
大会コード 16200709

： ２０１７年１０月７日（土）
： 長野県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 松本市 一般財団法人松本体育協会 松本市陸上競技協会
： 松本市陸上競技協会
： 青山 陸生
： 藤森 茂幸
： 北野文彦

■グラウンドコンディション

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技 
他の競技者を妨害した (R163-2) (走高跳・棒高跳)
他のレーンに入った (R163-3a) 失敗・無効試技
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) パス
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 試合放棄
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
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第60回松本市市民体育大会秋季大会　陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森成幸
主催：松本市・（一財）松本体育協会・松本市陸上競技協会 跳躍審判長 藤森成幸
主管：松本市陸上競技協会 投擲審判長 藤森成幸
【開催日】 平成29年10月7日（土） 記録主任： 北野文彦
【主催団体】 松本市陸上競技協会 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
10/ 7 一般・高校女  +0.3瀧澤 祐未 12.48 牧元 美沙(1) 12.77 村松 広捺(4) 12.86 南澤 明音(2) 12.93 麻原 優花(1) 13.20 木田 沙耶(1) 13.24 長澤 妙(1) 13.33

100m with 松本大学 松本大学 松本大学 創造学園高 松本大学 信州大
10/ 7  -0.8瀧澤 祐未 25.48 村松 広捺(4) 25.95 三和 瑠夏(1) 26.02 南澤 明音(2) 26.50 児玉 奈美(1) 27.08

200m with 松本大学 創造学園高 松本大学 松本大学
10/ 7 木田 沙耶(1) 2:26.70 児玉 奈美(1) 2:33.17 安永 友麻(1) 2:33.76 大丸 夏星(2) 2:37.04 小林 あか里(1) 2:38.72 吉川 真子(2) 2:43.12 小口 満里奈(2) 2:55.70 中藤 夏葵(1) 2:59.01

800m 松本大学 松本大学 松本県ヶ丘高 松商学園高 松本蟻ヶ崎高 松本秀峰高 松本秀峰高 創造学園高
10/ 7 蛭田 杏(2) 10:55.90 伊藤 花織(1) 11:17.67 高坂 珠実(1) 11:28.15 工藤 愛菜(1) 11:41.99 畑野 実優(1) 11:58.38

3000m 松本蟻ヶ崎高 松本県ヶ丘高 松本蟻ヶ崎高 松本県ヶ丘高 創造学園高
10/ 7 塩原 美里(2) 1.60 谷口 真生(2) 1.45 赤羽 菜々実(2) 1.35 大丸 夏星(2) 1.35 中田 萌(2) 1.30

走高跳 松本県ヶ丘高 松商学園高 松商学園高 松商学園高 松本深志高
10/ 7 長澤 妙(1) 5.06(+0.1) 田中 愛(1) 4.83(+0.8) 酒井 珠良(2) 4.81(-0.7) 内田 佑香(2) 4.56(-1.1) 松岡 みず穂(2)4.46(+0.1) 赤羽 菜々実(2)4.02(-0.9) 安元 実佑(2) 3.79(-1.4)

走幅跳 信州大 創造学園高 松本大学 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高 松商学園高 松商学園高
10/ 7 渡邉 希(2) 26.35 小川 桃果(2) 24.28 吉岡 栞(2) 21.00 中尾 ありさ(1) 18.87

やり投 松本大学 創造学園高 松本県ヶ丘高 松本大学
10/ 7 松本大学(A)       48.96 創造学園高       50.84 松本大学(B)       53.25

4×100m 児玉 奈美(1) 麻原 優花(1) 中尾 ありさ(1)
南澤 明音(2) 三和 瑠夏(1) 木田 沙耶(1)
牧元 美沙(1) 小林 あゆみ(1) 渡邉 希(2)
村松 広捺(4) 田中 愛(1) 酒井 珠良(2)

10/ 7 中学女子   0.0河上 乃愛(2) 13.31 佐藤 優花(3) 13.60 中村 紗生(1) 14.06 村上 涼子(1) 14.14 磯谷 唯衣(1) 14.45 中嶋 由衣(1) 14.48 笠原 英(2) 14.51 宮田 魅紗(1) 14.52
100m 附属松本中 波田中 波田中 梓川中 筑摩野中 附属松本中 筑摩野中 丸ﾉ内中

10/ 7  -0.2窪田 結衣(2) 26.88 三澤 百佳(1) 27.40 伊藤 百合菜(3) 27.59 田中 優杏菜(1) 28.35 奈良 実咲(2) 28.72 中島 遥佳(3) 29.04 鶴田 光(2) 29.69 三溝 梓乃(2) 30.02
200m 信明中 開成中 波田中 附属松本中 波田中 信明中 信明中 高綱中

10/ 7 永井 千晴(1) 2:38.34 高橋 優愛(2) 2:38.70 山田 うらら(1) 2:42.29 岩城 こころ(1) 2:42.37 田中 美葉(2) 2:42.41 小竹 ひより(2) 2:45.06 古厩 美音(2) 2:48.70 輪湖 いぶき(2) 2:50.71
800m 松島中 附属松本中 筑摩野中 丸ﾉ内中 丸ﾉ内中 女鳥羽中 高綱中 梓川中

10/ 7 村岡 美玖(1) 10:50.62 根津 円(2) 11:07.93 千野 唯花(1) 11:18.29 加藤 杏由夏(2) 11:44.31 赤羽 真衣佳(1) 12:13.77 安部 優理子(2) 12:16.40 中林 咲月(1) 13:31.43 石坂 美咲(1) 13:35.28
3000m 波田中 女鳥羽中 山辺中 山辺中 女鳥羽中 附属松本中 山辺中 鉢盛中

10/ 7   0.0中村 栞菜(2) 17.36 根本 樹(3) 17.56 横水 杏実(2) 17.90 森下 結衣(2) 18.11 青柳 菜々美(2) 18.34 増塩 翔鈴(2) 18.61 古林 叶愛(2) 18.75 池田 里汐(2) 19.01
100mH(0.762m) 旭町中 波田中 鉢盛中 松島中 山辺中 山辺中 高綱中 附属松本中

10/ 7 山口 なず菜(2) 1.43 今牧 未颯(2) 1.35 平谷 紗菜(1) 1.35 住 凜華(2) 1.25 吉沢 桃佳(1) 1.20 板垣 瑚乃美(1) 1.15 中田 陽菜(1) 1.10 小池 千夏(2) 1.10
走高跳 鉢盛中 山辺中 鉢盛中 鉢盛中 波田中 梓川中 旭町中 旭町中

10/ 7 丸山 虹(2) 4.36(-0.1) 倉沢 優里(2) 4.32(-0.4) 喜島 晴(1) 4.32(+0.5) 加島 小浦(1) 4.23(-1.2) 須澤 奏心(1) 4.16(-0.1) 倉科 瑠奈(1) 4.15(+0.6) 鈴木 美沙希(1)4.05(+0.2) 上野 夏澄(1) 4.03(+1.0)
走幅跳 山辺中 鉢盛中 女鳥羽中 女鳥羽中 丸ﾉ内中 山辺中 附属松本中 丸ﾉ内中

10/ 7 倉田 真瑚(2) 8.95 齋藤 愛(2) 8.85 水落 凜(1) 7.61 尾関 紗佳(1) 7.61 髙山 樹音(1) 7.55 兼田 ももこ(2) 7.38 村上 百々花(2) 6.82 中川 夏津希(2) 6.52
砲丸投 山辺中 大野川中 女鳥羽中 女鳥羽中 松島中 旭町中 波田中 鉢盛中

10/ 7 附属松本中(A)      54.10 信明中(A)       54.87 開成中       55.07 波田中       55.45 鉢盛中       56.12 女鳥羽中(A)       56.17 高綱中       56.83 旭町中       59.23
4×100m 中嶋 実咲(2) 小倉 ゆきの(2) 麻和 楓花(1) 村上 百々花(2) 住 凜華(2) 水落 凜(1) 古厩 美音(2) 小池 千夏(2)

河上 乃愛(2) 窪田 結衣(2) 三澤 百佳(1) 奈良 実咲(2) 山口 なず菜(2) 加島 小浦(1) 三溝 梓乃(2) 中村 栞菜(2)
五十嵐 歩佳(1) 鶴田 光(2) 瀧本 歩夢(1) 中村 紗生(1) 倉沢 優里(2) 上條 愛花(2) 古林 叶愛(2) 中田 陽菜(1)
田中 優杏菜(1) 中島 遥佳(3) 松丸 もも(1) 平林 明夏(1) 横水 杏実(2) 喜島 晴(1) 小出 柚羽(2) 兼田 ももこ(2)

10/ 7 小学4_6女子 古田 波音(6) 14.02 高橋 杏奈(6) 14.43 小輪 かのん(6) 14.97 小田 彩音(5) 15.04 中村 実穏(6) 15.38 百瀬 愛華(6) 15.50 塩原 そよ香(6) 15.51 和田 藍里(5) 15.58
100m 開智小 菅野小 並柳小 並柳小 芳川小 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ 菅野小 島立小

10/ 7 柳澤 陽菜(6) 3:28.55 吉﨑 紗衣(6) 3:36.64 中村 実椰(6) 3:38.18 滝沢 萌湖(6) 3:42.19 篠田 真衣(5) 3:43.82 芦田 夕佳(5) 3:43.96 長澤 理夢(4) 3:48.17 鈴木 ケイ(4) 3:49.11
1000m 清水小 菅野小 芳川小 二子小 芳川小 並柳小 ｺﾒｯﾄ波田 鎌田小

10/ 7 簾田 たまみ(5)3.49(+0.1) 上条 咲都(6) 3.14(+0.5) 立澤 優(4) 3.14(+0.4) 古畑 彩花(5) 3.13(+1.0) 手塚 葵理(4) 3.00(+0.6) 川上 優奈(6) 2.90(+1.0) 今村 ハノン(6)2.87(+0.7) 宍戸 美希(6) 2.85(-0.7)
走幅跳 清水小 寿小 岡田小 ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田 今井小 今井小 筑摩小

10/ 7 山口 七海(5) 28.00 近藤 美波(6) 22.30 花澤 琉愛(5) 21.30 荻上 柚来(6) 20.00 古田 汐音(5) 18.51 細川 心那(6) 17.64 水落 咲良(5) 17.31 鈴木 唯花(6) 17.15
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 岡田小 ｺﾒｯﾄ波田 今井小 附属松本小 開智小 寿小 岡田小 田川小



第60回松本市市民体育大会秋季大会　陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森成幸
主催：松本市・（一財）松本体育協会・松本市陸上競技協会 跳躍審判長 藤森成幸
主管：松本市陸上競技協会 投擲審判長 藤森成幸
【開催日】 平成29年10月7日（土） 記録主任： 北野文彦
【主催団体】 松本市陸上競技協会 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
10/ 7 開智小       58.85 菅野小(A)       59.84 並柳小(A)     1:00.24 ｺﾒｯﾄ波田(A)     1:00.78 筑摩小     1:00.99 ｺﾒｯﾄ波田(B)     1:01.96 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     1:02.71 並柳小(B)     1:03.25

4×100m 国本 凜(5) 塩原 そよ香(6) 西沢 真由(6) 奥原 美幌(6) 菅野 愛万(6) 黒田 紗菜(5) 鈴木 まゆ(6) 堀内 杏菜(4)
越場 友南(6) 三浦 萌々香(6) 小澤 翔子(6) 髙橋 若菜(6) 関崎 凪紗(6) 黒田 香椰美(5) 百瀬 愛華(6) 宮入 心奈(4)
腰尾 葵(6) 吉﨑 紗衣(6) 植松 真利花(6) 守屋 美沙紀(6) 上條 美海(6) 池田 夢渚(5) 星野 沙羅(6) 石川  綺羅(4)
古田 波音(6) 高橋 杏奈(6) 小輪 かのん(6) 奈良 朋果(6) 宍戸 美希(6) 青木 真江(5) 上嶋 まど花(6) 丸山 結衣(4)



[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 -0.2

 1 小田 彩音(5)     15.04  1 古田 波音(6)     14.02 
ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ 並柳小 ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 開智小

 2 西保木 優(6)     15.95  2 矢嶌黎衣亞(6)     15.93 
ﾆｼﾎｷﾞ ﾕｳ 山辺小 ﾔｼﾞﾏ ﾚｲｱ 山辺小

 3 上條 夏彩(5)     16.07  3 永本 涼夏(4)     16.03 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾅﾂﾐ 梓川小 ﾅｶﾞﾓﾄ ｽｽﾞｶ 梓川小

 4 廣瀬 唯菜(5)     16.07  4 百瀬 麗妃(5)     16.64 
ﾋﾛｾ ﾕｲﾅ ｺﾒｯﾄ波田 ﾓﾓｾ ﾚｵ 鎌田小

 5 平倉 舞奈(5)     16.43  5 大月 真輝(5)     17.00 
ﾋﾗｸﾗ ﾏｲﾅ 筑摩小 ｵｵﾂｷ ﾏｷ ｺﾒｯﾄ波田

 6 百瀬 愛(4)     17.18  6 高田 莉子(4)     17.27 
ﾓﾓｾ ｱｲ 寿AC ﾀｶﾀﾞ ﾘｺ 芳川小

 7 鎌田 蒼彩(5)     17.22  7 小野澤 南月(5)     17.48 
ｶﾏﾀﾞ ｱｵｲ 芝沢小 ｵﾉｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 二子小

 8 黒岩 真帆(5)     17.89  8 安藤 芽生(4)     18.12 
ｸﾛｲﾜ ﾏﾎ 岡田小 ｱﾝﾄﾞｳ ﾒｲ 寿AC

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +0.2

 1 塩原 そよ香(6)     15.51  1 中村 実穏(6)     15.38 
ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ 菅野小 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 芳川小

 2 西沢 真由(6)     15.63  2 百瀬 愛華(6)     15.50 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ 並柳小 ﾓﾓｾ ﾏﾅｶ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ

 3 松場 彩(5)     16.36  3 角崎 美沙都(6)     15.83 
ﾏﾂﾊﾞ ﾋｶﾘ ｺﾒｯﾄ波田 ｶｸｻﾞｷ ﾐｻﾄ 本郷小

 4 青柳 真穂(5)     16.59  4 竹内 千潤(6)     15.93 
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾎ 梓川小 ﾀｹｳﾁ ﾁﾋﾛ 山辺小

 5 菊地 彩奈(5)     16.62  5 宮田 瑠夏(4)     17.22 
ｷｸﾁ ｻﾅ 開智小 ﾐﾔﾀ ﾙｶ 田川小

 6 村上 幸乃(5)     16.77  6 布施 悠菜(5)     18.05 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾉ 今井小 ﾌｾ ﾕｳﾅ 芝沢小

 7 丸山 涼葉(5)     17.82  7 有山 香菜(4)     18.57 
ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾞﾊ 筑摩小 ｱﾘﾔﾏ ｶﾅ ｺﾒｯﾄ波田

 8 永沢 法香(4)     18.85  8 中嶌 羽美(4)     19.32 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾉﾘｶ 田川小 ﾅｶｼﾞﾏ ｳﾐ 並柳小

[ 5組] 風速 +0.5 [ 6組] 風速 +0.5

 1 和田 藍里(5)     15.58  1 柄澤 はな乃(6)     15.66 
ﾜﾀﾞ ｱｲﾘ 島立小 ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾉ 附属松本小

 2 中谷 春香(6)     15.86  2 米山 心翔(4)     15.94 
ﾅｶﾔ ﾊﾙｶ 筑摩小 ﾖﾈﾔﾏ ｺｺｶ 菅野小

 3 加藤 穂香(4)     16.01  3 柳沢 理沙(6)     16.18 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 菅野小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｻ 寿小

 4 上條 莉緒(6)     16.41  4 柳澤 利帆(6)     16.69 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ 寿小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾎ 旭町小

 5 川上 乃愛(4)     16.48  5 折井 心優(5)     16.98 
ｶﾜｶﾐ ﾉｱ 開智小 ｵﾘｲ ﾐﾕ 清水小

 6 渡邉 彩香(6)     17.22  6 古畑 ゆずほ(4)     17.12 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲｶ 本郷小 ﾌﾙﾊﾀ ﾕｽﾞﾎ 島内小

 7 五十嵐 楓(6)     17.34  7 酒井 記捺(4)     17.54 
ｲｶﾞﾗｼ ｶｴﾃﾞ 芳川小 ｻｶｲ ｺﾅﾂ 山辺小

 8 柳澤 怜奈(4)     17.58  8 田中 心路(6)     17.59 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾅ 旭町小 ﾀﾅｶ ｺｺﾛ 本郷小

[ 7組] 風速 +0.8

 1 高橋 杏奈(6)     14.43 
ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ 菅野小

 2 小輪 かのん(6)     14.97 
ｺﾜ ｶﾉﾝ 並柳小

 3 大久保 結菜(5)     16.08 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾅ 島立小

 4 羽鳥 和香奈(6)     16.90 
ﾊﾄﾘ ﾜｶﾅ 寿小

 5 藤岡 絢音(4)     17.74 
ﾌｼﾞｵｶ ｱﾔﾈ 開智小

 6 山﨑 未来(5)     18.19 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｸ 芳川小

 7 根橋 芙満乃(4)     18.45 
ﾈﾊﾞｼ ﾌﾐﾉ 旭町小
髙木 舞(5)
ﾀｶｷﾞ ﾏｲ 本郷小

小学4_6女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
3   382

8   243

2   166

4   142

6   326

7   267

5   129

5   258

9   179

  250

順 ﾚｰﾝ No.

6   161

2   399

3   368

所属名 記録／備考
8   196

7

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9   212

2   287

8   387

4   265

  229

5   121

6   170

9   318

4   338

7   194

3

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
8   409

9   335

4   417

7   245

2   339

6   264

5   141

3   389

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
7   365

4   324

3   288

5   275

8   202

6   423

9   398

2   160

氏  名 所属名 記録／備考
3   372

7   300

2   280

9   159

5   312

4   350

6   242

8   422

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   290

6   383

8   363

2   271

9   207

4   400

7   148

3   426
欠場



   1 古田 波音(6) 開智小     14.02 (-0.2)   2   1
   2 高橋 杏奈(6) 菅野小     14.43 (+0.8)   7   1
   3 小輪 かのん(6) 並柳小     14.97 (+0.8)   7   2
   4 小田 彩音(5) 並柳小     15.04 (+0.7)   1   1
   5 中村 実穏(6) 芳川小     15.38 (+0.2)   4   1
   6 百瀬 愛華(6) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     15.50 (+0.2)   4   2
   7 塩原 そよ香(6) 菅野小     15.51 (+0.8)   3   1
   8 和田 藍里(5) 島立小     15.58 (+0.5)   5   1
   9 西沢 真由(6) 並柳小     15.63 (+0.8)   3   2
  10 柄澤 はな乃(6) 附属松本小     15.66 (+0.5)   6   1
  11 角崎 美沙都(6) 本郷小     15.83 (+0.2)   4   3
  12 中谷 春香(6) 筑摩小     15.86 (+0.5)   5   2
  13 矢嶌黎衣亞(6) 山辺小     15.93 (-0.2)   2   2
  13 竹内 千潤(6) 山辺小     15.93 (+0.2)   4   4
  15 米山 心翔(4) 菅野小     15.94 (+0.5)   6   2
  16 西保木 優(6) 山辺小     15.95 (+0.7)   1   2
  17 加藤 穂香(4) 菅野小     16.01 (+0.5)   5   3
  18 永本 涼夏(4) 梓川小     16.03 (-0.2)   2   3
  19 上條 夏彩(5) 梓川小     16.07 (+0.7)   1   3
  19 廣瀬 唯菜(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.07 (+0.7)   1   4
  21 大久保 結菜(5) 島立小     16.08 (+0.8)   7   3
  22 柳沢 理沙(6) 寿小     16.18 (+0.5)   6   3
  23 松場 彩(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.36 (+0.8)   3   3
  24 上條 莉緒(6) 寿小     16.41 (+0.5)   5   4
  25 平倉 舞奈(5) 筑摩小     16.43 (+0.7)   1   5
  26 川上 乃愛(4) 開智小     16.48 (+0.5)   5   5
  27 青柳 真穂(5) 梓川小     16.59 (+0.8)   3   4
  28 菊地 彩奈(5) 開智小     16.62 (+0.8)   3   5
  29 百瀬 麗妃(5) 鎌田小     16.64 (-0.2)   2   4
  30 柳澤 利帆(6) 旭町小     16.69 (+0.5)   6   4
  31 村上 幸乃(5) 今井小     16.77 (+0.8)   3   6
  32 羽鳥 和香奈(6) 寿小     16.90 (+0.8)   7   4
  33 折井 心優(5) 清水小     16.98 (+0.5)   6   5
  34 大月 真輝(5) ｺﾒｯﾄ波田     17.00 (-0.2)   2   5
  35 古畑 ゆずほ(4) 島内小     17.12 (+0.5)   6   6
  36 百瀬 愛(4) 寿AC     17.18 (+0.7)   1   6
  37 宮田 瑠夏(4) 田川小     17.22 (+0.2)   4   5
  37 渡邉 彩香(6) 本郷小     17.22 (+0.5)   5   6
  37 鎌田 蒼彩(5) 芝沢小     17.22 (+0.7)   1   7
  40 高田 莉子(4) 芳川小     17.27 (-0.2)   2   6
  41 五十嵐 楓(6) 芳川小     17.34 (+0.5)   5   7
  42 小野澤 南月(5) 二子小     17.48 (-0.2)   2   7
  43 酒井 記捺(4) 山辺小     17.54 (+0.5)   6   7
  44 柳澤 怜奈(4) 旭町小     17.58 (+0.5)   5   8
  45 田中 心路(6) 本郷小     17.59 (+0.5)   6   8
  46 藤岡 絢音(4) 開智小     17.74 (+0.8)   7   5
  47 丸山 涼葉(5) 筑摩小     17.82 (+0.8)   3   7
  48 黒岩 真帆(5) 岡田小     17.89 (+0.7)   1   8
  49 布施 悠菜(5) 芝沢小     18.05 (+0.2)   4   6
  50 安藤 芽生(4) 寿AC     18.12 (-0.2)   2   8
  51 山﨑 未来(5) 芳川小     18.19 (+0.8)   7   6
  52 根橋 芙満乃(4) 旭町小     18.45 (+0.8)   7   7
  53 有山 香菜(4) ｺﾒｯﾄ波田     18.57 (+0.2)   4   7
  54 永沢 法香(4) 田川小     18.85 (+0.8)   3   8
  55 中嶌 羽美(4) 並柳小     19.32 (+0.2)   4   8

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
  196
  290
  383
  382
  409
  335
  287
  365
  387
  372
  417
  324
  250
  245
  300
  243
  288
  161
  166
  142
  363
  280
  121
  275
  326
  202
  170
  194
  212
  159
  229
  271
  312
  129
  350
  267
  339
  423
  258
  399
  398
  368
  242
  160
  422
  207
  318
  179
  264
  265

  389

  400
  148
  141
  338



[ 1組] [ 2組]

 1 滝沢 萌湖(6)   3:42.19  1 吉﨑 紗衣(6)   3:36.64 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾓｺ 二子小 ﾖｼｻﾞｷ ｻｴ 菅野小

 2 篠田 真衣(5)   3:43.82  2 中村 実椰(6)   3:38.18 
ｼﾉﾀﾞ ﾏｲ 芳川小 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾔ 芳川小

 3 鈴木 ケイ(4)   3:49.11  3 芦田 夕佳(5)   3:43.96 
ｽｽﾞｷ ｹｲ 鎌田小 ｱｼﾀﾞ ﾕｳｶ 並柳小

 4 林 姫都香(4)   3:56.81  4 長澤 理夢(4)   3:48.17 
ﾊﾔｼ ﾋﾄｶ 山辺小 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘﾑ ｺﾒｯﾄ波田

 5 布野 舞空(4)   4:09.51  5 宮島 日向子(4)   3:51.76 
ﾌﾉ ﾏｲｱ 菅野小 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾅｺ 山辺小

 6 桃井 颯音(4)   4:16.36  6 清水 美空(6)   3:57.79 
ﾓﾓｲ ﾊﾔﾈ 今井小 ｼﾐｽﾞ ﾐｸ 梓川小

 7 中澤 響(4)   4:18.33  7 遠藤 泉水(6)   3:59.49 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 梓川小 ｴﾝﾄﾞｳ ｲｽﾞﾐ 山辺小

 8 中野 瑛理南(4)   4:23.38  8 三溝 真依(5)   4:11.85 
ﾅｶﾉ ｴﾘﾅ ｺﾒｯﾄ波田 ｻﾐｿﾞ ﾏｲ 芝沢小

 9 武川 愛実(6)   4:29.04  9 下﨑 海侑(6)   4:16.69 
ﾀｹｶﾜ ﾏﾅﾐ 島内小 ｼﾓｻﾞｷ ﾐﾕ 開智小
鈴木 碧(6) 10 上條 結乃(4)   4:19.58 
ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 並柳小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲﾉ 本郷小
中川 凜音(6)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾉ 寿小

[ 3組]

 1 柳澤 陽菜(6)   3:28.55 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ 清水小

 2 小澤 翔子(6)   3:53.64 
ｵｻﾞﾜ ｼｮｳｺ 並柳小

 3 林 眞由莉(6)   3:55.86 
ﾊﾔｼ ﾏﾕﾘ 山辺小

 4 越場 友南(6)   3:59.75 
ｺｼﾊﾞ ﾕｳﾅ 開智小

 5 清澤 沙月(5)   4:01.48 
ｷﾖｻﾜ ｻﾂｷ 今井小

 6 竹上 結芽(5)   4:15.95 
ﾀｹｶﾞﾐ ﾕﾒ 梓川小

 7 藤田 倖歩(4)   4:27.82 
ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾎ ｺﾒｯﾄ波田

 8 金古 由宇(4)   4:30.90 
ｶﾈｺ ﾕｳ 島立小

 9 山口 愛菜(4)   4:36.06 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾅ 菅野小
久保村 美咲(4)
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾐｻｷ 本郷小

   1 柳澤 陽菜(6) 清水小     3:28.55   3   1
   2 吉﨑 紗衣(6) 菅野小     3:36.64   2   1
   3 中村 実椰(6) 芳川小     3:38.18   2   2
   4 滝沢 萌湖(6) 二子小     3:42.19   1   1
   5 篠田 真衣(5) 芳川小     3:43.82   1   2
   6 芦田 夕佳(5) 並柳小     3:43.96   2   3
   7 長澤 理夢(4) ｺﾒｯﾄ波田     3:48.17   2   4
   8 鈴木 ケイ(4) 鎌田小     3:49.11   1   3
   9 宮島 日向子(4) 山辺小     3:51.76   2   5
  10 小澤 翔子(6) 並柳小     3:53.64   3   2
  11 林 眞由莉(6) 山辺小     3:55.86   3   3
  12 林 姫都香(4) 山辺小     3:56.81   1   4
  13 清水 美空(6) 梓川小     3:57.79   2   6
  14 遠藤 泉水(6) 山辺小     3:59.49   2   7
  15 越場 友南(6) 開智小     3:59.75   3   4
  16 清澤 沙月(5) 今井小     4:01.48   3   5
  17 布野 舞空(4) 菅野小     4:09.51   1   5
  18 三溝 真依(5) 芝沢小     4:11.85   2   8
  19 竹上 結芽(5) 梓川小     4:15.95   3   6
  20 桃井 颯音(4) 今井小     4:16.36   1   6
  21 下﨑 海侑(6) 開智小     4:16.69   2   9
  22 中澤 響(4) 梓川小     4:18.33   1   7
  23 上條 結乃(4) 本郷小     4:19.58   2  10
  24 中野 瑛理南(4) ｺﾒｯﾄ波田     4:23.38   1   8
  25 藤田 倖歩(4) ｺﾒｯﾄ波田     4:27.82   3   7
  26 武川 愛実(6) 島内小     4:29.04   1   9
  27 金古 由宇(4) 島立小     4:30.90   3   8
  28 山口 愛菜(4) 菅野小     4:36.06   3   9

小学4_6女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
9   369

8   401

7   216

4   251

5   299

1   231

10   395
欠場

6   175

2   133

11   276

2   238

6   233

8   169

3   359

順 No.

1   374

所属名 記録／備考
3   289

5   410

4   134

7   260

9   192

10   419

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

5   314

7   384

9   252

8   191

3   227

6   173

2   135

1   361

4   292

10   418
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
  314
  289
  410
  369
  401
  374
  134
  216
  238
  384
  252
  251
  169
  233
  191
  227
  299
  260
  173
  231
  192
  175

  361
  292

  419
  133
  135
  359



[ 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   6 並柳小(A)   387 西沢 真由(6)   1:00.24  1   1 開智小   197 国本 凜(5)     58.85 

ﾅﾐﾔﾅｷﾞｼｮｳA ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ ｶｲﾁｼｮｳ ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ
  384 小澤 翔子(6)   191 越場 友南(6)

ｵｻﾞﾜ ｼｮｳｺ ｺｼﾊﾞ ﾕｳﾅ
  386 植松 真利花(6)   198 腰尾 葵(6)

ｳｴﾏﾂ ﾏﾘｶ ｺｼｵ ｱｵｲ
  383 小輪 かのん(6)   196 古田 波音(6)

ｺﾜ ｶﾉﾝ ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ
 2   8 ｺﾒｯﾄ波田(A)   103 奥原 美幌(6)   1:00.78  2   8 菅野小(A)   287 塩原 そよ香(6)     59.84 

ｺﾒｯﾄﾊﾀA ｵｸﾊﾗ ﾐﾎﾛ ｽｶﾞﾉｼｮｳA ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ
  144 髙橋 若菜(6)   291 三浦 萌々香(6)

ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ ﾐｳﾗ ﾓﾓｶ
  118 守屋 美沙紀(6)   289 吉﨑 紗衣(6)

ﾓﾘﾔ ﾐｻｷ ﾖｼｻﾞｷ ｻｴ
  136 奈良 朋果(6)   290 高橋 杏奈(6)

ﾅﾗ ﾄﾓｶ ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ
 3   2 筑摩小   321 菅野 愛万(6)   1:00.99  3   5 ｺﾒｯﾄ波田(B)   112 黒田 紗菜(5)   1:01.96 

ﾂｶﾏｼｮｳ ｶﾝﾉ ｴﾏ ｺﾒｯﾄﾊﾀB ｸﾛﾀﾞ ｻﾅ
  317 関崎 凪紗(6)   111 黒田 香椰美(5)

ｾｷｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ ｸﾛﾀﾞ ｶﾔﾐ
  320 上條 美海(6)   131 池田 夢渚(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｳ ｲｹﾀﾞ ﾕﾅ
  319 宍戸 美希(6)   127 青木 真江(5)

ｼｼﾄﾞ ﾐｷ ｱｵｷ ﾏｴ
 4   1 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ   337 鈴木 まゆ(6)   1:02.71  4   6 並柳小(B)   393 堀内 杏菜(4)   1:03.25 

ﾅｶﾔﾏﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ｽｽﾞｷ ﾏﾕ ﾅﾐﾔﾅｷﾞｼｮｳB ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ
  335 百瀬 愛華(6)   377 宮入 心奈(4)

ﾓﾓｾ ﾏﾅｶ ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ
  333 星野 沙羅(6)   388 石川  綺羅(4)

ﾎｼﾉ ｻﾗ ｲｼｶﾜ ｷﾗ
  332 上嶋 まど花(6)   376 丸山 結衣(4)

ｶﾐｼﾏ ﾏﾄﾞｶ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲ
 5   7 梓川小   170 青柳 真穂(5)   1:04.18  5   9 清水小   312 折井 心優(5)   1:04.89 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾎ ｼﾐｽﾞｼｮｳ ｵﾘｲ ﾐﾕ
  161 永本 涼夏(4)   315 簾田 たまみ(5)

ﾅｶﾞﾓﾄ ｽｽﾞｶ ﾐｽﾀﾞ ﾀﾏﾐ
  175 中澤 響(4)   308 小林 茜(5)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ
  173 竹上 結芽(5)   314 柳澤 陽菜(6)

ﾀｹｶﾞﾐ ﾕﾒ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ
 6   9 山辺小   237 丸山 優季(5)   1:05.48  6   7 旭町小   146 井口 菜緒(4)   1:05.85 

ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ ｱｻﾋﾏﾁｼｮｳ ｲｸﾞﾁ ﾅｵ
  249 平野 志歩(5)   160 柳澤 怜奈(4)

ﾋﾗﾉ ｼﾎ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾅ
  236 丸山 らな(5)   159 柳澤 利帆(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾗﾅ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾎ
  245 竹内 千潤(6)   157 内田 朋実(4)

ﾀｹｳﾁ ﾁﾋﾛ ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾐ
 7   3 本郷小   423 渡邉 彩香(6)   1:05.63  7   4 島内小   352 佐藤 星菜(4)   1:10.79 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲｶ ｼﾏｳﾁｼｮｳ ｻﾄｳ ｾﾅ
  417 角崎 美沙都(6)   358 中川 結菜(4)

ｶｸｻﾞｷ ﾐｻﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾅ
  422 田中 心路(6)   354 酒井 優奈(4)

ﾀﾅｶ ｺｺﾛ ｻｶｲ ﾕﾅ
  419 上條 結乃(4)   350 古畑 ゆずほ(4)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲﾉ ﾌﾙﾊﾀ ﾕｽﾞﾎ
 8   4 菅野小(B)   286 永田 和(4)   1:05.95  8   3 芳川小   405 小澤 穂花(5)   1:11.62 

ｽｶﾞﾉｼｮｳB ﾅｶﾞﾀ ﾉﾄﾞｶ ﾖｼｶﾜｼｮｳ ｵｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
  288 加藤 穂香(4)   412 島村 杏(5)

ｶﾄｳ ﾎﾉｶ ｼﾏﾑﾗ ｱﾝ
  292 山口 愛菜(4)   408 早津 双葉(5)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾅ ﾊﾔﾂ ﾌﾀﾊﾞ
  300 米山 心翔(4)   396 加賀谷 海心(5)

ﾖﾈﾔﾏ ｺｺｶ ｶｶﾞﾔ ｳﾐ
 9   5 岡田小   188 立澤 優(4)   1:12.31   2 寿小   277 中島 琴音(5)

ｵｶﾀﾞｼｮｳ ﾀﾂｻﾞﾜ ﾕｳ ｺﾄﾌﾞｷｼｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾄﾈ 失格
  181 山口 七海(5)   279 百瀬 心結(5) R1(2-3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ ﾓﾓｾ ﾐﾕｳ
  179 黒岩 真帆(5)   273 松田 結希乃(5)

ｸﾛｲﾜ ﾏﾎ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾉ
  182 水落 咲良(5)   278 藤波 真琴(5)

ﾐｽﾞｵﾁ ｻﾗ ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｺﾄ

小学4_6女子

4×100m

決勝



   1 開智小     58.85 国本 凜(5) 越場 友南(6) 腰尾 葵(6) 古田 波音(6)   2   1
   2 菅野小(A)     59.84 塩原 そよ香(6) 三浦 萌々香(6) 吉﨑 紗衣(6) 高橋 杏奈(6)   2   2
   3 並柳小(A)   1:00.24 西沢 真由(6) 小澤 翔子(6) 植松 真利花(6) 小輪 かのん(6)   1   1
   4 ｺﾒｯﾄ波田(A)   1:00.78 奥原 美幌(6) 髙橋 若菜(6) 守屋 美沙紀(6) 奈良 朋果(6)   1   2
   5 筑摩小   1:00.99 菅野 愛万(6) 関崎 凪紗(6) 上條 美海(6) 宍戸 美希(6)   1   3
   6 ｺﾒｯﾄ波田(B)   1:01.96 黒田 紗菜(5) 黒田 香椰美(5) 池田 夢渚(5) 青木 真江(5)   2   3
   7 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ   1:02.71 鈴木 まゆ(6) 百瀬 愛華(6) 星野 沙羅(6) 上嶋 まど花(6)   1   4
   8 並柳小(B)   1:03.25 堀内 杏菜(4) 宮入 心奈(4) 石川  綺羅(4) 丸山 結衣(4)   2   4
   9 梓川小   1:04.18 青柳 真穂(5) 永本 涼夏(4) 中澤 響(4) 竹上 結芽(5)   1   5
  10 清水小   1:04.89 折井 心優(5) 簾田 たまみ(5) 小林 茜(5) 柳澤 陽菜(6)   2   5
  11 山辺小   1:05.48 丸山 優季(5) 平野 志歩(5) 丸山 らな(5) 竹内 千潤(6)   1   6
  12 本郷小   1:05.63 渡邉 彩香(6) 角崎 美沙都(6) 田中 心路(6) 上條 結乃(4)   1   7
  13 旭町小   1:05.85 井口 菜緒(4) 柳澤 怜奈(4) 柳澤 利帆(6) 内田 朋実(4)   2   6
  14 菅野小(B)   1:05.95 永田 和(4) 加藤 穂香(4) 山口 愛菜(4) 米山 心翔(4)   1   8
  15 島内小   1:10.79 佐藤 星菜(4) 中川 結菜(4) 酒井 優奈(4) 古畑 ゆずほ(4)   2   7
  16 芳川小   1:11.62 小澤 穂花(5) 島村 杏(5) 早津 双葉(5) 加賀谷 海心(5)   2   8
  17 岡田小   1:12.31 立澤 優(4) 山口 七海(5) 黒岩 真帆(5) 水落 咲良(5)   1   9

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位



 ３回の
 最高記録

簾田 たまみ(5)   3.14   3.49   3.35    3.49    3.49 
ﾐｽﾀﾞ ﾀﾏﾐ 清水小   +0.1   +0.1   +0.2    +0.1    +0.1
上条 咲都(6)   3.14   2.98    x    3.14    3.14 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄ 寿小   +0.5   +0.1    +0.5    +0.5
立澤 優(4)    x   3.14    x    3.14    3.14 
ﾀﾂｻﾞﾜ ﾕｳ 岡田小   +0.4    +0.4    +0.4
古畑 彩花(5)   3.00   3.13   2.53    3.13    3.13 
ﾌﾙﾊﾀ ｱﾔｶ ｺﾒｯﾄ波田   +0.2   +1.0   -0.3    +1.0    +1.0
手塚 葵理(4)   2.97   3.00    x    3.00    3.00 
ﾃﾂﾞｶ ｱｵﾘ ｺﾒｯﾄ波田   +0.2   +0.6    +0.6    +0.6
川上 優奈(6)   2.90   2.85   2.73    2.90    2.90 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾅ 今井小   +1.0   +0.3   -0.8    +1.0    +1.0
今村 ハノン(6)    x    x   2.87    2.87    2.87 
ｲﾏﾑﾗ ﾊﾉﾝ 今井小   +0.7    +0.7    +0.7
宍戸 美希(6)   2.70   2.59   2.85    2.85    2.85 
ｼｼﾄﾞ ﾐｷ 筑摩小   +1.1   +1.1   -0.7    -0.7    -0.7
篠田 葵(6)   2.72   2.30   2.78    2.78    2.78 
ｼﾉﾀﾞ ｱｵｲ 今井小   +0.1   +0.6   +0.3    +0.3    +0.3
小林 茜(5)    x    x   2.76    2.76    2.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 清水小   -0.2    -0.2    -0.2
樋熊 彩梨亜(4)   2.62   2.60   2.48    2.62    2.62 
ﾋｸﾞﾏ ｻﾘｱ 本郷小   +0.3   +0.8   -0.7    +0.3    +0.3
梶川 さくら(4)    x   2.60   2.59    2.60    2.60 
ｶｼﾞｶﾜ ｻｸﾗ 山辺小   +1.1   -0.3    +1.1    +1.1
大工原 和奏(4)   2.42   2.24   2.01    2.42    2.42 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾜｶﾅ 本郷小   +1.0   +0.8   -0.4    +1.0    +1.0
清水 万央(4)    x   2.35   2.28    2.35    2.35 
ｼﾐｽﾞ ﾏｵ ｺﾒｯﾄ波田   +0.6   -0.3    +0.6    +0.6
友渕 瑞穂(6)   2.27    x   2.35    2.35    2.35 
ﾄﾓﾌﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ 寿小   +0.2   -0.5    -0.5    -0.5
二木 瑠心(6) 欠場
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾙｺ 山辺小

3   246

14 2   125

15 12   281

12 4   235

13 6   421

10 9   308

11 5   424

8 7   319

9 10   226

6 14   228

7 11   222

4 8   107

5 1   119

2 15   274

3 13   188

記録 備考

1 16   315

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

小学4_6女子

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

山口 七海(5)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 岡田小
近藤 美波(6)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ ｺﾒｯﾄ波田
花澤 琉愛(5)
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾙﾅ 今井小
荻上 柚来(6)
ｵｷﾞｳｴ ﾕｽﾞｷ 附属松本小
古田 汐音(5)
ﾌﾙﾀ ｼｵﾝ 開智小
細川 心那(6)
ﾎｿｶﾜ ｺｺﾅ 寿小
水落 咲良(5)
ﾐｽﾞｵﾁ ｻﾗ 岡田小
鈴木 唯花(6)
ｽｽﾞｷ ﾕｲｶ 田川小
山口 日菜子(4)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾅｺ ｺﾒｯﾄ波田

 14.91  14.32  14.91   14.91
9 1   115

 11.77

 14.61   17.15  17.15 

 17.31 

8 6   345
 15.58  17.15

 17.31  13.24   17.31
7 7   182

 14.11

 17.64 

 18.51 

2   272
 17.34  17.64    x   17.64

 18.30  18.51   18.51
5 4   195

 12.36

6

 20.00 

 21.30 

5   370
 18.62  12.92  20.00   20.00

 21.30    x   21.30
3 3   219

 14.30

4

 22.30 

 28.00 

2 9   106
 22.02  20.71  22.30   22.30

記録 備考

1 8   181
   x  21.78  28.00   28.00

-5- -6-

小学4_6女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-



[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +0.1

 1 磯谷 唯衣(1)     14.35 Q  1 中村 紗生(1)     13.99 Q
ｲｿﾔ ﾕｲ 筑摩野中 ﾅｶﾑﾗ ｻｲ 波田中

 2 宮田 魅紗(1)     14.54 q  2 谷川 慧佳(1)     14.81 
ﾐﾔﾀ ﾐｰｼｬ 丸ﾉ内中 ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ 山辺中

 3 松丸 もも(1)     14.61  3 前澤 花(1)     15.10 
ﾏﾂﾏﾙ ﾓﾓ 開成中 ﾏｴｻﾞﾜ ﾊﾅ 信明中

 3 丸山 綾香(1)     14.61  4 高岡 真彩(1)     15.39 
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 女鳥羽中 ﾀｶｵｶ ﾏｱﾔ 女鳥羽中

 5 松井 美澪(2)     14.89  5 保谷 柑奈(1)     15.46 
ﾏﾂｲ ﾐﾚｲ 菅野中 ﾎﾔ ｶﾝﾅ 附属松本中

 6 井口 裕加里(2)     15.59  6 一山 いぶき(1)     15.69 
ｲｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 山辺中 ｲﾁﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 高綱中

 7 笹川真知楓(2)     16.29  7 赤羽 吟(2)     15.82 
ｻｻｶﾞﾜ ﾏﾁｶ 高綱中 ｱｶﾊﾈ ｳﾀ 梓川中
深澤 あまね(3) 神谷 京楓(2)
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 長野県ｼﾞｭﾆｱ選･ ｶﾐﾔ ｷｮｳｶ 松本秀峰中
白井 颯香(1) 宮岡 万優莉(2)
ｼﾗｲ ｿﾖｶ 梓川中 ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 長野県ｼﾞｭﾆｱ選･

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +0.3

 1 村上 涼子(1)     14.59 Q  1 中嶋 由衣(1)     14.50 Q
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｺ 梓川中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ 附属松本中

 2 麻和 楓花(1)     14.81  2 笠原 英(2)     14.54 q
ｱｻﾜ ﾌｳｶ 開成中 ｶｻﾊﾗ ﾊﾅ 筑摩野中

 3 斉藤 凛咲(1)     15.08  3 西村 凪(2)     14.94 
ｻｲﾄｳ ﾘｻ 筑摩野中 ﾆｼﾑﾗ ﾅｷﾞ 山辺中

 4 中斎 陽葵(2)     15.34  4 種田 夏弓(2)     15.41 
ﾅｶｻｲ ﾋﾏﾜﾘ 高綱中 ﾀﾈﾀﾞ ﾅﾂﾐ 鉢盛中

 5 山中 杏珠(1)     15.49  5 高林 エリ(1)     15.56 
ﾔﾏﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 松本秀峰中 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｴﾘ 松本秀峰中

 6 萩原 楓(1)     15.53  6 西村 菜央(1)     15.58 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ 附属松本中 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ 女鳥羽中

 7 奥原 紗希(1)     15.69 早川 麗(1)
ｵｸﾊﾗ ｻｷ 松島中 ﾊﾔｶﾜ ﾚｲ 信明中
北沢 栞(3) 宮原 凜成(1)
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 長野県ｼﾞｭﾆｱ選･ ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 長野県ｼﾞｭﾆｱ選･

[ 5組] 風速 +1.3

 1 河上 乃愛(2)     13.42 Q
ｶﾜｶﾐ ﾉｱ 附属松本中

 2 佐藤 優花(3)     13.59 q
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 波田中

 3 古幡 千寿穂(2)     14.85 
ﾌﾙﾊﾀ ﾁｽﾞﾎ 菅野中

 4 上條 ときみ(1)     15.10 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｷﾐ 松本秀峰中

 5 大久保 唯菜(2)     15.23 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾅ 山辺中

 6 上條 愛花(2)     15.24 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｲｶ 女鳥羽中

 7 濱 陽菜乃(1)     15.32 
ﾊﾏ ﾋﾅﾉ 信明中

 8 福田 柚菜(1)     16.24 
ﾌｸﾀﾞ ﾕｽﾞﾅ 旭町中

風速  0.0

 1 河上 乃愛(2)     13.31 
ｶﾜｶﾐ ﾉｱ 附属松本中

 2 佐藤 優花(3)     13.60 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 波田中

 3 中村 紗生(1)     14.06 
ﾅｶﾑﾗ ｻｲ 波田中

 4 村上 涼子(1)     14.14 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｺ 梓川中

 5 磯谷 唯衣(1)     14.45 
ｲｿﾔ ﾕｲ 筑摩野中

 6 中嶋 由衣(1)     14.48 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ 附属松本中

 7 笠原 英(2)     14.51 
ｶｻﾊﾗ ﾊﾅ 筑摩野中

 8 宮田 魅紗(1)     14.52 
ﾐﾔﾀ ﾐｰｼｬ 丸ﾉ内中

中学女子

100m

予選 通過基準  5組  1着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  7263

7  7048

2  7128

9  8745

6  7186

4  7201

5  7366
欠場

順

3  7070
欠場

1  7156

記録／備考
3  7404

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  7158

1  7004

9  7282

2  7488

8  7193

4  7357

5  7526
欠場

7  5504
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
9  7363

順 ﾚｰﾝ No.
3

5  7124

2  7257

8  7104

4  7192

7  7529

3  6727

7  8705

6  7528

4  7428

6  7493

 7491

9  7256

5  8741

2  7003
欠場

8  4733
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

3  7482

5  7393

9  7205

6  7523

8  7160

7  7298

4  7002

2  7050

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  7482

8  7393

7  7404

9  7363

5  7263

4  7491

3  7256

2  7048



深澤 あまね(3)     12.46 
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ 長野県ｼﾞｭﾆｱ選･
北沢 栞(3)     12.54 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 長野県ｼﾞｭﾆｱ選･
宮岡 万優莉(2)     12.82 
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ 長野県ｼﾞｭﾆｱ選･
宮原 凜成(1)     13.10 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ 長野県ｼﾞｭﾆｱ選･

中学女子　オープン

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 7070

1組(+0.8)
 6727

3組(+0.1)

4組(+0.3)

 5504
2組(+0.1)

 4733



[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +1.3

 1 三澤 百佳(1)     27.23 Q  1 窪田 結衣(2)     27.29 Q
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 開成中 ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明中

 2 奈良 実咲(2)     28.43 Q  2 伊藤 百合菜(3)     27.65 Q
ﾅﾗ ﾐｻｷ 波田中 ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 波田中

 3 中島 遥佳(3)     28.76 Q  3 田中 優杏菜(1)     28.35 Q
ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ 信明中 ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 附属松本中

 4 鶴田 光(2)     29.65 q  4 三溝 梓乃(2)     29.30 q
ﾂﾙﾀ ﾋｶﾙ 信明中 ｻﾐｿﾞ ｼﾉ 高綱中

 5 五十嵐 歩佳(1)     30.38  5 中嶋 実咲(2)     30.24 
ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ 附属松本中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ 附属松本中

 6 槫沼 香乃花(1)     31.00  6 鈴木 菜々香(2)     31.10 
ｸﾚﾇﾏ ｺﾉｶ 梓川中 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 梓川中

 7 中村 万智(1)     32.42 上條 愛美(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾁ 鉢盛中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ 鉢盛中

 8 石井 菜々美(1)     32.54 
ｲｼｲ ﾅﾅﾐ 梓川中

風速 -0.2

 1 窪田 結衣(2)     26.88 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 信明中

 2 三澤 百佳(1)     27.40 
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 開成中

 3 伊藤 百合菜(3)     27.59 
ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 波田中

 4 田中 優杏菜(1)     28.35 
ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 附属松本中

 5 奈良 実咲(2)     28.72 
ﾅﾗ ﾐｻｷ 波田中

 6 中島 遥佳(3)     29.04 
ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ 信明中

 7 鶴田 光(2)     29.69 
ﾂﾙﾀ ﾋｶﾙ 信明中

 8 三溝 梓乃(2)     30.02 
ｻﾐｿﾞ ｼﾉ 高綱中

中学女子

200m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  7015

9  7018

記録／備考
5  7129

2

3  7489

 7362

4  7369

6  7432

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

 7396

記録／備考
5  7017

3  7392

2  7487

6  7187

8  7484

7  7356

4  7431
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8

5  7017

4  7129

7  7392

9  7487

6  7396

8  7015

2  7018

3  7187



[ 1組] [ 2組]

 1 輪湖 いぶき(2)   2:50.71  1 永井 千晴(1)   2:38.34 
ﾜｺ ｲﾌﾞｷ 梓川中 ﾅｶﾞｲ ﾁﾊﾙ 松島中

 2 中嶋 心愛(1)   2:52.64  2 高橋 優愛(2)   2:38.70 
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｺﾅ 信明中 ﾀｶﾊｼ ﾕﾒ 附属松本中

 3 木村 友香(1)   2:52.76  3 山田 うらら(1)   2:42.29 
ｷﾑﾗ ﾄﾓｶ 附属松本中 ﾔﾏﾀﾞ ｳﾗﾗ 筑摩野中

 4 竹内 美結(1)   2:56.38  4 岩城 こころ(1)   2:42.37 
ﾀｹｳﾁ ﾐﾕｳ 女鳥羽中 ｲﾜｷ ｺｺﾛ 丸ﾉ内中

 5 塩澤 瑠美奈(1)   2:58.94  5 田中 美葉(2)   2:42.41 
ｼｵｻﾞﾜ ﾙﾐﾅ 旭町中 ﾀﾅｶ ﾐﾖ 丸ﾉ内中

 6 清水 佳乃(1)   2:59.35  6 小竹 ひより(2)   2:45.06 
ｼﾐｽﾞ ｶﾉ 附属松本中 ｵﾀｹ ﾋﾖﾘ 女鳥羽中

 7 小澤 つかさ(3)   3:04.13  7 古厩 美音(2)   2:48.70 
ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ 女鳥羽中 ﾌﾙﾏﾔ ﾐｵ 高綱中
松木 恵理(2)  8 御子柴 涼生(2)   2:55.35 
ﾏﾂｷ ｴﾘ 旭町中 ﾐｺｼﾊﾞ ﾘｵ 筑摩野中
田中 千晴(1)
ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 附属松本中

   1 永井 千晴(1) 松島中     2:38.34   2   1
   2 高橋 優愛(2) 附属松本中     2:38.70   2   2
   3 山田 うらら(1) 筑摩野中     2:42.29   2   3
   4 岩城 こころ(1) 丸ﾉ内中     2:42.37   2   4
   5 田中 美葉(2) 丸ﾉ内中     2:42.41   2   5
   6 小竹 ひより(2) 女鳥羽中     2:45.06   2   6
   7 古厩 美音(2) 高綱中     2:48.70   2   7
   8 輪湖 いぶき(2) 梓川中     2:50.71   1   1
   9 中嶋 心愛(1) 信明中     2:52.64   1   2
  10 木村 友香(1) 附属松本中     2:52.76   1   3
  11 御子柴 涼生(2) 筑摩野中     2:55.35   2   8
  12 竹内 美結(1) 女鳥羽中     2:56.38   1   4
  13 塩澤 瑠美奈(1) 旭町中     2:58.94   1   5
  14 清水 佳乃(1) 附属松本中     2:59.35   1   6
  15 小澤 つかさ(3) 女鳥羽中     3:04.13   1   7

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
7  7359

5  7001

3  7492

6  7283

4  7078

1  7490

2  7294

8  7076

記録／備考
7  7106

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  7483

6  7266

5  7049

9  7042

4  7297

3  7188

2  7249
欠場

9  7486
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 7106
 7483
 7266
 7049
 7042
 7297
 7188
 7359
 7001
 7492

 7294

 7249
 7283
 7078
 7490



 1 村岡 美玖(1)  10:50.62 
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 波田中

 2 根津 円(2)  11:07.93 
ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 女鳥羽中

 3 千野 唯花(1)  11:18.29 
ﾁﾉ ﾕｲｶ 山辺中

 4 加藤 杏由夏(2)  11:44.31 
ｶﾄｳ ｱﾕｶ 山辺中

 5 赤羽 真衣佳(1)  12:13.77 
ｱｶﾊﾈ ﾏｲｶ 女鳥羽中

 6 安部 優理子(2)  12:16.40 
ｱﾍﾞ ﾕﾘｺ 附属松本中

 7 中林 咲月(1)  13:31.43 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 山辺中

 8 石坂 美咲(1)  13:35.28 
ｲｼｻﾞｶ ﾐｻｷ 鉢盛中

中学女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7400

8  7295

7  7162

1  7150

2  7284

6  7480

3  7165

5  7433



[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速  0.0

 1 森下 結衣(2)     17.39 Q  1 中村 栞菜(2)     17.47 Q
ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ 松島中 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町中

 2 根本 樹(3)     18.23 Q  2 青柳 菜々美(2)     17.92 Q
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 波田中 ｱｵﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ 山辺中

 3 池田 里汐(2)     18.81 q  3 古林 叶愛(2)     18.74 q
ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ 附属松本中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 高綱中

 4 花岡 美穂(2)     20.21  4 大月 若菜(1)     19.05 
ﾊﾅｵｶ ﾐﾎ 丸ﾉ内中 ｵｵﾂｷ ﾜｶﾅ 梓川中

 5 森 咲彩(1)     20.22  5 小川原  和花(2)     19.99 
ﾓﾘ ｻｱﾔ 信明中 ｵｶﾞﾜﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 丸ﾉ内中

 6 山本 尚穂(2)     20.33  6 白川 茜(1)     22.33 
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 山辺中 ｼﾗｶﾜ ｱｶﾈ 山辺中
瀧本 歩夢(1) 小林 詩織(2)
ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ 開成中 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 菅野中

[ 3組] 風速 +0.4

 1 横水 杏実(2)     18.02 Q
ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ 鉢盛中

 2 増塩 翔鈴(2)     18.82 Q
ﾏｽｼｵ ｶﾘﾝ 山辺中

 3 竹上 心菜(1)     19.19 
ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ 梓川中

 4 釘町 恵美里(2)     19.73 
ｸｷﾞﾏﾁ ｴﾐﾘ 波田中

 5 小出 柚羽(2)     19.95 
ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ 高綱中

 6 横沢 こころ(2)     20.00 
ﾖｺｻﾜ ｺｺﾛ 菅野中

 7 村田 遥(2)     21.42 
ﾑﾗﾀ ﾊﾙｶ 附属松本中

風速  0.0

 1 中村 栞菜(2)     17.36 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 旭町中

 2 根本 樹(3)     17.56 
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 波田中

 3 横水 杏実(2)     17.90 
ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ 鉢盛中

 4 森下 結衣(2)     18.11 
ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ 松島中

 5 青柳 菜々美(2)     18.34 
ｱｵﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ 山辺中

 6 増塩 翔鈴(2)     18.61 
ﾏｽｼｵ ｶﾘﾝ 山辺中

 7 古林 叶愛(2)     18.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 高綱中

 8 池田 里汐(2)     19.01 
ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ 附属松本中

中学女子

100mH(0.762m)

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 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  7101

5  7394

9  7481

3  7043

4  7005

8  8709

7  7126

5  7044

6  7203

3  7163

順 ﾚｰﾝ No.

4  7190

氏  名 所属名 記録／備考
7  7074

9  7154

8  7368

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

6  7449

9  7153

4  7370

8  7398

7  7189

5  7204

3  7485

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7074

8  7394

5  7449

6  7101

7  7154

9  7153

3  7190

2  7481



[ 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   7 鉢盛中  7422 住 凜華(2)     56.52 Q  1   6 附属松本中(A)  7484 中嶋 実咲(2)     54.38 Q

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｽﾐ ﾘﾝｶ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ
 7427 山口 なず菜(2)  7482 河上 乃愛(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ ｶﾜｶﾐ ﾉｱ
 7448 倉沢 優里(2)  7489 五十嵐 歩佳(1)

ｸﾗｻﾜ ﾕﾘ ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ
 7449 横水 杏実(2)  7487 田中 優杏菜(1)

ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ
 2   8 旭町中  7077 小池 千夏(2)     58.83 Q  2   2 信明中(A)  7019 小倉 ゆきの(2)     54.72 Q

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ｺｲｹ ﾁﾅﾂ ｼﾝﾒｲﾁｭｳA ｵｸﾞﾗ ﾕｷﾉ
 7074 中村 栞菜(2)  7017 窪田 結衣(2)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ
 7079 中田 陽菜(1)  7018 鶴田 光(2)

ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ ﾂﾙﾀ ﾋｶﾙ
 7075 兼田 ももこ(2)  7015 中島 遥佳(3)

ｶﾈﾀ ﾓﾓｺ ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ
 3   5 女鳥羽中(B)  8741 西村 菜央(1)     59.73  3   7 高綱中  7188 古厩 美音(2)     56.76 q

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳB ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾌﾙﾏﾔ ﾐｵ
 7282 高岡 真彩(1)  7187 三溝 梓乃(2)

ﾀｶｵｶ ﾏｱﾔ ｻﾐｿﾞ ｼﾉ
 7281 斉藤 杏奈(1)  7190 古林 叶愛(2)

ｻｲﾄｳ ｱﾝﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 8745 丸山 綾香(1)  7189 小出 柚羽(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ
 4   2 信明中(B)  7004 前澤 花(1)   1:00.07  4   5 山辺中(A)  7154 青柳 菜々美(2)     57.68 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳB ﾏｴｻﾞﾜ ﾊﾅ ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳA ｱｵﾔｷﾞ ﾅﾅﾐ
 7001 中嶋 心愛(1)  8705 西村 凪(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｺﾅ ﾆｼﾑﾗ ﾅｷﾞ
 7005 森 咲彩(1)  7160 大久保 唯菜(2)

ﾓﾘ ｻｱﾔ ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾅ
 7002 濱 陽菜乃(1)  7151 川上 実咲(2)

ﾊﾏ ﾋﾅﾉ ｶﾜｶﾐ ﾐｻｷ
  4 松島中  7101 森下 結衣(2)  5   8 附属松本中(B)  7493 萩原 楓(1)     58.61 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ 失格 ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳB ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ
 7106 永井 千晴(1) R1(3-4)  7494 鈴木 美沙希(1)

ﾅｶﾞｲ ﾁﾊﾙ ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ
 7102 奥原 朱鞠(2)  7488 保谷 柑奈(1)

ｵｸﾊﾗ ｼｭﾏﾘ ﾎﾔ ｶﾝﾅ
 7108 床尾 紗也夏(1)  7491 中嶋 由衣(1)

ﾄｺｵ ｻﾔｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ
  3 筑摩野中  6   3 山辺中(B)  7163 白川 茜(1)     59.25 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ 欠場 ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳB ｼﾗｶﾜ ｱｶﾈ
 7158 谷川 慧佳(1)

ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ
 7166 横山 紗奈(1)

ﾖｺﾔﾏ ｻﾅ
 7168 倉科 瑠奈(1)

ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ
  6 松本秀峰中   4 梓川中(B)  7362 石井 菜々美(1)

ﾏﾂﾓﾄｼｭｳﾎｳﾁｭｳ 欠場 ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳB ｲｼｲ ﾅﾅﾐ 失格
 7370 竹上 心菜(1) R1(3-4)

ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ
 7357 赤羽 吟(2)

ｱｶﾊﾈ ｳﾀ
 7359 輪湖 いぶき(2)

ﾜｺ ｲﾌﾞｷ

中学女子

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 波田中  7397 村上 百々花(2)     55.06 Q

ﾊﾀﾁｭｳ ﾑﾗｶﾐ ﾓﾓｶ
 7396 奈良 実咲(2)

ﾅﾗ ﾐｻｷ
 7404 中村 紗生(1)

ﾅｶﾑﾗ ｻｲ
 7405 平林 明夏(1)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ
 2   7 開成中  7124 麻和 楓花(1)     56.90 Q

ｶｲｾｲﾁｭｳ ｱｻﾜ ﾌｳｶ
 7129 三澤 百佳(1)

ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ
 7128 松丸 もも(1)

ﾏﾂﾏﾙ ﾓﾓ
 7125 上嶋 美羽(1)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｳ
 3   5 女鳥羽中(A)  8742 水落 凜(1)     56.96 q

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳA ﾐｽﾞｵﾁ ﾘﾝ
 8744 加島 小浦(1)

ｶｼﾏ ｺｳﾗ
 7298 上條 愛花(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｲｶ
 7280 喜島 晴(1)

ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ
 4   2 丸ﾉ内中  7020 上野 夏澄(1)     57.52 

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｳｴﾉ ｶｽﾐ
 7021 須澤 奏心(1)

ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ
 7044 小川原  和花(2)

ｵｶﾞﾜﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ
 7042 田中 美葉(2)

ﾀﾅｶ ﾐﾖ
  8 梓川中(A)  7369 槫沼 香乃花(1)

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳA ｸﾚﾇﾏ ｺﾉｶ 失格
 7361 逸見 紗也乃(2) R1(3-4)

ﾍﾝﾐ ｻﾔﾉ
 7368 大月 若菜(1)

ｵｵﾂｷ ﾜｶﾅ
 7356 鈴木 菜々香(2)

ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ
  4 菅野中(A)

ｽｶﾞﾉﾁｭｳA 欠場



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  2 高綱中  7188 古厩 美音(2)

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾌﾙﾏﾔ ﾐｵ
 7187 三溝 梓乃(2)

ｻﾐｿﾞ ｼﾉ
 7190 古林 叶愛(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
 7189 小出 柚羽(2)

ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ
  3 女鳥羽中(A)  8742 水落 凜(1)

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳA ﾐｽﾞｵﾁ ﾘﾝ
 8744 加島 小浦(1)

ｶｼﾏ ｺｳﾗ
 7298 上條 愛花(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｲｶ
 7280 喜島 晴(1)

ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ
  4 附属松本中(A)  7484 中嶋 実咲(2)

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｻｷ
 7482 河上 乃愛(2)

ｶﾜｶﾐ ﾉｱ
 7489 五十嵐 歩佳(1)

ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ
 7487 田中 優杏菜(1)

ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ
  5 信明中(A)  7019 小倉 ゆきの(2)

ｼﾝﾒｲﾁｭｳA ｵｸﾞﾗ ﾕｷﾉ
 7017 窪田 結衣(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ
 7018 鶴田 光(2)

ﾂﾙﾀ ﾋｶﾙ
 7015 中島 遥佳(3)

ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ
  6 鉢盛中  7422 住 凜華(2)

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｽﾐ ﾘﾝｶ
 7427 山口 なず菜(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ
 7448 倉沢 優里(2)

ｸﾗｻﾜ ﾕﾘ
 7449 横水 杏実(2)

ﾖｺﾐｽﾞ ｱﾐ
  7 波田中  7397 村上 百々花(2)

ﾊﾀﾁｭｳ ﾑﾗｶﾐ ﾓﾓｶ
 7396 奈良 実咲(2)

ﾅﾗ ﾐｻｷ
 7404 中村 紗生(1)

ﾅｶﾑﾗ ｻｲ
 7405 平林 明夏(1)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ
  8 開成中  7124 麻和 楓花(1)

ｶｲｾｲﾁｭｳ ｱｻﾜ ﾌｳｶ
 7129 三澤 百佳(1)

ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ
 7126 瀧本 歩夢(1)

ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ
 7128 松丸 もも(1)

ﾏﾂﾏﾙ ﾓﾓ
  9 旭町中  7077 小池 千夏(2)

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ｺｲｹ ﾁﾅﾂ
 7074 中村 栞菜(2)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ
 7079 中田 陽菜(1)

ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ
 7075 兼田 ももこ(2)

ｶﾈﾀ ﾓﾓｺ

決勝



[ 1組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考

  3 長野県ｼﾞｭﾆｱ選抜 4733 宮原 凜成(1)     48.69 
ﾅｶﾞﾉｹﾝｼﾞｭﾆｱｾﾝﾊﾞﾂ ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ

 7070 深澤 あまね(3)
ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ

 5504 宮岡 万優莉(2)
ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ

 6727 北沢 栞(3)
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  1 長野県ｼﾞｭﾆｱ選抜 4733 宮原 凜成(1)     48.93 

ﾅｶﾞﾉｹﾝｼﾞｭﾆｱｾﾝﾊﾞﾂ ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾘﾅ
 7070 深澤 あまね(3)

ﾌｶｻﾜ ｱﾏﾈ
 5504 宮岡 万優莉(2)

ﾐﾔｵｶ ﾏﾕﾘ
 6727 北沢 栞(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ

決勝

中学女子　オープン

4×100m

予選 通過基準  1組  0着 + 0 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



山口 なず菜(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｽﾞﾅ 鉢盛中
今牧 未颯(2)
ｲﾏﾏｷ ﾐﾊﾔ 山辺中
平谷 紗菜(1)
ﾋﾗﾔ ｽｽﾞﾅ 鉢盛中
住 凜華(2)
ｽﾐ ﾘﾝｶ 鉢盛中
吉沢 桃佳(1)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 波田中
板垣 瑚乃美(1)
ｲﾀｶﾞｷ ｺﾉﾐ 梓川中
中田 陽菜(1)
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ 旭町中
小池 千夏(2)
ｺｲｹ ﾁﾅﾂ 旭町中
飯島 秋音(1) 欠場
ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾈ 松島中
工藤 有莉(2) 欠場
ｸﾄﾞｳ ﾕﾘ 丸ﾉ内中
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中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



 ３回の
 最高記録

丸山 虹(2)    x   4.14   4.36    4.36   4.24   4.36   4.29    4.36 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ 山辺中   -0.4   -0.1    -0.1   -0.6   +0.5   -1.6    -0.1
倉沢 優里(2)   3.94   4.12   4.08    4.12   4.23   4.25   4.32    4.32 
ｸﾗｻﾜ ﾕﾘ 鉢盛中   -0.3   +1.3   -0.2    +1.3   -0.7   +1.0   -0.4    -0.4
喜島 晴(1)   4.17   3.83   3.98    4.17   4.00   4.32   4.03    4.32 
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ 女鳥羽中   +1.0   +1.1   -0.5    +1.0   -0.6   +0.5   -0.7    +0.5
加島 小浦(1)    x   4.23   4.19    4.23   4.13   4.08   4.23    4.23 
ｶｼﾏ ｺｳﾗ 女鳥羽中   +2.8   -0.2    +2.8   -1.1   +1.5   -1.2    -1.2
須澤 奏心(1)   3.77   4.06   3.54    4.06   3.70    x   4.16    4.16 
ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 丸ﾉ内中   +0.4   +0.6   -0.5    +0.6   -0.1   -0.1    -0.1
倉科 瑠奈(1)   3.89   4.03   4.15    4.15   3.98   4.05   3.78    4.15 
ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ 山辺中   -0.5   +1.6   +0.6    +0.6   -1.4   +0.7   -0.3    +0.6
鈴木 美沙希(1)   4.05    x   3.96    4.05   3.78   3.77   3.93    4.05 
ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 附属松本中   +0.2   +0.1    +0.2   -0.2   +0.1   -1.0    +0.2
上野 夏澄(1)   3.87   4.03   3.94    4.03   3.89   4.00   3.96    4.03 
ｳｴﾉ ｶｽﾐ 丸ﾉ内中   +1.1   +1.0   +0.7    +1.0   -0.4   -0.3   -1.1    +1.0
小林 彩乃(2)   3.89   3.99   3.85    3.99    3.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ 筑摩野中   -0.3   +0.7   +1.0    +0.7    +0.7
石川 鈴菜(2)   3.95   3.89    x    3.95    3.95 
ｲｼｶﾜ ｽｽﾞﾅ 菅野中   +1.7   +0.5    +1.7    +1.7
平林 明夏(1)   3.94   3.81   3.93    3.94    3.94 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ 波田中   +1.3   +1.4   +0.1    +1.3    +1.3
畑中 梨沙(2)   3.68   3.78   3.75    3.78    3.78 
ﾊﾀﾅｶ ﾘｻ 鉢盛中   +1.1   +1.6   -0.1    +1.6    +1.6
斉藤 杏奈(1)    x   3.37   3.76    3.76    3.76 
ｻｲﾄｳ ｱﾝﾅ 女鳥羽中   +0.8   +1.1    +1.1    +1.1
保月 香乃(2)    x   3.74    x    3.74    3.74 
ﾎﾂﾞｷ ｶﾉ 筑摩野中   +0.8    +0.8    +0.8
奥原 朱鞠(2)   3.71   3.60   3.33    3.71    3.71 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾏﾘ 松島中    0.0   +2.0   +1.4     0.0     0.0
小倉 ゆきの(2)   3.59    x   3.51    3.59    3.59 
ｵｸﾞﾗ ﾕｷﾉ 信明中   +0.2   +1.2    +0.2    +0.2
金田 来未(1)   2.36   3.58    x    3.58    3.58 
ｶﾈﾀﾞ ｸﾙﾐ 菅野中   -0.3   +1.4    +1.4    +1.4
内沢 一颯(2)   3.56   3.49   3.19    3.56    3.56 
ｳﾁｻﾜ ｲﾌﾞｷ 松本秀峰中   -0.2   +1.5   -0.4    -0.2    -0.2
床尾 紗也夏(1)   3.33   3.56   3.29    3.56    3.56 
ﾄｺｵ ｻﾔｶ 松島中   -0.2   +0.5   +1.0    +0.5    +0.5
北澤 由里菜(1)   3.35   3.54   3.46    3.54    3.54 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 松本秀峰中   -0.1   +0.8   +1.2    +0.8    +0.8
茅野 好花(1)   3.53    x   3.47    3.53    3.53 
ﾁﾉ ｺﾉｶ 女鳥羽中   -0.2   +0.3    -0.2    -0.2
逸見 紗也乃(2)   3.46   3.19   3.19    3.46    3.46 
ﾍﾝﾐ ｻﾔﾉ 梓川中   -0.4   +0.7   +0.9    -0.4    -0.4
関 百香(1)   3.27   2.97   2.81    3.27    3.27 
ｾｷ ﾓﾓｶ 鎌田中    0.0   +1.3   +1.3     0.0     0.0
平林 珠色(1)   3.05   3.09   3.08    3.09    3.09 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 筑摩野中   -0.3   +1.3   +2.0    +1.3    +1.3
藤牧 里紗(1)   2.94    x   2.89    2.94    2.94 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｻ 菅野中   +0.2   +0.1    +0.2    +0.2
青木 愛佳(1)    x   2.79   2.74    2.79    2.79 
ｱｵｷ ｱｲｶ 筑摩野中   +1.1   +1.0    +1.1    +1.1
小林 柚香(2)   2.72    x    x    2.72    2.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞｶ 高綱中   +0.6    +0.6    +0.6
小澤 愛華(1) 欠場
ｵｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 波田中
島村 日和(2) 欠場
ｼﾏﾑﾗ ﾋﾖﾘ 松島中

中学女子

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 29  8708

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

2 13  7448

3 27  7280

4 24  8744

5 28  7021

6 15  7168

7 18  7494

8 20  7020

9 17  7250

10 26  7202

11 22  7405

12 25  7429

13 19  7281

14 21  7261

15 16  7102

16 9  7019

17 8  7207

18 11  7525

19 3  7108

20 7  7516

21 10  8740

22 14  7361

23 6  6975

24 2  7253

25 12  7200

26 4  7252

27 1  7191

5  7402

23  7103



 ３回の
 最高記録

倉田 真瑚(2)
ｸﾗﾀ ﾏｺ 山辺中
齋藤 愛(2)
ｻｲﾄｳ ｺｺﾛ 大野川中
水落 凜(1)
ﾐｽﾞｵﾁ ﾘﾝ 女鳥羽中
尾関 紗佳(1)
ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ 女鳥羽中
髙山 樹音(1)
ﾀｶﾔﾏ ｼﾞｭﾉﾝ 松島中
兼田 ももこ(2)
ｶﾈﾀ ﾓﾓｺ 旭町中
村上 百々花(2)
ﾑﾗｶﾐ ﾓﾓｶ 波田中
中川 夏津希(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 鉢盛中
横山 紗奈(1)
ﾖｺﾔﾏ ｻﾅ 山辺中
中沢 由菜(1)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾅ 波田中
宮下 空(1)
ﾐﾔｼﾀ ｿﾗ 梓川中
巾 純怜(1)
ﾊﾊﾞ ｽﾐﾚ 梓川中
岡村 ここね(1)
ｵｶﾑﾗ ｺｺﾈ 筑摩野中
上嶋 美羽(1)
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｳ 開成中
有山 美桜菜(1)
ｱﾘﾔﾏ ﾐｵﾅ 波田中

-2- 備考

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

  8.91

-3- -4- -5- -6- 記録

2 14  7334
  7.92   7.56

1 15  7161
  8.76   8.67

  8.85 

   8.91   8.62   8.23   8.95   8.95 

  6.40

  8.62    8.62   8.71   8.85   8.62

4 9  8743
  7.61   7.46

3 12  8742
  7.32   7.46

  7.61 

   7.46   7.02   7.61   7.41   7.61 

  7.20

  7.27    7.61   7.09   7.03   7.15

6 11  7075
  6.15   6.47

5 13  7105
  6.67   7.04

  7.38 

   7.20   7.55   7.10   7.48   7.55 

  6.82

  6.59    6.59   7.07   7.31   7.38

8 8  7424
  6.02   6.41

7 10  7397
  6.15   6.76

  6.52 

   6.82   6.27   6.36   6.48   6.82 

  6.21

  6.52    6.52   6.48   6.01   6.46

10 7  7403
  6.20   6.22

9 3  7166
  6.44   6.39

  6.22 

   6.44   6.44 

  6.15

  6.03    6.22

12 4  7367
  5.42   4.78

11 5  7365
  5.78   6.06

  5.77 

   6.15   6.15 

  4.72

  5.77    5.77

14 6  7125
  4.20   4.34

13 1  7259
  4.43   4.37

  4.34 

   4.72   4.72 

   x    4.34

  4.29   4.25   4.29    4.29
15 2  7399

  4.13



[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +2.2

 1 友田 有紀(1)     12.46 Q  1 瀧澤 祐未     12.35 Q
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with

 2 南澤 明音(2)     12.66 Q  2 牧元 美沙(1)     12.75 Q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大学 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大学

 3 村松 広捺(4)     12.69 Q  3 木田 沙耶(1)     13.07 Q
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大学 ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大学

 4 長澤 妙(1)     13.17 q  4 麻原 優花(1)     13.19 q
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 信州大 ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園高

 5 小林 あゆみ(1)     13.61  5 北澤 優里愛(1)     13.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 創造学園高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 松本県ヶ丘高

 6 北澤 詩織(2)     13.78  6 大月 来夢(2)     14.32 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘高 ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 松商学園高

 7 安元 実佑(2)     14.29 上條 寧々(2)
ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ 松商学園高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈﾈ 松本秀峰高
太田 菜奈(1)
ｵｵﾀ ﾅﾅ 松本秀峰高

風速 +0.3

 1 瀧澤 祐未     12.48 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with

 2 牧元 美沙(1)     12.77 
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大学

 3 村松 広捺(4)     12.86 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大学

 4 南澤 明音(2)     12.93 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大学

 5 麻原 優花(1)     13.20 
ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 創造学園高

 6 木田 沙耶(1)     13.24 
ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大学

 7 長澤 妙(1)     13.33 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 信州大
友田 有紀(1)
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園高

一般・高校女子

100m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  9088

5  9074

記録／備考
3  1962

2

6  1990

 2090
欠場

7  1793

9  1957

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

 9089

記録／備考
3   900

4  9094

8  9092

2  1989

5  1805

7  1955

6  2086
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4

7   900

6  9094

8  9088

5  9089

2  1989

9  9092

棄権

3  9074

4  1962



[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +1.3

 1 児玉 奈美(1)     26.77 Q  1 樋口 虹夏(1)     25.47 Q
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大学 ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園高

 2 金井 向日葵(2)     27.86 Q  2 瀧澤 祐未     25.57 Q
ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with

 3 上條 のあ(2)     28.02 Q  3 三和 瑠夏(1)     26.03 Q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘高 ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園高

 4 斉藤 楓花(2)     29.47  4 村松 広捺(4)     26.14 q
ｻｲﾄｳ ﾌｳｶ 松商学園高 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大学

 5 中尾 ありさ(1)     29.49  5 南澤 明音(2)     26.40 q
ﾅｶｵ ｱﾘｻ 松本大学 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大学

 6 吉岡 栞(2)     29.64  6 内川 未久(1)     26.78 
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘高 ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園高

 7 高木 陽香(1)     29.70  7 深澤 由惟(2)     27.13 
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘高 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｲ 松商学園高
濱 綾華(1)
ﾊﾏ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

風速 -0.8

 1 瀧澤 祐未     25.48 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾐ with

 2 村松 広捺(4)     25.95 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾅ 松本大学

 3 三和 瑠夏(1)     26.02 
ﾐﾜ ﾙﾅ 創造学園高

 4 南澤 明音(2)     26.50 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大学

 5 児玉 奈美(1)     27.08 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大学
金井 向日葵(2)
ｶﾅｲ ﾋﾏﾜﾘ 松本蟻ヶ崎高
樋口 虹夏(1)
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園高
上條 のあ(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘高

一般・高校女子

200m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9  1826

3  1950

記録／備考
4  9095

2

6  9093

 1886
欠場

5  1795

7  1804

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

 1882

記録／備考
6  1960

7   900

8  1979

3  9088

5  9089

2  1961

4  1951

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8

7   900

3  9088

9  1979

2  9089

6  9095

4  1882
棄権

棄権

5  1960
棄権

8  1826



[ 1組] [ 2組]

 1 児玉 奈美(1)   2:33.17  1 木田 沙耶(1)   2:26.70 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大学 ｷﾀﾞ ｻﾔ 松本大学

 2 大丸 夏星(2)   2:37.04  2 安永 友麻(1)   2:33.76 
ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 松商学園高 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 3 小林 あか里(1)   2:38.72  3 吉川 真子(2)   2:43.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 松本蟻ヶ崎高 ｷｯｶﾜ ﾏｺ 松本秀峰高

 4 中藤 夏葵(1)   2:59.01  4 小口 満里奈(2)   2:55.70 
ﾅｶﾌｼﾞ ﾅﾂｷ 創造学園高 ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 松本秀峰高

 5 市川 結(1)   3:02.54 伊藤 鈴花(3)
ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 松本秀峰高 ｲﾄｳ ｽｽﾞｶ 創造学園高
真野 ひな帆(1)
ﾏﾉ ﾋﾅﾎ 松本県ヶ丘高

   1 木田 沙耶(1) 松本大学     2:26.70   2   1
   2 児玉 奈美(1) 松本大学     2:33.17   1   1
   3 安永 友麻(1) 松本県ヶ丘高     2:33.76   2   2
   4 大丸 夏星(2) 松商学園高     2:37.04   1   2
   5 小林 あか里(1) 松本蟻ヶ崎高     2:38.72   1   3
   6 吉川 真子(2) 松本秀峰高     2:43.12   2   3
   7 小口 満里奈(2) 松本秀峰高     2:55.70   2   4
   8 中藤 夏葵(1) 創造学園高     2:59.01   1   4
   9 市川 結(1) 松本秀峰高     3:02.54   1   5

一般・高校女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
4  9095

5  1954

6  1884

2  1981

3  2088

記録／備考
5  9092

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  1802

2  2087

4  2085

3  1986
欠場

7  1801
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 9092
 9095

 2085
 1981
 2088

 1802
 1954
 1884
 2087



 1 蛭田 杏(2)  10:55.90 
ﾋﾙﾀ ｱﾝ 松本蟻ヶ崎高

 2 伊藤 花織(1)  11:17.67 
ｲﾄｳ ｶｵﾘ 松本県ヶ丘高

 3 高坂 珠実(1)  11:28.15 
ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 松本蟻ヶ崎高

 4 工藤 愛菜(1)  11:41.99 
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ 松本県ヶ丘高

 5 畑野 実優(1)  11:58.38 
ﾊﾀﾉ ﾐｳ 創造学園高
杉村 奈津穂(2)
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅﾂﾎ 松本県ヶ丘高
宮坂 梨乃(2)
ﾐﾔｻｶ ﾘﾉ 創造学園高

一般・高校女子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1881

5  1800

7  1883

3  1803

6  1978

2  1988
欠場

1  1799
欠場



塩原 美里(2)
ｼｵﾊﾗ ﾐｻﾄ 松本県ヶ丘高
谷口 真生(2)
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｵ 松商学園高
赤羽 菜々実(2)
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 松商学園高
大丸 夏星(2)
ﾀﾞｲﾏﾙ ｶﾎ 松商学園高
中田 萌(2)
ﾅｶﾀ ﾓｴ 松本深志高

一般・高校女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m63
1 5  1796

- - - - - o xo o xxx  1.60

2 4  1953
- - o o xxo xxx  1.45

3 3  1958
- o o xxx  1.35

4 2  1954
o xo o xxx  1.35

5 1  1770
o xo xxx  1.30



 ３回の
 最高記録

長澤 妙(1)    x   5.05   5.04    5.05   5.06    x   4.95    5.06 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 信州大   +1.1   -0.2    +1.1   +0.1   -0.6    +0.1
田中 愛(1)   4.83   4.60   4.82    4.83   4.66   4.42   4.80    4.83 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 創造学園高   +0.8   -1.3   +0.3    +0.8   -0.4   -1.3   -0.6    +0.8
酒井 珠良(2)   4.79    x    x    4.79   4.53   4.81   4.74    4.81 
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 松本大学   +1.3    +1.3   -1.7   -0.7   -0.8    -0.7
内田 佑香(2)    x   4.27   4.44    4.44   4.07   4.26   4.56    4.56 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘高   -0.5   -0.5    -0.5   -1.8   -0.5   -1.1    -1.1
松岡 みず穂(2)    x   4.29   4.46    4.46   3.95   4.22   4.19    4.46 
ﾏﾂｵｶ ﾐｽﾞﾎ 松本県ヶ丘高   -1.2   +0.1    +0.1   -1.0   -0.5   -1.6    +0.1
赤羽 菜々実(2)   3.90   3.80   3.90    3.90   3.78   4.02   3.74    4.02 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅﾐ 松商学園高   +1.0   -0.5   -0.9    -0.9   -0.9   -0.9   -1.6    -0.9
安元 実佑(2)   3.26   3.21   3.45    3.45   3.79   3.70   3.67    3.79 
ﾔｽﾓﾄ ﾐﾕ 松商学園高   +1.1   -0.7   -1.4    -1.4   -1.4    0.0   -1.0    -1.4
望月 彩加(1)    x    x    x     x 記録なし
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ 松本蟻ヶ崎高

一般・高校女子

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 8  9074

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

2 7  1977

3 6  9090

4 4  1798

5 5  1797

3  1885

6 2  1958

7 1  1957



 ３回の
 最高記録

渡邉 希(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大学
小川 桃果(2)
ｵｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 創造学園高
吉岡 栞(2)
ﾖｼｵｶ ｼｵﾘ 松本県ヶ丘高
中尾 ありさ(1)
ﾅｶｵ ｱﾘｻ 松本大学
上條 のあ(2) 欠場
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉｱ 松本県ヶ丘高

-2- 備考

一般・高校女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 26.35

-3- -4- -5- -6- 記録

2 4  1976
   o  24.24

1 5  9091
   o    o

 24.28 

  26.35    o    o    o  26.35 

   o

   o   24.24  24.28    o    o

4 3  9093
   o  18.87

3 2  1795
 21.00    o

 18.87 

  21.00    o    o    o  21.00 

   o   18.87    o    o    o

1  1826
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