
期日 平成29年6月18日（日）
会場 茅野市運動公園陸上競技場
主催 富士見町教育委員会、NPO法人富士見町体育協会
主管

総務 森山　高志
審判長 小林　初美
記録主任 葛城　光一

この大会で樹立された記録

項目 クラス 種目 氏名 所属 記録 従来の記録
大会新 中学女子 800m 阿部 真奈美 富士見中(2)     2分26秒27 2分28秒67
大会新 中学女子 800m 川口 ののは 富士見中(2)     2分27秒83 2分28秒67
大会新 中学女子 2.3年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 田中 胡桃 富士見中(2) 24m88 23m08
大会新 小学男子 3年4x100m 眞道 珠羽 富士見小 1分06秒84 1分08秒53 

野口 海燕
平林 來

岡本 勢良
大会新 中学女子 4ｘ100m 名取 未希(3) 富士見中 56秒17 56秒80

越川 えり(1)
望月 莉子(2)
小林 舞香(3)

グラウンドコンディション

時刻 天候 風向 風速(m/sec.) 気温(℃) 湿度(%)
 9:00 曇り ー 0  22.0 47.0
10:00 曇り 北 0.7  22.5 46.0
11:00 曇り 北東 0.3  23.0 45.0
12:00 曇り 北東 1.5  23.5 42.0
13:00 曇り 東南東 1.4  24.0 41.0
14:00 曇り 北東 0.5  23.7 43.0

第46回富士見町陸上競技選手県大会

公式記録集



第46回富士見町陸上競技選手権大会                                                

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ,JR:大会新  ) 女  子 【競技場】203100  茅野市運動公園陸上競技場

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
06/18 小学1年女  +0.8大門 知歩(1) 11.48 植松 澪(1) 11.49 有賀 菜々子(1) 12.18 細川 冴(1) 12.48 五味 桜瀬(1) 13.47

60m 富士見･富士見小 立沢･本郷小 富里･富士見小 若宮･富士見小 乙事･本郷小
06/18 小学2年女  -1.2小池 奈都(2) 10.85 松本 菜々美(2) 11.24 武居 夏希(2) 11.84 小林 愛彩(2) 11.98 北野 有紗(2) 12.17 平出 侑之香(2) 12.19 藤澤 彩音(2) 12.28 樋口 珠那(2) 12.86

60m 乙事･本郷小 富ヶ丘･富士見小 南原山･富士見小 神戸･富士見小 南原山･富士見小 信濃境･境小 富士見･富士見小 南原山･富士見小
06/18 小学3年女  +0.5石原 麗(3) 17.43 名取 未羽(3) 17.54 五味 奏乃(3) 18.08 大藪 菜々花(3) 18.46 小松原 咲和(3) 18.96 植松 伊織里(3) 19.07 折井 美音(3) 19.09

100m 富里･富士見小 塚平･富士見小 乙事･本郷小 富士見台･富士見小 桜ヶ丘･本郷小 立沢･本郷小 塚平･富士見小
06/18 富士見小     1,10.39 本郷小     1,13.46

4x100m 石原 麗(3) 植松 伊織里(3)
樋口 玲海(3) 小松原 咲和(3)
大藪 菜々花(3) 五味 舞乃(3)
名取 未羽(3) 五味 奏乃(3)

06/18 五味 舞乃(3) 15,39 植松 伊織里(3) 16,15 保坂 未来(3) 22,23
3km 乙事･本郷小 立沢･本郷小 富士見台･富士見小

06/18 小学4年女  +0.3雨宮 ちとせ(4) 16.29 小林 葵(4) 16.76 山岸 由比香(4) 17.37 植松 加奈未(4) 17.38 矢島 瞳(4) 17.93 金澤 愛(4) 18.22 砺波 はな(4) 18.32 名取 琴音(4) 19.27
100m 新田･本郷小 松目･富士見小 富ヶ丘･富士見小 立沢･本郷小 信濃境･境小 富士見･富士見小 信濃境･境小 富里･富士見小

06/18 砺波 はな(4) 2.66(0.0) 小林 美森(4) 2.61(-0.1) 矢島 瞳(4) 2.57(0.0) 平出 純華(4) 2.45(0.0)
走幅跳 信濃境･境小 先達･境小 信濃境･境小 信濃境･境小

06/18 境小     1,12.61
4x100m 砺波 はな(4)

平出 純華(4)
小林 美森(4)
矢島 瞳(4)

06/18 雨宮 ちとせ(4) 14,02 矢島 瞳(4) 14,21 植松 加奈未(4) 14,36 平出 純華(4) 16,10
3km 新田･本郷小 信濃境･境小 立沢･本郷小 信濃境･境小

06/18 小学5年女 有賀 梨華(5) 16.29 小池 萌恵(5) 16.30 小林 愛深(5) 16.83 和田 咲菜(5) 17.19 名取 柚未(5) 17.37 小池 心都(5) 17.46 飯田 ちとせ(5) 17.64 雨宮 こころ(5) 17.65
100m 南原山･富士見小 立沢･本郷小 神戸･富士見小 新田･本郷小 松目･富士見小 乙事･本郷小 高森･境小 富里･富士見小

06/18 加々見 ちはる(52.62(+0.1)
走幅跳 葛窪･境小

06/18 本郷小     1,06.19 富士見小     1,06.50 境小     1,12.81
4x100m 和田 咲菜(5) 小林 愛深(5) 進藤 千尋(5)

小池 心都(5) 雨宮 こころ(5) 小池 琴美(5)
太田 奈穂(5) 名取 柚未(5) 加々見 ちはる(5)
小池 萌恵(5) 有賀 梨華(5) 飯田 ちとせ(5)

06/18 進藤 千尋(5) 15,06 太田 奈穂(5) 15,30
3km 池袋･境小 乙事･本郷小

06/18 小学6年女 前島 梨那(6) 3.14(+0.5)
走幅跳 若宮･富士見小

06/18 前島 梨那(6) 17,12
3km 若宮･富士見小

06/18 中学1年女   0.0越川 えり(1) 15.16
100m 新田･富士見中

06/18 中2.3年女   0.0小林 舞香(3) 13.32
100m 高森･富士見中

06/18 岡本 真叶(2) 6.14
砲丸投 富里･富士見中

06/18 田中 胡桃(2) 24.88 小林 穂々光(2) 23.01 阿部 真奈美(2) 18.03 川口 ののは(2) 8.98
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 立沢･富士見中 GR 神戸･富士見中 高森･富士見中 桜ヶ丘･富士見中



第46回富士見町陸上競技選手権大会                                                

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ,JR:大会新  ) 女  子 【競技場】203100  茅野市運動公園陸上競技場

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
06/18 中共通女  -0.6小林 舞香(3) 27.34 名取 未希(3) 30.44

200m 高森･富士見中 富里･富士見中
06/18 阿部 真奈美(2) 2,26.27 川口 ののは(2) 2,27.83 田中 胡桃(2) 2,46.62 小林 穂々光(2) 2,50.29

800m 高森･富士見中 JR 桜ヶ丘･富士見中 GR 立沢･富士見中 神戸･富士見中
06/18 名取 未希(3) 1.25

走高跳 富里･富士見中
06/18 越川 えり(1) 3.30(0.0)

走幅跳 新田･富士見中
06/18 富士見中(A)       56.17 富士見中(B)       59.12

4x100m 名取 未希(3) GR 小林 穂々光(2)
越川 えり(1) 田中 胡桃(2)
望月 莉子(2) 阿部 真奈美(2)
小林 舞香(3) 川口 ののは(2)

06/18 阿部 真奈美(2) 11,07 川口 ののは(2) 11,10 田中 胡桃(2) 12,06 小林 穂々光(2) 12,44
3km 高森･富士見中 桜ヶ丘･富士見中 立沢･富士見中 神戸･富士見中



決勝 6月18日 10:45

大会新  (GR )       10.83

風速 -1.2

 1 小池 奈都(2) 乙事     10.85 
ｺｲｹ ﾅﾂ 本郷小

 2 松本 菜々美(2) 富ヶ丘     11.24 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 富士見小

 3 武居 夏希(2) 南原山     11.84 
ﾀｹｲ ﾅﾂｷ 富士見小

 4 小林 愛彩(2) 神戸     11.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｻ 富士見小

 5 北野 有紗(2) 南原山     12.17 
ｷﾀﾉ ｱﾘｻ 富士見小

 6 平出 侑之香(2) 信濃境     12.19 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾕﾉｶ 境小

 7 藤澤 彩音(2) 富士見     12.28 
ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾔﾈ 富士見小

 8 樋口 珠那(2) 南原山     12.86 
ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾅ 富士見小

 9 窪田 凛々花(2) 塚平     12.94 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾘｶ 富士見小

決勝 6月18日 10:30

大会新  (GR )       11.20

風速 +0.8

 1 大門 知歩(1) 富士見     11.48 
ﾀﾞｲﾓﾝ ﾁﾎ 富士見小

 2 植松 澪(1) 立沢     11.49 
ｳｴﾏﾂ ｼｽﾞｸ 本郷小

 3 有賀 菜々子(1) 富里     12.18 
ｱﾙｶﾞ ﾅﾅｺ 富士見小

 4 細川 冴(1) 若宮     12.48 
ﾎｿｶﾜ ｻｴ 富士見小

 5 五味 桜瀬(1) 乙事     13.47 
ｺﾞﾐ ｵｳｾ 本郷小

4    67

2    45

6    43

9     3

8    61

7    37

5    41

1    91

3    54

小学2年女子

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学1年女子

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    48

5    85

6    28

2    64

3    99



決勝 6月18日 11:55

大会新  (GR )       15.60

風速 +0.3

 1 雨宮 ちとせ(4) 新田     16.29 
ｱﾒﾐﾔ ﾁﾄｾ 本郷小

 2 小林 葵(4) 松目     16.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 富士見小

 3 山岸 由比香(4) 富ヶ丘     17.37 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲｶ 富士見小

 4 植松 加奈未(4) 立沢     17.38 
ｳｴﾏﾂ ｶﾅﾐ 本郷小

 5 矢島 瞳(4) 信濃境     17.93 
ﾔｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 境小

 6 金澤 愛(4) 富士見     18.22 
ｶﾅｻﾞﾜ ｱｲ 富士見小

 7 砺波 はな(4) 信濃境     18.32 
ﾄﾅﾐ ﾊﾅ 境小

 8 名取 琴音(4) 富里     19.27 
ﾅﾄﾘ ｺﾄﾈ 富士見小

 9 小林 美森(4) 先達     19.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾓﾘ 境小

決勝 6月18日 11:40

大会新  (GR )       16.90

風速 +0.5

 1 石原 麗(3) 富里     17.43 
ｲｼﾊﾗ ｳﾗﾗ 富士見小

 2 名取 未羽(3) 塚平     17.54 
ﾅﾄﾘ ﾐｳ 富士見小

 3 五味 奏乃(3) 乙事     18.08 
ｺﾞﾐ ｶﾅﾉ 本郷小

 4 大藪 菜々花(3) 富士見台     18.46 
ｵｵﾔﾌﾞ ﾅﾅｶ 富士見小

 5 小松原 咲和(3) 桜ヶ丘     18.96 
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾜ 本郷小

 6 植松 伊織里(3) 立沢     19.07 
ｳｴﾏﾂ ｲｵﾘ 本郷小

 7 折井 美音(3) 塚平     19.09 
ｵﾘｲ ﾐｵ 富士見小
小林 千桜(3) 信濃境
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｵ 境小 欠場

6    50

5    18

7    89

4    47

3    94

9    98

2    51

8    33

小学3年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    17

2     7

7    35

3    69

8    88

9     2

5    63

6   103

1    59

小学4年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月18日 12:05

大会新  (GR )       14.60

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速

 1 小林 愛深(5) 神戸     16.83 有賀 梨華(5) 南原山
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 富士見小 ｱﾙｶﾞ ﾘｶ 富士見小

 2 和田 咲菜(5) 新田     17.19 小池 心都(5) 乙事
ﾜﾀﾞ ｻｷﾅ 本郷小 ｺｲｹ ｺﾄ 本郷小

 3 名取 柚未(5) 松目     17.37 飯田 ちとせ(5) 高森
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾐ 富士見小 ｲｲﾀﾞ ﾁﾄｾ 境小

 4 進藤 千尋(5) 池袋     17.82 雨宮 こころ(5) 富里
ｼﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 境小 ｱﾒﾐﾔ ｺｺﾛ 富士見小

 5 加々見 ちはる(5)葛窪     19.12 染矢 優香(5) 高森
ｶｶﾞﾐ ﾁﾊﾙ 境小 ｿﾒﾔ ﾕｶ 境小

 6 小池 琴美(5) 小六     20.23 小池 萌恵(5) 立沢
ｺｲｹ ｺﾄﾐ 境小 ｺｲｹ ﾓｴ 本郷小

   1 小林 愛深(5) 神戸 富士見小     16.83 (-2.1)   1   1
   2 和田 咲菜(5) 新田 本郷小     17.19 (-2.1)   1   2
   3 名取 柚未(5) 松目 富士見小     17.37 (-2.1)   1   3
   4 進藤 千尋(5) 池袋 境小     17.82 (-2.1)   1   4
   5 加々見 ちはる(5) 葛窪 境小     19.12 (-2.1)   1   5
   6 小池 琴美(5) 小六 境小     20.23 (-2.1)   1   6
   7 有賀 梨華(5) 南原山 富士見小 ()   2
   7 小池 心都(5) 乙事 本郷小 ()   2
   7 飯田 ちとせ(5) 高森 境小 ()   2
   7 雨宮 こころ(5) 富里 富士見小 ()   2
   7 染矢 優香(5) 高森 境小 ()   2
   7 小池 萌恵(5) 立沢 本郷小 ()   2

   26

   90

   92
    6
   72
    8

組

   11
   23
   19

   60
   75
   32

所属名

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 順位記録（風） 備考

6     8

7    90

5    72

4     6

記録／備考
2    26

ﾚｰﾝ 所属名

6    19

5    32

3    92

2    11

4    23

3    75

小学5年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
7    60



決勝 6月18日  9:35

大会新  (GR )       13.28

風速  0.0

 1 小林 舞香(3) 高森     13.32 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中
岡本 真采(2) 富里
ｵｶﾓﾄ ﾐｺﾄ 富士見中
岡本 真叶(2) 富里
ｵｶﾓﾄ ﾏｶﾅ 富士見中
望月 莉子(2) 境
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｺ 富士見中

決勝 6月18日  9:35

大会新  (GR )       14.01

風速  0.0

 1 越川 えり(1) 新田     15.16 
ｺｼｶﾜ ｴﾘ 富士見中

中学1年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   129

中2.3年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   121

3   127

6   114
欠場

欠場
4   128

欠場



決勝 6月18日 13:50

風速 -0.6

 1 小林 舞香(3) 高森     27.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中

 2 名取 未希(3) 富里     30.44 
ﾅﾄﾘ ﾐｷ 富士見中
望月 莉子(2) 境
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｺ 富士見中

決勝 6月18日  9:30

 1 阿部 真奈美(2) 高森   2,26.27 
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見中

 2 川口 ののは(2) 桜ヶ丘   2,27.83 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見中

 3 田中 胡桃(2) 立沢   2,46.62 
ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ 富士見中

 4 小林 穂々光(2) 神戸   2,50.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 富士見中
五味 叶花(3) 乙事
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見中

3   114
欠場

4   121

2   113

中共通女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

中共通女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   130

大会新
3   117

大会新
5   115

欠場

1   120

2   125



決勝 6月18日 14:25

大会新  (GR )     1,03.00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 本郷小    75 和田 咲菜(5)   1,06.19 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ﾜﾀﾞ ｻｷﾅ
   92 小池 心都(5)

ｺｲｹ ｺﾄ
   83 太田 奈穂(5)

ｵｵﾀ ﾅﾎ
   90 小池 萌恵(5)

ｺｲｹ ﾓｴ
 2   5 富士見小    60 小林 愛深(5)   1,06.50 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ
   72 雨宮 こころ(5)

ｱﾒﾐﾔ ｺｺﾛ
   32 名取 柚未(5)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾐ
   26 有賀 梨華(5)

ｱﾙｶﾞ ﾘｶ
 3   7 境小    11 進藤 千尋(5)   1,12.81 

ｻｶｲｼｮｳ ｼﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ
   19 小池 琴美(5)

ｺｲｹ ｺﾄﾐ
   23 加々見 ちはる(5)

ｶｶﾞﾐ ﾁﾊﾙ
    6 飯田 ちとせ(5)

ｲｲﾀﾞ ﾁﾄｾ

決勝 6月18日 14:25

大会新  (GR )     1,07.07

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 境小     7 砺波 はな(4)   1,12.61 

ｻｶｲｼｮｳ ﾄﾅﾐ ﾊﾅ
    4 平出 純華(4)

ﾋﾗｲﾃﾞ ｽﾐｶ
   17 小林 美森(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾓﾘ
    2 矢島 瞳(4)

ﾔｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ

決勝 6月18日 14:25

大会新  (GR )     1,10.08

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 富士見小    51 石原 麗(3)   1,10.39 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ｲｼﾊﾗ ｳﾗﾗ
   42 樋口 玲海(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾚﾐ
   47 大藪 菜々花(3)

ｵｵﾔﾌﾞ ﾅﾅｶ
   33 名取 未羽(3)

ﾅﾄﾘ ﾐｳ
 2   2 本郷小    89 植松 伊織里(3)   1,13.46 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ｳｴﾏﾂ ｲｵﾘ
   94 小松原 咲和(3)

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾜ
   97 五味 舞乃(3)

ｺﾞﾐ ﾏｲﾉ
   98 五味 奏乃(3)

ｺﾞﾐ ｶﾅﾉ

小学5年女子

4x100m              

決勝

小学4年女子

決勝

4x100m              

決勝

小学3年女子

4x100m              



決勝 6月18日 14:50

大会新  (GR )       56.80

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 富士見中(A)   113 名取 未希(3)     56.17 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳA ﾅﾄﾘ ﾐｷ 大会新
  129 越川 えり(1)

ｺｼｶﾜ ｴﾘ
  114 望月 莉子(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｺ
  121 小林 舞香(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
 2   4 富士見中(B)   120 小林 穂々光(2)     59.12 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳB ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ
  115 田中 胡桃(2)

ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ
  130 阿部 真奈美(2)

ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ
  117 川口 ののは(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ

中共通女子

4x100m              

決勝



決勝 6月18日 10:30

大会新  (GR )        1.40

名取 未希(3) 富里
ﾅﾄﾘ ﾐｷ 富士見中
岡本 真采(2) 富里 欠場
ｵｶﾓﾄ ﾐｺﾄ 富士見中

決勝 6月18日  9:30

大会新  (GR )       10.00

岡本 真叶(2) 富里
ｵｶﾓﾄ ﾏｶﾅ 富士見中

決勝 6月18日 10:30

大会新  (GR )       23.08

田中 胡桃(2) 立沢 大会新
ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ 富士見中
小林 穂々光(2) 神戸
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 富士見中
阿部 真奈美(2) 高森
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見中
川口 ののは(2) 桜ヶ丘
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見中

 1.25

1   127

1 2   113
O O O XXO XXX

記録 備考1m10 1m15 1m20 1m25 1m30

中共通女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

中2.3年女子

砲丸投(2.721kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  6.14 

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

 5.56  6.14

所属名

1 1   128
 5.83

-6-

記録 備考

中2.3年女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ         

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -1- -2- -3- -4- -5- 記録 備考
1 4   115

24.88 22.03 19.42  24.88 

2 3   120
23.01 21.29 20.88

4 2   117
 8.97

 23.01 

3 1   130
16.40

  8.98 

 18.03 

 8.54  8.98

16.87 18.03



決勝 6月18日 11:00

大会新  (GR )        4.34

越川 えり(1) 新田   3.30   3.22   2.83    3.30 
ｺｼｶﾜ ｴﾘ 富士見中    0.0   -0.1   -0.9     0.0

決勝 6月18日 11:00

大会新  (GR )        4.40

前島 梨那(6) 若宮   3.14   2.82    X    3.14 
ﾏｴｼﾏ ﾘﾅ 富士見小   +0.5   -0.1    +0.5

決勝 6月18日 11:00

大会新  (GR )        3.86

加々見 ちはる(5) 葛窪   2.37   2.37   2.62    2.62 
ｶｶﾞﾐ ﾁﾊﾙ 境小    0.0   -1.2   +0.1    +0.1

決勝 6月18日 11:00

大会新  (GR )        3.39

砺波 はな(4) 信濃境   2.66   2.46   2.45    2.66 
ﾄﾅﾐ ﾊﾅ 境小    0.0    0.0    0.0     0.0
小林 美森(4) 先達   2.61   2.52    X    2.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾓﾘ 境小   -0.1   -0.1    -0.1
矢島 瞳(4) 信濃境   2.51   2.57   2.56    2.57 
ﾔｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 境小   -1.0    0.0   -0.4     0.0
平出 純華(4) 信濃境   2.36   2.45   2.38    2.45 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｽﾐｶ 境小   -0.8    0.0    0.0     0.0

4 3     4

2 4    17

3 1     2

記録 備考
1 2     7

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

小学4年女子

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 1    23

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

小学5年女子

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 1    49

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

小学6年女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

中共通女子

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 1   129

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



決勝 6月18日 15:00

大会新  (GR )       13,41

 1 五味 舞乃(3) 乙事     15,39 
ｺﾞﾐ ﾏｲﾉ 本郷小

 2 植松 伊織里(3) 立沢     16,15 
ｳｴﾏﾂ ｲｵﾘ 本郷小

 3 保坂 未来(3) 富士見台     22,23 
ﾎｻｶ ﾐﾗｲ 富士見小

決勝 6月18日 15:00

大会新  (GR )       12,28

 1 雨宮 ちとせ(4) 新田     14,02 
ｱﾒﾐﾔ ﾁﾄｾ 本郷小

 2 矢島 瞳(4) 信濃境     14,21 
ﾔｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 境小

 3 植松 加奈未(4) 立沢     14,36 
ｳｴﾏﾂ ｶﾅﾐ 本郷小

 4 平出 純華(4) 信濃境     16,10 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｽﾐｶ 境小

決勝 6月18日 15:00

大会新  (GR )       15,22

 1 進藤 千尋(5) 池袋     15,06 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 境小

 2 太田 奈穂(5) 乙事     15,30 
ｵｵﾀ ﾅﾎ 本郷小
染矢 優香(5) 高森
ｿﾒﾔ ﾕｶ 境小

3     8
欠場

1    11

2    83

小学5年女子

3km                 

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

4     4

3    88

1   103

2     2

小学4年女子

3km                 

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学3年女子

3km                 

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1    97

3    89

2    38



決勝 6月18日 15:00

大会新  (GR )       11,59

 1 前島 梨那(6) 若宮     17,12 
ﾏｴｼﾏ ﾘﾅ 富士見小

決勝 6月18日 15:00

大会新  (GR )       11,05

 1 阿部 真奈美(2) 高森     11,07 
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見中

 2 川口 ののは(2) 桜ヶ丘     11,10 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見中

 3 田中 胡桃(2) 立沢     12,06 
ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ 富士見中

 4 小林 穂々光(2) 神戸     12,44 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 富士見中
五味 叶花(3) 乙事
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見中

4   115

欠場

3   120

1   125

2   117

所属名 記録／備考
5   130

No. 氏  名

決勝

順 No. 氏  名

中共通女子

3km                 

所属名 記録／備考
1    49

小学6年女子

3km                 

決勝

順
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