
期日：平成22年7月3日（土）

会場：下諏訪町総合運動場
　　　陸  上  競  技  場

競技会；平成22年度下諏訪ジュニア陸上大会
風力測定主任：百瀬二千六

グラウンドコンディション

時刻 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速 気圧 備考
9時00分 曇り 21.5 86% 西北西 1.0

10時00分 曇り 23.0 83% 西 1.3

11時00分 曇り 23.0 79% 西北西 1.2

10時30分 曇り 20.5 56% 南南東 0.2

平成22年度下諏訪ジュニア陸上大会

大会新記録一覧表

予･決 記録 所属 従来の記録

決勝 3.40.75 南小 3.47.3

決勝 3.20.33 北小 3.22.9

決勝 3.22.84 北小 3.22.9

大会タイ記録一覧表

予･決 記録 所属 従来の記録

主催：下諏訪町・ＮＰＯ下諏訪町体育協会
主管：下諏訪町体育協会陸上競技部
後援：下諏訪町教育委員会

小学6年男子1000ｍ 小林　裕幸

平成22年度下諏訪ジュニア陸上競技大会記録

種目 氏名

小学4年男子1000ｍ 志水口隆史

小学6年男子1000ｍ 岩本　悠太

種目 氏名



下諏訪町総合運動場　陸上競技場                                                  

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】        下諏訪陸上競技場

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
07/03 中学女子  -1.1 大野　真琴(1) 15.15

1年100m 下諏訪中
07/03  -1.1 高野麻梨香(2) 15.14

2年100m 下諏訪中
07/03  -1.1 飯塚万結香(3) 16.90 早出　桃子(3) 17.29 花岡　真衣(3) 17.54

3年100m 下諏訪中 下諏訪中 下諏訪中
07/03 下諏訪中       59.76

共通4×100m 飯塚万結香(3)
大野　真琴(1)
小口　雪音(2)
高野麻梨香(2)

07/03 花岡　真衣(3) 3.55(0.0) 早出　桃子(3) 3.36(0.0)
3年走幅跳 下諏訪中 下諏訪中

07/03 小学女子     -0.5 今井　咲(1) 12.39 白藤花乃音(1) 12.48 有賀すづな(1) 12.67 宮坂　歩奈(1) 12.87 中村　彩実(1) 13.07 山田　愛良(1) 15.18
1年60m 南小 南小 南小 南小 北小 北小

07/03  -1.5 小口菜々美(2) 11.70 堀内　聡子(2) 11.71 高橋　芽来(2) 11.78 大野梨々花(2) 12.20 林　風花(2) 12.30 長崎　愛(2) 12.46 吉池　咲里(2) 12.97 松澤　さくら(2) 14.35
2年60m 南小 南小 南小 北小 南小 南小 南小 南小

07/03  -0.1 宮澤ありさ(3) 11.03 後藤　有美(3) 11.05 北田　結菜(3) 11.15 小口　玲奈(3) 11.23 市澤　香奈(3) 11.32 小口沙希子(3) 11.60 中村　そら(3) 12.17 倉島　未奈(3) 12.32
3年60m 南小 北小 北小 南小 南小 南小 北小 北小

07/03   0.0 徳竹　美友(4) 16.75 上島　実歩(4) 17.72 吉田　楓(4) 17.74 臼田　彩花(4) 17.75 臼田　悠花(4) 18.05 今井　有香(4) 18.65 長田　真侑(4) 18.74 高橋　南妃(4) 18.84
4年100m 南小 北小 南小 南小 南小 南小 南小 北小

07/03  -0.1 戸田　麻稀(5) 17.07 唐澤　怜奈(5) 17.14 河野　彩海(5) 17.33 河西　紗弥(5) 17.50 小口　恩珠(5) 18.37
5年100m 北小 北小 北小 北小 南小

07/03  -0.3 片桐　諄香(6) 16.59 小林南名香(6) 16.80 長﨑　汐音(6) 17.09 上島　佑華(6) 17.28 芳澤　美空(6) 17.69 花岡　桃香(6) 18.09
6年100m 南小 南小 南小 北小 南小 南小

07/03 中山　葵泉(4) 4,04.73 上島　実歩(4) 4,13.03 臼田　彩花(4) 4,17.15 高橋　南妃(4) 4,33.69 山田里矢香(4) 4,50.84
4年1000m 南小 北小 南小 北小 南小

07/03 大平　結生(6) 3,52.87 工藤　琉菜(6) 3,57.16 花岡　桃香(6) 4,27.79
6年1000m 南小 北小 南小

07/03 南小     1,09.09
4年4×100mR 臼田　彩花(4)

徳竹　美友(4)
中山　葵泉(4)
臼田　悠花(4)

07/03 北小     1,07.78
5年4×100mR 唐澤　怜奈(5)

河西　紗弥(5)
戸田　麻稀(5)
河野　彩海(5)

07/03 南小B     1,06.28 南小A     1,08.46
6年4×100mR 岡村　智可(6) 芳澤　美空(6)

丸山　千暁(6) 花岡　桃香(6)
小澤　未希(6) 長﨑　汐音(6)
高山　奈々(6) 小林南名香(6)

07/03 吉田　楓(4) 2.55(-0.1) 今井　有香(4) 2.40(0.0) 臼田　悠花(4) 2.15(-0.1)
4年走幅跳 南小 南小 南小



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 ＮＰＯ体育 [-1] 競技会名 平成22年下諏訪町ｼﾞｭﾆｱ陸上大会               ｺｰﾄﾞ  [       ]

競技場名 下諏訪陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [7285]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
中学女子 07/03 -1.1  1 大野　真琴(1)    15.15

下諏訪中
中学女子 07/03 -1.1  1 高野麻梨香(2)    15.14

下諏訪中
中学女子 07/03 -1.1  1 飯塚万結香(3)    16.90  2 早出　桃子(3)    17.29  3 花岡　真衣(3)    17.54

下諏訪中 下諏訪中 下諏訪中
中学女子 07/03 根岸　遥(1) 欠場    

社中
小学女子      07/03  1組 -0.5  1 白藤花乃音(1)    12.48  2 宮坂　歩奈(1)    12.87  3 山田　愛良(1)    15.18 小口由紀子(1) 欠場    

南小 南小 北小 南小
 2組 -0.6  1 今井　咲(1)    12.39  2 有賀すづな(1)    12.67  3 中村　彩実(1)    13.07 渡辺　望乃(1) 欠場    

南小 南小 北小 北小
小学女子      07/03  1組 -1.5  1 小口菜々美(2)    11.70  2 堀内　聡子(2)    11.71  3 大野梨々花(2)    12.20  4 長崎　愛(2)    12.46

南小 南小 北小 南小
 5 松澤　さくら(2)    14.35

南小
 2組 -1.4  1 高橋　芽来(2)    11.78  2 林　風花(2)    12.30  3 吉池　咲里(2)    12.97 笠原　寧々(2) 欠場    

南小 南小 南小 南小
小学女子      07/03  1組 -0.1  1 宮澤ありさ(3)    11.03  2 後藤　有美(3)    11.05  3 小口　玲奈(3)    11.23  4 市澤　香奈(3)    11.32

南小 北小 南小 南小
 5 今井理保子(3)    12.70  6 河西美乃莉(3)    12.80  7 宮坂　桃華(3)    13.60

北小 北小 南小
 2組 0.0  1 北田　結菜(3)    11.15  2 小口沙希子(3)    11.60  3 中村　そら(3)    12.17  4 倉島　未奈(3)    12.32

北小 南小 北小 北小
 5 寺島　節七(3)    12.72  6 香月　天那(3)    12.75  7 長崎　美都(3)    12.82

南小 南小 南小
小学女子      07/03  1組 0.0  1 徳竹　美友(4)    16.75  2 上島　実歩(4)    17.72  3 吉田　楓(4)    17.74  4 臼田　悠花(4)    18.05

南小 北小 南小 南小
 5 長田　真侑(4)    18.74

南小
 2組 -1.1  1 臼田　彩花(4)    17.75  2 今井　有香(4)    18.65  3 高橋　南妃(4)    18.84  4 山田　志織(4)    21.24

南小 南小 北小 北小
小学女子      07/03 -0.1  1 戸田　麻稀(5)    17.07  2 唐澤　怜奈(5)    17.14  3 河野　彩海(5)    17.33  4 河西　紗弥(5)    17.50

北小 北小 北小 北小
 5 小口　恩珠(5)    18.37

南小
小学女子      07/03 -0.3  1 片桐　諄香(6)    16.59  2 小林南名香(6)    16.80  3 長﨑　汐音(6)    17.09  4 上島　佑華(6)    17.28

南小 南小 南小 北小
 5 芳澤　美空(6)    17.69  6 花岡　桃香(6)    18.09

南小 南小
小学女子      07/03  1 中山　葵泉(4)  4,04.73  2 上島　実歩(4)  4,13.03  3 臼田　彩花(4)  4,17.15  4 高橋　南妃(4)  4,33.69

南小 北小 南小 北小
 5 山田里矢香(4)  4,50.84

南小
小学女子      07/03  1 大平　結生(6)  3,52.87  2 工藤　琉菜(6)  3,57.16  3 花岡　桃香(6)  4,27.79

南小 北小 南小
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