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第65回松本市市民スポーツ大会秋季大会陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 百瀬　貴

主催：松本市・(一財)松本スポーツ協会・松本市陸上競技協会 跳躍審判長 田澤　稔
主管：松本市陸上競技協会 投てき審判長 田澤　稔
【開催日】 2022年10月9日(日) 記録主任 宮島　香織

【主催団体】 松本市・(一財)松本スポーツ協会・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

10/ 9 女子  -0.8 小林 南実 12.92 鈴木 陽世梨(3) 13.19 根本 樹(2) 13.35 柳澤 結月(2) 13.36 古谷 柚季(2) 13.47 村松 美穂(1) 13.65 中村 実穏(2) 13.77 征矢 珠々(2) 13.79
100m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松本大 松本大 松本美須々ヶ丘 松商学園高 松本蟻ヶ崎高 松本国際高

10/ 9  +0.4 鷲山 芽生(1) 26.61 柳澤 結月(2) 27.14 古谷 柚季(2) 27.57 根本 樹(2) 28.06 星野 沙羅(2) 28.09 大塚 実和(1) 28.19 千野 さくら(1) 28.68
200m 松商学園高 松本大 松本美須々ヶ丘 松本大 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高

10/ 9 竹川 明希(2) 2:53.37
800m 松本国際高

10/ 9 上條 佑依(1) 11:26.78 中谷 春香(2) 12:19.75 林 眞由莉(2) 12:21.37
3000m 松本県ヶ丘高 松本国際高 松本国際高

10/ 9 太田 さくら(3) 1.60 降旗 菜央(1) 1.55 岩間 穂乃香(1) 1.50 国本 凜(2) 1.40 田中 亜里紗(1) 1.40
走高跳 松商学園高 松本国際高 松本国際高 松本美須々ヶ丘 松本県ヶ丘高

10/ 9 小林 南実 5.55(+1.2) 田中 愛(3) 4.98(-0.2) 征矢 珠々(2) 4.95(+0.6) 吉村 葵(2) 4.94(+0.1) 宍戸 美希(2) 4.50(+1.1) 大井 日陽(1) 4.35(+1.1) 簾田 たまみ(1) 4.12(+0.0) 木村 莉央(1) 3.93(+0.2)
走幅跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松本国際高 松本大 松本深志高 松商学園高 松本国際高 松商学園高

10/ 9 増澤 美優(3) 39.97 望月 こはる(1) 25.70 福浦 涼音(2) 25.49 一志 琉月(2) 21.82 望月 愛楓(1) 21.13 五十嵐 千陽(2) 16.83 大久保 優衣(1) 14.35
やり投(600g) 松本国際高 松本美須々ヶ丘 松本国際高 松本国際高 松本美須々ヶ丘 松本美須々ヶ丘 松商学園高

10/ 9 松本大       50.88 松商学園高(A)       52.02 松本美須々ヶ丘      55.37
4×100m 根本 樹(2) 星野 沙羅(2) 清水 輝(1)

鈴木 陽世梨(3) 鷲山 芽生(1) 国本 凜(2)
田中 愛(3) 赤羽 椛(2) 望月 愛楓(1)
柳澤 結月(2) 村松 美穂(1) 古谷 柚季(2)

10/ 9 中学女子  +0.4 川舩 菜々椛(2) 13.35 酒井 結菜(2) 14.25 大吉原 萌花(1) 14.46 岩間 優里(1) 14.56 吉江 向日葵(2) 14.61 松本 愛美(1) 14.78 黒田 さつき(1) 14.84 大久保 美妃(1) 15.00
100m 松島中 波田中 旭町中 松島中 菅野中 信明中 筑摩野中 松島中

10/ 9  +0.6 川舩 菜々椛(2) 27.83 黒田 稀和美(2) 29.69 井上 莉乃(2) 30.23 堰免 美桜(2) 31.24 滝澤 瑛莉奈(2) 32.11 三石 陽夏梨(1) 32.16 大森 美優(1) 32.25 深澤 愛華(2) 33.11
200m 松島中 波田中 鉢盛中 高綱中 高綱中 菅野中 菅野中 信明中

10/ 9 森田 華音(2) 2:29.75 麻原 柚藍(2) 2:39.30 中村 愛里(2) 2:40.03 宮澤 柚羽(2) 2:50.83 有馬 奈千花(1) 2:52.00 澤田 ひより(1) 2:56.36 宮本 愛渚(1) 2:57.13 赤羽 七緒(2) 3:00.10
800m 波田中 鉢盛中 菅野中 筑摩野中 菅野中 旭町中 菅野中 筑摩野中

北島 昊奈(2)
山辺中

10/ 9 杉本 由乃香(2) 11:05.79 高橋 莉子(1) 11:30.77 上野 友衣奈(1) 12:38.80 小幡 歩季(1) 14:00.73
3000m 女鳥羽中 菅野中 筑摩野中 山辺中

10/ 9  +0.5 降籏 瑞菜(2) 18.31 長岡 佑夏(2) 18.56 春日 咲華(1) 19.91 小野田 結衣(1) 20.75 横尾 菜月(1) 21.17 藤田 歩華(1) 21.34 中田 りこ(1) 21.74
100mH(0.762-

8.0m) 松島中 高綱中 菅野中 信明中 信明中 波田中 松島中
10/ 9 鈴木 文乃(2) 1.35 黒田 稀和美(2) 1.25 久保田 陽菜(2) 1.25 木之下 來望(1) 1.25 原 柚葉(2) 1.25

走高跳 鎌田中 波田中 信明中 鎌田中 山辺中
10/ 9 加島 さわ(1) 4.33(+0.3) 飯沼 日和(2) 4.27(+0.9) 長岡 香歩(2) 4.16(+0.9) 末長 璃子(2) 3.95(+0.2) 重田 真優(2) 3.90(+1.3) 降籏 瑞菜(2) 3.83(+0.5) 植原 結月(1) 3.74(+1.4) 渡邉 采香(1) 3.52(+0.8)

走幅跳 女鳥羽中 信明中 高綱中 信明中 山辺中 松島中 筑摩野中 旭町中
10/ 9 浅村 思芭(2) 8.33 濵 萌羽(1) 6.32 藤田 歩華(1) 5.67 酒井 結菜(2) 5.20

砲丸投(2.721kg) 山辺中 鉢盛中 波田中 波田中
10/ 9 松島中       56.56 波田中       56.95 信明中       57.45 高綱中       58.41 菅野中       58.58 山辺中     1:00.18 筑摩野中(B)     1:01.12 筑摩野中(A)     1:02.70

4×100m 岩間 優里(1) 藤田 歩華(1) 赤塚 菜々子(2) 滝澤 瑛莉奈(2) 三石 陽夏梨(1) 浅村 思芭(2) 宮澤 柚羽(2) 金子 愛和(1)
降籏 瑞菜(2) 森田 華音(2) 松本 愛美(1) 長岡 香歩(2) 吉江 向日葵(2) 重田 真優(2) 植原 結月(1) 黒田 さつき(1)
大久保 美妃(1) 酒井 結菜(2) 末長 璃子(2) 長岡 佑夏(2) 大森 美優(1) 金井 千紗(2) 赤羽 七緒(2) 角入 美羽(1)
川舩 菜々椛(2) 黒田 稀和美(2) 飯沼 日和(2) 赤羽 浬(2) 中村 愛里(2) 伊藤 未侑(2) 上野 友衣奈(1) 川上 愛依(1)

10/ 9 小学女子 森元 希(5) 14.37 松井 杏菜(6) 15.03 陳 美妃(6) 15.63 大槻 ももか(6) 15.70 小倉 唯(6) 15.83 黒岩 美月(6) 16.23 真壁 美羽(6) 16.42 窪田 梓(6) 16.45
100m 島立小 並柳小 並柳小 菅野小 菅野小 波田小 波田小 芝沢小

10/ 9 赤羽 花菜(6) 3:35.63 鈴木 絆(6) 3:36.22 有馬 陽愛(5) 3:52.06 浅輪 日愛(5) 3:53.76 山田 純菜(4) 3:57.91 簾田 あんな(6) 3:58.17 青木 花(5) 3:58.41 田原 禾梢(4) 3:58.67
1000m 岡田小 鎌田小 菅野小 鎌田小 岡田小 清水小 並柳小 並柳小



予選 10月9日 11:15
決勝 10月9日 13:40

長野県記録(PR)                  11.36 君嶋 愛梨沙                  土木管理総合     2022/06/10  

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -0.4

 1 小林 南実     12.86 Q  1 柳澤 結月(2)     13.21 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾐ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾔﾅｷﾞｻ ﾜﾕﾂｷ 松本大

 2 鈴木 陽世梨(3)     13.05 Q  2 古谷 柚季(2)     13.50 Q
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 松本大 ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ 松本美須々ヶ丘

 3 根本 樹(2)     13.23 Q  3 中村 実穏(2)     13.75 Q
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 松本大 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎高

 4 村松 美穂(1)     13.70 q  4 征矢 珠々(2)     13.77 q
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 松商学園高 ｿﾔ ｽｽﾞ 松本国際高

 5 丸山 七夢(1)     14.23  5 宍戸 美希(2)     13.92 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ 松商学園高 ｼｼﾄﾞ ﾐｷ 松本深志高

 6 一志 琉月(2)     14.66  6 赤羽 椛(2)     14.17 
ｲｯｼ ﾙﾅ 松本国際高 ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ 松商学園高

 7 清水 輝(1)     14.69   小松 理紗(2)      
ｼﾐｽﾞﾋｶﾙ 松本美須々ヶ丘 ｺﾏﾂ ﾘｻ 松本国際高

  牧田 紗和(1)      
ﾏｷﾀ ｻﾜ 松本県ヶ丘高

風速 -0.8

 1 小林 南実     12.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾐ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 鈴木 陽世梨(3)     13.19 
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ 松本大

 3 根本 樹(2)     13.35 
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 松本大

 4 柳澤 結月(2)     13.36 
ﾔﾅｷﾞｻ ﾜﾕﾂｷ 松本大

 5 古谷 柚季(2)     13.47 
ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ 松本美須々ヶ丘

 6 村松 美穂(1)     13.65 
ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 松商学園高

 7 中村 実穏(2)     13.77 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 松本蟻ヶ崎高

 8 征矢 珠々(2)     13.79 
ｿﾔ ｽｽﾞ 松本国際高

2  1979

3  1928

9  1900

7  9031

5  1851

8  9030

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9010

6  9027

3  1801
DNS

7  1831 4  1978

8  1977 7  1919

DNS

6  1929 8  1784

4  1928 6  1979

5  9030 2  1900

9  9027 5  1851

所属名 記録／備考
2  9010 3  9031

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

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  qR：救済による通過者



予選 10月9日 10:10
決勝 10月9日 13:10

長野県記録(PR)                  23.66 君嶋 愛梨沙                  土木管理総合     2022/05/03  

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 +0.2

 1 鷲山 芽生(1)     26.85 Q  1 根本 樹(2)     27.60 Q
ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ 松商学園高 ﾈﾓﾄ ﾐｷ 松本大

 2 柳澤 結月(2)     27.31 Q  2 古谷 柚季(2)     27.64 Q
ﾔﾅｷﾞｻ ﾜﾕﾂｷ 松本大 ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ 松本美須々ヶ丘

 3 千野 さくら(1)     28.94 Q  3 田中 愛(3)     28.16 Q
ﾁﾉ ｻｸﾗ 松本県ヶ丘高 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 松本大

 4 藤倉 苺花(1)     30.88  4 星野 沙羅(2)     28.38 q
ﾌｼﾞｸﾗ ｲﾁｶ 松商学園高 ﾎｼﾉ ｻﾗ 松商学園高

 5 清水 輝(1)     31.28  5 大塚 実和(1)     28.53 q
ｼﾐｽﾞﾋｶﾙ 松本美須々ヶ丘 ｵｵﾂｶ ﾐﾜ 松本県ヶ丘高

  小松 理紗(2)        青木 真江(1)      
ｺﾏﾂ ﾘｻ 松本国際高 ｱｵｷ ﾏｴ 松本県ヶ丘高

風速 +0.4

 1 鷲山 芽生(1)     26.61 
ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ 松商学園高

 2 柳澤 結月(2)     27.14 
ﾔﾅｷﾞｻ ﾜﾕﾂｷ 松本大

 3 古谷 柚季(2)     27.57 
ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ 松本美須々ヶ丘

 4 根本 樹(2)     28.06 
ﾈﾓﾄ ﾐｷ 松本大

 5 星野 沙羅(2)     28.09 
ﾎｼﾉ ｻﾗ 松商学園高

 6 大塚 実和(1)     28.19 
ｵｵﾂｶ ﾐﾜ 松本県ヶ丘高

 7 千野 さくら(1)     28.68 
ﾁﾉ ｻｸﾗ 松本県ヶ丘高

  田中 愛(3)      
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 松本大

決勝 10月9日 12:30

長野県記録(PR)                2:05.78 山本 瑞                      小諸高           2011/10/29  

 1 竹川 明希(2)   2:53.37 
ﾀｹｶﾜ ｱｷ 松本国際高

スプリットタイム
   200m     40.10  1982 竹川 明希(2)
   400m   1:24.03   〃     〃 
   600m   2:08.02   〃     〃 

2  1982

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

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  qR：救済による通過者

順 ﾚｰﾝ No.

5  9031 7  1851

氏  名 所属名
6  1922 4  9030

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  1802 2  9028

4  1925 6  1921

3  1831 5  1800

2  1978 3  1803
DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

6  1922

5  9031

4  1851

7  9030

DNS

9  1802

8  9028

3  1921

2  1800



決勝 10月9日 14:45

長野県記録(PR)                9:00.50 和田 有菜                    名城大           2018/07/11  

 1 上條 佑依(1)  11:26.78 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｲ 松本県ヶ丘高

 2 中谷 春香(2)  12:19.75 
ﾅｶﾔ ﾊﾙｶ 松本国際高

 3 林 眞由莉(2)  12:21.37 
ﾊﾔｼ ﾏﾕﾘ 松本国際高

スプリットタイム
   400m   1:23.93  1813 上條 佑依(1)
   800m   2:54.03   〃     〃 
  1000m   3:39.35   〃     〃 
  1200m   4:24.93   〃     〃 
  1600m   5:59.58   〃     〃 
  2000m   7:34.62   〃     〃 
  2400m   9:09.53   〃     〃 
  2600m   9:57.14   〃     〃 
  2800m  10:43.83   〃     〃 

女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1981

2  1813

1  1980



決勝 10月9日 15:10

長野県記録(PR)                  46.86                              市立長野高       2019/06/14  
                                      （綿貫 寧・唐澤 花実・田村 純菜・河田 璃音）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松本大  9030 根本 樹(2)     50.88 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾈﾓﾄ ﾐｷ
 9027 鈴木 陽世梨(3)

ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ
 9028 田中 愛(3)

ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ
 9031 柳澤 結月(2)

ﾔﾅｷﾞｻ ﾜﾕﾂｷ
 2   2 松商学園高(A)  1921 星野 沙羅(2)     52.02 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾎｼﾉ ｻﾗ
 1922 鷲山 芽生(1)

ﾜｼﾔﾏ ﾒｲ
 1919 赤羽 椛(2)

ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ
 1928 村松 美穂(1)

ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ
 3   6 松本美須々ヶ丘 1831 清水 輝(1)     55.37 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｼﾐｽﾞﾋｶﾙ
 1850 国本 凜(2)

ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ
 1833 望月 愛楓(1)

ﾓﾁｽﾞｷ ﾏﾅｶ
 1851 古谷 柚季(2)

ﾌﾙﾔ ﾕｽﾞｷ
    4 松商学園高(B)  1927 柳澤 優来(1)      

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾗ DQ
 1923 大井 日陽(1) R1(1-2)

ｵｵｲ ﾋﾅﾀ
 1925 藤倉 苺花(1)

ﾌｼﾞｸﾗ ｲﾁｶ
 1929 丸山 七夢(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅﾐ
    5 松本国際高      

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ DNS

    7 松本県ヶ丘高      
ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ DNS

女子

4×100m

決勝



決勝 10月9日  9:00

長野県記録(PR)                   6.41 湶 純江                      長野スズキ       1976/04/25  

 ３回の
 最高記録

小林 南実    x   5.05  5.55   5.55   5.49  5.44   x    5.55 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾐ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC         +0.0  +1.2   +1.2   +1.3  +0.1         +1.2
田中 愛(3)   4.97  4.98  4.87   4.98    -   4.83  4.85   4.98 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 松本大   +0.2  -0.2  +0.4   -0.2         -0.6  +1.3   -0.2
征矢 珠々(2)   4.79   x   4.95   4.95   4.88   x   4.89   4.95 
ｿﾔ ｽｽﾞ 松本国際高   +0.2        +0.6   +0.6   -0.2        +1.3   +0.6
吉村 葵(2)   4.77  4.94  4.88   4.94   4.48  4.77   -    4.94 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 松本大   +0.5  +0.1  +0.2   +0.1   -0.3  -1.2         +0.1
宍戸 美希(2)   4.00  4.31  4.32   4.32   4.23  4.25  4.50   4.50 
ｼｼﾄﾞ ﾐｷ 松本深志高   +0.2  +0.1  -0.2   -0.2   -0.2  -0.7  +1.1   +1.1
大井 日陽(1)   4.20  4.35  4.14   4.35   4.11  4.12  4.12   4.35 
ｵｵｲ ﾋﾅﾀ 松商学園高   +0.4  +1.1  +0.0   +1.1   -0.8  -1.4  +1.1   +1.1
簾田 たまみ(1)    x    x   3.84   3.84   4.12  3.96   x    4.12 
ﾐｽﾀﾞ ﾀﾏﾐ 松本国際高               -0.4   -0.4   +0.0  -1.0         +0.0
木村 莉央(1)    x    x   3.93   3.93   3.54  3.31  3.72   3.93 
ｷﾑﾗ ﾘｵ 松商学園高               +0.2   +0.2   +0.1  -1.0  +0.5   +0.2
柳澤 優来(1)   3.82  3.78   x    3.82             3.82 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾗ 松商学園高   -0.2  +0.5         -0.2                      -0.2

備考

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-

1 9  9010

2 7  9028

3 8  1979

4 5  9029

5 6  1784

6 2  1923

9 1  1927

7 3  1990

8 4  1924



決勝 10月9日 13:00

長野県記録(PR)                  57.17 山本 晴美                    長野市陸協       2001/06/08  

 ３回の
 最高記録

増澤 美優(3)
ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 松本国際高
望月 こはる(1)
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺﾊﾙ 松本美須々ヶ丘
福浦 涼音(2)
ﾌｸｳﾗ ｽｽﾞﾈ 松本国際高
一志 琉月(2)
ｲｯｼ ﾙﾅ 松本国際高
望月 愛楓(1)
ﾓﾁｽﾞｷ ﾏﾅｶ 松本美須々ヶ丘
五十嵐 千陽(2)
ｲｶﾞﾗｼ ﾁﾊﾙ 松本美須々ヶ丘
大久保 優衣(1)
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲ 松商学園高

 14.35  13.83  13.83  14.35 13.93   x

  21.13  16.53 13.67   x

7 2  1926
 13.00 12.72

   x
6 4  1852

   x  16.70

 21.13 

 25.49 

4 3  1977
 20.45

5 1  1833

 15.39  15.39    x  16.83  16.83 

 20.66   x  21.13

2 6  1832
 25.62

 21.82

 25.28

 21.82 

 23.61  23.61  25.49 24.58 24.04

 21.05  21.82    x    x

   x

 18.11

3 5  1983
   x   8.51

 23.40

 39.97 
1 7  2499

 39.97 37.23

 24.33  25.62  25.70 22.73  25.70 

 33.23  39.97  39.91 39.33

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-



予選 10月9日 11:45
決勝 10月9日 13:30

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

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.4

 1 岩間 優里(1)     14.27 Q  1 酒井 結菜(2)     14.30 Q
ｲﾜﾏ ﾕｳﾘ 松島中 ｻｶｲ ﾕｲﾅ 波田中

 2 大吉原 萌花(1)     14.46 Q  2 大久保 美妃(1)     14.94 Q
ｵｵﾖｼﾊﾗ ﾓｶ 旭町中 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷ 松島中

 3 加島 さわ(1)     14.95  3 小松 悠莉(1)     15.09 
ｶｼﾏ ｻﾜ 女鳥羽中 ｺﾏﾂ ﾕｳﾘ 鎌田中

 4 赤塚 菜々子(2)     15.13  4 市川 姫璃(1)     15.60 
ｱｶﾂｶ ﾅﾅｺ 信明中 ｲﾁｶﾜ ﾋﾏﾘ 信明中

 5 栗林 美怜(3)     15.37  5 川上 愛依(1)     15.68 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ 松本秀峰 ｶﾜｶﾐ ﾒｲ 筑摩野中

 6 金子 愛和(1)     15.82  6 金井 千紗(2)     15.97 
ｶﾈｺ ｱｲﾅ 筑摩野中 ｶﾅｲ ﾁｻ 山辺中

 7 河合 凜(1)     16.45  7 刀根 純鈴(1)     16.46 
ｶﾜｲ ﾘﾝ 菅野中 ﾄﾈ ｽﾐﾚ 菅野中

  飯ヶ濱 史乃(2)        丸山 千佳(2)      
ｲｲｶﾞﾊﾏ ｼﾉ 山辺中 ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ 旭町中

[ 3組] 風速 +0.9

 1 川舩 菜々椛(2)     13.41 Q
ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ 松島中

 2 松本 愛美(1)     14.56 Q
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 信明中

 3 吉江 向日葵(2)     14.68 q
ﾖｼｴ ﾋﾏﾜﾘ 菅野中

 4 黒田 さつき(1)     14.75 q
ｸﾛﾀﾞｻﾂｷ 筑摩野中

 5 赤羽 浬(2)     15.04 
ｱｶﾊﾈ ｶｲﾘ 高綱中

 6 倉沢 亜椰(1)     15.26 
ｸﾗｻﾜ ｱﾔ 鉢盛中

  倉田 みのり(1)      
ｸﾗﾀ ﾐﾉﾘ 松本秀峰

風速 +0.4

 1 川舩 菜々椛(2)     13.35 
ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ 松島中

 2 酒井 結菜(2)     14.25 
ｻｶｲ ﾕｲﾅ 波田中

 3 大吉原 萌花(1)     14.46 
ｵｵﾖｼﾊﾗ ﾓｶ 旭町中

 4 岩間 優里(1)     14.56 
ｲﾜﾏ ﾕｳﾘ 松島中

 5 吉江 向日葵(2)     14.61 
ﾖｼｴ ﾋﾏﾜﾘ 菅野中

 6 松本 愛美(1)     14.78 
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 信明中

 7 黒田 さつき(1)     14.84 
ｸﾛﾀﾞｻﾂｷ 筑摩野中

 8 大久保 美妃(1)     15.00 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷ 松島中

8  7093

2  7230

9  7006

3  7247

5  7415

7  7067

6  7092

DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  7090

8  7190

6  7426

4  7511

2  7006

7  7230

5  7247

3  7090

7  7233 2  7201

9  7064

9  7002 3  7003

DNS DNS

2  7243 7  8707

8  8705

3  7518 8  7241

中学女子

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  qR：救済による通過者

順

5  7299 4  6995

4  7092 6  7415

6  7067 5  7093

順 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



決勝 10月9日 13:15

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

風速 +0.6

 1 川舩 菜々椛(2)     27.83 
ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ 松島中

 2 黒田 稀和美(2)     29.69 
ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ 波田中

 3 井上 莉乃(2)     30.23 
ｲﾉｳｴ ﾘﾉ 鉢盛中

 4 堰免 美桜(2)     31.24 
ｾｷﾞﾒﾝ ﾐｵ 高綱中

 5 滝澤 瑛莉奈(2)     32.11 
ﾀｷｻﾞﾜ ｴﾘﾅ 高綱中

 6 三石 陽夏梨(1)     32.16 
ﾐﾂｲｼ ﾋｶﾘ 菅野中

 7 大森 美優(1)     32.25 
ｵｵﾓﾘ ﾐﾕｳ 菅野中

 8 深澤 愛華(2)     33.11 
ﾌｶｻﾜ ｱｲｶ 信明中

 9 伊藤 未侑(2)     33.91 
ｲﾄｳ ﾐｳ 山辺中

決勝 10月9日 12:15

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

[ 1組] [ 2組]

 1 麻原 柚藍(2)   2:39.30  1 森田 華音(2)   2:29.75 
ｱｻﾊﾗ ﾕﾗ 鉢盛中 ﾓﾘﾀ ｶｵﾝ 波田中

 2 中村 愛里(2)   2:40.03  2 宮澤 柚羽(2)   2:50.83 
ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾘ 菅野中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ 筑摩野中

 3 澤田 ひより(1)   2:56.36  3 有馬 奈千花(1)   2:52.00 
ｻﾜﾀﾞ ﾋﾖﾘ 旭町中 ｱﾘﾏ ﾅﾁｶ 菅野中

 4 宮本 愛渚(1)   2:57.13  4 黒田 暖乃(1)   3:02.38 
ﾐﾔﾓﾄ ｱｲﾅ 菅野中 ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾉ 信明中

 5 赤羽 七緒(2)   3:00.10  5 上條 凛希華(1)   3:02.96 
ｱｶﾊﾈ ﾅｵ 筑摩野中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾐﾅ 旭町中

 6 北島 昊奈(2)   3:00.10   倉田 みのり(1)      
ｷﾀｼﾞﾏ ｿﾗﾅ 山辺中 ｸﾗﾀ ﾐﾉﾘ 松本秀峰

スプリットタイム スプリットタイム
   200m     35.29  7444 麻原 柚藍(2)    200m     34.96  7416 森田 華音(2)
   400m   1:14.08   〃     〃    400m   1:11.96   〃     〃 
   600m   1:57.52   〃     〃    600m   1:51.15   〃     〃 

   1 森田 華音(2) 波田中     2:29.75   2   1
   2 麻原 柚藍(2) 鉢盛中     2:39.30   1   1
   3 中村 愛里(2) 菅野中     2:40.03   1   2
   4 宮澤 柚羽(2) 筑摩野中     2:50.83   2   2
   5 有馬 奈千花(1) 菅野中     2:52.00   2   3
   6 澤田 ひより(1) 旭町中     2:56.36   1   3
   7 宮本 愛渚(1) 菅野中     2:57.13   1   4
   8 赤羽 七緒(2) 筑摩野中     3:00.10   1   5
   8 北島 昊奈(2) 山辺中     3:00.10   1   6
  10 黒田 暖乃(1) 信明中     3:02.38   2   4
  11 上條 凛希華(1) 旭町中     3:02.96   2   5
    倉田 みのり(1) 松本秀峰 DNS   2    

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

6  7200 5  7009

氏  名 所属名 記録／備考
6  7416

ﾚｰﾝ No.

4  7231 7  7269

7  7444

5  7263 2  7068

2  7069 4  7237

組 順位
 7416

 8704

 7444

3.00.097 DNS

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

中学女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ

 7009
 7068
 7511

 7231
 7269
 7237
 7069
 7200
 7263

記録 備考

3  8704 3  7511
3.00.095

中学女子

800m

No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  7192

2  7090

1  7417

8  7239

3  7446

7  7191

5  7155

4  7238

6  7001



決勝 10月9日 14:30

長野県中学記録(CR)            9:25.24 玉城 かんな                  川中島           2011/09/24  

 1 杉本 由乃香(2)  11:05.79 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾉｶ 女鳥羽中

 2 高橋 莉子(1)  11:30.77 
ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 菅野中

 3 上野 友衣奈(1)  12:38.80 
ｳｴﾉ ﾕｲﾅ 筑摩野中

 4 小幡 歩季(1)  14:00.73 
ｵﾊﾞﾀ ｱﾕｷ 山辺中

  山口 愛菜(3)      
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾅ 菅野中

スプリットタイム
   400m   1:22.76  7294 杉本 由乃香(2)
   800m   2:51.03   〃     〃 
   100m   3:35.41   〃     〃 
  1200m   4:20.05   〃     〃 
  1600m   5:50.21   〃     〃 
  2000m   7:21.40   〃     〃 
  2400m   8:52.39   〃     〃 
  2600m   9:38.08   〃     〃 
  2800m  10:22.50   〃     〃 

決勝 10月9日 13:55

長野県中学記録(CR)              13.96 並木 彩華                    野沢             2022/08/20  

風速 +0.5

 1 降籏 瑞菜(2)     18.31 
ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾅ 松島中

 2 長岡 佑夏(2)     18.56 
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｶ 高綱中

 3 春日 咲華(1)     19.91 
ｶｽｶﾞ ｻｲｶ 菅野中

 4 小野田 結衣(1)     20.75 
ｵﾉﾀﾞ ﾕｲ 信明中

 5 横尾 菜月(1)     21.17 
ﾖｺｵ ﾅﾂｷ 信明中

 6 藤田 歩華(1)     21.34 
ﾌｼﾞﾀ ｱﾕｶ 波田中

 7 中田 りこ(1)     21.74 
ﾅｶﾀ ﾘｺ 松島中

  丸山 美咲(1)      
ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｷ 山辺中

  大塚 琉良(1)      
ｵｵﾂｶ ﾙｲ 信明中

8  7091

3  7189

中学女子

100mH(0.762-8.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  7235

1  7005

DNS

2  7094

7  7152
DQ(H4)

9  7004

5  7008

4  7408

中学女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7294

5  7234

1  7226
DNS

3  7244

2  7154



決勝 10月9日 14:55

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）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 松島中  7092 岩間 優里(1)     56.56 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｲﾜﾏ ﾕｳﾘ
 7091 降籏 瑞菜(2)

ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾅ
 7093 大久保 美妃(1)

ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷ
 7090 川舩 菜々椛(2)

ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ
 2   3 波田中  7408 藤田 歩華(1)     56.95 

ﾊﾀﾁｭｳ ﾌｼﾞﾀ ｱﾕｶ
 7416 森田 華音(2)

ﾓﾘﾀ ｶｵﾝ
 7415 酒井 結菜(2)

ｻｶｲ ﾕｲﾅ
 7417 黒田 稀和美(2)

ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ
 3   8 信明中  7002 赤塚 菜々子(2)     57.45 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｱｶﾂｶ ﾅﾅｺ
 7006 松本 愛美(1)

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ
 7000 末長 璃子(2)

ｽｴﾅｶﾞ ﾘｺ
 7019 飯沼 日和(2)

ｲｲﾇﾏ ﾋﾖﾘ
 4   6 高綱中  7192 滝澤 瑛莉奈(2)     58.41 

ﾀｶﾂﾅ ﾀｷｻﾞﾜ ｴﾘﾅ
 7195 長岡 香歩(2)

ﾅｶﾞｵｶ ｶﾎ
 7189 長岡 佑夏(2)

ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｶ
 7190 赤羽 浬(2)

ｱｶﾊﾈ ｶｲﾘ
 5   5 菅野中  7239 三石 陽夏梨(1)     58.58 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾐﾂｲｼ ﾋｶﾘ
 7230 吉江 向日葵(2)

ﾖｼｴ ﾋﾏﾜﾘ
 7238 大森 美優(1)

ｵｵﾓﾘ ﾐﾕｳ
 7231 中村 愛里(2)

ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾘ
 6   7 山辺中  7150 浅村 思芭(2)   1:00.18 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｱｻﾑﾗ ｺﾄﾊ
 7164 重田 真優(2)

ｼｹﾞﾀ ﾏﾕ
 8707 金井 千紗(2)

ｶﾅｲ ﾁｻ
 7155 伊藤 未侑(2)

ｲﾄｳ ﾐｳ
 7   2 筑摩野中(B)  7269 宮澤 柚羽(2)   1:01.12 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ
 7240 植原 結月(1)

ｳｴﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ
 7263 赤羽 七緒(2)

ｱｶﾊﾈ ﾅｵ
 7244 上野 友衣奈(1)

ｳｴﾉ ﾕｲﾅ
 8   4 筑摩野中(A)  7243 金子 愛和(1)   1:02.70 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ｶﾈｺ ｱｲﾅ
 7247 黒田 さつき(1)

ｸﾛﾀﾞｻﾂｷ
 7242 角入 美羽(1)

ｶﾄﾞｲﾘ ﾐﾊﾈ
 7241 川上 愛依(1)

ｶﾜｶﾐ ﾒｲ

中学女子

4×100m

決勝



決勝 10月9日  9:00

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

鈴木 文乃(2)
ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾉ 鎌田中
黒田 稀和美(2)
ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ 波田中
久保田 陽菜(2)
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅ 信明中
木之下 來望(1)
ｷﾉｼﾀ ｸﾙﾐ 鎌田中
原 柚葉(2)
ﾊﾗ ﾕｽﾞﾊ 山辺中

決勝 10月9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

浅村 思芭(2)
ｱｻﾑﾗ ｺﾄﾊ 山辺中
濵 萌羽(1)
ﾊﾏ ﾒｲ 鉢盛中
藤田 歩華(1)
ﾌｼﾞﾀ ｱﾕｶ 波田中
酒井 結菜(2)
ｻｶｲ ﾕｲﾅ 波田中
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決勝 10月9日  9:00

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

 ３回の
 最高記録

加島 さわ(1)   4.12  4.12  4.33   4.33   3.85  4.14   x    4.33 
ｶｼﾏ ｻﾜ 女鳥羽中   +0.0  +0.6  +0.3   +0.3   -0.1  -0.8         +0.3
飯沼 日和(2)    x   4.27   x    4.27   4.09  3.53  4.10   4.27 
ｲｲﾇﾏ ﾋﾖﾘ 信明中         +0.9         +0.9   +0.8  -0.6  +1.4   +0.9
長岡 香歩(2)    x   4.16  3.94   4.16   4.12   x   4.00   4.16 
ﾅｶﾞｵｶ ｶﾎ 高綱中         +0.9  +0.7   +0.9   +0.9        +1.2   +0.9
末長 璃子(2)   3.85   x   3.95   3.95   3.91  3.71   x    3.95 
ｽｴﾅｶﾞ ﾘｺ 信明中   -0.7        +0.2   +0.2   +1.2  -0.1         +0.2
重田 真優(2)   3.89  3.86  3.85   3.89   3.90  3.84  3.73   3.90 
ｼｹﾞﾀ ﾏﾕ 山辺中   -0.5  +1.1  +0.2   -0.5   +1.3  +0.8  +1.5   +1.3
降籏 瑞菜(2)   3.64  3.65  3.83   3.83   3.66  3.70  3.68   3.83 
ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾅ 松島中   -0.7  +1.1  +0.5   +0.5   +0.1  +1.2  +1.4   +0.5
植原 結月(1)   3.56  3.64  3.48   3.64   3.52  3.51  3.74   3.74 
ｳｴﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 筑摩野中   -0.5  +0.5  +0.8   +0.5   -0.3  +1.9  +1.4   +1.4
渡邉 采香(1)   3.39  3.51  3.36   3.51   3.33  3.52  3.32   3.52 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲｶ 旭町中   -0.3  +0.9  +0.0   +0.9   -0.3  +0.8  +0.7   +0.8
田村 莉湖(2)    x   3.43   x    3.43             3.43 
ﾀﾑﾗ ﾘｺ 筑摩野中         +0.5         +0.5                      +0.5
濵 萌羽(1)   2.94  2.96  3.32   3.32             3.32 
ﾊﾏ ﾒｲ 鉢盛中   -0.2  -0.5  +0.7   +0.7                      +0.7
宮本 栞奈(1)    x   3.12  3.11   3.12             3.12 
ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾅ 鎌田中         -0.6  +1.2   -0.6                      -0.6
市川 志桜里(1)   3.05  3.05  3.08   3.08             3.08 
ｲﾁｶﾜ ｼｵﾘ 山辺中   -0.4  -0.2  +0.8   +0.8                      +0.8

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-

1 11  7299

2 12  7019

3 7  7195

4 9  7000

5 10  7164

6 8  7091

7 6  7240

8 5  7071

9 4  7268

10 2  7429

11 1  6998

12 3  7151



決勝 10月9日  9:30

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

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.4

 1 陳 美妃(6)     15.63  1 松井 杏菜(6)     15.03 
ﾁﾝ ﾐﾋ 並柳小 ﾏﾂｲ ｱﾝﾅ 並柳小

 2 真壁 美羽(6)     16.42  2 黒岩 美月(6)     16.23 
ﾏｶﾍﾞ ﾐｳ 波田小 ｸﾛｲﾜ ﾐﾂﾞｷ 波田小

 3 真瀬垣 梨(4)     16.78  3 窪田 梓(6)     16.45 
ﾏｾｶﾞｷ ﾘﾝ Mt.RexTC ｸﾎﾞﾀ ｱｽﾞｻ 芝沢小

 4 川舩 友萌乃(5)     17.06  4 大塚 葵(4)     16.72 
ｶﾜﾌﾈ ﾕﾒﾉ 島内小 ｵｵﾂｶ ｱｵｲ 島内小

 5 西村 佳菜(4)     17.17  5 丸山 莉琉(4)     18.47 
ﾆｼﾑﾗ ｶﾅ 岡田小 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾙ 岡田小

 6 濵 結月(4)     21.09  6 小岩井 奈津(4)     18.60 
ﾊﾏ ﾕﾂﾞｷ 島立小 ｺｲﾜｲ ﾅﾂ 山辺小

  塚田 華帆(6)       7 松島 璃央(4)     18.92 
ﾂｶﾀﾞ ｶﾎ 芳川小 ﾏﾂｼﾏ ﾘｵ 二子陸上

[ 3組] 風速 -0.8 [ 4組] 風速 +0.9

 1 小倉 唯(6)     15.83  1 森元 希(5)     14.37 
ｵｸﾞﾗ ﾕｲ 菅野小 ﾓﾘﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 島立小

 2 芳賀 美空(5)     16.49  2 大槻 ももか(6)     15.70 
ﾊｶﾞ ﾐｿﾗ 芝沢小 ｵｵﾂｷ ﾓﾓｶ 菅野小

 3 清水 里桜(5)     16.54  3 百瀬 陽愛(6)     16.63 
ｼﾐｽﾞ ﾘｵ 波田小 ﾓﾓｾ ﾊﾙﾅ 中山小

 4 林 香桜(5)     16.57  4 秋山 咲(5)     16.76 
ﾊﾔｼ ｶﾚﾝ 島内小 ｱｷﾔﾏ ｻｷ 清水小

 5 三沢 華乃(5)     16.73  5 青沼 ひかり(4)     18.37 
ﾐｻﾜ ｶﾉ 芳川小 ｱｵﾇﾏ ﾋｶﾘ 芝沢小

 6 松井 美優希(5)     17.03   髙橋 結夏(5)      
ﾏﾂｲ ﾐﾕｷ 並柳小 ﾀｶﾊｼ ﾕｲｶ 開明

  柏原 優子(4)        宮坂 世莉(4)      
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｺ 岡田小 ﾐﾔｻｶ ｾﾘ 二子陸上

   1 森元 希(5) 島立小     14.37 (+0.9)   4   1
   2 松井 杏菜(6) 並柳小     15.03 (+0.4)   2   1
   3 陳 美妃(6) 並柳小     15.63 (+0.6)   1   1
   4 大槻 ももか(6) 菅野小     15.70 (+0.9)   4   2
   5 小倉 唯(6) 菅野小     15.83 (-0.8)   3   1
   6 黒岩 美月(6) 波田小     16.23 (+0.4)   2   2
   7 真壁 美羽(6) 波田小     16.42 (+0.6)   1   2
   8 窪田 梓(6) 芝沢小     16.45 (+0.4)   2   3
   9 芳賀 美空(5) 芝沢小     16.49 (-0.8)   3   2
  10 清水 里桜(5) 波田小     16.54 (-0.8)   3   3
  11 林 香桜(5) 島内小     16.57 (-0.8)   3   4
  12 百瀬 陽愛(6) 中山小     16.63 (+0.9)   4   3
  13 大塚 葵(4) 島内小     16.72 (+0.4)   2   4
  14 三沢 華乃(5) 芳川小     16.73 (-0.8)   3   5
  15 秋山 咲(5) 清水小     16.76 (+0.9)   4   4
  16 真瀬垣 梨(4) Mt.RexTC     16.78 (+0.6)   1   3
  17 松井 美優希(5) 並柳小     17.03 (-0.8)   3   6
  18 川舩 友萌乃(5) 島内小     17.06 (+0.6)   1   4
  19 西村 佳菜(4) 岡田小     17.17 (+0.6)   1   5
  20 青沼 ひかり(4) 芝沢小     18.37 (+0.9)   4   5
  21 丸山 莉琉(4) 岡田小     18.47 (+0.4)   2   5
  22 小岩井 奈津(4) 山辺小     18.60 (+0.4)   2   6
  23 松島 璃央(4) 二子陸上     18.92 (+0.4)   2   7
  24 濵 結月(4) 島立小     21.09 (+0.6)   1   6
    塚田 華帆(6) 芳川小          (+0.6) DNS   1    
    柏原 優子(4) 岡田小          (-0.8) DNS   3    
    髙橋 結夏(5) 開明          (+0.9) DNS   4    
    宮坂 世莉(4) 二子陸上          (+0.9) DNS   4    

8    85 5    83
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決勝 10月9日 10:50

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

 1 赤羽 花菜(6)   3:35.63 
ｱｶﾊﾈ ｶﾅ 岡田小

 2 鈴木 絆(6)   3:36.22 
ｽｽﾞｷ ｷｽﾞﾅ 鎌田小

 3 有馬 陽愛(5)   3:52.06 
ｱﾘﾏ ﾋﾅ 菅野小

 4 浅輪 日愛(5)   3:53.76 
ｱｻﾜ ﾋﾖﾘ 鎌田小

 5 山田 純菜(4)   3:57.91 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾅ 岡田小

 6 簾田 あんな(6)   3:58.17 
ﾐｽﾀﾞ ｱﾝﾅ 清水小

 7 青木 花(5)   3:58.41 
ｱｵｷ ﾊﾅ 並柳小

 8 田原 禾梢(4)   3:58.67 
ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｴ 並柳小

 9 臼井 美優菜(5)   4:06.33 
ｳｽｲ ﾐﾕﾅ 鎌田小

10 西村 美緒(4)   4:06.69 
ﾆｼﾑﾗ ﾐｵ 並柳小

11 塚本 久和(4)   4:12.91 
ﾂｶﾓﾄ ﾋﾖﾘ 芳川小

12 清澤 香凛(4)   4:20.77 
ｷﾖｻﾜ ｶﾘﾝ 芝沢小

13 中村 樹里(6)   4:23.48 
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾘ 菅野小

14 杉本 泉(5)   4:26.82 
ｽｷﾞﾓﾄ ｲｽﾞﾐ 岡田小

15 栁澤 心陽(4)   4:34.07 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺﾊﾙ 芳川小

16 田中 佐和(4)   4:34.10 
ﾀﾅｶ ｻﾜ 芝沢小

17 髙比良 柚衣(6)   5:14.16 
ﾀﾊﾋﾗ ﾕｲ 芝沢小

スプリットタイム
   200m     39.65    16 赤羽 花菜(6)
   400m   1:21.17   〃     〃 
   600m   2:06.78   〃     〃 
   800m   2:50.89   〃     〃 

小学女子
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3    42
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