
 

第６３回 木曽郡総合体育大会 

大会コード 15200518 

 

記 録 集 
 

 

 

期 日： 平成２７年７月２６日（日）  

会 場： 大桑村スポーツ公園陸上競技場（205040）  

主 催： 木曽郡体育協会  木曽郡町村会  

審判長： （トラック）井出 誓治  （フィールド）西田 秀明  

記録主任： 荻野 喜一郎  

 

 

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 東 0.5 29.9 63.0 

10:00 晴 南南東 0.3 33.1 58.0 

11:00 晴  南西 0.8 35.7 55.0 

12:00 晴 南西 0.4 37.6 62.0 

13:00 晴 南南東 1.8 37.4 48.0 

14:00 晴 南西 1.8 37.6 48.0 

 



第63回 木曽郡総合体育大会　（コード：15200518） トラック審判長　　：井出　誓治

　期日：平成27年7月26日（日） フィールド審判長 ：西田　秀明 

　主催：木曽郡体育協会、木曽郡町村会 記録主任           ：荻野　喜一郎

  (GR:大会新)

種目 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速

女子 木田村 美央 (高1) 13"59 中村 夢見子 (中2) 14"45 鈴木 陽世梨 (高1) 14"81 山本 想 (中2) 14"99 牛丸 叶理 (中1) 15"71 栗空 実穂 (中3) 15"74

100m 福島 () 福島 () 大桑 () 上松 () 木祖 () 王滝 ()

女子 山本 想 (中2) 30"56 青島 まど華 (中3) 31"80 関澤 せいじゅ (中2) 32"27 戸田 巳琴 (中1) 32"27 #N/A #N/A #N/A #N/A

200m 上松 () 王滝 () 福島 () 福島 () #N/A #N/A #N/A #N/A

女子 山本 想 (中2) 2'45"29 志水 奈美希 (中1) 3'09"05 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

800m 上松 () 福島 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

女子 福島 59"31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4×100mR 奥原-中村-神山-古畑 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

女子 栗空 実穂 (中3) 4.62 青島 まど華 (中3) 4.33 鈴木 陽世梨 (中3) 4.07 古畑 柚奈 (中3) 3.64 伊藤 優希 (中1) 3.48 田上 紗穂 (中1) 2.84

走幅跳 王滝 (-0.5) 王滝 (-0.5) 大桑 (-1.0) 福島 (-1.0) 南木曽 (-0.5) 福島 (-1.0)

女子 奥原 夕奈 (中2) 1.30 伊藤 優希 (中1) 1.10 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走高跳 福島 () 南木曽 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

中学女子 田近 嵯季 (1) 8.10 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

砲丸投(2.721kg) 王滝 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

小学4年生以下女子片原 真帆 (4) 10"33 赤堀 友梨 (4) 10"59 中村 衣享 (4) 10"69 袖口 夏美 (4) 10"82 小林 優香 (3) 10"90 小山 紗於里 (3) 11"04

60m 福島 (-1.1) 日義 (-1.1) 日義 (-1.1) 三岳 (-1.1) 三岳 (-1.1) 王滝 (-1.1)

小学5年女子 髙崎 璃音 (5) 16"56 戸田 胡巳 (5) 16"79 石山 優花 (5) 16"92 麦島 彩夏 (5) 17"05 田口 彩奈 (5) 17"08 菊池 彩乃 (5) 17"33

100m 日義 (-1.5) 福島 (-1.5) 南木曽 (-1.5) 南木曽 (-1.5) 福島 (-1.5) 大桑 (-1.5)

小学6年女子 木村 綺花 (6) 15"39 伊藤 ほの (6) 15"45 山田 歩未 (6) 15"64 下畑 つかさ (6) 15"78 林 思来 (6) 15"81 奥原 奏衣 (6) 15"88

100m 開田 (-0.6) 王滝 (-0.6) 日義 (-0.6) 開田 (-0.6) 王滝 (-0.6) 福島 (-0.6)

小学生男子 樋口 拓人 (5) 3'27"62 鷹見 颯汰 (4) 3'49"30 上平 祥徳 (5) 3'52"64 大倉 聖矢 (6) 3'54"11 西尾 俊哉 (5) 3'59"35 伊藤 和希 (3) 4'03"18

1000m 南木曽 () 南木曽 () 三岳 () 王滝 () 大桑 () 南木曽 ()

小学生女子 菅野 美月 (6) 3'31"00 宮崎 美怜 (4) 4'08"77 宮下 亜衣美 (6) 4'09"43 下戸 沙弥 (4) 4'11"64 木嶋 結菜 (5) 4'16"01 楯 花奏 (5) 4'16"04

1000m 大桑 () 福島 () 大桑 () 福島 () 日義 () 南木曽 ()

小学5年女子 福島 1'06"16 日義 1'06"43 南木曽 1'07"19

4×100mR 戸田-和木-森田-田口 澤口-中村-長谷川-髙崎 松原-麦島-楯-石山

小学6年女子 開田 1'02"07 福島 1'03"29 大桑 1'04"06

4×100mR 下畑-田村-澤田-木村 奥原-中畑-木田村-征矢 嶋崎-柴山-宮下-菅野

小学4年生以下女子征矢 珠々 2.97 宮原 里奈 2.93 中村 衣享 2.80 栗山 美玖 2.73 松原 帆奏 2.57 古畑 姫乃 2.49

走幅跳 福島 (-0.5) 福島 (0.0) 日義 (-0.5) 大桑 (0.0) 南木曽 (-0.5) 三岳 (-0.5)

小学5年女子 菊池 彩乃 3.21 河口 桜奈 3.20 長谷川 陽菜 3.20 麦島 彩夏 3.16 松原 帆奏 3.07 澤口 花奈 2.95

走幅跳 大桑 (-0.5) 王滝 (0.0) 日義 (-0.5) 南木曽 (0.0) 南木曽 (0.0) 日義 (-1.0)

小学6年女子 半場 紅緖 3.25 田村　百々花 2.73 常盤井 愛香 2.56 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 日義 (+0.5) 開田 (+0.5) 大桑 (+0.5) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

決勝記録一覧表
【競技場】205040　大桑村スポーツ公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位

GR 



1

大会記録    13"0   戸田　幸子（福島）
             
         

( 風速： -0.5)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 48 木田村 美央 福島 (1 )
ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ （高1） 13"59

2 470 鈴木 陽世梨 大桑 (3 )
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ （中2） 14"81

3 130 栗空 実穂 王滝 (6 )
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ （中3） 15"74

4 322 山本 想 上松 (4 )
ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾛ （中2） 14"99

5 154 牛丸 叶理 木祖 (5 )
ｳｼﾏﾙ ｶﾅﾘ （中1） 15"71

6 37 中村 夢見子 福島 (2 )
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ （中2） 14"45

大会記録    26"9   植原　圭子（福島）
             
         

( 風速： -1.1)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

2 322 山本 想 上松 (1 )
ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾛ （中2） 30"56

3 49 関澤 せいじゅ 福島 (3 )
ｾｷｻﾞﾜ ｾｲｼﾞｭ （高1） 32"27

4 131 青島 まど華 王滝 (2 )
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ （中3） 31"80

5 38 戸田 巳琴 福島 (3 )
ﾄﾀﾞ ﾐｺﾄ （中1） 32"27

大会記録    2'25"6   家高　有美（大桑） H12
               
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 40 志水 奈美希 福島 (2 )

ｼﾐｽﾞ ﾅﾐｷ （中1） 3'09"05
2 322 山本 想 上松 (1 )

ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾛ （中2） 2'45"29
3 39 中村 亜由子 福島 ( )

ﾅｶﾑﾗ ｱﾕｺ （中1） DNS

一般の部（トラック）

決勝

決勝

女子  100m

女子  800m

女子  200m

決勝



2

大会記録    54"8   福島

              

          

ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/           

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ           
2 福島 (1 ) 59"31

41 古畑 柚奈 ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾅ(中3) ( 4   )
43 奥原 夕奈 ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ(中2) ( 1   )
39 中村 亜由子 ﾅｶﾑﾗ ｱﾕｺ(中1) (    )
37 中村 夢見子 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐｺ(中2) ( 2   )
44 神山 智恵 ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓｴ(中2) ( 3   )
42 田上 紗穂 ﾀｳｴ ｻﾎ(中1) (    )

決勝

女子  4×100mR



3

大会記録    9"98   田口　綾華 H25
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： -0.2) [ 3 組 ]          ( 風速： -0.1)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 606 上平 七夕姫 三岳 (6 )　　[20 ] 1 204 三澤 藍子 日義 (5 )　　[18 ]
ｳｴﾀｲﾗ ﾅﾕｷ （1） 11"93 ﾐｻﾜ ｱｲｺ （4） 11"78

2 111 三角 このは 王滝 (3 )　　[9 ] 2 13 片原 真帆 福島 (1 )　　[1 ]
ﾐｽﾐ ｺﾉﾊ （4） 11"17 ｶﾀﾊﾗ ﾏﾎ （4） 10"14

3 518 櫻井 美月 南木曽 (4 )　　[12 ] 3 114 小山 紗於里 王滝 (3 )　　[6 ]
ｻｸﾗｲ ﾐﾂｷ （4） 11"37 ｺﾔﾏ ｻｵﾘ （3） 10"94

4 12 赤羽 真麻 福島 (5 )　　[19 ] 4 522 原 天花 南木曽 (6 )　　[23 ]
ｱｶﾊﾈ ﾏｱｻ （4） 11"87 ﾊﾗ ﾃﾝｶ （1） 12"68

5 203 中村 衣享 日義 (1 )　　[5 ] 5 254 中島 藍 開田 (4 )　　[10 ]
ﾅｶﾑﾗ ｲﾁｶ （4） 10"69 ﾅｶｼﾏ ｱｲ （3） 11"31

6 479 西尾 葵 大桑 (2 )　　[7 ] 6 605 小林 優香 三岳 (2 )　　[4 ]
ﾆｼｵ ｱｵｲ （4） 10"96 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ （3） 10"64

[ 2 組 ] ( 風速： 0.0) [ 4 組 ] ( 風速： -0.4)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 604 袖口 夏美 三岳 (1 )　　[3 ] 2 256 楠本 沙蘭 開田 (2 )　　[15 ]
ｿﾃﾞｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ （4） 10"42 ｸｽﾓﾄ ｻﾗ （3） 11"54

2 202 黑澤 綾香 日義 (3 )　　[10 ] 3 318 小林 未来 上松 (4 )　　[21 ]
ｸﾛｻﾜ ｱﾔｶ （4） 11"31 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾗｲ （4） 12"00

3 253 立花 優羽 開田 (2 )　　[8 ] 4 11 征矢野 笑加 福島 (5 )　　[22 ]
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ （3） 10"97 ｿﾔﾉ ｴﾐｶ （3） 12"65

4 319 栃木 紀香 上松 (5 )　　[14 ] 5 519 森 咲綾 南木曽 (3 )　　[17 ]
ﾄﾁｷﾞ ﾉﾘｶ （2） 11"49 ﾓﾘ ｻｱﾔ （3） 11"68

5 520 松原 帆奏 南木曽 (4 )　　[13 ] 6 200 赤堀 友梨 日義 (1 )　　[2 ]
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾎﾉｶ （2） 11"45 ｱｶﾎﾘ ﾕﾘ （4） 10"37

6 10 植原 潤子 福島 (6 )　　[16 ]
ｳｴﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ （3） 11"60

             
         

( 風速： -1.1)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 604 袖口 夏美 三岳 (4 )
ｿﾃﾞｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ （4） 10"82

2 203 中村 衣享 日義 (3 )
ﾅｶﾑﾗ ｲﾁｶ （4） 10"69

3 13 片原 真帆 福島 (1 )
ｶﾀﾊﾗ ﾏﾎ （4） 10"33

4 200 赤堀 友梨 日義 (2 )
ｱｶﾎﾘ ﾕﾘ （4） 10"59

5 605 小林 優香 三岳 (5 )
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ （3） 10"90

6 114 小山 紗於里 王滝 (6 )
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ （3） 11"04

さわやかスポーツ祭の部（トラック）

小学4年生以下女子  60m

予選 4 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6

決勝



4

大会記録    15”2   大目　有希子（開田） H10
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： 0.0) [ 2 組 ]          ( 風速： -0.1)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 18 田口 彩奈 福島 (3 )　　[5 ] 2 516 石山 優花 南木曽 (2 )　　[3 ]
ﾀｸﾞﾁ ｱﾔﾅ （5） 16"76 ｲｼﾔﾏ ﾕｳｶ （5） 16"54

3 212 髙崎 璃音 日義 (1 )　　[1 ] 3 477 菊池 彩乃 大桑 (3 )　　[6 ]
ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ （5） 16"09 ｷｸﾁ ｱﾔﾉ （5） 16"88

4 17 戸田 胡巳 福島 (2 )　　[4 ] 4 608 小林 友子 三岳 (4 )　　[9 ]
ﾄﾀﾞ ｸﾙﾐ （5） 16"56 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ （5） 17"41

5 117 小山 夏葵 王滝 (4 )　　[7 ] 5 19 森下 怜菜 福島 (5 )　　[10 ]
ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ （5） 17"01 ﾓﾘｼﾀ ﾚﾅ （5） 17"51

6 517 松原 理緒 南木曽 (5 )　　[8 ] 6 515 麦島 彩夏 南木曽 (1 )　　[2 ]
ﾏﾂﾊﾞｱ ﾘｵ （5） 17"02 ﾑｷﾞｼﾏ ｱﾔｶ （5） 16"52

             
         

( 風速： -1.5)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 18 田口 彩奈 福島 (5 )
ﾀｸﾞﾁ ｱﾔﾅ （5） 17"08

2 515 麦島 彩夏 南木曽 (4 )
ﾑｷﾞｼﾏ ｱﾔｶ （5） 17"05

3 17 戸田 胡巳 福島 (2 )
ﾄﾀﾞ ｸﾙﾐ （5） 16"79

4 212 髙崎 璃音 日義 (1 )
ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ （5） 16"56

5 477 菊池 彩乃 大桑 (6 )
ｷｸﾁ ｱﾔﾉ （5） 17"33

6 516 石山 優花 南木曽 (3 )
ｲｼﾔﾏ ﾕｳｶ （5） 16"92

小学5年女子  100m

予選 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6

決勝



5

大会記録    14"5   深谷　美穂（南木曽）・王 　H10・H13
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： -0.1) [ 3 組 ]          ( 風速： -1.0)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 475 暮沼 ちかほ 大桑 (5 )　　[13 ] 2 23 征矢 叶羽 福島 (2 )　　[7 ]
ｸﾚﾇﾏ ﾁｶﾎ （6） 17"91 ｿﾔ ｶﾅｳ （6） 15"96

3 21 奥原 奏衣 福島 (3 )　　[5 ] 3 261 下畑 つかさ 開田 (1 )　　[2 ]
ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ （6） 15"77 ｼﾓﾊﾀ ﾂｶｻ （6） 15"57

4 122 林 思来 王滝 (2 )　　[4 ] 4 473 柴山 柚乃 大桑 (3 )　　[9 ]
ﾊﾔｼ ｺﾄﾅ （6） 15"73 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｽﾞﾉ （6） 16"53

5 262 木村 綺花 開田 (1 )　　[1 ] 5 217 半場 紅緖 日義 (4 )　　[10 ]
ｷﾑﾗ ｱﾔｶ （6） 15"20 ﾊﾝﾊﾞ ﾍﾞﾆｵ （6） 16"65

6 205 太田 望心 日義 (4 )　　[8 ]
ｵｵﾀ ﾉｿﾞﾐ （6） 16"22

[ 2 組 ] ( 風速： 0.0)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 22 木田村 美紅 福島 (4 )　　[12 ]
ｷﾀﾑﾗ ﾐｸ （6） 16"75

3 206 山田 歩未 日義 (2 )　　[6 ]
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ （6） 15"82

4 474 嶋﨑 百海 大桑 (3 )　　[11 ]
ｼﾏｻﾞｷ ﾓﾓﾐ （6） 16"69

5 121 伊藤 ほの 王滝 (1 )　　[3 ]
ｲﾄｳ ﾎﾉ （6） 15"65

( 風速： -0.6)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 122 林 思来 王滝 (5 )
ﾊﾔｼ ｺﾄﾅ （6） 15"81

2 261 下畑 つかさ 開田 (4 )
ｼﾓﾊﾀ ﾂｶｻ （6） 15"78

3 121 伊藤 ほの 王滝 (2 )
ｲﾄｳ ﾎﾉ （6） 15"45

4 262 木村 綺花 開田 (1 )
ｷﾑﾗ ｱﾔｶ （6） 15"39

5 206 山田 歩未 日義 (3 )
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾕﾐ （6） 15"64

6 21 奥原 奏衣 福島 (6 )
ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ （6） 15"88

決勝

小学6年女子  100m

予選 3 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6
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大会記録    3'37"98   高松　いずみ（開田） H25
                
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 318 小林 未来 上松 (7 )

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾗｲ （4） 4'19"74
2 472 宮下 亜衣美 大桑 (3 )

ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾐ （6） 4'09"43
3 514 楯 花奏 南木曽 (6 )

ﾀﾃ ｶﾅﾃﾞ （5） 4'16"04
4 256 楠本 沙蘭 開田 ( )

ｸｽﾓﾄ ｻﾗ （3） DNS
5 202 黑澤 綾香 日義 (8 )

ｸﾛｻﾜ ｱﾔｶ （4） 4'24"03
6 24 下戸 沙弥 福島 (4 )

ｼﾓﾄﾞ ｻﾔ （4） 4'11"64
7 124 下出 桜 王滝 (10 )

ｼﾀﾃﾞ ｻｸﾗ （5） 4'34"33
8 25 宮崎 美怜 福島 (2 )

ﾐﾔｻﾞｷ ﾐｻﾄ （4） 4'08"77
9 209 木嶋 結菜 日義 (5 )

ｷｼﾞﾏ ﾕｲﾅ （5） 4'16"01
10 471 菅野 美月 大桑 (1 ) GR

ｶﾝﾉ ﾐｽﾞｷ （6） 3'31"00
11 200 赤堀 友梨 日義 (9 )

ｱｶﾎﾘ ﾕﾘ （4） 4'26"99

大会記録    63"0   木祖村

              

          

ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/           

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ           
2 日義 (2 ) 1'06"43

210 佐幸 佑香 ｻｺｳ ﾕｳｶ(5) (    )
211 澤口 花奈 ｻﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ(5) ( 1   )
212 髙崎 璃音 ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ(5) ( 4   )
213 中村 衣陽 ﾅｶﾑﾗ ｺﾊﾙ(5) ( 2   )
215 長谷川 陽菜 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ(5) ( 3   )

3 福島 (1 ) 1'06"16
17 戸田 胡巳 ﾄﾀﾞ ｸﾙﾐ(5) (  1  )
18 田口 彩奈 ﾀｸﾞﾁ ｱﾔﾅ(5) (  4  )
26 和木 花穏 ﾜｷ ｶﾉﾝ(5) (  2  )
27 森田 彩心 ﾓﾘﾀ ｱﾔﾐ(5) (  3  )

4 南木曽 (3 ) 1'07"19
514 楯 花奏 ﾀﾃ ｶﾅﾃﾞ(5) (  3  )
515 麦島 彩夏 ﾑｷﾞｼﾏ ｱﾔｶ(5) (  2  )
516 石山 優花 ｲｼﾔﾏ ﾕｳｶ(5) (  4  )
517 松原 理緒 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｵ(5) (  1  )

小学生女子  1000m

決勝

小学5年女子  4×100mR

決勝
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大会記録    60"4   山口村 H8
              

          

ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/           

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ           
2 福島 (2 ) 1'03"29

21 奥原 奏衣 ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ(6) ( 1   )
22 木田村 美紅 ｷﾀﾑﾗ ﾐｸ(6) ( 3   )
23 征矢 叶羽 ｿﾔ ｶﾅｳ(6) ( 4   )
28 中畑 美菜 ﾅｶﾊﾀ ﾐﾅ(6) ( 2   )

3 大桑 (3 ) 1'04"06
471 菅野 美月 ｶﾝﾉ ﾐｽﾞｷ(6) ( 4   )
472 宮下 亜衣美 ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾐ(6) ( 3   )
473 柴山 柚乃 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕｽﾞﾉ(6) ( 2   )
474 嶋﨑 百海 ｼﾏｻﾞｷ ﾓﾓﾐ(6) ( 1   )
475 暮沼 ちかほ ｸﾚﾇﾏ ﾁｶﾎ(6) (    )
476 常盤井 愛香 ﾄｷﾜｲ ﾏﾅｶ(6) (    )

4 開田 (1 ) 1'02"07
262 木村 綺花 ｷﾑﾗ ｱﾔｶ(6) ( 4   )
263 澤田 萌里 ｻﾜﾀﾞ ﾓｴﾘ(6) ( 3   )
261 下畑 つかさ ｼﾓﾊﾀ ﾂｶｻ(6) ( 1   )
264 田村 百々花 ﾀﾑﾗ ﾓﾓｶ(6) ( 2   )

小学6年女子  4×100mR

決勝
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大会記録    5ｍ02   村雲　春美（大桑） S42
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 470 鈴木 陽世梨 大桑 (3 ) 4.07          

ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ （中2） (-1.0)
2 41 古畑 柚奈 福島 (4 ) 3.64

ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾅ （中3） (-1.0)
3 131 青島 まど華 王滝 (2 ) 4.33

ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ （中3） (-0.5)
4 527 伊藤 優希 南木曽 (5 ) 3.48

ｲﾄｳ ﾕｷ （中1） (-0.5)
5 42 田上 紗穂 福島 (6 ) 2.84

ﾀｳｴ ｻﾎ （中1） (-1.0)
6 130 栗空 実穂 王滝 (1 ) 4.62

ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ （中3） (-0.5)

大会記録    1m55   高柳　千帆（上松）
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 527 伊藤 優希 南木曽 (2)          

ｲﾄｳ ﾕｷ （中1） 1.10

2 43 奥原 夕奈 福島 (1)

ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ （中2） 1.30

大会記録    11m34   上村　さち子（開田） H10
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 137 藤本 優佳 王滝 ()          

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ （3） DNS

2 136 巾 こと美 王滝 ()

ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ （3） DNS

3 138 溝口 佳歩 王滝 ()

ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ （2） DNS

4 139 田近 嵯季 王滝 (1)

ﾀﾁﾞｶ ｻｷ （1） 8.10

女子  走高跳

決勝

中学生の部（フィールド）

一般の部（フィールド）

女子  走幅跳

決勝

中学女子  砲丸投(2.721kg)

決勝
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大会記録    3m72   深沢　加奈（木祖）
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 521 櫻井 みのり 南木曽 (11 ) 2.15          

ｻｸﾗｲ ﾐﾉﾘ （2） (+0.5)
2 14 澤守 望未 福島 (7 ) 2.46

ｻﾜﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ （4） (+0.5)
3 204 三澤 藍子 日義 (8 ) 2.32

ﾐｻﾜ ｱｲｺ （4） (-0.5)
4 16 宮原 里奈 福島 (2 ) 2.93

ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾅ （4） (0.0)
5 520 松原 帆奏 南木曽 (5 ) 2.57

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾎﾉｶ （2） (-0.5)
6 253 立花 優羽 開田 (9 ) 2.30

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ （3） (+0.5)
7 15 征矢 珠々 福島 (1 ) 2.97

ｿﾔ ｽｽﾞ （4） (-0.5)
8 478 森畑 莉梨 大桑 ( ) DNS

ﾓﾘﾊﾀ ﾁﾘ （4） ()
9 523 木村 夢葉 南木曽 (12 ) 1.73

ｷﾑﾗ ﾕﾒﾊ （1） (+0.5)
10 607 古畑 姫乃 三岳 (6 ) 2.49

ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾒﾉ （4） (-0.5)
11 480 栗山 美玖 大桑 (4 ) 2.73

ｸﾘﾔﾏ ﾐｸ （4） (0.0)
12 203 中村 衣享 日義 (3 ) 2.80

ﾅｶﾑﾗ ｲﾁｶ （4） (-0.5)
13 319 栃木 紀香 上松 (13 ) 1.71

ﾄﾁｷﾞ ﾉﾘｶ （2） (0.0)
14 518 櫻井 美月 南木曽 (10 ) 2.23

ｻｸﾗｲ ﾐﾂｷ （4） (-0.5)

大会記録    3m84   安田　若菜（日義） H20
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 259 松葉 るい 開田 (8 ) 2.67          

ﾏﾂﾊﾞ ﾙｲ （5） (-0.5)
2 477 菊池 彩乃 大桑 (1 ) 3.21

ｷｸﾁ ｱﾔﾉ （5） (-0.5)
3 211 澤口 花奈 日義 (6 ) 2.95

ｻﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ （5） (-1.0)
4 515 麦島 彩夏 南木曽 (4 ) 3.16

ﾑｷﾞｼﾏ ｱﾔｶ （5） (0.0)
5 215 長谷川 陽菜 日義 (3 ) 3.20

ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ （5） (-0.5)
6 20 可知 一葉 福島 (5 ) 3.07

ｶﾁ ｶｽﾞﾊ （5） (0.0)
7 213 中村 衣陽 日義 (7 ) 2.91

ﾅｶﾑﾗ ｺﾊﾙ （5） (-0.5)
8 126 河口 桜奈 王滝 (2 ) 3.20

ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ （5） (0.0)
9 151 児野 紗帆 木祖 (10 ) 2.55

ﾁｺﾞﾉ ｻﾎ （5） (0.0)
10 210 佐幸 佑香 日義 (9 ) 2.55

ｻｺｳ ﾕｳｶ （5） (-0.5)

決勝

さわやかスポーツ祭の部（フィールド）

小学4年生以下女子  走幅跳

決勝

小学5年女子  走幅跳
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大会記録    4m05   安田　若菜（日義） H21
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 217 半場 紅緖 日義 (1 ) 3.25          

ﾊﾝﾊﾞ ﾍﾞﾆｵ （6） (+0.5)
2 476 常盤井 愛香 大桑 (3 ) 2.56

ﾄｷﾜｲ ﾏﾅｶ （6） (+0.5)
3 264 田村　百々花 開田 (2 ) 2.73

ﾀﾑﾗ ﾓﾓｶ （6） (+0.5)

小学6年女子  走幅跳

決勝
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