
大会コード 22170551

： 2022年10月2日（日）
： 大町運動公園陸上競技場（競技場コード 174110）
： 大北陸上競技協会、大町市陸上競技協会、北安曇郡陸上競技協会
： 大北地区各市町村、大北地区各市町村教育委員会、大町市体育協会

： 北アルプス広域連合
： 大北陸上競技協会
： 森泉　哲
： 工藤　忠好
： 鳥屋　秀幸

■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

R1

T4 ｒ
T5
T6
T7
T8

FS 〇
T1
T2 ✖
T3 －

12:00 晴れ 24.0 38 南西 1.4m10:00 晴れ 19.0 59 南西 1.5m
11:00 晴れ 20.5 60 南西 0.1m9:00 晴れ 16.5 79 西南西 0.1m

(℃) (%) (m/s)(℃) (%) (m/s)
時刻 天候 気温 湿度 風向 風速時刻 天候 気温 湿度 風向 風速

大町岳陽高2 過去出場者なし

大会新 一般女子 走幅跳 決勝 3ｍ75（-0.9） 鬼窪　あいか 大町岳陽高2 過去出場者なし
大会新 一般女子 走幅跳 決勝 4ｍ60（-0.4） 北原　侑奈

大町岳陽高1 過去出場者なし

大会新 一般女子 走幅跳 決勝 4ｍ87（-0.4） 葛原　亜希 大町岳陽高2 過去出場者なし
大会新 一般男子 砲丸投（7.260） 決勝 7ｍ55 町田　純一

北安松川中3 10ｍ49
大会新 一般女子 砲丸投（4.000） 決勝 6ｍ09 福浦　涼音 松本国際高2 過去出場者なし
大会新 中学女子 砲丸投（2.721） 決勝 10ｍ51 北沢　真輝

小谷小5 31ｍ30
大会新 小学共通女子 ジャベリックボール投 決勝 31ｍ43 太田　柚葉 小谷小6 31ｍ30
大会新 小学共通女子 ジャベリックボール投 決勝 32ｍ02 萩原　恵美

所属 従来の記録
大会新 小学共通女子 ジャベリックボール投 決勝 33ｍ60 田中　綾乃 大町北小6 31ｍ30

記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年)

北安曇スポーツ協会、大北スポーツ推進委員協議会
後 援
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第21回大北スポーツ競技会                                                        
主催：大北陸上競技協会                                                          
共催：大北各市町村、大北各市町村教育委員会、大町市体育協会、北安曇郡体育協会    
後援：北アルプス広域連合                                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 女  子 【競技場】174110  大町市運動公園陸上競技場

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
10/02 女子  -0.2 海川 怜(1) 13.9 葛原 亜希(2) 13.9 北原 侑奈(2) 14.0 鬼窪 あいか(2) 15.1

100ｍ 高校･大町岳陽高 高校･大町岳陽高 高校･大町岳陽高 高校･大町岳陽高
10/02 葛原 亜希(2) 4.87(-0.4) 北原 侑奈(2) 4.60(-0.4) 鬼窪 あいか(2) 3.75(-0.9)

走幅跳 高校･大町岳陽高 GR 高校･大町岳陽高 GR 高校･大町岳陽高 GR 
10/02 福浦 涼音(2) 6.09

砲丸投(4.000kg) 高校･松本国際高 GR 
10/02 小学4年女子   0.0 松浦 果凛(4) 15.9 小名 寿々(4) 16.3 梨子田 希美(4) 16.6 立川 愛乃(4) 17.2 坂部 仁香(4) 17.2 松本 すみれ(4) 17.3 柴田 和香(4) 17.3 伊藤 結花(4) 17.4

100ｍ 小学･大町西小 小学･大町西小 小学･松川小 小学･大町東小 小学･八坂小 小学･大町東小 小学･白馬南小 小学･大町北小
10/02 小学5年女子  -0.2 寺嶋 あずさ(5) 15.1 奥原 夕奈(5) 15.9 吉田 佳音(5) 16.1 渡邊 茉依(5) 17.0 下屋 和香(5) 17.6 冨沢 真瑚(5) 18.4 田中 このは(5) 18.7 川面 陽花(5) 19.3

100ｍ 小学･大町北小 小学･松川小 小学･白馬北小 小学･松川小 小学･松川小 小学･八坂小 小学･大町北小 小学･八坂小
10/02 大町北小     1,04.6 白馬南小     1,05.4 松川小     1,06.0 八坂小     1,13.4 

4×100mR 吉川 美羽(5) 太田 紗奈(5) 下屋 和香(5) 吉田 歩未(5)
田中 このは(5) 窪田 佐和(5) 奥原 夕奈(5) 冨沢 真瑚(5)
西山 朋夏(5) 新谷 華歩(5) 小林 愛桜(5) 川面 陽花(5)
寺嶋 あずさ(5) 田内 麗桜奈(5) 平林 明莉(5) 仁科 あいる(4)

10/02 小学6年女子  +0.8 梨子田 歩未(6) 14.5 木下 瑠心(6) 15.2 岡野 亜美(6) 16.2 小嶋 宇里(6) 17.4
100ｍ 小学･松川小 小学･白馬南小 小学･八坂小 小学･八坂小

10/02 小学共通女子 山田 柚野(6) 3,40.4 吉田 歩未(5) 3,56.8 山本 環恵(6) 4,00.0 西山 朋夏(5) 4,04.9 杉木 結(6) 4,11.5 倉科 ひなた(5) 4,17.5 渡邊 みゆ(5) 4,41.3
1000ｍ 小学･白馬北小 小学･八坂小 小学･白馬北小 小学･大町北小 小学･大町東小 小学･白馬北小 小学･大町東小

10/02 髙橋 咲乃(6) 1.20 田内 麗桜奈(5) 1.10
走高跳 小学･大町東小 小学･白馬南小

10/02 窪田 佐和(5) 3.58(-0.3) 吉川 美羽(5) 3.41(-0.6) 丸山 紗世(5) 3.08(-0.8)
走幅跳 小学･白馬南小 小学･大町北小 小学･白馬北小

10/02 田中 綾乃(6) 33.60 萩原 恵美(5) 32.02 太田 柚葉(6) 31.43 千野 椿(5) 28.71 飯森 小春(5) 27.51 新谷 華歩(5) 24.31
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･大町北小 GR 小学･小谷小 GR 小学･小谷小 GR 小学･大町東小 小学･大町東小 小学･白馬南小

10/02 中学1年女子  -0.6 曽根原 花(1) 14.1 槌市 莉子(1) 15.1 小日向 逢(1) 15.7
100ｍ 中学･北安松川中 中学･大町第一中 中学･大町第一中

10/02 中学2年女子   0.0 林 未瑚(2) 14.1 西澤 美聡(2) 14.2 川口 小優(2) 14.5 内山 実紅(2) 15.1
100ｍ 中学･仁科台中 中学･仁科台中 中学･北安松川中 中学･仁科台中

10/02 中学共通女子 林 未菜(1) 1.30
走高跳 中学･大町第一中

10/02 中澤 舞優(2) 3.73(-0.7)
走幅跳 中学･仁科台中

10/02 北沢 真輝(3) 10.51 丸山 結衣花(2) 6.81 小倉 心美(2) 6.39
砲丸投(2.721kg) 中学･北安松川中 GR 中学･北安松川中 中学･仁科台中

10/02 仁科台中       56.6 
4×100mR 小倉 心美(2)

内山 実紅(2)
西澤 美聡(2)
林 未瑚(2)



決勝 10月2日 11:30

県記録              11.36
県高記録            11.88
大会新  (GR )            

風速 -0.2

 1 海川 怜(1) 高校      13.9 
ｳﾐｶﾜ ﾚｲ 大町岳陽高

 2 葛原 亜希(2) 高校      13.9 
ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ 大町岳陽高

 3 北原 侑奈(2) 高校      14.0 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ 大町岳陽高

 4 鬼窪 あいか(2) 高校      15.1 
ｵﾆｸﾎﾞ ｱｲｶ 大町岳陽高

女子

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6  1697

5  1700

3  1696

4  1698



決勝 10月2日 11:00

県新                 6.41
県高新               6.06
大会新  (GR )            

葛原 亜希(2) 高校   4.44   4.87   4.53    4.87 大会新
ｸｽﾞﾊﾗ ｱｷ 大町岳陽高   +0.1   -0.4   -0.3    -0.4
北原 侑奈(2) 高校   4.60   4.59   4.51    4.60 大会新
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ 大町岳陽高   -0.4   -1.3   +0.9    -0.4
鬼窪 あいか(2) 高校   3.67   3.75    X    3.75 大会新
ｵﾆｸﾎﾞ ｱｲｶ 大町岳陽高   -0.6   -0.9    -0.9

女子

走幅跳              

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 3  1697

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

3 1  1696

2 2  1698



決勝 10月2日 11:30

県新                13.70
県高新              13.65
大会新  (GR )            

福浦 涼音(2) 高校 大会新
ﾌｸｳﾗ ｽｽﾞﾈ 松本国際高
海川 怜(1) 高校 欠場
ｳﾐｶﾜ ﾚｲ 大町岳陽高

女子

砲丸投（4.000kg）   

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 1  1983

 6.01

-5- -6- 記録-2- -3-

2  1700

  6.09  6.09  5.79



予選 10月2日  9:40
決勝 10月2日 10:45

県小記録            12.81
大会新  (GR )       15.7 

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -0.2

 1 小名 寿々(4) 小学      16.2 Q  1 松浦 果凛(4) 小学      16.0 Q
ｵﾅ ｽｽﾞ 大町西小 ﾏﾂｳﾗ ｶﾘﾝ 大町西小

 2 立川 愛乃(4) 小学      17.1 Q  2 梨子田 希美(4) 小学      16.7 Q
ﾀﾁｶﾜ ｱﾔﾉ 大町東小 ﾅｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 松川小

 3 坂部 仁香(4) 小学      17.2 q  3 松本 すみれ(4) 小学      17.3 q
ｻｶﾍﾞ ﾆｶ 八坂小 ﾏﾂﾓﾄ ｽﾐﾚ 大町東小

 4 片桐 絵茉(4) 小学      17.7  4 伊藤 結花(4) 小学      17.3 q
ｶﾀｷﾞﾘ ｴﾏ 美麻小 ｲﾄｳ ﾕｲｶ 大町北小

 5 北澤 菜々子(4) 小学      18.0  5 柴田 和香(4) 小学      17.4 q
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅﾅｺ 大町北小 ｼﾊﾞﾀ ﾜｶ 白馬南小

 6 荒井 咲希(4) 小学      18.4  6 山口 心桜(4) 小学      17.7 
ｱﾗｲ ｻｷ 松川小 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵ 大町東小

 7 嶺村 葵(4) 小学      18.9  7 大前 彩直(4) 小学      19.1 
ﾐﾈﾑﾗ ｱｵｲ 白馬南小 ｵｵﾏｴ ｻﾅ 松川小

風速  0.0

 1 松浦 果凛(4) 小学      15.9 
ﾏﾂｳﾗ ｶﾘﾝ 大町西小

 2 小名 寿々(4) 小学      16.3 
ｵﾅ ｽｽﾞ 大町西小

 3 梨子田 希美(4) 小学      16.6 
ﾅｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 松川小

 4 立川 愛乃(4) 小学      17.2 
ﾀﾁｶﾜ ｱﾔﾉ 大町東小

 5 坂部 仁香(4) 小学      17.2 
ｻｶﾍﾞ ﾆｶ 八坂小

 6 松本 すみれ(4) 小学      17.3 
ﾏﾂﾓﾄ ｽﾐﾚ 大町東小

 7 柴田 和香(4) 小学      17.3 
ｼﾊﾞﾀ ﾜｶ 白馬南小

 8 伊藤 結花(4) 小学      17.4 
ｲﾄｳ ﾕｲｶ 大町北小

小学4年女子   

100ｍ               

予選 通過基準  2組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2    66

5    61

8    28

6    29

7   118

3    57

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4   119

3    60

2    56

7    67

  120

5    86

8    20

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

64    25

4    61

所属名 記録／備考
5    60

6    66

3   119

2    67

8    29

7    56

1    20



決勝 10月2日 10:55

県小記録            12.81
大会新  (GR )       14.6 

風速 -0.2

 1 寺嶋 あずさ(5) 小学      15.1 
ﾃﾗｼﾏ ｱｽﾞｻ 大町北小

 2 奥原 夕奈(5) 小学      15.9 
ｵｸﾊﾗ ﾕﾅ 松川小

 3 吉田 佳音(5) 小学      16.1 
ﾖｼﾀﾞ ｶﾉﾝ 白馬北小

 4 渡邊 茉依(5) 小学      17.0 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 松川小

 5 下屋 和香(5) 小学      17.6 
ｼﾓﾔ ﾉﾄﾞｶ 松川小

 6 冨沢 真瑚(5) 小学      18.4 
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏｺ 八坂小

 7 田中 このは(5) 小学      18.7 
ﾀﾅｶ ｺﾉﾊ 大町北小

 8 川面 陽花(5) 小学      19.3 
ｶﾜﾓ ﾊﾙｶ 八坂小

小学5年女子   

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

7   111

2    47

3   123

4     8

5    33

1   112

6    32

8    49



決勝 10月2日 12:20

県小記録            53.01
大会新  (GR )     1,02.40

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 大町北小    50 吉川 美羽(5)    1,04.6 

ｵｵﾏﾁｷﾀｼｮｳ ｷﾁｶﾜ ﾐｳ
   49 田中 このは(5)

ﾀﾅｶ ｺﾉﾊ
   48 西山 朋夏(5)

ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓｶ
   47 寺嶋 あずさ(5)

ﾃﾗｼﾏ ｱｽﾞｻ
 2   4 白馬南小    26 太田 紗奈(5)    1,05.4 

ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐｼｮｳ ｵｵﾀ ｻﾅ
   16 窪田 佐和(5)

ｸﾎﾞﾀ ｻﾜ
   17 新谷 華歩(5)

ｼﾝﾀﾆ ｶﾎ
   18 田内 麗桜奈(5)

ﾀｳﾁ ﾘｵﾅ
 3   5 松川小   112 下屋 和香(5)    1,06.0 

ﾏﾂｶﾜｼｮｳ ｼﾓﾔ ﾉﾄﾞｶ
  111 奥原 夕奈(5)

ｵｸﾊﾗ ﾕﾅ
  125 小林 愛桜(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾗ
  126 平林 明莉(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ
 4   3 八坂小    34 吉田 歩未(5)    1,13.4 

ﾔｻｶｼｮｳ ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾐ
   33 冨沢 真瑚(5)

ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏｺ
   32 川面 陽花(5)

ｶﾜﾓ ﾊﾙｶ
   40 仁科 あいる(4)

ﾆｼﾅ ｱｲﾙ

小学5年女子   

4×100mR            

決勝



決勝 10月2日 11:05

県小記録            12.81
大会新  (GR )       14.0 

風速 +0.8

 1 梨子田 歩未(6) 小学      14.5 
ﾅｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 松川小

 2 木下 瑠心(6) 小学      15.2 
ｷﾉｼﾀ ﾙﾐ 白馬南小

 3 岡野 亜美(6) 小学      16.2 
ｵｶﾉ ｱﾐ 八坂小

 4 小嶋 宇里(6) 小学      17.4 
ｺｼﾞﾏ ｳﾘ 八坂小

小学6年女子   

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

3    15

5   106

6    37

4    36



決勝 10月2日  9:10

県小記録          3,03.46
大会新  (GR )     3,28.20

 1 山田 柚野(6) 小学    3,40.4 
ﾔｱﾀﾞ ﾕﾉ 白馬北小

 2 吉田 歩未(5) 小学    3,56.8 
ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 八坂小

 3 山本 環恵(6) 小学    4,00.0 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｴ 白馬北小

 4 西山 朋夏(5) 小学    4,04.9 
ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓｶ 大町北小

 5 杉木 結(6) 小学    4,11.5 
ｽｷﾞｷ ﾕｲ 大町東小

 6 倉科 ひなた(5) 小学    4,17.5 
ｸﾗｼﾅ ﾋﾅﾀ 白馬北小

 7 渡邊 みゆ(5) 小学    4,41.3 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕ 大町東小

順 No.

小学共通女子  

1000ｍ              

決勝

3    13
氏  名 所属名 記録／備考

5    14

1    34

6    84

2    48

4    80

7     9



決勝 10月2日  9:00

県小新               1.38
大会新  (GR )        1.35

髙橋 咲乃(6) 小学
ﾀｶﾊｼ ｻｻﾉ 大町東小
田内 麗桜奈(5) 小学
ﾀｳﾁ ﾘｵﾅ 白馬南小

氏  名順位 試技

小学共通女子  

走高跳              

決勝

備考m80 m85所属名 記録m90 m95
1 1    85

1m20 1m251m10 1m151m00 1m05ﾅﾝﾊﾞｰ

OO O O- - O

- - O

XXX  1.20

2 2    18

O O

 1.10XO XXXO O O



決勝 10月2日  9:00

県小新               4.75
大会新  (GR )        4.34

窪田 佐和(5) 小学    X    X   3.58    3.58 
ｸﾎﾞﾀ ｻﾜ 白馬南小   -0.3    -0.3
吉川 美羽(5) 小学   3.25   3.36   3.41    3.41 
ｷﾁｶﾜ ﾐｳ 大町北小   -1.0   -0.1   -0.6    -0.6
丸山 紗世(5) 小学   2.96    X   3.08    3.08 
ﾏﾙﾔﾏ ｻﾖ 白馬北小   -1.0   -0.8    -0.8

小学共通女子  

走幅跳              

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 2    16

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

3 3     6

2 1    50



決勝 10月2日  9:00

県小新              49.71
大会新  (GR )       31.30

田中 綾乃(6) 小学 大会新
ﾀﾅｶ ﾘﾉ 大町北小
萩原 恵美(5) 小学 大会新
ﾊｷﾞﾊﾗ ｴﾐ 小谷小
太田 柚葉(6) 小学 大会新
ｵｵﾀ ﾕｽﾞﾊ 小谷小
千野 椿(5) 小学
ﾁﾉ ﾂﾊﾞｷ 大町東小
飯森 小春(5) 小学
ｲｲﾓﾘ ｺﾊﾙ 大町東小
新谷 華歩(5) 小学
ｼﾝﾀﾆ ｶﾎ 白馬南小

小学共通女子  

ジャベリックボール投

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 備考
1 2    43

33.60

-5- -6- 記録-2- -3-

 33.60   O   X

  O   O 32.02
2 6     1

 31.43   O 31.43

 32.02 

3 4     2
  X

28.71
4 3    81

 28.71 

5 1    82
  X

  O   O

6 5    17

 27.51 27.51   O

 24.31   X   O 24.31



決勝 10月2日 11:15

県中記録            11.89
大会新  (GR )       13.7 

風速 -0.6

 1 曽根原 花(1) 中学      14.1 
ｿﾈﾊﾗ ﾊﾅ 北安松川中

 2 槌市 莉子(1) 中学      15.1 
ﾂﾁｲﾁ ﾘｺ 大町第一中

 3 小日向 逢(1) 中学      15.7 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｲ 大町第一中
萩原 優美(1) 中学
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾐ 小谷中

中学1年女子   

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4  6888

5  6787

3  6850
欠場

6  6870



決勝 10月2日 11:25

県中記録            11.89
大会新  (GR )       13.2 

風速  0.0

 1 林 未瑚(2) 中学      14.1 
ﾊﾔｼ ﾐｺ 仁科台中

 2 西澤 美聡(2) 中学      14.2 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 仁科台中

 3 川口 小優(2) 中学      14.5 
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳ 北安松川中

 4 内山 実紅(2) 中学      15.1 
ｳﾁﾔ ﾏﾐｸ 仁科台中

中学2年女子   

100ｍ               

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6  6909

3  6910

5  6914

4  6773



決勝 10月2日 10:00

県中新               1.75
大会新  (GR )        1.54

林 未菜(1) 中学
ﾊﾔｼ ﾐﾅ 大町第一中

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

中学共通女子  

走高跳              

決勝

備考1m20 1m25所属名 記録1m30 1m35

O O O
1 1  6875

 1.30XXX



決勝 10月2日 10:00

県中新               5.74
大会新  (GR )        4.91

中澤 舞優(2) 中学   3.73   3.60   3.21    3.73 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾋﾛ 仁科台中   -0.7   -0.1   -0.7    -0.7
村越 千早(2) 中学 欠場
ﾑﾗｺｼ ﾁﾊﾔ 小谷中

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

中学共通女子  

走幅跳              

決勝

-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-

2  6856

備考
1 1  6912

-5- -6- 記録



決勝 10月2日 10:30

県中新              13.70
大会新  (GR )       10.49

北沢 真輝(3) 中学 大会新
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ 北安松川中
丸山 結衣花(2) 中学
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲｶ 北安松川中
小倉 心美(2) 中学
ｵｸﾞﾗ ｺﾊﾙ 仁科台中
齋藤 樹里(2) 中学 欠場
ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾘ 小谷中

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

中学共通女子  

砲丸投（2.721kg）   

決勝

-6- 記録-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-

 10.51 10.28 10.17

備考
1 4  6788

10.51

-5-

 6.44
2 2  6776

  6.81 

3 1  6911
 6.19

 6.81  6.49

3  6842

  6.39  5.92  6.39



決勝 10月2日 12:35

県中記録            48.17
大会新  (GR )       54.6 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 仁科台中  6911 小倉 心美(2)      56.6 

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ｵｸﾞﾗ ｺﾊﾙ
 6914 内山 実紅(2)

ｳﾁﾔ ﾏﾐｸ
 6909 西澤 美聡(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻﾄ
 6910 林 未瑚(2)

ﾊﾔｼ ﾐｺ
  3 小谷中

ｵﾀﾘﾁｭｳ 欠場

中学共通女子  

4×100mR            

決勝
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