
大会コード 19170708

： 令和元年8月25日（日）
： 長野県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 塩尻市　塩尻市教育委員会　NPO法人塩尻市体育協会

塩尻陸上競技協会
： 塩尻陸上競技協会
： 降幡 明生
： 木戸岡 和孝
： 北野 文彦

■この大会で樹立された記録
月日

8/25

8/25

8/25

8/25

■グラウンドコンディション

■フィールド競技における記号の説明
成功・有効試技 (走高跳・棒高跳) 失敗・無効試技 パス 試合放棄

■失格の略号の説明
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

第６０回 塩尻市民体育祭夏季大会
～陸上競技～

記 録 集
期 日
会 場
主 催

種目 ラウンド 記録 氏名 (学年) 所属 従来の記録

主 管
総 務
審 判 長
記録・情報主任

記録の種類 クラス

塩尻中 42.23

大会新 中学共通女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 44.76 増澤 美優(3) 両小野中 34.76

大会新 中学共通男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 44.49 増田 大葵(2)

塩尻市陸協 4:13.21

大会新 中学1年男子 走幅跳 決勝 5.66(+0.3) 倉澤 拓弥(1) 両小野中 5.55

大会新 一般男子 1500m 決勝 4:12.41 清沢 創一

時刻 天候 風向 風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%)

高橋 颯(1)

塩尻広陵中(A) 54.82
熊井 煌希(1)

土方 悠希(1)

原 颯駕(1)

大会新 8/25 中学1年男子 4x100mR 決勝 52.50

9:00 晴 南西 0.5 27.0 52.0

8:30 晴 西 1.3 25.5 63.0

11:00 晴 北 1.2 29.5 44.0

10:00 晴 南西 2.0 28.0 50.0

13:00 晴 北 2.1 32.0 41.0

12:00 晴 南 1.2 31.0 40.0

R1

〇 ✖ － ｒ



第60回塩尻市民体育大会夏季大会陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 木戸岡和孝

投てき審判長 木戸岡和孝
跳躍審判長 木戸岡和孝

【開催日】 令和元年8月25日(日)

【主催団体】 塩尻市陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】長野県松本平広域公園陸上競技場

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

 8/25 一般女子  +0.3 市川 歩果(2) 14.62 森下 結衣(1) 15.22 小倉 未奈美(1) 16.95
100m 塩尻志学館高 田川高 田川高

 8/25 一本木 楓(2) 5:25.78 伊藤 心子(2) 5:28.11 山田 楓季(1) 5:41.20
1500m 美須々ヶ丘高 塩尻志学館高 塩尻志学館高

 8/25 大野田 朱華(1) 1.30 住 凜華(1) 1.25
走高跳 田川高 塩尻志学館高

 8/25 東條 遥香(1) 4.44(+0.2)
走幅跳 田川高

 8/25 中学1年女子  +0.6 西村 渉(1) 14.30 丸山 七夢(1) 14.34 中澤 舞(1) 14.72 小関 莉奈(1) 14.81 清沢 真央(1) 15.39 掛川 明日香(1) 15.42 赤羽 南菜(1) 15.48 西村 叶羽(1) 15.62
100m 塩尻中 塩尻広陵中 丘中 塩尻中 塩尻中 丘中 塩尻中 塩尻中

 8/25 阪 千都(1) 4.34(+1.0) 西村 叶羽(1) 3.30(+1.1) 清沢 真央(1) 3.06(-0.8) 森下 若菜(1) 2.86(+0.8) 諏訪 友美(1) 2.83(+1.5)
走幅跳 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻中 塩尻中 塩尻中

 8/25 塩尻広陵中       59.57 塩尻中       59.99 丘中     1:01.62
4×100m 阪 千都(1) 窪田 舞(1) 中澤 舞(1)

丸山 七夢(1) 中澤 葉七(1) 掛川 明日香(1)
塩川 翔子(1) 赤羽 南菜(1) 岩下 季実佳(1)
林 れいな(1) 西村 渉(1) 古畑 陽希(1)

 8/25 中学2・3年女  +1.9 古谷 柚季(2) 13.15 上條 莉央(3) 14.15 小口 瑞生(3) 14.23 原 美月(3) 14.68 小松 愛奈(2) 14.78 土田 由茄(2) 15.32 渡部 光稀(2) 15.39
100m 丘中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 丘中 塩尻中 塩尻広陵中 塩尻広陵中

 8/25 小口 瑞生(3) 4.58(+1.5) 小山 日向(3) 3.85(+0.2) 村上 明(3) 3.78(+1.4) 小松 愛奈(2) 3.55(-2.0) 中田 愛菜(2) 3.28(+2.6)
走幅跳 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻中 丘中

 8/25 塩尻広陵中       56.32 塩尻中(A)     1:00.07 塩尻中(B)     1:00.29
4×100m 村上 明(3) 森下 若菜(1) 小松 愛奈(2)

小口 瑞生(3) 風間 唯花(2) 西村 叶羽(1)
西牧 望来(3) 大村 和(1) 王鷲 冴空(1)
上條 莉央(3) 小関 莉奈(1) 清沢 真央(1)

 8/25 中学共通女子 古谷 柚季(2) 27.93 上條 莉央(3) 29.93 西村 渉(1) 30.56 中澤 舞(1) 30.93 西牧 望来(3) 30.94 掛川 明日香(1) 32.99 王鷲 冴空(1) 33.26 赤羽 南菜(1) 33.64
200m 丘中 塩尻広陵中 塩尻中 丘中 塩尻広陵中 丘中 塩尻中 塩尻中

 8/25 阪 千都(1) 2:29.87 窪田 舞(1) 2:43.03 風間 唯花(2) 2:44.99 大村 和(1) 2:47.52 小関 莉奈(1) 2:52.15 上條 有明里(1) 2:52.44 渡部 光稀(2) 2:53.42 池田 小葉瑠(2) 2:53.46
800m 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻中 塩尻中 塩尻中 丘中 塩尻広陵中 丘中

 8/25 真田 こころ(3) 5:25.80 赤羽 陽々姫(2) 5:27.52 大村 和(1) 5:34.68 小山 日向(3) 5:39.00 風間 唯花(2) 5:40.17 西牧 望来(3) 5:45.42
1500m 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻広陵中

 8/25 岩下 季実佳(1) 1.30 塩川 翔子(1) 1.30 丸山 七夢(1) 1.25
走高跳 丘中 塩尻広陵中 塩尻広陵中

 8/25 増澤 美優(3) 44.76 平林 彩香(3) 24.11 窪田 舞(1) 17.88 村上 明(3) 15.23 中澤 葉七(1) 14.67
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 両小野中 GR 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻広陵中 塩尻中

 8/25 小学4年女子  +1.3 百瀬 心音(4) 16.31 一本木 菜奈子(4) 16.53 宮下 友実(4) 17.36 池上 莉子(4) 17.55 塚本 結璃(4) 17.64 坂本 絢香(4) 18.49 藤森 千穂(4) 21.19
100m 広丘 吉田小 塩尻西小 広丘 塩尻西小 吉田小 広丘

 8/25 平林 夏海(4) 4:03.00 百瀬 緋音(4) 4:20.11 山田 虹遥(4) 4:23.07 平出 明香莉(4) 4:32.25 北原 璃杏(4) 4:35.78
1000m 塩尻東 広丘 広丘 吉田小 広丘

 8/25 小学5年女子  +1.1 佐藤 伊吹(5) 16.07 市川 采祢(5) 17.92
100m 広丘 吉田小

 8/25 中西 美緖(5) 4:06.70
1000m 広丘

 8/25 島田 さつき(5) 2.90(+0.1) 長根 優心(5) 2.38(-0.1)
走幅跳 広丘 広丘

 8/25 古厩 楓(5) 32.00
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 広丘



第60回塩尻市民体育大会夏季大会陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 木戸岡和孝

投てき審判長 木戸岡和孝
跳躍審判長 木戸岡和孝

【開催日】 令和元年8月25日(日)

【主催団体】 塩尻市陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】長野県松本平広域公園陸上競技場

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

 8/25 広丘小     1:06.11
4×100m 長根 優心(5)

佐藤 伊吹(5)
島田 さつき(5)
古厩 楓(5)

 8/25 小学6年女子  +0.8 田中 彩心(6) 15.45 小松 美里(6) 15.72 宮下 由衣(6) 16.01 野田 くるみ(6) 17.25
100m 広丘 片丘小 広丘 塩尻西小

 8/25 佐口 あい(6) 3:58.01 植木 えりか(6) 4:19.97 加藤 鈴亜(6) 4:31.72
1000m 広丘 片丘小 吉田小

 8/25 島田 陽希(6) 3.25(-1.9) 平林 倖芽(6) 2.88(-1.6)
走幅跳 広丘 広丘

 8/25 武石 佳子(6) 31.20 長瀬 未空(6) 21.68 大池 榛奈(6) 20.50 白木 萌絵(6) 13.95
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 広丘 広丘 塩尻西小 広丘

 8/25 広丘(A)     1:04.42 広丘(B)     1:05.84
4×100m 宮下 由衣(6) 田中 彩心(6)

島田 陽希(6) 白木 萌絵(6)
武石 佳子(6) 平林 倖芽(6)
佐口 あい(6) 長瀬 未空(6)



大会記録(GR)                    14.88 

風速 +1.3

 1 百瀬 心音(4) 広丘     16.31 
ﾓﾓｾ ｺｺﾈ

 2 一本木 菜奈子(4)吉田小     16.53 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾅﾅｺ

 3 宮下 友実(4) 塩尻西小     17.36 
ﾐﾔｼﾀ ﾕﾐ

 4 池上 莉子(4) 広丘     17.55 
ｲｹｶﾞﾐ ﾘｺ

 5 塚本 結璃(4) 塩尻西小     17.64 
ﾂｶﾓﾄ ﾕﾘ

 6 坂本 絢香(4) 吉田小     18.49 
ｻｶﾓﾄ ｱﾔｶ

 7 藤森 千穂(4) 広丘     21.19 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾁﾎ

8    12

2    31

6    52

7    30

5    14

4    51

小学4年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    15



大会記録(GR)                    14.63 

風速 +1.1

 1 佐藤 伊吹(5) 広丘     16.07 
ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ

 2 市川 采祢(5) 吉田小     17.92 
ｲﾁｶﾜ ｱﾔﾈ

2    19

3    53

小学5年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



大会記録(GR)                    13.54 

風速 +0.8

 1 田中 彩心(6) 広丘     15.45 
ﾀﾅｶ ｱﾐ

 2 小松 美里(6) 片丘小     15.72 
ｺﾏﾂ ﾐｻﾄ

 3 宮下 由衣(6) 広丘     16.01 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ

 4 野田 くるみ(6) 塩尻西小     17.25 
ﾉﾀﾞ ｸﾙﾐ

4    22

5    33

3    60

小学6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    21



大会記録(GR)                  3:51.80 

 1 平林 夏海(4) 塩尻東   4:03.00 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ

 2 百瀬 緋音(4) 広丘   4:20.11 
ﾓﾓｾ ｱｶﾈ

 3 山田 虹遥(4) 広丘   4:23.07 
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ

 4 平出 明香莉(4) 吉田小   4:32.25 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｶﾘ

 5 北原 璃杏(4) 広丘   4:35.78 
ｷﾀﾊﾗ ﾘｱ

3    11

1    10

2    50

5    13

小学4年女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    35



大会記録(GR)                  3:41.34 

 1 中西 美緖(5) 広丘   4:06.70 
ﾅｶﾆｼ ﾐｵ

小学5年女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    16



大会記録(GR)                  3:35.17 

 1 佐口 あい(6) 広丘   3:58.01 
ｻｸﾞﾁ ｱｲ

 2 植木 えりか(6) 片丘小   4:19.97 
ｳｴｷ ｴﾘｶ

 3 加藤 鈴亜(6) 吉田小   4:31.72 
ｶﾄｳ ﾘﾘｱ

8    54

7    24

9    61

小学6年女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



大会記録(GR)                    59.10 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 広丘小    20 長根 優心(5)   1:06.11 

ﾋﾛｵｶｼｮｳ ﾅｶﾞﾈ ﾕｳﾐ
   19 佐藤 伊吹(5)

ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ
   17 島田 さつき(5)

ｼﾏﾀﾞ ｻﾂｷ
   18 古厩 楓(5)

ﾌﾙﾏﾔ ｶｴﾃﾞ

小学5年女子

4×100m

決勝



大会記録(GR)                    58.70 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 広丘(A)    22 宮下 由衣(6)   1:04.42 

ｶﾀｵｶ（Ａ） ﾐﾔｼﾀ ﾕｲ
   26 島田 陽希(6)

ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ
   28 武石 佳子(6)

ﾀｹｲｼ ｶｺ
   24 佐口 あい(6)

ｻｸﾞﾁ ｱｲ
 2   5 広丘(B)    21 田中 彩心(6)   1:05.84 

ﾋﾛｵｶ（Ｂ） ﾀﾅｶ ｱﾐ
   27 白木 萌絵(6)

ｼﾛｷ ﾓｴ
   23 平林 倖芽(6)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳﾒ
   25 長瀬 未空(6)

ﾅｶﾞｾ ﾐｸ

小学6年女子

4×100m

決勝



大会記録(GR)                     4.26 

 ３回の
 最高記録

島田 さつき(5) 広丘   2.90  2.85   x    2.90             2.90 
ｼﾏﾀﾞ ｻﾂｷ   +0.1  -1.3         +0.1                      +0.1
長根 優心(5) 広丘   2.15  2.38  2.27   2.38             2.38 
ﾅｶﾞﾈ ﾕｳﾐ   +0.2  -0.1  -0.9   -0.1                      -0.1

1 2    17

2 1    20

備考

小学5年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



大会記録(GR)                     4.38 

 ３回の
 最高記録

島田 陽希(6) 広丘   3.17  3.25  3.19   3.25             3.25 
ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ   -0.2  -1.9  -1.1   -1.9                      -1.9
平林 倖芽(6) 広丘    x   2.88  2.68   2.88             2.88 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳﾒ         -1.6  -1.2   -1.6                      -1.6

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

1 2    26

2 1    23



大会記録(GR)                    32.54 

 ３回の
 最高記録

古厩 楓(5) 広丘
ﾌﾙﾏﾔ ｶｴﾃﾞ

 32.00  27.54  32.00          1 1    18  32.00 31.65

小学5年女子

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- -5- -6- 記録 備考-4-



大会記録(GR)                    45.54 

 ３回の
 最高記録

武石 佳子(6) 広丘
ﾀｹｲｼ ｶｺ
長瀬 未空(6) 広丘
ﾅｶﾞｾ ﾐｸ
大池 榛奈(6) 塩尻西小
ｵｵｲｹ ﾊﾙﾅ
白木 萌絵(6) 広丘
ｼﾛｷ ﾓｴ

 13.95 

 16.25  20.50           20.50 

   x   13.95       

2 3    25  20.78

   4 1    27  12.44 13.95

3 4    32  16.25 20.50

 21.68 19.94  21.68        21.68 

 24.04  31.20          

   

 31.20 1 2    28  31.20 28.82

小学6年女子

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- -5- -6- 記録 備考-4-



大会記録(GR)                    13.47 

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 -0.1

 1 中澤 舞(1) 丘中     14.82 q  1 西村 渉(1) 塩尻中     14.46 q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ ﾆｼﾑﾗ ｱﾕﾐ

 2 赤羽 南菜(1) 塩尻中     15.43 q  2 丸山 七夢(1) 塩尻広陵中     14.66 q
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ

 3 岩下 季実佳(1) 丘中     15.79  3 小関 莉奈(1) 塩尻中     15.20 q
ｲﾜｼﾀ ｷﾐｶ ｺｾｷ ﾘﾅ

 4 中澤 葉七(1) 塩尻中     15.92  4 掛川 明日香(1) 丘中     15.50 q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾅ ｶｹｶﾞﾜ ｱｽｶ

 5 林 れいな(1) 塩尻広陵中     16.18  5 清沢 真央(1) 塩尻中     15.52 q
ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ ｷﾖｻﾜ ﾏｵ

 6 丸山 ももか(1) 丘中     16.87  6 西村 叶羽(1) 塩尻中     15.71 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾓｶ ﾆｼﾑﾗ ﾄﾜ

 7 諏訪 友美(1) 塩尻中     17.68  7 王鷲 冴空(1) 塩尻中     15.82 
ｽﾜ ﾄﾓﾐ ｵｵﾜｼ ｻﾗ

  森下 若菜(1) 塩尻中       8 古畑 陽希(1) 丘中     16.97 
ﾓﾘｼﾀ ﾜｶﾅ ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾙｷ

風速 +0.6

 1 西村 渉(1) 塩尻中     14.30 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕﾐ

 2 丸山 七夢(1) 塩尻広陵中     14.34 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ

 3 中澤 舞(1) 丘中     14.72 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ

 4 小関 莉奈(1) 塩尻中     14.81 
ｺｾｷ ﾘﾅ

 5 清沢 真央(1) 塩尻中     15.39 
ｷﾖｻﾜ ﾏｵ

 6 掛川 明日香(1) 丘中     15.42 
ｶｹｶﾞﾜ ｱｽｶ

 7 赤羽 南菜(1) 塩尻中     15.48 
ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ

 8 西村 叶羽(1) 塩尻中     15.62 
ﾆｼﾑﾗ ﾄﾜ

9  6392

2  6401

3  6403

8  6443

4  6456

7  6388

6  6397

5  6506

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS
7  6402 7  6440

5  6394 8  6395

8  6441 9  6401

4  6508 4  6403

3  6396 5  6443

2  6458 6  6388

9  6392 3  6506

所属名 記録／備考
6  6456 2  6397

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

中学1年女子

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



大会記録(GR)                    12.77 

風速 +1.9

 1 古谷 柚季(2) 丘中     13.15 
ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ

 2 上條 莉央(3) 塩尻広陵中     14.15 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ

 3 小口 瑞生(3) 塩尻広陵中     14.23 
ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ

 4 原 美月(3) 丘中     14.68 
ﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ

 5 小松 愛奈(2) 塩尻中     14.78 
ｺﾏﾂ ｱｲﾅ

 6 土田 由茄(2) 塩尻広陵中     15.32 
ﾂﾁﾀﾞ ﾕﾅ

 7 渡部 光稀(2) 塩尻広陵中     15.39 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷ

  竹澤 瑠奈(2) 丘中      
ﾀｹｻﾞﾜ ﾙﾅ DNS

9  6503

4  6452

8  6391

7  6482

3  6496

6  6444

5  6495

中学2・3年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  6446



大会記録(GR)                    26.58 

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -0.3

 1 西村 渉(1) 塩尻中     30.56  1 古谷 柚季(2) 丘中     27.93 
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕﾐ ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ

 2 中澤 舞(1) 丘中     30.93  2 上條 莉央(3) 塩尻広陵中     29.93 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ

 3 西牧 望来(3) 塩尻広陵中     30.94  3 赤羽 南菜(1) 塩尻中     33.64 
ﾆｼﾏｷ ﾐｸﾙ ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ

 4 掛川 明日香(1) 丘中     32.99  4 古畑 陽希(1) 丘中     35.35 
ｶｹｶﾞﾜ ｱｽｶ ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾙｷ

 5 王鷲 冴空(1) 塩尻中     33.26  5 丸山 ももか(1) 丘中     35.97 
ｵｵﾜｼ ｻﾗ ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾓｶ

 6441

5  6443 6  6440

6  6395 2

4  6499 3  6392

3  6456 5  6495

所属名 記録／備考
2  6397 4  6446

ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学共通女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 古谷 柚季(2) 丘中     27.93 (-0.3)   2   1
   2 上條 莉央(3) 塩尻広陵     29.93 (-0.3)   2   2
   3 西村 渉(1) 塩尻中     30.56 (+0.3)   1   1
   4 中澤 舞(1) 丘中     30.93 (+0.3)   1   2
   5 西牧 望来(3) 塩尻広陵     30.94 (+0.3)   1   3
   6 掛川 明日香(1) 丘中     32.99 (+0.3)   1   4
   7 王鷲 冴空(1) 塩尻中     33.26 (+0.3)   1   5
   8 赤羽 南菜(1) 塩尻中     33.64 (-0.3)   2   3
   9 古畑 陽希(1) 丘中     35.35 (-0.3)   2   4
  10 丸山 ももか(1) 丘中     35.97 (-0.3)   2   5

 6395
 6392
 6440
 6441

 6495
 6397
 6456
 6499
 6443

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 6446

中学共通女子

200m
タイムレース



大会記録(GR)                  2:25.42 

 1 阪 千都(1) 塩尻広陵中   2:29.87 
ｻｶ ﾁﾋﾛ

 2 窪田 舞(1) 塩尻中   2:43.03 
ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ

 3 風間 唯花(2) 塩尻中   2:44.99 
ｶｻﾞﾏ ﾕｶ

 4 大村 和(1) 塩尻中   2:47.52 
ｵｵﾑﾗ ｲｽﾞﾐ

 5 小関 莉奈(1) 塩尻中   2:52.15 
ｺｾｷ ﾘﾅ

 6 上條 有明里(1) 丘中   2:52.44 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾒﾘ

 7 渡部 光稀(2) 塩尻広陵中   2:53.42 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷ

 8 池田 小葉瑠(2) 丘中   2:53.46 
ｲｹﾀﾞ ｺﾊﾙ

  加藤 愛(2) 丘中      
ｶﾄｳ ｱｲ

4  6447
DNS

6  6503

8  6451

5  6388

2  6442

3  6389

1  6398

7  6393

中学共通女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  6505



大会記録(GR)                  5:07.40 

 1 真田 こころ(3) 塩尻広陵中   5:25.80 
ｻﾅﾀﾞ ｺｺﾛ

 2 赤羽 陽々姫(2) 塩尻広陵中   5:27.52 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾋﾞｷ

 3 大村 和(1) 塩尻中   5:34.68 
ｵｵﾑﾗ ｲｽﾞﾐ

 4 小山 日向(3) 塩尻広陵中   5:39.00 
ｺﾔﾏ ﾋﾅﾀ

 5 風間 唯花(2) 塩尻中   5:40.17 
ｶｻﾞﾏ ﾕｶ

 6 西牧 望来(3) 塩尻広陵中   5:45.42 
ﾆｼﾏｷ ﾐｸﾙ

  加藤 綺(2) 丘中      
ｶﾄｳ ｱﾔ

6  6449
DNS

2  6389

3  6499

4  6398

1  6497

5  6502

中学共通女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  6493



大会記録(GR)                    56.72 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 塩尻広陵中  6505 阪 千都(1)     59.57 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｻｶ ﾁﾋﾛ
 6506 丸山 七夢(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ
 6507 塩川 翔子(1)

ｼｵ ｶﾜ ｼｮｳｺ
 6508 林 れいな(1)

ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ
 2   5 塩尻中  6393 窪田 舞(1)     59.99 

ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ
 6396 中澤 葉七(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾅ
 6392 赤羽 南菜(1)

ｱｶﾊﾈ ﾅﾅ
 6397 西村 渉(1)

ﾆｼﾑﾗ ｱﾕﾐ
 3   3 丘中  6456 中澤 舞(1)   1:01.62 

ｵｶﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｲ
 6443 掛川 明日香(1)

ｶｹｶﾞﾜ ｱｽｶ
 6458 岩下 季実佳(1)

ｲﾜｼﾀ ｷﾐｶ
 6440 古畑 陽希(1)

ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾙｷ

中学1年女子

4×100m

決勝



大会記録(GR)                    52.93 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 塩尻広陵中  6494 村上 明(3)     56.32 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾑﾗｶﾐ ｱｶﾘ
 6496 小口 瑞生(3)

ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ
 6499 西牧 望来(3)

ﾆｼﾏｷ ﾐｸﾙ
 6495 上條 莉央(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｵ
 2   8 塩尻中(A)  6402 森下 若菜(1)   1:00.07 

ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ（Ａ） ﾓﾘｼﾀ ﾜｶﾅ
 6389 風間 唯花(2)

ｶｻﾞﾏ ﾕｶ
 6398 大村 和(1)

ｵｵﾑﾗ ｲｽﾞﾐ
 6388 小関 莉奈(1)

ｺｾｷ ﾘﾅ
 3   6 塩尻中(B)  6391 小松 愛奈(2)   1:00.29 

ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ（Ｂ） ｺﾏﾂ ｱｲﾅ
 6401 西村 叶羽(1)

ﾆｼﾑﾗ ﾄﾜ
 6395 王鷲 冴空(1)

ｵｵﾜｼ ｻﾗ
 6403 清沢 真央(1)

ｷﾖｻﾜ ﾏｵ

中学2・3年女子

4×100m

決勝



大会記録(GR)                     1.50 

岩下 季実佳(1) 丘中
ｲﾜｼﾀ ｷﾐｶ
塩川 翔子(1) 塩尻広陵中
ｼｵ ｶﾜ ｼｮｳｺ
丸山 七夢(1) 塩尻広陵中
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ

 1.25

 1.30

3 1  6506 - - o xxo xxx

2 2  6507 - o o xxo xo xxx

 1.30

記録 備考
1 3  6458 - xo o o o xxx

中学共通女子

走高跳

決勝

順位 試技 1m351m25 1m30ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15 1m20



大会記録(GR)                     4.64 

 ３回の
 最高記録

阪 千都(1) 塩尻広陵中   4.13  4.34  4.26   4.34    x   4.24  4.04   4.34 
ｻｶ ﾁﾋﾛ   -0.8  +1.0  +0.7   +1.0         +0.6  -1.0   +1.0
西村 叶羽(1) 塩尻中   3.09  3.30   x    3.30   2.90  2.80  3.02   3.30 
ﾆｼﾑﾗ ﾄﾜ   -0.3  +1.1         +1.1   +0.7  +1.8  -1.1   +1.1
清沢 真央(1) 塩尻中   3.06   x   2.71   3.06    x   2.50   x    3.06 
ｷﾖｻﾜ ﾏｵ   -0.8        +1.4   -0.8         +1.8         -0.8
森下 若菜(1) 塩尻中    x    x   2.30   2.30   2.86  2.56  2.51   2.86 
ﾓﾘｼﾀ ﾜｶﾅ               +1.0   +1.0   +0.8  -0.4  +1.3   +0.8
諏訪 友美(1) 塩尻中   2.67  2.74  2.83   2.83    x    x   2.27   2.83 
ｽﾜ ﾄﾓﾐ   -1.3  +1.2  +1.5   +1.5               +0.7   +1.5

5 2  6394

3 4  6403

4 1  6402

1 5  6505

2 3  6401

備考

中学1年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



大会記録(GR)                     4.96 

 ３回の
 最高記録

小口 瑞生(3) 塩尻広陵中   4.32  4.58  4.47   4.58   4.54  4.55  4.42   4.58 
ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ   +0.9  +1.5  -1.4   +1.5   +1.6  +2.7  +1.0   +1.5
小山 日向(3) 塩尻広陵中   3.63  3.48  3.81   3.81   3.78  3.70  3.85   3.85 
ｺﾔﾏ ﾋﾅﾀ   +0.3  +1.9  +0.7   +0.7   +0.9  +0.7  +0.2   +0.2
村上 明(3) 塩尻広陵中   3.49  3.58  3.65   3.65   3.62  3.78  3.57   3.78 
ﾑﾗｶﾐ ｱｶﾘ   -0.8  +0.7  +0.0   +0.0   +1.0  +1.4  +0.2   +1.4
小松 愛奈(2) 塩尻中    x   3.29  3.55   3.55   3.47  3.47  3.45   3.55 
ｺﾏﾂ ｱｲﾅ         +0.8  -2.0   -2.0   +0.7  +2.1  -0.9   -2.0
中田 愛菜(2) 丘中   2.90  3.28   x    3.28   3.22  2.90  3.08   3.28 
ﾅｶﾀ ｱｲﾅ   -0.7  +2.6         +2.6   +1.4  +1.1  -1.4   +2.6
松田 夢葉(3) 丘中                            DNS
ﾏﾂﾀﾞ ｲﾌﾞｷ                                                   

5 2  6454

6  6445

3 1  6494

4 4  6391

1 5  6496

2 3  6497

備考

中学2・3年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



大会記録(GR)                    34.76 

 ３回の
 最高記録

増澤 美優(3) 両小野中 大会新
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ
平林 彩香(3) 塩尻広陵中
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ
窪田 舞(1) 塩尻中
ｸﾎﾞﾀ ﾏｲ
村上 明(3) 塩尻広陵中
ﾑﾗｶﾐ ｱｶﾘ
中澤 葉七(1) 塩尻中
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾅ

 14.67    x   11.75  14.67 10.65 13.52

 17.88 

4 2  6494  13.94

5 3  6396    x  11.75

2 4  6500  24.11

 15.23 

 13.89  16.03  17.88 13.46 17.40

   -  11.67  13.94  10.85 15.23 12.06

3 1  6393  14.58 16.03

 18.97 18.25  24.11  22.66 16.85  24.11 

 43.01  43.01  39.72 44.76 38.01

 22.54

 44.76 1 5  6372  42.86 40.94

中学共通女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -5- -6- 記録 備考-4-



大会記録(GR)                    13.70 

風速 +0.3

 1 市川 歩果(2) 塩尻志学館高     14.62 
ｲﾁｶﾜ ﾎﾉｶ

 2 森下 結衣(1) 田川高     15.22 
ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ

 3 小倉 未奈美(1) 田川高     16.95 
ｵｸﾞﾗ ﾐﾅﾐ

  田中 麻由(2) 松本国際高      
ﾀﾅｶ ﾏﾕ DNS

5  2432

2  1982

3  2435

一般女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1599



大会記録(GR)                  5:09.97 

 1 一本木 楓(2) 美須々ヶ丘高   5:25.78 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ

 2 伊藤 心子(2) 塩尻志学館高   5:28.11 
ｲﾄｳ ｺｺﾛｺ

 3 山田 楓季(1) 塩尻志学館高   5:41.20 
ﾔﾏﾀﾞ ﾌｳｷ

10  1601

9  1840

8  1598

一般女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



大野田 朱華(1) 田川高
ｵｵﾉﾀ ｱｹﾞﾊ
住 凜華(1) 塩尻志学館高
ｽﾐ ﾘﾝｶ

 1.25o o xxx2 1  1600 - o

備考
1 2  2431 - - - o o xxx

記録

 1.30

1m351m20 1m25 1m30

一般女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15



大会記録(GR)                     4.86 

 ３回の
 最高記録

東條 遥香(1) 田川高   4.09  4.11  4.09   4.11   4.28  4.39  4.44   4.44 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ   +2.4  +1.1  -2.0   +1.1   +0.1  +1.1  +0.2   +0.2
田中 麻由(2) 松本国際高                            DNS
ﾀﾅｶ ﾏﾕ                                                   

1 2  2433

1  1982

備考

一般女子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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