
競技会コード 19170709

： ２０１９年９月２９日（日）
： 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
： 小幡 泰俊(トラック)　　小松 茂美(フィールド)
： 北野文彦

■この大会で樹立された記録

■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６２回松本市市民体育大会秋季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 小幡　泰俊

陸上競技の部 投てき審判長 小松　茂美
跳躍審判長 小松　茂美

【開催日】 令和元年９月２９日（日）

【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】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

 9/29 一般･高校女  +0.0 青柳 里央 12.67 長村 紋 12.68 児玉 奈美 12.72 今井 希生 12.95 原 知愛(1) 13.15 佐藤 優花(2) 13.28 中島 遙佳(2) 13.51 河上 乃愛(1) 13.66
100m 松本大 with 松本大 松本大 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 松本深志高

 9/29  -0.9 長村 紋 26.48 中島 遙佳(2) 27.85 渡邉 希 28.89 増塩 翔鈴(2) 29.18
200m with 松本美須々ヶ丘高 松本大 松本美須々ヶ丘高

 9/29 宮本 純伶(1) 2:19.44 宮澤 花奈実(3) 2:25.32 一本木 楓(2) 2:31.36 小林 和奈 2:40.12 三溝 梓乃(1) 2:46.10 加藤 杏由夏(1) 2:57.18
800m 松本県ヶ丘高 松本深志高 松本美須々ヶ丘高 松本大 松本深志高 松本県ヶ丘高

 9/29 増田 彩花(2) 10:54.17 中島 愛(2) 11:18.85 小林 和奈 11:46.85
3000m 松本県ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 松本大

 9/29 青柳 真里奈(2) 1.50 大野田 朱華(1) 1.35 小出 柚羽(1) 1.25 森下 結衣(1) 1.20
走高跳 松本美須々ヶ丘高 田川高 松本深志高 田川高

 9/29 木田 沙耶 5.15(+1.3) 酒井 珠良 4.76(+0.5) 原 知愛(1) 4.67(+0.9) 児玉 奈美 4.66(+0.9) 東條 遥香(1) 4.57(+1.2) 荒井 葵凪 4.51(-0.8) 二木 愛心(2) 4.43(-1.8) 小松 雅侑(2) 4.40(-1.4)
走幅跳 松本大 松本大 松本県ヶ丘高 松本大 田川高 松本大 松本美須々ヶ丘高 松本深志高

 9/29 青柳 真里奈(2) 31.53 二木 愛心(2) 25.38 小倉 未奈美(1) 17.56 東條 遥香(1) 13.38 池田 里汐(1) 12.83
やり投(600g) 松本美須々ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 田川高 田川高 松本美須々ヶ丘高

 9/29 松本大       49.39 松本県ヶ丘高       51.30 松本美須々ヶ丘高      53.07 松本深志高       53.61
4×100m 青柳 里央 佐藤 優花(2) 増塩 翔鈴(2) 佐々木 響子(1)

児玉 奈美 原 知愛(1) 中島 遙佳(2) 河上 乃愛(1)
今井 希生 伊勢 美里(1) 一本木 楓(2) 小松 雅侑(2)
木田 沙耶 奈良 実咲(1) 二木 愛心(2) 小出 柚羽(1)

 9/29 中学女子  +0.4 鷲山 芽生(1) 13.01 野口 茉優(2) 13.28 中村 実穏(2) 13.45 塩原 そよ香(2) 13.81 西沢 真由(2) 13.90 村松 美穂(1) 14.12 大塚 実和(1) 14.28 中村 芽衣(2) 14.33
100m 女鳥羽中 信大附属松本中 筑摩野中 菅野中 信大附属松本中 丸ﾉ内中 開成中 松島中

 9/29  +1.6 古田 波音(2) 26.81 小田 彩音(1) 27.90 赤羽 椛(2) 28.15 髙橋 杏奈(2) 28.69 星野 沙羅(2) 29.03 柄澤 はな乃(2) 29.56 奥田 奈緒(2) 30.30
200m 丸ﾉ内中 開成中 高綱中 菅野中 開成中 信大附属松本中 鉢盛中

 9/29 中川 凜音(2) 2:27.79 赤沼 智笑(2) 2:35.35 櫻井 実咲(1) 2:37.49 中村 文音(1) 2:38.31 岩﨑 那歩(2) 2:38.46 永田 紗菜(2) 2:38.53 中川 遥香(1) 2:40.29 高木 萌々子(2) 2:41.25
800m 筑摩野中 信大附属松本中 松島中 鉢盛中 筑摩野中 信大附属松本中 開成中 信大附属松本中

 9/29 近藤 美波(2) 10:16.23 村岡 美玖(3) 10:27.14 赤羽 真衣佳(3) 11:05.31 山口 七海(1) 11:37.60 小林 美月(2) 11:38.85 百瀬 愛華(2) 11:49.71 遠藤 咲耶(2) 11:50.77 上村 梨緒(3) 11:58.60
3000m 波田中 波田中 女鳥羽中 女鳥羽中 信大附属松本中 開成中 山辺中 開成中

 9/29  +0.1 小松 理紗(2) 15.98 鎌 咲奈(2) 16.75 岡田 葉音(2) 16.75 柳澤 利帆(2) 17.33 大日方 心美(2) 17.59 川口 茜(2) 17.69 青栁 真穂(1) 17.73 青木 真江(1) 18.17
100mH(0.762-

8.0m) 信明中 高綱中 信大附属松本中 旭町中 松島中 鉢盛中 梓川中 波田中
 9/29 二木 瑠心(2) 1.50 国本 凜(2) 1.45 安藤 万里子(2) 1.40 村田 結菜(2) 1.40 上松 心音(2) 丸ﾉ内中 1.30 小林 穂香(2) 1.30 田中 亜里紗(1) 1.25

走高跳 山辺中 丸ﾉ内中 筑摩野中 信大附属松本中 因幡 真桜(1) 鉢盛中 高綱中 鎌田中
 9/29 中島 萌絵(2) 4.53(-0.7) 長畦 杏樹(2) 4.40(+0.6) 宍戸 美希(2) 4.36(+1.0) 神澤 莉恩(2) 4.07(+0.5) 阿部 愛華(2) 4.02(-0.3) 岩井 琉菜(2) 3.90(+1.4) 竹上 結芽(1) 3.89(+1.8) 平林 真綾(2) 3.81(-2.3)

走幅跳 高綱中 山辺中 開成中 高綱中 鎌田中 信明中 梓川中 筑摩野中
 9/29 荒木 ななせ(2) 8.91 赤羽 桜矢香(2) 8.16 進藤 菜月(2) 7.95 山口 果凛(2) 7.64 大久保 優衣(1) 6.78 井上 万有佳(2) 6.78 天白 円(1) 6.77 黒岩 真帆(1) 5.24

砲丸投(2.721kg) 鉢盛中 筑摩野中 高綱中 鉢盛中 山辺中 信大附属松本中 信大附属松本中 女鳥羽中
 9/29 附属松本中(A)       53.49 開成中       53.70 丸ﾉ内中(A)       54.02 高綱中       54.14 筑摩野中(A)       55.02 松島中       55.03 菅野中       55.63 信明中       55.86

4×100m 岡田 葉音(2) 大塚 実和(1) 菊地 彩奈(1) 神澤 莉恩(2) 大坪 桃果(2) 大日方 心美(2) 野間 友里愛(1) 古籏 華央(1)
野口 茉優(2) 宍戸 美希(2) 国本 凜(2) 赤羽 椛(2) 赤羽 桜矢香(2) 羽生 麻奈美(2) 髙橋 杏奈(2) 小松 理紗(2)
柄澤 はな乃(2) 星野 沙羅(2) 村松 美穂(1) 鎌 咲奈(2) 佐藤 野真(2) 中村 芽衣(2) 吉﨑 衣舞(1) 岩井 琉菜(2)
西沢 真由(2) 小田 彩音(1) 古田 波音(2) 中島 萌絵(2) 中村 実穏(2) 小林 悠(2) 塩原 そよ香(2) 清水 輝(1)

 9/29 小学4_6女子 宮入 心奈(6) 14.42 関野 由依(6) 14.67 市川 凛子(5) 14.68 宮越 杏純(6) 寿小 14.90 上條 華凜(6) 15.04 工藤 凜(6) 15.16 米山 心翔(6) 15.25
100m 並柳小 清水小 並柳小 堀内 杏菜(6) 並柳小 TeamU TeamU 菅野小

高橋 そら(5)
清水小

 9/29 宇田川 結桜(6) 3:21.84 長澤 理夢(6) 3:29.18 橋井 実咲(5) 3:32.31 宮川 千依(6) 3:42.32 森田 華音(5) 3:42.64 太田 小珀(5) 3:46.78 桃井 颯音(6) 3:47.86 林 姫都香(6) 3:48.46
1000m 梓川小 ｺﾒｯﾄ波田 梓川小 山辺小 ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田 今井小 山辺小

 9/29 梶川 さくら(6) 3.79(-0.3) 石川 綺羅(6) 3.72(-0.9) 手塚 葵理(6) 3.61(-1.2) 勝山 もも(5) 3.55(+1.0) 村田 心紬(5) 3.47(+2.4) 三村 凛香(6) 3.45(+1.0) 大畠 祐奈(6) 3.42(-2.3) 上條 結乃(6) 3.42(+0.5)
走幅跳 山辺小 並柳小 ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田 鎌田小 二子小 並柳小 本郷小

 9/29 深澤 奈穂(6) 40.82 青木 結花(6) 35.68 大吉原 麗(6) 33.46 中條 凛(6) 26.64 八懸 空乃(5) 26.10 山口 日菜子(6) 22.90 吉村 美波(4) 22.17 野村 友紀乃(4) 22.05
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 ｺﾒｯﾄ波田 芝沢小 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ 開智小 大野川小 ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田

 9/29 並柳小       58.67 TeamU(A)       59.74 ｺﾒｯﾄ波田     1:00.55 開智小     1:01.07 寿小(A)     1:01.09 清水小     1:01.20 島内小(B)     1:01.71 菅野小     1:02.47
4×100m 堀内 杏菜(6) 宮坂 知彩稀(6) 藤田 倖歩(6) 花岡 実新(6) 安藤 芽生(6) 木島 蓮花(5) 中川 結菜(6) 永田 和(6)

宮入 心奈(6) 上條 華凜(6) 黒田 稀和美(5) 国本 璃子(6) 宮越 歩咲(5) 関野 由依(6) 髙橋 琉姫(6) 加藤 穂香(6)
大畠 祐奈(6) 石橋 薫(6) 酒井 結菜(5) 中條 凛(6) 土屋 妃南(6) 分藤 晴(5) 酒井 優奈(6) 山口 愛菜(6)
石川 綺羅(6) 工藤 凜(6) 中野 瑛理南(6) 川上 乃愛(6) 宮越 杏純(6) 高橋 そら(5) 古畑 ゆずほ(6) 米山 心翔(6)



[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -2.0

 1 関野 由依(6) 清水小     14.67  1 宮入 心奈(6) 並柳小     14.42 
ｾｷﾉ ﾕｲ ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ

 2 米山 心翔(6) 菅野小     15.25  2 高橋 そら(5) 清水小     15.25 
ｺﾈﾔﾏ ｺｺｶ ﾀｶﾊｼ ｿﾗ

 3 小山 聖蓮(5) 本郷小     15.87  3 大澤 美樹(5) 鎌田小     16.23 
ｺﾔﾏ ｾﾚﾝ ｵｵｻﾜ ﾐｷ

 4 榊 美優(5) 鎌田小     16.01  4 山口 杏音(5) 大野川小     16.48 
ｻｶｷ ﾐﾕｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝ

 5 栁澤 陽愛里(4) 芳川小     16.14  5 降旗 瑞菜(5) 島内小     16.87 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾏﾘ ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾅ

 6 西尾 友里(5) 今井小     16.74  6 有山 香菜(6) ｺﾒｯﾄ波田     17.16 
ﾆｼｵ ﾕﾘ ｱﾘﾔﾏ ｶﾅ

 7 多山 宇芽(4) 並柳小     16.78  7 小林 鈴(4) 山辺小     18.00 
ﾀﾔﾏ ｳﾒ ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ

 8 小林 輝々(6) 山辺小     17.08  8 かせ谷 日和(4) 菅野小     18.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ ｶｾﾔ ﾋﾖﾘ

 9 浅井 ひまり(4) 島立小     17.23  9 竹村 楓(5) 本郷小     18.26 
ｱｻｲ ﾋﾏﾘ ﾀｹﾑﾗ ｶｴﾃﾞ

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 -2.0

 1 工藤 凜(6) TeamU     15.16  1 宮越 杏純(6) 寿小     14.90 
ｸﾄﾞｳ ﾘﾝ ﾐﾔｺｼ ｱｽﾐ

 2 重田 真優(5) 山辺小     15.68  2 古畑 ゆずほ(6) 島内小     15.28 
ｼｹﾞﾀ ﾏﾕ ﾌﾙﾊﾀ ﾕｽﾞﾎ

 3 川上 乃愛(6) 開智小     15.78  3 丸山 結海(4) 開智小     16.65 
ｶﾜｶﾐ ﾉｱ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾐ

 4 土屋 妃南(6) 寿小     15.88  4 草田 真奈(4) ｺﾒｯﾄ波田     16.71 
ﾂﾁﾔ ﾋﾅ ｸｻﾀﾞ ﾏﾅ

 5 小泉 舞(5) 島立小     16.37  5 太田 千歩(4) 島立小     16.91 
ｺｲｽﾞﾐ ﾏｲ ｵｵﾀ ﾁﾎ

 6 城倉 麻希(6) 梓川小     17.09  6 松田 七海(4) 今井小     16.99 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾏｷ ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅﾐ

 7 神澤 奈乃羽(4) 芝沢小     17.21  7 奥原 愛梨(4) 大野川小     17.18 
ｶﾝｻﾞﾜ ﾅﾉﾊ ｵｸﾊﾗ ｱｲﾘ

 8 渡辺 鼎(4) 本郷小     17.67  8 赤羽 浬(5) 芝沢小     17.43 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｴ ｱｶﾊﾈ ｶｲﾘ

  桃井 侑逗(5) 今井小       9 松澤 美麻(4) 梓川小     19.36 
ﾓﾓｲ ﾕｽﾞ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｵ

[ 5組] 風速 -2.2 [ 6組] 風速 -1.2

 1 堀内 杏菜(6) 並柳小     14.90  1 上條 華凜(6) TeamU     15.04 
ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾘﾝ

 2 木島 蓮花(5) 清水小     16.54  2 村山 夏愛(5) 今井小     15.46 
ｷｼﾞﾏ ﾚﾝｶ ﾑﾗﾔﾏ ｶｱｲ

 3 折橋 心春(5) 島立小     16.81  3 分藤 晴(5) 清水小     16.07 
ｵﾘﾊｼ ｺﾊﾙ ﾌﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙ

 4 大工原 和奏(6) 本郷小     17.14  4 窪田 梓(5) 芳川小     16.53 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾜｶﾅ ｸﾎﾞﾀ ｱｽﾞｻ

 5 倉田 みのり(4) 開智小     17.38  5 木下 莉緒(4) 島内小     16.55 
ｸﾗﾀ ﾐﾉﾘ ｷﾉｼﾀ ﾘｵ

 6 中澤 桜来(4) 大野川小     17.43  6 有江 結(4) 筑摩小     16.69 
ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾗ ｱﾘｴ ﾕｲ

 7 星野 想亜(4) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     17.46  7 永本 真夏(4) 梓川小     17.09 
ﾎｼﾉ ｿｳｱ ﾅｶﾞﾓﾄ ﾏﾅｶ

 8 本郷 咲彩(4) ｺﾒｯﾄ波田     18.47  8 小林 奈乎(4) 鎌田小     18.04 
ﾎﾝｺﾞｳ ｻｱﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｺ

 9 松本 萌花(4) 菅野小     19.53   柳澤 怜奈(6) 旭町小      
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴｶ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾅ

[ 7組] 風速 -0.7

 1 市川 凛子(5) 並柳小     14.68 
ｲﾁｶﾜ ﾘｺ

 2 川舩 菜々椛(5) 島内小     15.97 
ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ

 3 酒井 記捺(6) 山辺小     16.18 
ｻｶｲ ｺﾅﾂ

 4 加藤 穂香(6) 菅野小     16.21 
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ

 5 友成 央(6) 信大附属松本小     16.29 
ﾄﾓﾅﾘ ﾏﾅｶ

 6 小林 空夏(6) ｺﾒｯﾄ波田     16.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾅ

 7 森谷 理生(6) 旭町小     17.19 
ﾓﾘﾔ ﾘｵ

 8 杉浦 心音(6) 梓川小     17.22 
ｽｷﾞｳﾗ ｺｺﾈ

2   159

8   148

4   306

7   206

5

3   335

9   124

  242

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   337

1   168 9   313

DNS

2   289 5   153

4   249 6   151

9   269 1   278

8   140 2   174

3   358 7   348

5   321 8   265

7   266 3   188

2   191 8   156

6   345 4   104
No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

4   318 2   323

5   219 7   267

8   157 5   185

1   360 9   222

3   238 1   130

6   167 6   165

9   207 4   296

5   322 4   359

7   102 3   229
No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

1   349 3   298

9   341 2   209

7   186 7   143

4   208 5   255

6   171 9   268

8   354 1   179

3   253 6   259

所属名 記録／備考
2   257 8   336

ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学4_6女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 宮入 心奈(6) 並柳小     14.42 (-2.0)   2   1
   2 関野 由依(6) 清水小     14.67 (-1.4)   1   1
   3 市川 凛子(5) 並柳小     14.68 (-0.7)   7   1
   4 宮越 杏純(6) 寿小     14.90 (-2.0)   4   1
   4 堀内 杏菜(6) 並柳小     14.90 (-2.2)   5   1
   6 上條 華凜(6) TeamU     15.04 (-1.2)   6   1
   7 工藤 凜(6) TeamU     15.16 (-1.1)   3   1
   8 米山 心翔(6) 菅野小     15.25 (-1.4)   1   2
   8 高橋 そら(5) 清水小     15.25 (-2.0)   2   2
  10 古畑 ゆずほ(6) 島内小     15.28 (-2.0)   4   2
  11 村山 夏愛(5) 今井小     15.46 (-1.2)   6   2
  12 重田 真優(5) 山辺小     15.68 (-1.1)   3   2
  13 川上 乃愛(6) 開智小     15.78 (-1.1)   3   3
  14 小山 聖蓮(5) 本郷小     15.87 (-1.4)   1   3
  15 土屋 妃南(6) 寿小     15.88 (-1.1)   3   4
  16 川舩 菜々椛(5) 島内小     15.97 (-0.7)   7   2
  17 榊 美優(5) 鎌田小     16.01 (-1.4)   1   4
  18 分藤 晴(5) 清水小     16.07 (-1.2)   6   3
  19 栁澤 陽愛里(4) 芳川小     16.14 (-1.4)   1   5
  20 酒井 記捺(6) 山辺小     16.18 (-0.7)   7   3
  21 加藤 穂香(6) 菅野小     16.21 (-0.7)   7   4
  22 大澤 美樹(5) 鎌田小     16.23 (-2.0)   2   3
  23 友成 央(6) 信大附属     16.29 (-0.7)   7   5
  24 小泉 舞(5) 島立小     16.37 (-1.1)   3   5
  25 山口 杏音(5) 大野川小     16.48 (-2.0)   2   4
  26 窪田 梓(5) 芳川小     16.53 (-1.2)   6   4
  27 木島 蓮花(5) 清水小     16.54 (-2.2)   5   2
  28 木下 莉緒(4) 島内小     16.55 (-1.2)   6   5
  29 小林 空夏(6) ｺﾒｯﾄ波田     16.60 (-0.7)   7   6
  30 丸山 結海(4) 開智小     16.65 (-2.0)   4   3
  31 有江 結(4) 筑摩小     16.69 (-1.2)   6   6
  32 草田 真奈(4) ｺﾒｯﾄ波田     16.71 (-2.0)   4   4
  33 西尾 友里(5) 今井小     16.74 (-1.4)   1   6
  34 多山 宇芽(4) 並柳小     16.78 (-1.4)   1   7
  35 折橋 心春(5) 島立小     16.81 (-2.2)   5   3
  36 降旗 瑞菜(5) 島内小     16.87 (-2.0)   2   5
  37 太田 千歩(4) 島立小     16.91 (-2.0)   4   5
  38 松田 七海(4) 今井小     16.99 (-2.0)   4   6
  39 小林 輝々(6) 山辺小     17.08 (-1.4)   1   8
  40 城倉 麻希(6) 梓川小     17.09 (-1.1)   3   6
  40 永本 真夏(4) 梓川小     17.09 (-1.2)   6   7
  42 大工原 和奏(6) 本郷小     17.14 (-2.2)   5   4
  43 有山 香菜(6) ｺﾒｯﾄ波田     17.16 (-2.0)   2   6
  44 奥原 愛梨(4) 大野川小     17.18 (-2.0)   4   7
  45 森谷 理生(6) 旭町小     17.19 (-0.7)   7   7
  46 神澤 奈乃羽(4) 芝沢小     17.21 (-1.1)   3   7
  47 杉浦 心音(6) 梓川小     17.22 (-0.7)   7   8
  48 浅井 ひまり(4) 島立小     17.23 (-1.4)   1   9
  49 倉田 みのり(4) 開智小     17.38 (-2.2)   5   5
  50 中澤 桜来(4) 大野川小     17.43 (-2.2)   5   6
  50 赤羽 浬(5) 芝沢小     17.43 (-2.0)   4   8
  52 星野 想亜(4) 中山ﾗｲﾄﾆ     17.46 (-2.2)   5   7
  53 渡辺 鼎(4) 本郷小     17.67 (-1.1)   3   8
  54 小林 鈴(4) 山辺小     18.00 (-2.0)   2   7
  55 小林 奈乎(4) 鎌田小     18.04 (-1.2)   6   8
  56 かせ谷 日和(4) 菅野小     18.13 (-2.0)   2   8
  57 竹村 楓(5) 本郷小     18.26 (-2.0)   2   9
  58 本郷 咲彩(4) ｺﾒｯﾄ波田     18.47 (-2.2)   5   8
  59 松澤 美麻(4) 梓川小     19.36 (-2.0)   4   9
  60 松本 萌花(4) 菅野小     19.53 (-2.2)   5   9
    桃井 侑逗(5) 今井小          (-1.1) DNS   3    
    柳澤 怜奈(6) 旭町小          (-1.2) DNS   6      151

  360
  209
  174
  255
  359
  140
  156
  249
  191

  269
  222
  289

  321
  298
  323
  185
  208
  157
  153

  267
  148
  219
  159
  322
  168

  358
  143

  348
  266
  313
  124
  165
  278
  130
  186
  341

  171
  265
  349
  206
  242
  179
  335
  318
  268

  354
  238
  306

組 順位
  336
  257
  337
  229
  345

  253
  259
  296
  188
  207
  167

氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

  104
  102

タイムレース

順位 No.



[ 1組] [ 2組]

 1 長澤 理夢(6) ｺﾒｯﾄ波田   3:29.18  1 宇田川 結桜(6) 梓川小   3:21.84 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘﾑ ｳｻｶﾞﾜ ﾕﾗ

 2 橋井 実咲(5) 梓川小   3:32.31  2 宮川 千依(6) 山辺小   3:42.32 
ﾊｼｲ ﾐｻｷ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁﾖﾘ

 3 太田 小珀(5) ｺﾒｯﾄ波田   3:46.78  3 森田 華音(5) ｺﾒｯﾄ波田   3:42.64 
ｵｵﾀ ｺﾊｸ ﾓﾘﾀ ｶｵﾝ

 4 林 姫都香(6) 山辺小   3:48.46  4 桃井 颯音(6) 今井小   3:47.86 
ﾊﾔｼ ﾋﾄｶ ﾓﾓｲ ﾊﾔﾈ

 5 横森 成聖(5) 芝沢小   3:50.15  5 山口 愛菜(6) 菅野小   3:58.42 
ﾖｺﾓﾘ ﾅﾙｾ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾅ

 6 久保村 美咲(6) 本郷小   3:51.64  6 百瀬 きらら(5) ｺﾒｯﾄ波田   4:01.18 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾐｻｷ ﾓﾓｾ ｷﾗﾗ

 7 宮本 愛渚(4) 菅野小   4:06.99  7 高橋 莉子(4) 菅野小   4:01.65 
ﾐﾔﾓﾄ ｱｲﾅ ﾀｶﾊｼ ﾘｺ

 8 庄田 桃子(6) 寿小   4:08.72  8 中村 みゆ(5) 並柳小   4:05.02 
ｼｮｳﾀﾞ ﾓﾓｺ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ

 9 宮澤 柚羽(5) 芳川小   4:08.77  9 宮入 彩(6) 清水小   4:10.70 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ ﾐﾔｲﾘ ｱﾔ

10 安坂 成瑠美(5) 筑摩小   4:33.82 10 上條 優風(4) 本郷小   4:16.26 
ｱｻﾞｶ ﾅﾙﾐ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶ

ラップタイム ラップタイム
   200m     40.99   133 長澤 理夢(6)    200m     37.50   152 宇田川 結桜(6)
   400m   1:23.21   〃     〃    400m   1:16.43   〃     〃 
   600m   2:07.00   〃     〃    600m   1:58.56   〃     〃 
   800m   2:49.78   〃     〃    800m   2:40.45   〃     〃 

   1 宇田川 結桜(6) 梓川小     3:21.84   2   1
   2 長澤 理夢(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:29.18   1   1
   3 橋井 実咲(5) 梓川小     3:32.31   1   2
   4 宮川 千依(6) 山辺小     3:42.32   2   2
   5 森田 華音(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:42.64   2   3
   6 太田 小珀(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:46.78   1   3
   7 桃井 颯音(6) 今井小     3:47.86   2   4
   8 林 姫都香(6) 山辺小     3:48.46   1   4
   9 横森 成聖(5) 芝沢小     3:50.15   1   5
  10 久保村 美咲(6) 本郷小     3:51.64   1   6
  11 山口 愛菜(6) 菅野小     3:58.42   2   5
  12 百瀬 きらら(5) ｺﾒｯﾄ波田     4:01.18   2   6
  13 高橋 莉子(4) 菅野小     4:01.65   2   7
  14 中村 みゆ(5) 並柳小     4:05.02   2   8
  15 宮本 愛渚(4) 菅野小     4:06.99   1   7
  16 庄田 桃子(6) 寿小     4:08.72   1   8
  17 宮澤 柚羽(5) 芳川小     4:08.77   1   9
  18 宮入 彩(6) 清水小     4:10.70   2   9
  19 上條 優風(4) 本郷小     4:16.26   2  10
  20 安坂 成瑠美(5) 筑摩小     4:33.82   1  10

  356
  271

  352
  248
  137
  246
  343
  244
  235
  347

記録

  258

  152
  133
  154
  198
  127
  131
  192
  215
  217

2   244 2

備考 組 順位

1   347 8   258

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

  246

8   235 7   343

5   271 3   356

6   352 9   137

4   217 4   248

10   215 10   192

7   131 1   127

3   154 5   198

所属名 記録／備考
9   133 6   152

ORD No. 氏  名

小学4_6女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 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 TeamU(A)   101 宮坂 知彩稀(6)     59.74  1   6 並柳小   345 堀内 杏菜(6)     58.67 

ﾁｰﾑ ﾕｰ ﾐﾔｻｶ ﾁｻｷ ﾅﾐﾔﾅｷﾞｼｮｳ ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ
  104 上條 華凜(6)   336 宮入 心奈(6)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾘﾝ ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ
  105 石橋 薫(6)   342 大畠 祐奈(6)

ｲｼﾊﾞｼ ｶｵﾙ ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾅ
  102 工藤 凜(6)   339 石川 綺羅(6)

ｸﾄﾞｳ ﾘﾝ ｲｼｶﾜ ｷﾗ
 2   3 ｺﾒｯﾄ波田   135 藤田 倖歩(6)   1:00.55  2   9 寿小(A)   226 安藤 芽生(6)   1:01.09 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾎ ｺﾄﾌﾞｷｼｮｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾒｲ
  117 黒田 稀和美(5)   230 宮越 歩咲(5)

ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ ﾐﾔｺｼ ｱﾕｻ
  121 酒井 結菜(5)   238 土屋 妃南(6)

ｻｶｲ ﾕｲﾅ ﾂﾁﾔ ﾋﾅ
  132 中野 瑛理南(6)   229 宮越 杏純(6)

ﾅｶﾉ ｴﾘﾅ ﾐﾔｺｼ ｱｽﾐ
 3   4 開智小   164 花岡 実新(6)   1:01.07  3   3 島内小(B)   308 中川 結菜(6)   1:01.71 

ｶｲﾁｼｮｳ ﾊﾅｵｶ ﾐﾆｲ ｼﾏｳﾁｼｮｳ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾅ
  166 国本 璃子(6)   316 髙橋 琉姫(6)

ｸﾆﾓﾄ ﾘｺ ﾀｶﾊｼ ﾙｷ
  170 中條 凛(6)   301 酒井 優奈(6)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾘﾝ ｻｶｲ ﾕﾅ
  167 川上 乃愛(6)   296 古畑 ゆずほ(6)

ｶﾜｶﾐ ﾉｱ ﾌﾙﾊﾀ ﾕｽﾞﾎ
 4   6 清水小   266 木島 蓮花(5)   1:01.20  4   8 菅野小   240 永田 和(6)   1:02.47 

ｼﾐｽﾞｼｮｳ ｷｼﾞﾏ ﾚﾝｶ ｽｶﾞﾉｼｮｳ ﾅｶﾞﾀ ﾉﾄﾞｶ
  257 関野 由依(6)   242 加藤 穂香(6)

ｾｷﾉ ﾕｲ ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
  265 分藤 晴(5)   248 山口 愛菜(6)

ﾌﾞﾝﾄﾞｳ ﾊﾙ ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾅ
  259 高橋 そら(5)   253 米山 心翔(6)

ﾀｶﾊｼ ｿﾗ ｺﾈﾔﾏ ｺｺｶ
 5   5 島内小(A)   295 鬼久保 莉菜(5)   1:04.64  5   4 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ   290 大吉原 麗(6)   1:02.99 

ｼﾏｳﾁｼｮｳ ｵﾆｸﾎﾞ ﾘﾅ ﾅｶﾔﾏﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ｵｵﾖｼﾊﾗ ｳﾗﾗ
  315 德竹 琉菜(5)   291 中嶌 愛結(6)

ﾄｸﾀｹ ﾙﾅ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕ
  311 藤田 斐子(5)   286 山田 千愛(6)

ﾌｼﾞﾀ ｱﾔﾈ ﾔﾏﾀﾞ ﾁｱ
  306 川舩 菜々椛(5)   288 上嶋 葵(6)

ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ ｶﾐｼﾏ ｱｵｲ
 6   2 寿小(B)   237 中川 美咲(5)   1:04.96  6   2 梓川小   157 城倉 麻希(6)   1:05.64 

ｺﾄﾌﾞｷｼｮｳ ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｻｷ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ ｼﾞｮｳｸﾗ ﾏｷ
  232 山岸 歩叶(5)   154 橋井 実咲(5)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾎﾉｶ ﾊｼｲ ﾐｻｷ
  236 上條 心由來(5)   159 杉浦 心音(6)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｺﾕｷ ｽｷﾞｳﾗ ｺｺﾈ
  231 御子柴 莉唯華(5)   153 永本 真夏(4)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾘｲｶ ﾅｶﾞﾓﾄ ﾏﾅｶ
 7   8 鎌田小   178 村田 心紬(5)   1:05.06  7   5 本郷小(A)   358 大工原 和奏(6)   1:07.15 

ｶﾏﾀﾞｼｮｳ ﾑﾗﾀ ﾐﾕｳ ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾜｶﾅ
  171 榊 美優(5)   355 上條 結乃(6)

ｻｶｷ ﾐﾕｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲﾉ
  174 小林 奈乎(4)   353 鹿内 葉月(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｺ ｼｶﾅｲ ﾊﾂﾞｷ
  179 大澤 美樹(5)   352 久保村 美咲(6)

ｵｵｻﾜ ﾐｷ ｸﾎﾞﾑﾗ ﾐｻｷ
 8   9 本郷小(B)   360 渡辺 鼎(4)   1:08.19  8   7 島立小   323 太田 千歩(4)   1:07.33 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅｴ ｼﾏﾀﾞﾁｼｮｳ ｵｵﾀ ﾁﾎ
  351 加島 さわ(4)   326 北野 真帆(4)

ｶｼﾏ ｻﾜ ｷﾀﾉ ﾏﾎ
  356 上條 優風(4)   325 八十島 洸(4)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶ ﾔｿｼﾏ ﾋﾛ
  357 大宮路 美羽(4)   322 浅井 ひまり(4)

ｵｵﾐﾔｼﾞ ﾐｳ ｱｻｲ ﾋﾏﾘ
    1 山辺小   207 重田 真優(5)      

ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ ｼｹﾞﾀ ﾏﾕ DQ
  196 梶川 さくら(6) R1(2-3)

ｶｼﾞｶﾜ ｻｸﾗ
  208 小林 輝々(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾗﾗ
  206 酒井 記捺(6)

ｻｶｲ ｺﾅﾂ

小学4_6女子

4×100m

決勝



   1 並柳小     58.67 堀内 杏菜(6) 宮入 心奈(6) 大畠 祐奈(6) 石川 綺羅(6)   2   1
   2 TeamU(A)     59.74 宮坂 知彩稀(6)上條 華凜(6) 石橋 薫(6) 工藤 凜(6)   1   1
   3 ｺﾒｯﾄ波田   1:00.55 藤田 倖歩(6) 黒田 稀和美(5)酒井 結菜(5) 中野 瑛理南(6)  1   2
   4 開智小   1:01.07 花岡 実新(6) 国本 璃子(6) 中條 凛(6) 川上 乃愛(6)   1   3
   5 寿小(A)   1:01.09 安藤 芽生(6) 宮越 歩咲(5) 土屋 妃南(6) 宮越 杏純(6)   2   2
   6 清水小   1:01.20 木島 蓮花(5) 関野 由依(6) 分藤 晴(5) 高橋 そら(5)   1   4
   7 島内小(B)   1:01.71 中川 結菜(6) 髙橋 琉姫(6) 酒井 優奈(6) 古畑 ゆずほ(6)  2   3
   8 菅野小   1:02.47 永田 和(6) 加藤 穂香(6) 山口 愛菜(6) 米山 心翔(6)   2   4
   9 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ   1:02.99 大吉原 麗(6) 中嶌 愛結(6) 山田 千愛(6) 上嶋 葵(6)   2   5
  10 島内小(A)   1:04.64 鬼久保 莉菜(5)德竹 琉菜(5) 藤田 斐子(5) 川舩 菜々椛(5)  1   5
  11 寿小(B)   1:04.96 中川 美咲(5) 山岸 歩叶(5) 上條 心由來(5)御子柴 莉唯華(  1   6
  12 鎌田小   1:05.06 村田 心紬(5) 榊 美優(5) 小林 奈乎(4) 大澤 美樹(5)   1   7
  13 梓川小   1:05.64 城倉 麻希(6) 橋井 実咲(5) 杉浦 心音(6) 永本 真夏(4)   2   6
  14 本郷小(A)   1:07.15 大工原 和奏(6)上條 結乃(6) 鹿内 葉月(6) 久保村 美咲(6)  2   7
  15 島立小   1:07.33 太田 千歩(4) 北野 真帆(4) 八十島 洸(4) 浅井 ひまり(4)  2   8
  16 本郷小(B)   1:08.19 渡辺 鼎(4) 加島 さわ(4) 上條 優風(4) 大宮路 美羽(4)  1   8
    山辺小          DQ 重田 真優(5) 梶川 さくら(6)小林 輝々(6) 酒井 記捺(6)   1    

順位備考 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

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



 ３回の
 最高記録

梶川 さくら(6) 山辺小   3.52  3.29  3.79   3.79             3.79 
ｶｼﾞｶﾜ ｻｸﾗ   +0.5  +0.2  -0.3   -0.3                      -0.3
石川 綺羅(6) 並柳小    x   3.72   x    3.72             3.72 
ｲｼｶﾜ ｷﾗ   +0.3  -0.9  +0.2   -0.9                      -0.9
手塚 葵理(6) ｺﾒｯﾄ波田   3.47  3.61  3.61   3.61             3.61 
ﾃﾂﾞｶ ｱｵﾘ   -0.3  -1.2  +1.2   -1.2                      -1.2
勝山 もも(5) ｺﾒｯﾄ波田   3.55  3.35   x    3.55             3.55 
ｶﾂﾔﾏ ﾓﾓ   +1.0  -1.3  +0.0   +1.0                      +1.0
村田 心紬(5) 鎌田小   3.47  3.27  3.30   3.47             3.47 
ﾑﾗﾀ ﾐﾕｳ   +2.4  -2.2  +1.1   +2.4                      +2.4
三村 凛香(6) 二子小   3.45  3.36   x    3.45             3.45 
ﾐﾑﾗ ﾘﾝｶ   +1.0  -1.6  -0.4   +1.0                      +1.0
大畠 祐奈(6) 並柳小    x   3.42  3.40   3.42             3.42 
ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾅ   +0.6  -2.3  -0.2   -2.3                      -2.3
上條 結乃(6) 本郷小   3.42  3.25   x    3.42             3.42 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲﾉ   +0.5  -1.8  +0.2   +0.5                      +0.5
鬼久保 莉菜(5) 島内小   3.41  3.22  3.07   3.41             3.41 
ｵﾆｸﾎﾞ ﾘﾅ   +0.3  -0.1  +1.2   +0.3                      +0.3
加島 さわ(4) 本郷小   3.31  2.84  2.70   3.31             3.31 
ｶｼﾏ ｻﾜ   +1.4  +0.5  -0.5   +1.4                      +1.4
髙嶋 実莉(4) 芳川小    x   3.03   x    3.03             3.03 
ﾀｶｼﾏ ﾐﾉﾘ   +1.3  -1.1  +0.8   -1.1                      -1.1
鹿内 葉月(6) 本郷小   3.02   x   2.81   3.02             3.02 
ｼｶﾅｲ ﾊﾂﾞｷ   +2.0  -1.6  +0.8   +2.0                      +2.0
北野 真帆(4) 島立小    x   2.89  2.63   2.89             2.89 
ｷﾀﾉ ﾏﾎ   +0.0  -3.0  +0.6   -3.0                      -3.0
八十島 洸(4) 島立小   2.50  2.14  2.81   2.81             2.81 
ﾔｿｼﾏ ﾋﾛ   +0.0  -2.6  +0.2   +0.2                      +0.2
大宮路 美羽(4) 本郷小   2.70  2.56  2.30   2.70             2.70 
ｵｵﾐﾔｼﾞ ﾐｳ   +0.6  +0.9  -1.2   +0.6                      +0.6
藤田 斐子(5) 島内小   2.52  2.47  2.43   2.52             2.52 
ﾌｼﾞﾀ ｱﾔﾈ   +0.3  -1.5  +0.7   +0.3                      +0.3
小松 澄恋(4) ｺﾒｯﾄ波田    x   2.33   x    2.33             2.33 
ｺﾏﾂ ｽﾐﾚ   +0.9  -0.4  +0.0   -0.4                      -0.4

17 1   123

15 3   357

16 8   311

13 17   326

14 14   325

11 11   350

12 10   353

9 7   295

10 4   351

7 6   342

8 12   355

5 9   178

6 5   330

3 16   120

4 13   122

1 2   196

2 15   339

備考

小学4_6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-



 ３回の
 最高記録

深澤 奈穂(6) ｺﾒｯﾄ波田
ﾌｶｻﾜ ﾅﾎ
青木 結花(6) 芝沢小
ｱｵｷ ﾕｲｶ
大吉原 麗(6) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ
ｵｵﾖｼﾊﾗ ｳﾗﾗ
中條 凛(6) 開智小
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾘﾝ
八懸 空乃(5) 大野川小
ﾔﾂｶﾞｹ ｿﾉ
山口 日菜子(6) ｺﾒｯﾄ波田
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾅｺ
吉村 美波(4) ｺﾒｯﾄ波田
ﾖｼﾑﾗ ﾐﾅﾐ
野村 友紀乃(4) ｺﾒｯﾄ波田
ﾉﾑﾗ ﾕｷﾉ
飯ヶ浜 史乃(5) 山辺小
ｲｲｶﾞﾊﾏ ｼﾉ
大沼 愛子(6) 開智小
ｵｵﾇﾏ ｱｲｺ
石川 美鈴(5) 島立小
ｲｼｶﾜ ﾐｽｽﾞ

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- -5- -6- 記録 備考

1 11   128  37.66 38.07 40.82  40.82           40.82 

    35.68 

3 10   290  33.46 33.12 32.76  33.46           33.46 

2 2   221  35.68 35.12   x   35.68       

    26.64 

5 4   270  26.10 24.48   x   26.10           26.10 

4 9   170  21.78 26.64 26.47  26.64       

    22.90 

7 6   108  22.17   x    x   22.17           22.17 

6 8   118  22.90 13.49 13.54  22.90       

    22.05 

9 5   211  17.52 19.28 16.06  19.28           19.28 

8 3   142  22.05   x  20.46  22.05       

    15.81 

11 1   320  15.09   x  14.05  15.09           15.09 

10 7   169  15.81 12.32 14.33  15.81       



[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.2

 1 中村 実穏(2) 筑摩野中     13.38 Q  1 大塚 実和(1) 開成中     14.25 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ ｵｵﾂｶ ﾐﾜ

 2 高岡 明咲(1) 女鳥羽中     14.56  2 池田 夢渚(1) 波田中     14.84 
ﾀｶｵｶ ﾒｲｻ ｲｹﾀﾞ ﾕﾅ

 3 柳澤 優来(1) 山辺中     14.60  3 菊池 結菜(1) 高綱中     15.04 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾗ ｷｸﾁ ﾕｲﾅ

 4 廣瀬 唯菜(1) 波田中     14.63  4 吉﨑 衣舞(1) 菅野中     15.17 
ﾋﾛｾ ﾕｲﾅ ﾖｼｻﾞｷ ｲﾌﾞ

 5 井口 菜緒(1) 旭町中     15.05  5 高林 ｴﾘ(3) 松本秀峰中     15.78 
ｲｸﾞﾁ ﾅｵ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｴﾘ

 6 浅田 すずか(1) 菅野中     15.97  6 長橋 果凜(1) 信大附属松本中     16.04 
ｱｻﾀﾞ ｽｽﾞｶ ﾅｶﾞﾊｼ ﾐﾉﾘ

 7 ﾃﾞｿｳｻﾞﾊﾃﾞｨｼﾞｬ(1)信明中     16.29   竹内 千潤(2) 山辺中      
ﾃﾞｿｳｻﾞﾊﾃﾞｨｼﾞｬ ﾀｹｳﾁ ﾁﾋﾛ

[ 3組] 風速 +1.3 [ 4組] 風速 +0.7

 1 鷲山 芽生(1) 女鳥羽中     13.05 Q  1 村松 美穂(1) 丸ﾉ内中     14.11 Q
ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ

 2 野口 茉優(2) 信大附属松本中     13.27 q  2 塩原 そよ香(2) 菅野中     14.15 q
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ

 3 中村 芽衣(2) 松島中     14.29 q  3 清水 輝(1) 信明中     14.45 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ ｼﾐｽﾞ ﾋｶﾙ

 4 菊地 彩奈(1) 丸ﾉ内中     14.51  4 渡辺 涼(1) 旭町中     15.23 
ｷｸﾁ ｻﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ

 5 冨澤 花宝(1) 筑摩野中     15.33  5 鎌田 蒼彩(1) 高綱中     15.28 
ﾄﾐｻﾞﾜ ｶﾎ ｶﾏﾀﾞ ｱｵｲ

 6 平野 志歩(1) 山辺中     15.42  6 林 志鶴香(1) 信大附属松本中     15.74 
ﾋﾗﾉ ｼﾎ ﾊﾔｼ ｼﾂﾞｶ

 7 松本 華雅(2) 信明中     15.78   赤羽 美優(1) 筑摩野中      
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾔ ｱｶﾊﾈ ﾐﾕｳ

 8 上條 ときみ(3) 松本秀峰中     15.79 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｷﾐ

[ 5組] 風速 +0.7

 1 西沢 真由(2) 信大附属松本中     13.98 Q
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ

 2 古籏 華央(1) 信明中     14.70 
ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾅ

 3 野間 友里愛(1) 菅野中     15.10 
ﾉﾏ ﾕﾘｱ

  青沼 明佳(1) 波田中      
ｱｵﾇﾏ ﾒｲｶ

  西澤 美夢(2) 梓川中      
ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾕｳ

  大坪 桃果(2) 筑摩野中      
ｵｵﾂﾎﾞ ﾓﾓｶ

風速 +0.4

 1 鷲山 芽生(1) 女鳥羽中     13.01 
ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ

 2 野口 茉優(2) 信大附属松本中     13.28 
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ

 3 中村 実穏(2) 筑摩野中     13.45 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ

 4 塩原 そよ香(2) 菅野中     13.81 
ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ

 5 西沢 真由(2) 信大附属松本中     13.90 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ

 6 村松 美穂(1) 丸ﾉ内中     14.12 
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ

 7 大塚 実和(1) 開成中     14.28 
ｵｵﾂｶ ﾐﾜ

 8 中村 芽衣(2) 松島中     14.33 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ

8  7139

3  7097

5  7031

4  7281

9  7479

7

2  7209

6  7475

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 7247

DNS
6  7372

DNS
7  7254

DNS

決勝

4  7411

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  7013

8  7224

5  7475

3  7015 8  7242
DNS

4  7097 9  7010

7  7523

2  7250 2  7173

9  7032 5  7061

5  7153 7  7454

8  7479 3  7209

5  7012 6  7152

6  7281 4  7031
No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  7156 3  7174

4  7057 7  7528

8  7412 8  7219

6  7220 4  7455

9  7296 2  7410

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
2  7247 5  7139

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



[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -1.3

 1 小田 彩音(1) 開成中     27.79 Q  1 古田 波音(2) 丸ﾉ内中     26.86 Q
ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ

 2 奥田 奈緒(2) 鉢盛中     30.09 Q  2 赤羽 椛(2) 高綱中     28.42 Q
ｵｸﾀﾞ ﾅｵ ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ

 3 佐藤 野真(2) 筑摩野中     30.20 Q  3 髙橋 杏奈(2) 菅野中     28.55 Q
ｻﾄｳ ﾉﾏ ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ

 4 野口 綾花(2) 信大附属松本中     31.13  4 柄澤 はな乃(2) 信大附属松本中     29.27 q
ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾉ

 5 小松 夕莉(1) 信明中     32.09  5 星野 沙羅(2) 開成中     29.29 q
ｺﾏﾂ ﾕﾘ ﾎｼﾉ ｻﾗ

 6 中村 紗亜(2) 筑摩野中     32.20  6 矢島 黎衣亞(2) 信大附属松本中     31.26 
ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞｱ ﾔｼﾞﾏ ﾚｲｱ

 7 三村 ひなた(1) 菅野中     35.24  7 木下 佳歩(1) 信明中     32.12 
ﾐﾑﾗ ﾋﾅﾀ ｷﾉｼﾀ ｶﾎ

  羽生 麻奈美(2) 松島中       8 戸田 樹梨(1) 筑摩野中     32.54 
ﾊﾆｭｳ ﾏﾅﾐ ﾄﾀﾞ ｼﾞｭﾘ

風速 +1.6

 1 古田 波音(2) 丸ﾉ内中     26.81 
ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ

 2 小田 彩音(1) 開成中     27.90 
ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ

 3 赤羽 椛(2) 高綱中     28.15 
ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ

 4 髙橋 杏奈(2) 菅野中     28.69 
ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ

 5 星野 沙羅(2) 開成中     29.03 
ﾎｼﾉ ｻﾗ

 6 柄澤 はな乃(2) 信大附属松本中     29.56 
ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾉ

 7 奥田 奈緒(2) 鉢盛中     30.30 
ｵｸﾀﾞ ﾅｵ

  佐藤 野真(2) 筑摩野中      
ｻﾄｳ ﾉﾏ DNS

6  7437

9  7258

3  7135

2  7498

7  7194

8  7214

5  7022

4  7138

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS
7  7096 2  7249

6  7222 9  7008

3  7260 4  7451

9  7009 6  7135

8  7495 8  7498

5  7258 5  7214

1  7437 7  7194

所属名 記録／備考
4  7138 3  7022

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

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



[ 1組] [ 2組]

 1 岩﨑 那歩(2) 筑摩野中   2:38.46  1 赤沼 智笑(2) 信大附属松本中   2:35.35 
ｲﾜｻｷ ﾅﾎ ｱｶﾇﾏ ﾁｴ

 2 永田 紗菜(2) 信大附属松本中   2:38.53  2 中川 遥香(1) 開成中   2:40.29 
ﾅｶﾞﾀ ｻﾅ ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｶ

 3 鈴木 珠有(1) 女鳥羽中   2:47.96  3 永沼 寛菜(1) 開成中   2:45.00 
ｽｽﾞｷ ｼｭｳ ﾅｶﾞﾇﾏ ｶﾝﾅ

 4 北村 花香(1) 鉢盛中   2:48.87  4 平藤 羽菜(1) 筑摩野中   2:46.72 
ｷﾀﾑﾗ ﾊﾅｶ ﾍｲﾄｳ ﾊﾅ

 5 林 眞由莉(2) 山辺中   2:48.92  5 木下 明音(1) 山辺中   2:56.14 
ﾊﾔｼ ﾏﾕﾘ ｷﾉｼﾀ ｱｶﾈ

 6 塚田 詩音(2) 梓川中   2:49.10  6 武田 心(1) 梓川中   2:59.31 
ﾂｶﾀﾞ ｼｵﾝ ﾀｹﾀﾞ ｺｺﾛ

 7 滝澤 莉緖奈(1) 高綱中   2:58.41  7 袴田 紗那(1) 旭町中   3:20.85 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｵﾅ ﾊｶﾏﾀ ｻﾅ

 8 吉岡 茉央(2) 開成中   2:58.98   村山 可純(1) 信大附属松本中      
ﾖｼｵｶ ﾏｵ ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾐ

 9 石田 大実(1) 松島中   3:31.22   上條 佑依(1) 鉢盛中      
ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾐ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲ

ラップタイム ラップタイム
   200m     39.00  7478 永田 紗菜(2)    200m     35.45  7476 赤沼 智笑(2)
   400m   1:19.17   〃     〃    400m   1:15.36   〃     〃 
   600m   1:59.79   〃     〃    600m   1:55.86   〃     〃 

[ 3組]

 1 中川 凜音(2) 筑摩野中   2:27.79 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾉ

 2 櫻井 実咲(1) 松島中   2:37.49 
ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ

 3 中村 文音(1) 鉢盛中   2:38.31 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾈ

 4 高木 萌々子(2) 信大附属松本中   2:41.25 
ﾀｶｷﾞ ﾓﾓｺ

 5 百瀬 倫子(2) 開成中   2:48.48 
ﾓﾓｾ ﾘﾝｺ

 6 関口 奈々花(2) 梓川中   2:49.03 
ｾｷｸﾞﾁ ﾅﾅｶ

 7 百瀬 未来(2) 山辺中   2:59.40 
ﾓﾓｾ ﾐﾗｲ

 8 澤谷 美結(3) 菅野中   3:15.66 
ｻﾜﾔ ﾐﾕ

  山中 杏珠(3) 松本秀峰中      
ﾔﾏﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ

ラップタイム
   200m     33.38  7269 中川 凜音(2)
   400m   1:09.32   〃     〃 
   600m   1:47.37   〃     〃 

8  7529
DNS

2  7453

6  7136

4

3  8703

5  7212

 7374

9  7269

7  7081

1  7442

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DQ
8  7080 4  7441

DNS

1  7137 8  7456

9  7175 3  7060

4  7371 6  7343

2  8706 9  7161

5  7443 7  7251

7  7295 1  7142

3  7478 5  7140

所属名 記録／備考
6  7257 2  7476

ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 中川 凜音(2) 筑摩野中     2:27.79   3   1
   2 赤沼 智笑(2) 信大附属     2:35.35   2   1
   3 櫻井 実咲(1) 松島中     2:37.49   3   2
   4 中村 文音(1) 鉢盛中     2:38.31   3   3
   5 岩﨑 那歩(2) 筑摩野中     2:38.46   1   1
   6 永田 紗菜(2) 信大附属     2:38.53   1   2
   7 中川 遥香(1) 開成中     2:40.29   2   2
   8 高木 萌々子(2) 信大附属     2:41.25   3   4
   9 永沼 寛菜(1) 開成中     2:45.00   2   3
  10 平藤 羽菜(1) 筑摩野中     2:46.72   2   4
  11 鈴木 珠有(1) 女鳥羽中     2:47.96   1   3
  12 百瀬 倫子(2) 開成中     2:48.48   3   5
  13 北村 花香(1) 鉢盛中     2:48.87   1   4
  14 林 眞由莉(2) 山辺中     2:48.92   1   5
  15 関口 奈々花(2) 梓川中     2:49.03   3   6
  16 塚田 詩音(2) 梓川中     2:49.10   1   6
  17 木下 明音(1) 山辺中     2:56.14   2   5
  18 滝澤 莉緖奈(1) 高綱中     2:58.41   1   7
  19 吉岡 茉央(2) 開成中     2:58.98   1   8
  20 武田 心(1) 梓川中     2:59.31   2   6
  21 百瀬 未来(2) 山辺中     2:59.40   3   7
  22 澤谷 美結(3) 菅野中     3:15.66   3   8
  23 袴田 紗那(1) 旭町中     3:20.85   2   7
  24 石田 大実(1) 松島中     3:31.22   1   9
    村山 可純(1) 信大附属 DQ   2    
    上條 佑依(1) 鉢盛中 DNS   2    
    山中 杏珠(3) 松本秀峰 DNS   3    

 7441
 7529

 7161
 7175
 7137
 7343
 8703
 7212
 7060
 7080

組 順位
 7269
 7476
 7081
 7442

記録 備考

 7456

 7453
 7142
 7251
 7295
 7136
 7443
 8706
 7374
 7371

 7257
 7478
 7140

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名



 1 近藤 美波(2) 波田中  10:16.23 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ

 2 村岡 美玖(3) 波田中  10:27.14 
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ

 3 赤羽 真衣佳(3) 女鳥羽中  11:05.31 
ｱｶﾊﾈ ﾏｲｶ

 4 山口 七海(1) 女鳥羽中  11:37.60 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ

 5 小林 美月(2) 信大附属松本中  11:38.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾞｷ

 6 百瀬 愛華(2) 開成中  11:49.71 
ﾓﾓｾ ﾏﾅｶ

 7 遠藤 咲耶(2) 山辺中  11:50.77 
ｴﾝﾄﾞｳ ｻｸﾔ

 8 上村 梨緒(3) 開成中  11:58.60 
ｶﾐﾑﾗ ﾘｵ

 9 丸山 莉央(3) 菅野中  11:59.84 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｵ

10 中村 結彩(2) 高綱中  12:40.98 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ

11 横田 詩織(1) 信明中  13:19.53 
ﾖｺﾀ ｼｵﾘ

12 瀧田 穂乃香(2) 信明中  13:21.72 
ﾀｷﾀﾞ ﾎﾉｶ

ラップタイム
  1000m   3:22.01  7400 村岡 美玖(3)
  2000m   6:51.66   〃     〃 

7  7014

9  7011

11  7208

10  7171

5  8701

1  7131

2  7499

3  7134

8  7284

6  7287

12  7400

中学女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7408



[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -0.6

 1 岡田 葉音(2) 信大附属松本中     16.86 Q  1 小松 理紗(2) 信明中     16.03 Q
ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ ｺﾏﾂ ﾘｻ

 2 柳澤 利帆(2) 旭町中     17.45 Q  2 鎌 咲奈(2) 高綱中     16.95 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾎ ｶﾏ ｻｷﾅ

 3 大日方 心美(2) 松島中     17.83 Q  3 川口 茜(2) 鉢盛中     18.03 Q
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｺﾐ ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾈ

 4 青栁 真穂(1) 梓川中     18.08 q  4 青木 真江(1) 波田中     18.42 q
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾎ ｱｵｷ ﾏｴ

 5 佐藤 珠生(1) 山辺中     20.87  5 熊谷 つくし(2) 松島中     18.64 
ｻﾄｳ ﾀﾏｷ ｸﾏｶﾞｲ ﾂｸｼ

 6 蓮 古都葉(1) 開成中     22.13 
ﾊｽ ｺﾄﾊ

風速 +0.1

 1 小松 理紗(2) 信明中     15.98 
ｺﾏﾂ ﾘｻ

 2 鎌 咲奈(2) 高綱中     16.75 
ｶﾏ ｻｷﾅ

 3 岡田 葉音(2) 信大附属松本中     16.75 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ

 4 柳澤 利帆(2) 旭町中     17.33 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾎ

 5 大日方 心美(2) 松島中     17.59 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｺﾐ

 6 川口 茜(2) 鉢盛中     17.69 
ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾈ

 7 青栁 真穂(1) 梓川中     17.73 
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾎ

 8 青木 真江(1) 波田中     18.17 
ｱｵｷ ﾏｴ

2  7413

8  7439

3  7344

7  7052

9  7100

所属名 記録／備考
6  7007

4  7196

5  7496

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  7143

3  7151 5  7094

2  7344 2  7413

5  7100 4  7439

4  7052 3  7196

所属名 記録／備考
6  7496 6  7007

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

中学女子

100mH(0.762-8.0m)

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



[ 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   5 菅野中  7224 野間 友里愛(1)     55.60 Q  1   3 附属松本中(A)  7496 岡田 葉音(2)     52.79 Q

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾉﾏ ﾕﾘｱ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ
 7214 髙橋 杏奈(2)  7479 野口 茉優(2)

ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ
 7219 吉﨑 衣舞(1)  7498 柄澤 はな乃(2)

ﾖｼｻﾞｷ ｲﾌﾞ ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾉ
 7209 塩原 そよ香(2)  7475 西沢 真由(2)

ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ
 2   4 信明中  7013 古籏 華央(1)     56.46 Q  2   5 開成中  7139 大塚 実和(1)     53.36 Q

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾅ ｶｲｾｲﾁｭｳ ｵｵﾂｶ ﾐﾜ
 7007 小松 理紗(2)  7133 宍戸 美希(2)

ｺﾏﾂ ﾘｻ ｼｼﾄﾞ ﾐｷ
 7006 岩井 琉菜(2)  7135 星野 沙羅(2)

ｲﾜｲ ﾘﾅ ﾎｼﾉ ｻﾗ
 7010 清水 輝(1)  7138 小田 彩音(1)

ｼﾐｽﾞ ﾋｶﾙ ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ
 3   8 附属松本中(B)  7477 井上 万有佳(2)     57.03  3   7 山辺中(A)  7156 柳澤 優来(1)     55.91 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｲﾉｳｴ ﾏﾕｶ ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾗ
 7465 村田 結菜(2)  7152 竹内 千潤(2)

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾅ ﾀｹｳﾁ ﾁﾋﾛ
 7451 矢島 黎衣亞(2)  8700 山口 衿子(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾚｲｱ ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘｺ
 7495 野口 綾花(2)  8707 二木 瑠心(2)

ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ ﾌﾀﾂｷﾞ ﾙｺ
 4   6 旭町中  7057 井口 菜緒(1)     58.50  4   8 波田中  7412 廣瀬 唯菜(1)     56.26 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ｲｸﾞﾁ ﾅｵ ﾊﾀﾁｭｳ ﾋﾛｾ ﾕｲﾅ
 7061 渡辺 涼(1)  7409 黒田 香梛美(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ ｸﾛﾀﾞ ｶﾅﾐ
 7056 荒井 琴美(1)  7410 池田 夢渚(1)

ｱﾗｲ ｺﾄﾐ ｲｹﾀﾞ ﾕﾅ
 7052 柳澤 利帆(2)  7413 青木 真江(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾎ ｱｵｷ ﾏｴ
 5   7 梓川中(B)  7373 巣之内 彩音(2)   1:02.98  5   4 鉢盛中  7440 因幡 真桜(1)     56.61 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ｽﾉｳﾁ ｱﾔﾈ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｲﾅﾊﾞ ﾏｵ
 7371 塚田 詩音(2)  7439 川口 茜(2)

ﾂｶﾀﾞ ｼｵﾝ ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾈ
 7374 関口 奈々花(2)  7441 上條 佑依(1)

ｾｷｸﾞﾁ ﾅﾅｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲ
 7343 武田 心(1)  7437 奥田 奈緒(2)

ﾀｹﾀﾞ ｺｺﾛ ｵｸﾀﾞ ﾅｵ
    3 女鳥羽中       6   6 鎌田中  6981 福島 愛海(1)     57.61 

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ DNS ｶﾏﾀﾞﾁｭｳ ﾌｸｼﾏ ﾏﾅﾐ
 6980 田中 亜里紗(1)

ﾀﾅｶ ｱﾘｻ
 6976 阿部 愛華(2)

ｱﾍﾞ ﾏﾅｶ
 6978 井上 みく(1)

ｲﾉｳｴ ﾐｸ
 7   2 筑摩野中(B)  7250 冨澤 花宝(1)     59.30 

ﾁｸﾏﾉ ﾄﾐｻﾞﾜ ｶﾎ
 7249 戸田 樹梨(1)

ﾄﾀﾞ ｼﾞｭﾘ
 7242 赤羽 美優(1)

ｱｶﾊﾈ ﾐﾕｳ
 7244 平林 真綾(2)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｱﾔ

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   2 丸ﾉ内中(A)  7023 上松 心音(2)     54.49 Q

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ ｱｹﾞﾏﾂ ｺｺﾈ
 7022 古田 波音(2)

ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ
 7031 村松 美穂(1)

ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ
 7024 国本 凜(2)

ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ
 2   6 高綱中  7172 神澤 莉恩(2)     54.57 Q

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ｶﾝｻﾞﾜ ﾘｵﾝ
 7194 赤羽 椛(2)

ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ
 7196 鎌 咲奈(2)

ｶﾏ ｻｷﾅ
 7170 中島 萌絵(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ
 3   5 松島中  7100 大日方 心美(2)     54.90 q

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｺﾐ
 7096 羽生 麻奈美(2)

ﾊﾆｭｳ ﾏﾅﾐ
 7097 中村 芽衣(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
 7095 小林 悠(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
 4   7 筑摩野中(A)  7254 大坪 桃果(2)     55.03 q

ﾁｸﾏﾉ ｵｵﾂﾎﾞ ﾓﾓｶ
 7240 赤羽 桜矢香(2)

ｱｶﾊﾈ ｻﾔｶ
 7258 佐藤 野真(2)

ｻﾄｳ ﾉﾏ
 7247 中村 実穏(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ
 5   4 梓川中(A)  7344 青栁 真穂(1)     57.63 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾎ
 7340 竹上 結芽(1)

ﾀｹｶﾞﾐ ﾕﾒ
 7342 赤羽 絃(1)

ｱｶﾊﾈ ｲﾄ
 7372 西澤 美夢(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾕｳ
 6   3 山辺中(B)  7153 平野 志歩(1)     59.27 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ﾋﾗﾉ ｼﾎ
 7162 中澤 陽菜(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾅ
 7151 佐藤 珠生(1)

ｻﾄｳ ﾀﾏｷ
 8704 長畦 杏樹(2)

ﾅｶﾞｳﾈ ｱﾝｼﾞｭ

中学女子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 附属松本中(A)  7496 岡田 葉音(2)     53.49 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ
 7479 野口 茉優(2)

ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ
 7498 柄澤 はな乃(2)

ｶﾗｻﾜ ﾊﾅﾉ
 7475 西沢 真由(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ
 2   4 開成中  7139 大塚 実和(1)     53.70 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ｵｵﾂｶ ﾐﾜ
 7133 宍戸 美希(2)

ｼｼﾄﾞ ﾐｷ
 7135 星野 沙羅(2)

ﾎｼﾉ ｻﾗ
 7138 小田 彩音(1)

ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ
 3   5 丸ﾉ内中(A)  7032 菊地 彩奈(1)     54.02 

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ ｷｸﾁ ｻﾅ
 7024 国本 凜(2)

ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ
 7031 村松 美穂(1)

ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ
 7022 古田 波音(2)

ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ
 4   9 高綱中  7172 神澤 莉恩(2)     54.14 

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ｶﾝｻﾞﾜ ﾘｵﾝ
 7194 赤羽 椛(2)

ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ
 7196 鎌 咲奈(2)

ｶﾏ ｻｷﾅ
 7170 中島 萌絵(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ
 5   3 筑摩野中(A)  7254 大坪 桃果(2)     55.02 

ﾁｸﾏﾉ ｵｵﾂﾎﾞ ﾓﾓｶ
 7240 赤羽 桜矢香(2)

ｱｶﾊﾈ ｻﾔｶ
 7258 佐藤 野真(2)

ｻﾄｳ ﾉﾏ
 7247 中村 実穏(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ
 6   2 松島中  7100 大日方 心美(2)     55.03 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｺﾐ
 7096 羽生 麻奈美(2)

ﾊﾆｭｳ ﾏﾅﾐ
 7097 中村 芽衣(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
 7095 小林 悠(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
 7   6 菅野中  7224 野間 友里愛(1)     55.63 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾉﾏ ﾕﾘｱ
 7214 髙橋 杏奈(2)

ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ
 7219 吉﨑 衣舞(1)

ﾖｼｻﾞｷ ｲﾌﾞ
 7209 塩原 そよ香(2)

ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ
 8   8 信明中  7013 古籏 華央(1)     55.86 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾅ
 7007 小松 理紗(2)

ｺﾏﾂ ﾘｻ
 7006 岩井 琉菜(2)

ｲﾜｲ ﾘﾅ
 7010 清水 輝(1)

ｼﾐｽﾞ ﾋｶﾙ

中学女子

4×100m
決勝



1m50 1m50
二木 瑠心(2) 山辺中 - - - - - - o o o xo
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾙｺ xxx o
国本 凜(2) 丸ﾉ内中 - - - - - - o o o xo
ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ xxx x
安藤 万里子(2) 筑摩野中 - - - o o o xo xxo o xxx
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｺ
村田 結菜(2) 信大附属松本中 - - - - - - o o xo xxx
ﾑﾗﾀ ﾕｳﾅ
上松 心音(2) 丸ﾉ内中 - - - o o o o xxx
ｱｹﾞﾏﾂ ｺｺﾈ
因幡 真桜(1) 鉢盛中 - - - o o o o xxx
ｲﾅﾊﾞ ﾏｵ
小林 穂香(2) 高綱中 - - - o o o xo xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ
田中 亜里紗(1) 鎌田中 - - o o o o xxx
ﾀﾅｶ ｱﾘｻ
巣之内 彩音(2) 梓川中 o o o o xo o xxx
ｽﾉｳﾁ ｱﾔﾈ
小林 悠(2) 松島中 - - - - xo o xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
北澤 由里菜(3) 松本秀峰中 - - - o o xxo xxx
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ
山口 衿子(2) 山辺中 - - - o o xxo xxx
ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘｺ
井上 みく(1) 鎌田中 o o o o xxx
ｲﾉｳｴ ﾐｸ
黒田 香梛美(1) 波田中 o o xo xxx
ｸﾛﾀﾞ ｶﾅﾐ
松澤 結麻(1) 梓川中 o xxo xo xxx
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕﾏ
谷口 彩葉(2) 高綱中 DNS
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔﾊ

6  7197      

14 4  7409  1.10

15 1  7345  1.10

11 11  8700  1.25

13 3  6978  1.15

9 12  7095  1.25

11 9  7516  1.25

8 5  6980  1.25

9 2  7373  1.25

5 13  7440  1.30

7 7  7198  1.30

4 14  7465  1.40

5 8  7023  1.30

2 15  7024  1.45

3 10  7241  1.40

記録 備考

1 16  8707  1.50

1m25 1m30 1m35 1m40

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m45



 ３回の
 最高記録

中島 萌絵(2) 高綱中   4.53  4.30  4.31   4.53   3.70  4.53   x    4.53 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ   -0.7  +0.3  +1.1   -0.7   +1.2  +0.7         -0.7
長畦 杏樹(2) 山辺中   4.11  4.22  4.39   4.39   4.39  4.40   x    4.40 
ﾅｶﾞｳﾈ ｱﾝｼﾞｭ   +0.4  -0.2  +1.2   +1.2   +1.0  +0.6         +0.6
宍戸 美希(2) 開成中   3.98  4.29  4.36   4.36    x   4.12  4.26   4.36 
ｼｼﾄﾞ ﾐｷ   -2.5  -2.2  +1.0   +1.0         +1.4  -2.0   +1.0
神澤 莉恩(2) 高綱中   4.01  3.56  3.96   4.01   4.07  3.99  3.87   4.07 
ｶﾝｻﾞﾜ ﾘｵﾝ   -0.5  -1.3  +1.3   -0.5   +0.5  +2.3  -2.0   +0.5
阿部 愛華(2) 鎌田中   3.77  3.63  3.60   3.77   4.02  3.78  3.62   4.02 
ｱﾍﾞ ﾏﾅｶ   -0.5  -0.7  +2.6   -0.5   -0.3  +1.1  -1.7   -0.3
岩井 琉菜(2) 信明中    x    x   3.81   3.81   3.90   x   3.89   3.90 
ｲﾜｲ ﾘﾅ               +0.6   +0.6   +1.4        -0.7   +1.4
竹上 結芽(1) 梓川中   3.78  3.85  3.89   3.89    x    x   3.83   3.89 
ﾀｹｶﾞﾐ ﾕﾒ   -2.0  -0.8  +1.8   +1.8               -1.0   +1.8
平林 真綾(2) 筑摩野中    x   3.55  3.78   3.78   3.50  3.70  3.81   3.81 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｱﾔ         +0.0  +1.0   +1.0   +0.0  +0.6  -2.3   -2.3
中澤 陽菜(1) 山辺中   3.53  3.56  3.68   3.68             3.68 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾅ   -1.7  -0.9  +1.6   +1.6                      +1.6
髙木 舞(1) 女鳥羽中    x    x   3.66   3.66             3.66 
ﾀｶｷﾞ ﾏｲ               +0.7   +0.7                      +0.7
荒井 琴美(1) 旭町中   3.33  3.55  3.42   3.55             3.55 
ｱﾗｲ ｺﾄﾐ   -0.4  -1.5  +1.4   -1.5                      -1.5
藤木 澪(1) 開成中   3.53  3.18  3.20   3.53             3.53 
ﾌｼﾞｷ ﾐｵ   +0.1  -0.9  +1.0   +0.1                      +0.1
古畑 彩花(1) 波田中   3.38  3.18  3.38   3.38             3.38 
ﾌﾙﾊﾀ ｱﾔｶ   -0.7  +0.4  +1.1   -0.7                      -0.7
水田 佑希(1) 筑摩野中   3.29  3.07  3.34   3.34             3.34 
ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｷ   -1.0  +0.3  +0.7   +0.7                      +0.7
赤羽 絃(1) 梓川中    x   3.22  2.85   3.22             3.22 
ｱｶﾊﾈ ｲﾄ         -2.3  +2.1   -2.3                      -2.3
岡村 ねね(1) 筑摩野中   3.04  2.98  3.09   3.09             3.09 
ｵｶﾑﾗ ﾈﾈ   -0.1  -3.1  +1.6   +1.6                      +1.6
鈴木 花怜(1) 梓川中    x   3.03  2.87   3.03             3.03 
ｽｽﾞｷ ｶﾚﾝ         -0.9  +2.5   -0.9                      -0.9
丸山 乃愛(1) 女鳥羽中   2.60  2.49  2.53   2.60             2.60 
ﾏﾙﾔﾏ ﾉｱ   +0.1  +0.4  +1.7   +0.1                      +0.1
津滝 さら(1) 菅野中   2.42  2.55   x    2.55             2.55 
ﾂﾀｷ ｻﾗ   -0.2  +0.2  +1.4   +0.2                      +0.2
金子 明莉(1) 鎌田中    x    x    x                   NM
ｶﾈｺ ｱｶﾘ                                                   
保月 朝香(2) 筑摩野中    x    x    x                   NM
ﾎﾂﾞｷ ｱｻｶ                                                   

14  7248

19 1  7223

8  6979

17 2  7341

18 3  7283

15 7  7342

16 6  7243

13 4  7414

14 5  7256

11 9  7056

12 10  7141

9 18  7162

10 11  7280

7 16  7340

8 13  7244

5 15  6976

6 12  7006

3 19  7133

4 17  7172

1 20  7170

2 21  8704

備考

中学女子

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-



 ３回の
 最高記録

荒木 ななせ(2) 鉢盛中
ｱﾗｷ ﾅﾅｾ
赤羽 桜矢香(2) 筑摩野中
ｱｶﾊﾈ ｻﾔｶ
進藤 菜月(2) 高綱中
ｼﾝﾄｳ ﾅﾂｷ
山口 果凛(2) 鉢盛中
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ
大久保 優衣(1) 山辺中
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲ
井上 万有佳(2) 信大附属松本中
ｲﾉｳｴ ﾏﾕｶ
天白 円(1) 信大附属松本中
ﾃﾝﾊﾟｸ ﾏﾄﾞｶ
黒岩 真帆(1) 女鳥羽中
ｸﾛｲﾜ ﾏﾎ
三浦 百椛(1) 女鳥羽中 DNS
ﾐｳﾗ ﾓﾓｶ
塩原 来夏(1) 鎌田中 DNS
ｼｵﾊﾗ ｺﾅﾂ
福島 愛海(1) 鎌田中 DNS
ﾌｸｼﾏ ﾏﾅﾐ

          

4  6982                     

6  6981                 

      

  4.95  5.24 

2  7286                           

8 1  7288   5.24  4.92  5.09   5.24   5.21  5.12

  6.32  6.78 

   6.77   6.65  6.68  6.68  6.77 

6 10  7477   5.44  6.78  6.56   6.78   6.10  6.20

7 5  7459   6.77  5.82  6.51

   x   6.68  6.78 

4 7  7435   6.49  7.32  6.99   7.32   7.64  7.64 

5 3  7160   5.81  5.49  6.39   6.39   6.78

  7.38  7.07

  7.89  8.16 

3 9  7199   7.71   x   7.12   7.71    x   7.75  7.95  7.95 

2 8  7240   7.67  7.96

備考

1 11  7436   8.12  8.23  8.91   8.91

  7.99   7.99   8.16  7.72

-4- -5-

  8.69  8.48

-1- -2- -3-

  7.94  8.91 

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 -6- 記録



[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +1.6

 1 長村 紋 with     12.61 Q  1 児玉 奈美 松本大     12.55 Q
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ

 2 青柳 里央 松本大     12.63 Q  2 今井 希生 松本大     12.89 Q
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ ｲﾏｲ ｷｷ

 3 佐藤 優花(2) 松本県ヶ丘高     13.26 Q  3 原 知愛(1) 松本県ヶ丘高     13.01 Q
ｻﾄｳ ﾕｳｶ ﾊﾗ ﾁﾅﾘ

 4 佐々木 響子(1) 松本深志高     13.50  4 河上 乃愛(1) 松本深志高     13.44 q
ｻｻｷ ｷｮｳｺ ｶﾜｶﾐ ﾉｱ

 5 牧元 美沙 松本大     13.61  5 中島 遙佳(2) 松本美須々ヶ丘高    13.45 q
ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ

 6 伊勢 美里(1) 松本県ヶ丘高     13.71  6 奈良 実咲(1) 松本県ヶ丘高     13.53 
ｲｾ ﾐｻﾄ ﾅﾗ ﾐｻｷ

 7 小松 雅侑(2) 松本深志高     14.23  7 三溝 梓乃(1) 松本深志高     14.24 
ｺﾏﾂ ﾐﾕｳ ｻﾐｿﾞ ｼﾉ

風速 +0.0

 1 青柳 里央 松本大     12.67 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ

 2 長村 紋 with     12.68 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ

 3 児玉 奈美 松本大     12.72 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ

 4 今井 希生 松本大     12.95 
ｲﾏｲ ｷｷ

 5 原 知愛(1) 松本県ヶ丘高     13.15 
ﾊﾗ ﾁﾅﾘ

 6 佐藤 優花(2) 松本県ヶ丘高     13.28 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ

 7 中島 遙佳(2) 松本美須々ヶ丘高    13.51 
ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ

 8 河上 乃愛(1) 松本深志高     13.66 
ｶﾜｶﾐ ﾉｱ

3  1839

2  1766

8  1820

9  1810

7  9054

4  9060

5  9057

6  9001

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1775 4  1769

5  1821 7  1822

4  9055 5  1839

8  1768 6  1766

7  1810 3  1820

2  9057 8  9060

所属名 記録／備考
3  9001 2  9054

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

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



風速 -0.9

 1 長村 紋 with     26.48 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ

 2 中島 遙佳(2) 松本美須々ヶ丘高    27.85 
ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ

 3 渡邉 希 松本大     28.89 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ

 4 増塩 翔鈴(2) 松本美須々ヶ丘高    29.18 
ﾏｽｼｵ ｶﾘﾝ

5  9052

2  1842

4  1839

一般･高校女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  9001



 1 宮本 純伶(1) 松本県ヶ丘高   2:19.44 
ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾚ

 2 宮澤 花奈実(3) 松本深志高   2:25.32 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ

 3 一本木 楓(2) 松本美須々ヶ丘高  2:31.36 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ

 4 小林 和奈 松本大   2:40.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅ

 5 三溝 梓乃(1) 松本深志高   2:46.10 
ｻﾐｿﾞ ｼﾉ

 6 加藤 杏由夏(1) 松本県ヶ丘高   2:57.18 
ｶﾄｳ ｱﾕｶ

  増田 彩花(2) 松本県ヶ丘高      
ﾏｽﾀ ｱﾔｶ

ラップタイム
   200m     32.51  1823 宮本 純伶(1)
   400m   1:08.07   〃     〃 
   600m   1:44.49   〃     〃 

4  1811
DNS

7  1769

2  1824

3  1840

6  9059

5  1772

一般･高校女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1823



 1 増田 彩花(2) 松本県ヶ丘高  10:54.17 
ﾏｽﾀ ｱﾔｶ

 2 中島 愛(2) 松本美須々ヶ丘高 11:18.85 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ

 3 小林 和奈 松本大  11:46.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅ

  加藤 杏由夏(1) 松本県ヶ丘高      
ｶﾄｳ ｱﾕｶ DNS

16  9059

13  1824

14  1837

一般･高校女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
15  1811



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松本大  9057 青柳 里央     49.39 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ
 9054 児玉 奈美

ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ
 9060 今井 希生

ｲﾏｲ ｷｷ
 9056 木田 沙耶

ｷﾀﾞ ｻﾔ
 2   4 松本県ヶ丘高  1810 佐藤 優花(2)     51.30 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｻﾄｳ ﾕｳｶ
 1820 原 知愛(1)

ﾊﾗ ﾁﾅﾘ
 1821 伊勢 美里(1)

ｲｾ ﾐｻﾄ
 1822 奈良 実咲(1)

ﾅﾗ ﾐｻｷ
 3   5 松本美須々ヶ丘 1842 増塩 翔鈴(2)     53.07 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳ ﾏｽｼｵ ｶﾘﾝ
 1839 中島 遙佳(2)

ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ
 1840 一本木 楓(2)

ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ
 1838 二木 愛心(2)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｺ
 4   2 松本深志高  1768 佐々木 響子(1)     53.61 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｻｻｷ ｷｮｳｺ
 1766 河上 乃愛(1)

ｶﾜｶﾐ ﾉｱ
 1775 小松 雅侑(2)

ｺﾏﾂ ﾐﾕｳ
 1767 小出 柚羽(1)

ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ

一般･高校女子

4×100m

決勝



青柳 真里奈(2) 松本美須々ヶ丘高
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ
大野田 朱華(1) 田川高
ｵｵﾉﾀ ｱｹﾞﾊ
小出 柚羽(1) 松本深志高
ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ
森下 結衣(1) 田川高
ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ

 1.20

 1.25

4 2  2435 o o xxx

o3 1  1767 o o

 1.35

xxx

2 3  2431 - o o o o xxx

 1.50

記録 備考
1 4  1836 - - - - o o o xxo xxx

一般･高校女子

走高跳

決勝

順位 試技 1m40 1m45 1m50 1m551m30 1m35ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25



 ３回の
 最高記録

木田 沙耶 松本大    x    x   4.75   4.75    x   5.15  5.10   5.15 
ｷﾀﾞ ｻﾔ               +1.3   +1.3         +1.3  -0.4   +1.3
酒井 珠良 松本大   4.68  4.72  4.76   4.76   4.59  4.62  4.70   4.76 
ｻｶｲ  ｼﾞｭﾗ   -2.2  +1.7  +0.5   +0.5   +0.3  -0.2  -1.5   +0.5
原 知愛(1) 松本県ヶ丘高   4.66   -   4.67   4.67   4.53  4.45  4.65   4.67 
ﾊﾗ ﾁﾅﾘ   -1.0        +0.9   +0.9   -1.5  +2.0  -1.3   +0.9
児玉 奈美 松本大   4.36   -   4.44   4.44   4.41  4.66  4.53   4.66 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ   -1.9        +0.5   +0.5   +0.7  +0.9  -0.4   +0.9
東條 遥香(1) 田川高   4.38  4.28  4.33   4.38    x   4.57  4.42   4.57 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ   -1.6  +1.9  +0.9   -1.6         +1.2  -0.9   +1.2
荒井 葵凪 松本大   4.11  4.17  4.46   4.46    x   4.34  4.51   4.51 
ｱﾗｲ ｷﾅｷﾞ   -1.6  +2.7  +0.2   +0.2         +0.8  -0.8   -0.8
二木 愛心(2) 松本美須々ヶ丘高  4.43  4.04  4.14   4.43   4.26  4.31  4.15   4.43 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｺ   -1.8  +1.5  +0.6   -1.8   -0.5  +0.5  -0.3   -1.8
小松 雅侑(2) 松本深志高   4.40   -    x    4.40   4.06  4.12  4.28   4.40 
ｺﾏﾂ ﾐﾕｳ   -1.4               -1.4   -0.2  +0.9  -1.0   -1.4
佐藤 優花(2) 松本県ヶ丘高   4.25   -    x    4.25             4.25 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ   -1.6               -1.6                      -1.6
後藤 玲名(2) 松本深志高    x   3.86  4.13   4.13             4.13 
ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ         +1.7  +1.4   +1.4                      +1.4
小出 柚羽(1) 松本深志高    x    x   4.05   4.05             4.05 
ｺｲﾃﾞ ﾕｽﾞﾊ               +1.1   +1.1                      +1.1
森下 結衣(1) 田川高   3.67  3.97  3.74   3.97             3.97 
ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ   -2.4  +1.4  +0.5   +1.4                      +1.4
河上 乃愛(1) 松本深志高    x    -   3.49   3.49             3.49 
ｶﾜｶﾐ ﾉｱ               +1.0   +1.0                      +1.0
小倉 未奈美(1) 田川高   2.87   x   2.62   2.87             2.87 
ｵｸﾞﾗ ﾐﾅﾐ   -2.2        +0.8   -2.2                      -2.2
住吉 叶(1) 松本県ヶ丘高                            DNS
ｽﾐﾖｼ ｶﾅｳ                                                   

14  1825

13 1  1766

14 4  2432

11 6  1767

12 2  2435

9 10  1810

10 3  1784

7 12  1838

8 5  1775

5 11  2433

6 8  9058

3 15  1820

4 9  9054

1 7  9056

2 13  9053

備考

一般･高校女子

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-



 ３回の
 最高記録

青柳 真里奈(2) 松本美須々ヶ丘高
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ
二木 愛心(2) 松本美須々ヶ丘高
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｺ
小倉 未奈美(1) 田川高
ｵｸﾞﾗ ﾐﾅﾐ
東條 遥香(1) 田川高
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ
池田 里汐(1) 松本美須々ヶ丘高
ｲｹﾀﾞ ﾘﾅ

 12.83  12.64  12.83  12.77 11.48 12.18

 17.56 

4 2  2433    x

5 1  1843  12.83 11.37

2 4  1838  22.32

 13.38 

 15.44  15.45  17.56 17.17 17.40

 13.38 12.86  13.38    x  11.81 12.23

3 3  2432  15.45   x

 23.79   x   23.79  22.68 20.37  25.38 

 31.53  31.53  29.63 29.73 29.20

 25.38

 31.53 1 5  1836  30.08 29.83

一般･高校女子

やり投(600g)

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-
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