
第59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 藤森　茂幸
主催：松本市・（一財）松本体育協会 跳躍審判長 藤森　茂幸
主管：松本陸上競技協会 投擲審判長 藤森　茂幸
【開催日】 2016年5月7日（土） 記録主任： 丸山 新吉

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/ 7 中学女子  -5.0野口 沙彩(3) 14.14 佐藤 優花(2) 14.72 根本 樹(2) 14.78 増尾 芽衣(3) 松島中 15.00 杉村 穂乃美(2) 15.02 和田 未来(3) 15.04 黒岩 里音(2) 15.11

100m 鉢盛中 波田中 波田中 繁村 楓子(2) 菅野中 女鳥羽中 菅野中 筑摩野中
 5/ 7  -2.8伊藤 百合菜(2) 28.23 山田 好恵(2) 28.51 中原 小雪(3) 29.03 濱 綾華(3) 29.76 堀江 星菜(3) 29.96 宮本 真花(3) 30.09 添田 聖良(3) 30.42 中屋 遥(3) 30.90

200m 波田中 信明中 開成中 信明中 菅野中 清水中 附属松本中 附属松本中
 5/ 7 小山 莉那(3) 2:22.83 松原 月歌(2) 2:25.80 中山 詩野(3) 2:29.91 小澤 美鈴(3) 2:37.66 永田 千穂里(3) 2:38.22 伊藤 心子(2) 2:39.33 上條 優里(3) 2:39.55 畑野 実優(3) 2:44.37

800m 菅野中 附属松本中 附属松本中 菅野中 高綱中 菅野中 鉢盛中 女鳥羽中
 5/ 7 宮澤 花奈実(3) 10:53.73 高坂 珠実(3) 11:16.04 塚原 里沙(2) 11:20.67 伊藤 花織(3) 11:46.25 山口 智美(2) 11:50.51 明間 礼峰(3) 12:20.42 上島 沙稀(3) 12:28.42 一之瀬 明希(2) 12:49.66

3000m 菅野中 高綱中 筑摩野中 菅野中 山辺中 鉢盛中 筑摩野中 菅野中
 5/ 7 倉沢 真奈(3) 17.46 山﨑 新奈(3) 18.02 二木 愛心(2) 18.18 赤羽 玲南(3) 18.40 塩原 琴葉(3) 18.43 赤羽 澄香(3) 18.54 平野 百音(3) 18.56 青木 梨乃(3) 18.66

100mH(0.762m) 鉢盛中 附属松本中 山辺中 山辺中 鉢盛中 旭町中 丸ﾉ内中 梓川中
 5/ 7 佐藤 澄怜(3) 1.40 山口 ひかり(3) 筑摩野中 1.30 吉野 杏未(3) 筑摩野中 1.25 永峰 愛(2) 1.25 久根下 咲良(3) 1.20

走高跳 旭町中 山村 美空(2) 松島中 川上 優奈(3) 菅野中 松島中 山辺中
山口 愛莉(3) 筑摩野中 平谷 爽葉(2)

鉢盛中
八田 萌愛(2)
大野川中

 5/ 7 平岡 京花(3) 5.15(+3.3) 寺島 風美花(3)4.24(+0.3) 雨宮 歩美(2) 4.21(+2.6) 岩垂 香菜(3) 4.18(+0.1) 北村 優月(3) 4.16(+5.4) 安藤 衣舞(2) 4.14(+3.5) 中澤 希帆(3) 4.02(+4.1) 小松 雅侑(2) 3.93(+3.7)
走幅跳 山辺中 附属松本中 山辺中 菅野中 鉢盛中 波田中 大野川中 梓川中

 5/ 7 小林 弥希(3) 12.60 小林 加奈(3) 10.01 藤井 若菜(3) 8.31 松田 朋子(2) 7.63 柳澤 佑香(2) 7.33 坂口 舞夏(2) 7.26 上嶋 美琴(3) 7.04 永田 彩華(2) 6.83
砲丸投(2.721kg) 丸ﾉ内中 信明中 旭町中 旭町中 山辺中 丸ﾉ内中 梓川中 附属松本中

 5/ 7 鉢盛中       54.45 波田中       54.55 旭町中       54.97 信明中       55.56 山辺中       56.58 附属松本中(A)      56.89 松島中       57.51 附属松本中(B)      57.84
4×100m 北村 優月(3) 根本 樹(2) 藤井 若菜(3) 小林 加奈(3) 赤羽 玲南(3) 山﨑 新奈(3) 野田 清花(3) 笠井 楽々(2)

野口 沙彩(3) 伊藤 百合菜(2) 深澤 あまね(2) 山田 好恵(2) 平岡 京花(3) 寺島 風美花(3) 永峰 愛(2) 加藤 光(2)
倉沢 真奈(3) 佐藤 優花(2) 小林 みう(2) 中島 遥佳 久根下 咲良(3) 添田 聖良(3) 山村 美空(2) 井藤 野衣(2)
塙 茜音(3) 太田 安奈(2) 赤羽 澄香(3) 濱 綾華(3) 雨宮 歩美(2) 中屋 遥(3) 増尾 芽衣(3) 平井 里奈(2)

 5/ 7 一般･高校女 小林 彩七(3) 13.01 児玉 奈美(3) 13.31 太田 もも(3) 13.33 倉沢 果歩(3) 13.48 伯耆原 由花(1) 13.72 齊藤静花(2) 13.75 石井 里奈(3) 14.28 大月 来夢(1) 14.74
100m 松商学園高 松商学園高 松本美須々ヶ丘高 松商学園高 松本大 松本蟻ヶ崎高 信大医陸 松商学園高

 5/ 7  -2.5村松 広捺(3) 26.19 長村 紋(4) 26.48 西村 佳菜子(3) 26.76 南澤 明音(1) 27.29 中井 遥菜(2) 27.65 太田 もも(3) 28.85 菅沼 真洸(1) 29.45
200m 松本大 松本大 松商学園高 松本大 松本美須々ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 松本大

 5/ 7 塩原 真悠(3) 2:29.83 村上 明日香(2) 2:31.15 川上 直美(2) 2:34.81 和田 真歩(2) 2:37.55 吉野 なな実(2) 2:53.72
800m 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高 松本深志高 信大医陸

 5/ 7 一ノ瀬 菜月(3) 11:01.31 川上 雅子(2) 11:13.57 小山 ゆき(3) 11:17.73 青木 弥佳(2) 11:46.49 山川 桃佳(3) 12:04.91
3000m 松本深志高 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高 松本深志高

 5/ 7 中井 遥菜(2) 1.45 谷口 真生(1) 1.40 大丸 夏星(1) 1.35
走高跳 松本美須々ヶ丘高 松商学園高 松商学園高

 5/ 7 森本 知隼(2) 5.63(+0.8) 湯本 珠実(2) 4.91(+0.9) 新井 咲(1) 4.66(+0.6) 石井 里奈(3) 3.89(+3.4) 川井 海帆(2) 3.69(+3.2)
走幅跳 松本県ヶ丘高 松商学園高 松本大 信大医陸 松商学園高

 5/ 7 高波 舞(3) 33.83 柴田 友菜(3) 33.08 小倉 未沙希(3) 30.47 一之瀬 陽菜(3) 29.03 萩原 楓(2) 26.79 松本 真輝(2) 26.35 澤崎 恵未(3) 20.22 菅 あさ美(2) 18.48
やり投(0.600kg) 松本県ヶ丘高 田川高 松本工業高 松本深志高 松本大 松本深志高 信大医陸 信大医陸

 5/ 7 松本大       49.60 松商学園高(A)      49.62 松商学園高(B)      51.24 松本蟻ヶ崎高      53.11
4×100m 長村 紋(4) 湯本 珠実(2) 浅村 美優(2) 中村公香(2)

南澤 明音(1) 斉藤 楓花(1) 児玉 奈美(3) 木村 凌(2)
萩原 楓(2) 深澤 由惟(1) 小林 彩七(3) 齊藤静花(2)
村松 広捺(3) 西村 佳菜子(3) 倉沢 果歩(3) 手塚友貴乃(2)

 5/ 7 小学4_6年女 北原 颯記(6) 14.42 田中 優杏菜(6) 14.70 斉藤 凛咲(6) 15.03 青木 美桜(6) 15.04 古田 波音(5) 15.08 中村 紗生(6) 15.38 平林 明夏(6) 15.44 古畑 ゆら(6) 15.46
100m ｺﾒｯﾄ波田 開智小 芳川小 芳川小 開智小 ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田 芝沢小

 5/ 7 千野 唯花(6) 3:35.03 伊藤 奈那(6) 3:35.81 永野 まひろ(6) 3:38.85 丸山 莉央(6) 3:47.05 赤羽 真衣佳(6) 3:49.65 柳澤 陽菜(5) 3:50.73 黒河内 慧莉(6) 3:53.15 越場 友南(5) 3:56.18
1000m 山辺小 芳川小 島内小 菅野小 岡田小 清水小 筑摩小 開智小

 5/ 7 喜島 晴(6) 3.52(+0.9) 上野 夏澄(6) 3.45(-1.1) 倉科 瑠奈(6) 3.38(+1.5) 西保木 優(5) 3.04(+2.1) 山口 七海(4) 2.92(+3.9) 小澤 愛華(6) 2.90(+2.4) 田口真菜(5) 2.83(-0.8) 上条 咲都(5) 2.78(+0.5)
走幅跳 岡田小 田川小 山辺小 山辺小 岡田小 ｺﾒｯﾄ波田 山辺小 寿小

 5/ 7 横山 紗奈(6) 29.77 丹澤 七菜佳(6) 28.79 髙山 樹音(6) 27.21 古畑 はづき(6) 23.33 荻上 柚来(5) 17.71
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 山辺小 菅野小 島内小 島内小 附属松本小

 5/ 7 筑摩小(A)       59.06 芳川小     1:00.69 ｺﾒｯﾄ波田(A)     1:01.91 開智小     1:03.92 菅野小     1:04.01 山辺小(B)     1:04.60 筑摩小(B)     1:04.73 清水小     1:05.20
4×100m 瀧本 歩夢(6) 斉藤 凛咲(6) 土屋 湖白 菱沼 清恵(5) 金田 来未(6) 二木 瑠心 菅野 愛万(5) 中島 鈴乃(6)

三澤 百佳(6) 佐々木 美菜(6) 有山 美桜菜 越場 友南(5) 斉藤 天依(6) 竹内 千潤(5) 関崎 凪紗(5) 塩野﨑 日菜(6)
逢澤 心実(6) 伊藤 奈那(6) 中沢 由菜 島 朝瞳(5) 大木 野々子(6) 矢嶌 黎衣亞 上條 美海(5) 百瀬 朋奈(6)
樽澤 早紀(6) 青木 美桜(6) 絈野 夏海 古田 波音(5) 丹澤 七菜佳(6) 上條 陽菜(5) 宍戸 美希(5) 埋橋 茉子(6)



第59回松本市市民体育大会春季大会　陸上競技の部

競技場：県松本平広域公園

グランドコンディション

 2016/ 5/ 7    8:40    3.5    19.0
   9:00    2.8    18.5
  10:00    4.2    18.0
  11:00    5.1    20.0
  12:00    4.1    21.5
  13:00    1.9    24.0
  14:00    4.0    26.0
  15:00    8.7    25.5
  16:00    9.4    24.5

天候日付 計測場所時刻 気温 ℃ 湿度 ％風速 m/s風向
曇り 東南東  59.0
曇り 南東  62.0
曇り 南東  66.0
曇り 南東  60.0
曇り 東南東  49.0
曇り 東  46.0

晴れ 西南西  39.0

晴れ 西南西  41.0
晴れ 西  41.0



決勝 5月7日 10:40

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -2.3

 1 澤栁 莉子(6)     16.26  1 青木 美桜(6)     15.04 
ｻﾜﾔﾅｷﾞﾘｺ 山辺小 ｱｵｷ ﾐｵ 芳川小

 2 柄澤 はな乃(5)     17.13  2 堀江愛里(6)     16.36 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾉ 附属松本小 ﾎﾘｴ ｱｲﾘ 二子小

 3 小池 ほの香(4)     17.35  3 柴田 遥世(6)     16.47 
ｺｲｹ ﾎﾉｶ 旭町小 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾖ 芳川小

 4 北間 まお(4)     17.86  4 上條 陽菜(5)     16.77 
ｷﾀﾉﾏ ﾏｵ 芝沢小 ｶﾐｼﾞｮｳﾊﾙﾅ 山辺小

 5 大久保 彩加(4)     18.27  5 竹内 千潤(5)     17.18 
ｵｵｸﾎﾞｱﾔｶ 筑摩小 ﾀｹｳﾁﾁﾋﾛ 山辺小

 6 清澤 沙月(4)     18.54  6 大森 ほのか(5)     18.27 
ｷﾖｻﾜ ｻﾂｷ 今井小 ｵｵﾓﾘ ﾎﾉｶ 今井小

 7 後藤 優衣(4)     18.75  7 荻野 舞雪(4)     18.55 
ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 島内小 ｵｷﾞﾉ ﾏﾕｷ 寿小

 8 丸山 涼葉(4)     19.01  8 百瀬 心結(4)     19.43 
ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾞﾊ 筑摩小 ﾓﾓｾ ﾐﾕｳ 寿小
鷲山 芽生(4)
ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ 岡田小

[ 3組] 風速 +3.4 [ 4組] 風速 +3.4

 1 古畑 ゆら(6)     15.46  1 斉藤 凛咲(6)     15.03 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕﾗ 芝沢小 ｻｲﾄｳ ﾘｻ 芳川小

 2 中村 実穏(5)     16.34  2 下里 真弥(6)     15.56 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 芳川小 ｼﾓｻﾄ ﾏﾔ 附属松本小

 3 塩野崎 礼恵(6)     16.79  3 宮田 魅紗(6)     15.71 
ｼｵﾉｻﾞｷｱﾔｴ 山辺小 ﾐﾔﾀ ﾐｰｼｬ 田川小

 4 清澤 志月(6)     17.16  4 勝山 愛美(6)     15.82 
ｷﾖｻﾜ ｼﾂﾞｷ 今井小 ｶﾂﾔﾏ ﾏﾅﾐ 田川小

 5 鈴木 珠有(4)     17.25  5 山辺 葵(5)     17.47 
ｽｽﾞｷ ｼｭｳ 岡田小 ﾔﾏﾍﾞ ｱｵｲ 旭町小

 6 渡部 葵衣(4)     17.81  6 小竹 麻美(6)     17.67 
ﾜﾀﾍﾞ ｱｵｲ 寿小 ｺﾀｹ ﾏﾐ 島内小

 7 尾台 咲和(4)     17.91  7 友渕 瑞穂(5)     18.61 
ｵﾀﾞｲ ｻﾜ 二子小 ﾄﾓﾌﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 寿小

 8 増田 蘭(4)     18.88  8 水落 咲良(4)     21.19 
ﾏｽﾀﾞ ﾗﾝ 岡田小 ﾐｽﾞｵﾁ ｻﾗ 岡田小

[ 5組] 風速 +4.0 [ 6組] 風速 +2.2

 1 萩野 佑奈(6)     16.11  1 北原 颯記(6)     14.42 
ﾊｷﾞﾉ ﾕｳﾅ 芝沢小 ｷﾀﾊﾗ ｻﾂｷ ｺﾒｯﾄ波田

 2 吉沢 桃佳(6)     16.12  2 田中 優杏菜(6)     14.70 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾓﾓｶ ｺﾒｯﾄ波田 ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 開智小

 3 宍戸 美希(5)     16.30  3 古田 波音(5)     15.08 
ｼｼﾄﾞ ﾐｷ 筑摩小 ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 開智小

 4 倉科琴(5)     16.78  4 中村 紗生(6)     15.38 
ｸﾗｼﾅ ｺﾄ 二子小 ﾅｶﾑﾗ ｻｲ ｺﾒｯﾄ波田

 5 百瀬心菜(5)     17.40  5 平林 明夏(6)     15.44 
ﾓﾓｾ ｺｺﾅ 二子小 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ ｺﾒｯﾄ波田

 6 鈴木 信濃(4)     17.46  6 須澤 奏心(6)     16.02 
ｽｽﾞｷ ｼﾅﾉ 開智小 ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 開智小

 7 藤木 澪(4)     17.54  7 磯部 睦(6)     17.27 
ﾌｼﾞｷ ﾐｵ 筑摩小 ｲｿﾍﾞ ﾑﾂﾐ 鎌田小

 8 細川 心那(5)     20.53  8 阿部 愛華(5)     19.75 
ﾎｿｶﾜ ｺｺﾅ 寿AC ｱﾍﾞ ﾏﾅｶ 鎌田小

小学4_6年女子

100m
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  198

  332

  187

  160

  157

順 No.

  301

  134

  247

  337

  152

  244

  353

  304

  316

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名
  227

  293

  104

  283

  325   119

  333

  176

記録／備考
  127

  168

  164

  126

  167

  178

  177  231



   1 北原 颯記(6) ｺﾒｯﾄ波田     14.42 (+2.2)   6   1
   2 田中 優杏菜(6) 開智小     14.70 (+2.2)   6   2
   3 斉藤 凛咲(6) 芳川小     15.03 (+3.4)   4   1
   4 青木 美桜(6) 芳川小     15.04 (-2.3)   2   1
   5 古田 波音(5) 開智小     15.08 (+2.2)   6   3
   6 中村 紗生(6) ｺﾒｯﾄ波田     15.38 (+2.2)   6   4
   7 平林 明夏(6) ｺﾒｯﾄ波田     15.44 (+2.2)   6   5
   8 古畑 ゆら(6) 芝沢小     15.46 (+3.4)   3   1
   9 下里 真弥(6) 附属松本小     15.56 (+3.4)   4   2
  10 宮田 魅紗(6) 田川小     15.71 (+3.4)   4   3
  11 勝山 愛美(6) 田川小     15.82 (+3.4)   4   4
  12 須澤 奏心(6) 開智小     16.02 (+2.2)   6   6
  13 萩野 佑奈(6) 芝沢小     16.11 (+4.0)   5   1
  14 吉沢 桃佳(6) ｺﾒｯﾄ波田     16.12 (+4.0)   5   2
  15 澤栁 莉子(6) 山辺小     16.26 (-0.9)   1   1
  16 宍戸 美希(5) 筑摩小     16.30 (+4.0)   5   3
  17 中村 実穏(5) 芳川小     16.34 (+3.4)   3   2
  18 堀江愛里(6) 二子小     16.36 (-2.3)   2   2
  19 柴田 遥世(6) 芳川小     16.47 (-2.3)   2   3
  20 上條 陽菜(5) 山辺小     16.77 (-2.3)   2   4
  21 倉科琴(5) 二子小     16.78 (+4.0)   5   4
  22 塩野崎 礼恵(6) 山辺小     16.79 (+3.4)   3   3
  23 柄澤 はな乃(5) 附属松本小     17.13 (-0.9)   1   2
  24 清澤 志月(6) 今井小     17.16 (+3.4)   3   4
  25 竹内 千潤(5) 山辺小     17.18 (-2.3)   2   5
  26 鈴木 珠有(4) 岡田小     17.25 (+3.4)   3   5
  27 磯部 睦(6) 鎌田小     17.27 (+2.2)   6   7
  28 小池 ほの香(4) 旭町小     17.35 (-0.9)   1   3
  29 百瀬心菜(5) 二子小     17.40 (+4.0)   5   5
  30 鈴木 信濃(4) 開智小     17.46 (+4.0)   5   6
  31 山辺 葵(5) 旭町小     17.47 (+3.4)   4   5
  32 藤木 澪(4) 筑摩小     17.54 (+4.0)   5   7
  33 小竹 麻美(6) 島内小     17.67 (+3.4)   4   6
  34 渡部 葵衣(4) 寿小     17.81 (+3.4)   3   6
  35 北間 まお(4) 芝沢小     17.86 (-0.9)   1   4
  36 尾台 咲和(4) 二子小     17.91 (+3.4)   3   7
  37 大久保 彩加(4) 筑摩小     18.27 (-0.9)   1   5
  37 大森 ほのか(5) 今井小     18.27 (-2.3)   2   6
  39 清澤 沙月(4) 今井小     18.54 (-0.9)   1   6
  40 荻野 舞雪(4) 寿小     18.55 (-2.3)   2   7
  41 友渕 瑞穂(5) 寿小     18.61 (+3.4)   4   7
  42 後藤 優衣(4) 島内小     18.75 (-0.9)   1   7
  43 増田 蘭(4) 岡田小     18.88 (+3.4)   3   8
  44 丸山 涼葉(4) 筑摩小     19.01 (-0.9)   1   8
  45 百瀬 心結(4) 寿小     19.43 (-2.3)   2   8
  46 阿部 愛華(5) 鎌田小     19.75 (+2.2)   6   8
  47 細川 心那(5) 寿AC     20.53 (+4.0)   5   8
  48 水落 咲良(4) 岡田小     21.19 (+3.4)   4   8

小学4_6年女子
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[ 1組] [ 2組]

 1 千野 唯花(6)   3:35.03  1 伊藤 奈那(6)   3:35.81 
ﾁﾉﾕｲｶ 山辺小 ｲﾄｳ ﾅﾅ 芳川小

 2 永野 まひろ(6)   3:38.85  2 丸山 莉央(6)   3:47.05 
ﾅｶﾞﾉ ﾏﾋﾛ 島内小 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｵ 菅野小

 3 中村 実椰(5)   4:02.74  3 赤羽 真衣佳(6)   3:49.65 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾔ 芳川小 ｱｶﾊﾈ ﾏｲｶ 岡田小

 4 中川 凜音(5)   4:08.47  4 柳澤 陽菜(5)   3:50.73 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾉ 寿小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 清水小

 5 遠藤 泉水(5)   4:13.74  5 黒河内 慧莉(6)   3:53.15 
ｴﾝﾄﾞｳｲｽﾞﾐ 山辺小 ｸﾛｺﾞｳﾁ ｴﾘ 筑摩小

 6 滝沢萌湖(5)   4:13.74  6 越場 友南(5)   3:56.18 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾓｺ 二子小 ｺｼﾊﾞ ﾕｳﾅ 開智小

 7 岩水 晴香(4)   4:15.88  7 小山 葉衣莉(5)   4:04.17 
ｲﾜﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 筑摩小 ｺﾔﾏ ﾊｲﾘ ｺﾒｯﾄ波田

 8 中川 遥香(4)   4:34.78  8 柳沢 理沙(5)   4:13.22 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 筑摩小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｻ 寿小

 9 ﾔﾏｸﾁ ﾄｼｴ(4)   4:38.41  9 荻原 華子(5)   4:21.42 
ﾔﾏｸﾁ ﾄｼｴ 菅野小 ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾅｺ 寿小

10 津滝さら(4)   4:38.75 村岡 美玖(6)
ﾂﾀｷ ｻﾗ 二子小 ﾑﾗｵｶ ﾐｸ ｺﾒｯﾄ波田

11 本橋 芽衣(4)   4:49.57 
ﾓﾄﾊｼ ﾒｲ 筑摩小

   1 千野 唯花(6) 山辺小     3:35.03   1   1
   2 伊藤 奈那(6) 芳川小     3:35.81   2   1
   3 永野 まひろ(6) 島内小     3:38.85   1   2
   4 丸山 莉央(6) 菅野小     3:47.05   2   2
   5 赤羽 真衣佳(6) 岡田小     3:49.65   2   3
   6 柳澤 陽菜(5) 清水小     3:50.73   2   4
   7 黒河内 慧莉(6) 筑摩小     3:53.15   2   5
   8 越場 友南(5) 開智小     3:56.18   2   6
   9 中村 実椰(5) 芳川小     4:02.74   1   3
  10 小山 葉衣莉(5) ｺﾒｯﾄ波田     4:04.17   2   7
  11 中川 凜音(5) 寿小     4:08.47   1   4
  12 柳沢 理沙(5) 寿小     4:13.22   2   8
  13 遠藤 泉水(5) 山辺小     4:13.74   1   5
  13 滝沢萌湖(5) 二子小     4:13.74   1   6
  15 岩水 晴香(4) 筑摩小     4:15.88   1   7
  16 荻原 華子(5) 寿小     4:21.42   2   9
  17 中川 遥香(4) 筑摩小     4:34.78   1   8
  18 ﾔﾏｸﾁ ﾄｼｴ(4) 菅野小     4:38.41   1   9
  19 津滝さら(4) 二子小     4:38.75   1  10
  20 本橋 芽衣(4) 筑摩小     4:49.57   1  11  295
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[ 1組] [ 2組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 芳川小   353 斉藤 凛咲(6)   1:00.69  1 筑摩小(A)   290 瀧本 歩夢(6)     59.06 

ﾖｼｶﾜｼｮｳ ｻｲﾄｳ ﾘｻ ﾂｶﾏｼｮｳA ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ
  348 佐々木 美菜(6)   282 三澤 百佳(6)

ｻｻｷ ﾐﾅ ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ
  346 伊藤 奈那(6)   273 逢澤 心実(6)

ｲﾄｳ ﾅﾅ ｱｲｻﾞﾜ ｺﾉﾐ
  352 青木 美桜(6)   291 樽澤 早紀(6)

ｱｵｷ ﾐｵ ﾀﾙｻﾜ ｻｷ
 2 菅野小   251 金田 来未(6)   1:04.01  2 ｺﾒｯﾄ波田(A)   121 土屋 湖白   1:01.91 

ｽｶﾞﾉｼｮｳ ｶﾈﾀﾞ ｸﾙﾐ ｺﾒｯﾄﾊﾀA ﾂﾁﾔ ｺﾊｸ
  253 斉藤 天依(6)   129 有山 美桜菜

ｻｲﾄｳ ｱﾏﾈ ｱﾘﾔﾏ ﾐｵﾅ
  254 大木 野々子(6)   120 中沢 由菜

ｵｵｷ ﾉﾉｺ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾅ
  255 丹澤 七菜佳(6)   130 絈野 夏海

ﾀﾝｻﾞﾜ ﾅﾅｶ ｶｾﾉ ﾅﾂﾐ
 3 山辺小(B)   212 二木 瑠心   1:04.60  3 開智小   171 菱沼 清恵(5)   1:03.92 

ﾔﾏﾍﾞｼｮｳB ﾌﾀﾂｷﾞﾙｺ ｶｲﾁｼｮｳ ﾋｼﾇﾏ ｷﾖｴ
  208 竹内 千潤(5)   162 越場 友南(5)

ﾀｹｳﾁﾁﾋﾛ ｺｼﾊﾞ ﾕｳﾅ
  215 矢嶌 黎衣亞   169 島 朝瞳(5)

ﾔｼﾞﾏﾚｲｱ ｼﾏ ｱｻﾋ
  204 上條 陽菜(5)   164 古田 波音(5)

ｶﾐｼﾞｮｳﾊﾙﾅ ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ
 4 筑摩小(B)   286 菅野 愛万(5)   1:04.73  4 ｺﾒｯﾄ波田(B)   102 奥原 美幌   1:05.52 

ﾂｶﾏｼｮｳB ｶﾝﾉ ｴﾏ ｺﾒｯﾄﾊﾀB ｵｸﾊﾗ ﾐﾎﾛ
  276 関崎 凪紗(5)   109 守屋 美沙紀

ｾｷｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ ﾓﾘﾔ ﾐｻｷ
  284 上條 美海(5)   131 髙橋 若菜

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｳ ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ
  283 宍戸 美希(5)   123 奈良 朋果

ｼｼﾄﾞ ﾐｷ ﾅﾗ ﾄﾓｶ
 5 清水小   263 中島 鈴乃(6)   1:05.20  5 岡田小(B)   153 水落 凜(6)   1:05.55 

ｼﾐｽﾞｼｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾞﾉ ｵｶﾀﾞｼｮｳB ﾐｽﾞｵﾁ ﾘﾝ
  257 塩野﨑 日菜(6)   154 西村 菜央(6)

ｼｵﾉｻﾞｷ ﾋﾅ ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ
  264 百瀬 朋奈(6)   155 斉藤 杏奈(6)

ﾓﾓｾ ﾄﾓﾅ ｻｲﾄｳ ｱﾝﾅ
  265 埋橋 茉子(6)   148 喜島 晴(6)

ｳｽﾞﾊｼ ﾏｺ ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ
 6 山辺小(A)   206 千野 唯花(6)   1:06.24 岡田小(A)   146 丸山 綾香(6)

ﾔﾏﾍﾞｼｮｳA ﾁﾉﾕｲｶ ｵｶﾀﾞｼｮｳA ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 失格
  198 塩野崎 礼恵(6)   159 尾関 紗佳(6) R1[3-4]

ｼｵﾉｻﾞｷｱﾔｴ ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ
  207 倉科 瑠奈(6)   149 山下 結美子(6)

ｸﾗｼﾅﾙﾅ ﾔﾏｼﾀ ﾕﾐｺ
  216 澤栁 莉子(6)   161 鷲山 芽生(4)

ｻﾜﾔﾅｷﾞﾘｺ ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ
今井小   188 村山 愛美(6)
ｲﾏｲｼｮｳ ﾑﾗﾔﾏ ﾏﾅﾐ 失格

  187 清澤 志月(6) R1[1-2]
ｷﾖｻﾜ ｼﾂﾞｷ

  192 柏原 野江(6)
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾉｴ

  185 古田 いづみ(6)
ﾌﾙﾀ ｲﾂﾞﾐ

   1 筑摩小(A)     59.06 瀧本 歩夢(6) 三澤 百佳(6) 逢澤 心実(6) 樽澤 早紀(6)   2   1
   2 芳川小   1:00.69 斉藤 凛咲(6) 佐々木 美菜(6) 伊藤 奈那(6) 青木 美桜(6)   1   1
   3 ｺﾒｯﾄ波田(A)   1:01.91 土屋 湖白 有山 美桜菜 中沢 由菜 絈野 夏海   2   2
   4 開智小   1:03.92 菱沼 清恵(5) 越場 友南(5) 島 朝瞳(5) 古田 波音(5)   2   3
   5 菅野小   1:04.01 金田 来未(6) 斉藤 天依(6) 大木 野々子(6) 丹澤 七菜佳(6)   1   2
   6 山辺小(B)   1:04.60 二木 瑠心 竹内 千潤(5) 矢嶌 黎衣亞 上條 陽菜(5)   1   3
   7 筑摩小(B)   1:04.73 菅野 愛万(5) 関崎 凪紗(5) 上條 美海(5) 宍戸 美希(5)   1   4
   8 清水小   1:05.20 中島 鈴乃(6) 塩野﨑 日菜(6) 百瀬 朋奈(6) 埋橋 茉子(6)   1   5
   9 ｺﾒｯﾄ波田(B)   1:05.52 奥原 美幌 守屋 美沙紀 髙橋 若菜 奈良 朋果   2   4
  10 岡田小(B)   1:05.55 水落 凜(6) 西村 菜央(6) 斉藤 杏奈(6) 喜島 晴(6)   2   5
  11 山辺小(A)   1:06.24 千野 唯花(6) 塩野崎 礼恵(6) 倉科 瑠奈(6) 澤栁 莉子(6)   1   6

小学4_6年女子
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喜島 晴(6)   3.52   2.94    x    3.52 
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ 岡田小   +0.9   -2.1    +0.9
上野 夏澄(6)   3.45   3.41   3.36    3.45 
ｳｴﾉ ｶｽﾐ 田川小   -1.1   -3.5   +2.4    -1.1
倉科 瑠奈(6)   3.38   2.92   3.06    3.38 
ｸﾗｼﾅﾙﾅ 山辺小   +1.5   +1.8   +1.2    +1.5
西保木 優(5)   2.87   3.04   2.54    3.04 
ﾆｼﾎｷﾞﾕｳ 山辺小   -1.6   +2.1   +0.5    +2.1
山口 七海(4)   2.82   2.89   2.92    2.92 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 岡田小   +2.1   -0.6   +3.9    +3.9
小澤 愛華(6)   2.66   2.80   2.90    2.90 
ｵｻﾞﾜ ﾏﾅｶ ｺﾒｯﾄ波田   -0.4   +3.6   +2.4    +2.4
田口真菜(5)   2.63   2.55   2.83    2.83 
ﾀｸﾞﾁﾏﾅ 山辺小   +0.4    0.0   -0.8    -0.8
上条 咲都(5)   2.55   2.69   2.78    2.78 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ 寿小   +0.3   +1.3   +0.5    +0.5
田上 乃愛(4)    x   2.55   2.66    2.66 
ﾀｳｴ ﾉｱ 岡田小   +0.3   +1.8    +1.8
山口 凛音(5)   2.66   2.49   2.46    2.66 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｵﾝ 大野川小   +1.0   -2.9   +0.8    +1.0
渡辺 咲奈(4)    x    x   2.14    2.14 
ﾜﾀﾅﾍﾞｻｸﾅ 山辺小   -1.1    -1.1

10   267

11   211

8   241

9   158

6   112

7   210

4   205

5   150

2   305

3   207

備考

1   148

-3-

小学4_6年女子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録



決勝 5月7日  9:00

横山 紗奈(6)
ﾖｺﾔﾏｻﾅ 山辺小
丹澤 七菜佳(6)
ﾀﾝｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 菅野小
髙山 樹音(6)
ﾀｶﾔﾏ ｼﾞｭﾉﾝ 島内小
古畑 はづき(6)
ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾂﾞｷ 島内小
荻上 柚来(5)
ｵｷﾞｳｴ ﾕｽﾞｷ 附属松本小

 17.71  12.83  11.41
5   336

 17.71

 23.33 

 27.21 

4   314
 23.33  20.90  22.59

 27.21  22.94
3   321

 23.51

 28.79 

 29.77 

 28.32
2   255

 27.00  28.79

備考

1   199
 29.54    x  29.77

-3-

小学4_6年女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録



予選 5月7日 11:30
決勝 5月7日 14:45

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +4.0

 1 根津 万桜(2)     15.17  1 笠井 楽々(2)     14.33 
ﾈﾂ ﾏｵ 女鳥羽中 ｶｻｲ ﾗﾗ 附属松本中

 2 中沢 裕美(2)     15.24  2 吉川 若那(3)     14.64 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 鉢盛中 ｷｯｶﾜ ﾓﾅ 女鳥羽中

 3 梶川 海友(3)     15.49  3 三澤 夢歩(2)     14.77 
ｶｼﾞｶﾜ ﾐﾕ 山辺中 ﾐｻﾜ ﾕﾒﾎ 菅野中

 4 井藤 野衣(2)     15.56  4 小須田 真子(2)     14.78 
ｲﾌｼﾞ ﾉｴ 附属松本中 ｺｽﾀﾞ ﾏｺ 筑摩野中

 5 大澤 弥帆(3)     15.71  5 舘野 玲美(3)     14.93 
ｵｵｻﾜ ﾐﾎ 梓川中 ﾀﾃﾉ ﾚﾐ 筑摩野中

 6 臼井 涼葉(3)     15.89  6 松田 優(3)     15.22 
ｳｽｲ ｽｽﾞﾊ 女鳥羽中 ﾏﾂﾀﾞ  ﾕｳ 開成中

 7 尾﨑 響(2)     15.93  7 横内 芳香(2)     16.06 
ｵｻﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 山辺中 ﾖｺｳﾁ ﾊﾅｶ 松島中

 8 宮澤 舞香(2)     16.26 山田 真梨子(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｲｶ 附属松本中 ﾔﾏﾀﾞ  ﾏﾘｺ 開成中

[ 3組] 風速 +3.4 [ 4組] 風速 +1.4

 1 根本 樹(2)     13.97 q  1 野口 沙彩(3)     13.62 q
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 波田中 ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 鉢盛中

 2 黒岩 里音(2)     14.13 q  2 佐藤 優花(2)     13.77 q
ｸﾛｲﾜ ﾘｵﾝ 筑摩野中 ｻﾄｳ ﾕｳｶ 波田中

 3 杉村 穂乃美(2)     14.21 q  3 繁村 楓子(2)     13.90 q
ｽｷﾞﾑﾗ ﾎﾉﾐ 女鳥羽中 ｼｹﾞﾑﾗ ﾌｳｺ 菅野中

 4 百瀬 薫乃(3)     14.31  4 和田 未来(3)     14.03 q
ﾓﾓｾ ﾕｷﾉ 筑摩野中 ﾜﾀﾞ ﾐﾗｲ 菅野中

 5 太田 安奈(2)     14.36  5 増尾 芽衣(3)     14.13 q
ｵｵﾀ ｱﾝﾅ 波田中 ﾏｽｵ ﾒｲ 松島中

 6 野村 栞里(2)     14.41  6 塙 茜音(3)     14.30 
ﾉﾑﾗ ｼｵﾘ 菅野中 ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ 鉢盛中

 7 平井 里奈(2)     14.47  7 野田 清花(3)     14.65 
ﾋﾗｲ ﾘﾅ 附属松本中 ﾉﾀﾞ ｻﾔｶ 松島中

 8 塩原 香葉子(3)     14.53  8 大木 菜緒(2)     14.70 
ｼｵﾊﾗ ｶﾖｺ 高綱中 ｵｵｷ ﾅｵ 清水中

風速 -5.0

 1 野口 沙彩(3)     14.14 
ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ 鉢盛中

 2 佐藤 優花(2)     14.72 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 波田中

 3 根本 樹(2)     14.78 
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 波田中

 4 増尾 芽衣(3)     15.00 
ﾏｽｵ ﾒｲ 松島中

 4 繁村 楓子(2)     15.00 
ｼｹﾞﾑﾗ ﾌｳｺ 菅野中

 6 杉村 穂乃美(2)     15.02 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾎﾉﾐ 女鳥羽中

 7 和田 未来(3)     15.04 
ﾜﾀﾞ ﾐﾗｲ 菅野中

 8 黒岩 里音(2)     15.11 
ｸﾛｲﾜ ﾘｵﾝ 筑摩野中

 7224

 7244

 7238

 7291

 7394

 7093

 7439

 7393

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 7092

 6940

 7093

 7440

 7238

 7224

記録／備考
 7439

 7393

 7455

 7181

 7395

 7209

 7291

 7259

 7394

 7244

欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名

 7098

 7120

 7242

 7122

 7237

 7245

所属名 記録／備考
 7452

順 No. 氏  名

 7285

 8701

 7458

 7343

 7287

 7166

 7450

記録／備考
 7292

 7446

順 No. 氏  名 所属名

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



予選 5月7日  9:05
決勝 5月7日 14:25

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -1.0

 1 濱 綾華(3)     29.48 q  1 伊藤 百合菜(2)     27.53 q
ﾊﾏ ｱﾔｶ 信明中 ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 波田中

 2 宮本 真花(3)     30.01 q  2 山田 好恵(2)     27.95 q
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 清水中 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ 信明中

 3 加藤 光(2)     30.70  3 中原 小雪(3)     28.39 q
ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 附属松本中 ﾅｶﾊﾗ  ｺﾕｷ 開成中

 4 小松 真子(2)     31.25  4 堀江 星菜(3)     29.53 q
ｺﾏﾂ ﾏｺ 女鳥羽中 ﾎﾘｴ ｾｲﾅ 菅野中

 5 丸山 絵里菜(3)     31.40  5 中屋 遥(3)     29.99 q
ﾏﾙﾔﾏ ｴﾘﾅ 丸ﾉ内中 ﾅｶﾔ ﾊﾙｶ 附属松本中

 6 橋本 菜々(3)     32.49  6 添田 聖良(3)     30.10 q
ﾊｼﾓﾄ  ﾅﾅ 開成中 ｿｴﾀﾞ ｾｲﾗ 附属松本中

 7 宮下 れな(3)     32.79 樋口 虹夏(3)
ﾐﾔｼﾀ ﾚﾅ 菅野中 ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 波田中
中野 利都(3)
ﾅｶﾉ ﾘﾄ 筑摩野中

風速 -2.8

 1 伊藤 百合菜(2)     28.23 
ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 波田中

 2 山田 好恵(2)     28.51 
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ 信明中

 3 中原 小雪(3)     29.03 
ﾅｶﾊﾗ  ｺﾕｷ 開成中

 4 濱 綾華(3)     29.76 
ﾊﾏ ｱﾔｶ 信明中

 5 堀江 星菜(3)     29.96 
ﾎﾘｴ ｾｲﾅ 菅野中

 6 宮本 真花(3)     30.09 
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 清水中

 7 添田 聖良(3)     30.42 
ｿｴﾀﾞ ｾｲﾗ 附属松本中

 8 中屋 遥(3)     30.90 
ﾅｶﾔ ﾊﾙｶ 附属松本中

 6956

 7468

 7470

 7013

 7225

 7014

 7119

記録／備考
 7392

順 No. 氏  名 所属名

 7388
欠場

決勝

欠場
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 7468

 7119
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 7392

 7014

順 No. 氏  名 所属名

 7121

 7220
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 7453
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記録／備考
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 6956

順 No. 氏  名 所属名

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

記録／備考



決勝 5月7日 12:25

[ 1組] [ 2組]

 1 松原 月歌(2)   2:25.80  1 小澤 美鈴(3)   2:37.66 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ 附属松本中 ｵｻﾞﾜ ﾐｽｽﾞ 菅野中

 2 中島 遥佳   2:45.58  2 上條 優里(3)   2:39.55 
ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ 信明中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾘ 鉢盛中

 3 久保田 舞(3)   2:45.77  3 畑野 実優(3)   2:44.37 
ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ 女鳥羽中 ﾊﾀﾉ ﾐｳ 女鳥羽中

 4 廣部 梨花(2)   2:50.19  4 清水 愛巴(2)   2:44.64 
ﾋﾛﾍﾞ ﾘﾝｶ 高綱中 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾊ 鉢盛中

 5 池澤 妙萌(3)   2:50.93  5 篠田 結衣(2)   2:46.58 
ｲｹｻﾞﾜ ﾀｴﾓ 筑摩野中 ｼﾉﾀﾞ ﾕｲ 筑摩野中

 6 黒川 颯希(3)   3:01.31  6 望月 温(3)   2:52.56 
ｸﾛｶﾜ ｻﾂｷ 清水中 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾄﾞｶ 筑摩野中

 7 狩野 陽香(2)   3:05.43 中島 愛(2)
ｶﾉｳ ﾊﾙｶ 丸ﾉ内中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ 菅野中

 8 上條 美結(2)   3:06.35 草間 遥香(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾕ 鉢盛中 ｸｻﾏ ﾊﾙｶ 筑摩野中
永井 瑞希(3)
ﾅｶﾞｲ ﾐｽﾞｷ 丸ﾉ内中

[ 3組]

 1 小山 莉那(3)   2:22.83 
ｺﾔﾏ ﾘﾅ 菅野中

 2 中山 詩野(3)   2:29.91 
ﾅｶﾔﾏ ｼﾉ 附属松本中

 3 永田 千穂里(3)   2:38.22 
ﾅｶﾞﾀ ﾁﾎﾘ 高綱中

 4 伊藤 心子(2)   2:39.33 
ｲﾄｳ ｺｺﾛｺ 菅野中

 5 奥原 奈々香(3)   2:47.94 
ｵｸﾊﾗ ﾅﾅｶ 山辺中

 6 小林 さら咲(2)   2:55.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾗｻ 鎌田中

 7 倉田 千冬(3)   3:00.36 
ｸﾗﾀ  ﾁﾌﾕ 鎌田中
金子 碧(3)
ｶﾈｺ ｱｵｲ 鉢盛中

   1 小山 莉那(3) 菅野中     2:22.83   3   1
   2 松原 月歌(2) 附属松本中     2:25.80   1   1
   3 中山 詩野(3) 附属松本中     2:29.91   3   2
   4 小澤 美鈴(3) 菅野中     2:37.66   2   1
   5 永田 千穂里(3) 高綱中     2:38.22   3   3
   6 伊藤 心子(2) 菅野中     2:39.33   3   4
   7 上條 優里(3) 鉢盛中     2:39.55   2   2
   8 畑野 実優(3) 女鳥羽中     2:44.37   2   3
   9 清水 愛巴(2) 鉢盛中     2:44.64   2   4
  10 中島 遥佳 信明中     2:45.58   1   2
  11 久保田 舞(3) 女鳥羽中     2:45.77   1   3
  12 篠田 結衣(2) 筑摩野中     2:46.58   2   5
  13 奥原 奈々香(3) 山辺中     2:47.94   3   5
  14 廣部 梨花(2) 高綱中     2:50.19   1   4
  15 池澤 妙萌(3) 筑摩野中     2:50.93   1   5
  16 望月 温(3) 筑摩野中     2:52.56   2   6
  17 小林 さら咲(2) 鎌田中     2:55.09   3   6
  18 倉田 千冬(3) 鎌田中     3:00.36   3   7
  19 黒川 颯希(3) 清水中     3:01.31   1   6
  20 狩野 陽香(2) 丸ﾉ内中     3:05.43   1   7
  21 上條 美結(2) 鉢盛中     3:06.35   1   8

中学女子

800m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
 7456

 7015

 7288
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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欠場
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欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 順位記録 備考 組
 7223
 7456
 7471

所属名

 7219
 7182
 7230
 7435
 7286
 7442
 7015
 7288
 7246
 7167
 7185
 7263

 7039
 7445

 7253
 6974
 6973
 6955



決勝 5月7日 15:15

 1 宮澤 花奈実(3)  10:53.73 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 菅野中

 2 高坂 珠実(3)  11:16.04 
ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 高綱中

 3 塚原 里沙(2)  11:20.67 
ﾂｶﾊﾗ ﾘｻ 筑摩野中

 4 伊藤 花織(3)  11:46.25 
ｲﾄｳ ｶｵﾘ 菅野中

 5 山口 智美(2)  11:50.51 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 山辺中

 6 明間 礼峰(3)  12:20.42 
ｱｹﾏ ｱﾔﾈ 鉢盛中

 7 上島 沙稀(3)  12:28.42 
ｶﾐｼﾞﾏ ｻｷ 筑摩野中

 8 一之瀬 明希(2)  12:49.66 
ｲﾁﾉｾ ｱｷ 菅野中

 9 岩垂 優来(2)  13:26.40 
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾕﾗ 菅野中

10 二木 麗未(2)  13:47.81 
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾚﾐ 梓川中

11 中藤 夏葵(3)  13:51.25 
ﾅｶﾌｼﾞ ﾅﾂｷ 旭町中

12 飯森 みさと(3)  14:07.82 
ｲｲﾓﾘ ﾐｻﾄ 筑摩野中

13 西牧 そら(2)  14:07.92 
ﾆｼﾏｷ ｿﾗ 清水中

14 齋藤 あゆり(3)  14:48.19 
ｻｲﾄｳ ｱﾕﾘ 梓川中
中島 千花(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾊﾅ 筑摩野中

中学女子

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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 7234

 7235

 7344

 7068

 7265

 7247
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 6941

 7376



決勝 5月7日 10:15

[ 1組] 風速 +4.9 [ 2組] 風速 +3.6

 1 塩原 琴葉(3)     18.43  1 倉沢 真奈(3)     17.46 
ｼｵﾊﾗ ｺﾄﾊ 鉢盛中 ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ 鉢盛中

 2 平野 百音(3)     18.56  2 山﨑 新奈(3)     18.02 
ﾋﾗﾉ ﾓﾈ 丸ﾉ内中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾆｲﾅ 附属松本中

 3 田中 柚衣(3)     18.72  3 二木 愛心(2)     18.18 
ﾀﾅｶ ﾕｲ 菅野中 ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｺ 山辺中

 4 瀬川 優月(2)     19.27  4 赤羽 玲南(3)     18.40 
ｾｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 高綱中 ｱｶﾊﾈ ﾚﾅ 山辺中

 5 下山 千佳(3)     20.00  5 赤羽 澄香(3)     18.54 
ｼﾓﾔﾏ ﾁｶ 附属松本中 ｱｶﾊﾈ ｽﾐｶ 旭町中

 6 石川 綾菜(2)     20.06  6 青木 梨乃(3)     18.66 
ｲｼｶﾜ ｱﾔﾅ 菅野中 ｱｵｷ ﾘﾉ 梓川中

 7 廣瀬 綾菜(3)     20.40 高木 陽香(3)
ﾋﾛｾ ｱﾔﾅ 波田中 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 信明中

 8 村松 華果(2)     25.06 麻原 優花(3)
ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾅｶ 丸ﾉ内中 ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 清水中
野口 さくら(3) 深澤 あまね(2)
ﾉｸﾞﾁ ｻｸﾗ 菅野中 ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 旭町中

   1 倉沢 真奈(3) 鉢盛中     17.46 (+3.6)   2   1
   2 山﨑 新奈(3) 附属松本中     18.02 (+3.6)   2   2
   3 二木 愛心(2) 山辺中     18.18 (+3.6)   2   3
   4 赤羽 玲南(3) 山辺中     18.40 (+3.6)   2   4
   5 塩原 琴葉(3) 鉢盛中     18.43 (+4.9)   1   1
   6 赤羽 澄香(3) 旭町中     18.54 (+3.6)   2   5
   7 平野 百音(3) 丸ﾉ内中     18.56 (+4.9)   1   2
   8 青木 梨乃(3) 梓川中     18.66 (+3.6)   2   6
   9 田中 柚衣(3) 菅野中     18.72 (+4.9)   1   3
  10 瀬川 優月(2) 高綱中     19.27 (+4.9)   1   4
  11 下山 千佳(3) 附属松本中     20.00 (+4.9)   1   5
  12 石川 綾菜(2) 菅野中     20.06 (+4.9)   1   6
  13 廣瀬 綾菜(3) 波田中     20.40 (+4.9)   1   7
  14 村松 華果(2) 丸ﾉ内中     25.06 (+4.9)   1   8
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予選 5月7日 13:10
決勝 5月7日 15:45

[ 1組] [ 2組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 山辺中  7162 赤羽 玲南(3)     56.01 q  1 鉢盛中  7438 北村 優月(3)     54.72 q

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｱｶﾊﾈ ﾚﾅ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｷﾀﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ
 7165 平岡 京花(3)  7439 野口 沙彩(3)

ﾋﾗｵｶ ｷｮｳｶ ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ
 8707 久根下 咲良(3)  7436 倉沢 真奈(3)

ｸﾈｼﾀ ｻｸﾗ ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ
 8700 雨宮 歩美(2)  7440 塙 茜音(3)

ｱﾒﾐﾔ ｱﾕﾐ ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ
 2 松島中  7092 野田 清花(3)     57.32 q  2 波田中  7394 根本 樹(2)     54.92 q

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ﾉﾀﾞ ｻﾔｶ ﾊﾀﾁｭｳ ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 7096 永峰 愛(2)  7392 伊藤 百合菜(2)

ﾅｶﾞﾐﾈ ｱｲ ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
 7097 山村 美空(2)  7393 佐藤 優花(2)

ﾔﾏﾑﾗ ﾐｸ ｻﾄｳ ﾕｳｶ
 7093 増尾 芽衣(3)  7395 太田 安奈(2)

ﾏｽｵ ﾒｲ ｵｵﾀ ｱﾝﾅ
 3 附属松本中(B)  7452 笠井 楽々(2)     57.48 q  3 旭町中  7065 藤井 若菜(3)     55.19 q

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳB ｶｻｲ ﾗﾗ ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾌｼﾞｲ ﾜｶﾅ
 7453 加藤 光(2)  7070 深澤 あまね(2)

ｶﾄｳ ﾋｶﾙ ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 7450 井藤 野衣(2)  7072 小林 みう(2)

ｲﾌｼﾞ ﾉｴ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｳ
 7455 平井 里奈(2)  7066 赤羽 澄香(3)

ﾋﾗｲ ﾘﾅ ｱｶﾊﾈ ｽﾐｶ
 4 筑摩野中  7242 舘野 玲美(3)     57.52  4 附属松本中(A)  7472 山﨑 新奈(3)     55.73 q

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ﾀﾃﾉ ﾚﾐ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA ﾔﾏｻﾞｷ ﾆｲﾅ
 7245 小須田 真子(2)  7474 寺島 風美花(3)

ｺｽﾀﾞ ﾏｺ ﾃﾗｼﾏ ﾌﾐｶ
 7257 山口 愛莉(3)  7468 添田 聖良(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ ｿｴﾀﾞ ｾｲﾗ
 7259 百瀬 薫乃(3)  7470 中屋 遥(3)

ﾓﾓｾ ﾕｷﾉ ﾅｶﾔ ﾊﾙｶ
 5 開成中  7122 松田 優(3)     57.85  5 信明中  7010 小林 加奈(3)     56.74 q

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾏﾂﾀﾞ  ﾕｳ ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 7119 中原 小雪(3)  7014 山田 好恵(2)

ﾅｶﾊﾗ  ｺﾕｷ ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ
 7120 山田 真梨子(3)  7015 中島 遥佳

ﾔﾏﾀﾞ  ﾏﾘｺ ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ
 7121 橋本 菜々(3)  7013 濱 綾華(3)

ﾊｼﾓﾄ  ﾅﾅ ﾊﾏ ｱﾔｶ
 6 清水中(A)  6941 西牧 そら(2)     58.96  6 女鳥羽中  7285 吉川 若那(3)     57.81 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳA ﾆｼﾏｷ ｿﾗ ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ｷｯｶﾜ ﾓﾅ
 6956 宮本 真花(3)  7290 小松 真子(2)

ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ ｺﾏﾂ ﾏｺ
 6955 黒川 颯希(3)  7291 杉村 穂乃美(2)

ｸﾛｶﾜ ｻﾂｷ ｽｷﾞﾑﾗ ﾎﾉﾐ
 6940 大木 菜緒(2)  7292 根津 万桜(2)

ｵｵｷ ﾅｵ ﾈﾂ ﾏｵ
丸ﾉ内中  7036 天野 絵理奈(2) 菅野中  7209 野村 栞里(2)
ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｱﾏﾉ ｴﾘﾅ 失格 ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾉﾑﾗ ｼｵﾘ 失格

 7038 村松 華果(2) FS  7238 繁村 楓子(2) R1[2-3]
ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾅｶ ｼｹﾞﾑﾗ ﾌｳｺ

 7039 狩野 陽香(2)  7225 堀江 星菜(3)
ｶﾉｳ ﾊﾙｶ ﾎﾘｴ ｾｲﾅ

 7041 越場 雅南(1)  7224 和田 未来(3)
ｺｼﾊﾞ ﾐﾅﾐ ﾜﾀﾞ ﾐﾗｲ

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 鉢盛中  7438 北村 優月(3)     54.45 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｷﾀﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ
 7439 野口 沙彩(3)

ﾉｸﾞﾁ ｻｱﾔ
 7436 倉沢 真奈(3)

ｸﾗｻﾜ ﾏﾅ
 7440 塙 茜音(3)

ﾊﾅﾜ ｱｶﾈ
 2 波田中  7394 根本 樹(2)     54.55 

ﾊﾀﾁｭｳ ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 7392 伊藤 百合菜(2)

ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
 7393 佐藤 優花(2)

ｻﾄｳ ﾕｳｶ
 7395 太田 安奈(2)

ｵｵﾀ ｱﾝﾅ
 3 旭町中  7065 藤井 若菜(3)     54.97 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾌｼﾞｲ ﾜｶﾅ
 7070 深澤 あまね(2)

ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 7072 小林 みう(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｳ
 7066 赤羽 澄香(3)

ｱｶﾊﾈ ｽﾐｶ
 4 信明中  7010 小林 加奈(3)     55.56 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 7014 山田 好恵(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ
 7015 中島 遥佳

ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ
 7013 濱 綾華(3)

ﾊﾏ ｱﾔｶ
 5 山辺中  7162 赤羽 玲南(3)     56.58 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｱｶﾊﾈ ﾚﾅ
 7165 平岡 京花(3)

ﾋﾗｵｶ ｷｮｳｶ
 8707 久根下 咲良(3)

ｸﾈｼﾀ ｻｸﾗ
 8700 雨宮 歩美(2)

ｱﾒﾐﾔ ｱﾕﾐ
 6 附属松本中(A)  7472 山﨑 新奈(3)     56.89 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA ﾔﾏｻﾞｷ ﾆｲﾅ
 7474 寺島 風美花(3)

ﾃﾗｼﾏ ﾌﾐｶ
 7468 添田 聖良(3)

ｿｴﾀﾞ ｾｲﾗ
 7470 中屋 遥(3)

ﾅｶﾔ ﾊﾙｶ
 7 松島中  7092 野田 清花(3)     57.51 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ﾉﾀﾞ ｻﾔｶ
 7096 永峰 愛(2)

ﾅｶﾞﾐﾈ ｱｲ
 7097 山村 美空(2)

ﾔﾏﾑﾗ ﾐｸ
 7093 増尾 芽衣(3)

ﾏｽｵ ﾒｲ
 8 附属松本中(B)  7452 笠井 楽々(2)     57.84 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳB ｶｻｲ ﾗﾗ
 7453 加藤 光(2)

ｶﾄｳ ﾋｶﾙ
 7450 井藤 野衣(2)

ｲﾌｼﾞ ﾉｴ
 7455 平井 里奈(2)

ﾋﾗｲ ﾘﾅ

中学女子

4×100m
決勝



決勝 5月7日 10:30

佐藤 澄怜(3)
ｻﾄｳ ｽﾐﾚ 旭町中
山口 ひかり(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 筑摩野中
山村 美空(2)
ﾔﾏﾑﾗ ﾐｸ 松島中
吉野 杏未(3)
ﾖｼﾉ ｱﾐ 筑摩野中
川上 優奈(3)
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾅ 菅野中
山口 愛莉(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ 筑摩野中
永峰 愛(2)
ﾅｶﾞﾐﾈ ｱｲ 松島中
久根下 咲良(3)
ｸﾈｼﾀ ｻｸﾗ 山辺中
平谷 爽葉(2)
ﾋﾗﾔ ｻﾔﾊ 鉢盛中
八田 萌愛(2)
ﾊｯﾀ ﾓｴｶ 大野川中
丸山 あずさ(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｱｽﾞｻ 旭町中
小林 みう(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｳ 旭町中
武田 恵(2)
ﾀｹﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 山辺中
柴田 まどか(2)
ｼﾊﾞﾀ ﾏﾄﾞｶ 菅野中
倉科 杏奈(3) 欠場
ｸﾗｼﾅ ｱﾝﾅ 山辺中
青木 梨乃(3) 欠場
ｱｵｷ ﾘﾉ 梓川中
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月7日 10:30

平岡 京花(3)   4.90   5.15   4.95    5.15 
ﾋﾗｵｶ ｷｮｳｶ 山辺中   +0.3   +3.3   +1.8    +3.3
寺島 風美花(3)   3.85   4.02   3.93    4.24 
ﾃﾗｼﾏ ﾌﾐｶ 附属松本中   +2.3   +1.8   +2.2    +0.3
雨宮 歩美(2)   3.86   4.14   4.01    4.21 
ｱﾒﾐﾔ ｱﾕﾐ 山辺中   +1.0   +4.0   +2.4    +2.6
岩垂 香菜(3)   2.05   4.18   4.06    4.18 
ｲﾜﾀﾞﾚ ｶﾅ 菅野中   -3.6   +4.1   +3.3    +0.1
北村 優月(3)   4.06   4.15   4.01    4.16 
ｷﾀﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 鉢盛中   +0.1   +1.8   +4.5    +5.4
安藤 衣舞(2)   2.67   3.98   4.14    4.14 
ｱﾝﾄﾞｳ ｲﾌﾞ 波田中   +1.8   +3.5   +3.5    +3.5
中澤 希帆(3)   3.90   3.88   3.92    4.02 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾎ 大野川中   +4.0   +0.1   +0.1    +4.1
小松 雅侑(2)    x   3.67   3.91    3.93 
ｺﾏﾂ ﾐﾕｳ 梓川中   +5.7   +3.1    +3.7
平野 早紀(3)    x   3.89   3.73    3.89 
ﾋﾗﾉ ｻｷ 山辺中   +1.8   +1.8    +1.8
小林 ひかる(3)   3.76    x   3.84    3.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 信明中   -2.3   +2.1    +2.1
南 愛花(2)   3.69   1.80   3.65    3.69 
ﾐﾅﾐ ｱｲｶ 菅野中   +2.0   +5.1   -0.3    +2.0
古田 桃夏(2)   3.68   3.68   2.11    3.68 
ﾌﾙﾀ ﾓﾓｶ 女鳥羽中   +0.2   +0.7   +3.0    +0.2
星野 聖菜(3)   3.52   3.59   3.65    3.65 
ﾎｼﾉ ｾﾅ 旭町中   -0.1   +0.2   +0.7    +0.7
小林 ちな(3)   3.59   3.29   3.61    3.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾅ 筑摩野中    0.0   +1.0   +2.9    +2.9
加藤 愛理(3)    x   3.60   3.60    3.60 
ｶﾄｳ ｱｲﾘ 波田中   +0.7   +0.7    +0.7
横川 琴葉(2)   3.57   3.30   3.54    3.57 
ﾖｺｶﾜ ｺﾄﾊ 高綱中   +3.5   -0.4   +4.2    +3.5
横澤 あい(2)   3.53   3.40   3.50    3.53 
ﾖｺｻﾞﾜ ｱｲ 筑摩野中   +0.7   +2.4   +2.0    +0.7
齋藤 愛(1)   3.16   3.13   3.53    3.53 
ｻｲﾄｳ ｺｺﾛ 大野川中   -0.4   -0.1   +2.8    +2.8
降幡 鈴(3)   3.37   3.44   3.51    3.51 
ﾌﾘﾊﾀ ｽｽﾞ 松島中   +0.1   -0.1   +2.5    +2.5
能勢 日菜子(2)   3.19   3.01   3.18    3.19 
ﾉｾ ﾋﾅｺ 松島中   +6.0   +0.1   +4.8    +6.0
永井 ひかり(2)    x   2.95    x    2.95 
ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾘ 松島中   -2.0    -2.0
八懸 舞雪(2)   2.76   2.76   2.73    2.76 
ﾔﾂｶﾞｹ ﾏﾕ 大野川中   -1.3   +0.1   +1.7    -1.3
村上 結真(2) 欠場
ﾑﾗｶﾐ ﾕﾏ 菅野中
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録



決勝 5月7日 10:30

小林 弥希(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 丸ﾉ内中
小林 加奈(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 信明中
藤井 若菜(3)
ﾌｼﾞｲ ﾜｶﾅ 旭町中
松田 朋子(2)
ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｺ 旭町中
柳澤 佑香(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｶ 山辺中
坂口 舞夏(2)
ｻｶｸﾞﾁ ﾏｲｶ 丸ﾉ内中
上嶋 美琴(3)
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｺﾄ 梓川中
永田 彩華(2)
ﾅｶﾞﾀ ｱﾔｶ 附属松本中
石川 詩(2)
ｲｼｶﾜ ｳﾀ 女鳥羽中
天野 絵理奈(2)
ｱﾏﾉ ｴﾘﾅ 丸ﾉ内中
小澤 つかさ(2)
ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ 女鳥羽中
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11  7294
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  5.20
10  7036

  5.40   4.97

  6.83 

9  7289
  5.77   5.79   5.11   5.79 

  6.66   6.69   6.42   6.83
8  7454

  5.05   6.57

  7.26 

7  7377
  7.02   6.84   6.38   6.14   6.24   7.04   7.04 

  7.17   7.00   7.25   7.26
6  7037

  6.88   7.12

  7.63 

5  8703
  7.04   7.32   6.05   5.88   7.33   7.21   7.33 

  6.45   6.76   6.84   7.63
4  7071

  7.00   6.80

 10.01 

3  7065
  8.18   8.31   7.88   7.61   7.49   8.01   8.31 

  9.51   9.31  10.01   9.10
2  7010

  8.62   9.79

備考

1  7032
 12.02  11.76  12.08  12.60  12.04  12.55  12.60 

-6- 記録

中学女子

砲丸投(2.721kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5-



決勝 5月7日 12:00

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +2.2

 1 児玉 奈美(3)     13.31  1 小林 彩七(3)     13.01 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松商学園高 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ 松商学園高

 2 倉沢 果歩(3)     13.48  2 太田 もも(3)     13.33 
ｸﾗｻﾜ ｶﾎ 松商学園高 ｵｵﾀ ﾓﾓ 松本美須々ヶ丘高

 3 石井 里奈(3)     14.28  3 伯耆原 由花(1)     13.72 
ｲｼｲ ﾘﾅ 信大医陸 ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｶ 松本大

 4 大月 来夢(1)     14.74  4 齊藤静花(2)     13.75 
ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 松商学園高 ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ 松本蟻ヶ崎高

 5 澤崎 恵未(3)     15.32 木村 凌(2)
ｻﾜｻﾞｷ ｴﾐ 信大医陸 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高

   1 小林 彩七(3) 松商学園高     13.01 (+2.2)   2   1
   2 児玉 奈美(3) 松商学園高     13.31 (+1.7)   1   1
   3 太田 もも(3) 松本美須々ヶ丘高    13.33 (+2.2)   2   2
   4 倉沢 果歩(3) 松商学園高     13.48 (+1.7)   1   2
   5 伯耆原 由花(1) 松本大     13.72 (+2.2)   2   3
   6 齊藤静花(2) 松本蟻ヶ崎高     13.75 (+2.2)   2   4
   7 石井 里奈(3) 信大医陸     14.28 (+1.7)   1   3
   8 大月 来夢(1) 松商学園高     14.74 (+1.7)   1   4
   9 澤崎 恵未(3) 信大医陸     15.32 (+1.7)   1   5

 1955
 9025

 1924
 9040
 1876
 9023

 1938
 1936
 1856

所属名順位 No. 氏  名 順位記録（風） 備考 組

タイムレース

 1876

欠場

No.

 9040

所属名 記録／備考
 1938

 1856

 9023

 1877

 1955

 9025

 1924

一般･高校女子

100m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名順
 1936



決勝 5月7日 14:30

風速 -2.5

 1 村松 広捺(3)     26.19 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大

 2 長村 紋(4)     26.48 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ 松本大

 3 西村 佳菜子(3)     26.76 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ 松商学園高

 4 南澤 明音(1)     27.29 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大

 5 中井 遥菜(2)     27.65 
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 松本美須々ヶ丘高

 6 太田 もも(3)     28.85 
ｵｵﾀ ﾓﾓ 松本美須々ヶ丘高

 7 菅沼 真洸(1)     29.45 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾋﾛ 松本大
森本 知隼(2)
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 松本県ヶ丘高
木村 凌(2)
ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高

8  1877

7  9038

6  1792

2  1856

9  9035

4  1858

3  1923

5  9046

1  9036

一般･高校女子

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月7日 12:45

 1 塩原 真悠(3)   2:29.83 
ｼｵﾊﾗ ﾏﾕ 松本県ヶ丘高

 2 村上 明日香(2)   2:31.15 
ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ 松本県ヶ丘高

 3 川上 直美(2)   2:34.81 
ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾐ 松本県ヶ丘高

 4 和田 真歩(2)   2:37.55 
ﾜﾀﾞ ﾏﾎ 松本深志高

 5 吉野 なな実(2)   2:53.72 
ﾖｼﾉ ﾅﾅﾐ 信大医陸

 1794

 1766

 9022

一般･高校女子

800m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1812

 1825



決勝 5月7日 15:30

 1 一ノ瀬 菜月(3)  11:01.31 
ｲﾁﾉｾ ﾅﾂｷ 松本深志高

 2 川上 雅子(2)  11:13.57 
ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 松本県ヶ丘高

 3 小山 ゆき(3)  11:17.73 
ｺﾔﾏ ﾕｷ 松本県ヶ丘高

 4 青木 弥佳(2)  11:46.49 
ｱｵｷ ﾐｶ 松本県ヶ丘高

 5 山川 桃佳(3)  12:04.91 
ﾔﾏｶﾜ ﾓﾓｶ 松本深志高
辰巳 遥香(4)
ﾀﾂﾐ ﾊﾙｶ 信大医陸

一般･高校女子

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1778

 1822

 1813

 1814

 1779

 9024
欠場



決勝 5月7日 16:05

順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松本大  9036 長村 紋(4)     49.60 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾑﾗ ｱﾔ
 9035 南澤 明音(1)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ
 9039 萩原 楓(2)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ
 9056 村松 広捺(3)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ
 2 松商学園高(A)  1940 湯本 珠実(2)     49.62 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳA ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ
 1950 斉藤 楓花(1)

ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ
 1951 深澤 由惟(1)

ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ
 1923 西村 佳菜子(3)

ﾆｼﾑﾗ ｶﾅｺ
 3 松商学園高(B)  1945 浅村 美優(2)     51.24 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳB ｱｻﾑﾗ ﾐﾕｳ
 1936 児玉 奈美(3)

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 1938 小林 彩七(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾅ
 1924 倉沢 果歩(3)

ｸﾗｻﾜ ｶﾎ
 4 松本蟻ヶ崎高  1879 中村公香(2)     53.11 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｶ
 1877 木村 凌(2)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ
 1876 齊藤静花(2)

ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ
 1878 手塚友貴乃(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾕｷﾉ

一般･高校女子

4×100m
決勝



決勝 5月7日 10:30

中井 遥菜(2)
ﾅｶｲ ﾊﾙﾅ 松本美須々ヶ丘高
谷口 真生(1)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 松商学園高
大丸 夏星(1)
ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 松商学園高

o xxx  1.35
3  1954

o xo

 1.45

2  1953
- o o xo xxx  1.40

o o xxo xxx
1  1858

- -

記録 備考1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

一般･高校女子

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月7日 10:30

森本 知隼(2)   5.63   5.63   5.45   4.51    x    x    5.63 
ﾓﾘﾓﾄ ﾁﾊﾔ 松本県ヶ丘高   +0.8   +2.1   -2.2   +2.5    +0.8
湯本 珠実(2)   4.46   4.91   3.12   4.79   4.90    x    4.91 
ﾕﾓﾄ ﾀﾏﾐ 松商学園高   -0.4   +0.9   +0.2   +2.3   +3.2    +0.9
新井 咲(1)   4.66   4.54    x   4.48   2.47    x    4.66 
ｱﾗｲ ｻｷ 松本大   +0.6   -2.3   -1.0   -1.1    +0.6
石井 里奈(3)   3.51   3.68   3.65   3.83    x   3.89    3.89 
ｲｼｲ ﾘﾅ 信大医陸   -0.5   +3.4   +4.5   +0.4   +3.4    +3.4
川井 海帆(2)   3.33   3.48   3.33   3.55   3.45   3.69    3.69 
ｶﾜｲ ｶﾎ 松商学園高   +1.0   +3.5   -1.5   +1.2   +1.9   +3.2    +3.2

一般･高校女子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1  1792

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

5  1941

2  1940

3  9047

4  9023



決勝 5月7日 14:30

 ３回の
 最高記録

高波 舞(3)
ﾀｶﾅﾐ ﾏｲ 松本県ヶ丘高
柴田 友菜(3)
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ 田川高
小倉 未沙希(3)
ｵｸﾞﾗ ﾐｻｷ 松本工業高
一之瀬 陽菜(3)
ｲﾁﾉｾ ﾊﾙﾅ 松本深志高
萩原 楓(2)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ 松本大
松本 真輝(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾏｷ 松本深志高
澤崎 恵未(3)
ｻﾜｻﾞｷ ｴﾐ 信大医陸
菅 あさ美(2)
ｶﾝ ｱｻﾐ 信大医陸
塩原 由夏(3)
ｼｵﾊﾗ ﾕｶ 松商学園高
岩原 麗乃(1)
ｲﾜﾊﾗ ﾚﾉ 梓川高
井嶋 まどか(1)
ｲｼﾞﾏ ﾏﾄﾞｶ 梓川高

記録

一般･高校女子

やり投(0.600kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

   x

-4- -5- -6-

   o

-3- 備考

1  1811
   o  33.83    x   33.83    o    o

-2-

   x

 33.83 

2  2460
   o    o  33.08   33.08    o    o

   -

 33.08 

3  1908
   x    x  30.47   30.47    x    o

   o

 30.47 

4  1777
 29.03    o    x   29.03    -    -

   o

 29.03 

5  9039
 26.79    o    o   26.79    o    x

 20.22

 26.79 

6  1782
 21.88    o    o   21.88    o  26.35

   o

 26.35 

7  9025
   o    o  16.53   16.53    o    o  20.22 

8  9021
   o    o  17.75   17.75    o  18.48  18.48 

9  1927
 15.55    x    o   15.55

  13.95

 15.55 

10  1733
   o  14.77    o   14.77  14.77 

11  1731
   x  13.95  13.95    o



予選 5月7日 10:00

2m00 2m10 2m20 2m30
進藤 綾音(2) xo o xo xxx   2.20 
ｼﾝﾄｳ ｱﾔﾈ 松本県ヶ丘高

1  1821
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

オープン女子

棒高跳
標準記録    0.00m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

所属名 記録 備考
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