
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 木曽町       57.66 堀金       58.53 松島       58.76 豊科南       59.64
4×100m 長澤 莉緒 多山 宇芽 伊藤 里桜 小坂 康子 德武 歩 内田 凛音 中田 りこ 小林 杏由美

瀬戸口 心 安坂 成瑠美 百瀬 心音 浅原 あん奈 上平 七夕姫 村上 仁衣菜 降籏 瑞菜 鳥羽 菜々子
浅野 雫 鈴木 愛理 奥原 由結 小柳 珠々 黒田 結愛 村上 陽世莉 大久保 美妃 宮澤 瞳
西澤 美聡 中村 みゆ 篠原 史夏 板花 菜生 後藤 優 小平 百葉 岩間 優里 中野 風羽

 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


