
：

： 令和4年6月4日（土）
： 長野県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会

中信地区中学校体育連盟
： 長野県教育委員会、中信地区各市町村教育委員会

中信地区市町村教育委員会連絡協議会
中信地区各郡市陸上協会

： 中信地区中学校体育連盟
： 荒井　洋光
： 百瀬　貴(ﾄﾗｯｸ・混成)　田澤　稔(フィールド)

記録・情報主任 ： 中塚　渓滋

◆ この大会で樹立された記録

◆ 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

◆ 失格の理由を示す略号の説明

大会コード 22174004

第61回長野県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選

兼　第72回中信地区中学校陸上競技大会

総　　　　務
審　判　長

月日 男女 種目 ラウンド

記　録　集
期　　　　日
会　　　　場
主　　　　催

後　　　　援

主　　　　管

記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考
6/4 女子共通 棒高跳 決勝 2m90 谷川　慶奈 山辺 2ｍ60
6/4 女子3年 100ｍ 決勝 12秒14 寺平　祈愛

4分32秒49

6/4(土) 記号 　内容 　備考

木祖 12秒37
6/4 男子1年 1500m 決勝 4分25秒81 永田　航大 波田

○ 成功・有効試技 走高跳・棒高跳

9:00 晴れ 20.0 38.0 北 2.4 ×
時刻 天候 気温 湿度 風向 風速m/s

失敗・無効試技

10:00 晴れ 21.0 42.0 南 1.4 － パス

12:00 晴れ 23.0 41.0 東 1.8
11:00 晴れ 21.0 42.0 東 1.4 ｒ 試合放棄

14:00 晴れ 24.5 37.0 南 1.0
13:00 晴れ 24.0 43.0 南 1.4

16:00 晴れ 24.0 43.0 東 1.0
15:00 晴れ 24.5 43.0 西 0.5

略号 　内　容 Rules
T3 縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った/歩いた TR173.2
T4 ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った TR17.5
T8 手や体、振り上げ脚の上側でハードルを倒した TR22.6.2
T9 自分または他のレーンのハードルを倒したり移動させて妨害した TR22.6.3

R1
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

TR24.7
()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



第61回中信中学校総合体育大会　陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 百瀬　貴

主催：中信地区中学校体育連盟・中信地区陸上競技協会 跳躍審判長 田澤　稔
投てき審判長 田澤　稔

【開催日】 2022年6月4日(土) 記録主任 中塚　渓滋

【主催団体】 中信地区中学校体育連盟・中信地区陸上競技協会 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

 6/ 4 女子共通  +0.8 岩下 美波 27.34 梨子田 乃々果 28.00 小林 星那 28.27 柴田 奈々 28.33 藤田 倖歩 28.44 米山 心翔 28.63 横内 美結 28.74 小林 美優 28.94
200m 堀金 北安松川 穂高西 開成 波田 菅野 豊科北 塩尻広陵

 6/ 4 森田 華音 2:25.23 宮島 日向子 2:29.56 中谷 凛 2:33.33 宮川 千依 2:35.38 真野 結奈 2:39.03 中村 愛里 2:40.01 林 姫都香 2:40.28 麻原 柚藍 2:40.72
800m 波田 山辺 堀金 山辺 豊科北 菅野 山辺 鉢盛

 6/ 4 白澤 加菜 4:58.26 杉本 由乃香 4:59.56 清沢 好 5:28.13 高橋 莉子 5:29.66 庄田 桃子 5:32.31 酒井 恵那 5:35.25 橋本 美優 5:38.43 山口 愛菜 5:40.76
1500m 三郷 女鳥羽 鉢盛 菅野 筑摩野 女鳥羽 塩尻広陵 菅野

 6/ 4 阪 真琴 15.23 古畑 ゆずほ 16.57 倉田 葵衣 山辺 17.78 石橋 薫 17.80 木村 湊 17.90 加藤 鈴亜 18.17 渡辺 菜月 18.76
100mH(0.762-

8.0m) 塩尻広陵 松島 丸山 真愛 堀金 高綱 豊科北 丘 三郷
 6/ 4 金丸 未来乃 1.45 柿澤 由那 1.40 宮入 心奈 1.40 原 柚葉 1.40 長瀬 未空 1.35 白澤 梛々穂 1.35 大澤 日向 1.35 池田 有津柚 1.30

走高跳 丸ﾉ内 丸ﾉ内 開成 山辺 塩尻広陵 穂高東 鎌田 鎌田
柗澤 花
鎌田

 6/ 4 谷川 慶奈 2.90 飯ｹ濱 史乃 山辺 2.30
棒高跳 山辺 GR 唐澤 結香 三郷

 6/ 4 北沢 真輝 10.71 栗林 紗菜 9.89 高橋 琉姫 8.88 松岡 凛 8.23 本道 優香 8.23 中島 杏采 8.14 浅村 思芭 8.13 百瀬 心結 7.93

砲丸投(2.721kg) 北安松川 豊科北 松島 鎌田 山辺 堀金 山辺 波田
 6/ 4 堀金       51.96 木祖       52.51 開成       52.88 鎌田       53.37 塩尻広陵       53.61 松島       53.72 波田       53.92 豊科北       54.19

4×100m 宮澤 咲歩 山路 凜香 宮入 心奈 大澤 日向 佐口 あい 召田 育利 藤田 倖歩 木村 湊
岩下 美波 森下 つぼ実 柴田 奈々 柗澤 花 阪 真琴 川舩 菜々椛 黒田 稀和美 横内 美結
中谷 凛 古井 はるか 堀内 杏菜 多田 優梛 島田 さつき 中川 結菜 酒井 結菜 岩﨑 未空
指方 柚 寺平 祈愛 市川 凜子 望月 咲耶 小林 美優 古畑 ゆずほ 中野 瑛理南 堀金 里菜

 6/ 4 長村 梨夢 1765 島田 さつき 1688 髙原 紅葉 1519
四種競技 鉢盛 塩尻広陵 白馬

 6/ 4 女子1年  -3.7 浅野 雫 14.34 大吉原 萌花 14.81 一本木 菜奈子 14.83 百瀬 心音 15.12 奥原 由結 15.13 貫井 みりあ 15.15 出羽 彩遥 15.45 小柳 珠々 15.61
100m 仁科台 旭町 丘 塩尻広陵 塩尻広陵 穂高西 丘 高瀬

 6/ 4 加島 さわ 4.17(+2.0) 小平 百葉 3.90(+2.6) 駒井 柚希 3.82(+0.8) 青木 紅心 3.73(+1.6) 德武 歩 3.63(-1.1) 清水 希愛 3.58(-1.4) 小林 杏由美 3.54(-0.7) 小林 穂乃花 3.49(+0.5)
走幅跳 女鳥羽 堀金 開成 木祖 木曽町 丘 豊科南 穂高東

 6/ 4 女子2年  -2.3 中村 波南 13.33 川舩 菜々椛 13.58 市川 凜子 13.85 住 百合恵 14.10 黒田 稀和美 14.31 多田 優梛 14.49 西澤 美聡 14.54 丸山 千佳 14.71
100m 大町第一 松島 開成 鉢盛 波田 鎌田 仁科台 旭町

 6/ 4 女子3年  -0.9 寺平 祈愛 12.14 指方 柚 13.30 望月 咲耶 13.61 宮澤 穂香 13.67 関野 由依 13.87 堀内 杏菜 13.93 横澤 咲蘭 14.06 鎌倉 もも 14.32
100m 木祖 GR 堀金 鎌田 白馬 清水 開成 北安松川 穂高東

 6/ 4 女子1･2年 仁科台       56.08 開成       57.43 塩尻広陵       57.53 高瀬       57.63 堀金       58.53 松島       58.76 豊科南       59.64 鉢盛
4×100m 長澤 莉緒 多山 宇芽 伊藤 里桜 小坂 康子 内田 凛音 中田 りこ 小林 杏由美 濵 萌羽

瀬戸口 心 安坂 成瑠美 百瀬 心音 浅原 あん奈 村上 仁衣菜 降籏 瑞菜 鳥羽 菜々子 麻原 柚藍
浅野 雫 鈴木 愛理 奥原 由結 小柳 珠々 村上 陽世莉 大久保 美妃 宮澤 瞳 新井 愛子
西澤 美聡 中村 みゆ 篠原 史夏 板花 菜生 小平 百葉 岩間 優里 中野 風羽 中村 有理

 6/ 4 女子2･3年 森下 つぼ実 4.99(+0.3) 小口 絵理奈 4.56(-1.2) 梶川 さくら 4.53(-1.8) 降旗 沙英 4.40(+1.5) 手塚 葵理 4.37(-1.0) 塩川 乃愛 4.35(-0.9) 村越 千早 4.20(-0.3) 国本 璃子 4.10(-0.4)
走幅跳 木祖 開成 山辺 梓川 波田 鉢盛 小谷 丸ﾉ内

59.66



予選 6月4日 10:35
決勝 6月4日 13:05

長野県中学記録(CR)              11.98 寺平 祈愛                    木祖             2021/07/03  
大会記録(GR)                    13.00 森本　知隼                   塩尻             2012        

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +1.0

 1 浅野 雫 仁科台     13.64 q  1 貫井 みりあ 穂高西     14.52 q
ｱｻﾉ ｼｽﾞｸ ﾇｸｲ ﾐﾘｱ

 2 出羽 彩遥 丘     14.62 q  2 小柳 珠々 高瀬     14.71 q
ﾃﾞﾜ ｱｽﾐ ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾞ

 3 萩原 優美 小谷     14.78  3 木村 玲 信大附属松本     14.96 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾐ ｷﾑﾗ ﾚｲ

 4 大久保 美妃 松島     15.20  4 小日向 逢 大町第一     15.37 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷ ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｲ

 5 松本 愛美 信明     15.21  5 瀬戸口 心 仁科台     15.47 
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ ｾﾄｸﾞﾁ ｼﾝ

 6 山下 夏乃 梓川     15.22  6 奥原 愛梨 大野川     15.65 
ﾔﾏｼﾀ ｶﾉ ｵｸﾊﾗ ｱｲﾘ

 7 槌市 莉子 大町第一     15.35  7 坂上 舞桜 高綱     15.78 
ﾂﾁｲﾁ ﾘｺ ｻｶｶﾞﾐ ﾏｵ

 8 服部 希星 女鳥羽     15.78  8 川上 愛依 筑摩野     15.82 
ﾊｯﾄﾘ ｷﾗﾗ ｶﾜｶﾐ ﾒｲ

 9 奥谷 柚香 木祖     17.16  9 大塚 知紗 開成     17.30 
ｵｸﾀﾆ ﾕｽﾞｶ ｵｵﾂｶ ﾁｻ

[ 3組] 風速 +2.6 [ 4組] 風速 -0.1

 1 百瀬 心音 塩尻広陵     14.74 q  1 大吉原 萌花 旭町     14.24 q
ﾓﾓｾ ｺｺﾈ ｵｵﾖｼﾊﾗ ﾓｶ

 2 上條 凛希華 旭町     15.20  2 村上 仁衣菜 堀金     14.95 
ｶﾐｼﾞｮｳ　ﾋﾐﾅ ﾑﾗｶﾐ ﾆｲﾅ

 3 山﨑 ののは 大野川     15.30  3 太田 千歩 高綱     14.95 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾉﾊ ｵｵﾀ ﾁﾎ

 4 小林 奈乎 鎌田     15.32  4 多山 宇芽 開成     15.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｺ ﾀﾔﾏ ｳﾒ

 5 小坂 康子 高瀬     15.35  5 小松 悠莉 鎌田     15.25 
ｺｻｶ ｺｳｺ ｺﾏﾂ ﾕｳﾘ

 6 市川 姫璃 信明     15.50  6 金子 愛和 筑摩野     15.89 
ｲﾁｶﾜ ﾋﾏﾘ ｶﾈｺ ｱｲﾅ

 7 田畑 胡桃 三郷     15.83  7 藤田 歩華 波田     16.14 
ﾀﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ ﾌｼﾞﾀ ｱﾕｶ

 8 小岩井 友結 女鳥羽     16.33  8 大森 美優 菅野     16.14 
ｺｲﾜｲ ﾕｲ ｵｵﾓﾘ ﾐﾕｳ

[ 5組] 風速 -1.2

 1 一本木 菜奈子 丘     14.13 q
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾅﾅｺ

 2 奥原 由結 塩尻広陵     14.56 q
ｵｸﾊﾗ ﾕｲ

 3 村上 陽世莉 堀金     14.75 
ﾑﾗｶﾐ ﾋﾖﾘ

 4 中田 りこ 松島     14.92 
ﾅｶﾀ ﾘｺ

 5 坂岩 深央 木祖     16.37 
ｻｶｲﾜ ﾐｵ

 6 髙山 海凪 梓川     17.47 
ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅｷﾞ

  草本 にこら 白馬      
ｸｻﾓﾄ ﾆｺﾗ

  倉沢 亜椰 鉢盛      
ｸﾗｻﾜ ｱﾔ

3  6828
DNS

4  7426
DNS

8  6268

2  7376

6  6674

9  7094

5  6467

7  6491

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  7282 7  7238

7  6732 3  7408

9  7003 9  7243

4  6749 8  6995

6  6997 5  7123

8  7336 2  7197

3  7068 4  6678

5  6493 6  7067
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

1  6267 7  7119

3  7280 9  7241

9  6888 8  7198

8  7378 1  7335

7  7006 6  6893

5  7093 3  6870

2  6850 5  7475

6  6466 2  6750

4  6892 4  6590
記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子1年

100m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



風速 -3.7

 1 浅野 雫 仁科台     14.34 
ｱｻﾉ ｼｽﾞｸ

 2 大吉原 萌花 旭町     14.81 
ｵｵﾖｼﾊﾗ ﾓｶ

 3 一本木 菜奈子 丘     14.83 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾅﾅｺ

 4 百瀬 心音 塩尻広陵     15.12 
ﾓﾓｾ ｺｺﾈ

 5 奥原 由結 塩尻広陵     15.13 
ｵｸﾊﾗ ﾕｲ

 6 貫井 みりあ 穂高西     15.15 
ﾇｸｲ ﾐﾘｱ

 7 出羽 彩遥 丘     15.45 
ﾃﾞﾜ ｱｽﾐ

 8 小柳 珠々 高瀬     15.61 
ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾞ

9  6466

2  6750

8  6491

4  6590

7  6467

3  6493

6  6892

5  7067

女子1年

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 6月4日 10:50
決勝 6月4日 13:10

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.6

 1 市川 凜子 開成     13.45 q  1 川舩 菜々椛 松島     13.26 q
ｲﾁｶﾜ ﾘｺ ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ

 2 多田 優梛 鎌田     14.06 q  2 酒井 結菜 波田     14.29 
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾅ ｻｶｲ ﾕｲﾅ

 3 丸山 千佳 旭町     14.25 q  3 佐藤 伊吹 丘     14.55 
ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ

 4 両角 陽花 女鳥羽     14.64  4 板花 菜生 高瀬     14.63 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾊﾙｶ ｲﾀﾊﾅ ﾅﾅ

 5 高橋 柚那 塩尻     14.69  5 飯沼 日和 信明     14.74 
ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ ｲｲﾇﾏ ﾋﾖﾘ

 6 川口 小優 北安松川     14.82  6 赤羽 浬 高綱     14.75 
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳ ｱｶﾊﾈ ｶｲﾘ

 7 氏田 さくら 信大附属松本     15.28  7 斉藤 愛結 鎌田     16.39 
ｳｼﾞﾀ ｻｸﾗ ｻｲﾄｳ ﾐﾕ

 8 金井 千紗 山辺     16.03  8 大澤 彩 山辺     17.71 
ｶﾅｲ ﾁｻ ｵｵｻﾜ ｱﾔ

[ 3組] 風速 -1.9 [ 4組] 風速 +1.4

 1 中村 波南 大町第一     13.51 q  1 住 百合恵 鉢盛     13.72 q
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ ｽﾐ ﾕﾘｴ

 2 宮澤 咲歩 堀金     14.36  2 黒田 稀和美 波田     14.01 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾎ ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ

 3 林 未瑚 仁科台     14.39  3 西澤 美聡 仁科台     14.15 q
ﾊﾔｼ ﾐｺ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻﾄ

 4 吉江 向日葵 菅野     14.87  4 伊藤 里桜 塩尻広陵     14.49 
ﾖｼｴ ﾋﾏﾜﾘ ｲﾄｳ ﾘｵ

 5 百瀬 美桜 塩尻     14.95  5 上平 七夕姫 木曽町     14.72 
ﾓﾓｾ ﾐｵ ｳｴﾀｲﾗ ﾅﾕｷ

 6 黒田 結愛 木曽町     15.01  6 角田 智咲 穂高西     15.07 
ｸﾛﾀﾞ ﾕｱ ﾂﾉﾀﾞ ﾁｻｷ

 7 伊藤 百々花 女鳥羽     15.62  7 江蔵 珠菜 小谷     15.15 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ ｴｿﾞｳ ﾀﾏﾅ

 8 小澤 珠稀 高綱     16.53  8 笠井 凜音 旭町     15.30 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾏｷ ｶｻｲ ﾘｵﾝ

風速 -2.3

 1 中村 波南 大町第一     13.33 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ

 2 川舩 菜々椛 松島     13.58 
ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ

 3 市川 凜子 開成     13.85 
ｲﾁｶﾜ ﾘｺ

 4 住 百合恵 鉢盛     14.10 
ｽﾐ ﾕﾘｴ

 5 黒田 稀和美 波田     14.31 
ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ

 6 多田 優梛 鎌田     14.49 
ﾀﾀﾞ ﾕｳﾅ

 7 西澤 美聡 仁科台     14.54 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻﾄ

 8 丸山 千佳 旭町     14.71 
ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ

3  6909

2  7064

8  7417

9  6994

4  7116

7  7448

記録／備考
5  6866

6  7090

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  7186 2  7065

9  7298 3  6851

4  6296 8  6594

2  6408 5  6298

8  7230 4  6477

5  6910 9  6909

6  6672 7  7417

7  6866 6  7448
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

9  8707 8  8701

3  7453 9  6992

2  6773 4  7190

8  6409 3  7019

5  8748 2  6741

6  7064 6  6463

7  6994 7  7415

記録／備考
4  7116 5  7090

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子2年

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 6月4日 11:05
決勝 6月4日 13:15

長野県中学記録(CR)              11.98 寺平 祈愛                    木祖             2021/07/03  
大会記録(GR)                    12.37 北沢　栞                     三郷             2017        

[ 1組] 風速 +2.5 [ 2組] 風速 +0.7

 1 寺平 祈愛 木祖     11.94 q  1 指方 柚 堀金     13.26 q
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ

 2 上條 香乃 筑摩野     14.12  2 横澤 咲蘭 北安松川     13.95 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾉ ﾖｺｻﾜ ｻﾗ

 3 武田 奏音 鎌田     14.53  3 松倉 史奈 仁科台     14.42 
ﾀｹﾀﾞ ｶﾅﾈ ﾏﾂｸﾗ ｱﾔﾅ

 4 木村 晄 信明     14.86  4 小林 陽菜 塩尻広陵     14.69 
ｷﾑﾗ ﾋｶﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾅ

 5 友成 央 信大附属松本     14.93  5 酒井 記捺 山辺     14.80 
ﾄﾓﾅﾘ ﾏﾅｶ ｻｶｲ ｺﾅﾂ

 6 笠原 梨里 塩尻     15.11  6 ｴｽﾗﾐ 舞咲 筑摩野     15.05 
ｶｻﾊﾗ ﾘﾘ ｴｽﾗﾐ ﾏｲｻ

 7 會田 渚紗 穂高西     15.39  7 栗林 美怜 秀峰     15.44 
ｱｲﾀﾞ ﾅｷﾞｻ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐﾚｲ

 8 有山 香菜 波田     15.49  8 神澤 芳枝 高綱     15.47 
ｱﾘﾔﾏ ｶﾅ ｶﾝｻﾞﾜ ﾖｼｴ

 9 柳原 暖花 女鳥羽     16.09 
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾎﾉｶ

[ 3組] 風速 -0.9 [ 4組] 風速 +1.8

 1 宮澤 穂香 白馬     13.69 q  1 望月 咲耶 鎌田     13.38 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾎﾉｶ ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾔ

 2 堀内 杏菜 開成     13.96 q  2 関野 由依 清水     13.61 q
ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ ｾｷﾉ ﾕｲ

 3 中野 瑛理南 波田     14.23  3 鎌倉 もも 穂高東     14.04 q
ﾅｶﾉ ｴﾘﾅ ｶﾏｸﾗ ﾓﾓ

 4 岩﨑 未空 豊科北     14.46  4 小日向 咲良 大町第一     14.22 
ｲﾜｻｷ ﾐｿﾗ ｵﾋﾞﾅﾀ ｻﾗ

 5 安土 美來衣 信大附属松本     14.56  5 上条 明日香 仁科台     14.43 
ｱﾝﾄﾞ ﾐﾗｲ ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｽｶ

 6 細田 優衣 梓川     14.92  6 梨子田 あかり 梓川     14.71 
ﾎｿﾀﾞ ﾕｲ ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾘ

 7 向江 藍里 穂高西     14.95  7 赤坂 実柚 塩尻     14.81 
ﾑｶｴ ｱｲﾘ ｱｶｻｶ ﾐﾕ

 8 古川 夏花 女鳥羽     15.13   赤澤 菜々実 三郷      
ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂｶ ｱｶｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ

風速 -0.9

 1 寺平 祈愛 木祖     12.14 
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ

 2 指方 柚 堀金     13.30 
ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ

 3 望月 咲耶 鎌田     13.61 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾔ

 4 宮澤 穂香 白馬     13.67 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾎﾉｶ

 5 関野 由依 清水     13.87 
ｾｷﾉ ﾕｲ

 6 堀内 杏菜 開成     13.93 
ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ

 7 横澤 咲蘭 北安松川     14.06 
ﾖｺｻﾜ ｻﾗ

 8 鎌倉 もも 穂高東     14.32 
ｶﾏｸﾗ ﾓﾓ

9  6790

2  6576

4  6960

3  7113

6  6987

8  6838

記録／備考
7  6261

大会新
5  8759

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9  7293 3
DNS

8  6603 8  6407

決勝

3  7493 4  6907

 6716

6  7404 5  6576

2  7357 2  7348

5  6838 6  6987

7  6646 9  6862

No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  7289

4  7113 7  6960

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  7402 8

順 ﾚｰﾝ

 7178

8  6601 9  7518

7  6406 2  7261

1  7487 6  8706

4  7017 3  6473

3  6990 4  6908

6  7262 7  6790

記録／備考
5  6261 5  8759

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子3年

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 6月4日 11:20
決勝 6月4日 13:25

長野県中学記録(CR)              24.88 北澤 栞                      三郷             2016/10/16  
大会記録(GR)                    25.16 樋口　虹夏                   波田             2016        

[ 1組] 風速 +0.0 [ 2組] 風速 -1.4

 1 梨子田 乃々果 北安松川     28.44 q  1 小林 星那 穂高西     28.65 q
ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ

 2 横内 美結 豊科北     29.01 q  2 柴田 奈々 開成     28.75 q
ﾖｺｳﾁ ﾐﾕ ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ

 3 黒河内 唯椛 女鳥羽     30.11  3 米山 心翔 菅野     28.83 q
ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾕｲｶ ﾖﾈﾔﾏ ｺｺｶ

 4 宮坂 知彩稀 信明     30.48  4 井上 莉乃 鉢盛     29.81 
ﾐﾔｻｶ ﾁｻｷ ｲﾉｳｴ ﾘﾉ

 5 有賀 心結 丘     31.29  5 中澤 桜来 大野川     31.37 
ｱﾙｶﾞ ﾐﾕ ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾗ

 6 滝澤 瑛莉奈 高綱     32.35  6 中川 結菜 松島     31.57 
ﾀｷｻﾞﾜ ｴﾘﾅ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾅ

 7 小口 そら 開成     34.22  7 赤塚 菜々子 信明     32.73 
ｵｸﾞﾁ ｿﾗ ｱｶﾂｶ ﾅﾅｺ

 8 細野 茜 穂高東     34.91  8 伊藤 未侑 山辺     33.36 
ﾎｿﾉ ｱｶﾈ ｲﾄｳ ﾐﾕ

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 -0.7

 1 岩下 美波 堀金     27.61 q  1 藤田 倖歩 波田     28.68 q
ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾎ

 2 佐口 あい 塩尻広陵     29.87  2 小林 美優 塩尻広陵     29.25 q
ｻｸﾞﾁ ｱｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ

 3 斎藤 瑚春 女鳥羽     30.21  3 召田 育利 松島     29.39 
ｻｲﾄｳ ｺﾊﾙ ﾒｽﾀﾞ ｲｸﾘ

 4 堀金 里菜 豊科北     30.35  4 田中 彩心 丘     29.71 
ﾎﾘｶﾞﾈ ﾘﾅ ﾀﾅｶ ｱﾐ

 5 堰免 美桜 高綱     32.07  5 藤倉 花音 豊科北     31.95 
ｾｷﾞﾒﾝ ﾐｵ ﾌｼﾞｸﾗ ｶﾉﾝ

 6 星野 想亜 開成     33.62  6 柳澤 怜奈 旭町     32.20 
ﾎｼﾉ ｿｳｱ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾅ

 7 畑中 南智 丘     33.86  7 杉本 結理 堀金     32.45 
ﾊﾀﾅｶ ﾅﾁ ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾘ

 8 石丸 心愛 鉢盛     36.33  8 深澤 愛華 信明     33.89 
ｲｼﾏﾙ ｺｺﾅ ﾌｶｻﾜ ｱｲｶ

風速 +0.8

 1 岩下 美波 堀金     27.34 
ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ

 2 梨子田 乃々果 北安松川     28.00 
ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ

 3 小林 星那 穂高西     28.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ

 4 柴田 奈々 開成     28.33 
ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ

 5 藤田 倖歩 波田     28.44 
ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾎ

 6 米山 心翔 菅野     28.63 
ﾖﾈﾔﾏ ｺｺｶ

 7 横内 美結 豊科北     28.74 
ﾖｺｳﾁ ﾐﾕ

 8 小林 美優 塩尻広陵     28.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ

2  6656

3  6470

6  7405

9  7227

4  6602

8  7112

記録／備考
7  8758

5  6789

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9  7445 2  7001

7  6440 8  6673

3  7121 9  7063

8  7191 3  6652

2  6655 5  6461

5  7290 7  7089

6  6472 4  6470

4  8758 6  7405
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

3  6580 8  7155

2  7125 7  7002

9  7192 3  7088

8  6459 9  7337

5  7018 2  7446

4  7291 5  7227

6  6656 6  7112

記録／備考
7  6789 4  6602

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子共通

200m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 6月4日 12:00

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)                  2:16.20 高安　結衣                   鉢盛             2014        

[ 1組] [ 2組]

 1 森田 華音 波田   2:25.23  1 中村 愛里 菅野   2:40.01 
ﾓﾘﾀ ｶｵﾝ ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾘ

 2 宮島 日向子 山辺   2:29.56  2 麻原 柚藍 鉢盛   2:40.72 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾅｺ ｱｻﾊﾗ ﾕﾗ

 3 中谷 凛 堀金   2:33.33  3 太田 璃子 白馬   2:49.20 
ﾅｶﾔ ﾘﾝ ｵｵﾀ ﾘｺ

 4 宮川 千依 山辺   2:35.38  4 小松 千桜 梓川   2:49.69 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁﾖﾘ ｺﾏﾂ ﾁﾊﾙ

 5 真野 結奈 豊科北   2:39.03  5 山村 絵麻 松島   2:49.74 
ﾏﾉ ﾕｲﾅ ﾔﾏﾑﾗ ｴﾏ

 6 林 姫都香 山辺   2:40.28  6 野中 桐花 木祖   2:50.06 
ﾊﾔｼ ﾋﾄｶ ﾉﾅｶ ﾄｳｶ

 7 望月 凛菜 堀金   2:40.98  7 村松 陽佳 丸ﾉ内   2:56.72 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘﾅ ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾙｶ

 8 金古 由宇 高綱   2:46.59  8 淺川 夢羅 信明   3:03.09 
ｶﾈｺ ﾕｳ ｱｻｶﾜ ﾕﾗ

 9 山路 凜香 木祖   2:56.14   中村 萌音 鉢盛      
ﾔﾏｼﾞ ﾘﾝｶ ﾅｶﾑﾗ ﾓﾈ

スプリットタイム スプリットタイム
   200m     33.24  8756 中谷 凛    200m     39.53  7444 麻原 柚藍
   400m   1:10.24  7416 森田 華音    400m   1:18.59  7231 中村 愛里
   600m   1:47.99   〃     〃    600m   1:57.89   〃     〃 

[ 3組] [ 4組]

 1 太田 さくら 松島   2:48.27  1 日下部 小春 堀金   2:45.79 
ｵｵﾀ ｻｸﾗ ｸｻｶﾍﾞ ｺﾊﾙ

 2 安坂 成瑠美 開成   2:49.59  2 松本 右京 筑摩野   2:50.89 
ｱｻﾞｶ ﾅﾙﾐ ﾏﾂﾓﾄ ｳｷｮｳ

 3 小林 莉子 旭町   2:50.18  3 平林 夏海 塩尻   2:51.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｺ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ

 4 内山 芽依 梓川   2:50.89  4 中村 みゆ 開成   2:52.07 
ｳﾁﾔﾏ ﾒｲ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ

 5 花野 綾乃 塩尻広陵   2:53.09  5 黒田 暖乃 信明   2:56.43 
ｹﾉ ｱﾔﾉ ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾉ

 6 宮澤 柚羽 筑摩野   2:56.62  6 宮下 月音 丘   2:57.73 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ ﾐﾔｼﾀ ﾂｷﾈ

 7 吉川 和花 白馬   3:03.78  7 奥原 凛 仁科台   2:58.59 
ﾖｼｶﾜ ﾜｶ ｵｸﾊﾗ ﾘﾝ

 8 山宮 ひなた 秀峰   3:08.94  8 澤田 ひより 旭町   2:59.72 
ﾔﾏﾐﾔ ﾋﾅﾀ ｻﾜﾀﾞ ﾋﾖﾘ

  中村 珠恵 木曽町        草野 亜呼 塩尻      
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾏｴ ｸｻﾉ ｱｺ

スプリットタイム スプリットタイム
   200m     37.45  7115 安坂 成瑠美    200m     35.83  6676 日下部 小春
   400m   1:19.47  7083 太田 さくら    400m   1:17.78   〃     〃 
   600m   2:03.91   〃     〃    600m   2:02.60   〃     〃 

[ 5組]

 1 宮本 栞梛 三郷   2:53.71 
ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾅ

 2 赤羽 七緒 筑摩野   2:59.13 
ｱｶﾊﾈ ﾅｵ

 3 有山 和香菜 穂高東   3:00.00 
ｱﾘﾔﾏ ﾜｶﾅ

 4 有馬 奈千花 菅野   3:04.74 
ｱﾘﾏ ﾅﾁｶ

 5 羽鳥 柚葵 女鳥羽   3:08.07 
ﾊﾄﾘ ﾕｽﾞｷ

 6 奥原 優奈 木曽町   3:09.14 
ｵｸﾊﾗ ﾕﾅ

 7 宇留賀 奈央 穂高東   3:12.00 
ｳﾙｶﾞ ﾅｵ

  松原 実祐 木曽町      
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾋﾛ

スプリットタイム
   200m     38.43  6581 有山 和香菜
   400m   1:19.15  6733 宮本 栞梛
   600m   2:05.97   〃     〃 

女子共通

800m

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
6  7416 4  7231

4  8756 5  6820

5  7165 7  7444

1  6648 1  7086

3  7163 2  7362

8  6671 6  7025

7  7169 3  6262

2  6265 9  7424

9  7179 8  7015

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

8  7115 4  7265

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7083 5  6676

4  7361 7  7118

6  7062 1  6394

9  7269 2  6468

2  6478 3  7009

3  7523 6  7069

1  6829 8  6890

DNS DQ T3

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  6294 9  6391

6  6581

5  7237

9  6733

4  7263

8  6567

7  6297
DNS

2  7281

3  6284



   1 森田 華音 波田     2:25.23   1   1
   2 宮島 日向子 山辺     2:29.56   1   2
   3 中谷 凛 堀金     2:33.33   1   3
   4 宮川 千依 山辺     2:35.38   1   4
   5 真野 結奈 豊科北     2:39.03   1   5
   6 中村 愛里 菅野     2:40.01   2   1
   7 林 姫都香 山辺     2:40.28   1   6
   8 麻原 柚藍 鉢盛     2:40.72   2   2
   9 望月 凛菜 堀金     2:40.98   1   7
  10 日下部 小春 堀金     2:45.79   4   1
  11 金古 由宇 高綱     2:46.59   1   8
  12 太田 さくら 松島     2:48.27   3   1
  13 太田 璃子 白馬     2:49.20   2   3
  14 安坂 成瑠美 開成     2:49.59   3   2
  15 小松 千桜 梓川     2:49.69   2   4
  16 山村 絵麻 松島     2:49.74   2   5
  17 野中 桐花 木祖     2:50.06   2   6
  18 小林 莉子 旭町     2:50.18   3   3
  19 松本 右京 筑摩野     2:50.89   4   2
  19 内山 芽依 梓川     2:50.89   3   4
  21 平林 夏海 塩尻     2:51.78   4   3
  22 中村 みゆ 開成     2:52.07   4   4
  23 花野 綾乃 塩尻広陵     2:53.09   3   5
  24 宮本 栞梛 三郷     2:53.71   5   1
  25 山路 凜香 木祖     2:56.14   1   9
  26 黒田 暖乃 信明     2:56.43   4   5
  27 宮澤 柚羽 筑摩野     2:56.62   3   6
  28 村松 陽佳 丸ﾉ内     2:56.72   2   7
  29 宮下 月音 丘     2:57.73   4   6
  30 奥原 凛 仁科台     2:58.59   4   7
  31 赤羽 七緒 筑摩野     2:59.13   5   2
  32 澤田 ひより 旭町     2:59.72   4   8
  33 有山 和香菜 穂高東     3:00.00   5   3
  34 淺川 夢羅 信明     3:03.09   2   8
  35 吉川 和花 白馬     3:03.78   3   7
  36 有馬 奈千花 菅野     3:04.74   5   4
  37 羽鳥 柚葵 女鳥羽     3:08.07   5   5
  38 山宮 ひなた 秀峰     3:08.94   3   8
  39 奥原 優奈 木曽町     3:09.14   5   6
  40 宇留賀 奈央 穂高東     3:12.00   5   7
    草野 亜呼 塩尻 DQ   4    
    中村 萌音 鉢盛 DNS   2    
    中村 珠恵 木曽町 DNS   3    
    松原 実祐 木曽町 DNS   5    

女子共通

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 6648
 7231
 7169
 7444
 6671
 6676

組 順位
 7416
 7165
 8756
 7163

 6262
 7062
 7265
 7361
 6394
 7118

 7179
 7083
 6820
 7115
 7362
 7086

 6468
 6890
 7263
 7069
 6581
 7015

 6478
 6733
 6265
 7009
 7269
 7025

 6391
 7424
 6294
 6297

 6829
 7237
 7281
 7523
 6284
 6567



決勝 6月4日 11:40

長野県中学記録(CR)            4:28.36 和田 有菜                    川中島           2013/08/22  
大会記録(GR)                  4:39.66 牛越　あかね                 山辺             2006        

[ 1組] [ 2組]

 1 白澤 加菜 三郷   4:58.26  1 花岡 優芽 穂高東   5:58.62 
ｼﾗｻﾜ ｶﾅ ﾊﾅｵｶ ﾕﾒ

 2 杉本 由乃香 女鳥羽   4:59.56  2 坂本 絢香 信大附属松本   6:00.11 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾉｶ ｻｶﾓﾄ ｱﾔｶ

 3 清沢 好 鉢盛   5:28.13  3 日下田 瑠璃 旭町   6:03.45 
ｷﾖｻﾜ ｺﾉﾐ ﾋｹﾞﾀ ﾙﾘ

 4 高橋 莉子 菅野   5:29.66  4 丸山 紗愛 女鳥羽   6:04.55 
ﾀｶﾊｼ ﾘｺ ﾏﾙﾔﾏ ｻｱｲ

 5 庄田 桃子 筑摩野   5:32.31  5 上野 友衣奈 筑摩野   6:07.28 
ｼｮｳﾀﾞ ﾓﾓｺ ｳｴﾉ ﾕｲﾅ

 6 酒井 恵那 女鳥羽   5:35.25  6 川津 志穂梨 穂高東   6:10.71 
ｻｶｲ ｴﾅ ｶﾜﾂ ｼﾎﾘ

 7 橋本 美優 塩尻広陵   5:38.43  7 渡邉 未来 旭町   6:11.76 
ﾊｼﾓﾄ ﾐﾕｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ

 8 山口 愛菜 菅野   5:40.76  8 鈴木 更沙 鉢盛   6:12.09 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾅ ｽｽﾞｷ ｻﾗｻ

 9 小林 美悠 豊科北   5:44.34  9 小幡 歩季 山辺   6:43.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ ｵﾊﾞﾀ ｱﾕｷ

10 赤瀬 舞 信大附属松本   5:44.53 10 田中 みのり 信大附属松本   6:53.49 
ｱｶｾ ﾏｲ ﾀﾅｶ ﾐﾉﾘ

11 澤谷 凜 菅野   5:48.00 11 北島 昊奈 山辺   7:05.31 
ｻﾜﾔ ﾘﾝ ｷﾀｼﾞﾏ ｿﾗﾅ

12 長澤 理夢 波田   5:56.30 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘﾑ スプリットタイム

   400m   1:36.27  8746 丸山 紗愛
スプリットタイム    800m   3:17.24   〃     〃 
   400m   1:16.58  7294 杉本 由乃香   1100m   4:29.57  6570 花岡 優芽
   800m   2:37.19  6711 白澤 加菜   1200m   4:53.07   〃     〃 
  1100m   3:40.30   〃     〃 
  1200m   4:00.50  7294 杉本 由乃香

   1 白澤 加菜 三郷     4:58.26   1   1
   2 杉本 由乃香 女鳥羽     4:59.56   1   2
   3 清沢 好 鉢盛     5:28.13   1   3
   4 高橋 莉子 菅野     5:29.66   1   4
   5 庄田 桃子 筑摩野     5:32.31   1   5
   6 酒井 恵那 女鳥羽     5:35.25   1   6
   7 橋本 美優 塩尻広陵     5:38.43   1   7
   8 山口 愛菜 菅野     5:40.76   1   8
   9 小林 美悠 豊科北     5:44.34   1   9
  10 赤瀬 舞 信大附属     5:44.53   1  10
  11 澤谷 凜 菅野     5:48.00   1  11
  12 長澤 理夢 波田     5:56.30   1  12
  13 花岡 優芽 穂高東     5:58.62   2   1
  14 坂本 絢香 信大附属     6:00.11   2   2
  15 日下田 瑠璃 旭町     6:03.45   2   3
  16 丸山 紗愛 女鳥羽     6:04.55   2   4
  17 上野 友衣奈 筑摩野     6:07.28   2   5
  18 川津 志穂梨 穂高東     6:10.71   2   6
  19 渡邉 未来 旭町     6:11.76   2   7
  20 鈴木 更沙 鉢盛     6:12.09   2   8
  21 小幡 歩季 山辺     6:43.49   2   9
  22 田中 みのり 信大附属     6:53.49   2  10
  23 北島 昊奈 山辺     7:05.31   2  11 8704

 7244
 6579
 7066
 7447
 7154
 7450

 7228
 7403
 6570
 7477
 7070
 8746

 7264
 7292
 6494
 7226
 6630
 7491

組 順位
 6711
 7294
 7423
 7234

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

8  7403

女子共通

10  7228 1  8704

4  7491 4  7450

3  6630 3  7154

2  7226 11  7447

12  6494 10  7066

9  7292 7  6579

11  7264 6  7244

6  7234 9  8746

1  7423 2  7070

7  7294 8  7477

ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  6711 5  6570

女子共通

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 6月4日 10:20

長野県中学記録(CR)              13.99 並木 彩華                    野沢             2021/07/18  
大会記録(GR)                    14.65 小林 柑南                    三郷             2019/06/01  

[ 1組] 風速 +0.0 [ 2組] 風速 +2.4

 1 阪 真琴 塩尻広陵     15.23  1 加藤 鈴亜 丘     18.17 
ｻｶ ﾏｺﾄ ｶﾄｳ ﾘﾘｱ

 2 古畑 ゆずほ 松島     16.57  2 滝 桃葉 木曽町     19.63 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｽﾞﾎ ﾀｷ ﾓﾓﾊ

 3 倉田 葵衣 山辺     17.78  3 木村 遥香 山辺     20.53 
ｸﾗﾀ ｱｵｲ ｷﾑﾗ ﾊﾙｶ

 4 丸山 真愛 堀金     17.78  4 横尾 菜月 信明     21.32 
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅ ﾖｺｵ ﾅﾂｷ

 5 石橋 薫 高綱     17.80  5 石木田 藍 小谷     21.83 
ｲｼﾊﾞｼ ｶｵﾙ ｲｼｷﾀﾞ ｱｲ

 6 木村 湊 豊科北     17.90  6 小野田 結衣 信明     23.37 
ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ ｵﾉﾀﾞ ﾕｲ

 7 渡辺 菜月 三郷     18.76  7 大塚 琉良 信明     25.66 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ ｵｵﾂｶ ﾙｲ

 8 神澤 歩夏 高綱     18.80   佐藤 寧音 山辺      
ｶﾝｻﾞﾜ ﾎﾉｶ ｻﾄｳ ﾈﾈ

 9 降籏 瑞菜 松島     18.88 
ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾅ

   1 阪 真琴 塩尻広陵     15.23 (+0.0)   1   1
   2 古畑 ゆずほ 松島     16.57 (+0.0)   1   2
   3 倉田 葵衣 山辺     17.78 (+0.0)   1   3
   3 丸山 真愛 堀金     17.78 (+0.0)   1   4
   5 石橋 薫 高綱     17.80 (+0.0)   1   5
   6 木村 湊 豊科北     17.90 (+0.0)   1   6
   7 加藤 鈴亜 丘     18.17 (+2.4)   2   1
   8 渡辺 菜月 三郷     18.76 (+0.0)   1   7
   9 神澤 歩夏 高綱     18.80 (+0.0)   1   8
  10 降籏 瑞菜 松島     18.88 (+0.0)   1   9
  11 滝 桃葉 木曽町     19.63 (+2.4)   2   2
  12 木村 遥香 山辺     20.53 (+2.4)   2   3
  13 横尾 菜月 信明     21.32 (+2.4)   2   4
  14 石木田 藍 小谷     21.83 (+2.4)   2   5
  15 小野田 結衣 信明     23.37 (+2.4)   2   6
  16 大塚 琉良 信明     25.66 (+2.4)   2   7
    佐藤 寧音 山辺          (+2.4)DNS   2     8703

 6295
 7166
 7008
 6852
 7005
 7004

 7091

組 順位
 6487
 7087
 7167
 8757
 7176
 6649
 6460
 6712
 7180

100mH(0.762-8.0m)
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

女子共通

1  7180 2  8703
DNS

8  7091

3  6712 9  7004

9  6649 7  7005

5  7176 8  6852

7  8757 3  7008

2  7167 6  7166

6  7087 4  6295

氏  名 所属名 記録／備考
4  6487 5  6460

女子共通

100mH(0.762-8.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.



決勝 6月4日  9:20

長野県中学記録(CR)           51.04                              坂城           2017   
                                      （富山・宮原・宮下・牧内）
大会記録(GR)                 53.44                              豊科北         2014        
                                      （齊藤・深澤・丸山・中井）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 仁科台  6913 長澤 莉緒     56.08  1   5 開成  7123 多山 宇芽     57.43 

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｵ ｶｲｾｲ ﾀﾔﾏ ｳﾒ
 6893 瀬戸口 心  7115 安坂 成瑠美

ｾﾄｸﾞﾁ ｼﾝ ｱｻﾞｶ ﾅﾙﾐ
 6892 浅野 雫  7124 鈴木 愛理

ｱｻﾉ ｼｽﾞｸ ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ
 6909 西澤 美聡  7118 中村 みゆ

ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｻﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ
 2   5 塩尻広陵  6477 伊藤 里桜     57.53  2   6 松島  7094 中田 りこ     58.76  2

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ｲﾄｳ ﾘｵ ﾏﾂｼﾏ ﾅｶﾀ ﾘｺ
 6493 百瀬 心音  7091 降籏 瑞菜

ﾓﾓｾ ｺｺﾈ ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾅ
 6491 奥原 由結  7093 大久保 美妃

ｵｸﾊﾗ ﾕｲ ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷ
 6479 篠原 史夏  7092 岩間 優里

ｼﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ ｲﾜﾏ ﾕｳﾘ
 3   9 高瀬  6749 小坂 康子     57.63  3   7 山辺  7152 丸山 美咲     59.83 

ﾀｶｾ ｺｻｶ ｺｳｺ ﾔﾏﾍﾞ ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｷ
 6742 浅原 あん奈  7150 浅村 思芭

ｱｻﾊﾗ ｱﾝﾅ ｱｻﾑﾗ ｺﾄﾊ
 6750 小柳 珠々  7153 持山 優梨亜

ｺﾔﾅｷﾞ ｽｽﾞ ﾓﾁﾔﾏ ﾕﾘｱ
 6741 板花 菜生  7164 重田 真優

ｲﾀﾊﾅ ﾅﾅ ｼｹﾞﾀ ﾏﾕ
 4   4 堀金  6675 内田 凛音     58.53  4   8 旭町  7068 上條 凛希華   1:00.44 

ﾎﾘｶﾞﾈ ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝ ｱｻﾋﾏﾁ ｶﾐｼﾞｮｳ　ﾋﾐﾅ
 6678 村上 仁衣菜  7071 渡邉 采香

ﾑﾗｶﾐ ﾆｲﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲｶ
 6674 村上 陽世莉  7070 日下田 瑠璃

ﾑﾗｶﾐ ﾋﾖﾘ ﾋｹﾞﾀ ﾙﾘ
 6677 小平 百葉  7069 澤田 ひより

ｺﾀﾞｲﾗ ﾓﾓﾊ ｻﾜﾀﾞ ﾋﾖﾘ
 5   1 豊科南  6662 小林 杏由美     59.64  5   9 鎌田  6992 斉藤 愛結   1:00.46 

ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ ｶﾏﾀﾞ ｻｲﾄｳ ﾐﾕ
 6660 鳥羽 菜々子  6995 小松 悠莉

ﾄﾊﾞ ﾅﾅｺ ｺﾏﾂ ﾕｳﾘ
 6661 宮澤 瞳  6997 小林 奈乎

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｺ
 6667 中野 風羽  6993 鈴木 文乃

ﾅｶﾉ ﾌｳ ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾉ
 6   6 鉢盛  7429 濵 萌羽     59.66  6   3 菅野  7235 春日 咲華   1:03.11 

ﾊﾁﾓﾘ ﾊﾏ ﾒｲ ｽｶﾞﾉ ｶｽｶﾞ ｻｲｶ
 7444 麻原 柚藍  7238 大森 美優

ｱｻﾊﾗ ﾕﾗ ｵｵﾓﾘ ﾐﾕｳ
 7428 新井 愛子  7239 三石 陽夏梨

ｱﾗｲ ｱｺ ﾐﾂｲｼ ﾋｶﾘ
 7425 中村 有里  7201 刀根 純鈴

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾘ ﾄﾈ ｽﾐﾚ
 7   8 信明  7001 深澤 愛華   1:00.06  7   2 梓川  7378 山下 夏乃   1:03.12 

ｼﾝﾒｲ ﾌｶｻﾜ ｱｲｶ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ﾔﾏｼﾀ ｶﾉ
 7003 市川 姫璃  7377 山崎 美緒

ｲﾁｶﾜ ﾋﾏﾘ ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｵ
 7000 末長 璃子  7379 細田 麻佑

ｽｴﾅｶﾞ ﾘｺ ﾎｿﾀﾞ ﾏﾕ
 7006 松本 愛美  7376 髙山 海凪

ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ ﾀｶﾔﾏ ﾐﾅｷﾞ
 8   3 筑摩野  7243 金子 愛和   1:01.70   1 木曽町  6286 德武 歩

ﾁｸﾏﾉ ｶﾈｺ ｱｲﾅ ｷｿﾏﾁ ﾄｸﾀｹ ｱﾕﾑ DQ
 7240 植原 結月  6298 上平 七夕姫

ｳｴﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ ｳｴﾀｲﾗ ﾅﾕｷ
 7241 川上 愛依  6296 黒田 結愛

ｶﾜｶﾐ ﾒｲ ｸﾛﾀﾞ ﾕｱ
 7244 上野 友衣奈  6281 後藤 優

ｳｴﾉ ﾕｲﾅ ｺﾞﾄｳ ﾕｳ
    2 丘  6469 清水 希愛          4 高綱  7190 赤羽 浬      

ｵｶ ｼﾐｽﾞ ﾉｱ DQ ﾀｶﾂﾅ ｱｶﾊﾈ ｶｲﾘ DQ
 6466 出羽 彩遥 R1  7198 坂上 舞桜 T2

ﾃﾞﾜ ｱｽﾐ ｻｶｶﾞﾐ ﾏｵ
 6468 宮下 月音  7197 太田 千歩

ﾐﾔｼﾀ ﾂｷﾈ ｵｵﾀ ﾁﾎ
 6467 一本木 菜奈子  7191 堰免 美桜

ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾅﾅｺ ｾｷﾞﾒﾝ ﾐｵ

女子1･2年

4×100m

決勝



   1 仁科台     56.08 長澤 莉緒 瀬戸口 心 浅野 雫 西澤 美聡   1   1
   2 開成     57.43 多山 宇芽 安坂 成瑠美 鈴木 愛理 中村 みゆ   2   1
   3 塩尻広陵     57.53 伊藤 里桜 百瀬 心音 奥原 由結 篠原 史夏   1   2
   4 高瀬     57.63 小坂 康子 浅原 あん奈 小柳 珠々 板花 菜生   1   3
   5 堀金     58.53 内田 凛音 村上 仁衣菜 村上 陽世莉 小平 百葉   1   4
   6 松島     58.76 中田 りこ 降籏 瑞菜 大久保 美妃 岩間 優里   2   2
   7 豊科南     59.64 小林 杏由美 鳥羽 菜々子 宮澤 瞳 中野 風羽   1   5
   8 鉢盛     59.66 濵 萌羽 麻原 柚藍 新井 愛子 中村 有里   1   6
   9 山辺     59.83 丸山 美咲 浅村 思芭 持山 優梨亜 重田 真優   2   3
  10 信明   1:00.06 深澤 愛華 市川 姫璃 末長 璃子 松本 愛美   1   7
  11 旭町   1:00.44 上條 凛希華 渡邉 采香 日下田 瑠璃 澤田 ひより   2   4
  12 鎌田   1:00.46 斉藤 愛結 小松 悠莉 小林 奈乎 鈴木 文乃   2   5
  13 筑摩野   1:01.70 金子 愛和 植原 結月 川上 愛依 上野 友衣奈   1   8
  14 菅野   1:03.11 春日 咲華 大森 美優 三石 陽夏梨 刀根 純鈴   2   6
  15 梓川   1:03.12 山下 夏乃 山崎 美緒 細田 麻佑 髙山 海凪   2   7

  丘 DQ 清水 希愛 出羽 彩遥 宮下 月音 一本木 菜奈子   1
木曽町 DQ 德武 歩 上平 七夕姫 黒田 結愛 後藤 優   2
高綱 DQ 赤羽 浬 坂上 舞桜 太田 千歩 堰免 美桜   2

備考 ｵｰﾀﾞｰ2

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

女子1･2年

4×100m

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位ｵｰﾀﾞｰ1



決勝 6月4日  9:00

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)                    48.82                              豊科北           2014        
                                      （湯本・臼井・齊藤・木村）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 堀金  6672 宮澤 咲歩     51.96  1   6 鎌田  6989 大澤 日向     53.37 

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾐﾔｻﾞﾜ ｻﾎ ｶﾏﾀﾞ ｵｵｻﾜ ﾋﾅ
 8758 岩下 美波  6988 柗澤 花

ｲﾜｼﾀ ﾐﾅﾐ ﾏﾂｻﾞﾜ　ﾊﾅ
 8756 中谷 凛  6994 多田 優梛

ﾅｶﾔ ﾘﾝ ﾀﾀﾞ ﾕｳﾅ
 8759 指方 柚  6987 望月 咲耶

ｻｼｶﾀ ﾕｽﾞ ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾔ
 2   7 木祖  6265 山路 凜香     52.51  2   4 鉢盛  7421 塩川 乃愛     55.06 

ｷｿ ﾔﾏｼﾞ ﾘﾝｶ ﾊﾁﾓﾘ ｼｵｶﾜ ﾉｱ
 6264 森下 つぼ実  7448 住 百合恵

ﾓﾘｼﾀ ﾂﾎﾞﾐ ｽﾐ ﾕﾘｴ
 6263 古井 はるか  7420 長村 梨夢

ﾌﾙｲ ﾊﾙｶ ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ
 6261 寺平 祈愛  7446 井上 莉乃

ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ ｲﾉｳｴ ﾘﾉ
 3   5 開成  7111 宮入 心奈     52.88  3   2 山辺  8706 酒井 記捺     55.87 

ｶｲｾｲ ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ ﾔﾏﾍﾞ ｻｶｲ ｺﾅﾂ
 7112 柴田 奈々  7165 宮島 日向子

ｼﾊﾞﾀ ﾅﾅ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾅｺ
 7113 堀内 杏菜  8702 梶川 さくら

ﾎﾘｳﾁ ｱﾝﾅ ｶｼﾞｶﾜ ｻｸﾗ
 7116 市川 凜子  7168 谷川 慶奈

ｲﾁｶﾜ ﾘｺ ﾀﾆｶﾜ ｹｲﾅ
 4   3 塩尻広陵  6472 佐口 あい     53.61  4   3 丘  6460 加藤 鈴亜     56.38 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ｻｸﾞﾁ ｱｲ ｵｶ ｶﾄｳ ﾘﾘｱ
 6487 阪 真琴  6461 田中 彩心

ｻｶ ﾏｺﾄ ﾀﾅｶ ｱﾐ
 6480 島田 さつき  6459 有賀 心結

ｼﾏﾀﾞ ｻﾂｷ ｱﾙｶﾞ ﾐﾕ
 6470 小林 美優  6463 佐藤 伊吹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ
 5   2 松島  7089 召田 育利     53.72  5   5 仁科台  6908 松倉 史奈     56.40 

ﾏﾂｼﾏ ﾒｽﾀﾞ ｲｸﾘ ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾏﾂｸﾗ ｱﾔﾅ
 7090 川舩 菜々椛  6912 中澤 舞優

ｶﾜﾌﾈ ﾅﾅｶ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾋﾛ
 7088 中川 結菜  6914 内山 実紅

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾅ ｳﾁﾔﾏ ﾐｸ
 7087 古畑 ゆずほ  6907 上条 明日香

ﾌﾙﾊﾀ ﾕｽﾞﾎ ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｽｶ
 6   8 波田  7405 藤田 倖歩     53.92  6   8 丸ﾉ内  7042 花岡 舞     56.97 

ﾊﾀ ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾎ ﾏﾙﾉｳﾁ ﾊﾅｵｶ ﾏｲ
 7417 黒田 稀和美  7041 柿澤 由那

ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ ｶｷｻﾞﾜ ﾕﾅ
 7415 酒井 結菜  7034 国本 璃子

ｻｶｲ ﾕｲﾅ ｸﾆﾓﾄ ﾘｺ
 7404 中野 瑛理南  7035 金丸 未来乃

ﾅｶﾉ ｴﾘﾅ ｶﾈﾏﾙ ﾐﾗﾉ
 7   4 豊科北  6649 木村 湊     54.19  7   7 筑摩野  7269 宮澤 柚羽     57.91 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ ﾁｸﾏﾉ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ
 6656 横内 美結  7262 上條 香乃

ﾖｺｳﾁ ﾐﾕ ｶﾐｼﾞｮｳ ｶﾉ
 6646 岩﨑 未空  7263 赤羽 七緒

ｲﾜｻｷ ﾐｿﾗ ｱｶﾊﾈ ﾅｵ
 6655 堀金 里菜  7261 ｴｽﾗﾐ 舞咲

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾘﾅ ｴｽﾗﾐ ﾏｲｻ
 8   9 北安松川  6773 川口 小優     54.31 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳ
 6789 梨子田 乃々果

ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ
 6788 北沢 真輝

ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ
 6790 横澤 咲蘭

ﾖｺｻﾜ ｻﾗ

女子共通

4×100m

決勝



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 女鳥羽  7293 古川 夏花     55.55  1   8 旭町  7067 大吉原 萌花     56.37 

ﾒﾄﾊﾞ ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂｶ ｱｻﾋﾏﾁ ｵｵﾖｼﾊﾗ ﾓｶ
 7291 黒河内 唯椛  7064 丸山 千佳

ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾕｲｶ ﾏﾙﾔﾏ ﾁｶ
 7299 加島 さわ  7062 小林 莉子

ｶｼﾏ ｻﾜ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｺ
 7290 斎藤 瑚春  7063 柳澤 怜奈

ｻｲﾄｳ ｺﾊﾙ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾅ
 2   6 梓川  7348 梨子田 あかり     56.78  2   5 大町第一  6866 中村 波南     57.03 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ﾅｼﾀﾞ ｱｶﾘ ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ
 7354 増山 美桜  6888 槌市 莉子

ﾏｽﾔﾏ ﾐｵｳ ﾂﾁｲﾁ ﾘｺ
 7357 細田 優衣  6870 小日向 逢

ﾎｿﾀﾞ ﾕｲ ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｲ
 7349 降旗 沙英  6862 小日向 咲良

ﾌﾘﾊﾀ ｻｴ ｵﾋﾞﾅﾀ ｻﾗ
 3   3 菅野  7231 中村 愛里     56.85  3   4 高綱  7178 神澤 芳枝     57.10 

ｽｶﾞﾉ ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾘ ﾀｶﾂﾅ ｶﾝｻﾞﾜ ﾖｼｴ
 7230 吉江 向日葵  7176 石橋 薫

ﾖｼｴ ﾋﾏﾜﾘ ｲｼﾊﾞｼ ｶｵﾙ
 7228 澤谷 凜  7180 神澤 歩夏

ｻﾜﾔ ﾘﾝ ｶﾝｻﾞﾜ ﾎﾉｶ
 7227 米山 心翔  7181 越原 桃夏

ﾖﾈﾔﾏ ｺｺｶ ｺｼﾊﾗ ﾓﾅ
 4   2 塩尻  6407 赤坂 実柚     57.01  4   6 信明  7002 赤塚 菜々子     57.58 

ｼｵｼﾞﾘ ｱｶｻｶ ﾐﾕ ｼﾝﾒｲ ｱｶﾂｶ ﾅﾅｺ
 6406 笠原 梨里  7019 飯沼 日和

ｶｻﾊﾗ ﾘﾘ ｲｲﾇﾏ ﾋﾖﾘ
 6408 百瀬 美桜  7017 木村 晄

ﾓﾓｾ ﾐｵ ｷﾑﾗ ﾋｶﾙ
 6409 高橋 柚那  7018 宮坂 知彩稀

ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ ﾐﾔｻｶ ﾁｻｷ
 5   7 穂高東  6576 鎌倉 もも     57.37  5   3 小谷  6852 石木田 藍     58.95 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ｶﾏｸﾗ ﾓﾓ ｵﾀﾘ ｲｼｷﾀﾞ ｱｲ
 6568 住吉 結衣  6850 萩原 優美

ｽﾐﾖｼ ﾕｲ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕﾐ
 6581 有山 和香菜  6851 江蔵 珠菜

ｱﾘﾔﾏ ﾜｶﾅ ｴｿﾞｳ ﾀﾏﾅ
 6582 渡邉 あおい  6856 村越 千早

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ ﾑﾗｺｼ ﾁﾊﾔ
 6   5 白馬  6838 宮澤 穂香     57.91  6   2 三郷  6712 渡辺 菜月     59.09 

ﾊｸﾊﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾎﾉｶ ﾐｻﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ
 6820 太田 璃子  6732 田畑 胡桃

ｵｵﾀ ﾘｺ ﾀﾊﾞﾀ ｸﾙﾐ
 6833 髙原 紅葉  6717 大津 優斐

ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ ｵｵﾂ ﾕｲ
 6829 吉川 和花  6713 唐澤 結香

ﾖｼｶﾜ ﾜｶ ｶﾗｻﾜ ﾕｲｶ
 7   8 信大附属松本  7458 樋口 陽向   1:04.02 

ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ
 7490 鈴木 叶望

ｽｽﾞｷ ｶﾅﾐ
 7493 安土 美來衣

ｱﾝﾄﾞ ﾐﾗｲ
 7487 友成 央

ﾄﾓﾅﾘ ﾏﾅｶ

女子共通

4×100m



   1 堀金     51.96 宮澤 咲歩 岩下 美波 中谷 凛 指方 柚   1   1
   2 木祖     52.51 山路 凜香 森下 つぼ実 古井 はるか 寺平 祈愛   1   2
   3 開成     52.88 宮入 心奈 柴田 奈々 堀内 杏菜 市川 凜子   1   3
   4 鎌田     53.37 大澤 日向 柗澤 花 多田 優梛 望月 咲耶   2   1
   5 塩尻広陵     53.61 佐口 あい 阪 真琴 島田 さつき 小林 美優   1   4
   6 松島     53.72 召田 育利 川舩 菜々椛 中川 結菜 古畑 ゆずほ   1   5
   7 波田     53.92 藤田 倖歩 黒田 稀和美 酒井 結菜 中野 瑛理南   1   6
   8 豊科北     54.19 木村 湊 横内 美結 岩﨑 未空 堀金 里菜   1   7
   9 北安松川     54.31 川口 小優 梨子田 乃々果 北沢 真輝 横澤 咲蘭   1   8
  10 鉢盛     55.06 塩川 乃愛 住 百合恵 長村 梨夢 井上 莉乃   2   2
  11 女鳥羽     55.55 古川 夏花 黒河内 唯椛 加島 さわ 斎藤 瑚春   3   1
  12 山辺     55.87 酒井 記捺 宮島 日向子 梶川 さくら 谷川 慶奈   2   3
  13 旭町     56.37 大吉原 萌花 丸山 千佳 小林 莉子 柳澤 怜奈   4   1
  14 丘     56.38 加藤 鈴亜 田中 彩心 有賀 心結 佐藤 伊吹   2   4
  15 仁科台     56.40 松倉 史奈 中澤 舞優 内山 実紅 上条 明日香   2   5
  16 梓川     56.78 梨子田 あかり 増山 美桜 細田 優衣 降旗 沙英   3   2
  17 菅野     56.85 中村 愛里 吉江 向日葵 澤谷 凜 米山 心翔   3   3
  18 丸ﾉ内     56.97 花岡 舞 柿澤 由那 国本 璃子 金丸 未来乃   2   6
  19 塩尻     57.01 赤坂 実柚 笠原 梨里 百瀬 美桜 高橋 柚那   3   4
  20 大町第一     57.03 中村 波南 槌市 莉子 小日向 逢 小日向 咲良   4   2
  21 高綱     57.10 神澤 芳枝 石橋 薫 神澤 歩夏 越原 桃夏   4   3
  22 穂高東     57.37 鎌倉 もも 住吉 結衣 有山 和香菜 渡邉 あおい   3   5
  23 信明     57.58 赤塚 菜々子 飯沼 日和 木村 晄 宮坂 知彩稀   4   4
  24 白馬     57.91 宮澤 穂香 太田 璃子 髙原 紅葉 吉川 和花   3   6
  24 筑摩野     57.91 宮澤 柚羽 上條 香乃 赤羽 七緒 ｴｽﾗﾐ 舞咲   2   7
  26 小谷     58.95 石木田 藍 萩原 優美 江蔵 珠菜 村越 千早   4   5
  27 三郷     59.09 渡辺 菜月 田畑 胡桃 大津 優斐 唐澤 結香   4   6
  28 信大附属松本   1:04.02 樋口 陽向 鈴木 叶望 安土 美來衣 友成 央   3   7

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4×100m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

女子共通



決勝 6月4日 10:40

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)                     1.58 太田　真衣                   波田             2009        

金丸 未来乃 丸ﾉ内
ｶﾈﾏﾙ ﾐﾗﾉ
柿澤 由那 丸ﾉ内
ｶｷｻﾞﾜ ﾕﾅ
宮入 心奈 開成
ﾐﾔｲﾘ ｺｺﾅ
原 柚葉 山辺
ﾊﾗ ﾕｽﾞﾊ
長瀬 未空 塩尻広陵
ﾅｶﾞｾ ﾐｸ
白澤 梛々穂 穂高東
ｼﾗｻﾜ ﾅﾅﾎ
大澤 日向 鎌田
ｵｵｻﾜ ﾋﾅ
池田 有津柚 鎌田
ｲｹﾀﾞ ﾕﾂﾞﾕ
柗澤 花 鎌田
ﾏﾂｻﾞﾜ　ﾊﾅ
篠原 史夏 塩尻広陵
ｼﾉﾊﾗ ﾌﾐｶ
林 未菜 大町第一
ﾊﾔｼ ﾐﾅ
鳥羽 菜々子 豊科南
ﾄﾊﾞ ﾅﾅｺ
島田 陽希 塩尻広陵
ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ
笹岡 まり 菅野
ｻｻｵｶ ﾏﾘ
新井 愛子 鉢盛
ｱﾗｲ ｱｺ
鈴木 愛理 開成
ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ
下田 莉愛 穂高東
ｼﾓﾀﾞ ﾘﾘｱ
山﨑 睦実 穂高東 NM
ﾔﾏｻﾞｷ ﾑﾂﾐ

女子共通

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 記録 備考
1 18  7035 - - o

1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m48

o xxx  1.40

 1.45

2 15  7041 - - o o xo

o o o xo xxx

 1.40

 1.40

4 11  7157 - - o o xxo

o o xo xxx3 16  7111 - - o

 6474 - - o

xo xxx

xxx  1.35

 1.35

6 12  6577 - o o xo o

o o xxx5 17

 1.30

 1.35

8 10  6986 - o o o xxx

o xxo xxx7 8  6989 - o o

 6988 - o o

 1.30

 1.30

10 9  6479 - o o xo xxx

o xxx8 13

 1.25

 1.30

12 6  6660 o o o xxx

xxo xxx11 5  6875 xo o xo

 6475 - o xo

 1.20

 1.25

14 2  7232 o xo xxx

xxx13 14

 1.15

 1.15

15 4  7124 o xxx

15 3  7428 o xxx

 6583 o xxx

     

 1.15

1  6571
xxx

15 7



決勝 6月4日 10:55

長野県中学記録(CR)               3.45 岡田 莉歩                    軽井沢A&AC       2020/10/31  
大会記録(GR)                     2.60 谷川 慧佳                    山辺             2019/06/01  
                                      深尾 美希                    三郷             2019/06/01  

3m00
谷川 慶奈 山辺 - - - - - o o o o o 大会新
ﾀﾆｶﾜ ｹｲﾅ xxx
飯ｹ濱 史乃 山辺 o xo o o xxx
ｲｲｶﾞﾊﾏ ｼﾉ
唐澤 結香 三郷 o o xo o xxx
ｶﾗｻﾜ ﾕｲｶ
有賀 舞香 塩尻広陵 xxx NM
ｱﾙｶﾞ ﾏｲｶ

女子共通

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m80 2m00 2m80 2m90

記録 備考

1 4  7168  2.90

2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 2m70

2  6476      

2 1  8705  2.30

2 3  6713  2.30



決勝 6月4日 10:45

長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     4.82 矢口　貴美江                 梓川             1995        

 ３回の
 最高記録

加島 さわ 女鳥羽   4.17  3.85  4.03   4.17   3.94  4.01  3.75   4.17 
ｶｼﾏ ｻﾜ   +2.0  -2.1  +0.2   +2.0   +0.0  -0.8  +0.0   +2.0
小平 百葉 堀金   3.90  3.81  3.72   3.90   3.79  3.82   x    3.90 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾓﾓﾊ   +2.6  -0.4  +0.6   +2.6   -1.1  +0.9         +2.6
駒井 柚希 開成   3.82  3.53  3.63   3.82    x   3.37   x    3.82 
ｺﾏｲ ﾕｽﾞｷ   +0.8  -1.6  -0.7   +0.8         +1.4         +0.8
青木 紅心 木祖    x   3.51  3.73   3.73   3.04   x   3.57   3.73 
ｱｵｷ ｸﾙﾐ         -0.7  +1.6   +1.6   -2.6        +1.3   +1.6
德武 歩 木曽町   3.61   x   3.58   3.61   3.63  3.62   x    3.63 
ﾄｸﾀｹ ｱﾕﾑ   +1.5        +0.4   +1.5   -1.1  +1.0         -1.1
清水 希愛 丘   3.41  3.58  3.53   3.58   3.24  3.51   x    3.58 
ｼﾐｽﾞ ﾉｱ   +0.7  -1.4  -0.1   -1.4   -0.7  -0.5         -1.4
小林 杏由美 豊科南   3.32  3.51  3.33   3.51   3.54  3.39  3.42   3.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ   +0.5  -1.1  +0.9   -1.1   -0.7  -1.2  -1.0   -0.7
小林 穂乃花 穂高東   3.32  3.49  3.35   3.49   3.22  3.27  2.05   3.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ   +2.3  +0.5  +1.7   +0.5   -0.7  -1.6  -1.7   +0.5
岩間 優里 松島   3.43  3.21  2.80   3.43             3.43 
ｲﾜﾏ ﾕｳﾘ   +0.8  -2.6  +1.7   +0.8                      +0.8
山西 佑和 穂高東   3.30  3.42  3.33   3.42             3.42 
ﾔﾏﾆｼ ﾕｳﾅ   -1.7  +0.8  +1.2   +0.8                      +0.8
植原 結月 筑摩野    x   3.12  3.41   3.41             3.41 
ｳｴﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ         +1.0  +1.0   +1.0                      +1.0
渡邉 采香 旭町   3.39  3.02   x    3.39             3.39 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｲｶ   +0.0  +1.0         +0.0                      +0.0
内田 凛音 堀金   3.29   x    x    3.29             3.29 
ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝ   -0.1               -0.1                      -0.1
細田 麻佑 梓川    x   3.27  2.72   3.27             3.27 
ﾎｿﾀﾞ ﾏﾕ         +0.6  +2.7   +0.6                      +0.6
山崎 美緒 梓川   3.07  3.17   x    3.17             3.17 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐｵ   +0.5  +2.0         +2.0                      +2.0
三石 陽夏梨 菅野    x    x   2.95   2.95             2.95 
ﾐﾂｲｼ ﾋｶﾘ               +0.6   +0.6                      +0.6
百瀬 樹理 開成    x   2.95   x    2.95             2.95 
ﾓﾓｾ ｼﾞｭﾘ         +1.9         +1.9                      +1.9
宮本 栞奈 鎌田   2.64  2.40  2.92   2.92             2.92 
ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾅ   +0.4  +0.4  +2.2   +2.2                      +2.2
古川 花恋 女鳥羽   2.27   x   2.17   2.27             2.27 
ﾌﾙｶﾜ ｶﾚﾝ   +0.4        +3.3   +0.4                      +0.4
佐々木 優菜 丘    x    x    x                   NM
ｻｻｷ ﾕｳﾅ                                                   
田中 優希羽 木曽町                            DNS
ﾀﾅｶ ﾕｷﾊ                                                   

備考

女子1年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

1 19  7299

2 20  6677

3 15  7120

4 16  6266

5 11  6286

6 12  6469

7 18  6662

8 5  6573

9 17  7092

10 10  6572

11 21  7240

12 9  7071

13 13  6675

14 3  7379

15 8  7377

16 6  7239

16 1  7122

18 7  6998

14  6285

19 2  8747

4  6465



決勝 6月4日 10:25

長野県中学記録(CR)               5.74 森本 知隼                    塩尻             2014/08/31  
大会記録(GR)                     5.55 森本　知隼                   塩尻             2014        

 ３回の
 最高記録

森下 つぼ実 木祖   3.10   x   4.83   4.83   4.99   x    x    4.99 
ﾓﾘｼﾀ ﾂﾎﾞﾐ   -0.2        -0.7   -0.7   +0.3               +0.3
小口 絵理奈 開成    x   4.47  4.56   4.56   4.46  2.47  4.35   4.56 
ｵｸﾞﾁ ｴﾘﾅ         -1.1  -1.2   -1.2   +1.8  +1.6  +1.1   -1.2
梶川 さくら 山辺   4.53   x   4.36   4.53   4.27   x   3.93   4.53 
ｶｼﾞｶﾜ ｻｸﾗ   -1.8        -0.7   -1.8   +0.5        +3.4   -1.8
降旗 沙英 梓川   4.34  4.24  4.30   4.34   4.40  4.35  4.40   4.40 
ﾌﾘﾊﾀ ｻｴ   -0.6  -1.1  -0.6   -0.6   +1.6  +0.4  +1.5   +1.5
手塚 葵理 波田   4.37  4.12  4.12   4.37   4.26  4.23  4.23   4.37 
ﾃﾂﾞｶ ｱｵﾘ   -1.0  -1.4  -1.5   -1.0   +0.6  -0.1  +0.9   -1.0
塩川 乃愛 鉢盛   4.26  4.35  4.03   4.35    x   4.27   x    4.35 
ｼｵｶﾜ ﾉｱ   -1.9  -0.9  -0.6   -0.9         -0.5         -0.9
村越 千早 小谷   4.13  4.20   x    4.20    x   3.57  3.76   4.20 
ﾑﾗｺｼ ﾁﾊﾔ   -0.5  -0.3         -0.3         +2.3  +0.9   -0.3
国本 璃子 丸ﾉ内   3.99  4.10  3.89   4.10   3.75  3.38   x    4.10 
ｸﾆﾓﾄ ﾘｺ   -1.0  -0.4  -0.6   -0.4   +1.0  +2.4         -0.4
大畠 祐奈 開成   3.97  4.08  3.84   4.08             4.08 
ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾅ   -2.1  -0.4  -1.2   -0.4                      -0.4
中村 有里 鉢盛   3.95  4.06  3.99   4.06             4.06 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾘ   -0.8  -1.2  -0.2   -1.2                      -1.2
浅原 あん奈 高瀬    x   4.05  3.79   4.05             4.05 
ｱｻﾊﾗ ｱﾝﾅ         -0.3  -1.1   -0.3                      -0.3
宮澤 瞳 豊科南   3.96  3.87  3.11   3.96             3.96 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ   -1.4  +0.1  -1.0   -1.4                      -1.4
中澤 舞優 仁科台   3.67  3.60  3.92   3.92             3.92 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾋﾛ   +0.0  -0.2  -0.8   -0.8                      -0.8
末長 璃子 信明   3.89   x   3.58   3.89             3.89 
ｽｴﾅｶﾞ ﾘｺ   +0.1        -2.1   +0.1                      +0.1
藤森 美羽 高綱   3.85  3.79  3.49   3.85             3.85 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐｳ   -1.6  -2.1  +0.3   -1.6                      -1.6
花岡 舞 丸ﾉ内    x   3.82  3.84   3.84             3.84 
ﾊﾅｵｶ ﾏｲ         -0.9  -1.1   -1.1                      -1.1
田中 葵 高綱   3.65  3.34  3.46   3.65             3.65 
ﾀﾅｶ ｱｵｲ   -0.8  -0.4  -1.3   -0.8                      -0.8
横内 空 三郷   3.51  3.53  3.48   3.53             3.53 
ﾖｺｳﾁ ｿﾗ   -0.5  -1.2  -0.1   -1.2                      -1.2
田村 莉湖 筑摩野    x   3.52  3.46   3.52             3.52 
ﾀﾑﾗ ﾘｺ         -0.7  -0.8   -0.7                      -0.7
大津 優斐 三郷   3.50  3.39  3.44   3.50             3.50 
ｵｵﾂ ﾕｲ   -0.3  -1.4  -2.2   -0.3                      -0.3
松尾 慶子 山辺   2.97   x   3.49   3.49             3.49 
ﾏﾂｵ ｹｲｺ   -1.2        -1.1   -1.1                      -1.1
山﨑 美優 穂高西    x   3.40  3.03   3.40             3.40 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ         -0.8  -1.9   -0.8                      -0.8
鈴木 文乃 鎌田    x   3.10  3.37   3.37             3.37 
ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾉ         -0.1  -2.1   -2.1                      -2.1
齋藤 樹里 小谷   3.03  3.24  3.36   3.36             3.36 
ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾘ   -0.8  -0.7  -1.9   -1.9                      -1.9
藤森 朱理 清水   3.23  2.88  3.26   3.26             3.26 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｶﾘ   -1.1  -0.9  -0.8   -0.8                      -0.8
中野 蕾 鎌田   3.19  2.77  3.07   3.19             3.19 
ﾅｶﾉ ﾂﾎﾞﾐ   -0.6  -1.5  -0.7   -0.6                      -0.6
鈴木 叶望 信大附属松本   2.91  3.14  3.05   3.14             3.14 
ｽｽﾞｷ ｶﾅﾐ   -0.7  -0.8  -0.9   -0.8                      -0.8
中沢 なるみ 梓川    x    x    x                   NM
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾙﾐ                                                   

備考

女子2･3年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

1 28  6264

2 26  7114

3 27  8702

4 24  7349

5 23  7401

6 22  7421

7 4  6856

8 25  7034

9 21  7110

10 20  7425

11 19  6742

12 18  6661

13 10  6912

14 14  7000

15 2  7182

16 17  7042

17 13  7177

18 11  6715

19 9  7268

20 15  6717

21 8  8709

22 7  6595

23 5  6993

24 6  6842

25 3  6962

26 1  6991

27 12  7490

16  7347



決勝 6月4日 10:10

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/8/24   
大会記録(GR)                    13.07 川上　松枝                   仁科台           1988        

 ３回の
 最高記録

北沢 真輝 北安松川
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｷ
栗林 紗菜 豊科北
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｻﾅ
高橋 琉姫 松島
ﾀｶﾊｼ ﾙｷ
松岡 凛 鎌田
ﾏﾂｵｶ ﾘﾝ
本道 優香 山辺
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ
中島 杏采 堀金
ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝﾅ
浅村 思芭 山辺
ｱｻﾑﾗ ｺﾄﾊ
百瀬 心結 波田
ﾓﾓｾ ﾐﾕ
古川 帆香 鉢盛
ﾌﾙｶﾜ ﾎﾉｶ
竹下 結菜 清水
ﾀｹｼﾀ ﾕｲﾅ
後藤 優 木曽町
ｺﾞﾄｳ ﾕｳ
丸山 結衣花 北安松川
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲｶ
古井 はるか 木祖
ﾌﾙｲ ﾊﾙｶ
濵 萌羽 鉢盛
ﾊﾏ ﾒｲ
花岡 実新 丸ﾉ内
ﾊﾅｵｶ ﾐﾆｲ
三枝 悠歌 女鳥羽
ｻｲｸﾞｻ ﾕｳｶ
小倉 心美 仁科台
ｵｸﾞﾗ ｺﾊﾙ
村上 璃羽 鉢盛
ﾑﾗｶﾐ ﾘｳ
古井 こなん 木祖
ﾌﾙｲ ｺﾅﾝ
中野 心結 松島
ﾅｶﾉ ﾐﾕｳ
逸見 優 丸ﾉ内
ﾍﾝﾐ ﾕｳ
早出 紗希 三郷
ｿｳﾃﾞ ｻｷ

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子共通

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 21  6647   9.89  7.99

1 22  6788   9.48  9.99

  8.94   9.89   8.64   x   9.06  9.89 

   9.99  10.36 10.71  9.62 10.71   9.95

4 20  6985   8.11  8.22

3 19  7084   7.94  8.13

  8.05   8.22   7.81  8.23  8.02  8.23 

   8.13   8.33  8.39  8.88  8.88   7.94

6 15  6670   8.14  7.90

5 18  8708   7.49  7.53

  7.98   8.14   7.83  7.93  7.95  8.14 

   8.23   7.38  8.17  8.13  8.23   8.23

8 16  7406   7.93  7.45

7 17  7150   7.83  7.56

  7.68   7.93   7.74  7.91  7.89  7.93 

   8.08   8.13  6.93  7.70  8.13   8.08

10 14  6961   7.23  6.79

9 13  7422   6.97  7.45

  7.50   7.50            7.50 

   7.60            7.60   7.60

12 9  6776   7.09  5.92

11 3  6281   7.04  7.46

  6.29   7.09            7.09 

   7.46            7.46   7.14

14 7  7429   6.74  6.20

13 10  6263   7.06   x

  6.80   6.80            6.80 

   7.06            7.06   6.85

16 6  8749   6.30  6.05

15 11  7033   6.48  6.66

  6.33   6.33            6.33 

   6.68            6.68   6.68

18 2  7427    x   5.70

17 8  6911
  5.89  5.38

  5.45   5.70            5.70 

   5.89            5.89   5.84

20 12  7085   5.52  5.07

19 4  6269    x   5.49

   x    5.52            5.52 

   5.57            5.57   5.57

22 1  6730   3.96  4.71

21 5  7036   5.37  5.39

  4.70   4.71            4.71 

   5.50            5.50   5.50



決勝 6月4日 10:15

長野県中学記録(CR)              13.99 並木 彩華                    野沢             2021/07/18  
大会記録(GR)                    14.65 小林 柑南                    三郷             2019/06/01  

風速 +2.9

 1 長村 梨夢 鉢盛     17.62 
ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ

 2 髙原 紅葉 白馬     18.52 
ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ

 3 島田 さつき 塩尻広陵     19.04 
ｼﾏﾀﾞ ｻﾂｷ

四種女子

100mH(0.762-8.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  6480
387

5  7420
528

4  6833
436



決勝 6月4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)                     1.58 太田　真衣                   波田             2009        

島田 さつき 塩尻広陵  1.41
ｼﾏﾀﾞ ｻﾂｷ   523
長村 梨夢 鉢盛  1.30
ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ   409
髙原 紅葉 白馬  1.25
ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ   359

四種女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15 1m44 記録 備考
1 2  6480 - - o

1m20 1m25 1m30 1m35 1m38 1m41

2 1  7420 o o o xxo xxo xxx

o o xxo xxo xo xxx

o o xxx3 3  6833 o o



決勝 6月4日 13:55

長野県中学記録(CR)              13.70 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/8/24   
大会記録(GR)                    13.07 川上　松枝                   仁科台           1988        

長村 梨夢 鉢盛   7.53 
ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ    369
髙原 紅葉 白馬   7.13 
ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ    343
島田 さつき 塩尻広陵   6.46 
ｼﾏﾀﾞ ｻﾂｷ    301

  6.46

2 1  6833   6.84   7.13   6.96

3 3  6480   5.71   6.45

記録 備考

1 2  7420   7.53   7.29   7.48

四種女子

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 6月4日 16:25

長野県中学記録(CR)              24.88 北澤 栞                      三郷             2016/10/16  
大会記録(GR)                    25.16 樋口　虹夏                   波田             2016        

風速 +0.0

 1 島田 さつき 塩尻広陵     30.08 
ｼﾏﾀﾞ ｻﾂｷ

 2 長村 梨夢 鉢盛     30.33 
ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ

 3 髙原 紅葉 白馬     31.53 
ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ

7  6833
381

6  6480
477

5  7420
459

四種女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



2022/ 6/ 4

長野県中学記録(CR)               2999 土屋 ほのか                  軽井沢           2018/06/09  
大会記録(GR)                     2404 山口 なず菜                  鉢盛             2018/06/02  

長村 梨夢 鉢盛 17.62(+2.9)        1.30        7.53 30.33(+0.0)   1765
ｵｻﾑﾗ ﾘﾑ     528     409     369     459      1
島田 さつき 塩尻広陵 19.04(+2.9)        1.41        6.46 30.08(+0.0)   1688
ｼﾏﾀﾞ ｻﾂｷ     387     523     301     477      2
髙原 紅葉 白馬 18.52(+2.9)        1.25        7.13 31.53(+0.0)   1519
ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ     436     359     343     381      3

 6833

200m 総合得点
順位

 7420

 6480

女子共通

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100mH HJ SP
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