾅ 会染

 6 長谷川 陽菜(5)     16.91 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 日義

 7 小山 夏葵(5)     17.08 
ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ 王滝

 8 原 麻紘(5)     17.36 
ﾊﾗ ﾏﾋﾛ 大町東

風速 +1.4

 1 田中 優杏菜(5)     15.03 
ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 開智

 2 池田 歩(5)     15.08 
ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ 穂高南

 3 深澤 亜澄(5)     15.20 
ﾌｶｻﾜ ｱｽﾞﾐ ｺﾒｯﾄ波田

 4 塩原 瑞生(5)     15.25 
ｼｵﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 宗賀

 5 安元 由莉(5)     15.47 
ﾔｽﾓﾄ ﾕﾘ ｺﾒｯﾄ波田

 6 髙崎 璃音(5)     15.58 
ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ 日義

 7 長谷川 悠香(5)     15.66 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 白馬北

 8 丸山 夏希(5)     15.66 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｷ 豊科北

No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   885

8   795

５年女子

100m
順 ﾚｰﾝ

4   745

5   141

6   598

2   124

3   554

7   693

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9    17

6   173

2   795

3   689

5   433

4    21

7   723

8   885



予選 5月24日  9:55
決勝 5月24日 14:10

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 -1.2

 1 松井 美澪(6)     15.01 q  1 窪田 結衣(6)     14.02 q
ﾏﾂｲ ﾐﾚｲ 二子 ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 芳川

 2 東條 遥香(6)     15.16 q  2 五味 夏希(6)     15.55 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 穂高南 ｺﾞﾐ ﾅﾂｷ 島内

 3 中嶌 瞳(6)     15.52  3 百瀬 友香(6)     15.79 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 大町東 ﾓﾓｾ ﾕｳｶ 塩尻東

 4 鈴島 千尋(6)     15.70  4 寺島 美咲(6)     16.10 
ｽｽﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 芳川 ﾃﾗｼﾏ ﾐｻｷ 明北小

 5 林 思来(6)     15.84  5 丸山 さくら(6)     16.13 
ﾊﾔｼ ｺﾄﾅ 王滝 ﾏﾙﾔﾏ ｻｸﾗ 今井

 6 太田 望心(6)     16.28  6 横田 久瑠実(6)     16.34 
ｵｵﾀ ﾉｿﾞﾐ 日義 ﾖｺﾀ ｸﾙﾐ 開明

 7 松本 百江(6)     16.32  7 矢口 華恋(6)     16.37 
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴ 大町南 ﾔｸﾞﾁ ｶﾚﾝ 豊科南A

 8 渋谷 れいら(6)     16.86  8 塩野 七虹(6)     16.67 
ｼﾌﾞﾔ ﾚｲﾗ 島内 ｼｵﾉ ﾅﾅﾐ 大町南

 9 古厩 美音(6)     16.91  9 臼井 紫音(6)     17.12 
ﾌﾙﾏﾔ ﾐｵ 島立 ｳｽｲ ｼｵﾝ 麻績

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +1.0

 1 藤原 僚子(6)     14.67 q  1 奈良 実咲(6)     14.98 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｺ 生坂 ﾅﾗ ﾐｻｷ ｺﾒｯﾄ波田

 2 太田 朱里(6)     15.89  2 飯澤 優里(6)     15.18 q
ｵｵﾀ ｱｶﾘ 白馬南 ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 塩尻東

 3 山田 歩未(6)     15.92  3 野口 結那(6)     15.98 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ 日義 ﾉｸﾞﾁ ﾕﾅ 今井

 4 北沢 さくら(6)     16.09  4 倉科 唯(6)     16.04 
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｸﾗ 大町北 ｸﾗｼﾅ ﾕｲ 吉田

 5 釘町 恵美里(6)     16.29  5 大蔵 莉乃(6)     16.27 
ｸﾞﾁﾏﾁ ｴﾐﾘ ｺﾒｯﾄ波田 ｵｵｸﾗ ﾘﾉ 大町北

 6 土橋 茂百乃(6)     16.60  6 小林 萌香(6)     16.33 
ﾂﾁﾊｼ ﾓﾓﾉ 清水 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 宗賀

 7 青柳 凜乃(6)     16.66  7 袖山 若菜(6)     16.60 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘﾉ 塩尻東 ｿﾃﾞﾔﾏ ﾜｶﾅ 開明

 8 荻久保 雪乃(6)     16.78  8 奥原 朱鞠(6)     16.79 
ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾕｷﾉ 会染 ｵｸﾊﾗ ｼｭﾏﾘ 島内

 9 高山 栞(6)     17.60  9 堀内 萌衣(6)     17.72 
ﾀｶﾔﾏ ｼｵﾘ 開明 ﾎﾘｳﾁ ﾒｲ 明北小

[ 5組] 風速 +1.1 [ 6組] 風速 +0.9

 1 鈴木 里(6)     15.04 q  1 草本 晏壽(6)     15.23 q
ｽｽﾞｷｻﾄ 明北小 ｸｻﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 白馬南

 2 伊藤 ほの(6)     15.66  2 滝澤 葵(6)     15.36 
ｲﾄｳ ﾎﾉ 王滝 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｵｲ 明北小

 3 鈴木 唯花(6)     15.79  3 藤原 奈々(6)     15.49 
ｽｽﾞｷ ﾕｲｶ 大町南 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅ 穂高南

 4 手塚 都和(6)     15.81  4 滝澤 有泉(6)     15.51 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾜ 島内 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲ 豊科北

 5 瀧澤 優奈(6)     16.08  5 呉 明(6)     16.30 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 清水 ｸﾚ ﾒｲ 穂高北

 6 小出澤 愛唯(6)     16.46  6 白河 凜加(6)     16.37 
ｺｲﾃﾞｻﾞﾜ ﾒｲ 島立 ｼﾗｶﾜ ﾘﾝｶ 大町北

 7 嶋﨑 百海(6)     16.64  7 森下 結衣(6)     16.52 
ｼﾏｻﾞｷ ﾓﾓﾐ 大桑Jr陸上 ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ 島内

 8 小山 美幸(6)     16.70 遠藤 ゆら(6)
ｺﾔﾏ ﾐﾕｷ 並柳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾗ 池田

 9 勝丸 優(6)     16.74 吉川 実来(6)
ｶﾂﾏﾙ ﾕｳ 広丘A ﾖｼｶﾜ ﾐﾗｲ 豊科南A

2   259 7   863
欠場

1   732 6   594
欠場

9   509 3   657

7   674 4   571

4   492 5   827

8   660 1   874

6   557 2   791

3   128 9   972

5   967 8   716
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   192 8   969

4   170 5   664

8   112 9   187

2   490 1   422

1    13 2   573

6   569 7   209

3   698 3   285

9   715 4   108

5   498 6    11
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   679 3   946

1   659 7   566

3   561 2   848

6   695 9   197

8   121 6   293

2   833 4   976

5   540 1   105

9   792 8   661

7   686 5   843

６年女子

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

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



風速 +0.2

 1 窪田 結衣(6)     14.05 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 芳川

 2 藤原 僚子(6)     14.83 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｺ 生坂

 3 松井 美澪(6)     15.03 
ﾏﾂｲ ﾐﾚｲ 二子

 4 鈴木 里(6)     15.04 
ｽｽﾞｷｻﾄ 明北小

 5 飯澤 優里(6)     15.10 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 塩尻東

 6 奈良 実咲(6)     15.17 
ﾅﾗ ﾐｻｷ ｺﾒｯﾄ波田

 7 東條 遥香(6)     15.20 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 穂高南

 8 草本 晏壽(6)     15.49 
ｸｻﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 白馬南

8   792

3   716

2   108

7    11

4   686

9   967

6   843

5   498

６年女子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月24日 12:30

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -1.4

 1 大和田 優衣(4)     17.18  1 葛原 亜希(4)     16.87 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｲ 豊科北AC ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ 会染

 2 草間 彩耀(4)     17.20  2 竹川 希実(4)     17.21 
ｸｻﾏ ｻﾖ 寿C ﾀｹｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 穂高南

 3 石曽根 成那(4)     17.72  3 中村 紗亜(4)     17.29 
ｲｼｿﾞﾈ ｾｲﾅ 三郷AC ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞｱ 寿D

 4 深瀬 咲(4)     17.82  4 菅野 愛万(4)     17.32 
ﾌｶｾ ｴｲﾐ 梓川 ｶﾝﾉ ｴﾏ 筑摩

 5 西山 美夢(4)     17.89  5 佐々木 莉香(4)     17.60 
ﾆｼﾔﾏ ﾐﾕ 穂高西AC-C ｻｻｷ ﾘｶ 三郷陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 加科 早留(4)     18.04  6 栗山 美玖(4)     17.83 
ｶｼﾅ ﾊﾙ 三郷陸上部 ｸﾘﾔﾏ ﾐｸ 大桑Jr陸上

 7 槇野 湧水(4)     18.43  7 小林 未来(4)     18.37 
ﾏｷﾉ ﾜｸﾐ 大町北 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾗｲ 上松

 8 大月 虹泉(4)     18.87  8 長門谷 柚衣(4)     18.56 
ｵｵﾂｷ ﾅﾅﾐ ｿﾆｯｸ波田 ﾅｶﾞﾄﾔ ﾕｲ 三郷T&F

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 +1.2

 1 小幡 真子(5)     16.36  1 新田 光咲(6)     15.28 
ｵﾊﾞﾀ ﾏｺ 穂高西AC-B ﾆｯﾀ ﾐｻｷ 穂高西AC-A

 2 竹澤 花音(5)     16.76  2 江崎 心菜(6)     15.62 
ﾀｴkｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 穂高西AC-A ｴｻｷ ｺｺﾅ 三郷

 3 小穴 乃々葉(5)     17.22  3 平田 緋奈(6)     15.74 
ｵｱﾅ ﾉﾉﾊ 豊科北 ﾋﾗﾀ ﾋﾅ 豊科北

 4 渡井 悠梨(4)     17.78  4 倉沢 優里(6)     15.85 
ﾜﾀｲ ﾕﾘ 穂高西AC-D ｸﾗｻﾜ ﾕﾘ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

 5 中村 万智(5)     17.84  5 加藤 美羽(6)     16.21 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾁ 朝日RISE ｶﾄｳ ﾐｳ 山形AC

 6 吉沢 心愛(4)     20.32  6 畑中 梨沙(6)     17.22 
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｺｱ 朝日SUN ﾊﾀﾅｶ ﾘｻ 山形AC

 7 伊藤 まい(4)     25.37  7 小口 百々果(6)     17.65 
ｲﾄｳ ﾏｲ 島立 ｵｸﾞﾁ ﾓﾓｶ 山形AC

オープン女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   891 2   169

3   406 5   794

2   341 3   413

4    67 8   606

6   775 7   355

7   363 6   516

5   567 9   478

8    24 4   348

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   773 7   759

7   750 3   330

6   879 4   871

2   780 8    35

5   624 2   373

3   647 5   369

8   683 6   371



   1 新田 光咲(6) 穂高西AC-A     15.28 (+1.2)   4   1
   2 江崎 心菜(6) 三郷     15.62 (+1.2)   4   2
   3 平田 緋奈(6) 豊科北     15.74 (+1.2)   4   3
   4 倉沢 優里(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ     15.85 (+1.2)   4   4
   5 加藤 美羽(6) 山形AC     16.21 (+1.2)   4   5
   6 小幡 真子(5) 穂高西AC-B     16.36 (+0.3)   3   1
   7 竹澤 花音(5) 穂高西AC-A     16.76 (+0.3)   3   2
   8 葛原 亜希(4) 会染     16.87 (-1.4)   2   1
   9 大和田 優衣(4) 豊科北AC     17.18 (-0.2)   1   1
  10 草間 彩耀(4) 寿C     17.20 (-0.2)   1   2
  11 竹川 希実(4) 穂高南     17.21 (-1.4)   2   2
  12 小穴 乃々葉(5) 豊科北     17.22 (+0.3)   3   3
  12 畑中 梨沙(6) 山形AC     17.22 (+1.2)   4   6
  14 中村 紗亜(4) 寿D     17.29 (-1.4)   2   3
  15 菅野 愛万(4) 筑摩     17.32 (-1.4)   2   4
  16 佐々木 莉香(4) 三郷陸上ｸﾗﾌﾞ     17.60 (-1.4)   2   5
  17 小口 百々果(6) 山形AC     17.65 (+1.2)   4   7
  18 石曽根 成那(4) 三郷AC     17.72 (-0.2)   1   3
  19 渡井 悠梨(4) 穂高西AC-D     17.78 (+0.3)   3   4
  20 深瀬 咲(4) 梓川     17.82 (-0.2)   1   4
  21 栗山 美玖(4) 大桑Jr陸上     17.83 (-1.4)   2   6
  22 中村 万智(5) 朝日RISE     17.84 (+0.3)   3   5
  23 西山 美夢(4) 穂高西AC-C     17.89 (-0.2)   1   5
  24 加科 早留(4) 三郷陸上部     18.04 (-0.2)   1   6
  25 小林 未来(4) 上松     18.37 (-1.4)   2   7
  26 槇野 湧水(4) 大町北     18.43 (-0.2)   1   7
  27 長門谷 柚衣(4) 三郷T&F     18.56 (-1.4)   2   8
  28 大月 虹泉(4) ｿﾆｯｸ波田     18.87 (-0.2)   1   8
  29 吉沢 心愛(4) 朝日SUN     20.32 (+0.3)   3   6
  30 伊藤 まい(4) 島立     25.37 (+0.3)   3   7

オープン女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  759
  330
  871
   35
  373
  773
  750
  169
  891
  406
  794
  879
  369
  413
  606
  355
  371
  341
  780
   67

  348
   24
  647
  683

  516
  624
  775
  363
  478
  567



決勝 5月24日 13:05

[ 1組] [ 2組]

 1 田中 美葉(6)   3:46.72  1 竹岡 紗代(6)   3:17.25 
ﾀﾅｶ ﾐﾖ 田川 ﾀｹｵｶ ｻﾖ 堀金A

 2 下澤 実央(6)   3:49.57  2 根津 円(6)   3:19.54 
ｼﾓｻﾞﾜ ﾐｵ 白馬AC ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 松本本郷

 3 丸山 莉央(5)   3:51.89  3 鈴木 直(6)   3:31.53 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｵ 菅野 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 鎌田

 4 本沢 沙羅(5)   3:52.37  4 松下 輝来(5)   3:35.25 
ﾎﾝｻﾞﾜ ｻﾗ 洗馬 ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ 大町南

 5 宗川 杏純(6)   3:55.66  5 菅野 美月(6)   3:38.38 
ﾑﾅｶﾞﾜ ｱｽﾐ 白馬AC ｶﾝﾉ ﾐｽﾞｷ 大桑Jr陸上

 6 橋詰 奈津(6)   3:57.49  6 山田 彩世(6)   3:39.61 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾅﾂ 豊科北 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｾ 豊科南A

 7 若林 さや華(5)   3:58.37  7 北澤 玉稀(6)   3:41.47 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 穂高北 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾏｷ 明南

 8 堀金 真華(6)   3:59.01  8 村上 日和(6)   3:45.02 
ﾎﾘｶﾞﾈ ﾏﾅｶ 豊科北 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾖﾘ 吉田

 9 渡辺 奈月(6)   3:59.98  9 淀 葉月(6)   3:45.29 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 会染 ﾖﾄ ﾞﾊｽﾞｷ 小谷

10 竹上花梨(5)   4:02.31 10 江田 安澄(5)   3:46.87 
ﾀｹｶﾞﾐ ｶﾘﾝ 梓川 ｴﾀﾞ ｱｽﾞﾐ 堀金A

11 井口 夏桜(5)   4:05.88 11 村岡 美玖(5)   3:48.67 
ｲｸﾞﾁ ﾅｵ 豊科北 ﾑﾗｵｶ ﾐｸ ｺﾒｯﾄ波田

12 古川 結萌(5)   4:05.93 12 髙橋 莉織(5)   3:50.93 
ﾌﾙｶﾜ ﾕﾒ 穂高北 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 白馬南

13 中上 陽与(5)   4:06.48 13 安坂 真優佳(5)   3:53.52 
ﾅｶｶﾞﾐ ﾋﾖ 梓川 ｱｻﾞｶ ﾏﾕｶ 明北小

14 髙山 涼花(5)   4:06.71 14 外谷 柚佳(6)   3:54.38 
ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳｶ 穂高北 ﾄﾔ ﾕｳｶ 旭町

15 三好 舞(5)   4:07.74 15 清水 夏美(5)   3:54.44 
ﾐﾖｼ ﾏｲ 明南 ｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ 広丘A

16 矢口 なみ(5)   4:12.02 16 雨澤 優希(5)   3:55.75 
ﾔｸﾞﾁ ﾅﾐ 明北小 ｱﾒｻﾞﾜ ﾕｷ 豊科南A

17 石坂 美咲(5)   4:12.30 17 柴 明穂(5)   3:57.44 
ｲｼｻﾞｶ ﾐｻｷ 朝日RISE ｼﾊﾞ ｱｷﾎ 明南

18 高砂 凛(5)   4:13.00 18 木船 里菜(6)   3:57.48 
ﾀｶｽﾅ ﾘﾝ 桔梗 ｷﾌﾞﾈ ﾘﾅ 松本本郷

19 二條 琴葉(6)   4:13.40 19 宮下 亜依美(6)   3:58.49 
ﾆｼﾞｮｳ ｺﾄﾊ 豊科北 ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾐ 大桑Jr陸上

20 荒井 佑月(5)   4:18.52 20 五十嵐 歩佳(5)   4:06.65 
ｱﾗｲ ﾕﾂﾞｷ 松本本郷 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ 豊科南A

21 中野 愛李紗(5)   4:19.49 21 住吉 叶(6)   4:07.09 
ﾅｶﾉ ｱﾘｻ 洗馬 ｽﾐﾖｼ ｶﾅｳ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

22 三村 虹(5)   4:23.10 22 斉藤 みどり(6)   4:07.35 
ﾐﾑﾗ ﾅﾅ 朝日RISE ｻｲﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ 豊科南A

23 五十嵐 千昭(5)   4:23.82 23 上條 菫子(5)   4:08.48 
ｲｶﾞﾗｼ ﾁｱｷ 大町北 ｶﾐｼﾞｮｳ ｽﾐﾚｺ 三郷
藤松 愛実(5) 24 佐々木 柑菜(5)   4:12.20 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾏﾅﾐ 木曽楢川 ｻｻｷ ｶﾝﾅ 豊科南A
上條 優(5) 25 柴山 柚乃(6)   4:12.21 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳ 穂高北 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｽﾞﾉ 大桑Jr陸上欠場

欠場
14   821 14   514

12   983 1   859

19   578 11   321

25   636 13   853

18   505 19    43

20   470 23   860

5   872 24   517

23   237 16   462

7   627 10   959

1   968 25   864

11   964 22   254

10   810 15    56

13    63 20   980

2   828 5   714

3   889 2    16

9    65 17   926

17   144 9   435

21   869 18   208

6   825 6   949

15   883 21   857

22   709 12   511

8   503 4   562

4   486 7   199

24   713 8   468

No. 氏  名 所属名 記録／備考
16   650 3   911

共通女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 竹岡 紗代(6) 堀金A     3:17.25   2   1
   2 根津 円(6) 松本本郷     3:19.54   2   2
   3 鈴木 直(6) 鎌田     3:31.53   2   3
   4 松下 輝来(5) 大町南     3:35.25   2   4
   5 菅野 美月(6) 大桑Jr陸上     3:38.38   2   5
   6 山田 彩世(6) 豊科南A     3:39.61   2   6
   7 北澤 玉稀(6) 明南     3:41.47   2   7
   8 村上 日和(6) 吉田     3:45.02   2   8
   9 淀 葉月(6) 小谷     3:45.29   2   9
  10 田中 美葉(6) 田川     3:46.72   1   1
  11 江田 安澄(5) 堀金A     3:46.87   2  10
  12 村岡 美玖(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:48.67   2  11
  13 下澤 実央(6) 白馬AC     3:49.57   1   2
  14 髙橋 莉織(5) 白馬南     3:50.93   2  12
  15 丸山 莉央(5) 菅野     3:51.89   1   3
  16 本沢 沙羅(5) 洗馬     3:52.37   1   4
  17 安坂 真優佳(5) 明北小     3:53.52   2  13
  18 外谷 柚佳(6) 旭町     3:54.38   2  14
  19 清水 夏美(5) 広丘A     3:54.44   2  15
  20 宗川 杏純(6) 白馬AC     3:55.66   1   5
  21 雨澤 優希(5) 豊科南A     3:55.75   2  16
  22 柴 明穂(5) 明南     3:57.44   2  17
  23 木船 里菜(6) 松本本郷     3:57.48   2  18
  24 橋詰 奈津(6) 豊科北     3:57.49   1   6
  25 若林 さや華(5) 穂高北     3:58.37   1   7
  26 宮下 亜依美(6) 大桑Jr陸上     3:58.49   2  19
  27 堀金 真華(6) 豊科北     3:59.01   1   8
  28 渡辺 奈月(6) 会染     3:59.98   1   9
  29 竹上花梨(5) 梓川     4:02.31   1  10
  30 井口 夏桜(5) 豊科北     4:05.88   1  11
  31 古川 結萌(5) 穂高北     4:05.93   1  12
  32 中上 陽与(5) 梓川     4:06.48   1  13
  33 五十嵐 歩佳(5) 豊科南A     4:06.65   2  20
  34 髙山 涼花(5) 穂高北     4:06.71   1  14
  35 住吉 叶(6) ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ     4:07.09   2  21
  36 斉藤 みどり(6) 豊科南A     4:07.35   2  22
  37 三好 舞(5) 明南     4:07.74   1  15
  38 上條 菫子(5) 三郷     4:08.48   2  23
  39 矢口 なみ(5) 明北小     4:12.02   1  16
  40 佐々木 柑菜(5) 豊科南A     4:12.20   2  24
  41 柴山 柚乃(6) 大桑Jr陸上     4:12.21   2  25
  42 石坂 美咲(5) 朝日RISE     4:12.30   1  17
  43 高砂 凛(5) 桔梗     4:13.00   1  18
  44 二條 琴葉(6) 豊科北     4:13.40   1  19
  45 荒井 佑月(5) 松本本郷     4:18.52   1  20
  46 中野 愛李紗(5) 洗馬     4:19.49   1  21
  47 三村 虹(5) 朝日RISE     4:23.10   1  22
  48 五十嵐 千昭(5) 大町北     4:23.82   1  23

  470
  505
  636
  578

  968
  859
  514
  627
  237
  872

  860
  810
   43
  853
  964
  321

  869
  144
   65
  889
  828
   63

  864
  959
  462
  883
  825
  517

  486
  503
  980
   56
  254
  709

  435
  650
  926
   16
  713
  714

  199
  562
  511
  857
  949
  208

記録 備考 組 順位
  911
  468

共通女子

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名



予選 5月24日  9:00
決勝 5月24日 13:50

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +2.5

 1 清水 叶華(6)     14.54 Q  1 橋本 珠(6)     15.34 Q
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ 今井 ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾞ 松川

 2 木村 綺花(6)     15.49 Q  2 前田 百葉(5)     17.57 Q
ｷﾑﾗ ｱﾔｶ 開田 ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ 堀金A

 3 山一 実希(6)     15.70 q  3 小林 志羽(5)     18.53 
ﾔﾏｲﾁ ﾐｷ 松川 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾊ 会染

 4 中村 栞菜(6)     16.55 q  4 古畑 杏(6)     18.66 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町 ﾌﾙﾊﾀ ｱｽﾞ 松川

 5 田島 百桃(6)     18.55  5 白澤 心彩(6)     19.47 
ﾀｼﾞﾏ ﾓﾓ 朝日RISE ｼﾗｻﾜ ｺｺｱ 明南

 5 山田 美羽(5)     18.55  6 中田 陽菜(5)     20.17 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐｳ 会染 ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ 旭町

 7 荒 あかね(6)     19.11 藤原 穂花(5)
ｱﾗ ｱｶﾈ 開明 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾎﾉｶ 安曇野かけっこ

 8 松本 恵実(5)     21.98 
ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 堀金A

[ 3組] 風速 +0.9

 1 原 知愛(6)     14.83 Q
ﾊﾗ ﾁﾅﾘ 松川

 2 髙山 和愛(6)     17.07 Q
ﾀｶﾔﾏ ﾉｱ 松川

 3 山根 美咲(6)     18.20 
ﾔﾏﾈ ﾐｻｷ 開明

 4 水野 いず泉(5)     18.69 
ﾐｽﾞﾉ ｲｽﾞﾐ 会染

 5 下出 桜(5)     19.86 
ｼﾀﾃﾞ ｻｸﾗ 王滝
吉田 想世(5)
ﾖｼﾀﾞ ｿﾖ 木曽楢川
鎌田 悠(5)
ｶﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 筑北

風速 -1.6

 1 原 知愛(6)     14.68 
ﾊﾗ ﾁﾅﾘ 松川

 2 清水 叶華(6)     14.81 
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｶ 今井

 3 木村 綺花(6)     15.19 
ｷﾑﾗ ｱﾔｶ 開田

 4 橋本 珠(6)     15.92 
ﾊｼﾓﾄ ｽｽﾞ 松川

 5 中村 栞菜(6)     16.90 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町

 6 髙山 和愛(6)     17.12 
ﾀｶﾔﾏ ﾉｱ 松川

 7 山一 実希(6)     17.15 
ﾔﾏｲﾁ ﾐｷ 松川

 8 前田 百葉(5)     17.67 
ﾏｴﾀﾞ ﾓﾓﾊ 堀金A

3   453

9   912

2    55

8   444

4   179

5   456

7   455

6   288

8   600
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   127

7   989
失格

3   191

5   151

2   455

6   444

9   917

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   193 3    78
欠場

8   160 2    54

5   623 6   950

6    55 4   454

7   453 5   154

3   179 7   912

2   288 8   456

共通女子

80mH

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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



予選 5月24日 11:55
決勝 5月24日 14:35

[ 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 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    52 横水 杏実(6)     58.57 Q  1   5 豊科北   878 沼野 藍(6)     55.69 Q

ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾇﾏﾉ ｱｲ
   47 山口 なず菜(6)   877 神谷 京楓(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ ｶﾐﾔ ｷｮｳｶ
   33 中川 夏津希(6)   870 片桐 未音里(6)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂｷ ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ
   31 塚本 萌(6)   888 臼井 祭(6)

ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ ｳｽｲ ﾏﾂﾘ
 2   8 広丘B   273 赤羽 柚寿(5)     59.79 Q  2   6 三郷   326 柴野 華姫(6)   1:00.97 Q

ﾋﾛｵｶﾋﾞｰ ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞ ﾐｻﾄ ｼﾊﾞﾉ ﾊﾙﾋ
  277 宮島 光里(5)   322 上條 翔子(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋｶﾘ ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ
  275 松田 夢葉(5)   324 小坂 佑海(6)

ﾏﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ ｺｻｶ ﾕｳﾐ
  276 宮島 明里(5)   334 加納 優笑(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｶﾘ ｶﾉｳ ﾕｴ
 3   3 宗賀   420 増田 安美(6)     59.98 q  3   3 広丘A   253 前田 唯月(6)   1:03.06 

ｿｳｶﾞ ﾏｽﾀﾞ ｱﾐ ﾋﾛｵｶｴｰ ﾏｴﾀﾞ ｲﾂｷ
  421 杉下 舞彩(6)   252 倉田 愛里(6)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ ｸﾗﾀ ｱｲﾘ
  428 古畑 奏絵(6)   249 中田 陽菜(6)

ﾌﾙﾊﾀ ｶﾅｴ ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ
  415 本澤 奈波(6)   256 上條 華菜(6)

ﾎﾝｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾅ
 4   2 朝日RISE   639 岩下 瑚彩(6)   1:01.37  4   7 片丘   736 中野 瞳子(5)   1:03.10 

ｱｻﾋﾗｲｽﾞ ｲﾜｼﾀ ｺｲﾛ ｶﾀｵｶ ﾅｶﾉ ﾄｳｺ
  626 中村 綾花(6)   734 武居 瀬奈(5)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ ﾀｹｲ ｾﾅ
  634 住 凛華(6)   737 小澤 まほろ(5)

ｽﾐ ﾘﾝｶ ｵｻﾞﾜ ﾏﾎﾛ
  638 宮城 稚子(6)   738 丸山 結郁(5)

ﾐﾔｷﾞ ﾜｶｺ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｶ
 5   7 山辺   384 山之上 歩(6)   1:04.75  5   9 広丘C   283 井上 愛香(5)   1:03.87 

ﾔﾏﾍﾞ ﾔﾏﾉｳｴ ｱﾕﾐ ﾋﾛｵｶｼｰ ｲﾉｳｴ ｱｲｶ
  385 金井 愛那(6)   281 片柳 陽菜(5)

ｶﾅｲ ｴﾅ ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾊﾙﾅ
  386 丸山 虹(6)   280 北澤 佳奈実(5)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅﾐ
  388 加藤 杏由夏(6)   282 三村 彩寧(5)

ｶﾄｳ ｱﾕｶ ﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ
 6   4 山形   364 中川 美咲(5)   1:05.14  6   4 大町北   572 長谷川 陽香(5)   1:04.10 

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｻｷ ｵｵﾏﾁｷﾀ ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｶ
  367 横水 舞緒(5)   579 桑崎 未來(5)

ﾖｺﾐｽﾞ ﾏｵ ｸﾜｻﾞｷ ﾐｸ
  365 上絛 愛美(5)   568 鈴木 迪奈(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾅ
  366 松本 菜樹(5)   574 千國 優舞(5)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ ﾁｸﾆ ﾕｳﾏ
 7   5 岡田   130 尾関 紗佳(5)   1:05.87  7   8 清水   491 中島 鈴乃(5)   1:05.23 

ｵｶﾀﾞ ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ ｼﾐｽﾞ ﾅｶｼﾏ ｽｽﾞﾉ
  134 西村 菜央(5)   496 塩野﨑 日菜(5)

ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ ｼｵｻﾞｷ ﾋﾅ
  135 山下 結美子(5)   488 百瀬 朋奈(5)

ﾔﾏｼﾀ ﾕﾐｺ ﾓﾓｾ ﾄﾓﾅ
  136 喜島 晴(5)   487 埋橋 茉子(5)

ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ ｳｽﾞﾊｼ ﾏｺ
 8   6 島立   670 浅田 花奈(5)   1:07.32  8   2 麻績   942 塚原 珠月(5)   1:07.85 

ｼﾏﾀﾞﾁ ｱｻﾀﾞ ﾊﾅ ｵﾐ ﾂｶﾊﾗ ﾀﾏｷ
  673 松崎 さくら(5)   944 桐山 莉愛(5)

ﾏﾂｻﾞｷ ｻｸﾗ ｷﾘﾔﾏ ﾘﾅ
  668 田中 真永(5)   945 宮川 彩花(5)

ﾀﾅｶ ﾏｴ ﾐﾔｶﾞﾜ ｱﾔｶ
  678 御子柴 榛(5)   947 臼井 絢音(5)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾊﾙ ｳｽｲ ｱﾔﾈ

共通女子

4×100m

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 穂高西AC-A   749 中嶋 諒(6)     57.68 Q

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｴｰ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
  741 矢口 ほの夏(6)

ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ
  744 望月 想(6)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ
  762 寺島 佑奈(6)

ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ
 2   2 大町西   535 栗原 すず(6)   1:00.20 Q

ｵｵﾏﾁﾆｼ ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ
  525 滝田 まどか(6)

ﾀｷﾀ ﾏﾄﾞｶ
  529 川上 菜(6)

ｶﾜｶﾐ ｻｲ
  521 北村 日和(6)

ｷﾀﾑﾗ ﾋﾖﾘ
 3   7 福島   731 奥原 奏衣(6)   1:01.33 q

ﾌｸｼﾏ ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ
  726 中畑 美菜(6)

ﾅｶﾊﾀ ﾐﾅ
  725 木田村美紅(6)

ｷﾀﾑﾗ ﾐｸ
  727 征矢 叶羽(6)

ｿﾔ ｶﾅｳ
 4   5 穂高南   801 三浦 愛音(6)   1:02.37 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ ﾐｳﾗ ｱﾉﾝ
  793 中村 千華夏(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾁｶｹﾞ
  797 小林 樹寧(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾈ
  790 藤田 瑞生(6)

ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ
 5   3 桔梗   229 倉澤 愛巳(6)   1:02.70 

ｷｷｮｳ ｸﾗｻﾜ ｱﾐ
  231 石井 みなみ(6)

ｲｼｲ ﾐﾅﾐ
  225 中野 宏子(6)

ﾅｶﾉ ﾋﾛｺ
  226 中沢 那奈美(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 6   8 開明   184 中澤 優花(6)   1:02.85 

ｶｲﾒｲ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｶ
  189 小林 莉子(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｺ
  182 日向 深月(6)

ﾋﾅﾀ ﾐﾂｷ
  183 鶴田 光(6)

ﾂﾙﾀ ﾋｶﾙ
  4 山形AC

ﾔﾏｶﾞﾀｴｰｼｰ 欠場

4×100m
共通女子



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 豊科北   878 沼野 藍(6)     56.33 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾇﾏﾉ ｱｲ
  877 神谷 京楓(6)

ｶﾐﾔ ｷｮｳｶ
  870 片桐 未音里(6)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾐｵﾘ
  888 臼井 祭(6)

ｳｽｲ ﾏﾂﾘ
 2   5 穂高西AC-A   749 中嶋 諒(6)     58.17 

ﾎﾀｶﾆｼｴｰｼｰｴｰ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
  741 矢口 ほの夏(6)

ﾔｸﾞﾁ ﾎﾉｶ
  744 望月 想(6)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｺﾛ
  762 寺島 佑奈(6)

ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ
 3   6 ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ    52 横水 杏実(6)     59.17 

ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ
   47 山口 なず菜(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ
   33 中川 夏津希(6)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂｷ
   31 塚本 萌(6)

ﾂｶﾓﾄ ﾓｴ
 4   7 広丘B   273 赤羽 柚寿(5)   1:00.05 

ﾋﾛｵｶﾋﾞｰ ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞ
  277 宮島 光里(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋｶﾘ
  275 松田 夢葉(5)

ﾏﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ
  276 宮島 明里(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｶﾘ
 5   9 大町西   535 栗原 すず(6)   1:00.66 

ｵｵﾏﾁﾆｼ ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ
  525 滝田 まどか(6)

ﾀｷﾀ ﾏﾄﾞｶ
  529 川上 菜(6)

ｶﾜｶﾐ ｻｲ
  521 北村 日和(6)

ｷﾀﾑﾗ ﾋﾖﾘ
 6   3 宗賀   420 増田 安美(6)   1:00.99 

ｿｳｶﾞ ﾏｽﾀﾞ ｱﾐ
  421 杉下 舞彩(6)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
  428 古畑 奏絵(6)

ﾌﾙﾊﾀ ｶﾅｴ
  415 本澤 奈波(6)

ﾎﾝｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ
 7   8 三郷   326 柴野 華姫(6)   1:01.41 

ﾐｻﾄ ｼﾊﾞﾉ ﾊﾙﾋ
  322 上條 翔子(6)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ
  324 小坂 佑海(6)

ｺｻｶ ﾕｳﾐ
  334 加納 優笑(6)

ｶﾉｳ ﾕｴ
 8   2 福島   731 奥原 奏衣(6)   1:02.89 

ﾌｸｼﾏ ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ
  726 中畑 美菜(6)

ﾅｶﾊﾀ ﾐﾅ
  725 木田村美紅(6)

ｷﾀﾑﾗ ﾐｸ
  727 征矢 叶羽(6)

ｿﾔ ｶﾅｳ

共通女子

4×100m
決勝



決勝 5月24日  9:00

佐野 紗葵(6)
ｻﾉ ｻｷ 堀金A
宮下 理衣(6)
ﾐﾔｼﾀ ﾘｴ 塩尻西
里見 優(6)
ｻﾄﾐ ﾕｳ 洗馬
平谷 紗菜(5)
ﾋﾗﾔ ｽｽﾞﾅ 朝日RISE
荒井 優菜(5)
ｱﾗｲ ﾕｳﾅ 会染
太田 さくら(5)
ｵｵﾀ ｻｸﾗ 会染
半場 紅緖(6)
ﾊﾝﾊﾞ ﾍﾞﾆｵ 日義
平沢 萌果(5)
ﾋﾗｻﾜ ﾓｶ 堀金A
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
丸山 結愛(6)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾅ 堀金A
豊岡 さくら(5)
ﾄﾖｵｶ ｻｸﾗ 吉田
辻 明日香(6)
ﾂｼﾞ ｱｽｶ 堀金A
髙橋 郁乃(6)
ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾉ 塩尻西
内山 心那(5)
ｳﾁﾔﾏ ｺｺﾅ 会染
木嶋 結菜(5)
ｷｼﾞﾏ ﾕｲﾅ 日義
黒河内 慧莉(5)
ｸﾛｺｳﾁ ｴﾘ 筑摩
小野 美咲(5) 記録なし
ｵﾉ ﾐｻｷ 開智
小川 まゆ佳(5) 記録なし
ｵｶﾞﾜ ﾏﾕｶ 吉田
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 ３回の
 最高記録

松倉 みのり(6)   3.60   3.37   3.80    3.80    3.80 
ﾏﾂｸﾗ ﾐﾉﾘ 会染   -1.1   -1.1   +0.9    +0.9    +0.9
二村 海咲(6)   3.80   3.54   3.51    3.80    3.80 
ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ 穂高北   +0.9   -2.1   -0.4    +0.9    +0.9
白鳥 明日香(6)   3.77   3.67   3.46    3.77    3.77 
ｼﾗﾄﾘ ｱｽｶ 筑摩   -1.3   -1.1   -0.3    -1.3    -1.3
都筑 望美(6)   3.44    x    x    3.44    3.44 
ﾂﾂﾞｸ ﾉｿﾞﾐ 洗馬   +0.6    +0.6    +0.6
小岩 麗美(6)    x   3.38   3.20    3.38    3.38 
ｺｲﾜ ﾚｲﾐ 穂高南   -0.4   -0.2    -0.4    -0.4
山田 久美子(6)    x    x   3.29    3.29    3.29 
ﾔﾏﾀﾞ ｸﾐｺ 松川   -0.5    -0.5    -0.5
瀧澤 凜(6)   3.27   3.25   2.77    3.27    3.27 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾝ 豊科南A   +0.6   -1.5   -0.2    +0.6    +0.6
上野 夏澄(5)   3.06   3.17   3.27    3.27    3.27 
ｳｴﾉ ｶｽﾐ 田川   -0.7   -1.0   -0.7    -0.7    -0.7
荻上 かおる(6)   2.88   3.22   3.26    3.26    3.26 
ｵｷﾞｳｴ ｶｵﾙ 桔梗   -0.9   -0.6   +0.2    +0.2    +0.2
斉藤 愛(6)   3.11   2.93   3.16    3.16    3.16 
ｻｲﾄｳ ｺｺﾛ 大野川   -0.6   -0.5   -0.2    -0.2    -0.2
曽根原 汐音(6)    x   3.15   2.57    3.15    3.15 
ｿﾈﾊﾗ ｼｵﾝ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ   -1.7   -0.8    -1.7    -1.7
中川 乃亜(6)   3.03   3.12   2.96    3.12    3.12 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾉｱ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ   +1.2   -0.9   -0.2    -0.9    -0.9
塩原 日真莉(5)   3.11   2.84   2.84    3.11    3.11 
ｼｵﾊﾗ ﾋﾏﾘ 宗賀   -0.4   -0.9   -1.4    -0.4    -0.4
萩原 詠子(5)   2.51   2.88   2.99    2.99    2.99 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｴｲｺ 吉田   -1.9   -0.8   +0.7    +0.7    +0.7
西牧 望来(5)   2.91   2.77   2.97    2.97    2.97 
ﾆｼﾏｷ ﾐｸﾙ 桔梗   -0.9   -0.8   -0.5    -0.5    -0.5
常盤井 愛香(6)   2.69   2.68   2.82    2.82    2.82 
ﾄｷﾜｲ ﾏﾅｶ 大桑Jr陸上   -1.0   -1.9   -1.1    -1.1    -1.1
宮澤 ここ菜(6)   2.58   2.65    x    2.65    2.65 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｺﾅ 会染   -1.7   -1.3    -1.3    -1.3
中村 美月(5)    x    x   2.63    2.63    2.63 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 開明   +0.4    +0.4    +0.4
中村 千穂(6)   2.26   2.61   2.59    2.61    2.61 
ﾅｶﾑﾗ ﾁﾎ 大町南   +0.9   +0.3   -1.4    +0.3    +0.3
柴田 果英(5)   2.52   2.54   2.58    2.58    2.58 
ｼﾊﾞﾀ ｶｴｲ 白馬南   -1.3   -1.0   -0.3    -0.3    -0.3
三浦 春菜(5)   2.39   2.49   2.32    2.49    2.49 
ﾐｳﾗ ﾊﾙﾅ 桔梗   -1.0    0.0   +0.2     0.0     0.0
市岡 さくら(5)   2.44   2.33   2.40    2.44    2.44 
ｲﾁｵｶ ｻｸﾗ 宗賀   -0.7   -1.4   -1.2    -0.7    -0.7
百瀬 美羽(6)    x    x    x 記録なし
ﾓﾓｾ ﾐｳ 木曽楢川
奥原 茉美(6)    x    x    x 記録なし
ｵｸﾊﾗ ﾏﾐ 安曇
山岸 瑞季(6) 欠場
ﾔﾏｷﾞｼ ﾐｽﾞｷ 宗賀
佐幸 佑香(5) 欠場
ｻｺｳ ﾕｳｶ 日義
寺澤 美空(6) 欠場
ﾃﾗｻﾜ ﾐｸ 宗賀
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 ３回の
 最高記録

島田 結音(6)
ｼﾏﾀﾞ ﾕﾉﾝ 大町西
橋本 成美(5)
ﾊｼﾓﾄ ﾅﾙﾐ 広丘A
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
荒崎 莉歩(5)
ｱﾗｻｷ ﾘﾎ 広丘A
大出 彩香(6)
ｵｵｲﾃﾞ ｱﾔｶ 松川
山下 夏里(6)
ﾔﾏｼﾀ ﾋｶﾘ 福島
矢澤 愛理(6)
ﾔｻﾞﾜ ｱｲﾘ 洗馬
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
杉浦 咲彩(5)
ｽｷﾞｳﾗ ｻｱﾔ 明北小
暮沼 ちかほ(6)
ｸﾚﾇﾏ ﾁｶﾎ 大桑Jr陸上
中村 朱音(5)
ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾈ 明北小
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 SS
増田 朋花(5)
ﾏｽﾀ ﾄﾓｶ 筑北
横山 百愛(6)
ﾖｺﾔﾏ ﾓｴ 朝日RISE
三好 ほのか(5)
ﾐﾖｼ ﾎﾉｶ 明北小

 13.50   13.50  13.50 

  14.88  14.88 

18 12   977
 13.10  13.01

17 3   641
 14.88   8.00  14.15

 12.73   16.51  16.51 

  16.66  16.66 

16 6   595
 12.28  16.51

15 8     6
 16.66  15.42    x

 21.56   21.56  21.56 

  21.69  21.69 

14 1   538
 20.15  20.17

13 5   971
 19.09  20.98  21.69

 21.81   25.37  25.37 

  27.28  27.28 

12 14   507
 23.50  25.37

11 7   974
 27.26  25.10  27.28

 26.50   27.48  27.48 

  27.86  27.86 

10 11    87
 27.48  23.14

9 10   206
 25.05  27.86  24.60

 23.01   28.56  28.56 

  29.92  29.92 

8 17   502
 26.78  28.56

7 9   728
 27.85  29.36  29.92

 32.95   33.33  33.33 

  35.32  35.32 

6 16   450
 30.87  33.33

5 18   264
 34.53  35.32  34.55
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