
大会コード 22170708

： 令和４年10月8日（土）
： 長野県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 173090）
： 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
： 増田　和久
： 百瀬　　貴(ﾄﾗｯｸ）　田澤　　稔（フィールド）
： 増田喜代志

■この大会で樹立された記録
月日

10/8

10/8

10/8

10/8

10/8

10/8

10/8

■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
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記録の種類

9m80女子

大会新 女子 100m 決勝 13.66(-0.7)

0.7

2.1

1..4

天候

南

風向

17.0

東

広丘小大会新

所属種目

小口　寛人 塩尻広陵中 44m49

氏名 (学年)

増澤　美優

阪　　楓子

両小野中 5m85

従来の記録

8m66

大会新 中学共通男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝

大会新

45m35

大会新 中学2・3年男子 走幅跳 決勝 6m44(+1.2） 堀内　來夢

中学2・3年男子 走幅跳 決勝 5m88(+0.1） 塩尻西部中 5m85

3.35.17

松本国際高

松本美須々丘高 13.71

田川高 13.71大会新 女子 100m 決勝 13.70(-0.7) 小田　彩音

古谷　柚季



第63回塩尻市民体育祭夏季大会（陸上競技） ﾄﾗｯｸ審判長 百瀬　貴

主催： 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 跳躍審判長 田澤　稔
主管：塩尻陸上競技協会（ＮＰＯ法人塩尻市体育協会陸上競技部） 投てき審判長 田澤　稔
【開催日】 2022年10月8日(土) 記録主任 増田　喜代志

【主催団体】 塩尻市 塩尻市教育委員会 ＮＰＯ法人塩尻市体育協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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

10/ 8 女子  -0.7 古谷 柚季 13.66 小田 彩音 13.70
100m 松本美須々ヶ丘 GR 田川高 GR

10/ 8 森村 くるみ 6:03.23
1500m 塩尻志学館高

10/ 8 古畑 彩花 1.25
走高跳 塩尻志学館高

10/ 8 増澤 美優 9.80

砲丸投(4.000kg) 松本国際高 GR
10/ 8 中学女子  -0.2 宮下 月音 31.27 橋本 美優 32.00 小口 夢乃 33.64

200m 丘中 塩尻広陵中 塩尻広陵中
10/ 8 山田 虹遥 2:53.68 花野 綾乃 2:58.96

800m 塩尻広陵中 塩尻広陵中
10/ 8 島田 さつき 1.30 篠原 史夏 1.30

走高跳 塩尻広陵中 塩尻広陵中
10/ 8 伊藤 里桜 6.74

砲丸投(2.721kg) 塩尻広陵中
10/ 8 中学1年女子  -0.5 百瀬 心音 14.02 一本木 菜奈子 14.09 奥原 由結 14.17 出羽 彩遥 14.60 畑中 南智 15.49 佐々木 優菜 15.78

100m 塩尻広陵中 丘中 塩尻広陵中 丘中 丘中 丘中
10/ 8 清水 希愛 4.02(+0.4)

走幅跳 丘中
10/ 8 塩尻広陵中       57.90

4×100m 奥原 由結
百瀬 心音
橋本 美優
山田 虹遥

10/ 8 中学2･3年女  -0.5 阪 真琴 13.13
100m 塩尻広陵中

10/ 8 有賀 舞香 4.12(-0.1)
走幅跳 塩尻広陵中

10/ 8 塩尻広陵中       54.47
4×100m 伊藤 里桜

阪 真琴
島田 さつき
有賀 舞香

10/ 8 小学4年女子  +0.7 手塚 咲希 16.62 田中 莉伊奈 17.20 酒井 優希 17.52 野村 日菜詩 17.99 黄 睿曦 18.11 小口 真歩 18.52 山口 葉菜 19.53
100m 塩尻吉田小 桔梗小 広丘小 広丘小 広丘小 塩尻陸上教室 塩尻西小

10/ 8 白木 里彩 4:18.93 松澤 雫 4:28.95 春日 梨穂 5:18.30
1000m 桔梗小 桔梗小 塩尻吉田小

10/ 8 中島 桃華 2.82(-0.3) 今井 唯愛 2.62(+0.7) 堀口 結菜 2.51(+0.2)
走幅跳 桔梗小 広丘小 広丘小

10/ 8 小学5年女子  +0.5 宮下 環 14.93 小沢 光 15.18 花野 暖乃 16.69 中村 芽愛 16.85 深澤 夢來 16.98 島田 柚希 17.10 鈴木 詩子 17.33 滝沢 結菜 17.35
100m 塩尻吉田小 広丘小 桔梗小 塩尻吉田小 広丘小 広丘小 桔梗小 広丘小

10/ 8 大沢 桃花 4:38.13
1000m 広丘小

10/ 8 小学6年女子 田中 心乃 14.81 原 楓花 14.88 片山 綾夏 15.37 小口 紗依 15.56 野阪 美月 15.61 鈴木 海音伽 16.13 塩谷 優那 16.20 篠原 千絃 16.38
100m 広丘小 Mt.RexTC 広丘小 塩尻陸上教室 広丘小 広丘小 桔梗小 広丘小

10/ 8 阪 楓子 3:34.57 佐倉 夢 4:01.88 細野 葵 4:07.95 原田 凛香 4:27.17 赤岩 伶南 4:34.35
1000m 広丘小 GR 桔梗小 塩尻吉田小 広丘小 桔梗小



第63回塩尻市民体育祭夏季大会（陸上競技） ﾄﾗｯｸ審判長 百瀬　貴

主催： 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 跳躍審判長 田澤　稔
主管：塩尻陸上競技協会（ＮＰＯ法人塩尻市体育協会陸上競技部） 投てき審判長 田澤　稔
【開催日】 2022年10月8日(土) 記録主任 増田　喜代志

【主催団体】 塩尻市 塩尻市教育委員会 ＮＰＯ法人塩尻市体育協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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

10/ 8 広丘小(A)     1:00.29 桔梗小     1:06.04
4×100m 野阪 美月 佐倉 夢

片山 綾夏 塩谷 優那
阪 楓子 佐藤 遙乃
田中 心乃 中村 美月

10/ 8 小学女子オー 広丘小(B)     1:05.05
4×100m 篠原 千絃

鈴木 海音伽
小沢 光
小澤 愛桜



決勝 10月8日 12:00

長野県記録(PR)                  11.36 君嶋 愛梨沙                  土木管理総合     2022/06/10  
長野県高校記録(KR)              11.88 深澤 あまね                  佐久長聖         2020/08/29  
大会記録(GR)                    13.71 

風速 -0.7

 1 古谷 柚季 松本美須々ヶ丘     13.66 
ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ

 2 小田 彩音 田川高     13.70 
ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

大会新

3  1851
大会新

2  2436



決勝 10月8日 12:25

長野県記録(PR)                  54.56 竹内 昌子                    福島大           2003/05/05  
長野県高校記録(KR)              55.42 山本 瑞                      小諸             2011/08/03  
                                      瀧澤 彩                      長野             2012/07/29  
大会記録(GR)                  1:10.85 

  西村 渉 松本国際高      
ﾆｼﾑﾗ ｱﾕﾐ

2  1988
DNS

女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月8日 10:50

長野県記録(PR)                4:16.76 和田 有菜                    名城大           2018/05/05  
長野県高校記録(KR)            4:17.77 和田 有菜                    長野東           2017/06/24  
大会記録(GR)                  5:09.97 

 1 森村 くるみ 塩尻志学館高   6:03.23 
ﾓﾘﾑﾗ ｸﾙﾐ

  大村 和 都市大塩尻高      
ｵｵﾑﾗ ｲｽﾞﾐ

スプリットタイム
   400m   1:30.12  1611 森村 くるみ
   800m   3:09.64   〃     〃 
  1100m   4:26.18   〃     〃 
  1200m   4:50.42   〃     〃 

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

1  1611

2  1914



決勝 10月8日 11:30

長野県記録(PR)                   1.81 屋ヶ田 直美                  中央大           1984/10/05  
長野県高校記録(KR)               1.77 上原 久美恵                  岡谷東           1977/10/03  

古畑 彩花 塩尻志学館高
ﾌﾙﾊﾀ ｱﾔｶ

女子

走高跳

決勝

順位 試技 1m30ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25

 1.25

記録 備考
1 1  1610

o xo xo xxx



決勝 10月8日  9:30

長野県記録(PR)                  13.70 鷹野 絹子                    東女体大         1980/10/16  
長野県高校記録(KR)              13.65 大矢 結麻                    丸子実業         2006/05/13  
大会記録(GR)                     8.66 

 ３回の
 最高記録

増澤 美優 松本国際高 大会新
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ

  9.80   9.18   9.80          
1 1  2499

  9.80  9.75

女子

砲丸投(4.000kg)

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-



決勝 10月8日 10:15

長野県中学記録(CR)              24.86 寺平 祈愛                    木祖             2022/06/18  
大会記録(GR)                    26.58 

風速 -0.2

 1 宮下 月音 丘中     31.27 
ﾐﾔｼﾀ ﾂｷﾈ

 2 橋本 美優 塩尻広陵中     32.00 
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾕｳ

 3 小口 夢乃 塩尻広陵中     33.64 
ｵｸﾞﾁ ﾕﾒﾉ

4  6489

3  6468

2  6494

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8日 12:15

長野県中学記録(CR)            2:13.56 和田 有菜                    川中島           2014/07/19  
大会記録(GR)                  2:25.42 

 1 山田 虹遥 塩尻広陵中   2:53.68 
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ

 2 花野 綾乃 塩尻広陵中   2:58.96 
ｹﾉ ｱﾔﾉ

スプリットタイム
   200m     40.65  6490 山田 虹遥
   400m   1:25.17   〃     〃 
   600m   2:09.37   〃     〃 

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  6490

2  6478



決勝 10月8日 11:30

長野県中学記録(CR)               1.75 上原 久美恵                  上諏訪           1975/09/28  
大会記録(GR)                     1.50 

島田 さつき 塩尻広陵中
ｼﾏﾀﾞ ｻﾂｷ
篠原 史夏 塩尻広陵中
ｼﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ

 1.30xxo xxo xo xxx
2 1  6479

o xo

備考
1 2  6480

- - o o xo xxx

記録

 1.30

1m351m20 1m25 1m30

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8日  9:30

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/8/24   

 ３回の
 最高記録

伊藤 里桜 塩尻広陵中
ｲﾄｳ ﾘｵ
北原 璃杏 塩尻広陵中 DNS
ｷﾀﾊﾗ ﾘｱ

  6.74 

1  6492
                          

  6.74   6.74          
1 2  6477

  6.39  6.31

-4- -5- -6- 記録 備考

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 -1- -2- -3-



決勝 10月8日 11:40

長野県中学記録(CR)              11.80 寺平 祈愛                    木祖             2022/08/03  
大会記録(GR)                    13.47 

風速 -0.5

 1 百瀬 心音 塩尻広陵中     14.02 
ﾓﾓｾ ｺｺﾈ

 2 一本木 菜奈子 丘中     14.09 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾅﾅｺ

 3 奥原 由結 塩尻広陵中     14.17 
ｵｸﾊﾗ ﾕｲ

 4 出羽 彩遥 丘中     14.60 
ﾃﾞﾜ ｱｽﾐ

 5 畑中 南智 丘中     15.49 
ﾊﾀﾅｶ ﾅﾁ

 6 佐々木 優菜 丘中     15.78 
ｻｻｷ ﾕｳﾅ

5  6467

中学1年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  6493

4  6491

3  6466

2  6440

7  6465



決勝 10月8日 10:20

長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     4.64 

 ３回の
 最高記録

清水 希愛 丘中   4.02  3.53  3.69   4.02             4.02 
ｼﾐｽﾞ ﾉｱ   +0.4  +0.1  -0.2   +0.4                      +0.4

記録 備考

中学1年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -6-

1 1  6469

-4- -5--1- -2- -3-



決勝 10月8日 13:00

長野県中学記録(CR)              48.17                              豊科北           2014/7/06   
                                      （湯本 珠実・臼井 美紅・齊藤 静花・木村 凌）
大会記録(GR)                    56.72 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 塩尻広陵中  6491 奥原 由結     57.90 

ｵｸﾊﾗ ﾕｲ
 6493 百瀬 心音

ﾓﾓｾ ｺｺﾈ
 6494 橋本 美優

ﾊｼﾓﾄ ﾐﾕｳ
 6490 山田 虹遥

ﾔﾏﾀﾞ ｺﾊﾙ
    2 丘中  6469 清水 希愛      

ｼﾐｽﾞ ﾉｱ DQ
 6466 出羽 彩遥 T1

ﾃﾞﾜ ｱｽﾐ
 6468 宮下 月音

ﾐﾔｼﾀ ﾂｷﾈ
 6467 一本木 菜奈子

ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾅﾅｺ

中学1年女子

4×100m

決勝



決勝 10月8日 11:40

長野県中学記録(CR)              11.80 寺平 祈愛                    木祖             2022/08/03  
大会記録(GR)                    12.77 

風速 -0.5

 1 阪 真琴 塩尻広陵中     13.13 
ｻｶ ﾏｺﾄ

8  6487

中学2･3年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月8日 10:20

長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     4.96 

 ３回の
 最高記録

有賀 舞香 塩尻広陵中   4.12  4.03  4.01   4.12             4.12 
ｱﾙｶﾞ ﾏｲｶ   -0.1  +0.1  +1.1   -0.1                      -0.1

記録 備考

中学2･3年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -6-

1 1  6476

-4- -5--1- -2- -3-



決勝 10月8日 13:00

長野県中学記録(CR)              48.17                              豊科北           2014/7/06   
                                      （湯本 珠実・臼井 美紅・齊藤 静花・木村 凌）
大会記録(GR)                    52.93 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 塩尻広陵中  6477 伊藤 里桜     54.47 

ｲﾄｳ ﾘｵ
 6487 阪 真琴

ｻｶ ﾏｺﾄ
 6480 島田 さつき

ｼﾏﾀﾞ ｻﾂｷ
 6476 有賀 舞香

ｱﾙｶﾞ ﾏｲｶ

中学2･3年女子

4×100m

決勝



決勝 10月8日 11:05

長野県小学生記録(ER)            12.81 大熊 杏美                    坂城JAC          2019/08/10  
大会記録(GR)                    14.88 

風速 +0.7

 1 手塚 咲希 塩尻吉田小     16.62 
ﾃﾂﾞｶ ｻｷ

 2 田中 莉伊奈 桔梗小     17.20 
ﾀﾅｶ ﾘｲﾅ

 3 酒井 優希 広丘小     17.52 
ｻｶｲ ﾕｳｷ

 4 野村 日菜詩 広丘小     17.99 
ﾉﾑﾗ ﾋﾅﾀ

 5 黄 睿曦 広丘小     18.11 
ｺｳ ｴｲｷﾞ

 6 小口 真歩 塩尻陸上教室     18.52 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾅﾎ

 7 山口 葉菜 塩尻西小     19.53 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅ

  伊藤 美咲 塩尻西小      
ｲﾄｳ ﾐｻｷ

  永原 優真 桔梗小      
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾏ

2    48

小学4年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    30

7     2

1     3

5     1

9    56

DNS
8    50

DNS

6    26

4    27



決勝 10月8日  9:50

長野県小学生記録(ER)          3:03.46 牛越 あかね                  並柳             2004/05/01  
大会記録(GR)                  3:51.80 

 1 白木 里彩 桔梗小   4:18.93 
ｼﾗｷ ﾘｻ

 2 松澤 雫 桔梗小   4:28.95 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｽﾞｸ

 3 春日 梨穂 塩尻吉田小   5:18.30 
ｶｽｶﾞ ﾘﾎ

小学4年女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

2    33

1    47

3    51



決勝 10月8日  9:30

長野県小学生記録(ER)             4.75 北岡 依生希                  伊那AC           2014/10/18  
大会記録(GR)                     3.80 

 ３回の
 最高記録

中島 桃華 桔梗小   2.77  2.82  2.65   2.82             2.82 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾓｶ   +0.2  -0.3  +0.1   -0.3                      -0.3
今井 唯愛 広丘小   2.62  2.36  2.34   2.62             2.62 
ｲﾏｲ ﾕｱ   +0.7  -0.4  +1.6   +0.7                      +0.7
堀口 結菜 広丘小   2.51   x    x    2.51             2.51 
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｲﾅ   +0.2               +0.2                      +0.2

備考

小学4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-

3 1     5

1 2    49

2 3     4



決勝 10月8日 11:15

長野県小学生記録(ER)            12.81 大熊 杏美                    坂城JAC          2019/08/10  
大会記録(GR)                    14.63 

風速 +0.5

 1 宮下 環 塩尻吉田小     14.93 
ﾐﾔｼﾀ ﾀﾏｷ

 2 小沢 光 広丘小     15.18 
ｵｻﾞﾜ ﾋｶﾙ

 3 花野 暖乃 桔梗小     16.69 
ｹﾉ ﾊﾙﾉ

 4 中村 芽愛 塩尻吉田小     16.85 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ

 5 深澤 夢來 広丘小     16.98 
ﾌｶｻﾜ ﾑｸ

 6 島田 柚希 広丘小     17.10 
ｼﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ

 7 鈴木 詩子 桔梗小     17.33 
ｽｽﾞｷ ｳﾀｺ

 8 滝沢 結菜 広丘小     17.35 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲﾅ

  水瀧 琴葉 広丘小      
ﾐｽﾞﾀｷ ｺﾄﾊ

7    10
DNS

8    46

5     7

3     8

1     9

2    45

4    31

9     6

小学5年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    32



決勝 10月8日  9:50

長野県小学生記録(ER)          3:03.46 牛越 あかね                  並柳             2004/05/01  
大会記録(GR)                  3:41.34 

 1 大沢 桃花 広丘小   4:38.13 
ｵｵｻﾜ ﾓﾓｶ

4    11

小学5年女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月8日 12:40

長野県小学生記録(ER)            53.07 坂城JAC                      坂城JAC          2016/08/20  
                                      （富山 萌衣・宮原 凛成・宮下 留花・牧内 愛実）
大会記録(GR)                    59.10 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
    2 広丘小(C)    20 三澤 葵      

ﾐｻﾜ ｱｵｲ DQ
    7 滝沢 結菜 R1(3-4)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｲﾅ
    9 島田 柚希

ｼﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ
    8 深澤 夢來

ﾌｶｻﾜ ﾑｸ

小学5年女子

4×100m

決勝



決勝 10月8日 11:25

長野県小学生記録(ER)            12.81 大熊 杏美                    坂城JAC          2019/08/10  
大会記録(GR)                    13.54 

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 -0.6

 1 田中 心乃 広丘小     14.81  1 原 楓花 Mt.RexTC     14.88 
ﾀﾅｶ ｺｺﾉ ﾊﾗ ﾌｳｶ

 2 片山 綾夏 広丘小     15.37  2 野阪 美月 広丘小     15.61 
ｶﾀﾔﾏ ｱﾔｶ ﾉｻｶ ﾐﾂﾞｷ

 3 小口 紗依 塩尻陸上教室     15.56  3 鈴木 海音伽 広丘小     16.13 
ｵｸﾞﾁ ｻﾖﾘ ｽｽﾞｷ ﾐｵｶ

 4 中村 美月 桔梗小     16.42  4 塩谷 優那 桔梗小     16.20 
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ ｼｵﾔ ﾕﾅ

 5 佐藤 遙乃 桔梗小     16.78  5 篠原 千絃 広丘小     16.38 
ｻﾄｳ ﾊﾉ ｼﾉﾊﾗ ﾁﾂﾞﾙ

小学6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
6    14 3    60

ﾚｰﾝ No. 氏  名

4    12 6    15

2    55 4    17

   16

3    44 5    43

5    42 2



   1 田中 心乃 広丘小     14.81 (+0.5)   1   1
   2 原 楓花 Mt.RexTC     14.88 (-0.6)   2   1
   3 片山 綾夏 広丘小     15.37 (+0.5)   1   2
   4 小口 紗依 塩尻陸上     15.56 (+0.5)   1   3
   5 野阪 美月 広丘小     15.61 (-0.6)   2   2
   6 鈴木 海音伽 広丘小     16.13 (-0.6)   2   3
   7 塩谷 優那 桔梗小     16.20 (-0.6)   2   4
   8 篠原 千絃 広丘小     16.38 (-0.6)   2   5
   9 中村 美月 桔梗小     16.42 (+0.5)   1   4
  10 佐藤 遙乃 桔梗小     16.78 (+0.5)   1   5

小学6年女子

100m
タイムレース

記録（風） 備考 組 順位
   14

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

   43
   16
   44
   42

   60
   12
   55
   15
   17



決勝 10月8日  9:50

長野県小学生記録(ER)          3:03.46 牛越 あかね                  並柳             2004/05/01  
大会記録(GR)                  3:35.17 

 1 阪 楓子 広丘小   3:34.57 
ｻｶ ﾌｳｺ

 2 佐倉 夢 桔梗小   4:01.88 
ｻｸﾗ ﾕﾒ

 3 細野 葵 塩尻吉田小   4:07.95 
ﾎｿﾉ ｱｵｲ

 4 原田 凛香 広丘小   4:27.17 
ﾊﾗﾀﾞ ﾘﾝｶ

 5 赤岩 伶南 桔梗小   4:34.35 
ｱｶｲﾜ ﾚﾅ

スプリットタイム
   200m     38.71    13 阪 楓子
   400m   1:20.05   〃     〃 
   600m   2:02.45   〃     〃 
   800m   2:48.98   〃     〃 

大会新
8    41

小学6年女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    13

6    40

7    34

9    18



決勝 10月8日 12:40

長野県小学生記録(ER)            53.07 坂城JAC                      坂城JAC          2016/08/20  
                                      （富山 萌衣・宮原 凛成・宮下 留花・牧内 愛実）
大会記録(GR)                    58.70 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 広丘小(A)    15 野阪 美月   1:00.29 

ﾉｻｶ ﾐﾂﾞｷ
   12 片山 綾夏

ｶﾀﾔﾏ ｱﾔｶ
   13 阪 楓子

ｻｶ ﾌｳｺ
   14 田中 心乃

ﾀﾅｶ ｺｺﾉ
 2   4 桔梗小    41 佐倉 夢   1:06.04 

ｻｸﾗ ﾕﾒ
   43 塩谷 優那

ｼｵﾔ ﾕﾅ
   42 佐藤 遙乃

ｻﾄｳ ﾊﾉ
   44 中村 美月

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ

小学6年女子

4×100m

決勝



決勝 10月8日 12:40

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 広丘小(B)    16 篠原 千絃   1:05.05 

ｼﾉﾊﾗ ﾁﾂﾞﾙ
   17 鈴木 海音伽

ｽｽﾞｷ ﾐｵｶ
    6 小沢 光

ｵｻﾞﾜ ﾋｶﾙ
   19 小澤 愛桜

ｵｻﾞﾜ ﾏｵ

小学女子オープン

4×100m

決勝
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