
大会コード 19170702

： 2019年４月２８日（日）
： 長野県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 松本市 一般財団法人松本体育協会 松本市陸上競技協会
： 松本市陸上競技協会
： 青山 陸生
： 小幡 泰俊(トラック) 小松 茂美(フィールド)
： 北野 文彦

■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
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第６２回松本市市民体育大会春季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 小幡 泰俊

陸上競技の部 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 小松 茂美
記録・情報主任 北野 文彦

【開催日】 平成31年４月２８日（日）

【主催団体】 松本市陸上競技協会 決勝記録一覧表
男  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

 4/28 男子  +0.6 安藤 直哉 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 11.10 佐藤 賢一 11.10 矢口 紘人(2) 11.34 山口 諒偲(2) 11.54 長谷川 渡(3) 11.70
100m 成澤 稜(3) 松本大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本深志高 松本大 松本蟻ヶ崎高

 4/28 小林 航 49.79 花形 駿介(3) 50.74 熊谷 悟(2) 51.50 長谷川 渡(3) 52.25
400m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松本大 松本蟻ヶ崎高

 4/28 関﨑 暁武(3) 2:03.28 伊藤 珠佑(2) 2:03.94 岡田 遥人(1) 2:04.53 小松 晃人(3) 2:06.14 村上 裕雅(3) 2:07.52 渡部 翔太(2) 2:08.77 青木 海斗(1) 2:09.34 逢澤 智広 2:10.28
800m 松本深志高 梓川高 松本国際高 松本大 松商学園高 松本大 松本国際高 松本市陸協

 4/28 塩原 大 15:51.76 村上 裕雅(3) 16:05.51 北山 虎太郎(3) 16:26.51 萩原 滉太郎(1) 16:27.20 百瀬 永吉 16:28.63 古澤 彰大(3) 16:28.63 斉藤 洸大(3) 16:35.19 池田 悠司(1) 16:35.43
5000m 松本市陸協 松商学園高 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本市陸協 松本国際高 松商学園高 松本大

 4/28 髙田 幸之介(3) 1.95 松澤 和也(4) 1.90 関本 遊大(1) 1.85 片瀬 賢斗(2) 1.75 黒田 海斗(2) 1.75 村瀬 巧(2) 1.55 山田 隼平(2) 1.50 柳澤 研杜(2) 1.50
走高跳 松本県ヶ丘高 松本大 松商学園高 松本県ヶ丘高 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本深志高 松本大

 4/28 佐藤 賢一 7.10(-0.2) 上條 将吾 7.05(+1.6) 深沢 友昭(3) 6.64(+0.6) 宮島 隆輔(2) 6.28(+1.1) 村瀬 直希 6.24(+1.1) 松澤 詠太 6.24(+0.5) 篠原 洸樹(3) 6.19(-0.4) 山本 祐己(3) 6.09(-0.9)
走幅跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 松本大 松本国際高 松本大AC ﾄﾐﾀ･ｱｽﾘｰﾂ 松商学園高 松商学園高

 4/28 小澤 匠 49.39 平野 雄大 48.10 小平 将斗(1) 47.45 武井 謙汰(2) 36.45 安藤 直哉 36.15 水口 拓実(2) 33.10 福田 淳 30.87 上原 隆伸 30.15
やり投(800g) 松本市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本国際高 松商学園高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 田川高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 4/28 松本大       42.40 松商学園高(B)       43.89 松本国際高(A)       44.19 松本深志高       44.30 松商学園高(A)       44.66 松本美須々ヶ丘高      44.67 松本国際高(B)       45.08 松本県ヶ丘高       46.80
4×100m 山口 諒偲(2) 木下 耀仁(2) 宮島 隆輔(2) 河上 侃太(3) 吉田 圭佑(2) 菅 光輝(3) 田中 滉人(3) 青柳 旺利(2)

水島 優(5) 今西 康太(3) 五十嵐 脩祐(1) 矢口 紘人(2) ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞ翔馬(3) 村上裕太郎(2) 矢花 涼平(2) 片瀬 賢斗(2)
成澤 稜(3) 倉田 歩夢(3) 望月 翼(1) 野本 駿介(2) 柳沢 優生(3) 角崎 雅武(2) 小平 将斗(1) 髙田 幸之介(3)
熊谷 悟(2) 森 遼己(1) 一志 瑠衣斗(3) 長野 慎(3) 竹内 寛弥(2) 中山 晃希(3) 丸山 康生(3) 中根 颯亮(3)

 4/28 中学男子  -1.2 山﨑 陽(2) 11.98 合葉 太飛(3) 12.08 片桐 拓真(2) 12.17 荒波 友也(3) 12.23 重田 篤希(3) 12.28 永井 つかさ(2) 12.34 吉澤 虎伯(3) 12.37 村松 凌典(3) 12.38
100m 鉢盛中 開成中 菅野中 附属松本中 山辺中 丸ﾉ内中 菅野中 丸ﾉ内中

 4/28 安坂 丈瑠(3) 50.60 輪湖 颯(3) 52.68 桃井 盛那(3) 56.18 窪田 大造(3) 56.67 増田 空大(3) 57.57 青木 大河(3) 58.19 瀧聞 隆佑(3) 59.87
400m 開成中 梓川中 鉢盛中 高綱中 波田中 梓川中 附属松本中

 4/28 宇都宮 崚太(3) 4:28.71 水野 琉斗(2) 4:28.79 金古 廉(3) 4:31.08 窪田 浩志(3) 4:37.64 小林 亮太(2) 4:38.84 大越 温真(3) 4:40.62 木下 慎太郎(3) 4:47.26 三島 成生(2) 4:52.80
1500m 附属松本中 波田中 高綱中 高綱中 梓川中 梓川中 附属松本中 鉢盛中

 4/28 大塚 悠剛(3) 9:26.11 丸山 辰樹(3) 9:37.87 大塚 壮剛(3) 9:40.60 杉原 立樹(3) 9:48.42 遠藤 優裕(2) 10:05.15 冨永 大輔(3) 10:44.14
3000m 附属松本中 丸ﾉ内中 附属松本中 開成中 附属松本中 山辺中

 4/28  -1.5 赤羽 康太郎(3) 18.29 市川 圭斗(3) 18.33 牛越 悠太(3) 18.34 清澤 広伸(3) 19.50 下原 斗輝(2) 19.52 山田 瑛太(2) 20.45 木島 玲(2) 21.12
110mH(0.914m) 松島中 開成中 信明中 鉢盛中 鉢盛中 鉢盛中 梓川中

 4/28 梶川 新(3) 1.75 安田 有志(3) 1.65 髙田 真平(2) 1.60 村本 瑛(3) 1.60 古谷 拓海(3) 1.45 小笠原 巧真(2) 1.35
走高跳 山辺中 菅野中 附属松本中 山辺中 波田中 高綱中

 4/28 牛田 真夢(3) 5.32(+3.0) 山本 健流(2) 5.29(+0.8) 髙木 遼磨(3) 5.25(+0.2) 大月 隼(3) 5.20(-0.3) 清水 悠雅(3) 5.09(+0.1) 筒木 順(2) 4.94(+1.4) 上條 優人(2) 4.90(+0.3) 梨子田 翔真(3) 4.83(-0.1)
走幅跳 梓川中 丸ﾉ内中 波田中 丸ﾉ内中 梓川中 高綱中 鉢盛中 梓川中

 4/28 髙橋 勇翔(3) 12.44 山本 蓮(2) 8.61 髙田 竜生(3) 7.87 宇原 琥響(2) 7.46 根本 昊太(2) 7.24 二木 健友(2) 7.10 中野 凌伽(3) 7.05 古野 幌大(2) 7.01

砲丸投(5.000kg) 開成中 鉢盛中 信明中 清水中 波田中 梓川中 鎌田中 波田中
 4/28 開成中(A)       46.17 鉢盛中(A)       47.55 菅野中       47.84 丸ﾉ内中       48.05 高綱中       48.53 梓川中(A)       48.79 山辺中       49.53 女鳥羽中       49.92

4×100m 合葉 太飛(3) 清澤 広伸(3) 小玉 怜史(2) 大月 隼(3) 鎌田 仁(2) 牛田 真夢(3) 村本 瑛(3) 田多井 信吾(2)
安坂 丈瑠(3) 山﨑 陽(2) 吉澤 虎伯(3) 丸山 辰樹(3) 金子 楽斗(3) 清水 悠雅(3) 重田 篤希(3) 西沢 櫂(3)
橋本 博人(3) 桃井 盛那(3) 片桐 拓真(2) 村松 凌典(3) 林 智輝(2) 大越 温真(3) 冨永 大輔(3) 芦田 弘誠(3)
市川 圭斗(3) 中澤 歩希(2) 澤口 然(2) 永井 つかさ(2) 窪田 大造(3) 輪湖 颯(3) 梶川 新(3) 田中 舜也(3)

 4/28 小学男子 清水小(A)     1:00.16 島内小(B)     1:00.81 ｺﾒｯﾄ波田     1:01.48 ﾁｰﾑ山辺     1:02.56 島内小(A)     1:08.04
4×100m 新田 直己(5) 清水 尋志(5) 高浪 暖己(6) 金井 孝太郎(6) 宮城 荘志(4)

中島 瑛心(6) 澤渡 奏太(5) 冨田 俊司(6) 廣池 十和(6) 山村 唯斗(4)
須藤 小太郎(6) 川﨑 晴翔(5) 古野 頑人(6) 中澤 希優(6) 降旗 章(4)
角田 詢(6) 佃 悠輔(5) 松井 舜(5) 原田 匠海(6) 成沢 優輝(4)

 4/28 小学男子4_6 萩原 雄夢(6) 13.09 小林 湊(6) 15.08 小林 慶裕(6) 15.35 新田 直己(5) 15.37 菊田 琥斗(6) 15.69 赤穂 一晟(4) 15.71 唐沢 圭吾(4) 15.94 高野 啓矢(5) 16.11
100m ｺﾒｯﾄ波田 田川小 芳川小 清水小 二子小 鎌田小 筑摩小 ｺﾒｯﾄ波田

 4/28 下里 洋武(5) 3:23.43 武本 直樹(5) 3:31.41 関崎 結斗(5) 3:32.19 冨永 陽介(5) 3:36.94 倉島 涼(5) 3:37.33 塩原 颯太(5) 3:49.66 山﨑 拓真(6) 3:50.70 栢本 将太(4) 3:52.28
1000m 筑摩小 菅野小 筑摩小 ﾁｰﾑ山辺 開智小 島内小 清水小 菅野小

 4/28 野邑 一心(6) 4.12(-1.8) 美里 晃汰(6) 3.83(-0.1) 森村 悠希也(6) 3.78(-1.7) 青木 翔(5) 3.23(-1.8) 山田 快人(6) 2.88(-1.7) 塚田 紘也(6) 2.88(+1.3) 石川 稜馬(6) 2.77(-1.3) 伊林 岳(4) 2.66(-1.7)
走幅跳 ｺﾒｯﾄ波田 旭町小 菅野小 岡田小 ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田 今井小

 4/28 野﨑 健太郎(6) 41.42 原田 匠海(6) 40.99 大月 陽輝(6) 40.97 矢野 成悟(6) 30.96 岩坂 惇(6) 30.21 西村 眞次朗(5) 29.24 田中 伶弥(5) 26.59 櫻井 友翔(4) 24.58
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 ﾁｰﾑ山辺 ﾁｰﾑ山辺 ｺﾒｯﾄ波田 旭町小 ｺﾒｯﾄ波田 岡田小 今井小 今井小



[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 +1.0

 1 唐沢 圭吾(4)     15.94  1 小林 慶裕(6)     15.35 
ｶﾗｻﾜ ｹｲｺﾞ 筑摩小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 芳川小

 2 高野 啓矢(5)     16.11  2 菊田 琥斗(6)     15.69 
ﾀｶﾉ ｹｲﾔ ｺﾒｯﾄ波田 ｷｸﾀ ｺﾄ 二子小

 3 浅原 統(5)     16.24  3 松崎 晴(6)     16.25 
ｱｻﾊﾗ ｽﾏﾙ 鎌田小 ﾏﾂｻﾞｷ ｾｲ 旭町小

 4 塩島 和己(4)     16.42  4 古田 晃介(4)     17.08 
ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ﾌﾙﾀ ｺｳｽｹ 今井小

 5 中澤 聖也(5)     16.50  5 宮下 泰知(4)     17.20 
ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾔ 開智小 ﾐﾔｼﾀ ﾀｲﾁ 田川小

 6 中村 仁威(5)     17.96  6 古井 陽多(5)     17.36 
ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾀｹ 旭町小 ﾌﾙｲ ﾋﾅﾀ 島内小

 7 高山 維心(4)     18.02  7 波多腰 海斗(4)     17.46 
ﾀｶﾔﾏ ｲｼﾝ 島内小 ﾊﾀｺｼ ｶｲﾄ 芝沢小

  金田 煌俊(6)       8 石澤 実頼(4)     17.66 
ｶﾈﾀﾞ ｺｳｼｭﾝ 二子小 ｲｼｻﾞﾜ ﾐﾗｲ 筑摩小

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +2.5

 1 小林 湊(6)     15.08  1 萩原 雄夢(6)     13.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾄ 田川小 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾑ ｺﾒｯﾄ波田

 2 辻本 蓮(5)     16.59  2 新田 直己(5)     15.37 
ﾂｼﾞﾓﾄ ﾚﾝ 芳川小 ﾆｯﾀ ﾅｵｷ 清水小

 3 高橋 昇馬(4)     16.70  3 赤穂 一晟(4)     15.71 
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ 鎌田小 ｱｺｳ ｲｯｾｲ 鎌田小

 4 吉沢 慶士郎(6)     16.83  4 髙山 愛雅(5)     16.52 
ﾖｼｻﾞﾜ ｹｲｼﾞﾛｳ ｺﾒｯﾄ波田 ﾀｶﾔﾏ ｱｲｶﾞ 島内小

 5 両角 我玖斗(5)     17.52  5 矢野 碧人(6)     16.52 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾞｸﾄ 島内小 ﾔﾉ ﾘｸﾄ 菅野小

 6 新井 凪(4)     17.83  6 臼田 陽結(5)     16.57 
ｱﾗｲ ﾅｷﾞ 二子小 ｳｽﾀﾞ ﾊﾙｲ 岡田小

 7 浅輪 優心(4)     18.84  7 瀧澤 風伍(5)     16.85 
ｱｻﾜ ﾕｳｼﾝ 芝沢小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾌｳｺﾞ 安曇小

 8 宮島 渉(4)     19.47  8 清水 柊介(4)     17.09 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｽｹ 二子小

 9 花村 結貴(6)     17.12 
ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳｷ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ

   1 萩原 雄夢(6) ｺﾒｯﾄ波田     13.09 (+2.5)   4   1
   2 小林 湊(6) 田川小     15.08 (+1.0)   3   1
   3 小林 慶裕(6) 芳川小     15.35 (+1.0)   2   1
   4 新田 直己(5) 清水小     15.37 (+2.5)   4   2
   5 菊田 琥斗(6) 二子小     15.69 (+1.0)   2   2
   6 赤穂 一晟(4) 鎌田小     15.71 (+2.5)   4   3
   7 唐沢 圭吾(4) 筑摩小     15.94 (-0.4)   1   1
   8 高野 啓矢(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.11 (-0.4)   1   2
   9 浅原 統(5) 鎌田小     16.24 (-0.4)   1   3
  10 松崎 晴(6) 旭町小     16.25 (+1.0)   2   3
  11 塩島 和己(4) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     16.42 (-0.4)   1   4
  12 中澤 聖也(5) 開智小     16.50 (-0.4)   1   5
  13 髙山 愛雅(5) 島内小     16.52 (+2.5)   4   4
  13 矢野 碧人(6) 菅野小     16.52 (+2.5)   4   5
  15 臼田 陽結(5) 岡田小     16.57 (+2.5)   4   6
  16 辻本 蓮(5) 芳川小     16.59 (+1.0)   3   2
  17 高橋 昇馬(4) 鎌田小     16.70 (+1.0)   3   3
  18 吉沢 慶士郎(6) ｺﾒｯﾄ波田     16.83 (+1.0)   3   4
  19 瀧澤 風伍(5) 安曇小     16.85 (+2.5)   4   7
  20 古田 晃介(4) 今井小     17.08 (+1.0)   2   4
  21 清水 柊介(4) 二子小     17.09 (+2.5)   4   8
  22 花村 結貴(6) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     17.12 (+2.5)   4   9
  23 宮下 泰知(4) 田川小     17.20 (+1.0)   2   5
  24 古井 陽多(5) 島内小     17.36 (+1.0)   2   6
  25 波多腰 海斗(4) 芝沢小     17.46 (+1.0)   2   7
  26 両角 我玖斗(5) 島内小     17.52 (+1.0)   3   5
  27 石澤 実頼(4) 筑摩小     17.66 (+1.0)   2   8
  28 新井 凪(4) 二子小     17.83 (+1.0)   3   6
  29 中村 仁威(5) 旭町小     17.96 (-0.4)   1   6
  30 高山 維心(4) 島内小     18.02 (-0.4)   1   7
  31 浅輪 優心(4) 芝沢小     18.84 (+1.0)   3   7
  32 宮島 渉(4) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     19.47 (+1.0)   3   8
    金田 煌俊(6) 二子小          (-0.4)DNS   1    
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タイムレース

順位 No. 順位氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組

7   188 8   152

9

4   170 6

  222 4   259

8   250 9   200

  171

3   103 5   253

6   258 1   154

  206

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
2   228 2   127

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   264 7

2   169 4   226

所属名 記録／備考

9   235 5   189

8   148 9   233

3   256 3   218

6   220 8   175

4   172 7   146

7   107 2   255

所属名 記録／備考
5   219 6   263

ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学男子4_6年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



 1 下里 洋武(5)   3:23.43 
ｼﾓｻﾄ ﾋﾛﾀｹ 筑摩小

 2 武本 直樹(5)   3:31.41 
ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｷ 菅野小

 3 関崎 結斗(5)   3:32.19 
ｾｷｻﾞｷ ﾕｲﾄ 筑摩小

 4 冨永 陽介(5)   3:36.94 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ ﾁｰﾑ山辺

 5 倉島 涼(5)   3:37.33 
ｸﾗｼﾏ ｽｽﾞｼ 開智小

 6 塩原 颯太(5)   3:49.66 
ｼｵﾊﾗ ｿｳﾀ 島内小

 7 山﨑 拓真(6)   3:50.70 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾏ 清水小

 8 栢本 将太(4)   3:52.28 
ｶﾔﾓﾄ ｼｮｳﾀ 菅野小

 9 金丸 世羅(4)   3:54.23 
ｶﾈﾏﾙ ｾﾗ 田川小

10 高宮 大地(6)   4:00.92 
ﾀｶﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ ｺﾒｯﾄ波田

11 柳澤 健太(4)   4:03.56 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝﾀ 芝沢小

12 杉本 晋太郎(4)   4:04.33 
ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 島内小

13 勝家 太河(4)   4:12.75 
ｶﾂﾔ ﾀｲｶﾞ 旭町小

14 山口 隼(4)   4:13.99 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 菅野小

15 羽鳥 琉翔(5)   4:14.29 
ﾊﾄﾘ ﾙｲﾄ 岡田小

16 杉本 賢太郎(4)   4:14.43 
ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 島内小

17 北林 嵐月(5)   4:15.19 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ ｺﾒｯﾄ波田

18 新里 隆人(5)   4:30.57 
ｼﾝｻﾞﾄ ﾘｭｳﾄ 旭町小

19 加藤 篤矢(5)   4:32.00 
ｶﾄｳ ｱﾂﾔ 二子小

11   254

6   130

15   147

19   153

2   240

7   145

9   196

4   190

18   241

16   227

14   106

8   205

3   193

13   167

10   229

1   217

12   140

17   198

小学男子4_6年

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   216



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 清水小(A)   206 新田 直己(5)   1:00.16 

ｼﾐｽﾞｼｮｳ ﾆｯﾀ ﾅｵｷ
  210 中島 瑛心(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｴｲｼﾝ
  207 須藤 小太郎(6)

ｽﾄﾞｳ ｺﾀﾛｳ
  202 角田 詢(6)

ﾂﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝ
 2   4 島内小(B)   243 清水 尋志(5)   1:00.81 

ｼﾏｳﾁｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ
  251 澤渡 奏太(5)

ｻﾜﾄﾞ　ｿｳﾀ
  244 川﨑 晴翔(5)

ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾄ
  247 佃 悠輔(5)

ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ
 3   6 ｺﾒｯﾄ波田   108 高浪 暖己(6)   1:01.48 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾀｶﾅﾐ ﾊﾙｷ
  129 冨田 俊司(6)

ﾄﾐﾀ ｼｭﾝｼﾞ
  105 古野 頑人(6)

ﾌﾙﾉ ｹﾞﾝﾄ
  116 松井 舜(5)

ﾏﾂｲ ｼｭﾝ
 4   5 ﾁｰﾑ山辺   134 金井 孝太郎(6)   1:02.56 

ﾁｰﾑﾔﾏﾍﾞ ｶﾅｲ ｺｳﾀﾛｳ
  142 廣池 十和(6)

ﾋﾛｲｹ ﾄﾜ
  139 中澤 希優(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾋﾛ
  135 原田 匠海(6)

ﾊﾗﾀ ﾀｸﾐ
 5   2 島内小(A)   232 宮城 荘志(4)   1:08.04 

ｼﾏｳﾁｼｮｳ ﾐﾔｷﾞ ﾏｻｼ
  237 山村 唯斗(4)

ﾔﾏﾑﾗ ﾕｲﾄ
  234 降旗 章(4)

ﾌﾘﾊﾀ ｼｮｳ
  242 成沢 優輝(4)

ﾅﾘｻﾜ ﾕｳｷ

小学男子

4×100m

決勝



 ３回の
 最高記録

野邑 一心(6)    x    x   4.12   4.12             4.12 
ﾉﾑﾗ ｲｯｼﾝ ｺﾒｯﾄ波田               -1.8   -1.8                      -1.8
美里 晃汰(6)   3.68  3.83  3.71   3.83             3.83 
ﾐｻﾄ ｺｳﾀ 旭町小   +0.2  -0.1  -1.5   -0.1                      -0.1
森村 悠希也(6)   3.59  3.71  3.78   3.78             3.78 
ﾓﾘﾑﾗ ﾕｷﾔ 菅野小   +2.0  +0.1  -1.7   -1.7                      -1.7
青木 翔(5)   3.23  3.02  3.23   3.23             3.23 
ｱｵｷ ｶｹﾙ 岡田小   +0.7  -0.8  -1.8   -1.8                      -1.8
山田 快人(6)   2.86  2.80  2.88   2.88             2.88 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ｺﾒｯﾄ波田   -0.2  -1.0  -1.7   -1.7                      -1.7
塚田 紘也(6)   2.88  2.76  2.59   2.88             2.88 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛﾅﾘ ｺﾒｯﾄ波田   +1.3  +0.2  +0.5   +1.3                      +1.3
石川 稜馬(6)   2.68  2.75  2.77   2.77             2.77 
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾏ ｺﾒｯﾄ波田   +1.5  -0.8  -1.3   -1.3                      -1.3
伊林 岳(4)   2.66   x    x    2.66             2.66 
ｲﾊﾞﾔｼ ｶﾞｸ 今井小   -1.7               -1.7                      -1.7
増田 龍晴(5)   2.65   x   2.24   2.65             2.65 
ﾏｽﾀ ﾘｭｳｾｲ 清水小   +0.3        -1.0   +0.3                      +0.3

9 9   208

7 2   119

8 3   174

5 4   111

6 1   125

3 8   197

4 7   161

1 6   131

2 5   149

備考

小学男子4_6年

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回の
 最高記録

野﨑 健太郎(6)
ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ ﾁｰﾑ山辺
原田 匠海(6)
ﾊﾗﾀ ﾀｸﾐ ﾁｰﾑ山辺
大月 陽輝(6)
ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ ｺﾒｯﾄ波田
矢野 成悟(6)
ﾔﾉ ｾｲｺﾞ 旭町小
岩坂 惇(6)
ｲﾜｻｶ ｱﾂ ｺﾒｯﾄ波田
西村 眞次朗(5)
ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｼﾞﾛｳ 岡田小
田中 伶弥(5)
ﾀﾅｶ ﾚｲﾔ 今井小
櫻井 友翔(4)
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ 今井小
古畑 杏太郎(5)
ﾌﾙﾊﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ ｺﾒｯﾄ波田
大野 新(5)
ｵｵﾉ ｱﾗﾀ ｺﾒｯﾄ波田

   

    24.58 

9 3   104  17.50 23.15 15.00  23.15

    19.43 10 1   122  18.89 17.68 19.43  19.43    

7 2   178  25.48 25.90

          23.15 

8 4   179  22.67 19.62 24.58

 26.59  26.59           26.59 

  24.58       

5 5   102  29.11 30.21

6 6   160  29.24 25.48

 30.12  30.21           30.21 

  29.24          x     29.24 

 40.99 

3 7   121  34.34 39.45

4 9   150    x  29.08 30.96     30.96 

 40.97  40.97           40.97 

  30.96       

  40.99       

-4- -5- -6-

      

2 10   135  38.21 40.99 40.07    

備考

1 8   141  40.18 37.04 41.42  41.42    

-2- -3-

 41.42 

記録

小学男子4_6年

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



[ 1組] 風速 -1.9 [ 2組] 風速 -2.4

 1 重田 篤希(3)     12.50 Q  1 合葉 太飛(3)     12.47 Q
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ 山辺中 ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ 開成中

 2 横沢 颯太(2)     12.72  2 児玉 賢人(2)     12.70 
ﾖｺｻﾞﾜ ｿｳﾀ 筑摩野中 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ 筑摩野中

 3 西沢 櫂(3)     12.89  3 中澤 歩希(2)     12.71 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ 女鳥羽中 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ 鉢盛中

 4 橋本 博人(3)     12.89  4 石田 朗雅(2)     12.84 
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 開成中 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ 旭町中

 5 澤口 然(2)     13.06  5 鎌田 仁(2)     13.48 
ｻﾜｸﾞﾁ ｾﾞﾝ 菅野中 ｶﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ 高綱中

 6 藤森 亮祐(3)     13.75  6 横内 歩夢(3)     13.81 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 高綱中 ﾖｺｳﾁ ｱﾕﾑ 女鳥羽中

 7 太田 竣介(2)     14.27  7 小林 佑輔(3)     14.39 
ｵｵﾀ ｼｭﾝｽｹ 波田中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 菅野中

 8 大留 朝陽(3)     15.06  8 唐津 春樹(3)     14.82 
ｵｵﾄﾒ ｱｻﾋ 清水中 ｶﾗﾂ ﾊﾙｷ 附属松本中

  花村 翼太(2)       9 宮嶋 竜希(2)     16.81 
ﾊﾅﾑﾗ ﾖｳﾀ 梓川中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾂｷ 梓川中

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +0.6

 1 山﨑 陽(2)     11.89 Q  1 永井 つかさ(2)     12.13 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 鉢盛中 ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ 丸ﾉ内中

 2 片桐 拓真(2)     11.99 q  2 荒波 友也(3)     12.20 q
ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ 菅野中 ｱﾗﾅﾐ ﾕｳﾔ 附属松本中

 3 村松 凌典(3)     12.23 q  3 金子 楽斗(3)     12.37 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 丸ﾉ内中 ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ 高綱中

 4 有江 禅(2)     13.07  4 田多井 信吾(2)     13.19 
ｱﾘｴ ｾﾞﾝ 開成中 ﾀﾀｲ ｼﾝｺﾞ 女鳥羽中

 5 中村 駿汰(1)     13.07  5 芝田 悠(3)     13.46 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ skIpまつもとAC ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ 波田中

 6 山口 洸斗(2)     13.09  6 遠藤 翼(2)     13.58 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 波田中 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 筑摩野中

 7 海野 幸之介(3)     13.62  7 山田 啓介(2)     13.96 
ｳﾝﾉ ｺｳﾉｽｹ 附属松本中 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 開成中

 8 大前 俊輔(2)     14.99  8 藤本 武和(3)     14.39 
ｵｵﾏｴ ｼｭﾝｽｹ 梓川中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｵ 鎌田中

[ 5組] 風速 -0.2

 1 吉澤 虎伯(3)     12.21 Q
ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ 菅野中

 2 原 大輝(3)     12.45 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 清水中

 3 武田 龍治(2)     12.52 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 鎌田中

 4 林 智輝(2)     12.66 
ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ 高綱中

 5 栁澤 秀哉(2)     13.08 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ 梓川中

 6 田中 舜也(3)     13.21 
ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ 女鳥羽中

 7 小林 知樹(2)     13.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 附属松本中

 8 今井 陽翔(3)     13.52 
ｲﾏｲ ﾊﾙﾄ 波田中

風速 -1.2

 1 山﨑 陽(2)     11.98 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 鉢盛中

 2 合葉 太飛(3)     12.08 
ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ 開成中

 3 片桐 拓真(2)     12.17 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ 菅野中

 4 荒波 友也(3)     12.23 
ｱﾗﾅﾐ ﾕｳﾔ 附属松本中

 5 重田 篤希(3)     12.28 
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ 山辺中

 6 永井 つかさ(2)     12.34 
ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ 丸ﾉ内中

 7 吉澤 虎伯(3)     12.37 
ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ 菅野中

 8 村松 凌典(3)     12.38 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 丸ﾉ内中

8

2  7483

4  7215

3  7043

7  7047

9  7151

 7221

3  7413

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  7422

5  7141

9  7356

5  7285

2  7458

7  6959

8  6977

4  7170

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  9008 7  7414

3  7401 6  7242

6  7215

2  7499 3  7112

4  7340 5  6975

5  7111 2  7289

9  7043 8  7193

2  6958 6  7498

6  7221 9  7483

4  7342 8  7344

8  7422 4  7047
No. 氏  名

DNS

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

5  7230 1  7172

3  7419 2  7212

6  7196 9  7284

ﾚｰﾝ No. 氏  名

1  7140 5  7077

9  7286 4  7421

所属名 記録／備考 順

8  7245 7  7246

中学男子

100m

予選 通過基準  5組  1着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
7  7151 3  7141

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



[ 1組] [ 2組]

 1 安坂 丈瑠(3)     52.13 Q  1 増田 空大(3)     57.43 Q
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 開成中 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 波田中

 2 窪田 大造(3)     57.19 Q  2 瀧聞 隆佑(3)     58.27 Q
ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｿﾞｳ 高綱中 ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ 附属松本中

 3 青木 大河(3)     58.01 q  3 奥原 時光(2)   1:03.31 
ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ 梓川中 ｵｸﾊﾗ ﾄｷﾐﾂ 鉢盛中

 4 小林 愛生(3)     58.14 q  4 清水 寛斗(2)   1:04.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｷ 波田中 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 附属松本中

 5 米山 依岬(2)   1:04.08  5 三浦 快介(3)   1:05.43 
ﾖﾈﾔﾏ ｲｻｷ 鉢盛中 ﾐｳﾗ ｶｲｽｹ 清水中

 6 清水 耀太(2)   1:15.94  6 耳塚 諄慶(2)   1:08.96 
ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾀ 附属松本中 ﾐﾐﾂﾞｶ ｼｭﾝｹｲ 松島中

  古澤 昇吾(2)      
ﾌﾙｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 高綱中

[ 3組]

 1 輪湖 颯(3)     53.83 Q
ﾜｺ ﾊﾔﾄ 梓川中

 2 桃井 盛那(3)     57.63 Q
ﾓﾓｲ ｾﾅ 鉢盛中

 3 青島 竜輝斗(3)     59.42 
ｱｵｼﾏ ﾙｷﾄ 開成中

 4 森本 快(2)   1:02.94 
ﾓﾘﾓﾄ ｶｲ 波田中

 5 貝梅 崚介(2)   1:10.14 
ｶｲﾊﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 松島中

 6 富田 覚弥(2)   1:10.75 
ﾄﾐﾀ ｶｸﾔ 附属松本中

 1 安坂 丈瑠(3)     50.60 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 開成中

 2 輪湖 颯(3)     52.68 
ﾜｺ ﾊﾔﾄ 梓川中

 3 桃井 盛那(3)     56.18 
ﾓﾓｲ ｾﾅ 鉢盛中

 4 窪田 大造(3)     56.67 
ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｿﾞｳ 高綱中

 5 増田 空大(3)     57.57 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 波田中

 6 青木 大河(3)     58.19 
ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ 梓川中

 7 瀧聞 隆佑(3)     59.87 
ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ 附属松本中

  小林 愛生(3)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｷ 波田中

2  7412
DNS

4  7416

3  7377

8  7489

7  7362

9  7448

7  7174
DNS

6  7195

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7138

6  7463

3  7362

2  7448

5

7  7400

4  7107

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 7144

5  7465 3  7105

7  7427 2  6960

ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  7412 6  7497

4  7377 5  7420

所属名 記録／備考 順

2  7195 8  7489

中学男子

400m

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

順
6  7138 4  7416

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



[ 1組] [ 2組]

 1 宇都宮 崚太(3)   4:28.71  1 金古 廉(3)   4:31.08 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 附属松本中 ｶﾈｺ ﾚﾝ 高綱中

 2 水野 琉斗(2)   4:28.79  2 小林 亮太(2)   4:38.84 
ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 波田中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 梓川中

 3 窪田 浩志(3)   4:37.64  3 木下 慎太郎(3)   4:47.26 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼ 高綱中 ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 附属松本中

 4 大越 温真(3)   4:40.62  4 三島 成生(2)   4:52.80 
ｵｵｺｼ ﾊﾙﾏ 梓川中 ﾐｼﾏ ﾅﾙｷ 鉢盛中

 5 西垣 尚弥(3)   4:58.40  5 丸山 和孝(2)   5:01.51 
ﾆｼｶﾞｷ ﾅｵﾔ 附属松本中 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ 開成中

 6 川瀬 拓郎(3)   5:04.40  6 上野 祥弥(3)   5:01.57 
ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ 高綱中 ｳｴﾉ ｼｮｳﾔ 梓川中

 7 野口 翔大朗(3)   5:06.43  7 中澤　藍希(2)   5:16.49 
ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 菅野中 ﾅｶｻﾞﾜ　ｱｲｷ 山辺中

 8 田村 悠(3)   5:08.07  8 加藤 雅陽(2)   5:25.84 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 信明中 ｶﾄｳ ﾏｻﾊﾙ 山辺中

 9 武川 裕和(2)   5:22.13  9 奈良井 義隆(2)   5:29.13 
ﾀｹｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 丸ﾉ内中 ﾅﾗｲ ﾖｼﾀｶ 附属松本中

10 藤牧 幸来(3)   7:05.16 10 田中 太智(2)   5:47.48 
ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳｷ 菅野中 ﾀﾅｶ ﾀｲﾁ 旭町中

  岡 春輝(2)      11 島村 紘斗(2)   6:56.43 
ｵｶ ﾊﾙｷ 旭町中 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛﾄ 松島中

  浅野 卯月(3)        奥原 悠月(2)      
ｱｻﾉ ｳﾂﾞｷ 松島中 ｵｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 高綱中

  佐々木 翔(3)      
ｻｻｷ ｼｮｳ 菅野中

   1 宇都宮 崚太(3) 附属松本中     4:28.71   1   1
   2 水野 琉斗(2) 波田中     4:28.79   1   2
   3 金古 廉(3) 高綱中     4:31.08   2   1
   4 窪田 浩志(3) 高綱中     4:37.64   1   3
   5 小林 亮太(2) 梓川中     4:38.84   2   2
   6 大越 温真(3) 梓川中     4:40.62   1   4
   7 木下 慎太郎(3) 附属松本中     4:47.26   2   3
   8 三島 成生(2) 鉢盛中     4:52.80   2   4
   9 西垣 尚弥(3) 附属松本中     4:58.40   1   5
  10 丸山 和孝(2) 開成中     5:01.51   2   5
  11 上野 祥弥(3) 梓川中     5:01.57   2   6
  12 川瀬 拓郎(3) 高綱中     5:04.40   1   6
  13 野口 翔大朗(3) 菅野中     5:06.43   1   7
  14 田村 悠(3) 信明中     5:08.07   1   8
  15 中澤　藍希(2) 山辺中     5:16.49   2   7
  16 武川 裕和(2) 丸ﾉ内中     5:22.13   1   9
  17 加藤 雅陽(2) 山辺中     5:25.84   2   8
  18 奈良井 義隆(2) 附属松本中     5:29.13   2   9
  19 田中 太智(2) 旭町中     5:47.48   2  10
  20 島村 紘斗(2) 松島中     6:56.43   2  11
  21 藤牧 幸来(3) 菅野中     7:05.16   1  10
    岡 春輝(2) 旭町中 DNS   1    
    浅野 卯月(3) 松島中 DNS   1    
    奥原 悠月(2) 高綱中 DNS   2    
    佐々木 翔(3) 菅野中 DNS   2     7214

 7114
 7371
 7194
 7217
 7000
 8702
 7046
 8701
 7478
 7078
 7106
 7216
 7079
 7101
 7199

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録

 7485
 7428
 7486

 7484
 7387
 7197
 7198
 7358
 7372

7  7046 12

備考 組 順位

10  7079 8  7106
DNS

DNS DNS
6  7214

DNS

タイムレース

 7478

9  7216 4  7078

11  7101 5  7199

5  7000 11  8701

1  7217 13  8702

4  7194 1  7371

6  7486 10  7114

3  7372 3  7428

12  7198 2  7485

2  7387 9  7358

所属名 記録／備考
8  7484 7  7197

ORD No. 氏  名

中学男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



 1 大塚 悠剛(3)   9:26.11 
ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ 附属松本中

 2 丸山 辰樹(3)   9:37.87 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ 丸ﾉ内中

 3 大塚 壮剛(3)   9:40.60 
ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ 附属松本中

 4 杉原 立樹(3)   9:48.42 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 開成中

 5 遠藤 優裕(2)  10:05.15 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 附属松本中

 6 冨永 大輔(3)  10:44.14 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山辺中

  久保田 興輝(2)      
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｷ 附属松本中

5  7455
DNS

7  7466

6  7152

1  7460

4  7139

2  7042

中学男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  7461



風速 -1.5

 1 赤羽 康太郎(3)     18.29 
ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀﾛｳ 松島中

 2 市川 圭斗(3)     18.33 
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 開成中

 3 牛越 悠太(3)     18.34 
ｳｼｺｼ ﾕｳﾀ 信明中

 4 清澤 広伸(3)     19.50 
ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 鉢盛中

 5 下原 斗輝(2)     19.52 
ｼﾓﾊﾗ ﾄｷ 鉢盛中

 6 山田 瑛太(2)     20.45 
ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ 鉢盛中

 7 木島 玲(2)     21.12 
ｷｼﾞﾏ ﾚｲ 梓川中

5  7361

8  7426

6  7423

3  7019

2  7446

7  7142

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7102



1m75 1m80 1m85
梶川 新(3) - - - - - - o o o xxo
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 山辺中 o xxx
安田 有志(3) - - - - - o o o xo xxx
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 菅野中
髙田 真平(2) - - - o o o o o xxx
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 附属松本中
村本 瑛(3) - - - - - o xo o xxx
ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ 山辺中
古谷 拓海(3) - - o o o xxx
ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ 波田中
小笠原 巧真(2) o xxo o xxx
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾏ 高綱中

6 1  7171  1.35

4 4  7153  1.60

5 2  7417  1.45

2 3  7211  1.65

3 5  7477  1.60

記録 備考

1 6  7150  1.75

1m50 1m55 1m60 1m65 1m70

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m25 1m30 1m35 1m40 1m45



 ３回の
 最高記録

牛田 真夢(3)   5.13  5.19  5.30   5.30             5.30 
ｳｼﾀﾞ ﾏﾅﾑ 梓川中   +0.8  +1.7  -1.0   -1.0                      -1.0
大月 隼(3)   5.03  5.06  5.20   5.20             5.20 
ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ 丸ﾉ内中   +1.3  +1.4  -0.3   -0.3                      -0.3
髙木 遼磨(3)   4.75  5.16      5.16             5.16 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ 波田中   +0.8  +1.8  -0.4   +1.8                      +1.8
山本 健流(2)   4.03   x   5.11   5.11             5.11 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 丸ﾉ内中   +1.9        +1.8   +1.8                      +1.8
清水 悠雅(3)    x   5.09  4.98   5.09             5.09 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶﾞ 梓川中         +0.1  +2.0   +0.1                      +0.1
筒木 順(2)   4.55  4.39  4.94   4.94             4.94 
ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ 高綱中   +1.8  -2.2  +1.4   +1.4                      +1.4
梨子田 翔真(3)   4.83  4.70  4.68   4.83             4.83 
ﾅｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 梓川中   -0.1  -1.8  +2.0   -0.1                      -0.1
上條 優人(2)   4.36  4.71  4.60   4.71             4.71 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 鉢盛中   +1.2  -1.5  +0.5   -1.5                      -1.5
芦田 弘誠(3)   4.56  3.58  4.34   4.56             4.56 
ｱｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 女鳥羽中   +0.5  -1.6  -0.2   +0.5                      +0.5
笠井 遙人(3)   4.42  4.54  4.49   4.54             4.54 
ｶｻｲ ﾊﾙﾄ 梓川中   -0.1  -0.8  -0.1   -0.8                      -0.8
笠原 諒誓(2)    x   4.45   x    4.45             4.45 
ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ 女鳥羽中         -1.0         -1.0                      -1.0
中山 太智(2)   4.37  4.11  4.32   4.37             4.37 
ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾁ 波田中   +0.8  -2.1  +2.3   +0.8                      +0.8
伊藤 心(2)   4.26  4.36  4.34   4.36             4.36 
ｲﾄｳ ｼﾝ 筑摩野中   +1.5  +0.4  +0.1   +0.4                      +0.4
飯ｹ濱 崇人(2)   3.38  3.97  4.27   4.27             4.27 
ｲｲｶﾞﾊﾏ ﾀｶﾄ 山辺中   +0.9  +0.9  +0.6   +0.6                      +0.6
住吉 隼(2)    x   3.80  4.03   4.03             4.03 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ 菅野中         -0.9  +3.3   +3.3                      +3.3
西沢 爽人(2)   3.96  3.82  3.87   3.96             3.96 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷﾄ 波田中   +0.5  +0.3  +0.7   +0.5                      +0.5
高橋 伸英(2)    x   3.88  3.69   3.88             3.88 
ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 開成中         -0.2  +0.8   -0.2                      -0.2
下平 遂人(2)   3.84  3.57  2.63   3.84             3.84 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅﾙﾄ 菅野中   +1.1  -0.2  -0.1   +1.1                      +1.1
安土 大和斗(2)   3.60  3.53  3.50   3.60             3.60 
ｱﾝﾄﾞ ﾔﾏﾄ 附属松本中   -0.2  +0.9  +0.1   -0.2                      -0.2
小玉 怜史(2)    -    -                      NM
ｺﾀﾞﾏ ﾚｲｼﾞ 菅野中                                                   
内倉 宗潤(3)                            DNS
ｳﾁｸﾗ ｿｳｼﾞｭﾝ 附属松本中                                                   

10  7487

19 5  7462

4  7223

17 6  7113

18 1  7231

15 7  7222

16 3  7384

13 2  7243

14 18  8700

11 8  7288

12 9  7383

9 14  7283

10 15  7374

7 11  7378

8 16  7424

5 17  7375

6 13  7173

3 21  7415

4 12  7022

1 20  7373

2 19  7041

備考

中学男子

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回の
 最高記録

髙橋 勇翔(3)
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 開成中
山本 蓮(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ 鉢盛中
髙田 竜生(3)
ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 信明中
宇原 琥響(2)
ｳﾊﾗ ｺｵﾄ 清水中
根本 昊太(2)
ﾈﾓﾄ ｺｳﾀ 波田中
二木 健友(2)
ﾌﾀﾂｷﾞ ｹﾝﾄ 梓川中
中野 凌伽(3)
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｶﾞ 鎌田中
古野 幌大(2)
ﾌﾙﾉ ｺｳﾀﾞｲ 波田中
村山 和駿(2)
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 波田中
百瀬 匠真(3) DNS
ﾓﾓｾ ﾀｸﾏ 女鳥羽中

   

  6.72  7.01 

9 1  7397   4.59  5.16  5.08   5.16
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           5.16 

8 7  7386   5.72  6.28  6.28
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   6.72   7.10  6.85  6.58   7.01  7.10 

  8.61 

3 8  7001    x   6.92

4 4  6962   7.02  7.04  7.46   7.00  7.46 

  7.87   7.87   7.16   x   7.77  7.87 

   7.46   7.21  7.39

   8.59   8.25  8.61

-4- -5- -6-

 11.95 11.64

2 9  7425   8.59  8.46  8.16   8.48

備考

1 10  7147  11.92 12.37 12.44  12.44  11.50

-2- -3-

 12.44 

記録

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -1.6

 1 成澤 稜(3)     11.14 Q  1 村石 稜(2)     11.66 Q
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大 ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘高

 2 長谷川 渡(3)     11.81 q  2 木戸 亮太(1)     12.02 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高 ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 松本大

 3 河上 侃太(3)     11.99  2 菅 光輝(3)     12.02 
ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ 松本深志高 ｽｶﾞ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘高

 4 林 雅斗(2)     12.04  4 横澤 秀飛(3)     12.06 
ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 松商学園高 ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ 松本深志高

 5 小松 真人     12.55  5 武田 知樹(1)     12.61 
ｺﾏﾂ ﾏｻﾄ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 田川高

 6 黒野 敦志(1)     12.87  6 小林 尚矢(3)     12.73 
ｸﾛﾉ ｱﾂｼ 松本国際高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 松本国際高

 7 上條 健     13.53  7 赤瀬 崇     13.49 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

  蒔田 陽一郎(3)        関 徹平(2)      
ﾏｷﾀﾚｲｲﾁﾛｳ 松本美須々ヶ丘高 ｾｷ ﾃｯﾍﾟｲ 松商学園高

  小松 誠      
ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -1.6

 1 安藤 直哉     11.31 Q  1 佐藤 賢一     11.38 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 小林 亮介(3)     12.29  2 中山 晃希(3)     12.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 松本大 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘高

 3 中根 颯亮(3)     12.60  3 池田 光太郎(3)     12.11 
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 松本県ヶ丘高 ｲｹﾀﾞｺｳﾀﾛｳ 信大医陸

 4 河合 輝(3)     12.74  4 青木 大知     12.11 
ｶﾜｲ ｱｷﾗ 松本秀峰高 ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ ﾄﾐﾀ･ｱｽﾘｰﾂ

 5 齋藤 武蔵     13.49  5 小平 将斗(1)     12.22 
ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ ﾄﾐﾀ･ｱｽﾘｰﾂ ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 松本国際高

  本田 智哉(1)       6 平本 夏輝(2)     12.39 
ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 田川高 ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ 松本深志高

  小林 健斗(3)       7 中村 勇太(3)     12.82 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 松本蟻ヶ崎高 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 松本蟻ヶ崎高

  武井 孝史朗(3)       8 堺 信一     14.27 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 松商学園高 ｻｶｲ ｼﾝｲﾁ 松本市民

[ 5組] 風速 -0.6

 1 矢口 紘人(2)     11.48 Q
ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 松本深志高

 2 山口 諒偲(2)     11.56 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 松本大

 3 上條 将吾     11.85 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 4 吉田 圭佑(2)     12.03 
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 松商学園高

 5 小栗 駿一(3)     12.25 
ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ 松本美須々ヶ丘高

 6 高木 秀昭     12.42 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 7 青柳 旺利(2)     12.49 
ｱｵﾔｷﾞ ｵｳﾘ 松本県ヶ丘高

  関 知大      
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本大AC

風速 +0.6

 1 安藤 直哉     11.10 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 1 成澤 稜(3)     11.10 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大

 3 佐藤 賢一     11.10 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 矢口 紘人(2)     11.34 
ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 松本深志高

 5 山口 諒偲(2)     11.54 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 松本大

 6 長谷川 渡(3)     11.70 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高

  上條 将吾      
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

  村石 稜(2)      
ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘高

6

5  2228

3  9100
DNS

8  2311
DNS

2  2370

9  9042

 9016

6  9025
DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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8  2313
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7  9015 3  2503

4  2933 4  2236

4  2228

DNS
5  2373 2  2371

DNS
9  2479 5  9007

DNS

3  2971 7  9013

6  2279 9  9028

8  9037 6  2324

DNS DNS
3  9021

DNS

順
2  9020 8  9016

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  9027 4  2932

8  9019 3  9101

7  2504 6  2527

2  2325 8  2469

6  2488 5  2232

1  2225 9  2322

4  2370 2  9044

男子

100m

予選 通過基準  5組  1着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
5  9036 7  2311

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 順



[ 1組] [ 2組]

 1 花形 駿介(3)     51.46 Q  1 小林 航     49.67 Q
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 川西 翔太     52.17 Q  2 長谷川 渡(3)     52.30 Q
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ with ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高

 3 村上裕太郎(2)     53.33  3 岡田 遥人(1)     53.07 q
ﾑﾗｶﾐﾕｳﾀﾛｳ 松本美須々ヶ丘高 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高

 4 古田 海輝(1)     55.92  4 小栗 駿一(3)     55.27 
ﾌﾙﾀ ｱｷ 松本深志高 ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ 松本美須々ヶ丘高

 5 曽根原 巧真(2)     56.46   齋藤 武蔵      
ｿﾈﾊﾗ ﾀｸﾏ 松本国際高 ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ ﾄﾐﾀ･ｱｽﾘｰﾂ

 6 濱田 仁介(2)     59.10   洞澤 光(1)      
ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞﾝｽｹ 松本深志高 ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 松本大

 7 福田 淳   1:08.28   中村 太郎(3)      
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 松本深志高

  丸山 拓海(2)      
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 松本国際高

[ 3組]

 1 熊谷 悟(2)     51.00 Q
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 松本大

 2 中山 晃希(3)     51.48 Q
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘高

 3 清水 泰志     52.78 q
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 森 拓己(2)     54.81 
ﾓﾘ ﾀｸﾐ 松本蟻ヶ崎高

 5 矢花 涼平(2)     55.85 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ 松本国際高

 6 渡辺 悠介(3)     56.48 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 松本美須々ヶ丘高

 7 平本 夏輝(2)     58.30 
ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ 松本深志高

 1 小林 航     49.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 花形 駿介(3)     50.74 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大

 3 熊谷 悟(2)     51.50 
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 松本大

 4 長谷川 渡(3)     52.25 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高

  川西 翔太      
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ with

  清水 泰志      
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

  岡田 遥人(1)      
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高

  中山 晃希(3)      
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘高

DNS
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DNS
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8  2370

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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DNS
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DNS

DNS
8  3147
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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

順
6  9038 2  9018

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

6  9055

7  9010 7  2370

2  2330 4  3141



[ 1組] [ 2組]

 1 岡田 遥人(1)   2:04.53  1 関﨑 暁武(3)   2:03.28 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高 ｾｷｻﾞｷ ｱｷﾑ 松本深志高

 2 小松 晃人(3)   2:06.14  2 伊藤 珠佑(2)   2:03.94 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 松本大 ｲﾄｳ ｼｭｳ 梓川高

 3 逢澤 智広   2:10.28  3 村上 裕雅(3)   2:07.52 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ 松商学園高

 4 笠原 穂   2:12.18  4 渡部 翔太(2)   2:08.77 
ｶｻﾊﾗ ｽｲ 松本市陸協 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 松本大

 5 原 昂生(3)   2:12.59  5 青木 海斗(1)   2:09.34 
ﾊﾗ ｺｳｾｲ 松本深志高 ｱｵｷ ｶｲﾄ 松本国際高

 6 小澤 拓真(1)   2:12.63  6 松田 鳳羽(2)   2:12.84 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 松本国際高 ﾏﾂﾀﾞ ｵｳ 松本蟻ヶ崎高

 7 小田 武春(4)   2:13.90  7 小田 隼人(1)   2:14.74 
ｵﾀﾞﾀｹﾊﾙ 信大医陸 ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ 田川高

  角崎 雅武(2)        山本 昌希      
ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ 松本美須々ヶ丘高 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

  小倉 颯太(3)      
ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ 松本蟻ヶ崎高

   1 関﨑 暁武(3) 松本深志高     2:03.28   2   1
   2 伊藤 珠佑(2) 梓川高     2:03.94   2   2
   3 岡田 遥人(1) 松本国際高     2:04.53   1   1
   4 小松 晃人(3) 松本大     2:06.14   1   2
   5 村上 裕雅(3) 松商学園高     2:07.52   2   3
   6 渡部 翔太(2) 松本大     2:08.77   2   4
   7 青木 海斗(1) 松本国際高     2:09.34   2   5
   8 逢澤 智広 松本市陸協     2:10.28   1   3
   9 笠原 穂 松本市陸協     2:12.18   1   4
  10 原 昂生(3) 松本深志高     2:12.59   1   5
  11 小澤 拓真(1) 松本国際高     2:12.63   1   6
  12 松田 鳳羽(2) 松本蟻ヶ崎高     2:12.84   2   6
  13 小田 武春(4) 信大医陸     2:13.90   1   7
  14 小田 隼人(1) 田川高     2:14.74   2   7
    角崎 雅武(2) 松本美須々ヶ丘高 DNS   1    
    小倉 颯太(3) 松本蟻ヶ崎高 DNS   1    
    山本 昌希 松本市陸協 DNS   2    

 2931
 2329
 2372
 9005

 9000
 2226
 2506
 2381
 9029

 9034
 2466
 9039
 2505
 9002

順位
 2227
 2158
 3141

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 組所属名 記録 備考

DNS DNS
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4  9002 3  2466
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9  3141 7  2227
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男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



 1 塩原 大  15:51.76 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協

 2 村上 裕雅(3)  16:05.51 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ 松商学園高

 3 北山 虎太郎(3)  16:26.51 
ｷﾀﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 松商学園高

 4 萩原 滉太郎(1)  16:27.20 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 松本県ヶ丘高

 5 百瀬 永吉  16:28.63 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協

 6 古澤 彰大(3)  16:28.63 
ﾌﾙｻﾜ ｱｷﾋﾛ 松本国際高

 7 斉藤 洸大(3)  16:35.19 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 松商学園高

 8 池田 悠司(1)  16:35.43 
ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 松本大

 9 齋藤 直哉(2)  16:53.42 
ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 松本蟻ヶ崎高

10 廣瀬 貴志(3)  16:59.58 
ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 松本深志高

11 武本 祐樹(1)  17:01.92 
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 松本深志高

12 瀨戸 優孝(2)  17:11.42 
ｾﾄ ﾕﾀｶ 松本国際高

13 清水 慎也  17:17.45 
ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾔ 松本市陸協

14 田中 仁之輔(3)  17:18.02 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾉｽｹ 松本国際高

15 小田 武春(4)  17:35.48 
ｵﾀﾞﾀｹﾊﾙ 信大医陸

16 髙橋 平明(2)  18:35.38 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｱ 松本深志高

  川上 烈生(3)      
ｶﾜｶﾐ ﾚｵ 松本深志高

  山本 昌希      
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

  村松 卓弥(3)      
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 松本蟻ヶ崎高

男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
19  9004

7  2466

13  2480

10  2315

1  9001

4  2521

17  2481

3  9043

5  2376

18  2223

12  2237

8  3143

15  9003

14  2520

16  9029

2  2231

DNS
11  2374

DNS

6  2229
DNS

9  9005



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松本大  9042 山口 諒偲(2)     42.40 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ
 9056 水島 優(5)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 9036 成澤 稜(3)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 9040 熊谷 悟(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ
 2   5 松商学園高(B)  2487 木下 耀仁(2)     43.89 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ
 2478 今西 康太(3)

ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ
 2476 倉田 歩夢(3)

ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ
 2495 森 遼己(1)

ﾓﾘ ﾊﾙｷ
 3   2 松本国際高(A)  3142 宮島 隆輔(2)     44.19 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ
 2501 五十嵐 脩祐(1)

ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ
 2502 望月 翼(1)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ
 2515 一志 瑠衣斗(3)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 4   9 松本深志高  2225 河上 侃太(3)     44.30 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ
 2228 矢口 紘人(2)

ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ
 2234 野本 駿介(2)

ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ
 2222 長野 慎(3)

ﾅｶﾞﾉ ｼﾝ
 5   1 松商学園高(A)  2489 吉田 圭佑(2)     44.66 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ
 2482 ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞ翔馬(3)

ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞｼｮｳﾏ
 2475 柳沢 優生(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ
 2494 竹内 寛弥(2)

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾔ
 6   8 松本美須々ヶ丘 2322 菅 光輝(3)     44.67 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ｽｶﾞ ｺｳｷ
 2330 村上裕太郎(2)

ﾑﾗｶﾐﾕｳﾀﾛｳ
 2329 角崎 雅武(2)

ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ
 2324 中山 晃希(3)

ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ
 7   6 松本国際高(B)  2526 田中 滉人(3)     45.08 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ
 3145 矢花 涼平(2)

ﾔﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ
 2503 小平 将斗(1)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ
 2518 丸山 康生(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ
 8   4 松本県ヶ丘高  2313 青柳 旺利(2)     46.80 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｱｵﾔｷﾞ ｵｳﾘ
 2312 片瀬 賢斗(2)

ｶﾀｾ ｹﾝﾄ
 2277 髙田 幸之介(3)

ﾀｶﾀﾞ  ｺｳﾉｽｹ
 2279 中根 颯亮(3)

ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
    7 松本蟻ヶ崎高      

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ DNS

男子

4×100m

決勝



1m90 1m95 2m00
髙田 幸之介(3) - - - - - - - - - -
ﾀｶﾀﾞ  ｺｳﾉｽｹ 松本県ヶ丘高 o o xxx
松澤 和也(4) - - - - - - o - o o
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 松本大 o xr
関本 遊大(1) - - - - - o o o xo xo
ｾｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 松商学園高 xxx
片瀬 賢斗(2) - - - - - - o o xxx
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 松本県ヶ丘高
黒田 海斗(2) - - - - - - o xxo xxx
ｸﾛﾀﾞ ｶｲﾄ 松商学園高
村瀬 巧(2) o o o xo xxx
ﾑﾗｾ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘高
山田 隼平(2) o o o xxx
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 松本深志高
柳澤 研杜(2) - - xo xxx
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝﾄ 松本大
米本 大峻(2) DNS
ﾖﾈﾓﾄ ﾀｲｼｭﾝ 松商学園高
丸山 拓哉(4) DNS
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松本大

10  9032      

8 5  9041  1.50

2  2470      

6 3  2314  1.55

7 1  2233  1.50

4 7  2312  1.75

5 4  2468  1.75

2 8  9033  1.90

3 6  2496  1.85

記録 備考

1 9  2277  1.95

1m65 1m70 1m75 1m80 1m85

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m40 1m45 1m50 1m55 1m60



 ３回の
 最高記録

佐藤 賢一    -   6.57  6.81   6.81   5.59  7.04  7.10   7.10 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC         -0.6  +0.0   +0.0   -0.3  +1.5  -0.2   -0.2
上條 将吾   6.58  6.53  6.59   6.59   6.76  6.89  7.05   7.05 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   +0.7  -0.8  +0.2   +0.2   +0.9  +0.7  +1.6   +1.6
深沢 友昭(3)   6.63   x    x    6.63    x   6.64  6.58   6.64 
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松本大   +0.0               +0.0         +0.6  +1.0   +0.6
宮島 隆輔(2)   5.65  6.14   x    6.14   6.26  6.28   x    6.28 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 松本国際高   -1.8  -0.6         -0.6   +0.5  +1.1         +1.1
村瀬 直希   5.99  6.10   x    6.10   6.24   x    x    6.24 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本大AC   +0.1  -1.5         -1.5   +1.1               +1.1
松澤 詠太   6.24   x    -    6.24    -    -    -    6.24 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ ﾄﾐﾀ･ｱｽﾘｰﾂ   +0.5               +0.5                      +0.5
篠原 洸樹(3)   6.06  5.04  6.18   6.18    x    x   6.19   6.19 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｷ 松商学園高   -0.5  -2.5  +0.1   +0.1               -0.4   -0.4
山本 祐己(3)   6.05   x   6.09   6.09    x    x    x    6.09 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園高   -0.8        -0.9   -0.9                      -0.9
野本 駿介(2)   5.95  5.58  5.99   5.99             5.99 
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 松本深志高   -1.6  -2.1  +1.7   +1.7                      +1.7
片瀬 賢斗(2)   5.86  5.69  5.65   5.86             5.86 
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 松本県ヶ丘高   -1.6  -0.5  -0.8   -1.6                      -1.6
鳥羽 亮太(2)   5.60   -    -    5.60             5.60 
ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松本県ヶ丘高   -0.2               -0.2                      -0.2
高木 秀昭   5.41  5.23  5.40   5.41             5.41 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ   -1.6  -0.9  -0.6   -1.6                      -1.6
上條 健   5.01  4.99  5.12   5.12             5.12 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   -1.3  -0.4  +0.4   +0.4                      +0.4
赤瀬 崇    x    x    x                   NM
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ                                                   
長野 慎(3)    x    x    x                   NM
ﾅｶﾞﾉ ｼﾝ 松本深志高                                                   

11  2222

13 3  9019

2  9101

11 6  2310

12 4  9063

9 7  2234

10 9  2312

7 10  2483

8 15  2477

5 5  9026

6 14  9014

3 13  9035

4 8  3142

1 1  9016

2 12  9100

備考

男子

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回の
 最高記録

小澤 匠
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本市陸協
平野 雄大
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小平 将斗(1)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 松本国際高
武井 謙汰(2)
ﾀｹｲ ｹﾝﾀ 松商学園高
安藤 直哉
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
水口 拓実(2)
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 田川高
福田 淳
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
倉澤 一熙(3)
ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 田川高

       25.89 

8 2  9024  29.33   o    o   29.33  30.15 30.15 

9 1  2190  25.89   o    o   25.89    

   o    x

   o  33.10 

7 6  9022    o  29.56   o   29.56    x    o  30.87 30.87 

6 5  2184  33.10   o    o   33.10    x    o

   o   47.45    o

 36.15 

4 7  2492    x    o  35.37  35.37    o  36.45

 49.39 

5 4  9020    o    o  36.15

2 8  9023    o  48.10   o

   x  36.45 

  36.15    o    o    o

3 3  2503  47.45   x    o    o  47.45 

備考

1 9  9006    x    o  46.51  46.51  49.39   o

-3-

  48.10    o  48.10    o    o

-4- -5- -6- 記録

   o

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



大会コード 19170702

： 2019年４月２８日（日）
： 長野県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 松本市 一般財団法人松本体育協会 松本市陸上競技協会
： 松本市陸上競技協会
： 青山 陸生
： 小幡 泰俊(トラック) 小松 茂美(フィールド)
： 北野 文彦

■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

T3 －

16:00 曇り 南 0.5 15.5 28.0

FS 〇
T1
T2 ✖

23.0
14:00 曇り 南 1.4 16.0 22.0
15:00 曇り 南 0.8 16.2

17.0
12:00 晴 南西 1.3 14.5 26.0
13:00 曇り 東 1.4 15.5

31.0
10:00 晴 西 1.6 10.0 33.0
11:00 晴 東 1.5 13.0

9:00 曇り 東 1.0 8.5 39.0

風向 風速 気温 湿度
(%)(m/s) (℃)

主 管
総 務
審 判 長
記録・情報主任

時刻 天候

主 催

第62回 松本市市民体育大会
春季大会陸上競技の部

記 録 集
期 日
会 場



第６２回松本市市民体育大会春季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 小幡 泰俊

陸上競技の部 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 小松 茂美
記録・情報主任 北野 文彦

【開催日】 平成31年４月２８日（日）

【主催団体】 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

 4/28 女子  +1.7 南澤 明音(4) 12.45 安坂侑莉菜(3) 12.55 児玉 奈美(3) 12.80 青柳 里央(2) 12.85 窪田 結衣(1) 12.90 樋口 虹夏(3) 13.03 長村 紋 13.04
100m 松本大 松本美須々ヶ丘高 松本大 松本大 松商学園高 松商学園高 with

 4/28  -1.5 友田 有紀(3) 25.32 南澤 明音(4) 25.39 安坂侑莉菜(3) 26.13 伊藤 百合菜(2) 27.16 北澤 優里愛(3) 27.27 中島 遙佳(2) 28.41 髙木 陽香(3) 28.85
200m 松商学園高 松本大 松本美須々ヶ丘高 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 松本県ヶ丘高

 4/28 宮澤 花奈実(3) 2:22.92 安永 友麻(3) 2:23.75 山田 好恵(3) 2:29.32 山口 智美(2) 2:30.98 増田 彩花(2) 2:30.99 一本木 楓(2) 2:31.30 藤村 桃香(2) 2:46.63 市川 結(3) 2:51.02
800m 松本深志高 松本県ヶ丘高 松商学園高 松本深志高 松本県ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 松本蟻ヶ崎高 松本秀峰高

 4/28 山田 好恵(3) 11:08.06 工藤 愛菜(3) 11:08.65 中島  愛(2) 11:11.95 飯森 瑠花(2) 11:15.12 青木 弥佳(2) 11:18.28 高坂 珠実(3) 11:28.26 矢口 萌叶(1) 11:42.99 村瀬 祥子(2) 11:51.29
3000m 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 松本蟻ヶ崎高 松本大 松本蟻ヶ崎高 松本国際高 松本深志高

 4/28 青柳 真里奈(2) 1.45 二木 愛心(2) 1.40 成澤 愛(2) 1.35
走高跳 松本美須々ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 松商学園高

 4/28 内川 未久(3) 4.90(-1.3) 有田 芽生(3) 4.58(+1.5) 佐藤 優花(2) 4.35(-0.7) 古田 桃夏(2) 4.35(+0.2) 小松 雅侑(2) 4.23(+1.5) 後藤 玲名(2) 4.12(+2.4) 雨宮 歩美(2) 4.12(+2.0) 中尾 ありさ(3) 3.94(-0.5)
走幅跳 松商学園高 松本深志高 松本県ヶ丘高 松本蟻ヶ崎高 松本深志高 松本深志高 松本蟻ヶ崎高 松本大

 4/28 小林 弥希(3) 41.07 坂口 輝(1) 29.13 青柳 真里奈(2) 27.57 宮坂 光乃里(2) 25.47 小林 ひかる(3) 23.02 二木 愛心(2) 22.60
やり投(600g) 松商学園高 松本国際高 松本美須々ヶ丘高 梓川高 梓川高 松本美須々ヶ丘高

 4/28 松本国際高(A)       49.65 松商学園高(B)       49.94 松商学園高(A)       50.51 松本美須々ヶ丘高      52.43 松本県ヶ丘高       52.79 松本深志高       54.17
4×100m 栗原 すず(1) 伏見 怜奈(2) 内川 未久(3) 中島 遙佳(2) 北澤 優里愛(3) 後藤 玲名(2)

三和 瑠夏(3) 樋口 虹夏(3) 窪田 結衣(1) 二木 愛心(2) 佐藤 優花(2) 有田 芽生(3)
小林 あゆみ(3) 伊藤 百合菜(2) 友田 有紀(3) 塩原 麻弥(2) 髙木 陽香(3) 小松 雅侑(2)
南山 歩乃伽(2) 山口 なず菜(1) 木下 明里咲(1) 安坂侑莉菜(3) 安永 友麻(3) 宮本 真花(3)

 4/28 中学女子  -0.7 喜島 晴(3) 13.27 中村 紗生(3) 13.58 磯谷 唯衣(3) 13.59 倉科 瑠奈(3) 13.76 中村 実穏(2) 13.84 高橋 杏奈(2) 13.91 野口 茉優(2) 14.04 谷川 慧佳(3) 14.25
100m 菅野中 波田中 筑摩野中 山辺中 筑摩野中 菅野中 附属松本中 山辺中

 4/28  -1.5 三澤 百佳(3) 26.44 古田 波音(2) 27.88 田中 優杏菜(3) 28.72 麻和 楓花(3) 29.32 槫沼 香乃花(3) 30.25 濱 陽菜乃(3) 30.28 佐藤 野真(2) 30.64
200m 開成中 丸ﾉ内中 附属松本中 開成中 梓川中 信明中 筑摩野中

 4/28 村岡 美玖(3) 2:24.87 中川 凜音(2) 2:34.30 木村 友香(3) 2:34.34 滝沢 萌湖(2) 2:35.33 吉﨑 紗衣(2) 2:35.94 百瀬 愛華(2) 2:36.24 岩城 こころ(3) 2:36.44 岩﨑 那歩(2) 2:38.39
800m 波田中 筑摩野中 附属松本中 菅野中 菅野中 開成中 丸ﾉ内中 筑摩野中

 4/28 近藤 美波(2) 10:55.85 赤羽 真衣佳(3) 11:25.54 村松 日菜(3) 11:25.75 遠藤 咲耶(2) 11:39.36 丸山 莉央(3) 11:39.85 東 咲良(3) 11:58.81 小林 美月(2) 12:26.76 中村 結彩(2) 12:31.19
3000m 波田中 女鳥羽中 清水中 山辺中 菅野中 旭町中 附属松本中 高綱中

 4/28  +0.9 小松 理紗(2) 16.93 塩原 そよ香(2) 17.20 瀧本 歩夢(3) 17.22 岡田 葉音(2) 17.67 川口 茜(2) 17.87 大月 若菜(3) 17.98 大日方 心美(2) 18.03 鎌 咲奈(2) 18.38
100mH(0.762-

8.0m) 信明中 菅野中 開成中 附属松本中 鉢盛中 梓川中 松島中 高綱中
 4/28 平谷 紗菜(3) 1.45 国本 凜(2) 1.35 村田 結菜(2) 1.35 中田 陽菜(3) 1.25 二木 瑠心(2) 1.25 巣之内 彩音(2) 梓川中 1.20

走高跳 鉢盛中 丸ﾉ内中 附属松本中 旭町中 山辺中 関 百香(3) 鎌田中
上松 心音(2) 丸ﾉ内中
吉沢 桃佳(3) 波田中

 4/28 加島 小浦(3) 4.50(-0.2) 上條 愛美(3) 4.47(+2.0) 上野 夏澄(3) 4.47(+1.5) 荒木 ななせ(2) 4.44(+0.8) 須澤 奏心(3) 4.43(-0.4) 飯島 秋音(3) 4.30(-0.3) 中島 萌絵(2) 4.08(+1.4) 金田 来未(3) 3.91(-0.9)
走幅跳 女鳥羽中 鉢盛中 丸ﾉ内中 鉢盛中 丸ﾉ内中 松島中 高綱中 菅野中

 4/28 尾関 紗佳(3) 10.75 水落 凜(3) 9.34 角崎 美沙都(2) 8.43 髙山 樹音(3) 8.15 横山 紗奈(3) 8.06 赤羽 桜矢香(2) 8.04 宮下 空(3) 7.76 平林 明夏(3) 7.74

砲丸投(2.721kg) 女鳥羽中 女鳥羽中 女鳥羽中 松島中 山辺中 筑摩野中 梓川中 波田中
 4/28 開成中(A)       52.94 丸ﾉ内中       53.88 附属松本中(A)       54.02 筑摩野中       54.46 波田中       55.04 山辺中(A)       55.06 開成中(B)       55.13 高綱中       55.48

4×100m 瀧本 歩夢(3) 上野 夏澄(3) 中嶋 由衣(3) 大坪 桃果(2) 中沢 由菜(3) 奥永 照葉(3) 星野 沙羅(2) 中島 萌絵(2)
三澤 百佳(3) 須澤 奏心(3) 野口 茉優(2) 中村 実穏(2) 中村 紗生(3) 谷川 慧佳(3) 松丸 もも(3) 赤羽 椛(2)
麻和 楓花(3) 国本 凜(2) 五十嵐 歩佳(3) 斉藤 凛咲(3) 有山 美桜菜(3) 木村 心海(3) 百瀬 愛華(2) 鎌 咲奈(2)
宍戸 美希(2) 古田 波音(2) 田中 優杏菜(3) 磯谷 唯衣(3) 平林 明夏(3) 倉科 瑠奈(3) 小田 彩音(1) 赤羽 陽美(2)

 4/28 小学女子 ｺﾒｯﾄ波田     1:01.17 菅野小     1:02.01 ﾁｰﾑ山辺     1:04.51 島内小(B)     1:05.72 芝沢小     1:10.33 島内小(A)     1:12.48
4×100m 藤田 倖歩(6) 永田 和(6) 重田 真優(5) 中川 結菜(6) 溝上 愛実(5) 市川 真優(4)

酒井 結菜(5) 加藤 穂香(6) 梶川 さくら(6) 佐藤 星菜(6) 鎌田 遥花(5) 大久保 美紀(4)
黒田 稀和美(5) 山口 愛菜(6) 谷川 慶奈(6) 髙橋 琉姫(6) 神澤 奈乃羽(4) 田川 史織(4)
中野 瑛理南(6) 米山 心翔(6) 酒井 記捺(6) 酒井 優奈(6) 横森 成聖(5) 黄木 愛心(4)

 4/28 小学女子4_6 関野 由依(6) 14.63 米山 心翔(6) 15.23 上條 華凜(6) 15.42 川上 乃愛(6) 15.66 加藤 穂香(6) 16.08 柳澤 怜奈(6) 16.17 山口 杏音(5) 16.22 酒井 記捺(6) 16.26
100m 清水小 菅野小 TeamU 開智小 菅野小 旭町小 大野川小 ﾁｰﾑ山辺

 4/28 長澤 理夢(6) 3:39.28 杉本 由乃香(5) 3:47.67 森田 華音(5) 3:47.94 横森 成聖(5) 3:54.37 高橋 莉子(4) 3:58.67 山口 愛菜(6) 3:59.53 太田 小珀(5) 4:02.01 溝上 愛実(5) 4:08.48
1000m ｺﾒｯﾄ波田 岡田小 ｺﾒｯﾄ波田 芝沢小 菅野小 菅野小 ｺﾒｯﾄ波田 芝沢小

 4/28 青木 結花(6) 3.52(-0.9) 手塚 葵理(6) 3.31(-1.0) 花岡 舞(5) 3.29(-2.1) 勝山 もも(5) 3.25(+0.0) 三村 凛香(6) 3.23(-0.3) 村田 心紬(5) 3.04(-0.2) 鬼久保 莉菜(5) 2.98(-0.3) 髙嶋 実莉(4) 2.96(+1.2)
走幅跳 芝沢小 ｺﾒｯﾄ波田 田川小 ｺﾒｯﾄ波田 二子小 鎌田小 島内小 芳川小

 4/28 深澤 奈穂(6) 40.77 梶川 さくら(6) 39.76 大吉原 麗(6) 29.61 山口 美羽(4) 21.17 八懸 空乃(5) 20.60 山口 日菜子(6) 16.30 大沼 愛子(6) 14.07
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 ｺﾒｯﾄ波田 ﾁｰﾑ山辺 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ 岡田小 大野川小 ｺﾒｯﾄ波田 開智小



[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 +0.9

 1 村山 夏愛(5)     16.30  1 関野 由依(6)     14.63 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｱｲ 今井小 ｾｷﾉ ﾕｲ 清水小

 2 黒河内 唯椛(6)     16.41  2 米山 心翔(6)     15.23 
ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾕｲｶ 岡田小 ﾖﾈﾔﾏ ｺｺｶ 菅野小

 3 柳澤 陽愛里(4)     17.27  3 柳澤 怜奈(6)     16.17 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾏﾘ 芳川小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾅ 旭町小

 4 丸山 結海(4)     17.48  4 西尾 友里(5)     17.00 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾐ 開智小 ﾆｼｵ ﾕﾘ 今井小

 5 有山 香菜(6)     17.64  5 小林 空夏(6)     17.03 
ｱﾘﾔﾏ ｶﾅ ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾅ ｺﾒｯﾄ波田

 6 上嶋 葵(6)     17.84  6 鎌田 遥花(5)     17.84 
ｶﾐｼﾏ ｱｵｲ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ｶﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 芝沢小

 7 横山 莉奈(4)     18.44  7 斎藤 瑚春(5)     18.19 
ﾖｺﾔﾏ ﾘﾅ 旭町小 ｻｲﾄｳ ｺﾊﾙ 岡田小

 8 百瀬 ひかり(4)     19.05 
ﾓﾓｾ ﾋｶﾘ 附属松本小

[ 3組] 風速 +2.1 [ 4組] 風速 +0.5

 1 川上 乃愛(6)     15.66  1 上條 華凜(6)     15.42 
ｶﾜｶﾐ ﾉｱ 開智小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘﾝｶ TeamU

 2 山口 杏音(5)     16.22  2 加藤 穂香(6)     16.08 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾝ 大野川小 ｶﾄｳ ﾎﾉｶ 菅野小

 3 酒井 記捺(6)     16.26  3 窪田 梓(5)     16.68 
ｻｶｲ ｺﾅﾂ ﾁｰﾑ山辺 ｸﾎﾞﾀ ｱﾂﾞｻ 芳川小

 4 佐藤 亜衣(6)     16.44  4 古川 夏花(5)     17.30 
ｻﾄｳ ｱｲ 旭町小 ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂｶ 岡田小

 5 藤森 朱理(6)     16.65  5 中澤 桜来(4)     17.41 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｶﾘ 清水小 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾗ 大野川小

 6 櫻井 綸奈(4)     19.57  6 今井 理乃(4)     17.54 
ｻｸﾗｲ ﾘﾅ 今井小 ｲﾏｲ ﾘﾉ 清水小

  臼田 陽結(5)       7 赤羽 浬(5)     18.68 
ｳｽﾀﾞ ﾊﾙｲ 岡田小 ｱｶﾊﾈ ｶｲﾘ 芝沢小

   1 関野 由依(6) 清水小     14.63 (+0.9)   2   1
   2 米山 心翔(6) 菅野小     15.23 (+0.9)   2   2
   3 上條 華凜(6) TeamU     15.42 (+0.5)   4   1
   4 川上 乃愛(6) 開智小     15.66 (+2.1)   3   1
   5 加藤 穂香(6) 菅野小     16.08 (+0.5)   4   2
   6 柳澤 怜奈(6) 旭町小     16.17 (+0.9)   2   3
   7 山口 杏音(5) 大野川小     16.22 (+2.1)   3   2
   8 酒井 記捺(6) ﾁｰﾑ山辺     16.26 (+2.1)   3   3
   9 村山 夏愛(5) 今井小     16.30 (-1.0)   1   1
  10 黒河内 唯椛(6) 岡田小     16.41 (-1.0)   1   2
  11 佐藤 亜衣(6) 旭町小     16.44 (+2.1)   3   4
  12 藤森 朱理(6) 清水小     16.65 (+2.1)   3   5
  13 窪田 梓(5) 芳川小     16.68 (+0.5)   4   3
  14 西尾 友里(5) 今井小     17.00 (+0.9)   2   4
  15 小林 空夏(6) ｺﾒｯﾄ波田     17.03 (+0.9)   2   5
  16 柳澤 陽愛里(4) 芳川小     17.27 (-1.0)   1   3
  17 古川 夏花(5) 岡田小     17.30 (+0.5)   4   4
  18 中澤 桜来(4) 大野川小     17.41 (+0.5)   4   5
  19 丸山 結海(4) 開智小     17.48 (-1.0)   1   4
  20 今井 理乃(4) 清水小     17.54 (+0.5)   4   6
  21 有山 香菜(6) ｺﾒｯﾄ波田     17.64 (-1.0)   1   5
  22 上嶋 葵(6) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     17.84 (-1.0)   1   6
  22 鎌田 遥花(5) 芝沢小     17.84 (+0.9)   2   6
  24 斎藤 瑚春(5) 岡田小     18.19 (+0.9)   2   7
  25 横山 莉奈(4) 旭町小     18.44 (-1.0)   1   7
  26 赤羽 浬(5) 芝沢小     18.68 (+0.5)   4   7
  27 百瀬 ひかり(4) 附属松本小     19.05 (-1.0)   1   8
  28 櫻井 綸奈(4) 今井小     19.57 (+2.1)   3   6  180
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 1 長澤 理夢(6)   3:39.28 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾘﾑ ｺﾒｯﾄ波田

 2 杉本 由乃香(5)   3:47.67 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾉｶ 岡田小

 3 森田 華音(5)   3:47.94 
ﾓﾘﾀ ｶｵﾝ ｺﾒｯﾄ波田

 4 横森 成聖(5)   3:54.37 
ﾖｺﾓﾘ ﾅﾙｾ 芝沢小

 5 高橋 莉子(4)   3:58.67 
ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 菅野小

 6 山口 愛菜(6)   3:59.53 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾅ 菅野小

 7 太田 小珀(5)   4:02.01 
ｵｵﾀ ｺﾊｸ ｺﾒｯﾄ波田

 8 溝上 愛実(5)   4:08.48 
ﾐｿﾞｶﾞﾐ ﾏﾅﾐ 芝沢小

 9 小林 野々花(4)   4:11.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾉｶ 芝沢小

10 神澤 奈乃羽(4)   4:11.34 
ｶﾝｻﾞﾜ ﾅﾉﾊ 芝沢小

11 安坂 成瑠美(5)   4:11.91 
ｱｻﾞｶ ﾅﾙﾐ 筑摩小

12 百瀬 きらら(5)   4:13.33 
ﾓﾓｾ ｷﾗﾗ ｺﾒｯﾄ波田

13 䋆谷 日和(4)   4:18.19 
ｶｾﾔ ﾋﾖﾘ 菅野小

14 宮澤 柚羽(5)   4:19.87 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｽﾞﾊ 芳川小

15 平林 千紗子(4)   4:29.14 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾁｻｺ 岡田小

16 服部 希星(4)   4:31.57 
ﾊｯﾄﾘ 岡田小

17 上嶋 めぐ(4)   4:40.84 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾒｸﾞ 開智小

17   165

9   163

7   162

2   201

15   261

8   215

1   128

14   184

4   185

3   120

12   183

6   194

10   195

13   117

16   181

11   159

小学女子4_6年

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   124



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 ｺﾒｯﾄ波田   126 藤田 倖歩(6)   1:01.17 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾎ
  113 酒井 結菜(5)

ｻｶｲ ﾕｲﾅ
  109 黒田 稀和美(5)

ｸﾛﾀﾞ ｷﾜﾐ
  123 中野 瑛理南(6)

ﾅｶﾉ ｴﾘﾅ
 2   2 菅野小   191 永田 和(6)   1:02.01 

ｽｶﾞﾉｼｮｳ ﾅｶﾞﾀ ﾉﾄﾞｶ
  192 加藤 穂香(6)

ｶﾄｳ ﾎﾉｶ
  195 山口 愛菜(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾅ
  199 米山 心翔(6)

ﾖﾈﾔﾏ ｺｺｶ
 3   7 ﾁｰﾑ山辺   137 重田 真優(5)   1:04.51 

ﾁｰﾑﾔﾏﾍﾞ ｼｹﾞﾀ ﾏﾕ
  133 梶川 さくら(6)

ｶｼﾞｶﾜ ｻｸﾗ
  138 谷川 慶奈(6)

ﾀﾆｶﾜ ｹｲﾅ
  136 酒井 記捺(6)

ｻｶｲ ｺﾅﾂ
 4   4 島内小(B)   246 中川 結菜(6)   1:05.72 

ｼﾏｳﾁｼｮｳ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾅ
  236 佐藤 星菜(6)

ｻﾄｳ ｾﾅ
  252 髙橋 琉姫(6)

ﾀｶﾊｼ ﾙｷ
  239 酒井 優奈(6)

ｻｶｲ ﾕﾅ
 5   5 芝沢小   183 溝上 愛実(5)   1:10.33 

ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ ﾐｿﾞｶﾞﾐ ﾏﾅﾐ
  182 鎌田 遥花(5)

ｶﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ
  185 神澤 奈乃羽(4)

ｶﾝｻﾞﾜ ﾅﾉﾊ
  181 横森 成聖(5)

ﾖｺﾓﾘ ﾅﾙｾ
 6   6 島内小(A)   238 市川 真優(4)   1:12.48 

ｼﾏｳﾁｼｮｳ ｲﾁｶﾜ ﾏﾋﾛ
  245 大久保 美紀(4)

ｵｵｸﾎﾞ ﾐｷ
  248 田川 史織(4)

ﾀｶﾞﾜ ｼｵﾘ
  230 黄木 愛心(4)

ｵｳｷﾞ ｱﾐ

小学女子

4×100m

決勝



 ３回の
 最高記録

青木 結花(6)    x   3.34  3.52   3.52             3.52 
ｱｵｷ ﾕｲｶ 芝沢小         +1.1  -0.9   -0.9                      -0.9
手塚 葵理(6)   3.31  2.58  3.21   3.31             3.31 
ﾃﾂﾞｶ ｱｵﾘ ｺﾒｯﾄ波田   -1.0  -0.5  -1.0   -1.0                      -1.0
花岡 舞(5)   3.15  3.14  3.29   3.29             3.29 
ﾊﾅｵｶ ﾏｲ 田川小   -0.6  +1.0  -2.1   -2.1                      -2.1
勝山 もも(5)   3.25  3.05  3.21   3.25             3.25 
ｶﾂﾔﾏ ﾓﾓ ｺﾒｯﾄ波田   +0.0  +0.9  -0.7   +0.0                      +0.0
三村 凛香(6)   3.23  3.20  3.09   3.23             3.23 
ﾐﾑﾗ ﾘﾝｶ 二子小   -0.3  +0.8  -1.4   -0.3                      -0.3
村田 心紬(5)   3.04  2.83  2.97   3.04             3.04 
ﾑﾗﾀ ﾐｭｳ 鎌田小   -0.2  +1.4  -1.6   -0.2                      -0.2
鬼久保 莉菜(5)   2.98  2.86  2.96   2.98             2.98 
ｵﾆｸﾎﾞ ﾘﾅ 島内小   -0.3  +0.9  -0.1   -0.3                      -0.3
髙嶋 実莉(4)   2.96   x   2.90   2.96             2.96 
ﾀｶｼﾏ ﾐﾉﾘ 芳川小   +1.2        -1.3   +1.2                      +1.2
藤田 斐子(5)   2.68  2.86  2.59   2.86             2.86 
ﾌｼﾞﾀ ｱﾔﾈ 島内小   +0.8  +1.2  -1.1   +1.2                      +1.2

小学女子4_6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 備考

1 3   186

2 9   112

3 8   225

4 7   114

5 5   257

6 2   173

9 6   249

7 4   231

8 1   266



 ３回の
 最高記録

深澤 奈穂(6)
ﾌｶｻﾜ ﾅﾎ ｺﾒｯﾄ波田
梶川 さくら(6)
ｶｼﾞｶﾜ ｻｸﾗ ﾁｰﾑ山辺
大吉原 麗(6)
ｵｵﾖｼﾊﾗ ｳﾗﾗ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ
山口 美羽(4)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｳ 岡田小
八懸 空乃(5)
ﾔﾂｶﾞｹ ｿﾉ 大野川小
山口 日菜子(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾅｺ ｺﾒｯﾄ波田
大沼 愛子(6)
ｵｵﾇﾏ ｱｲｺ 開智小

6 3   110  16.10

 14.07  14.07  14.07          7 2   168  13.01 11.37

 14.84 16.30  16.30        16.30    

 16.30  20.60           20.60 

 29.61 

4 4   158  16.87

5 1   214   3.65 20.60

3 5   224  27.17 29.38

2 7   133  35.66

 21.17 

 29.61  29.61          

 21.17 20.68  21.17          

 39.76 37.81  39.76        39.76 

 40.77  40.77          

   

 40.77 1 6   118  38.78 38.62

小学女子4_6年

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投（ｳﾞｫｰﾃｯｸｽ）

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-



[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 -0.6

 1 磯谷 唯衣(3)     13.75 Q  1 倉科 瑠奈(3)     13.44 Q
ｲｿﾔ ﾕｲ 筑摩野中 ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ 山辺中

 2 谷川 慧佳(3)     14.32 Q  2 中村 実穏(2)     13.66 Q
ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ 山辺中 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 筑摩野中

 3 有山 美桜菜(3)     14.62  3 赤羽 椛(2)     14.12 
ｱﾘﾔﾏ ﾐｵﾅ 波田中 ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ 高綱中

 4 中嶋 由衣(3)     14.67  4 星野 沙羅(2)     14.70 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ 附属松本中 ﾎｼﾉ ｻﾗ 開成中

 5 丸山 綾香(3)     14.72  5 上條 ときみ(3)     15.03 
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ 女鳥羽中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｷﾐ 松本秀峰中

 6 西澤 美夢(2)     15.21  6 高岡 真彩(3)     15.43 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 梓川中 ﾀｶｵｶ ﾏｱﾔ 女鳥羽中

  上條 美海(2)       7 野口 綾花(2)     15.64 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｳ 開成中 ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ 附属松本中

  前澤 花(3)      
ﾏｴｻﾞﾜ ﾊﾅ 信明中

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +1.5

 1 喜島 晴(3)     13.17 Q  1 中村 紗生(3)     13.58 Q
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ 菅野中 ﾅｶﾑﾗ ｻｲ 波田中

 2 野口 茉優(2)     13.82 Q  2 高橋 杏奈(2)     13.99 Q
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ 附属松本中 ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ 菅野中

 3 大坪 桃果(2)     14.08  3 小田 彩音(1)     14.27 
ｵｵﾂﾎﾞ ﾓﾓｶ 筑摩野中 ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ 開成中

 4 松丸 もも(3)     14.10  4 西沢 真由(2)     14.54 
ﾏﾂﾏﾙ ﾓﾓ 開成中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ 附属松本中

 5 奥永 照葉(3)     14.90  5 竹内 千潤(2)     14.74 
ｵｸﾅｶﾞ ﾃﾘﾊ 山辺中 ﾀｹｳﾁ ﾁﾋﾛ 山辺中

 6 高林 ｴﾘ(3)     15.51  6 斉藤 凛咲(3)     15.19 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｴﾘ 松本秀峰中 ｻｲﾄｳ ﾘｻ 筑摩野中

 7 小林 実幸(2)     16.77  7 奥原 紗希(3)     15.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｷ 波田中 ｵｸﾊﾗ ｻｷ 松島中

風速 -0.7

 1 喜島 晴(3)     13.27 
ｷｼﾞﾏ ﾊﾙ 菅野中

 2 中村 紗生(3)     13.58 
ﾅｶﾑﾗ ｻｲ 波田中

 3 磯谷 唯衣(3)     13.59 
ｲｿﾔ ﾕｲ 筑摩野中

 4 倉科 瑠奈(3)     13.76 
ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ 山辺中

 5 中村 実穏(2)     13.84 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 筑摩野中

 6 高橋 杏奈(2)     13.91 
ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ 菅野中

 7 野口 茉優(2)     14.04 
ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ 附属松本中

 8 谷川 慧佳(3)     14.25 
ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ 山辺中

9  7479

3  7158

2  7214

8  7247

 7263

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  7217

4  7404

7

5  7168

6  7528 8  7246

4  7407 7  7104

2  7128 3  7475

5  7169 2  7152

所属名 記録／備考
7

8  7479 4  7214

順 ﾚｰﾝ
 7217 5  7404

3  7254 6  7138

No. 氏  名

3  7372 5  7282

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

DNS
8  7004

9  7491 8  7135

6  8745 4  7523

2  7132 2  7495

4  7399 6  7194

5  7158 3  7247

中学女子

100m

予選 通過基準  4組  2着 + 0 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
7  7263 7  7168

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 順



[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -0.4

 1 古田 波音(2)     27.91 Q  1 三澤 百佳(3)     26.79 Q
ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 丸ﾉ内中 ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 開成中

 2 田中 優杏菜(3)     28.59 Q  2 五十嵐 歩佳(3)     29.44 Q
ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 附属松本中 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ 附属松本中

 3 麻和 楓花(3)     29.26 Q  3 槫沼 香乃花(3)     30.76 Q
ｱｻﾜ ﾌｳｶ 開成中 ｸﾚﾇﾏ ｺﾉｶ 梓川中

 4 濱 陽菜乃(3)     30.69 q  4 佐藤 野真(2)     31.21 q
ﾊﾏ ﾋﾅﾉ 信明中 ｻﾄｳ ﾉﾏ 筑摩野中

 5 矢島 黎衣亞(2)     31.74  5 井上 万有佳(2)     31.36 
ﾔｼﾞﾏ ﾚｲｱ 附属松本中 ｲﾉｳｴ ﾏﾕｶ 附属松本中

 6 中村 紗亜(2)     33.56  6 埋橋 茉子(3)     31.36 
ﾅｶﾑﾗ ｽｽﾞｱ 筑摩野中 ｳｽﾞﾊｼ ﾏｺ 清水中

風速 -1.5

 1 三澤 百佳(3)     26.44 
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 開成中

 2 古田 波音(2)     27.88 
ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ 丸ﾉ内中

 3 田中 優杏菜(3)     28.72 
ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ 附属松本中

 4 麻和 楓花(3)     29.32 
ｱｻﾜ ﾌｳｶ 開成中

 5 槫沼 香乃花(3)     30.25 
ｸﾚﾇﾏ ｺﾉｶ 梓川中

 6 濱 陽菜乃(3)     30.28 
ﾊﾏ ﾋﾅﾉ 信明中

 7 佐藤 野真(2)     30.64 
ｻﾄｳ ﾉﾏ 筑摩野中

  五十嵐 歩佳(3)      
ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ 附属松本中 DNS

3  7258

5  7489

8  7369

2  7002

4  7487

9  7124

6  7129

7  7022

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  7260 6  6948

4  7451 7  7477

5  7002 3  7258

6  7124 2  7369

2  7487 5  7489

所属名 記録／備考
3  7022 4  7129

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

中学女子

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



[ 1組] [ 2組]

 1 百瀬 愛華(2)   2:36.24  1 吉﨑 紗衣(2)   2:35.94 
ﾓﾓｾ ﾏﾅｶ 開成中 ﾖｼｻﾞｷ ｻｴ 菅野中

 2 林 愛音(2)   2:40.19  2 岩城 こころ(3)   2:36.44 
ﾊﾔｼ ｱｲﾈ 菅野中 ｲﾜｷ ｺｺﾛ 丸ﾉ内中

 3 山田 うらら(3)   2:42.46  3 岩﨑 那歩(2)   2:38.39 
ﾔﾏﾀﾞ ｳﾗﾗ 筑摩野中 ｲﾜｻｷ ﾅﾎ 筑摩野中

 4 永井 千晴(3)   2:46.35  4 赤沼 智笑(2)   2:43.91 
ﾅｶﾞｲ ﾁﾊﾙ 松島中 ｱｶﾇﾏ ﾁｴ 附属松本中

 5 森 咲彩(3)   2:53.09  5 木村 心海(3)   2:48.26 
ﾓﾘ ｻｱﾔ 信明中 ｷﾑﾗ ｺｺﾐ 山辺中

 6 林 眞由莉(2)   2:53.24  6 竹内 ﾙｲ(2)   2:50.21 
ﾊﾔｼ ﾏﾕﾘ 山辺中 ﾀｹｳﾁ ﾙｲ 菅野中

 7 田中 千晴(3)   2:53.40  7 山中 杏珠(3)   2:59.09 
ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 附属松本中 ﾔﾏﾅｶ ｱﾝｼﾞｭ 松本秀峰中

 8 百瀬 未来(2)   2:53.84  8 百瀬 倫子(2)   2:59.79 
ﾓﾓｾ ﾐﾗｲ 山辺中 ﾓﾓｾ ﾘﾝｺ 開成中

 9 関口 奈々花(2)   2:53.85  9 早川 麗(3)   3:01.21 
ｾｷｸﾞﾁ ﾅﾅｶ 梓川中 ﾊﾔｶﾜ ﾚｲ 信明中

[ 3組]

 1 村岡 美玖(3)   2:24.87 
ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 波田中

 2 中川 凜音(2)   2:34.30 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘﾉ 筑摩野中

 3 木村 友香(3)   2:34.34 
ｷﾑﾗ ﾄﾓｶ 附属松本中

 4 滝沢 萌湖(2)   2:35.33 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾓｺ 菅野中

 5 塚田 詩音(2)   2:50.66 
ﾂｶﾀﾞ ｼｵﾝ 梓川中

 6 吉岡 茉央(2)   2:52.45 
ﾖｼｵｶ ﾏｵ 開成中

 7 中林 咲月(3)   2:57.10 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｻﾂｷ 山辺中

  小林 穂香(2)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾉｶ 高綱中

  塩澤 瑠美奈(3)      
ｼｵｻﾞﾜ ﾙﾐﾅ 旭町中

   1 村岡 美玖(3) 波田中     2:24.87   3   1
   2 中川 凜音(2) 筑摩野中     2:34.30   3   2
   3 木村 友香(3) 附属松本中     2:34.34   3   3
   4 滝沢 萌湖(2) 菅野中     2:35.33   3   4
   5 吉﨑 紗衣(2) 菅野中     2:35.94   2   1
   6 百瀬 愛華(2) 開成中     2:36.24   1   1
   7 岩城 こころ(3) 丸ﾉ内中     2:36.44   2   2
   8 岩﨑 那歩(2) 筑摩野中     2:38.39   2   3
   9 林 愛音(2) 菅野中     2:40.19   1   2
  10 山田 うらら(3) 筑摩野中     2:42.46   1   3
  11 赤沼 智笑(2) 附属松本中     2:43.91   2   4
  12 永井 千晴(3) 松島中     2:46.35   1   4
  13 木村 心海(3) 山辺中     2:48.26   2   5
  14 竹内 ﾙｲ(2) 菅野中     2:50.21   2   6
  15 塚田 詩音(2) 梓川中     2:50.66   3   5
  16 吉岡 茉央(2) 開成中     2:52.45   3   6
  17 森 咲彩(3) 信明中     2:53.09   1   5
  18 林 眞由莉(2) 山辺中     2:53.24   1   6
  19 田中 千晴(3) 附属松本中     2:53.40   1   7
  20 百瀬 未来(2) 山辺中     2:53.84   1   8
  21 関口 奈々花(2) 梓川中     2:53.85   1   9
  22 中林 咲月(3) 山辺中     2:57.10   3   7
  23 山中 杏珠(3) 松本秀峰中     2:59.09   2   7
  24 百瀬 倫子(2) 開成中     2:59.79   2   8
  25 早川 麗(3) 信明中     3:01.21   2   9
    小林 穂香(2) 高綱中 DNS   3    
    塩澤 瑠美奈(3) 旭町中 DNS   3    

 7198
 7078

 7005
 8706
 7486
 8703
 7374
 7165
 7529
 7136

組 順位
 7400
 7269
 7492
 7216

記録 備考

 7003

 7257
 7213
 7266
 7476
 7106
 7167
 7210
 7371
 7137

 7211
 7134
 7049

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

8  7078
DNS

6  7198
DNS

 7137

9  7400

2  7269

7  7492

4  7216

3  7371

1

5  7165

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  7374 7  7003

1  8703 3  7136

2  7486 2  7529

9  8706 1  7210

8  7005 6  7167

7  7106 8  7476

3  7266 4  7257

4  7213 9  7049

所属名 記録／備考
6  7134 5  7211

ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



 1 近藤 美波(2)  10:55.85 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾅﾐ 波田中

 2 赤羽 真衣佳(3)  11:25.54 
ｱｶﾊﾈ ﾏｲｶ 女鳥羽中

 3 村松 日菜(3)  11:25.75 
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾅ 清水中

 4 遠藤 咲耶(2)  11:39.36 
ｴﾝﾄﾞｳ ｻｸﾔ 山辺中

 5 丸山 莉央(3)  11:39.85 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｵ 菅野中

 6 東 咲良(3)  11:58.81 
ｱｽﾞﾏ ｻｸﾗ 旭町中

 7 小林 美月(2)  12:26.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾞｷ 附属松本中

 8 中村 結彩(2)  12:31.19 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｲ 高綱中

 9 永田 紗菜(2)  12:54.71 
ﾅｶﾞﾀ ｻﾅ 附属松本中

10 萩原 楓(3)  13:40.86 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｴﾃﾞ 附属松本中

2  7478

10  7493

6  7499

4  7171

1  7208

7  7055

9  6950

8  8701

5  7284

中学女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  7408



[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -0.1

 1 瀧本 歩夢(3)     18.25 Q  1 塩原 そよ香(2)     17.57 Q
ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ 開成中 ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ 菅野中

 2 川口 茜(2)     18.50 Q  2 小松 理紗(2)     17.60 Q
ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾈ 鉢盛中 ｺﾏﾂ ﾘｻ 信明中

 3 岡田 葉音(2)     18.81 Q  3 大月 若菜(3)     18.30 Q
ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ 附属松本中 ｵｵﾂｷ ﾜｶﾅ 梓川中

 4 舛澤 隣嘉(3)     19.23  4 大日方 心美(2)     18.44 q
ﾏｽｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 旭町中 ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｺﾐ 松島中

 5 熊谷 つくし(2)     20.48  5 鎌 咲奈(2)     18.62 q
ｸﾏｶﾞｲ ﾂｸｼ 松島中 ｶﾏ ｻｷﾅ 高綱中

 6 白川 茜(3)     20.80  6 柳澤 利帆(2)     18.69 
ｼﾗｶﾜ ｱｶﾈ 山辺中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾎ 旭町中

風速 +0.9

 1 小松 理紗(2)     16.93 
ｺﾏﾂ ﾘｻ 信明中

 2 塩原 そよ香(2)     17.20 
ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ 菅野中

 3 瀧本 歩夢(3)     17.22 
ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ 開成中

 4 岡田 葉音(2)     17.67 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ 附属松本中

 5 川口 茜(2)     17.87 
ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾈ 鉢盛中

 6 大月 若菜(3)     17.98 
ｵｵﾂｷ ﾜｶﾅ 梓川中

 7 大日方 心美(2)     18.03 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｺﾐ 松島中

 8 鎌 咲奈(2)     18.38 
ｶﾏ ｻｷﾅ 高綱中

3  7100

2  7196

5  7439

9  7368

6  7126

8  7496

7  7007

4  7209

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  7163 5  7052

4  7094 4  7196

5  7051 7  7100

6  7496 2  7368

7  7439 3  7007

所属名 記録／備考
3  7126 6  7209

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

中学女子

100mH(0.762-8.0m)

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



[ 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   4 丸ﾉ内中  7020 上野 夏澄(3)     54.18 Q  1   8 開成中(A)  7126 瀧本 歩夢(3)     53.76 Q

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｳｴﾉ ｶｽﾐ ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ
 7021 須澤 奏心(3)  7129 三澤 百佳(3)

ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ
 7024 国本 凜(2)  7124 麻和 楓花(3)

ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ ｱｻﾜ ﾌｳｶ
 7022 古田 波音(2)  7133 宍戸 美希(2)

ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ ｼｼﾄﾞ ﾐｷ
 2   6 筑摩野中  7254 大坪 桃果(2)     54.90 Q  2   6 高綱中  7170 中島 萌絵(2)     56.14 Q

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ｵｵﾂﾎﾞ ﾓﾓｶ ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ
 7247 中村 実穏(2)  7194 赤羽 椛(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ
 7246 斉藤 凛咲(3)  7196 鎌 咲奈(2)

ｻｲﾄｳ ﾘｻ ｶﾏ ｻｷﾅ
 7263 磯谷 唯衣(3)  7195 赤羽 陽美(2)

ｲｿﾔ ﾕｲ ｱｶﾊﾈ ﾊﾙﾐ
 3   8 開成中(B)  7135 星野 沙羅(2)     55.00 q  3   2 梓川中(A)  7372 西澤 美夢(2)     56.60 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾎｼﾉ ｻﾗ ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾕｳ
 7128 松丸 もも(3)  7368 大月 若菜(3)

ﾏﾂﾏﾙ ﾓﾓ ｵｵﾂｷ ﾜｶﾅ
 7134 百瀬 愛華(2)  7370 竹上 心菜(3)

ﾓﾓｾ ﾏﾅｶ ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ
 7138 小田 彩音(1)  7369 槫沼 香乃花(3)

ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ ｸﾚﾇﾏ ｺﾉｶ
 4   5 松島中  7095 小林 悠(2)     57.31  4   3 菅野中  7209 塩原 そよ香(2)     57.29 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ｼｵﾊﾗ ｿﾖｶ
 7096 羽生 麻奈美(2)  7214 高橋 杏奈(2)

ﾊﾆｭｳ ﾏﾅﾐ ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ
 7107 飯島 秋音(3)  7200 藤牧 里紗(3)

ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾈ ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｻ
 7106 永井 千晴(3)  7207 金田 来未(3)

ﾅｶﾞｲ ﾁﾊﾙ ｶﾈﾀﾞ ｸﾙﾐ
 5   7 附属松本中(B)  7477 井上 万有佳(2)     57.57  5   4 信明中  7003 早川 麗(3)     57.73 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｲﾉｳｴ ﾏﾕｶ ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ﾊﾔｶﾜ ﾚｲ
 7475 西沢 真由(2)  7002 濱 陽菜乃(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾕ ﾊﾏ ﾋﾅﾉ
 7495 野口 綾花(2)  7005 森 咲彩(3)

ﾉｸﾞﾁ ｱﾔｶ ﾓﾘ ｻｱﾔ
 7451 矢島 黎衣亞(2)  7007 小松 理紗(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾚｲｱ ｺﾏﾂ ﾘｻ
 6   2 梓川中(B)  7373 巣之内 彩音(2)   1:01.32  6   5 旭町中  7052 柳澤 利帆(2)     58.35 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ｽﾉｳﾁ ｱﾔﾈ ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾎ
 7367 巾 純怜(3)  7051 舛澤 隣嘉(3)

ﾊﾊﾞ ｽﾐﾚ ﾏｽｻﾞﾜ ﾘﾝｶ
 7364 板垣 瑚乃美(3)  7079 中田 陽菜(3)

ｲﾀｶﾞｷ ｺﾉﾐ ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ
 7365 宮下 空(3)  7055 東 咲良(3)

ﾐﾔｼﾀ ｿﾗ ｱｽﾞﾏ ｻｸﾗ
 7   3 女鳥羽中(B)  7285 角崎 美沙都(2)   1:04.10  7   7 山辺中(B)  8701 遠藤 咲耶(2)   1:00.19 

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ｶｸｻﾞｷ ﾐｻﾄ ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｴﾝﾄﾞｳ ｻｸﾔ
 8742 水落 凜(3)  8707 二木 瑠心(2)

ﾐｽﾞｵﾁ ﾘﾝ ﾌﾀﾂｷﾞ ﾙｺ
 8740 茅野 好花(3)  8700 山口 衿子(2)

ﾁﾉ ｺﾉｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘｺ
 8741 西村 菜央(3)  8704 長畦 杏樹(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ ﾅｶﾞｳﾈ ｱﾝｼﾞｭ

中学女子

4×100m

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 附属松本中(A)  7491 中嶋 由衣(3)     54.30 Q

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ
 7479 野口 茉優(2)

ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ
 7489 五十嵐 歩佳(3)

ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ
 7487 田中 優杏菜(3)

ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ
 2   7 山辺中(A)  7169 奥永 照葉(3)     55.02 Q

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｵｸﾅｶﾞ ﾃﾘﾊ
 7158 谷川 慧佳(3)

ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ
 7167 木村 心海(3)

ｷﾑﾗ ｺｺﾐ
 7168 倉科 瑠奈(3)

ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ
 3   6 波田中  7403 中沢 由菜(3)     55.72 q

ﾊﾀﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾅ
 7404 中村 紗生(3)

ﾅｶﾑﾗ ｻｲ
 7399 有山 美桜菜(3)

ｱﾘﾔﾏ ﾐｵﾅ
 7405 平林 明夏(3)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ
 4   5 鉢盛中  7436 荒木 ななせ(2)     55.79 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｱﾗｷ ﾅﾅｾ
 7439 川口 茜(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｶﾈ
 7432 中村 万智(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾏﾁ
 7431 上條 愛美(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ
 5   4 女鳥羽中(A)  7282 高岡 真彩(3)     56.32 

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ﾀｶｵｶ ﾏｱﾔ
 8743 尾関 紗佳(3)

ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ
 8745 丸山 綾香(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔｶ
 8744 加島 小浦(3)

ｶｼﾏ ｺｳﾗ
 6   3 清水中  6948 埋橋 茉子(3)     58.96 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｳｽﾞﾊｼ ﾏｺ
 6949 小池 まどか(3)

ｺｲｹ ﾏﾄﾞｶ
 6950 村松 日菜(3)

ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾅ
 6952 小松 優月(2)

ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 開成中(A)  7126 瀧本 歩夢(3)     52.94 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾀｷﾓﾄ ｱﾕﾑ
 7129 三澤 百佳(3)

ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ
 7124 麻和 楓花(3)

ｱｻﾜ ﾌｳｶ
 7133 宍戸 美希(2)

ｼｼﾄﾞ ﾐｷ
 2   7 丸ﾉ内中  7020 上野 夏澄(3)     53.88 

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｳｴﾉ ｶｽﾐ
 7021 須澤 奏心(3)

ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ
 7024 国本 凜(2)

ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ
 7022 古田 波音(2)

ﾌﾙﾀ ﾊﾉﾝ
 3   6 附属松本中(A)  7491 中嶋 由衣(3)     54.02 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲ
 7479 野口 茉優(2)

ﾉｸﾞﾁ ﾏﾕ
 7489 五十嵐 歩佳(3)

ｲｶﾞﾗｼ ｱﾕｶ
 7487 田中 優杏菜(3)

ﾀﾅｶ ﾕｱﾅ
 4   4 筑摩野中  7254 大坪 桃果(2)     54.46 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ｵｵﾂﾎﾞ ﾓﾓｶ
 7247 中村 実穏(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ
 7246 斉藤 凛咲(3)

ｻｲﾄｳ ﾘｻ
 7263 磯谷 唯衣(3)

ｲｿﾔ ﾕｲ
 5   2 波田中  7403 中沢 由菜(3)     55.04 

ﾊﾀﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾅ
 7404 中村 紗生(3)

ﾅｶﾑﾗ ｻｲ
 7399 有山 美桜菜(3)

ｱﾘﾔﾏ ﾐｵﾅ
 7405 平林 明夏(3)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ
 6   8 山辺中(A)  7169 奥永 照葉(3)     55.06 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｵｸﾅｶﾞ ﾃﾘﾊ
 7158 谷川 慧佳(3)

ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ
 7167 木村 心海(3)

ｷﾑﾗ ｺｺﾐ
 7168 倉科 瑠奈(3)

ｸﾗｼﾅ ﾙﾅ
 7   3 開成中(B)  7135 星野 沙羅(2)     55.13 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾎｼﾉ ｻﾗ
 7128 松丸 もも(3)

ﾏﾂﾏﾙ ﾓﾓ
 7134 百瀬 愛華(2)

ﾓﾓｾ ﾏﾅｶ
 7138 小田 彩音(1)

ｵﾀﾞ ｱﾔﾈ
 8   9 高綱中  7170 中島 萌絵(2)     55.48 

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ
 7194 赤羽 椛(2)

ｱｶﾊﾈ ｶｴﾃﾞ
 7196 鎌 咲奈(2)

ｶﾏ ｻｷﾅ
 7195 赤羽 陽美(2)

ｱｶﾊﾈ ﾊﾙﾐ

決勝



1m50
平谷 紗菜(3) - - - - - - - - o xo
ﾋﾗﾔ ｽｽﾞﾅ 鉢盛中 xxx
国本 凜(2) - - - - o o o o xxx
ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ 丸ﾉ内中
村田 結菜(2) o o xxo o o o o xxo xxx
ﾑﾗﾀ ﾕｳﾅ 附属松本中
中田 陽菜(3) - - - o o xo xxx
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ 旭町中
二木 瑠心(2) o o xo o o xxo xxx
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾙｺ 山辺中
巣之内 彩音(2) - - - o o xxx
ｽﾉｳﾁ ｱﾔﾈ 梓川中
関 百香(3) - - o o o xxx
ｾｷ ﾓﾓｶ 鎌田中
上松 心音(2) - o o o o xxx
ｱｹﾞﾏﾂ ｺｺﾈ 丸ﾉ内中
吉沢 桃佳(3) - - o o o xxx
ﾖｼｻﾞﾜ ﾓﾓｶ 波田中
北澤 由里菜(3) - - o xo o xxx
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 松本秀峰中
板垣 瑚乃美(3) - - o o xxo xxx
ｲﾀｶﾞｷ ｺﾉﾐ 梓川中
谷口 彩葉(2) o o o o xxx
ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔﾊ 高綱中
安藤 万里子(2) - - o o xxx
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｺ 筑摩野中
小林 悠(2) o o o xo xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 松島中
山口 衿子(2) o o xxo xo xxx
ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘｺ 山辺中
小松 優月(2) o o o xxx
ｺﾏﾂ ﾕﾂﾞｷ 清水中
赤羽 陽美(2) o o o xxx
ｱｶﾊﾈ ﾊﾙﾐ 高綱中
中島 芳月(2) o o xo xxx
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾂﾞｷ 清水中
川上 穂南(2) DNS
ｶﾜｶﾐ ﾎﾅﾐ 鉢盛中

18 1  6946
 1.10

5  7438      

16 6  6952  1.10

16 7  7195  1.10

14 11  7095  1.15

15 3  8700  1.15

12 10  7197  1.15

12 12  7241  1.15

10 16  7516  1.20

11 2  7364  1.20

6 9  7023  1.20

6 17  7406  1.20

6 4  7373  1.20

6 8  6975  1.20

4 15  7079  1.25

5 18  8707  1.25

2 14  7024  1.35

3 13  7465  1.35

記録 備考

1 19  7430  1.45

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
1m00 1m05 1m10 1m15 1m20



 ３回の
 最高記録

加島 小浦(3)   4.40  4.31  4.39   4.40   4.49  4.50  4.31   4.50 
ｶｼﾏ ｺｳﾗ 女鳥羽中   +1.2  +0.0  -0.1   +1.2   +1.6  -0.2  +1.0   -0.2
上條 愛美(3)   4.15  4.30  4.31   4.31   4.47  4.38  4.32   4.47 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾅﾐ 鉢盛中   +1.6  -0.4  +1.8   +1.8   +2.0  -0.5  +0.5   +2.0
上野 夏澄(3)   4.00  4.33  3.16   4.33   4.33  4.28  4.47   4.47 
ｳｴﾉ ｶｽﾐ 丸ﾉ内中   +1.9  +1.7  -2.3   +1.7   +1.6  +1.6  +1.5   +1.5
荒木 ななせ(2)    x   4.33  4.18   4.33    x   4.21  4.44   4.44 
ｱﾗｷ ﾅﾅｾ 鉢盛中         +1.5  +0.3   +1.5         -0.6  +0.8   +0.8
須澤 奏心(3)    x    x   4.07   4.07    x    x   4.43   4.43 
ｽｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 丸ﾉ内中               -2.4   -2.4               -0.4   -0.4
飯島 秋音(3)    x   4.22  3.60   4.22   4.19  4.30  4.28   4.30 
ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾈ 松島中         +1.0  -0.8   +1.0   +0.9  -0.3  +1.3   -0.3
中島 萌絵(2)   4.08  3.91  3.93   4.08   3.97  3.87  4.04   4.08 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｴ 高綱中   +1.4  +2.8  -1.2   +1.4   +0.5  -0.2  +0.6   +1.4
金田 来未(3)    x   3.88  3.90   3.90   3.57  3.91   x    3.91 
ｶﾈﾀﾞ ｸﾙﾐ 菅野中         +1.8  +0.9   +0.9   +1.7  -0.9         -0.9
小澤 愛華(3)   3.65  3.90  3.86   3.90             3.90 
ｵｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 波田中   +1.6  -0.7  -1.4   -0.7                      -0.7
長畦 杏樹(2)   3.88  3.77  3.74   3.88             3.88 
ﾅｶﾞｳﾈ ｱﾝｼﾞｭ 山辺中   -0.3  -0.3  -1.7   -0.3                      -0.3
平林 珠色(3)   3.66  3.73  3.85   3.85             3.85 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 筑摩野中   +2.1  -2.1  +1.1   +1.1                      +1.1
茅野 好花(3)   3.54  3.82  3.66   3.82             3.82 
ﾁﾉ ｺﾉｶ 女鳥羽中   +1.2  +0.2  +0.7   +0.2                      +0.2
中村 万智(3)   3.72  2.87   x    3.72             3.72 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾁ 鉢盛中   +1.0  -1.4         +1.0                      +1.0
保月 朝香(2)    x   3.71  3.62   3.71             3.71 
ﾎﾂﾞｷ ｱｻｶ 筑摩野中         +0.2  +0.1   +0.2                      +0.2
阿部 愛華(2)   3.71  3.47  3.36   3.71             3.71 
ｱﾍﾞ ﾏﾅｶ 鎌田中   +1.8  -1.4  +0.7   +1.8                      +1.8
竹上 結芽(1)   3.70  3.67  3.39   3.70             3.70 
ﾀｹｶﾞﾐ ﾕﾒ 梓川中   +2.1  +1.4  -1.1   +2.1                      +2.1
岡村ここね(3)   3.67  3.69  3.55   3.69             3.69 
ｵｶﾑﾗ ｺｺﾈ 筑摩野中   -0.7  +0.3  +2.1   +0.3                      +0.3
羽生 麻奈美(2)   3.55  3.27  3.65   3.65             3.65 
ﾊﾆｭｳ ﾏﾅﾐ 松島中   -0.3  +0.7  -0.6   -0.6                      -0.6
小池 まどか(3)    x   2.97  3.62   3.62             3.62 
ｺｲｹ ﾏﾄﾞｶ 清水中         -0.4  +0.7   +0.7                      +0.7
西村 菜央(3)   3.43  3.53  3.60   3.60             3.60 
ﾆｼﾑﾗ ﾅｵ 女鳥羽中   +1.6  +0.4  +1.5   +1.5                      +1.5
藤牧 里紗(3)   3.39  3.55  3.52   3.55             3.55 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｻ 菅野中   +0.5  -1.5  +0.0   -1.5                      -1.5
平林 真綾(2)   3.20  3.35  3.22   3.35             3.35 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｱﾔ 筑摩野中   -1.4  -0.2  -1.5   -0.2                      -0.2
岩井 琉菜(2)   3.26  3.18  3.15   3.26             3.26 
ｲﾜｲ ﾘﾅ 信明中   +0.0  -1.3  +1.4   +0.0                      +0.0
宍戸 美希(2)    x    x    x                   NM
ｼｼﾄﾞ ﾐｷ 開成中                                                   
城 ひかり(3)                            DNS
ｼﾞｮｳ ﾋｶﾘ 信明中                                                   

15  7000

23 4  7006

25  7133

21 10  7200

22 1  7244

19 7  6949

20 6  8741

17 5  7259

18 2  7096

15 9  6976

16 19  7340

13 11  7432

14 3  7248

11 8  7253

12 13  8740

9 12  7402

10 24  8704

7 18  7170

8 16  7207

5 23  7021

6 21  7107

3 20  7020

4 17  7436

1 22  8744

2 14  7431

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-



 ３回の
 最高記録

尾関 紗佳(3)
ｵｾﾞｷ ｻﾔｶ 女鳥羽中
水落 凜(3)
ﾐｽﾞｵﾁ ﾘﾝ 女鳥羽中
角崎 美沙都(2)
ｶｸｻﾞｷ ﾐｻﾄ 女鳥羽中
髙山 樹音(3)
ﾀｶﾔﾏ ｼﾞｭﾉﾝ 松島中
横山 紗奈(3)
ﾖｺﾔﾏ ｻﾅ 山辺中
赤羽 桜矢香(2)
ｱｶﾊﾈ ｻﾔｶ 筑摩野中
宮下 空(3)
ﾐﾔｼﾀ ｿﾗ 梓川中
平林 明夏(3)
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾒｲｶ 波田中
進藤 菜月(2)
ｼﾝﾄｳ ﾅﾂｷ 高綱中
巾 純怜(3)
ﾊﾊﾞ ｽﾐﾚ 梓川中
中沢 由菜(3)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾅ 波田中
北原 帆華(3)
ｷﾀﾊﾗ ﾎﾉｶ 山辺中
竹上 心菜(3)
ﾀｹｶﾞﾐ ｺｺﾅ 梓川中
上嶋 美羽(3)
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｳ 開成中
林 愛華(2)
ﾊﾔｼ ｱｲｶ 鉢盛中
一山 いぶき(3)
ｲﾁﾔﾏ ｲﾌﾞｷ 高綱中
奥田 奈緒(2)
ｵｸﾀﾞ ﾅｵ 鉢盛中
山口 果凛(2) DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 鉢盛中

   

     5.76 

17 3  7437   5.21  5.66  5.55   5.66

       
5  7435

                

15 1  7434   6.51  6.14

           5.66 

16 2  7193   5.41  5.62  5.76

   x    6.51            6.51 

   5.76       

13 7  7370   7.18  5.72

14 6  7125   5.97  7.02

  6.74   7.18            7.18 

   7.02         6.70      7.02 

11 10  7403   7.22  7.09

12 9  8702   6.55  7.20

  6.35   7.22            7.22 

   7.20         7.19      7.20 

9 13  7199   7.42  7.52

10 11  7367   6.90  6.70

  7.25   7.52            7.52 

   7.34         7.34      7.34 

7 4  7365   7.76  7.16

8 14  7405   7.43  7.60

  7.04   7.76   6.65   x   6.82  7.76 

   7.74   7.07  7.44  7.74   7.38  7.74 

5 17  7166   7.88  8.06

6 8  7240   7.61  7.66

  7.88   8.06   7.22  7.51  7.80  8.06 

   7.66   8.04  7.67  7.42    x   8.04 

  9.34 

3 12  7285   6.97  7.80

4 15  7105   8.09  7.92  8.15   7.96  8.15 

  7.86   7.86   8.25  7.85  8.43  8.43 

   8.15   7.96  7.42

   9.28   9.05  9.34

-4- -5- -6-

 10.10 10.06

2 16  8742   8.94  9.28  8.76   7.53

備考

1 18  8743  10.75  9.90 10.04  10.75  10.18

-2- -3-

 10.75 

記録

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-



[ 1組] 風速 +2.7 [ 2組] 風速 -1.2

 1 南澤 明音(4)     12.43 Q  1 安坂侑莉菜(3)     12.67 Q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大 ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高

 2 児玉 奈美(3)     12.74 Q  2 青柳 里央(2)     12.97 Q
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 松本大

 3 長村 紋     12.90 Q  3 樋口 虹夏(3)     13.14 Q
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園高

 4 窪田 結衣(1)     12.96 q  4 今井 希生(1)     13.24 q
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 松商学園高 ｲﾏｲ ｷｷ 松本大

 5 木村 実夢(2)     13.37  5 伏見 怜奈(2)     13.28 
ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ 松本国際高 ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ 松商学園高

 6 朱 櫻華(4)     13.71  6 麻原 優花(3)     13.67 
ｼｭ ｻｸﾗｺ 信大医陸 ｱｻﾊﾗ ﾕｳｶ 松本国際高

 7 上條 翔子(1)     14.59  7 中島 遙佳(2)     13.70 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺ 梓川高 ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ 松本美須々ヶ丘高

 8 塩原 麻弥(2)     14.71  8 藤原 妃奈子(4)     14.31 
ｼｵﾊﾗ ﾏﾔ 松本美須々ヶ丘高 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅｺ 信大医陸

  中島 千花(2)      
ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾊﾅ 田川高

風速 +1.7

 1 南澤 明音(4)     12.45 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大

 2 安坂侑莉菜(3)     12.55 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高

 3 児玉 奈美(3)     12.80 
ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 松本大

 4 青柳 里央(2)     12.85 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｵ 松本大

 5 窪田 結衣(1)     12.90 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ 松商学園高

 6 樋口 虹夏(3)     13.03 
ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ 松商学園高

 7 長村 紋     13.04 
ｵｻﾑﾗ ｱﾔ with

  今井 希生(1)      
ｲﾏｲ ｷｷ 松本大

3  9054
DNS

8  1960

9  9009

6  9053

2  1973

所属名 記録／備考
7  9045

5  1833

4  9049

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  1755
DNS

4  1835 4  9031

7  1742 9  1839

8  9030 6  1989

5  1986 3  1968

2  1973 2  9054

6  9009 5  1960

1  9049 8  9053

所属名 記録／備考
3  9045 7  1833

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



[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -1.3

 1 南澤 明音(4)     26.08 Q  1 安坂侑莉菜(3)     26.38 Q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大 ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高

 2 伊藤 百合菜(2)     27.64 Q  2 友田 有紀(3)     26.64 Q
ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 松商学園高 ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園高

 3 北澤 優里愛(3)     28.06 Q  3 中島 遙佳(2)     28.73 Q
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 松本県ヶ丘高 ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ 松本美須々ヶ丘高

 4 金澤 実佑(2)     29.38 q  4 髙木 陽香(3)     29.20 q
ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎高 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘高

 5 渡邉 希(4)     29.67  5 中村 栞菜(1)     29.74 
ﾜﾀﾈﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本大 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 松本国際高

 6 宮本 真花(3)     29.81  6 藤原 妃奈子(4)     30.45 
ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ 松本深志高 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅｺ 信大医陸

 7 塩原 麻弥(2)     31.14  7 瀧澤 美結(2)     30.84 
ｼｵﾊﾗ ﾏﾔ 松本美須々ヶ丘高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾕ 松商学園高

  栗原 すず(1)        牧元 美沙(3)      
ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ 松本国際高 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 松本大

風速 -1.5

 1 友田 有紀(3)     25.32 
ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ 松商学園高

 2 南澤 明音(4)     25.39 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｱｶﾈ 松本大

 3 安坂侑莉菜(3)     26.13 
ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高

 4 伊藤 百合菜(2)     27.16 
ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ 松商学園高

 5 北澤 優里愛(3)     27.27 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ 松本県ヶ丘高

 6 中島 遙佳(2)     28.41 
ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ 松本美須々ヶ丘高

 7 髙木 陽香(3)     28.85 
ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ 松本県ヶ丘高

  金澤 実佑(2)      
ｶﾅｻﾞﾜ ﾐﾕ 松本蟻ヶ崎高 DNS

3  1804

2  1889

9  1805

8  1839

4  1833

6  1969

7  1962

5  9045

DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS
6  2491 4  9048

2  1835 6  1967

7  1774 3  9031

3  9046 8  2494

8  1889 7  1804

4  1805 5  1839

9  1969 2  1962

所属名 記録／備考
5  9045 9  1833

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

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



[ 1組] [ 2組]

 1 山田 好恵(3)   2:29.32  1 宮澤 花奈実(3)   2:22.92 
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ 松商学園高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 松本深志高

 2 山口 智美(2)   2:30.98  2 安永 友麻(3)   2:23.75 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 松本深志高 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 3 増田 彩花(2)   2:30.99  3 一本木 楓(2)   2:31.30 
ﾏｽﾀ ｱﾔｶ 松本県ヶ丘高 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ 松本美須々ヶ丘高

 4 藤村 桃香(2)   2:46.63  4 市川 結(3)   2:51.02 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾓﾓｶ 松本蟻ヶ崎高 ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 松本秀峰高

 5 小林 和奈(2)   2:55.89  5 中尾 ありさ(3)   2:52.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅ 松本大 ﾅｶｵ ｱﾘｻ 松本大

   1 宮澤 花奈実(3) 松本深志高     2:22.92   2   1
   2 安永 友麻(3) 松本県ヶ丘高     2:23.75   2   2
   3 山田 好恵(3) 松商学園高     2:29.32   1   1
   4 山口 智美(2) 松本深志高     2:30.98   1   2
   5 増田 彩花(2) 松本県ヶ丘高     2:30.99   1   3
   6 一本木 楓(2) 松本美須々ヶ丘高    2:31.30   2   3
   7 藤村 桃香(2) 松本蟻ヶ崎高     2:46.63   1   4
   8 市川 結(3) 松本秀峰高     2:51.02   2   4
   9 中尾 ありさ(3) 松本大     2:52.29   2   5
  10 小林 和奈(2) 松本大     2:55.89   1   5

 1888
 2088
 9050
 9051

 1802
 1964
 1790
 1811
 1840

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 1772

タイムレース

2  9051 5  9050

5  1888 4  2088

3  1811 2  1840

6  1790 6  1802

所属名 記録／備考
4  1964 3  1772

ﾚｰﾝ No. 氏  名

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



 1 山田 好恵(3)  11:08.06 
ﾔﾏﾀﾞ ｺﾉｴ 松商学園高

 2 工藤 愛菜(3)  11:08.65 
ｸﾄﾞｳ ﾏﾅ 松本県ヶ丘高

 3 中島  愛(2)  11:11.95 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾐ 松本美須々ヶ丘高

 4 飯森 瑠花(2)  11:15.12 
ｲｲﾓﾘ ﾙｶ 松本蟻ヶ崎高

 5 青木 弥佳(2)  11:18.28 
ｱｵｷ ﾐｶ 松本大

 6 高坂 珠実(3)  11:28.26 
ｺｳｻｶ ﾀﾏﾐ 松本蟻ヶ崎高

 7 矢口 萌叶(1)  11:42.99 
ﾔｸﾞﾁ ﾓｶ 松本国際高

 8 村瀬 祥子(2)  11:51.29 
ﾑﾗｾ ｼｮｳｺ 松本深志高

 9 一之瀬 明希(2)  12:17.90 
ｲﾁﾉｾ ｱｷ 松本深志高

3  1786

8  2493

5  1788

1  9052

4  1883

9  1837

6  1887

7  1803

女子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1964



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松本国際高(A)  2491 栗原 すず(1)     49.65 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ
 1979 三和 瑠夏(3)

ﾐﾜ ﾙﾅ
 1990 小林 あゆみ(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 1987 南山 歩乃伽(2)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾎﾉｶ
 2   6 松商学園高(B)  1968 伏見 怜奈(2)     49.94 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾌｼﾐ ﾚｲﾅ
 1960 樋口 虹夏(3)

ﾋｸﾞﾁ ｺﾅﾂ
 1969 伊藤 百合菜(2)

ｲﾄｳ ﾕﾘﾅ
 1974 山口 なず菜(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾞﾅ
 3   2 松商学園高(A)  1961 内川 未久(3)     50.51 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｳﾁｶﾜ ﾐｸ
 1973 窪田 結衣(1)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｲ
 1962 友田 有紀(3)

ﾄﾓﾀﾞ ﾕｷ
 1975 木下 明里咲(1)

ｷﾉｼﾀ ｱﾘｻ
 4   8 松本美須々ヶ丘 1839 中島 遙佳(2)     52.43 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ﾅｶｼﾏ ﾊﾙｶ
 1838 二木 愛心(2)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｺ
 1835 塩原 麻弥(2)

ｼｵﾊﾗ ﾏﾔ
 1833 安坂侑莉菜(3)

ｱｻﾞｶ ﾕﾘﾅ
 5   1 松本県ヶ丘高  1805 北澤 優里愛(3)     52.79 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘｱ
 1810 佐藤 優花(2)

ｻﾄｳ ﾕｳｶ
 1804 髙木 陽香(3)

ﾀｶｷﾞ ﾊﾙｶ
 1802 安永 友麻(3)

ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾏ
 7   4 松本深志高  1784 後藤 玲名(2)     54.17 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ
 1773 有田 芽生(3)

ｱﾘﾀ ﾒｲ
 1775 小松 雅侑(2)

ｺﾏﾂ ﾐﾕｳ
 1774 宮本 真花(3)

ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅｶ
    3 松本国際高(B)  1985 柳澤 結月(2)     53.26 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
 1986 木村 実夢(2)

ｷﾑﾗ ﾐﾕﾒ
 2492 坂口 輝(1)

ｻｶｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
 2494 中村 栞菜(1)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ
    5 松本大(A)      

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ DNS

    9 松本大(B)      
ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ DNS

女子

4×100m

決勝



1m50
青柳 真里奈(2) - - - - - - o o o xo
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高 xxx
二木 愛心(2) - - - - - xo o o xo xxx
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｺ 松本美須々ヶ丘高
成澤 愛(2) - - - - - o o o xxx
ﾅﾙｻﾜ ﾏﾅ 松商学園高
津幡 祐衣(2) DNS
ﾂﾊﾞﾀ ﾕｲ 松本国際高

1  1984      

2 2  1838  1.40

3 3  1970  1.35

記録 備考

1 4  1836  1.45

1m25 1m301m20 1m35 1m40 1m45

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m00 1m05 1m10 1m15



 ３回の
 最高記録

内川 未久(3)   4.90   x   4.29   4.90   4.71  4.64  4.64   4.90 
ｳﾁｶﾜ ﾐｸ 松商学園高   -1.3        -1.0   -1.3   -0.2  +0.2  +1.1   -1.3
有田 芽生(3)   4.54   x   4.26   4.54    x   4.50  4.58   4.58 
ｱﾘﾀ ﾒｲ 松本深志高   +0.4        +0.5   +0.4         -0.3  +1.5   +1.5
佐藤 優花(2)   4.35  3.98  4.25   4.35    x   4.31  4.19   4.35 
ｻﾄｳ ﾕｳｶ 松本県ヶ丘高   -0.7  -2.0  -0.3   -0.7         +0.1  +2.0   -0.7
古田 桃夏(2)   4.23   x   4.35   4.35   4.09  4.29   x    4.35 
ﾌﾙﾀ ﾓﾓｶ 松本蟻ヶ崎高   -0.9        +0.2   +0.2   +0.1  +0.3         +0.2
小松 雅侑(2)   4.21  4.02  4.09   4.21    x   4.15  4.23   4.23 
ｺﾏﾂ ﾐﾕｳ 松本深志高   +0.6  -1.1  -1.6   +0.6         -1.4  +1.5   +1.5
後藤 玲名(2)   4.09   x   2.58   4.09    x    x   4.12   4.12 
ｺﾞﾄｳ ﾚﾅ 松本深志高   -1.2        -0.7   -1.2               +2.4   +2.4
雨宮 歩美(2)   3.88  3.98  3.82   3.98   3.83  3.81  4.12   4.12 
ｱﾒﾐﾔ ｱﾕﾐ 松本蟻ヶ崎高   -0.9  -1.7  +0.6   -1.7   +1.4  -0.8  +2.0   +2.0
中尾 ありさ(3)   3.94  3.55  3.50   3.94   3.89  3.74  3.83   3.94 
ﾅｶｵ ｱﾘｻ 松本大   -0.5  -2.3  -0.7   -0.5   +3.2  -1.2  +0.4   -0.5
酒井 珠良(4)                            DNS
ｻｶｲ ｼﾞｭﾗ 松本大                                                   

8  9047

7 4  1891

8 2  9050

5 3  1775

6 1  1784

3 5  1810

4 7  1890

1 9  1961

2 6  1773

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-



 ３回の
 最高記録

小林 弥希(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松商学園高
坂口 輝(1)
ｻｶｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 松本国際高
青柳 真里奈(2)
ｱｵﾔｷﾞ ﾏﾘﾅ 松本美須々ヶ丘高
宮坂 光乃里(2)
ﾐﾔｻｶ ﾐﾉﾘ 梓川高
小林 ひかる(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 梓川高
二木 愛心(2)
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｺ 松本美須々ヶ丘高
田中 麻由(2) DNS
ﾀﾅｶ ﾏﾕ 松本国際高
山口 なず菜(1) DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂﾞﾅ 松商学園高

   

 22.60 22.60 

1  1982              

       2  1974                 

5 6  1737  21.83   o

             

6 5  1838    o    o  21.93

   o   21.83    o    o  23.02 23.02 

  21.93    o    o

 29.13 

3 7  1836  27.57   o

4 3  1741  25.47   o    o    x  25.47 

   o   27.57    o    o    o  27.57 

  25.47    o    o

  29.13    o    o

-4- -5- -6-

   o    o

2 4  2492    o    o  29.13    o

備考

1 8  1963  41.07   x    o   41.07    o

-2- -3-

 41.07 

記録

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-


