
《大会コード　　　22170548》

期　日　：　2022年5月21日(土）
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》

総務　　：中畑　隆一
審判長　　：宮坂　繁
記録主任 ：町田　超

主　催　：　岡谷市教育委員会
　　　　　　  岡谷市陸上競技協会
主　管　：　岡谷市陸上競技協会
共　催　：　(公財）岡谷市スポーツ協会

風力測定主任：

時刻 天候 気温　℃ 湿度％ 風向 風速(m/s) 気圧(hPa) 備考

8時00分 雨 13.1℃ 95.0% 南南東 0.1 927.1

9時00分 雨 13.1℃ 95.0% 南南東 0.1 927.1

10時00分 雨 13.1℃ 95.0% 南南東 0.1 927.1

11時00分 雨 14.6℃ 84.0% 西 0.1 925.3

12時00分 雨 14.6℃ 84.0% 西 0.1 925.3

13時00分 雨 14.6℃ 84.0% 西 0.1 925.3

14時00分 雨 15.1℃ 78.0% 西 0.2 923.0

予・決 記録 所属 従来の記録

決勝 3分27秒95 岡谷田中 3分36秒61

決勝 12秒24 岡谷西部中 12秒30

決勝 1.20ｍ 小井川小 1.15ｍ

決勝 3.14ｍ 神明 3.00ｍ

予・決 記録 所属 備考

決勝 1.15ｍ 岡谷東部中 -

種　　目 氏　　名

大矢光

手島秀斗

種　　目 氏　　名

大 会 タ イ 記 録

中学１年女子走高跳 吉水麻紀

この大会で樹立された記録

グランドコンデション記録

2022年岡谷市民春季陸上競技大会

小学５・６年男子走幅跳

小学５年女子１０００ｍ 田畑真子

中学２年男子１００ｍ

小学５・６年男子走高跳

大 会 新 記 録

武井翔大



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
05/21 女子  +0.1 臼井 祷紘(6) 15.67 石吾 彩花(6) 15.70 清水 彩(6) 16.20

小学女子6年 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･長地小
05/21  +0.1 西濱 貴紗希(5) 16.01 古畑 望羽(5) 16.64 松田 静奈(5) 18.01

小学女子5年 小学生･小井川小 小学生･岡谷田中 小学生･神明
05/21 大橋 美由(4) 17.79 宮坂 凛々夏(4) 18.51 片山 杏樹(4) 18.58 岸田 優芽(4) 18.59 土屋 流奈(4) 18.70 北澤 怜華(4) 18.90 丸山 凜紗(3) 18.94 武居 麻(3) 19.12

小学女子3.4年 小学生･岡谷田中 小学生･小井川小 小学生･神明 小学生･長地小 小学生･岡谷田中 小学生･上の原小 小学生･川岸小 小学生･川岸小
05/21  +0.1 野沢 咲希子(2) 11.51 山田 桃子(1) 12.68 河西 あいり(1) 12.91 藤森 千佳(1) 13.21

小学女子1.2年 小学生･長地小 小学生･小井川小 小学生･長地小 小学生･長地小
05/21 田畑 璃子(2) 2,44.38 倉本 真衣(2) 2,46.91 小野 梓(2) 2,58.96

小学女子1.2年 小学生･岡谷田中 小学生･岡谷田中 小学生･岡谷田中
05/21 古川 颯葵(4) 3,14.89 古川 澪咲(3) 3,18.87 古川 渚彩(3) 3,20.34 伊久美 こころ(4 3,26.83 藤森 蘭(4) 3,34.57 大橋 美由(4) 3,35.52 桶田 鈴夏(4) 3,38.29

小学女子3.4年 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･岡谷田中 小学生･小井川小 小学生･岡谷田中 小学生･神明
05/21 田畑 真子(5) 3,27.95 小嶋 希咲(5) 4,13.50 斎藤 ジェシカ(5 4,17.98

小学女子5年 小学生･湖畔陸上 大会新 小学生･神明 小学生･長地小
05/21 川岸小     1,28.50

小学女子3.4年 西村 星那(3)
丸山 凜紗(3)
佐藤 未羽(3)
武居 麻(3)

05/21  +0.1 土屋 結愛(1) 15.61 宮下 明里(1) 17.28 上條 樹里(1) 18.98
中学女子1年 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中

05/21  +0.1 宮坂 明香里(2) 14.92 上田 茜(2) 15.65 横内 雅(2) 15.72 木賀 結梨(2) 16.89 樋口 侑(2) 16.95
中学女子2年 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

05/21  +0.1 吉水 優香(3) 14.61 林 音琉(3) 15.45 関 心乃香(3) 16.15
中学女子3年 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中

05/21 酒井 映里那(1) 7,03.29 御子柴 くらら(1 7,11.20
中学女子1年 中学生･岡谷北部 中学生･岡谷東部中

05/21  +0.1 岸本 侑良(2) 31.91
中学女子2年 中学生･岡谷西部中

05/21  +0.1 林 音琉(3) 31.75 御子柴 悠七(3) 36.74
中学女子3年 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

05/21 岡谷東部中       57.50 岡谷西部中(A)    1,00.40
中学女子 吉水 優香(3) 関 心乃香(3)

小口 真歩(3) 岸本 侑良(2)
宮坂 明香里(2) 平井 茉由佳(3)
林 音琉(3) 横内 雅(2)

05/21 吉水 麻紀(1) 1.15
中学女子1年走 中学生･岡谷東部大会タイ

05/21 千葉 琉香(2) 1.30 岡田 ほのき(2) 1.20 伊藤 唯花(2) 1.15
中学女子2年走 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中

05/21 外山 あかり(3) 1.20
中学女子3年走 中学生･岡谷西部中

05/21 名取 優寿希(6)2.18(0.0)
小学女子5.6年 小学生･長地小

05/21 小松 優月(2) 3.97(0.0) 山田 琥珀(2) 3.91(+0.1)
中学女子2年走 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

05/21 小口 真歩(3) 4.42(0.0) 吉水 優香(3) 4.03(+0.1) 内川 千鶴(3) 3.55(0.0) 伊藤 陽香(3) 3.52(0.0) 滝 彩愛(3) 3.32(0.0)
中学女子3年走 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷北部 中学生･岡谷北部

05/21 平井 茉由佳(3) 6.39
中学女子砲丸投 中学生･岡谷西部中

05/21 髙木 菜緒(1) 3.43(0.0) 小山 美結(1) 2.97(0.0)
中学女子1年走 中学生･岡谷北部 中学生･岡谷北部



決勝 5月21日 12:00

風速 +0.1

 1 野沢 咲希子(2) 小学生     11.51 
ﾉｻﾞﾜ ｻｷｺ 長地小

 2 山田 桃子(1) 小学生     12.68 
ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 小井川小

 3 河西 あいり(1) 小学生     12.91 
ｶｻｲ ｱｲﾘ 長地小

 4 藤森 千佳(1) 小学生     13.21 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾁｶ 長地小
小口 結衣(1) 小学生
ｵｸﾞﾁ ﾕｲ 小井川小

女子

小学女子1.2年60ｍ   

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    91

6    96

5    13

欠場

2    93

3    12



決勝 5月21日 12:20

 1 田畑 璃子(2) 小学生   2,44.38 
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｺ 岡谷田中

 2 倉本 真衣(2) 小学生   2,46.91 
ｸﾗﾓﾄ ﾏｲ 岡谷田中

 3 小野 梓(2) 小学生   2,58.96 
ｵﾉ ｱｽﾞｻ 岡谷田中

1    45

3    44

2    46

女子

小学女子1.2年600ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日 10:30

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.1

 1 大橋 美由(4) 小学生     17.79  1 宮坂 凛々夏(4) 小学生     18.51 
ｵｵﾊｼ ﾐﾕ 岡谷田中 ﾐﾔｻｶ ﾘﾘｶ 小井川小

 2 岸田 優芽(4) 小学生     18.59  2 土屋 流奈(4) 小学生     18.70 
ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾒ 長地小 ﾂﾁﾔ ﾙﾅ 岡谷田中

 3 丸山 凜紗(3) 小学生     18.94  3 北澤 怜華(4) 小学生     18.90 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾝｻ 川岸小 ｷﾀｻﾞﾜ ﾚｲｶ 上の原小

 4 岩渕 悠夏(3) 小学生     19.80  4 藤森 紗奈(4) 小学生     19.14 
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳｶ 岡谷田中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾅ 川岸小

 5 佐藤 未羽(3) 小学生     19.96  5 藤森 美優(4) 小学生     19.54 
ｻﾄｳ ﾐｳ 川岸小 ﾌｼﾞﾓﾘ 川岸小
髙林 留里(4) 小学生  6 西村 星那(3) 小学生     20.71 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾙﾘ 小井川小 ﾆｼﾑﾗ ｾﾅ 川岸小

[ 3組] 風速 +0.1

 1 片山 杏樹(4) 小学生     18.58 
ｶﾀﾔﾏ ｱﾝｼﾞｭ 神明

 2 武居 麻(3) 小学生     19.12 
ﾀｹｲ ｱｻ 川岸小

 3 古畑 結羽(3) 小学生     19.79 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｲﾊ 岡谷田中

 4 三澤 幸花(4) 小学生     20.15 
ﾐｻﾜ ｺﾊﾅ 小井川小

 5 原 陽菜(4) 小学生     20.19 
ﾊﾗ ﾋﾅ 上の原小

 6 細谷 莉希(3) 小学生     20.92 
ﾎｿﾔ ﾘﾉ 長地小

   1 大橋 美由(4) 小学生 岡谷田中     17.79 (+0.1)   1   1
   2 宮坂 凛々夏(4) 小学生 小井川小     18.51 (+0.1)   2   1
   3 片山 杏樹(4) 小学生 神明     18.58 (+0.1)   3   1
   4 岸田 優芽(4) 小学生 長地小     18.59 (+0.1)   1   2
   5 土屋 流奈(4) 小学生 岡谷田中     18.70 (+0.1)   2   2
   6 北澤 怜華(4) 小学生 上の原小     18.90 (+0.1)   2   3
   7 丸山 凜紗(3) 小学生 川岸小     18.94 (+0.1)   1   3
   8 武居 麻(3) 小学生 川岸小     19.12 (+0.1)   3   2
   9 藤森 紗奈(4) 小学生 川岸小     19.14 (+0.1)   2   4
  10 藤森 美優(4) 小学生 川岸小     19.54 (+0.1)   2   5
  11 古畑 結羽(3) 小学生 岡谷田中     19.79 (+0.1)   3   3
  12 岩渕 悠夏(3) 小学生 岡谷田中     19.80 (+0.1)   1   4
  13 佐藤 未羽(3) 小学生 川岸小     19.96 (+0.1)   1   5
  14 三澤 幸花(4) 小学生 小井川小     20.15 (+0.1)   3   4
  15 原 陽菜(4) 小学生 上の原小     20.19 (+0.1)   3   5
  16 西村 星那(3) 小学生 川岸小     20.71 (+0.1)   2   6
  17 細谷 莉希(3) 小学生 長地小     20.92 (+0.1)   3   6

女子

小学女子3.4年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 記録／備考
5    56 4    20

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   102 2    57

6    73 6     2

1    55 1    78

4    76 5    79

2    18 3    75

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   127

6    72

欠場

2    19

3     3

4    54

都道府県 所属名 記録（風） 備考

1    98

組 順位
   56
   20

女子

小学女子3.4年100ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名

   73
   72
   78
   79

  127
  102
   57
    2

    3
   75
   98

   54
   55
   76
   19



決勝 5月21日 10:50

 1 古川 颯葵(4) 小学生   3,14.89 
ﾌﾙｶﾜ ｻﾂｷ 長地小

 2 古川 澪咲(3) 小学生   3,18.87 
ﾌﾙｶﾜ ﾐｻｷ 長地小

 3 古川 渚彩(3) 小学生   3,20.34 
ﾌﾙｶﾜ ﾅｷﾞｻ 長地小

 4 伊久美 こころ(4)小学生   3,26.83 
ｲｸﾐ ｺｺﾛ 岡谷田中

 5 藤森 蘭(4) 小学生   3,34.57 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾗﾝ 小井川小

 6 大橋 美由(4) 小学生   3,35.52 
ｵｵﾊｼ ﾐﾕ 岡谷田中

 7 桶田 鈴夏(4) 小学生   3,38.29 
ｵｹﾀﾞ ﾚﾅ 神明

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   103

1    99

女子

小学女子3.4年800ｍ

決勝

順

6    48

3    22

7    97

2   125

4    56



決勝 5月21日 11:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 川岸小    75 西村 星那(3)   1,28.50 

ｶﾜｷﾞｼｼｮｳ ﾆｼﾑﾗ ｾﾅ
   73 丸山 凜紗(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾝｻ
   76 佐藤 未羽(3)

ｻﾄｳ ﾐｳ
   72 武居 麻(3)

ﾀｹｲ ｱｻ

女子

小学女子3.4年4ｘ100

決勝



決勝 5月21日  9:10

風速 +0.1

 1 西濱 貴紗希(5) 小学生     16.01 
ﾆｼﾊﾏ ｷｻｷ 小井川小

 2 古畑 望羽(5) 小学生     16.64 
ﾌﾙﾊﾀ ﾉｱ 岡谷田中

 3 松田 静奈(5) 小学生     18.01 
ﾏﾂﾀﾞ ｼｽﾞﾅ 神明

女子

小学女子5年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   128

2    28

4    51



決勝 5月21日  9:20

 1 田畑 真子(5) 小学生   3,27.95 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺ 岡谷田中

 2 小嶋 希咲(5) 小学生   4,13.50 
ｺｼﾞﾏ ｷｻｷ 神明

 3 斎藤 ジェシカ(5)小学生   4,17.98 
ｻｲﾄｳ ｼﾞｪｼｶ 長地小

2   106

1   142
大会新

3   126

女子

小学女子5年1000ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日  9:00

風速 +0.1

 1 臼井 祷紘(6) 小学生     15.67 
ｳｽｲ ﾏﾋﾛ 長地小

 2 石吾 彩花(6) 小学生     15.70 
ｲｼｺﾞ ｻﾔｶ 長地小

 3 清水 彩(6) 小学生     16.20 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔ 長地小

女子

小学女子6年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   110

2   109

3   111



決勝 5月21日  9:30

名取 優寿希(6) 小学生   2.11    X   2.18    2.18 
ﾅﾄﾘ ﾕｽﾞｷ 長地小   +0.1    0.0    0.0     0.0
西濱 貴紗希(5) 小学生 欠場
ﾆｼﾊﾏ ｷｻｷ 小井川小

-1- -2- -5- -6-

女子

小学女子5.6年走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

2    28

記録 備考
1 1   108

-3- -4-



決勝 5月21日 13:05

風速 +0.1

 1 土屋 結愛(1) 中学生     15.61 
ﾂﾁﾔ ﾕｱ 岡谷南部中

 2 宮下 明里(1) 中学生     17.28 
ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾘ 岡谷南部中

 3 上條 樹里(1) 中学生     18.98 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾘ 岡谷東部中
柴 茉里絵(1) 中学生
ｼﾊﾞ ﾏﾘｴ 岡谷東部中
越川 真琴(1) 中学生
ｺｼｶﾜ ﾏｺﾄ 岡谷東部中

女子

中学女子1年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  7635

3  7618

5  7619

欠場

2  7636
欠場

4  7639



決勝 5月21日 13:15

風速 +0.1

 1 宮坂 明香里(2) 中学生     14.92 
ﾐﾔｻｶ ｱｶﾘ 岡谷東部中

 2 上田 茜(2) 中学生     15.65 
ｳｴﾀﾞ ｱｶﾈ 岡谷西部中

 3 横内 雅(2) 中学生     15.72 
ﾖｺｳﾁ ﾐﾔﾋﾞ 岡谷西部中

 4 木賀 結梨(2) 中学生     16.89 
ｷｶﾞ ﾕｲﾘ 岡谷東部中

 5 樋口 侑(2) 中学生     16.95 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 岡谷東部中
小島 あかり(2) 中学生
ｺｼﾞﾏ ｱｶﾘ 岡谷東部中

女子

中学女子2年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  7581

3  7631

4  7577

5  7661
欠場

2  7660

1  7665



決勝 5月21日 13:25

風速 +0.1

 1 吉水 優香(3) 中学生     14.61 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 岡谷東部中

 2 林 音琉(3) 中学生     15.45 
ﾊﾔｼ ﾈﾙ 岡谷東部中

 3 関 心乃香(3) 中学生     16.15 
ｾｷ ｺﾉｶ 岡谷西部中

女子

中学女子3年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  7573

4  7658

2  7655



決勝 5月21日 13:45

風速 +0.1

 1 岸本 侑良(2) 中学生     31.91 
ｷｼﾓﾄ ﾕﾗ 岡谷西部中
篠原 優愛(2) 中学生
ｼﾉﾊﾗ ﾕｱ 岡谷東部中

女子

中学女子2年200ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

2  7580

3  7663



決勝 5月21日 13:50

風速 +0.1

 1 林 音琉(3) 中学生     31.75 
ﾊﾔｼ ﾈﾙ 岡谷東部中

 2 御子柴 悠七(3) 中学生     36.74 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳﾅ 岡谷東部中

女子

中学女子3年200ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  7655

4  7656



決勝 5月21日 13:35

 1 酒井 映里那(1) 中学生   7,03.29 
ｻｶｲ ｴﾘﾅ 岡谷北部

 2 御子柴 くらら(1)中学生   7,11.20 
ﾐｺｼﾊﾞ ｸﾗﾗ 岡谷東部中

1   205

2  7638

女子

中学女子1年1500ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日 14:35

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 岡谷東部中  7658 吉水 優香(3)     57.50 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ
 7653 小口 真歩(3)

ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ
 7631 宮坂 明香里(2)

ﾐﾔｻｶ ｱｶﾘ
 7655 林 音琉(3)

ﾊﾔｼ ﾈﾙ
 2   4 岡谷西部中(A)  7573 関 心乃香(3)   1,00.40 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳA ｾｷ ｺﾉｶ
 7580 岸本 侑良(2)

ｷｼﾓﾄ ﾕﾗ
 7575 平井 茉由佳(3)

ﾋﾗｲ ﾏﾕｶ
 7581 横内 雅(2)

ﾖｺｳﾁ ﾐﾔﾋﾞ
  2 岡谷西部中(B)

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳB 欠場

女子

中学女子4ｘ100ｍR

決勝



決勝 5月21日 13:00

吉水 麻紀(1) 中学生 大会タイ
ﾖｼﾐｽﾞ ﾏｷ 岡谷東部中

女子

中学女子1年走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 記録 備考
1 1  7637 XXO XXO XXO XXO XXX  1.15



決勝 5月21日 13:00

1m50
千葉 琉香(2) 中学生 XXO XXO XXO XXO XXO XXO XXO XXX
ﾁﾊﾞ ﾙｶ 岡谷東部中
岡田 ほのき(2) 中学生 XXO XXO XXO XXO XXO XXX
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｷ 岡谷西部中
伊藤 唯花(2) 中学生 XXO XXO XXO XXO XXX
ｲﾄｳ ﾕｲｶ 岡谷西部中

氏  名 所属名
1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25

女子

中学女子2年走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録 備考

1 3  7664  1.30

1m30 1m35 1m40 1m45

3 2  7579  1.15

2 1  7578  1.20



決勝 5月21日 13:00

1m50
外山 あかり(3) 中学生 XXO XXO XXO XXO XXO XXX
ﾄﾔﾏ ｱｶﾘ 岡谷西部中

氏  名 所属名
1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25

女子

中学女子3年走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録 備考

1 1  7574  1.20

1m30 1m35 1m40 1m45



決勝 5月21日 13:00

髙木 菜緒(1) 中学生   3.22   3.11   3.26   2.83   3.18   3.43    3.43 
ﾀｶｷﾞ ﾅｵ 岡谷北部    0.0    0.0   +0.1    0.0   +0.1    0.0     0.0
小山 美結(1) 中学生   2.97   2.83   2.61   2.80   2.79    X    2.97 
ｺﾔﾏ ﾐﾕ 岡谷北部    0.0    0.0   +0.1    0.0   +0.1    0.0     0.0

-1- -2- -5- -6-

女子

中学女子1年走幅跳   

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

2 1   203

記録 備考
1 2   204

-3- -4-



決勝 5月21日 13:00

小松 優月(2) 中学生   3.88   3.97    X   3.72   3.78    X    3.97 
ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ 岡谷東部中   +0.1    0.0   +0.1    0.0    0.0   +0.1     0.0
山田 琥珀(2) 中学生   3.91    X   3.53   3.53   3.71   3.66    3.91 
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊｸ 岡谷東部中   +0.1    0.0   +0.1    0.0    0.0   +0.1    +0.1
篠原 優愛(2) 中学生 欠場
ｼﾉﾊﾗ ﾕｱ 岡谷東部中

女子

中学女子2年走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 3  7662

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

2 2  7634

1  7663



決勝 5月21日 13:00

小口 真歩(3) 中学生   4.22   4.42   4.16   4.22   4.23   4.27    4.42 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 岡谷東部中   +0.1    0.0   +0.1    0.0    0.0   +0.1     0.0
吉水 優香(3) 中学生   3.90   3.95   3.78   3.75   3.86   4.03    4.03 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 岡谷東部中   +0.1    0.0   +0.1    0.0    0.0   +0.1    +0.1
内川 千鶴(3) 中学生    X   3.55   3.24   3.32   3.35   3.33    3.55 
ｳﾁｶﾜ ﾁﾂﾞﾙ 岡谷西部中   +0.1    0.0   +0.1    0.0    0.0   +0.1     0.0
伊藤 陽香(3) 中学生   3.18   3.52   3.26   3.23   3.48   3.34    3.52 
ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 岡谷北部   +0.1    0.0   +0.1    0.0    0.0   +0.1     0.0
滝 彩愛(3) 中学生    X   3.16   3.23   3.03   3.32   3.07    3.32 
ﾀｷ ｱﾔﾅ 岡谷北部   +0.1    0.0   +0.1    0.0    0.0   +0.1     0.0

女子

中学女子3年走幅跳   

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 5  7653

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

2 3  7658

3 1  7572

4 2  7609

5 4  7600



決勝 5月21日 13:00

平井 茉由佳(3) 中学生
ﾋﾗｲ ﾏﾕｶ 岡谷西部中

  6.39 

記録 備考
1 1  7575  6.39   X   X   X

女子

中学女子砲丸投げ

決勝

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

 6.36  X

-5-


	表紙
	決勝記録一覧
	小12w60
	小12w600
	小34w100
	小34w800
	小３４ｗｒ
	小5w100
	小5w1000
	小6w100
	小56wlj
	中1w100
	中2w100
	中3w100
	中2w200
	中3w200 
	中1w1500
	中Wr
	中１ｗｈｊ
	中2whj
	中３ｗｈｊ
	中１ｗｌｊ
	中２ｗｌｊ
	中３ｗｌｊ
	中ｗｓｐ

