
 
 
大会コード 15200512 

第４０回 塩尻市小学生・中学生 

陸上競技記録会 

記録集 
 

 

期  日： 平成２７年５月２３日（土） 

会  場： 長野県松本広域公園陸上競技場（201020） 

主  催： 塩尻市教育委員会 

後  援： 塩尻市校長会 塩尻市小学校体育連盟 塩尻市中学校体育連盟 

審 判 長： トラック／川上  修  フィールド／下川 泰秀 

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 

5/23 １００m 決勝 
１１秒４８ 

（＋０．８） 
柳沢 直生 男 塩尻西部中(3) １１秒７２ 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% 

 8:30 曇り 南東 0.9 19.5 46.0 

 9:00 晴れ 東 1.3 20.0 48.0 
10:00 晴れ 南東 0.6 22.0 58.0 
11:00 晴れ 東南東 1.6 24.5 32.0 
12:00 晴れ 南東 3.9 24.5 26.0 
13:00 晴れ 南東 2.0 26.5 21.0 
14:00 晴れ 東 1.7 27.5 22.0 
15:00 晴れ 東 1.6 26.0 18.0 
16:00 晴れ 南東 4.0 25.0 61.0 

 

 



ﾄﾗｯｸ審判長 川上　修
跳躍審判長 下川　泰秀
投擲審判長 下川　泰秀

【開催日】 平成27年5月23日 記録主任： 増田喜代志
【主催団体】 塩尻市教育委員会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  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
 5/23 中学男子 松本 直大(2) 58.83 鈴木 涼(3) 1:02.26 塩原 壮彦(3) 1:02.42 加瀬 裕亮(3) 1:03.31 中根 颯亮(2) 1:03.56 山本 ジョン ガブリエル1:05.51 金森 大晴(2) 1:07.13

400m 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻中 塩尻中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中
 5/23 山本 ジョン ガブリエル1.40 松本 直大(2) 1.30 中根 颯亮(2) 1.25

走高跳 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中
 5/23 島田 稔也(2) 35.36 牛山 裕也(3) 34.33 松澤 祐介(3) 17.05

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 塩尻西部中 塩尻西部中 塩尻中
 5/23 小学4年男子 林 慶汰(4) 15.15 塩原 凛太朗(4) 16.16 酒井 陽向(4) 16.70 中森 嵩(4) 16.74 青柳 陽大(4) 16.80 林 優汰(4) 16.91 可知 佳樹(4) 16.97 二宮 聡太(4) 17.10

100m 宗賀小 桔梗小 広丘小 桔梗小 塩尻西小 宗賀小 塩尻西小 宗賀小
 5/23 百瀬 結太(4) 3:52.97 小林 陸(4) 3:59.04 岩波 裕介(4) 4:00.59

1000m 桔梗小 広丘小 広丘小
 5/23 岡田 和(4) 3.06(+0.3) 小幡 周平(4) 2.85(+0.5)

走幅跳 吉田小 洗馬小
 5/23 小学5.6年男 風間 優佑(6) 3:25.79 鵜飼 元樹(5) 3:31.80 小林 直輝(6) 3:32.01 中沢 慶太(6) 3:39.64 北原 千洋(5) 3:49.46

1000m 塩尻東 広丘小 塩尻東 塩尻東 広丘小
 5/23 増田 匠(6) 3.34(-0.2) 早川 聖悟(5) 3.18(+1.0) 伊澤 歩輝(6) 2.85(+2.2)

走幅跳 塩尻東 広丘小 桔梗小
 5/23 北原 瀬希(5) 38.85 塩原 光流(5) 38.82 福井 祥太(5) 24.49

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 広丘小 広丘小 広丘小
 5/23 中学1年男子  -0.6 山口 大輝(1) 13.18 髙山 拓夢(1) 14.46 太田 佳輝(1) 15.87 橋本 練(1) 16.27 池田 英希(1) 17.40

100m 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中
 5/23 太田 佳輝(1) 5:48.09 池田 英希(1) 6:07.66 橋本 練(1) 6:41.57

1500m 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中
 5/23 中学2.3年男 柳沢 直生(3) 11.48 小林 知季(3) 11.80 斉藤 優斗(3) 12.40 飯嶋 一紀(3) 13.28 島田 稔也(2) 13.38 那須 祐己(2) 13.47 長野 慎(2) 13.57 長尾 和磨(3) 13.75

100m 塩尻西部中 GR 塩尻西部中 塩尻西部中 塩尻中 塩尻西部中 塩尻広陵中 塩尻西部中 塩尻広陵中
 5/23 樋口 智也(3) 11:00.40

3000m 塩尻西部中
 5/23 塩尻西部中(B)      52.89 塩尻広陵中(B)      52.94

4×100m 長野 慎(2) 中根 颯亮(2)
高砂 瑞葵(2) 那須 祐己(2)
島田 稔也(2) 金森 大晴(2)
樋口 智也(3) 長尾 和磨(3)

 5/23 小学5年男子  +1.4 一本木 雅秀(5) 15.81 笠井 亮汰(5) 17.03
100m 吉田小 吉田小

 5/23 小学6年男子  +0.7 橋詰 太希(6) 14.37 髙津 佑太(6) 14.42 松本 航斗(6) 15.25 角田 凛空(6) 16.00 塩原 康平(6) 16.17 柳澤 拓真(6) 16.29 上條 心輝(6) 17.81
100m 塩尻東 桔梗小 洗馬小 桔梗小 洗馬小 桔梗小 桔梗小



[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 -0.1

 1 林 慶汰(4)     15.15  1 酒井 陽向(4)     16.70 
ﾊﾔｼ ｹｲﾀ 宗賀小 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 広丘小

 2 塩原 凛太朗(4)     16.16  2 林 優汰(4)     16.91 
ｼｵﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 桔梗小 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 宗賀小

 3 中森 嵩(4)     16.74  3 可知 佳樹(4)     16.97 
ﾅｶﾓﾘ ｼｭｳ 桔梗小 ｶﾁ ﾖｼｷ 塩尻西小

 4 青柳 陽大(4)     16.80  4 赤羽 俊哉(4)     18.20 
ｱｵﾔｷﾞ ﾖｳﾀﾞｲ 塩尻西小 ｱｶﾊﾈ ｼｭﾝﾔ 桔梗小

 5 二宮 聡太(4)     17.10 早川 惟織(4)
ﾆﾉﾐﾔ ｿｳﾀ 宗賀小 ﾊﾔｶﾜ ｲｵﾘ 吉田小

 6 下山田 昊龍(4)     17.21 
ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 桔梗小

7   129

6   130

5    62
失格

7   111

3    72

8   113

記録／備考
4    18

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   127

4    70

6   112

5   128

小学4年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 林 慶汰(4) 宗賀小     15.15 (+1.8)   1   1
   2 塩原 凛太朗(4) 桔梗小     16.16 (+1.8)   1   2
   3 酒井 陽向(4) 広丘小     16.70 (-0.1)   2   1
   4 中森 嵩(4) 桔梗小     16.74 (+1.8)   1   3
   5 青柳 陽大(4) 塩尻西小     16.80 (+1.8)   1   4
   6 林 優汰(4) 宗賀小     16.91 (-0.1)   2   2
   7 可知 佳樹(4) 塩尻西小     16.97 (-0.1)   2   3
   8 二宮 聡太(4) 宗賀小     17.10 (+1.8)   1   5
   9 下山田 昊龍(4) 桔梗小     17.21 (+1.8)   1   6
  10 赤羽 俊哉(4) 桔梗小     18.20 (-0.1)   2   4

  129
  130

   18
  127
   70
  111
   72
  113

記録（風） 備考 組 順位
  112
  128

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

小学4年男子

100m



風速 +1.4

 1 一本木 雅秀(5)     15.81 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 吉田小

 2 笠井 亮汰(5)     17.03 
ｶｻｲ ﾘｮｳﾀ 吉田小

4    60

3    61

小学5年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



風速 +0.7

 1 橋詰 太希(6)     14.37 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｲｷ 塩尻東

 2 髙津 佑太(6)     14.42 
ﾀｶﾂ ﾕｳﾀ 桔梗小

 3 松本 航斗(6)     15.25 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾄ 洗馬小

 4 角田 凛空(6)     16.00 
ﾂﾉﾀﾞ  ﾘｸ 桔梗小

 5 塩原 康平(6)     16.17 
ｼｵﾊﾗ ｺｳﾍｲ 洗馬小

 6 柳澤 拓真(6)     16.29 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾀｸﾏ 桔梗小

 7 上條 心輝(6)     17.81 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼﾝｷ 桔梗小

5   102

2   120

4   121

3   101

6   123

7   151

8   122

小学6年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



 6 百瀬 結太(4)   3:52.97 
ﾓﾓｾ ﾕｲﾀ 桔梗小

 7 小林 陸(4)   3:59.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 広丘小

 8 岩波 裕介(4)   4:00.59 
ｲﾜﾅﾐ ﾕｳｽｹ 広丘小

 9 小泉 唯斗(4)   4:07.76 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｲﾄ 吉田小

10 小林 将也(4)   4:09.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 塩尻東

11 竹内 浩二(4)   4:19.73 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 吉田小

12 久納 晃(4)   4:43.97 
ﾋｻﾉｳ ｱｷﾗ 塩尻西小

13 吉本 勘太郎(4)   4:44.17 
ﾖｼﾓﾄ ｶﾝﾀﾛｳ 桔梗小

4    71

7   126

8   150

5    63

2    17

3    64

1   125

6    16

小学4年男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 風間 優佑(6)   3:25.79 
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 塩尻東

 2 鵜飼 元樹(5)   3:31.80 
ｳｶﾞｲ ﾓﾄｷ 広丘小

 3 小林 直輝(6)   3:32.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 塩尻東

 4 中沢 慶太(6)   3:39.64 
ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲﾀ 塩尻東

 5 北原 千洋(5)   3:49.46 
ｷﾀﾊﾗ ﾁﾋﾛ 広丘小

9   156

13   154

12    15

11   152

10    14

小学5.6年男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



 ３回の
 最高記録

岡田 和(4)   2.83   3.06   2.98    3.06    3.06 
ｵｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ 吉田小   +1.1   +0.3   +1.0    +0.3    +0.3
小幡 周平(4)   2.78   2.68   2.85    2.85    2.85 
ｺﾊﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ 洗馬小   +1.3   +0.7   +0.5    +0.5    +0.5

2 1   100

記録 備考

1 2    65

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

小学4年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

増田 匠(6)   3.30   3.34    x    3.34    3.34 
ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾐ 塩尻東   +0.4   -0.2    -0.2    -0.2
早川 聖悟(5)   3.14   3.18   3.10    3.18    3.18 
ﾊﾔｶﾜ ｾｲｺﾞ 広丘小   +1.3   +1.0   +0.9    +1.0    +1.0
伊澤 歩輝(6)   2.85   2.58   2.69    2.85    2.85 
ｲｻﾞﾜ  ｱﾕｷ 桔梗小   +2.2   +1.5   +1.9    +2.2    +2.2

2 3    10

3 2   124

記録 備考

1 1   155

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

小学5.6年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

北原 瀬希(5)
ｷﾀﾊﾗ ﾗｲｷ 広丘小
塩原 光流(5)
ｼｵﾊﾗ ﾋｶﾙ 広丘小
福井 祥太(5)
ﾌｸｲ ｼｮｳﾀ 広丘小

 24.49    o  24.49   24.49
3 1    12

   o

   x   38.82  38.82 

  38.85  38.85 

2 3    11
 38.82    o

1 2    13
   o    o  38.85

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学5.6年男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



風速 -0.6

 1 山口 大輝(1)     13.18 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 塩尻広陵中

 2 髙山 拓夢(1)     14.46 
ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ 塩尻広陵中

 3 太田 佳輝(1)     15.87 
ｵｵﾀ ﾖｼｷ 塩尻広陵中

 4 橋本 練(1)     16.27 
ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 塩尻広陵中

 5 池田 英希(1)     17.40 
ｲｹﾀﾞ ｴｲｷ 塩尻広陵中

6   213

3   214

7   212

4   210

5   211

中学1年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



大会記録(GR)                    11.72 

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +0.8

 1 飯嶋 一紀(3)     13.28  1 柳沢 直生(3)     11.48 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 塩尻中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 塩尻西部中

 2 島田 稔也(2)     13.38  2 小林 知季(3)     11.80 
ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾔ 塩尻西部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 塩尻西部中

 3 長野 慎(2)     13.57  3 斉藤 優斗(3)     12.40 
ﾅｶﾞﾉ ｼﾝ 塩尻西部中 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 塩尻西部中

 4 長尾 和磨(3)     13.75  4 那須 祐己(2)     13.47 
ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾏ 塩尻広陵中 ﾅｽ ﾕｳｷ 塩尻広陵中

 5 二山 大陸(2)     14.06 髙山 稜太(3)
ﾌﾀﾔﾏ ﾘｸ 塩尻中 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 塩尻広陵中
倉澤 一熙(2)
ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 塩尻広陵中

6   204
欠場

6   200

5   206
欠場

3   174

7   170

8   193

記録／備考
4   172

大会新

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7   177

4   208

5   195

3   176

中学2.3年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 柳沢 直生(3) 塩尻西部中     11.48 (+0.8) 大会新   2   1
   2 小林 知季(3) 塩尻西部中     11.80 (+0.8)   2   2
   3 斉藤 優斗(3) 塩尻西部中     12.40 (+0.8)   2   3
   4 飯嶋 一紀(3) 塩尻中     13.28 (+0.2)   1   1
   5 島田 稔也(2) 塩尻西部中     13.38 (+0.2)   1   2
   6 那須 祐己(2) 塩尻広陵中     13.47 (+0.8)   2   4
   7 長野 慎(2) 塩尻西部中     13.57 (+0.2)   1   3
   8 長尾 和磨(3) 塩尻広陵中     13.75 (+0.2)   1   4
   9 二山 大陸(2) 塩尻中     14.06 (+0.2)   1   5

  177
  208
  193

  170
  195
  176
  200

記録（風） 備考 組 順位
  172
  174

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名



 1 松本 直大(2)     58.83 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 塩尻広陵中

 2 鈴木 涼(3)   1:02.26 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 塩尻中

 3 塩原 壮彦(3)   1:02.42 
ｼｵﾊﾗ ﾀｹﾋｺ 塩尻中

 4 加瀬 裕亮(3)   1:03.31 
ｶｾ ﾕｳｽｹ 塩尻中

 5 中根 颯亮(2)   1:03.56 
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 塩尻広陵中

 6 山本 ジョン ガブリエル(2)   1:05.51 
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｮﾝ ｶﾞﾌﾞﾘｴ塩尻広陵中

 7 金森 大晴(2)   1:07.13 
ｶﾅﾓﾘ ﾀｲｾｲ 塩尻広陵中
矢ヶ崎 至門(3)
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 塩尻広陵中 欠場

3   203

5   207

8   201

4   202

9   190

7   191

6   205

2   192

中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 太田 佳輝(1)   5:48.09 
ｵｵﾀ ﾖｼｷ 塩尻広陵中

 2 池田 英希(1)   6:07.66 
ｲｹﾀﾞ ｴｲｷ 塩尻広陵中

 3 橋本 練(1)   6:41.57 
ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 塩尻広陵中

18   214

17   213

16   212

中学1年男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 樋口 智也(3)  11:00.40 
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 塩尻西部中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
22   171

中学2.3年男子

3000m

決勝

順



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 塩尻西部中(B)   177 長野 慎(2)     52.89 

ｼｵｼﾞﾘｾｲﾌﾞﾁｭｳB ﾅｶﾞﾉ ｼﾝ
  180 高砂 瑞葵(2)

ﾀｶｽﾅ ﾐｽﾞｷ
  176 島田 稔也(2)

ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾔ
  171 樋口 智也(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
 2   4 塩尻広陵中(B)   201 中根 颯亮(2)     52.94 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
  200 那須 祐己(2)

ﾅｽ ﾕｳｷ
  203 金森 大晴(2)

ｶﾅﾓﾘ ﾀｲｾｲ
  208 長尾 和磨(3)

ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾏ
  6 塩尻広陵中(A)   215 松崎 咲人(3)

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ 失格
  207 矢ヶ崎 至門(3) R1(2-3)

ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ
  216 堀田 雅司(3)

ﾎｯﾀ ﾏｻｼ
  209 山本 将裕(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ
  5 塩尻西部中(A)

ｼｵｼﾞﾘｾｲﾌﾞﾁｭｳA 欠場

中学2.3年男子

4×100m

決勝



決勝 5月23日 14:00

1m65
山本 ジョン ガブリエル(2) - - - - - xo x/
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｮﾝ ｶﾞﾌﾞﾘｴ 塩尻広陵中
松本 直大(2) - - - o - xx/
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 塩尻広陵中
中根 颯亮(2) - - o - - - /
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 塩尻広陵中
矢ヶ崎 至門(3) - - - - - x/ 記録なし
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 塩尻広陵中

4   207

2 2   205
 1.30

3 1   201
 1.25

1m55 1m60

1 3   202
 1.40

記録 備考
1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月23日 13:30

 ３回の
 最高記録

山口 大輝(1)   4.30   4.55   3.93    4.55    4.55 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 塩尻広陵中   +3.7   +0.9   +0.3    +0.9    +0.9
髙山 拓夢(1)   3.57   4.07   3.85    4.07    4.07 
ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ 塩尻広陵中   +2.0   +2.2   +2.1    +2.2    +2.2

2 1   211

記録 備考

1 2   210

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

中学1年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月23日 13:30

大会記録(GR)                     5.84 

 ３回の
 最高記録

山本 将裕(3)   5.74   5.78   5.75    5.78    5.78 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 塩尻広陵中   +0.5   +2.4   +2.6    +2.4    +2.4
斉藤 優斗(3)   4.86   4.90   5.16    5.16    5.16 
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 塩尻西部中   +1.5   +1.8   +0.9    +0.9    +0.9
長野 慎(2)   4.82    x    -    4.82    4.82 
ﾅｶﾞﾉ ｼﾝ 塩尻西部中   +1.5    +1.5    +1.5
塩原 崇史(3)   4.60    x   4.60    4.60    4.60 
ｼｵﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ 塩尻西部中   +2.0   +2.4    +2.0    +2.0

4 1   173

2 3   170

3 2   177

記録 備考

1 4   209

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

中学2.3年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月23日 13:30

 ３回の
 最高記録

島田 稔也(2)
ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾔ 塩尻西部中
牛山 裕也(3)
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 塩尻西部中
松澤 祐介(3)
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 塩尻中

 17.05    x  17.05   17.05
3 2   194

   o

   x   34.33  34.33 

  35.36  35.36 

2 3   175
   o  34.33

1 1   176
 35.36    o    o

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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