
《大会コード　　　19170548》

期　日　：　2019年5月12日(日）
会　場　：　岡谷市営陸上競技場（岡谷東部中学校庭）

《競技場コード　　　174040》
《公認番号　　          9390》

審判長　　：宮坂　繁
記録主任 ：森　安夫

主　催　：　岡谷市教育委員会/(公財）岡谷市体育協会
　　　　　　  岡谷市陸上競技協会
主　管　：　岡谷市陸上競技協会

風力測定主任：林　甲市

時刻 天候 気温　℃ 湿度％ 風向 風速 気圧 備考

9時00分 晴 18.0℃ 17% 北北西 0.1

10時00分 晴 25.0℃ 10% 東 0.1

11時00分 晴 27.5℃ 10% 北 0.2

12時00分 晴 33.0℃ 30% 北東 0.1

13時00分 晴 24.5℃ 30% 北東 0.1

14時00分

15時00分

予・決 記録 所属 従来の記録

決勝 1.15ｍ 岡谷東部中 －

決勝 1.49ｍ 岡谷東部中 1.40ｍ

決勝 3.00ｍ 神明小 －

決勝 3.02ｍ 長地小 -

決勝 3.15ｍ 長地小 -

決勝 4.64ｍ 岡谷東部中 4.49ｍ

予・決 記録 所属 備考

決勝 1.40ｍ 岡谷東部中 -

グランドコンデション記録

この大会で樹立された記録

中学３年女子走幅跳

氏　　名

中学２年女子走高跳 千葉琉莉

小学５・６年男子走幅跳

小学３・４年女子走幅跳

小学５・６年女子走幅跳

2019年岡谷市民春季陸上競技大会

大 会 新 記 録

大 会 タ イ 記 録

種　　目 氏　　名

小澤由愛

長門杏実

種　　目

中学３年女子走高跳 宮坂優羽奈

中学１年女子走高跳 長門里奈

笠原蕗喜

吉水麻紀



2019年度岡谷市民春季陸上競技大会
主催：岡谷市教育委員会　(公財)岡谷市体育協会　岡谷市陸上競技協会
主管：岡谷市陸上競技協会

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】174040  岡谷市営陸上競技場

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
05/12 中学1年女子   0.0神田 美羽(1) 15.64 足助 唯菜(1) 15.85 杉村 風華(1) 16.69 田中 望愛(1) 17.11

100m 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中
05/12  +0.5篠原 夏帆(1) 36.21 笠原 惺々楽(1) 38.65 小原 瑚雪(1) 40.57

200m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷南部中
05/12 山田 恵蓮(1) 6,25.16 長門 里奈(1) 6,25.39

1500m 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中
05/12 三島 きらり(1)3.28(+1.5) 篠原 夏帆(1) 3.10(+2.0) 春日 円花(1) 2.75(0.0) 林 舞羽(1) 2.73(+1.5)

走幅跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中
05/12 長門 里奈(1) 1.15

走高跳 中学生･岡谷東部中
05/12 小学1･2年女   0.0富山 杏梨(2) 11.34 木下 七星(2) 11.41 小口 愛桜(2) 11.60 鈴木 愛海(2) 11.99 古畑 望羽(2) 12.00 片山 杏樹(1) 12.16 齋藤 ｼﾞｪｼｶ(2) 12.21

60m 小学生･神明小 小学生･上の原小 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･岡谷田中小 小学生･神明小 小学生･長地小
05/12 田畑 真子(2) 2,29.65 西濱 貴紗希(2) 2,33.88 樋口 珠果(2) 2,36.62 石原 莉子(2) 2,46.22 小嶋 希咲(2) 2,54.20 伊久美 こころ(1 2,59.87 武田 琴音(1) 3,02.50 竹入 凛加(2) 3,02.89

600m 小学生･岡谷田中小 小学生･小井川小 小学生･長地小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･岡谷田中小 小学生･神明小 小学生･神明小
05/12 小学3･4年女  +1.8鈴木 琉海(4) 16.75 土屋 結愛(4) 16.77 日室 遥子(4) 17.04 岡田 陽菜(4) 17.07 遠藤 藍(4) 17.14 北川 愛果(3) 17.36 小池 ほのか(4) 17.58

100m 小学生･長地小 小学生･岡谷田中小 小学生･神明小 小学生･上の原小 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷田中小 小学生･神明小
05/12 小口 凛愛(3) 3,02.80 髙野 綺音(4) 3,29.70

800m 小学生･小井川小 小学生･神明小
05/12 吉水 麻紀(4) 3.02(+1.0) 柴 茉里絵(4) 2.42(+1.0) 倉本 有希(4) 2.38(+1.5)

走幅跳 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･岡谷田中小
05/12 長地小     1,11.00 岡谷田中小(A)    1,11.41 神明小     1,12.47 岡谷田中小(B)    1,17.05 岡谷田中小(C)    1,18.73

4×100mR 吉水 麻紀(4) 土屋 結愛(4) 水谷 日香(4) 小口 遥花(3) 竹入 結菜(3)
柴 茉里絵(4) 小口 紗世(4) 小池 ほのか(4) 小口 果凜(3) 河西 朝菜(3)
山田 柚葉(4) 田中 柚葉(4) 日室 遥子(4) 武居 里奈(3) 呉本 唯月(3)
鈴木 琉海(4) 遠藤 藍(4) 髙木 菜緒(4) 北川 愛果(3) 田中 海羽(3)

05/12 中学2年女子  +1.3蔭山 羽音(2) 13.85 林 海音(2) 13.95 藤森 悠実(2) 14.34 辰野 陽和(2) 14.56 加納 環(2) 14.87 小松 志緒(2) 14.94 岡田 成美(2) 15.20
100m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷西部 中学生･清陵附属中 中学生･岡谷南部中

05/12  +2.2花岡 澄珠(2) 33.50
200m 中学生･岡谷西部

05/12 名和 夏乃子(2) 5,12.75 増沢 結(2) 5,19.09 宮澤 明日香(2) 5,46.48 岡本 千織(2) 5,46.99 宮澤 心音(2) 6,02.37 花岡 涼子(2) 6,19.59
1500m 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

05/12 小松 志緒(2) 4.07(+0.1) 外山 優(2) 3.90(+1.5) 青木 音乃(2) 3.87(+0.2) 田中 絆(2) 3.85(+0.2)
走幅跳 中学生･清陵附属中 中学生･岡谷西部 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

05/12 千葉 琉莉(2) 1.49 林 海音(2) 1.30 石倉 ゆうび(2) 1.30
走高跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

05/12 小学5年女子  +1.6飯島 梓音(5) 15.96 小松 あや(5) 16.06 霜鳥 ゆずほ(5) 16.82 宮坂 弥王(5) 17.00 岩出 愛莉(5) 17.01 原 睦季(5) 17.05 国奥 莉子(5) 17.06
100m 小学生･小井川小 小学生･神明小 小学生･岡谷田中小 小学生･小井川小 小学生･長地小 小学生･岡谷田中小 小学生･小井川小

05/12 山田 碧音(5) 3,42.71 宮坂 明香里(5) 3,56.37 小口 香芽(5) 4,48.90
1000m 小学生･岡谷田中小 小学生･小井川小 小学生･小井川小

05/12 小井川小     1,08.49
4×100mR 国奥 莉子(5)

松山 実誉(5)
永井 果耶(5)
飯島 梓音(5)

05/12 小学6年女子  +1.1小口 真歩(6) 15.46 鈴木 美海(6) 15.52 関 心乃香(6) 16.05 吉水 優香(6) 16.11 小松 美緒(6) 16.24 山田 泉都(6) 16.30 三澤 楓(6) 16.67
100m 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･川岸小 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･川岸小

05/12 細田 葉月(6) 3,55.78
1000m 小学生･神明小

05/12 長地小(A)     1,03.41 長地小(B)     1,06.09 上の原小     1,09.80
4×100mR 吉水 優香(6) 小池 彩禾(6) 矢澤 風柚(6)

鈴木 美海(6) 小松 美緒(6) 北澤 芽依(6)
山田 泉都(6) 小澤 由愛(6) 藤森 有澄(6)
小口 真歩(6) 林 音琉(6) 今井 さくら(6)

05/12 中学3年女子  +1.6春日 莉緒(3) 13.84 長門 杏実(3) 14.25 林 優舞(3) 15.03
100m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

05/12  +2.2宮坂 優那(3) 30.64 中島 優香(3) 31.60
200m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部

05/12 長門 杏実(3) 4.64(+1.2) 内川 穂乃佳(3)4.07(+1.0) 高林 あんり(3)4.00(+2.0) 春日 莉緒(3) 3.87(+1.5) 宮坂 優羽奈(3)3.83(+1.0) 小口 美来(3) 3.83(+2.0) 成田 楓華(3) 3.74(+1.5) 古木 優羽(3) 3.03(+1.0)
走幅跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部 中学生･清陵附属中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中

05/12 宮坂 優那(3) 1.40 宮坂 優羽奈(3) 1.35



2019年度岡谷市民春季陸上競技大会
主催：岡谷市教育委員会　(公財)岡谷市体育協会　岡谷市陸上競技協会
主管：岡谷市陸上競技協会

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】174040  岡谷市営陸上競技場

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

走高跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中
05/12 中学共通女子 林 優舞(3) 9.05 坂戸 愛佳(3) 8.09 北田 紗由季(2) 7.18

砲丸投2.7㎏ 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中
05/12 岡谷東部中(A)      55.09 岡谷東部中(B)      55.94 岡谷西部(A)       57.90 清陵附属中       59.42 岡谷西部(B)       59.75 岡谷南部中     1,03.25 岡谷東部中(C)    1,08.03 岡谷西部(C)     1,11.99

4×100mR 宮坂 優那(3) 千葉 琉莉(2) 関 唯々香(3) 小松 志緒(2) 花岡 澄珠(2) 成田 楓華(3) 篠原 夏帆(1) 岡田 なみき(1)
春日 莉緒(3) 石倉 ゆうび(2) 宮内 胡都(3) 高林 あんり(3) 加納 環(2) 下島 莉紗子(3) 林 舞羽(1) 濵 さくら(1)
長門 杏実(3) 藤森 悠実(2) 中島 優香(3) 上久保 花怜(2) 川倉 薫子(2) 沖津 美咲(3) 春日 円花(1) 岸本 珠吏(1)
蔭山 羽音(2) 林 海音(2) 内川 穂乃佳(3) 五味 桜花(2) 外山 優(2) 小口 美来(3) 長門 里奈(1) 黒瀬 ひまり(1)

05/12 小学5･6年女 小澤 由愛(6) 3.15(+1.8) 小池 彩禾(6) 3.08(+1.0) 今井 さくら(6)2.86(+1.0)
走幅跳 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･上の原小



予選 5月12日  9:10
決勝 5月12日 11:15

大会新              10.88

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.1

 1 小口 愛桜(2) 小学生     11.93 q  1 富山 杏梨(2) 小学生     11.44 q
ｵｸﾞﾁ ｱｲﾗ 長地小 ﾄﾐﾔﾏ ｱﾝﾘ 神明小

 2 永原 璃乃(2) 小学生     12.35  2 木下 七星(2) 小学生     11.50 q
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾘﾉ 岡谷田中小 ｷﾉｼﾀ ﾅﾅｾ 上の原小

 3 宮坂 沙希(1) 小学生     13.09  3 鈴木 愛海(2) 小学生     11.98 q
ﾐﾔｻｶ ｻｷ 長地小 ｽｽﾞｷ ｱﾐ 長地小

 4 土屋 流奈(1) 小学生     13.19  4 古畑 望羽(2) 小学生     12.09 q
ﾂﾁﾔ ﾙﾅ 岡谷田中小 ﾌﾙﾊﾀ ﾉｱ 岡谷田中小

 5 北澤 怜華(1) 小学生     13.99  5 髙木 このは(1)小学生     13.07 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾚｲｶ 上の原小 ﾀｶｷﾞ ｺﾉﾊ 岡谷田中小

 6 濱 優希菜(2) 小学生     15.43 名取 花(1) 小学生
ﾊﾏ ﾕｷﾅ 神明小 ﾅﾄﾘ ﾊﾅ 小井川小

[ 3組] 風速 +1.2

 1 齋藤 ｼﾞｪｼｶ(2) 小学生     11.97 q
ｻｲﾄｳ ｼﾞｪｼｶ 長地小

 2 片山 杏樹(1) 小学生     12.15 q
ｶﾀﾔﾏ ｱﾝｼﾞｭ 神明小

 3 大橋 美由(1) 小学生     12.47 
ｵｵﾊｼ ﾐﾕ 岡谷田中小

 4 小島 柚月(1) 小学生     13.01 
ｺｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 上の原小

 5 シロキ マリア(小学生     13.15 
ｼﾛｷ ﾏﾘｱ 小井川小

 6 傅 才馨(1) 小学生     13.61 
ﾌｳ ｻｲｹｲ 長地小

小学1･2年女子

60m

予選 通過基準  3組  0着 + 7 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
4   199

3    10

5    47

  108

順

1    88

6   209

記録／備考 記録／備考
4   114

ﾚｰﾝ 氏  名 所属名No.

   87

5   178

1

2    40

6     1

3    50
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2

5   170

4   112

6    19

1    91

2    82

3   174



風速  0.0

 1 富山 杏梨(2) 小学生     11.34 
ﾄﾐﾔﾏ ｱﾝﾘ 神明小

 2 木下 七星(2) 小学生     11.41 
ｷﾉｼﾀ ﾅﾅｾ 上の原小

 3 小口 愛桜(2) 小学生     11.60 
ｵｸﾞﾁ ｱｲﾗ 長地小

 4 鈴木 愛海(2) 小学生     11.99 
ｽｽﾞｷ ｱﾐ 長地小

 5 古畑 望羽(2) 小学生     12.00 
ﾌﾙﾊﾀ ﾉｱ 岡谷田中小

 6 片山 杏樹(1) 小学生     12.16 
ｶﾀﾔﾏ ｱﾝｼﾞｭ 神明小

 7 齋藤 ｼﾞｪｼｶ(2) 小学生     12.21 
ｻｲﾄｳ ｼﾞｪｼｶ 長地小

小学1･2年女子

60m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   114

5    87

3   199

7   178

1    40

2   170

6   112



決勝 5月12日 10:55

大会新                   

 1 田畑 真子(2) 小学生   2,29.65 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺ 岡谷田中小

 2 西濱 貴紗希(2)小学生   2,33.88 
ﾆｼﾊﾏ ｷｻｷ 小井川小

 3 樋口 珠果(2) 小学生   2,36.62 
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾏｶ 長地小

 4 石原 莉子(2) 小学生   2,46.22 
ｲｼﾊﾗ ﾘｺ 神明小

 5 小嶋 希咲(2) 小学生   2,54.20 
ｺｼﾞﾏ ｷｻｷ 神明小

 6 伊久美 こころ(小学生   2,59.87 
ｲｸﾐ ｺｺﾛ 岡谷田中小

 7 武田 琴音(1) 小学生   3,02.50 
ﾀｹﾀﾞ ｺﾄﾈ 神明小

 8 竹入 凛加(2) 小学生   3,02.89 
ﾀｹｲﾘ ﾘﾝｶ 神明小

 9 桶田 鈴夏(1) 小学生   3,04.57 
ｵｹﾀﾞ ﾚﾅ 神明小

10 古厩 紗代(1) 小学生   3,05.22 
ﾌﾙﾏﾔ ｻﾖ 神明小

5    54

小学1･2年女子

600m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   188

7    13

4   122

10   126

8    49

1   113

2   119

9   139

6   148



決勝 5月12日 13:10

大会新            1,08.16

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長地小   213 吉水 麻紀(4)   1,11.00 

ｵｻﾁｼｮｳ ﾖｼﾐｽﾞ  ﾏｷ
  201 柴 茉里絵(4)

ｼﾊﾞ ﾏﾘｴ
  202 山田 柚葉(4)

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ
  176 鈴木 琉海(4)

ｽｽﾞｷ ﾙﾐ
 2   6 岡谷田中小(A)   11 土屋 結愛(4)   1,11.41 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳA ﾂﾁﾔ ﾕｱ
   32 小口 紗世(4)

ｵｸﾞﾁ ｻﾖ
   15 田中 柚葉(4)

ﾀﾅｶ ﾕｽﾞﾊ
   46 遠藤 藍(4)

ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲ
 3   3 神明小   123 水谷 日香(4)   1,12.47 

ｼﾝﾒｲｼｮｳ ﾐｽﾞﾀﾆ ﾆﾁｶ
  127 小池 ほのか(4)

ｺｲｹ ﾎﾉｶ
  115 日室 遥子(4)

ﾋﾑﾛ ﾖｳｺ
   99 髙木 菜緒(4)

ﾀｶｷﾞ ﾅｵ
 4   2 岡谷田中小(B)   30 小口 遥花(3)   1,17.05 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳB ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｶ
   33 小口 果凜(3)

ｵｸﾞﾁ ｶﾘﾝ
    7 武居 里奈(3)

ﾀｹｲ ﾘﾅ
    3 北川 愛果(3)

ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ
 5   4 岡谷田中小(C)   18 竹入 結菜(3)   1,18.73 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳC ﾀｹｲﾘ ﾕｲﾅ
   44 河西 朝菜(3)

ｶｻｲ ｱｻﾅ
   39 呉本 唯月(3)

ｸﾚﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ
   16 田中 海羽(3)

ﾀﾅｶ ﾐｳ

小学3･4年女子

4×100mR

決勝



予選 5月12日  9:45
決勝 5月12日 11:50

大会新              15.70

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +1.0

 1 鈴木 琉海(4) 小学生     17.08 q  1 山田 柚葉(4) 小学生     18.36 
ｽｽﾞｷ ﾙﾐ 長地小 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 長地小

 2 遠藤 藍(4) 小学生     17.54 q  2 宮澤 藍歌(3) 小学生     19.07 
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲ 岡谷田中小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｲｶ 川岸小

 3 髙木 菜緒(4) 小学生     17.95  3 山田 柚衣(4) 小学生     19.17 
ﾀｶｷﾞ ﾅｵ 神明小 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 上の原小

 4 高田 美緒(4) 小学生     18.74  4 高島 葵由俐(4)小学生     19.50 
ﾀｶﾀﾞ ﾐｵ 長地小 ﾀｶｼﾏ ﾏﾕﾘ 小井川小

 5 上條 晴色(3) 小学生     19.37  5 松山 ひまり(3)小学生     20.90 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾛ 川岸小 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾏﾘ 神明小

 6 今井 遥香(3) 小学生     19.52  6 依田 紗空(3) 小学生     21.71 
ｲﾏｲ ﾊﾙｶ 神明小 ﾖﾀﾞ ｻﾗﾅ 神明小

[ 3組] 風速 +3.7 [ 4組] 風速 +0.6

 1 土屋 結愛(4) 小学生     16.64 q  1 水谷 日香(4) 小学生     18.00 
ﾂﾁﾔ ﾕｱ 岡谷田中小 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾆﾁｶ 神明小

 2 岡田 陽菜(4) 小学生     17.21 q  2 向山 緒美(3) 小学生     18.01 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ 上の原小 ﾑｶｲﾔﾏ ﾂｸﾞﾐ 川岸小

 3 小池 ほのか(4)小学生     17.70 q  3 渡辺 美夢(3) 小学生     18.17 
ｺｲｹ ﾎﾉｶ 神明小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾑ 長地小

 4 名取 優寿希(3)小学生     18.37  4 臼井 祷紘(3) 小学生     18.45 
ﾅﾄﾘ ﾕｽﾞｷ 長地小 ｳｽｲ ﾏﾋﾛ 長地小

 5 宮坂 青葉(3) 小学生     18.41  5 小口 果凜(3) 小学生     18.97 
ﾐﾔｻｶ ｱｵﾊﾞ 小井川小 ｵｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 岡谷田中小

 6 竹入 結菜(3) 小学生     20.52  6 五味 蕗(3) 小学生     19.17 
ﾀｹｲﾘ ﾕｲﾅ 岡谷田中小 ｺﾞﾐ ﾌｷ 神明小

[ 5組] 風速 +1.4

 1 日室 遥子(4) 小学生     17.41 q
ﾋﾑﾛ ﾖｳｺ 神明小

 2 北川 愛果(3) 小学生     17.48 q
ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ 岡谷田中小

 3 清水 彩(3) 小学生     17.91 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔ 長地小

 4 田中 海羽(3) 小学生     18.41 
ﾀﾅｶ ﾐｳ 岡谷田中小

 5 齊藤 和佐(3) 小学生     19.23 
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｻ 神明小

 6 武居 里奈(3) 小学生     20.31 
ﾀｹｲ ﾘﾅ 岡谷田中小

風速 +1.8

 1 鈴木 琉海(4) 小学生     16.75 
ｽｽﾞｷ ﾙﾐ 長地小

 2 土屋 結愛(4) 小学生     16.77 
ﾂﾁﾔ ﾕｱ 岡谷田中小

 3 日室 遥子(4) 小学生     17.04 
ﾋﾑﾛ ﾖｳｺ 神明小

 4 岡田 陽菜(4) 小学生     17.07 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ 上の原小

 5 遠藤 藍(4) 小学生     17.14 
ｴﾝﾄﾞｳ ｱｲ 岡谷田中小

 6 北川 愛果(3) 小学生     17.36 
ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ 岡谷田中小

 7 小池 ほのか(4)小学生     17.58 
ｺｲｹ ﾎﾉｶ 神明小

小学3･4年女子

100m

予選 通過基準  5組  0着 + 7 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
4   176

2   208

6    46

1   135

順

5   159

3    99

記録／備考
6   202

ﾚｰﾝ 氏  名 所属名No.

  165

2    93

4

1    67

3   125

5   151

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
1    11

6    97

3   127

4   183

2    72

5    18

氏  名 所属名 記録／備考
2   123

6   164

5   190

3   222

1    33

4   138

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   115

5     3

4   194

1    16

6   104

3     7

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   176

4    11

3   115

2    97

1    46

6     3

7   127



決勝 5月12日 12:20

大会新            3,00.43

 1 小口 凛愛(3) 小学生   3,02.80 
ｵｸﾞﾁ ﾘﾝﾅ 小井川小

 2 髙野 綺音(4) 小学生   3,29.70 
ﾀｶﾉ ｷﾖﾗ 神明小

小学3･4年女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    59

1    98



決勝 5月12日  9:20

吉水 麻紀(4) 小学生   2.82   3.02    X    3.02 
ﾖｼﾐｽﾞ  ﾏｷ 長地小   +0.8   +1.0    +1.0
柴 茉里絵(4) 小学生   2.42    X   2.42    2.42 
ｼﾊﾞ ﾏﾘｴ 長地小   +1.0   +0.2    +1.0
倉本 有希(4) 小学生   2.18   2.23   2.38    2.38 
ｸﾗﾓﾄ ﾕｷ 岡谷田中小   +0.9   -1.0   +1.5    +1.5

2 1   201

3 2    21

記録 備考
1 3   213

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

小学3･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-



決勝 5月12日  9:20

小澤 由愛(6) 小学生   2.94   3.05   3.15    3.15 
ｵｻﾞﾜ ﾕｱ 長地小   +0.8   +1.8   +1.8    +1.8
小池 彩禾(6) 小学生    X   3.00   3.08    3.08 
ｺｲｹ ｱﾔｶ 長地小   +1.0   +1.0    +1.0
今井 さくら(6) 小学生   2.75   2.62   2.86    2.86 
ｲﾏｲ ｻｸﾗ 上の原小   +1.0   +1.0   +1.0    +1.0

2 2   196

3 3    96

記録 備考
1 1   195

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

小学5･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-



決勝 5月12日 13:15

大会新            1,03.16

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 小井川小    66 国奥 莉子(5)   1,08.49 

ｵｲｶﾜｼｮｳ ｸﾆｵｸ ﾘｺ
   58 松山 実誉(5)

ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾉﾘ
   78 永井 果耶(5)

ﾅｶﾞｲ ｶﾔ
   52 飯島 梓音(5)

ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ

小学5年女子

4×100mR

決勝



予選 5月12日 10:25
決勝 5月12日 12:00

大会新              14.95

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.4

 1 飯島 梓音(5) 小学生     16.06 q  1 小松 あや(5) 小学生     16.14 q
ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 小井川小 ｺﾏﾂ ｱﾔ 神明小

 2 霜鳥 ゆずほ(5)小学生     16.67 q  2 宮坂 弥王(5) 小学生     16.65 q
ｼﾓﾄﾘ ﾕｽﾞﾎ 岡谷田中小 ﾐﾔｻｶ ﾐｵ 小井川小

 3 梅沢 陽菜(5) 小学生     17.14  3 国奥 莉子(5) 小学生     16.69 q
ｳﾒｻﾞﾜ ﾊﾙﾅ 長地小 ｸﾆｵｸ ﾘｺ 小井川小

 4 齊藤 千咲希(5)小学生     17.64  4 岩出 愛莉(5) 小学生     16.80 q
ｻｲﾄｳ ﾁｻｷ 神明小 ｲﾜﾃﾞ ｱｲﾘ 長地小

 5 永井 果耶(5) 小学生     17.98  5 原 睦季(5) 小学生     16.81 q
ﾅｶﾞｲ ｶﾔ 小井川小 ﾊﾗ ﾑﾂｷ 岡谷田中小
小平 姫鞠(5) 小学生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾋﾏﾘ 川岸小

風速 +1.6

 1 飯島 梓音(5) 小学生     15.96 
ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ 小井川小

 2 小松 あや(5) 小学生     16.06 
ｺﾏﾂ ｱﾔ 神明小

 3 霜鳥 ゆずほ(5)小学生     16.82 
ｼﾓﾄﾘ ﾕｽﾞﾎ 岡谷田中小

 4 宮坂 弥王(5) 小学生     17.00 
ﾐﾔｻｶ ﾐｵ 小井川小

 5 岩出 愛莉(5) 小学生     17.01 
ｲﾜﾃﾞ ｱｲﾘ 長地小

 6 原 睦季(5) 小学生     17.05 
ﾊﾗ ﾑﾂｷ 岡谷田中小

 7 国奥 莉子(5) 小学生     17.06 
ｸﾆｵｸ ﾘｺ 小井川小

小学5年女子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 7 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
3    52

順

1    78

4   189

  105

5

記録／備考
4   130

ﾚｰﾝ 氏  名 所属名No.

6

   69

5    66

1   20

2   214

3    41

2   160
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    52

5   130

4    20

3    69

1   214

7    66

6    41



決勝 5月12日 12:35

大会新            3,36.61

 1 山田 碧音(5) 小学生   3,42.71 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｵﾈ 岡谷田中小

 2 宮坂 明香里(5)小学生   3,56.37 
ﾐﾔｻｶ ｱｶﾘ 小井川小

 3 小口 香芽(5) 小学生   4,48.90 
ｵｸﾞﾁ ｺｳﾒ 小井川小

小学5年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3    62

2    35

1    70



決勝 5月12日 13:15

大会新              59.80

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 長地小(A)   212 吉水 優香(6)   1,03.41 

ｵｻﾁｼｮｳA ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ
  177 鈴木 美海(6)

ｽｽﾞｷ ﾐｳ
  203 山田 泉都(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂ
  198 小口 真歩(6)

ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ
 2   2 長地小(B)   196 小池 彩禾(6)   1,06.09 

ｵｻﾁｼｮｳB ｺｲｹ ｱﾔｶ
  197 小松 美緒(6)

ｺﾏﾂ ﾐｵ
  195 小澤 由愛(6)

ｵｻﾞﾜ ﾕｱ
  181 林 音琉(6)

ﾊﾔｼ ﾈﾙ
 3   3 上の原小    85 矢澤 風柚(6)   1,09.80 

ｳｴﾉﾊﾗｼｮｳ ﾔｻﾞﾜ ﾌﾕ
   89 北澤 芽依(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾒｲ
   90 藤森 有澄(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾘｽ
   96 今井 さくら(6)

ｲﾏｲ ｻｸﾗ

小学6年女子

4×100mR

決勝



予選 5月12日 10:35
予選
決勝 5月12日 12:10
決勝

大会新              14.46

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -1.3

 1 鈴木 美海(6) 小学生     15.78 q  1 小口 真歩(6) 小学生     15.54 q
ｽｽﾞｷ ﾐｳ 長地小 ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 長地小

 2 吉水 優香(6) 小学生     16.16 q  2 関 心乃香(6) 小学生     16.05 q
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 長地小 ｾｷ ｺﾉｶ 川岸小

 3 小松 美緒(6) 小学生     16.43 q  3 山田 泉都(6) 小学生     16.37 q
ｺﾏﾂ ﾐｵ 長地小 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂ 長地小

 4 三澤 楓(6) 小学生     16.67 q  4 伊藤 陽香(6) 小学生     17.24 
ﾐｻﾜ ｶｴﾃﾞ 川岸小 ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 小井川小

 5 藤森 有澄(6) 小学生     17.18  5 北澤 芽依(6) 小学生     17.48 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾘｽ 上の原小 ｷﾀｻﾞﾜ ﾒｲ 上の原小

 6 矢澤 風柚(6) 小学生     19.02  6 滝 彩愛(6) 小学生     18.30 
ﾔｻﾞﾜ ﾌﾕ 上の原小 ﾀｷ ｱﾔﾅ 小井川小

風速 +1.1

 1 小口 真歩(6) 小学生     15.46 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 長地小

 2 鈴木 美海(6) 小学生     15.52 
ｽｽﾞｷ ﾐｳ 長地小

 3 関 心乃香(6) 小学生     16.05 
ｾｷ ｺﾉｶ 川岸小

 4 吉水 優香(6) 小学生     16.11 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 長地小

 5 小松 美緒(6) 小学生     16.24 
ｺﾏﾂ ﾐｵ 長地小

 6 山田 泉都(6) 小学生     16.30 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂ 長地小

 7 三澤 楓(6) 小学生     16.67 
ﾐｻﾜ ｶｴﾃﾞ 川岸小

小学6年女子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考 記録／備考
2   177

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3   162

4   212

1    85

順

5    90

6   197

2   198
ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   167

6   203

5    79

3    89

1    53

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   198

5   177

3   167

2   212

1   197

7   162

6   203



決勝 5月12日 12:35

大会新            3,30.90

 1 細田 葉月(6) 小学生   3,55.78 
ﾎｿﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ 神明小

小学6年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   133



決勝 5月12日 11:25

大会新              14.27
諏訪新              12.99

風速  0.0

 1 神田 美羽(1) 中学生     15.64 
ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ 岡谷南部中

 2 足助 唯菜(1) 中学生     15.85 
ｱｽｹ ﾕｲﾅ 岡谷南部中

 3 杉村 風華(1) 中学生     16.69 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾌｳｶ 岡谷東部中

 4 田中 望愛(1) 中学生     17.11 
ﾀﾅｶ ﾉｱ 岡谷南部中

中学1年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

 7625

5  7626

3  7624

4  7646

No. 氏  名 所属名 記録／備考

2



決勝 5月12日 12:55

大会新              30.04
諏訪新              26.76

風速 +0.5

 1 篠原 夏帆(1) 中学生     36.21 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾎ 岡谷東部中

 2 笠原 惺々楽(1)中学生     38.65 
ｶｻﾊﾗ ｾｾﾗ 岡谷南部中

 3 小原 瑚雪(1) 中学生     40.57 
ｵﾊﾗ ｺﾕｷ 岡谷南部中
中島 美佳(1) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｶ 岡谷東部中

中学1年女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ

 7648

4  7647

3  7629

欠場

5  7628

No. 氏  名 所属名 記録／備考

2



決勝 5月12日 13:30

大会新            5,25.86
諏訪新            4,46.30

 1 山田 恵蓮(1) 中学生   6,25.16 
ﾔﾏﾀﾞ ｴﾚﾝ 岡谷南部中

 2 長門 里奈(1) 中学生   6,25.39 
ﾅｶﾞﾄ ﾘﾅ 岡谷東部中
中島 美佳(1) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｶ 岡谷東部中

中学1年女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  7648
欠場

2  7630

3  7649



決勝 5月12日  9:30

長門 里奈(1) 中学生
ﾅｶﾞﾄ ﾘﾅ 岡谷東部中

 1.15

1m40
1 1  7649 O XO O XO XXX

記録 備考1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35

中学1年女子

走高跳

決勝

順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月12日 10:30

大会新               4.32

三島 きらり(1) 中学生   3.25    X   3.28    X    X    X    3.28 
ﾐｼﾏ ｷﾗﾘ 岡谷東部中   +2.0   +1.5    +1.5
篠原 夏帆(1) 中学生   3.10   2.91   2.85   2.73   2.67   2.59    3.10 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾎ 岡谷東部中   +2.0   +1.5   +1.5   +1.5   +1.0   +1.5    +2.0
春日 円花(1) 中学生    X   2.75   2.72    X    X    X    2.75 
ｶｽｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 岡谷東部中    0.0   +1.5     0.0
林 舞羽(1) 中学生   2.72   2.64   2.73    X    X   2.69    2.73 
ﾊﾔｼ ﾏｲﾊ 岡谷東部中   +2.0    0.0   +1.5   +1.0    +1.5

4 3   225

2 4  7647

3 2  7645

記録 備考
1 1  7652

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

中学1年女子

走幅跳

決勝

順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



予選 5月12日  9:00
決勝 5月12日 11:30

大会新              13.32

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 蔭山 羽音(2) 中学生     13.94 q  1 林 海音(2) 中学生     14.05 q
ｶｹﾞﾔﾏ ﾊｵﾄ 岡谷東部中 ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ 岡谷東部中

 2 小松 志緒(2) 中学生     15.12 q  2 藤森 悠実(2) 中学生     14.29 q
ｺﾏﾂ ｼｵ 清陵附属中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾐ 岡谷東部中

 3 岡田 成美(2) 中学生     15.14 q  3 辰野 陽和(2) 中学生     14.77 q
ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ 岡谷南部中 ﾀﾂﾉ ﾋﾖﾘ 岡谷南部中

 4 加納 環(2) 中学生     15.20 q  4 川倉 薫子(2) 中学生     15.47 
ｶﾉｳ ﾀﾏｷ 岡谷西部 ｶﾜｸﾗ ｶｵﾙｺ 岡谷西部

 5 丸山 華奈(2) 小学生     16.57  5 藤森 愛莉(2) 小学生     16.19 
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾅ 岡谷北部中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲﾘ 岡谷北部中

風速 +1.3

 1 蔭山 羽音(2) 中学生     13.85 
ｶｹﾞﾔﾏ ﾊｵﾄ 岡谷東部中

 2 林 海音(2) 中学生     13.95 
ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ 岡谷東部中

 3 藤森 悠実(2) 中学生     14.34 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾐ 岡谷東部中

 4 辰野 陽和(2) 中学生     14.56 
ﾀﾂﾉ ﾋﾖﾘ 岡谷南部中

 5 加納 環(2) 中学生     14.87 
ｶﾉｳ ﾀﾏｷ 岡谷西部

 6 小松 志緒(2) 中学生     14.94 
ｺﾏﾂ ｼｵ 清陵附属中

 7 岡田 成美(2) 中学生     15.20 
ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ 岡谷南部中

中学2年女子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 7 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
5  7661

4  7944

6  7599

2  7621

3  7560

記録／備考
2  7664

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  7642

3  7622

5  7561

4  7598

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  7661

5  7664

4  7642

2  7622

6  7560

7  7944

1  7621



決勝 5月12日 13:00

大会新              29.09

風速 +2.2

 1 花岡 澄珠(2) 中学生     33.50 
ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ 岡谷西部
倉坪 佑衣(2) 中学生
ｸﾗﾂﾎﾞ ﾕｲ 岡谷西部

中学2年女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

3  7564

2  7562



決勝 5月12日 13:30

大会新            5,12.26

 1 名和 夏乃子(2)中学生   5,12.75 
ﾅﾜ ｶﾉｺ 岡谷南部中

 2 増沢 結(2) 中学生   5,19.09 
ﾏｽｻﾞﾜ  ﾕｲ 岡谷東部中

 3 宮澤 明日香(2)中学生   5,46.48 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｽｶ 岡谷西部

 4 岡本 千織(2) 中学生   5,46.99 
ｵｶﾓﾄ ﾁｵﾘ 岡谷東部中

 5 宮澤 心音(2) 中学生   6,02.37 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｺﾈ 岡谷東部中

 6 花岡 涼子(2) 中学生   6,19.59 
ﾊﾅｵｶ ﾘｮｳｺ 岡谷東部中
上久保 花怜(2)中学生
ｶﾐｸﾎﾞ ｶﾚﾝ 清陵附属中
五味 桜花(2) 中学生
ｺﾞﾐ ｵｳｶ 清陵附属中

中学2年女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7623

6  7636

9  7565

10  7660

4  7665

8  7641

欠場

5  7943
欠場

11  7945



決勝 5月12日  9:30

大会新               1.40

千葉 琉莉(2) 中学生 大会新
ﾁﾊﾞ ﾙﾘ 岡谷東部中
林 海音(2) 中学生
ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ 岡谷東部中
石倉 ゆうび(2) 中学生
ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ 岡谷東部中
山科 志帆(2) 中学生 欠場
ﾔﾏｼﾅ ｼﾎ 岡谷東部中

 1.30

 1.30

3  7666

3 2  7637 - XXO O O XXX

 1.49

2 1  7664 O XO O O XXX

O XO O O

1m49 1m511m43 1m46

XXX1 4  7663 - O O O XO

記録 備考1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40

中学2年女子

走高跳

決勝

順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月12日 10:30

大会新               4.91

小松 志緒(2) 中学生   3.90    X   3.74    X    X   4.07    4.07 
ｺﾏﾂ ｼｵ 清陵附属中   +1.2   +1.5   +0.1    +0.1
外山 優(2) 中学生   3.73   3.76    X    X   3.90    X    3.90 
ﾄﾔﾏ ﾕｳ 岡谷西部   +1.5   +0.2   +1.5    +1.5
青木 音乃(2) 中学生    X   3.78   3.83   3.83   3.87   3.70    3.87 
ｱｵｷ ﾉﾉ 岡谷東部中   +1.5   +1.5   +1.5   +0.2   +1.5    +0.2
田中 絆(2) 中学生   3.02   3.85   3.55   3.50   3.60    X    3.85 
ﾀﾅｶ ｷｽﾞﾅ 岡谷東部中   +2.2   +0.2   +1.5   +1.6   +0.5    +0.2

中学2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 4  7944

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

4 1  7662

2 2  7563

3 3  7638



決勝 5月12日 11:35

大会新              13.10

風速 +1.6

 1 春日 莉緒(3) 中学生     13.84 
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部中

 2 長門 杏実(3) 中学生     14.25 
ﾅｶﾞﾄ  ｱﾐ 岡谷東部中

 3 林 優舞(3) 中学生     15.03 
ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部中
高林 あんり(3)中学生
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属中
宮内 胡都(3) 中学生
ﾐﾔｳﾁ ｺﾄ 岡谷西部
関 唯々香(3) 中学生
ｾｷ ﾕﾕｶ 岡谷西部

所属名 記録／備考

中学3年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
6  7635

4  7656

2  7634

1  7940
欠場

3  7584
欠場

5  7581
欠場



決勝 5月12日 13:00

大会新              28.20

風速 +2.2

 1 宮坂 優那(3) 中学生     30.64 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中

 2 中島 優香(3) 中学生     31.60 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ 岡谷西部

中学3年女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7633

5  7583



決勝 5月12日  9:30

大会新               1.40

宮坂 優羽奈(3) 中学生 大会タイ
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中
宮坂 優那(3) 中学生
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中

 1.35

 1.40

2 1  7633 O O O XO XXX

XXX1 2  7658 O O XO O XO

記録 備考1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43

中学3年女子

走高跳

決勝

順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月12日 10:30
決勝

大会新               4.49

長門 杏実(3) 中学生   4.64   4.64    X    X    X    X    4.64 大会新
ﾅｶﾞﾄ  ｱﾐ 岡谷東部中   +1.2   +1.5    +1.2
内川 穂乃佳(3) 中学生    X   4.00   3.85   4.00   4.07   3.86    4.07 
ｳﾁｶﾜ ﾎﾉｶ 岡谷西部   +1.0   +1.5   +1.5   +1.0   +1.0    +1.0
高林 あんり(3) 中学生   3.72   3.73   4.00   3.59   3.66   3.84    4.00 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属中   +0.2   +1.5   +2.0   +1.5   +0.5   +1.5    +2.0
春日 莉緒(3) 中学生    X   3.75   3.79    X   3.83   3.87    3.87 
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部中    0.0   +1.5   +1.0   +1.5    +1.5
古木 優羽(3) 中学生    X   2.78   3.43   2.84   3.50   3.87    3.87 
ﾌﾙｷ ﾕｳ 岡谷東部中   +1.5   +1.0   +0.1   +0.5   +1.5    +1.5
宮坂 優羽奈(3) 中学生   3.75   3.83    X   2.30    X   3.68    3.83 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中    0.0   +0.1   +1.5   +0.5    +0.1
成田 楓華(3) 中学生    X   3.68   3.74   3.12   3.60   3.65    3.74 
ﾅﾘﾀ ﾌｳｶ 岡谷南部中   +0.1   +1.5   +1.5   +1.5   +0.5    +1.5
小口 美来(3) 中学生    X   2.78   2.75   2.57   3.03   3.01    3.03 
ｵｸﾞﾁ ﾐｸ 岡谷南部中   +1.5   +0.1   +1.5   +0.1   +0.1    +0.1
沖津 美咲(3) 中学生    X   2.38    X    X    X    X    2.38 
ｵｷﾂ ﾐｻｷ 岡谷南部中   +0.1    +0.1
下島 莉紗子(3) 中学生    X    X    X    X    X    X
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻｺ 岡谷南部中

1  7618

8 3  7617

9 5  7619

6 2  7658

7 7  7620

4 9  7635

5 4  7657

2 8  7582

3 10  7940

記録 備考
1 6  7656

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

中学3年女子

走幅跳

決勝

順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月12日 11:00

大会新              10.00

林 優舞(3) 中学生
ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部中
坂戸 愛佳(3) 中学生
ｻｶﾄ ｱｲｶ 岡谷東部中
北田 紗由季(2) 中学生
ｷﾀﾀﾞ ｻﾕｷ 岡谷東部中

-5- -6- 記録 備考

中学共通女子

砲丸投2.7㎏

決勝

順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
 7634  8.88  8.30  8.69

-3- -4-氏  名 所属名 -1- -2-

 9.05   9.05 

2 2  7653  6.98  7.31  8.09

1 3

 7.14  6.52   X  6.29

 7.99  8.42

 7.38   8.09 

3 1  7639  6.41  7.18   7.18 

 7.30  6.77



決勝 5月12日 13:50
決勝

大会新              54.01

[ 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   3 岡谷東部中(B) 7663 千葉 琉莉(2)     55.94  1   3 岡谷東部中(A) 7633 宮坂 優那(3)     55.09 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾁﾊﾞ ﾙﾘ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ
 7637 石倉 ゆうび(2)  7635 春日 莉緒(3)

ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ ｶｽｶﾞ ﾘｵ
 7642 藤森 悠実(2)  7656 長門 杏実(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾐ ﾅｶﾞﾄ  ｱﾐ
 7664 林 海音(2)  7661 蔭山 羽音(2)

ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ ｶｹﾞﾔﾏ ﾊｵﾄ
 2   4 岡谷西部(A)  7581 関 唯々香(3)     57.90  2   2 清陵附属中  7944 小松 志緒(2)     59.42 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳA ｾｷ ﾕﾕｶ ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ｺﾏﾂ ｼｵ
 7584 宮内 胡都(3)  7940 高林 あんり(3)

ﾐﾔｳﾁ ｺﾄ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ
 7583 中島 優香(3)  7943 上久保 花怜(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶ ｶﾐｸﾎﾞ ｶﾚﾝ
 7582 内川 穂乃佳(3)  7945 五味 桜花(2)

ｳﾁｶﾜ ﾎﾉｶ ｺﾞﾐ ｵｳｶ
 3   5 岡谷南部中  7620 成田 楓華(3)   1,03.25  3   4 岡谷西部(B)  7564 花岡 澄珠(2)     59.75 

ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞﾁｭｳ ﾅﾘﾀ ﾌｳｶ ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳB ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ
 7618 下島 莉紗子(3)  7560 加納 環(2)

ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻｺ ｶﾉｳ ﾀﾏｷ
 7619 沖津 美咲(3)  7561 川倉 薫子(2)

ｵｷﾂ ﾐｻｷ ｶﾜｸﾗ ｶｵﾙｺ
 7617 小口 美来(3)  7563 外山 優(2)

ｵｸﾞﾁ ﾐｸ ﾄﾔﾏ ﾕｳ
 4   2 岡谷西部(C)  7566 岡田 なみき(1)   1,11.99  4   5 岡谷東部中(C) 7647 篠原 夏帆(1)   1,08.03 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳC ｵｶﾀﾞ ﾅﾐｷ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳC ｼﾉﾊﾗ ｶﾎ
 7569 濵 さくら(1)   225 林 舞羽(1)

ﾊﾏ ｻｸﾗ ﾊﾔｼ ﾏｲﾊ
 7567 岸本 珠吏(1)  7645 春日 円花(1)

ｷｼﾓﾄ ｼｭﾘ ｶｽｶﾞ ﾏﾄﾞｶ
 7568 黒瀬 ひまり(1)  7649 長門 里奈(1)

ｸﾛｾ ﾋﾏﾘ ﾅｶﾞﾄ ﾘﾅ

中学共通女子

4×100mR            

決勝
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