
《大会コード　　　22170550》

期　日　：　2022年10月１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》
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
共　催　：　(公財）岡谷市スポーツ協会
主　管　：　岡谷市陸上競技協会

風力測定主任：武井　正一

時刻 天候 気温　℃ 湿度％ 風向 風速 気圧 備考

9時00分 晴 16.0℃ 56% 北 1.7

10時00分 晴 21.0℃ 47% 南西 0.3

11時00分 晴 23.0℃ 47% 北西 0.5

12時00分 晴 24.0℃ 46% 西 0.5

12時30分 晴 23.0℃ 41% 北西 1.2

13時00分 晴 23.0℃ 41% 西 0.5

予・決 記録 風速 所属 従来の記録

決勝 4.48m ＋０．２ 岡谷田中小 4.32m

決勝 3.31.06 － 岡谷田中小 3.33.94

予・決 記録 風速 所属 備考

決勝 10.86 ０．０ 長地小 -

決勝 15.17 ０．０ 長地小 -

野沢咲希子

臼井　祷紘

第７６回岡谷市民陸上競技大会
第１０回岡谷市小学生陸上競技大会

氏　　名

大森　琥明

田畑　真子

この大会で樹立された記録

グランドコンデション記録

大 会 新 記 録

大 会 タ イ 記 録

種　　目

小学男子5.6年走幅跳

小学女子5.6年1000m

氏　　名

小学女子5.6年100m

小学女子1.2年60m

種　　目



第76回岡谷市民陸上競技選手権大会兼第10回岡谷市小学生陸上競技大会                
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                                                  

決勝記録一覧表
(GT:大会タイ,GR:大会新  ) 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
10/01 小学女子1.2 野沢 咲希子(2) 10.86 広瀬 絢女(2) 11.46 今福 愛菜(1) 11.53 田畑 璃子(2) 11.81 藤森 千佳(1) 11.86 関 希実(1) 12.01 倉田 一花(1) 12.04 風間 心花(2) 12.32

60m 小学生･長地 GT 小学生･岡谷田中小 小学生･長地 小学生･岡谷田中小 小学生･長地 小学生･湊 小学生･長地 小学生･岡谷田中小
10/01 田畑 璃子(2) 2,30.02 今福 愛菜(1) 2,40.59

600m 小学生･岡谷田中小 小学生･長地
10/01 小学女子3.4 大橋 美由(4) 17.45 井原 梨陽(3) 18.01 髙橋 杏(4) 18.26 北澤 怜華(4) 18.29 宮坂 凛々夏(4) 18.30 沖中 心桜(3) 18.53 武井 麻(3) 18.65 藤森 蘭(4) 18.77

100m 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷市陸上教室 小学生･小井川小 小学生･上の原 小学生･岡谷市陸上教室 小学生･上の原 小学生･川岸小 小学生･岡谷市陸上教室
10/01 古川 澪咲(3) 3,17.20 古川 渚彩(3) 3,17.22 山之内 麻里子(3 3,37.72 土屋 流奈(4) 3,52.85

800m 小学生･長地 小学生･長地 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷田中小
10/01 川岸小(A)     1,14.13 岡谷市陸上教室    1,16.07

4x100m 丸山 凜紗(3) 井原 梨陽(3)
藤森 紗奈(4) 宮坂 凛々夏(4)
小湊 咲絵(4) 藤森 蘭(4)
武井 麻(3) 三澤 幸花(4)

10/01 小学女子5.6   0.0臼井 祷紘(6) 15.17 北川 愛果(6) 15.64 田中 海羽(6) 15.66 清水 彩(6) 15.72 小松 莉緒(6) 16.88 古畑 望羽(5) 16.99
100m 小学生･長地 GT 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷田中小 小学生･長地 小学生･川岸小 小学生･岡谷田中小

10/01 田畑 真子(5) 3,31.06
1000m 小学生･岡谷田中 GR 

10/01 長地小     1,03.03 岡谷田中小     1,03.56
4x100m 清水 彩(6) 北川 愛果(6)

石吾 彩花(6) 小口 果凛(6)
名取 優寿希(6) 武井 里奈(6)
臼井 祷紘(6) 田中 海羽(6)

10/01 中学女子    吉水 優香(3) 14.35 上田 茜(2) 14.77 土屋 結愛(1) 14.95 丸山 花音(2) 15.16 伊藤 純柊(1) 15.31 横内 雅(2) 15.69 宮下 明里(1) 16.06 髙木 陽愛(1) 16.18
100m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中

10/01  +1.6岸本 侑良(2) 30.48 林 音琉(3) 31.25 篠原 優愛(2) 35.57
200m 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

10/01 御子柴 くらら(1 1,20.00
400m 中学生･岡谷東部中

10/01 吉水 麻紀(1) 1.35 岡田 ほのき(2) 1.25 山田 夏蓮(3) 1.25 篠原 優愛(2) 1.15
走高跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

10/01 小口 真歩(3) 4.75(+1.7) 小松 優月(2) 4.42(+1.6) 岡田 陽菜(1) 4.24(+1.7) 柴 茉里絵(1) 3.56(+0.7)
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

10/01 岡谷東部中       57.44 岡谷西部中     1,00.24
4x100m 林 音琉(3) 岸本 侑良(2)

小口 真歩(3) 上田 茜(2)
山田 夏蓮(3) 岡田 ほのき(2)
吉水 優香(3) 横内 雅(2)



決勝 10月1日  9:00

大会新  (GR )       10.86

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.5

 1 野沢 咲希子(2) 小学生     10.86  1 広瀬 絢女(2) 小学生     11.46 
ﾉｻﾞﾜ ｻｷｺ 長地 ﾋﾛｾ ｱﾔﾒ 岡谷田中小

 2 今福 愛菜(1) 小学生     11.53  2 関 希実(1) 小学生     12.01 
ｲﾏﾌｸ ｱｲﾅ 長地 ｾｷ ﾉｿﾞﾐ 湊

 3 田畑 璃子(2) 小学生     11.81  3 倉田 一花(1) 小学生     12.04 
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｺ 岡谷田中小 ｸﾗﾀ ｲﾁｶ 長地

 4 藤森 千佳(1) 小学生     11.86  4 宮澤 いちか(1) 小学生     12.52 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾁｶ 長地 ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾁｶ 川岸小

 5 小湊 花(2) 小学生     12.62  5 奥原 珠樹(1) 小学生     14.21 
ｺﾐﾅﾄ ﾊﾅ 川岸小 ｵｸﾊﾗ ｽｽﾞ 長地

[ 3組] 風速 +0.7

 1 風間 心花(2) 小学生     12.32 
ｶｻﾞﾏ ｺｺﾊ 岡谷田中小

 2 河西 あいり(1) 小学生     12.53 
ｶｻｲ ｱｲﾘ 長地

 3 中澤 彩菜(1) 小学生     13.41 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾅ 長地

 4 味澤 明佳里(1) 小学生     14.57 
ｱｼﾞｻﾜ ｱｶﾘ 湊
武井 葉(1) 小学生
ﾀｹｲ ﾖｳ 川岸小

   1 野沢 咲希子(2) 小学生 長地     10.86 (0.0) 大会タイ   1   1
   2 広瀬 絢女(2) 小学生 岡谷田中小     11.46 (+0.5)   2   1
   3 今福 愛菜(1) 小学生 長地     11.53 (0.0)   1   2
   4 田畑 璃子(2) 小学生 岡谷田中小     11.81 (0.0)   1   3
   5 藤森 千佳(1) 小学生 長地     11.86 (0.0)   1   4
   6 関 希実(1) 小学生 湊     12.01 (+0.5)   2   2
   7 倉田 一花(1) 小学生 長地     12.04 (+0.5)   2   3
   8 風間 心花(2) 小学生 岡谷田中小     12.32 (+0.7)   3   1
   9 宮澤 いちか(1) 小学生 川岸小     12.52 (+0.5)   2   4
  10 河西 あいり(1) 小学生 長地     12.53 (+0.7)   3   2
  11 小湊 花(2) 小学生 川岸小     12.62 (0.0)   1   5
  12 中澤 彩菜(1) 小学生 長地     13.41 (+0.7)   3   3
  13 奥原 珠樹(1) 小学生 長地     14.21 (+0.5)   2   5
  14 味澤 明佳里(1) 小学生 湊     14.57 (+0.7)   3   4
  15 (0.0)   1

   78
  105
   72
   73
  122

   37
   74
  123
   76
   35
  103

   81
   34
   77

所属名 記録（風） 備考

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 順位組

5   104
欠場

小学女子1.2年 

60m                 

6    72

4   122

記録／備考
3    35

2    78

0

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   105 4    73

4    74 5   103

5    37 6    76

大会タイ
6    77 2   123

記録／備考
2    81 3    34

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

小学女子1.2年 

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 10月1日  9:30

大会新  (GR )     2,20.30

 1 田畑 璃子(2) 小学生   2,30.02 
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｺ 岡谷田中小

 2 今福 愛菜(1) 小学生   2,40.59 
ｲﾏﾌｸ ｱｲﾅ 長地
小野 梓(2) 小学生
ｵﾉ ｱｽﾞｻ 岡谷田中小

3    36
欠場

1    37

2    77

小学女子1.2年 

600m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月1日 10:00

大会新  (GR )       16.46

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -1.0

 1 髙橋 杏(4) 小学生     18.26  1 大橋 美由(4) 小学生     17.45 
ﾀｶﾊｼ ｱﾝ 小井川小 ｵｵﾊｼ ﾐﾕ 岡谷田中小

 2 宮坂 凛々夏(4) 小学生     18.30  2 北澤 怜華(4) 小学生     18.29 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾘｶ 岡谷市陸上教室 ｷﾀｻﾞﾜ ﾚｲｶ 上の原

 3 土屋 流奈(4) 小学生     18.95  3 三澤 幸花(4) 小学生     19.07 
ﾂﾁﾔ ﾙﾅ 岡谷田中小 ﾐｻﾜ ｺﾊﾅ 岡谷市陸上教室

 4 小湊 咲絵(4) 小学生     19.08  4 丸山 凜紗(3) 小学生     19.10 
ｺﾐﾅﾄ ｻｴ 川岸小 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾝｻ 川岸小

 5 原 陽菜(4) 小学生     19.28 岩渕 悠夏(3) 小学生
ﾊﾗ ﾋﾅ 岡谷市陸上教室 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳｶ 岡谷田中小

 6 清水 澪(3) 小学生     19.30 古川 颯葵(4) 小学生
ｼﾐｽﾞ ﾐｵ 長地 ﾌﾙｶﾜ ｻﾂｷ 長地

[ 3組] 風速 -0.9

 1 井原 梨陽(3) 小学生     18.01 
ｲﾊﾗ ﾘｵ 岡谷市陸上教室

 2 沖中 心桜(3) 小学生     18.53 
ｵｷﾅｶ ｺｺﾛ 上の原

 3 武井 麻(3) 小学生     18.65 
ﾀｹｲ ｱｻ 川岸小

 4 藤森 蘭(4) 小学生     18.77 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾗﾝ 岡谷市陸上教室

 5 古畑 結羽(3) 小学生     19.17 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｲﾊ 岡谷田中小

 6 林 恋華(3) 小学生     19.68 
ﾊﾔｼ ﾚﾝｶ 小井川小

   1 大橋 美由(4) 小学生 岡谷田中小     17.45 (-1.0)   2   1
   2 井原 梨陽(3) 小学生 岡谷市陸上教室     18.01 (-0.9)   3   1
   3 髙橋 杏(4) 小学生 小井川小     18.26 (+0.6)   1   1
   4 北澤 怜華(4) 小学生 上の原     18.29 (-1.0)   2   2
   5 宮坂 凛々夏(4) 小学生 岡谷市陸上教室     18.30 (+0.6)   1   2
   6 沖中 心桜(3) 小学生 上の原     18.53 (-0.9)   3   2
   7 武井 麻(3) 小学生 川岸小     18.65 (-0.9)   3   3
   8 藤森 蘭(4) 小学生 岡谷市陸上教室     18.77 (-0.9)   3   4
   9 土屋 流奈(4) 小学生 岡谷田中小     18.95 (+0.6)   1   3
  10 三澤 幸花(4) 小学生 岡谷市陸上教室     19.07 (-1.0)   2   3
  11 小湊 咲絵(4) 小学生 川岸小     19.08 (+0.6)   1   4
  12 丸山 凜紗(3) 小学生 川岸小     19.10 (-1.0)   2   4
  13 古畑 結羽(3) 小学生 岡谷田中小     19.17 (-0.9)   3   5
  14 原 陽菜(4) 小学生 岡谷市陸上教室     19.28 (+0.6)   1   5
  15 清水 澪(3) 小学生 長地     19.30 (+0.6)   1   6
  16 林 恋華(3) 小学生 小井川小     19.68 (-0.9)   3   6
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組 順位
   45
  132
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   14

小学女子3.4年 

100m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

2    40

6    25

5   109

1   135

3   132

4    15

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
4    82 3    91

1   136 1    43

3   107 4   108

2    47 6   134

5   133 2    14

記録／備考
6    28 5    45

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

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



決勝 10月1日 10:30

大会新  (GR )     3,00.18

 1 古川 澪咲(3) 小学生   3,17.20 
ﾌﾙｶﾜ ﾐｻｷ 長地

 2 古川 渚彩(3) 小学生   3,17.22 
ﾌﾙｶﾜ ﾅｷﾞｻ 長地

 3 山之内 麻里子(3)小学生   3,37.72 
ﾔﾏﾉｳﾁ ﾏﾘｺ 岡谷田中小

 4 土屋 流奈(4) 小学生   3,52.85 
ﾂﾁﾔ ﾙﾅ 岡谷田中小

   90

所属名

2    44

3    89

1

記録／備考

4    47

小学女子3.4年 

800m                

決勝

順 No. 氏  名



決勝 10月1日 10:50

大会新  (GR )     1,07.49

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 川岸小(A)   108 丸山 凜紗(3)   1,14.13 

ｶﾜｷﾞｼｼｮｳA ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾝｻ
  112 藤森 紗奈(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾅ
  107 小湊 咲絵(4)

ｺﾐﾅﾄ ｻｴ
  109 武井 麻(3)

ﾀｹｲ ｱｻ
 2   3 岡谷市陸上教室  132 井原 梨陽(3)   1,16.07 

ｵｶﾔｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｲﾊﾗ ﾘｵ
  133 宮坂 凛々夏(4)

ﾐﾔｻｶ ﾘﾘｶ
  135 藤森 蘭(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾗﾝ
  134 三澤 幸花(4)

ﾐｻﾜ ｺﾊﾅ

小学女子3.4年 

4x100m              

決勝



決勝 10月1日 11:00

大会新  (GR )       15.17

風速  0.0

 1 臼井 祷紘(6) 小学生     15.17 
ｳｽｲ ﾏﾋﾛ 長地

 2 北川 愛果(6) 小学生     15.64 
ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ 岡谷田中小

 3 田中 海羽(6) 小学生     15.66 
ﾀﾅｶ ﾐｳ 岡谷田中小

 4 清水 彩(6) 小学生     15.72 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔ 長地

 5 小松 莉緒(6) 小学生     16.88 
ｺﾏﾂ ﾘｵ 川岸小

 6 古畑 望羽(5) 小学生     16.99 
ﾌﾙﾊﾀ ﾉｱ 岡谷田中小

1   106

6    52

4    57

3    87

5    86
大会タイ

2    56

小学女子5.6年 

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月1日 11:10

大会新  (GR )     3,33.94

 1 田畑 真子(5) 小学生   3,31.06 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｺ 岡谷田中小

1    51
大会新

小学女子5.6年 

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月1日 11:20

中学新  (GR )     1,01.60

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 長地小    87 清水 彩(6)   1,03.03 

ｵｻﾁｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ｱﾔ
   92 石吾 彩花(6)

ｲｼｺﾞ ｱﾔｶ
   93 名取 優寿希(6)

ﾅﾄﾘ ﾕｽﾞｷ
   86 臼井 祷紘(6)

ｳｽｲ ﾏﾋﾛ
 2   2 岡谷田中小    56 北川 愛果(6)   1,03.56 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳ ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲｶ
   61 小口 果凛(6)

ｵｸﾞﾁ ｶﾘﾝ
   60 武井 里奈(6)

ﾀｹｲ ﾘﾅ
   57 田中 海羽(6)

ﾀﾅｶ ﾐｳ

小学女子5.6年 

4x100m              

決勝



決勝 10月1日 12:30

大会新  (GR )       13.10

[ 1組] 風速 +2.8 [ 2組] 風速 +1.0

 1 吉水 優香(3) 中学生     14.35  1 土屋 結愛(1) 中学生     14.95 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ 岡谷東部中 ﾂﾁﾔ ﾕｱ 岡谷南部中

 2 上田 茜(2) 中学生     14.77  2 伊藤 純柊(1) 中学生     15.31 
ｳｴﾀﾞ ｱｶﾈ 岡谷西部中 ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾕ 岡谷東部中

 3 丸山 花音(2) 中学生     15.16  3 横内 雅(2) 中学生     15.69 
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉﾝ 岡谷南部中 ﾖｺｳﾁ ﾐﾔﾋﾞ 岡谷西部中

 4 髙木 陽愛(1) 中学生     16.18  4 宮下 明里(1) 中学生     16.06 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾅ 岡谷東部中 ﾐﾔｼﾀ ｱｶﾘ 岡谷南部中

   1 吉水 優香(3) 中学生 岡谷東部中     14.35 (+2.8)   1   1
   2 上田 茜(2) 中学生 岡谷西部中     14.77 (+2.8)   1   2
   3 土屋 結愛(1) 中学生 岡谷南部中     14.95 (+1.0)   2   1
   4 丸山 花音(2) 中学生 岡谷南部中     15.16 (+2.8)   1   3
   5 伊藤 純柊(1) 中学生 岡谷東部中     15.31 (+1.0)   2   2
   6 横内 雅(2) 中学生 岡谷西部中     15.69 (+1.0)   2   3
   7 宮下 明里(1) 中学生 岡谷南部中     16.06 (+1.0)   2   4
   8 髙木 陽愛(1) 中学生 岡谷東部中     16.18 (+2.8)   1   4

  346
  319

  345
  344
  317
  334

  322
  338

都道府県 所属名 記録（風） 備考

中学女子      

100m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 組 順位

3   319 2   346

4   344 5   334

2   338 3   317

記録／備考
5   322 4   345

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

中学女子      

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 10月1日 13:05

大会新  (GR )       28.88

風速 +1.6

 1 岸本 侑良(2) 中学生     30.48 
ｷｼﾓﾄ ﾕﾗ 岡谷西部中

 2 林 音琉(3) 中学生     31.25 
ﾊﾔｼ ﾈﾙ 岡谷東部中

 3 篠原 優愛(2) 中学生     35.57 
ｼﾉﾊﾗ ﾕｱ 岡谷東部中

4   307

3   333

2   314

中学女子      

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月1日 13:15

大会新  (GR )     1,09.69

 1 御子柴 くらら(1)中学生   1,20.00 
ﾐｺｼﾊﾞ ｸﾗﾗ 岡谷東部中

2   318

中学女子      

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月1日 12:45

大会新  (GR )     4,59.95

宮坂 明香里(2) 中学生
ﾐﾔｻｶ ｱｶﾘ 岡谷東部中
酒井 映里那(1) 中学生
ｻｶｲ ｴﾘﾅ 岡谷北部中 欠場

2   326
欠場

3   353

中学女子      

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月1日 12:00

大会新  (GR )        1.46

吉水 麻紀(1) 中学生
ﾖｼﾐｽﾞ ﾏｷ 岡谷東部中
岡田 ほのき(2) 中学生
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｷ 岡谷西部中
山田 夏蓮(3) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾚﾝ 岡谷東部中
篠原 優愛(2) 中学生
ｼﾉﾊﾗ ﾕｱ 岡谷東部中
伊藤 唯花(2) 中学生 欠場
ｲﾄｳ ﾕｲｶ 岡谷西部中

2   332

 1.15

 1.25

4 1   307
O O XXX

XO XXX
3 3   321

- XXO XO

 1.25

 1.35

2 4   331
- XO XO XO XXX

XO O O XXX

1m50 記録 備考
1 5   323

- O XO

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

中学女子      

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15



決勝 10月1日 11:00

大会新  (GR )        4.76

柴 茉里絵(1) 中学生   3.56    X   2.52   2.35   2.28    X
ｼﾊﾞ ﾏﾘｴ 岡谷東部中   +0.7   +1.5   +1.1   +0.2    +0.7
岡田 陽菜(1) 中学生    X   4.24    X   3.89   2.44   3.77
ｵｶﾀﾞ ﾋﾅ 岡谷東部中   +1.7   +0.8   +0.8   +0.5    +1.7
小松 優月(2) 中学生   4.22   4.37    X   4.42   4.18    X
ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ 岡谷東部中   +1.4   +0.5   +1.6   +0.3    +1.6
小口 真歩(3) 中学生   4.57    X   4.72   4.75   4.62    X
ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 岡谷東部中   +1.5   +1.1   +1.7   +1.0    +1.7

4   324

2   325

3   306

記録 備考
1   301

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

中学女子      

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月1日 13:30

大会新  (GR )       54.47

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 岡谷東部中   314 林 音琉(3)     57.44 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾊﾔｼ ﾈﾙ
  324 小口 真歩(3)

ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ
  321 山田 夏蓮(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾚﾝ
  322 吉水 優香(3)

ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳｶ
 2   3 岡谷西部中   333 岸本 侑良(2)   1,00.24 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｷｼﾓﾄ ﾕﾗ
  338 上田 茜(2)

ｳｴﾀﾞ ｱｶﾈ
  331 岡田 ほのき(2)

ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｷ
  334 横内 雅(2)

ﾖｺｳﾁ ﾐﾔﾋﾞ
  0

  0

中学女子      

4x100m              

決勝
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