
第63回諏訪市スポーツ祭陸上競技大会(大会ｺｰﾄﾞ：11200552)                          
主催：諏訪市・諏訪市教育委員会・諏訪市体育連盟                                  
主管：諏訪市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】204050  下諏訪町営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/02 小学1年女子 藤森 七海(1) 12.04 小倉 歩華(1) 12.17 今井 夕夏(1) 12.41 奥原 心希(1) 12.50 中村 空夏(1) 12.60 小池 佑月(1) 12.74 大島 愛美(1) 中洲小 12.87

６０ｍ 湖南小 城北小 湖南小 城南小 中洲小 城南小 岩橋 美月(1) 城南小
10/02 小学2年女子 綱嶋 玲渚(2) 11.47 田中 珠未(2) 11.67 原田 なな(2) 11.78 増田 遥(2) 11.79 角田 心菜(2) 12.00 濱 和奏(2) 城北小 12.06 加藤 愛美(2) 12.09

６０ｍ 中洲小 四賀小 湖南小 城南小 四賀小 岩橋 花夏(2) 城南小 中洲小
10/02 小学3年女子 ｱﾙﾊﾞﾚｽﾓﾈﾃｨｱﾗ(3) 16.33 古谷 裕美(3) 16.63 藤森 恵弥子(3) 16.95 和田 彩花(3) 17.16 橋本 花甫(3) 17.39 西條 沙羅(3) 17.43 前田 唯(3) 17.44 小泉 智香(3) 17.45

１００ｍ 豊田小 大会新 高島小 大会新 城北小 四賀小 大会新 湖南小 城南小 高島小 豊田小
10/02 熊谷 桃花(3)2.87(+0.2) 小口 真由佳(3)2.78(+1.5) 山本紗矢香(3) 2.73(+0.6) 小松 永恋(3) 2.40(+1.3) 赤澤 唯衣奈(3)2.00(+0.5)

走幅跳 湖南小 大会新 城南小 大会新 高島小 大会新 城北小 城北小
10/02 小学4年女子 菅野 凪紗(4) 16.77 小倉 志織(4) 17.11 伊藤 有里彩(4) 17.18 小倉 綾華(4) 17.67 神澤 萌絵(4) 17.75

１００ｍ 中洲小 城北小 湖南小 中洲小 湖南小
10/02 市川 結(4) 2,59.10 齋藤 玲(4) 3,19.88

８００ｍ 城南小 城北小
10/02 横山 陽南(4)2.62(+0.2)

走幅跳 湖南小
10/02 小学5年女子 瀬戸 真友香(5) 16.44 小口 満里奈(5) 16.59 小林 真優(5) 17.02 山崎 楓(5) 17.08 宮坂 さくら(5) 17.10 大島 舞華(5) 17.39 牛山 愛梨(5) 17.91 村山 彩佳(5) 19.51

１００ｍ 城南小 城南小 高島小 四賀小 高島小 湖南小 中洲小 城南小
木下 愛梨(5)
豊田小

10/02 進藤 綺良々(5)2.93(-0.4) 中山 優衣(5) 2.84(+0.6)
走幅跳 中洲小 湖南小

10/02 城南小     1,07.78 湖南小     1,08.12 中洲小     1,14.93
４×１００ｍＲ 村山 彩佳(5) 中山 優衣(5) 牛山 愛梨(5)

瀬戸 真友香(5) 金子 真菜(5) 矢島 奈月(5)
増澤 りこ(5) 橋詰 里奈(5) 前橋 美さき(5)
小口 満里奈(5) 大島 舞華(5) 進藤 綺良々(5)

10/02 小学6年女子 川上 由華(6) 14.66 柿澤 菜摘(6) 14.75 小林 みずほ(6) 14.79 長谷川 聖奈(6) 15.08 山之内 珠羅(6) 15.30 矢澤 舞香(6) 15.97 今井 美月(6) 16.02 上原 萌花(6) 16.22
１００ｍ 高島小 大会新 中洲小 大会新 高島小 高島小 高島小 中洲小 四賀小 中洲小

10/02 藤森 優衣(6)3.85(+3.0) 中澤 毬乃(6) 3.42(+1.2) 宮田 かりん(6)3.31(+0.1) 柴田 美空(6) 3.28(+1.8) 日野原 佳奈(6)2.90(+2.7)
走幅跳 湖南小 四賀小 城北小 湖南小 城南小

10/02 高島小(A)       57.22 高島小(B)     1,03.69 湖南小     1,03.82 城南小     1,06.03
４×１００ｍＲ 長谷川 聖奈(6) 宮坂 さくら(5) 柴田 美空(6) 中村 芽惟(6)

小林 みずほ(6) 小口 寿子(6) 下山 甘夏(6) 海野 優奈(6)
山之内 珠羅(6) 小林 真優(5) 日岐 優花(6) 日野原 佳奈(6)
川上 由華(6) 但野 杏(6) 藤森 優衣(6) 市川 絢(6)

10/02 小学5.6年女 市川 絢(6) 3,47.97 宮坂 莉奈(5) 3,58.46 柳平 佳歩里(5) 4,12.46 遠藤 佳菜未(5) 4,12.53 矢島 奈月(5) 4,41.42 前橋 美さき(5) 6,02.09
１０００ｍ 城南小 高島小 湖南小 城南小 中洲小 中洲小

10/02 中学1女子 田邉 美森(1) 14.61 金井 李瑚(1) 16.33 平林 梨沙(1) 16.67 角坂 朱音(1) 16.74 宮澤 果歩(1) 16.92
１００ｍ 上諏訪中 諏訪南中 諏訪西中 諏訪南中 諏訪南中

10/02 中学2女子 神澤 智世(2) 15.02 河西 綾香(2) 15.05 藤森 有香(2) 15.91 小池 夢羅(2) 16.29 藤森 遥香(2) 16.30 美齊津七海(2) 16.69 河西 七海(2) 19.63
１００ｍ 諏訪西中 上諏訪中 諏訪西中 諏訪西中 諏訪西中 諏訪西中 上諏訪中

10/02 中学女子 宮坂 千夏(2) 29.36 笠原 絵梨(2) 36.82
２００ｍ 上諏訪中 諏訪西中

10/02 河原 里紗(1) 5,21.96 矢澤 茉璃奈(1) 5,23.04 宮坂 季恵(2) 5,40.89 山田 佳奈(2) 6,17.03 中村 遥(1) 7,11.49
１５００ｍ 上諏訪中 大会新 甲陵中 大会新 上諏訪中 諏訪西中 諏訪南中

10/02 伊藤 瑞季(2)4.35(+3.9) 木下 萌(2) 4.08(+5.0) 山田 紗帆(1) 3.92(+2.4) 小林 紗弥香(2)3.71(+2.2) 小池 梨華(1) 3.28(+3.1)
走幅跳 諏訪南中 諏訪西中 諏訪西中 上諏訪中 諏訪西中

10/02 上諏訪中       56.07 諏訪西中(A)     1,00.03 諏訪西中(B)     1,05.45 諏訪南中(B)     1,07.58
４×１００ｍＲ 田邉 美森(1) 木下 萌(2) 小池 夢羅(2) 宮澤 果歩(1)

河西 七海(2) 藤森 有香(2) 美齊津七海(2) 角坂 朱音(1)
河西 綾香(2) 藤森 遥香(2) 藤森 郁実(2) 金井 李瑚(1)
宮坂 千夏(大会新 神澤 智世(2) 笠原 絵梨(2) 中村 遥(1)



決勝 10月2日 10:50

大会新              10.99

[ 1組] 風速 -3.4 [ 2組] 風速 -2.4

 1 小倉 歩華(1)     12.17  1 藤森 七海(1)     12.04 
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 城北小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 湖南小

 2 今井 夕夏(1)     12.41  2 大島 愛美(1)     12.87 
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 湖南小 ｵｵｼﾏ ｱﾐ 中洲小

 3 中村 空夏(1)     12.60  2 岩橋 美月(1)     12.87 
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 中洲小 ｲﾜﾊｼ ﾐﾂﾞｷ 城南小

 4 小池 佑月(1)     12.74  4 矢島 花音(1)     13.24 
ｺｲｹ ﾕﾂﾞｷ 城南小 ﾔｼﾞﾏ ｶﾉﾝ 城南小

 5 小口 香苗(1)     12.94  5 樋口 もえ(1)     13.30 
ｵｸﾞﾁ ｶﾅｴ 高島小 ﾋｸﾞﾁ ﾓｴ 中洲小

 6 菅野 愛梨(1)     13.08  6 渡辺 ゆめ(1)     13.34 
ｶﾝﾉ ｱｲﾘ 中洲小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒ 中洲小

 7 桜田 茉奈(1)     15.30  7 猪平 理紗(1)     13.60 
ｻｸﾗﾀﾞ ﾏﾅ 城南小 ｲﾉﾋﾗ ﾘｻ 四賀小

[ 3組] 風速 -1.8

 1 奥原 心希(1)     12.50 
ｵｸﾊﾗ ｼｷ 城南小

 2 今井 桃果(1)     12.89 
ｲﾏｲ ﾓﾓｶ 城南小

 3 矢島 優月(1)     13.14 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 中洲小

 4 新井 花奈(1)     13.15 
ｱﾗｲ ﾊﾅ 中洲小

 5 北原 伊織(1)     13.17 
ｷﾀﾊﾗ ｲｵﾘ 四賀小

 6 小松 夢來(1)     13.20 
ｺﾏﾂ ﾕﾗ 湖南小

 7 櫻井 しゅう(1)     14.63 
ｻｸﾗｲ ｼｭｳ 中洲小

5   400

2   306

1   132

7   407

3   429

6    73

4    48

6   310

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   412

5   416

4    58

2     7

所属名 記録／備考
3   115

1   421

7    47

順 ﾚｰﾝ No.

5   227

4   426

2   420

3    38

6   506

1   139

小学1年女子

６０ｍ              

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 藤森 七海(1) 湖南小     12.04 (-2.4)   2   1
   2 小倉 歩華(1) 城北小     12.17 (-3.4)   1   1
   3 今井 夕夏(1) 湖南小     12.41 (-3.4)   1   2
   4 奥原 心希(1) 城南小     12.50 (-1.8)   3   1
   5 中村 空夏(1) 中洲小     12.60 (-3.4)   1   3
   6 小池 佑月(1) 城南小     12.74 (-3.4)   1   4
   7 大島 愛美(1) 中洲小     12.87 (-2.4)   2   2
   7 岩橋 美月(1) 城南小     12.87 (-2.4)   2   2
   9 今井 桃果(1) 城南小     12.89 (-1.8)   3   2
  10 小口 香苗(1) 高島小     12.94 (-3.4)   1   5
  11 菅野 愛梨(1) 中洲小     13.08 (-3.4)   1   6
  12 矢島 優月(1) 中洲小     13.14 (-1.8)   3   3
  13 新井 花奈(1) 中洲小     13.15 (-1.8)   3   4
  14 北原 伊織(1) 四賀小     13.17 (-1.8)   3   5
  15 小松 夢來(1) 湖南小     13.20 (-1.8)   3   6
  16 矢島 花音(1) 城南小     13.24 (-2.4)   2   4
  17 樋口 もえ(1) 中洲小     13.30 (-2.4)   2   5
  18 渡辺 ゆめ(1) 中洲小     13.34 (-2.4)   2   6
  19 猪平 理紗(1) 四賀小     13.60 (-2.4)   2   7
  20 櫻井 しゅう(1) 中洲小     14.63 (-1.8)   3   7
  21 桜田 茉奈(1) 城南小     15.30 (-3.4)   1   7
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

小学1年女子

６０ｍ              
タイムレース



決勝 10月2日 10:10

大会新              10.59

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -0.1

 1 濱 和奏(2)     12.06  1 綱嶋 玲渚(2)     11.47 
ﾊﾏ ﾜｶﾅ 城北小 ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 中洲小

 2 関 萌々子(2)     12.10  2 田中 珠未(2)     11.67 
ｾｷ ﾓﾓｺ 湖南小 ﾀﾅｶ ﾀﾏﾐ 四賀小

 3 近藤 杏菜(2)     12.26  3 岩橋 花夏(2)     12.06 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾝﾅ 中洲小 ｲﾜﾊｼ ﾊﾙｶ 城南小

 4 岩間 汐莉(2)     12.42  4 平田 千晶(2)     12.24 
ｲﾜﾏ ｼｵﾘ 城南小 ﾋﾗﾀ ﾁｱｷ 中洲小

 5 水野 葵由(2)     12.47  5 三井 奈津希(2)     12.56 
ﾐｽﾞﾉ ｷﾗﾘ 湖南小 ﾐﾂｲ ﾅﾂｷ 湖南小

 6 丸山 知爽(2)     12.82  6 峯村 文菜(2)     12.70 
ﾏﾙﾔﾏ ﾁｱｷ 城南小 ﾐﾈﾑﾗ ｱﾔﾅ 高島小

[ 3組] 風速 -2.2 [ 4組] 風速 -1.0

 1 小倉 星来(2)     12.42  1 原田 なな(2)     11.78 
ｵｸﾞﾗ ｾｲﾗ 中洲小 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 湖南小

 2 岡崎 七海(2)     12.68  2 増田 遥(2)     11.79 
ｵｶｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 中洲小 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 城南小

 3 近藤 日和(2)     12.84  3 角田 心菜(2)     12.00 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾖﾘ 城南小 ｶｸﾀ ｺｺﾅ 四賀小

 4 小木曽 ななみ(2)     12.98  4 加藤 愛美(2)     12.09 
ｵｷﾞｿ ﾅﾅﾐ 四賀小 ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ 中洲小

 5 宮坂 明莉(2)     13.15  5 藤森 愛(2)     12.84 
ﾐﾔｻｶ ｱｶﾘ 城南小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾒｸﾞ 城南小

 6 前田 愛音(2)     14.78  6 原 暖乃(2)     12.85 
ﾏｴﾀﾞ ｱﾔﾈ 湖南小 ﾊﾗ ﾋﾅﾉ 城南小

[ 5組] 風速 -1.6

 1 矢島 花梨(2)     12.11 
ﾔｼﾞﾏ ｶﾘﾝ 城南小

 2 竹松 優(2)     12.28 
ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ 豊田小

 3 川合 咲希(2)     13.10 
ｶﾜｲ ｻｷ 城南小

 4 平山 知奈(2)     13.30 
ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾅ 湖南小

 5 伴 里穂(2)     13.72 
ﾊﾞﾝ ﾘﾎ 城南小

 6 前橋 亜季(2)     14.63 
ﾏｴﾊﾞｼ ｱｷ 中洲小
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小学2年女子

６０ｍ              

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 綱嶋 玲渚(2) 中洲小     11.47 (-0.1)   2   1
   2 田中 珠未(2) 四賀小     11.67 (-0.1)   2   2
   3 原田 なな(2) 湖南小     11.78 (-1.0)   4   1
   4 増田 遥(2) 城南小     11.79 (-1.0)   4   2
   5 角田 心菜(2) 四賀小     12.00 (-1.0)   4   3
   6 濱 和奏(2) 城北小     12.06 (-1.6)   1   1
   6 岩橋 花夏(2) 城南小     12.06 (-0.1)   2   3
   8 加藤 愛美(2) 中洲小     12.09 (-1.0)   4   4
   9 関 萌々子(2) 湖南小     12.10 (-1.6)   1   2
  10 矢島 花梨(2) 城南小     12.11 (-1.6)   5   1
  11 平田 千晶(2) 中洲小     12.24 (-0.1)   2   4
  12 近藤 杏菜(2) 中洲小     12.26 (-1.6)   1   3
  13 竹松 優(2) 豊田小     12.28 (-1.6)   5   2
  14 小倉 星来(2) 中洲小     12.42 (-2.2)   3   1
  14 岩間 汐莉(2) 城南小     12.42 (-1.6)   1   4
  16 水野 葵由(2) 湖南小     12.47 (-1.6)   1   5
  17 三井 奈津希(2) 湖南小     12.56 (-0.1)   2   5
  18 岡崎 七海(2) 中洲小     12.68 (-2.2)   3   2
  19 峯村 文菜(2) 高島小     12.70 (-0.1)   2   6
  20 丸山 知爽(2) 城南小     12.82 (-1.6)   1   6
  21 近藤 日和(2) 城南小     12.84 (-2.2)   3   3
  21 藤森 愛(2) 城南小     12.84 (-1.0)   4   5
  23 原 暖乃(2) 城南小     12.85 (-1.0)   4   6
  24 小木曽 ななみ(2) 四賀小     12.98 (-2.2)   3   4
  25 川合 咲希(2) 城南小     13.10 (-1.6)   5   3
  26 宮坂 明莉(2) 城南小     13.15 (-2.2)   3   5
  27 平山 知奈(2) 湖南小     13.30 (-1.6)   5   4
  28 伴 里穂(2) 城南小     13.72 (-1.6)   5   5
  29 前橋 亜季(2) 中洲小     14.63 (-1.6)   5   6
  30 前田 愛音(2) 湖南小     14.78 (-2.2)   3   6

  424
  124

   51
  317
   30
   54
  106
   11

  138
  455
  203
   62
   52
   18

  410
  448
  607
  434
   61
  127

  331
  503
   59
  453
  157
    6

組 順位
  440
  309
  146
   29

小学2年女子

６０ｍ              
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 10月2日  9:05

大会新              17.36

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +2.1

 1 和田 彩花(3)     17.16  1 藤森 恵弥子(3)     16.95 
ﾜﾀﾞ ｱﾔｶ 四賀小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 城北小

 2 西條 沙羅(3)     17.43  2 前田 唯(3)     17.44 
ﾆｼｼﾞｮｳ ｻﾗ 城南小 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 高島小

 3 小泉 智香(3)     17.45  3 松山 彩音(3)     17.99 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ 豊田小 ﾏﾂﾔﾏ ｱﾔﾈ 四賀小

 4 花岡 愛梨(3)     17.70  4 宮下 綺実(3)     18.27 
ﾊﾅｵｶ ｱｲﾘ 高島小 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 湖南小

 5 外川 柊(3)     17.93  5 奥原 唯(3)     18.40 
ﾄｶﾞﾜ ｼｭｳ 高島小 ｵｸﾊﾗ ﾕｲ 城南小

 6 伊藤 桃香(3)     18.43  6 伊藤 姫日葵(3)     19.54 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 湖南小 ｲﾄｳ ﾋﾏﾘ 湖南小

 7 渡辺 こころ(3)     20.50 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾛ 中洲小

[ 3組] 風速 -0.2

 1 ｱﾙﾊﾞﾚｽ ﾓﾈ ﾃｨｱﾗ(3)     16.33 
ｱﾙﾊﾞﾚｽ ﾓﾈ ﾃｨｱﾗ 豊田小

 2 古谷 裕美(3)     16.63 
ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ 高島小

 3 橋本 花甫(3)     17.39 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 湖南小

 4 河西 穂香(3)     17.86 
ｶｻｲ ﾎﾉｶ 四賀小

 5 伊藤 朱音(3)     18.16 
ｲﾄｳ ｱｶﾈ 城南小

 6 荒井 那奈(3)     18.66 
ｱﾗｲ ﾅﾅ 中洲小

3    75

2   439

5   153

7   333

6   616

4   231

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3    71

4   165

5   315

2   156

所属名 記録／備考
6   504

7   219

4   417

順 ﾚｰﾝ No.

1   238

6   166

3   611

7   239

5   301

2    31

小学3年女子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 ｱﾙﾊﾞﾚｽ ﾓﾈ ﾃｨｱﾗ(3) 豊田小     16.33 (-0.2)   3   1
   2 古谷 裕美(3) 高島小     16.63 (-0.2)   3   2
   3 藤森 恵弥子(3) 城北小     16.95 (+2.1)   2   1
   4 和田 彩花(3) 四賀小     17.16 (0.0)   1   1
   5 橋本 花甫(3) 湖南小     17.39 (-0.2)   3   3
   6 西條 沙羅(3) 城南小     17.43 (0.0)   1   2
   7 前田 唯(3) 高島小     17.44 (+2.1)   2   2
   8 小泉 智香(3) 豊田小     17.45 (0.0)   1   3
   9 花岡 愛梨(3) 高島小     17.70 (0.0)   1   4
  10 河西 穂香(3) 四賀小     17.86 (-0.2)   3   4
  11 外川 柊(3) 高島小     17.93 (0.0)   1   5
  12 松山 彩音(3) 四賀小     17.99 (+2.1)   2   3
  13 伊藤 朱音(3) 城南小     18.16 (-0.2)   3   5
  14 宮下 綺実(3) 湖南小     18.27 (+2.1)   2   4
  15 奥原 唯(3) 城南小     18.40 (+2.1)   2   5
  16 伊藤 桃香(3) 湖南小     18.43 (0.0)   1   6
  17 荒井 那奈(3) 中洲小     18.66 (-0.2)   3   6
  18 伊藤 姫日葵(3) 湖南小     19.54 (+2.1)   2   6
  19 渡辺 こころ(3) 中洲小     20.50 (0.0)   1   7

  238
  315
   75
  156
   71

  417

  166
  439
  165

  153
   31
  219
  611
  239
  333

組 順位
  616
  231
  504
  301

小学3年女子

１００ｍ            
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 10月2日  9:35

大会新              16.23

風速 +0.6

 1 菅野 凪紗(4)     16.77 
ｶﾝﾉ ﾅｷﾞｻ 中洲小

 2 小倉 志織(4)     17.11 
ｵｸﾞﾗ ｼｵﾘ 城北小

 3 伊藤 有里彩(4)     17.18 
ｲﾄｳ ﾕﾘｱ 湖南小

 4 小倉 綾華(4)     17.67 
ｵｸﾞﾗ ｱﾔｶ 中洲小

 5 神澤 萌絵(4)     17.75 
ｶﾝｻﾞﾜ ﾓｴ 湖南小
山崎 美優(4)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕｳ 四賀小

4   128

6   324
欠場

2   164

7   435

5   425

3   507

小学4年女子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月2日 11:10

大会新              14.93

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 +0.7

 1 瀬戸 真友香(5)     16.44  1 小口 満里奈(5)     16.59 
ｾﾄ ﾏﾕｶ 城南小 ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ 城南小

 2 宮坂 さくら(5)     17.10  2 小林 真優(5)     17.02 
ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ 高島小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾋﾛ 高島小

 3 大島 舞華(5)     17.39  3 山崎 楓(5)     17.08 
ｵｵｼﾏ ﾏｲｶ 湖南小 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｴﾃﾞ 四賀小

 4 村山 彩佳(5)     19.51  4 牛山 愛梨(5)     17.91 
ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ 城南小 ｳｼﾔﾏ ｱｲﾘ 中洲小
目黒 涼華(5)  5 木下 愛梨(5)     19.51 
ﾒｸﾞﾛ ﾘｮｳｶ 高島小 ｷﾉｼﾀ ｱｲﾘ 豊田小

2   603

3   323

5   449

所属名 記録／備考
4    41

6   222

6   202
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

2   123

5    27

3    34

4   234

小学5年女子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 瀬戸 真友香(5) 城南小     16.44 (-1.3)   1   1
   2 小口 満里奈(5) 城南小     16.59 (+0.7)   2   1
   3 小林 真優(5) 高島小     17.02 (+0.7)   2   2
   4 山崎 楓(5) 四賀小     17.08 (+0.7)   2   3
   5 宮坂 さくら(5) 高島小     17.10 (-1.3)   1   2
   6 大島 舞華(5) 湖南小     17.39 (-1.3)   1   3
   7 牛山 愛梨(5) 中洲小     17.91 (+0.7)   2   4
   8 村山 彩佳(5) 城南小     19.51 (-1.3)   1   4
   8 木下 愛梨(5) 豊田小     19.51 (+0.7)   2   5  603

  222
  323
  234
  123
  449
   27

記録（風） 備考 組 順位
   34
   41

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

小学5年女子

１００ｍ            



決勝 10月2日 13:25

大会新              57.98

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 城南小    27 村山 彩佳(5)   1,07.78 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ
   34 瀬戸 真友香(5)

ｾﾄ ﾏﾕｶ
   28 増澤 りこ(5)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｺ
   41 小口 満里奈(5)

ｵｸﾞﾁ ﾏﾘﾅ
 2   4 湖南小   118 中山 優衣(5)   1,08.12 

ｺﾅﾐｼｮｳ ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ
  152 金子 真菜(5)

ｶﾈｺ ﾏﾅ
  167 橋詰 里奈(5)

ﾊｼｽﾞﾒ ﾘﾅ
  123 大島 舞華(5)

ｵｵｼﾏ ﾏｲｶ
 3   3 中洲小   449 牛山 愛梨(5)   1,14.93 

ﾅｶｽｼｮｳ ｳｼﾔﾏ ｱｲﾘ
  408 矢島 奈月(5)

ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂｷ
  423 前橋 美さき(5)

ﾏｴﾊﾞｼ ﾐｻｷ
  428 進藤 綺良々(5)

ｼﾝﾄﾞｳ ｷﾗﾗ

小学5年女子

４×１００ｍＲ      

決勝



決勝 10月2日 11:30

大会新              14.77

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 -0.5

 1 川上 由華(6)     14.66  1 小林 みずほ(6)     14.79 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 高島小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 高島小

 2 柿澤 菜摘(6)     14.75  2 山之内 珠羅(6)     15.30 
ｶｷｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 中洲小 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾞｭﾗ 高島小

 3 長谷川 聖奈(6)     15.08  3 今井 美月(6)     16.02 
ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 高島小 ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 四賀小

 4 矢澤 舞香(6)     15.97  4 上原 萌花(6)     16.22 
ﾔｻﾞﾜ ﾏｲｶ 中洲小 ｳｴﾊﾗ ﾓｴｶ 中洲小

 5 小口 寿子(6)     16.45  5 下山 甘夏(6)     16.67 
ｵｸﾞﾁ ﾋｻｺ 高島小 ｼﾓﾔﾏ ｶﾝﾅ 湖南小

 6 中村 芽惟(6)     17.22  6 但野 杏(6)     17.25 
ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 城南小 ﾀﾀﾞﾉ ｱﾝ 高島小

 7 中澤 優歌(6)     18.49  7 海野 優奈(6)     18.08 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｶ 豊田小 ｳﾐﾉ ﾕｳﾅ 城南小

3    65

4   159

5   217

6   325

2   430

所属名 記録／備考
7   223

1   229

7   606

順 ﾚｰﾝ No.

5   226

6    26

3   212

2   406

1   220
大会新

4   452
大会新

小学6年女子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 川上 由華(6) 高島小     14.66 (+0.4) 大会新   1   1
   2 柿澤 菜摘(6) 中洲小     14.75 (+0.4) 大会新   1   2
   3 小林 みずほ(6) 高島小     14.79 (-0.5)   2   1
   4 長谷川 聖奈(6) 高島小     15.08 (+0.4)   1   3
   5 山之内 珠羅(6) 高島小     15.30 (-0.5)   2   2
   6 矢澤 舞香(6) 中洲小     15.97 (+0.4)   1   4
   7 今井 美月(6) 四賀小     16.02 (-0.5)   2   3
   8 上原 萌花(6) 中洲小     16.22 (-0.5)   2   4
   9 小口 寿子(6) 高島小     16.45 (+0.4)   1   5
  10 下山 甘夏(6) 湖南小     16.67 (-0.5)   2   5
  11 中村 芽惟(6) 城南小     17.22 (+0.4)   1   6
  12 但野 杏(6) 高島小     17.25 (-0.5)   2   6
  13 海野 優奈(6) 城南小     18.08 (-0.5)   2   7
  14 中澤 優歌(6) 豊田小     18.49 (+0.4)   1   7

  226

   65
  606

  159
   26
  217

  223
  212
  229
  406
  325
  430

記録（風） 備考 組 順位
  220
  452

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

小学6年女子

１００ｍ            



決勝 10月2日 13:35

大会新              58.67

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 高島小(A)   212 長谷川 聖奈(6)     57.22 

ﾀｶｼﾏｼｮｳA ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 大会新
  223 小林 みずほ(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ
  229 山之内 珠羅(6)

ﾔﾏﾉｳﾁ ｼﾞｭﾗ
  220 川上 由華(6)

ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ
 2   3 高島小(B)   234 宮坂 さくら(5)   1,03.69 

ﾀｶｼﾏｼｮｳB ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ
  226 小口 寿子(6)

ｵｸﾞﾁ ﾋｻｺ
  222 小林 真優(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾋﾛ
  217 但野 杏(6)

ﾀﾀﾞﾉ ｱﾝ
 3   4 湖南小   134 柴田 美空(6)   1,03.82 

ｺﾅﾐｼｮｳ ｼﾊﾞﾀ ﾐｸ
  159 下山 甘夏(6)

ｼﾓﾔﾏ ｶﾝﾅ
  110 日岐 優花(6)

ﾋｷ ﾕｳｶ
  111 藤森 優衣(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ
 4   2 城南小    26 中村 芽惟(6)   1,06.03 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ
   65 海野 優奈(6)

ｳﾐﾉ ﾕｳﾅ
   16 日野原 佳奈(6)

ﾋﾉﾊﾗ ｶﾅ
   45 市川 絢(6)

ｲﾁｶﾜ ｱﾔ

小学6年女子

４×１００ｍＲ      

決勝



決勝 10月2日 12:45

大会新            2,56.72

 1 市川 結(4)   2,59.10 
ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 城南小

 2 齋藤 玲(4)   3,19.88 
ｻｲﾄｳ ﾚｲ 城北小

11    44

10   500

小学4年女子

８００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月2日 12:35

大会新            3,29.87

 1 市川 絢(6)   3,47.97 
ｲﾁｶﾜ ｱﾔ 城南小

 2 宮坂 莉奈(5)   3,58.46 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾅ 高島小

 3 柳平 佳歩里(5)   4,12.46 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｶﾎﾘ 湖南小

 4 遠藤 佳菜未(5)   4,12.53 
ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾐ 城南小

 5 矢島 奈月(5)   4,41.42 
ﾔｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 中洲小

 6 前橋 美さき(5)   6,02.09 
ﾏｴﾊﾞｼ ﾐｻｷ 中洲小

2   408

6   423

5   103

1    74

3    45

4   233

小学5.6年女子

１０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月2日  9:00

大会新               3.48

進藤 綺良々(5)   2.93   2.84    X    2.93 
ｼﾝﾄﾞｳ ｷﾗﾗ 中洲小   -0.4   +0.1    -0.4
中山 優衣(5)   2.65   2.84   2.81    2.84 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 湖南小   +0.2   +0.6   +2.7    +0.6

決勝 10月2日  9:00

大会新               3.63

藤森 優衣(6)   3.61   3.52   3.85    3.85 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｲ 湖南小   -1.6   -0.1   +3.0    +3.0
中澤 毬乃(6)   3.36   3.42   3.39    3.42 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 四賀小   -0.7   +1.2   +1.2    +1.2
宮田 かりん(6)    X   3.31   3.26    3.31 
ﾐﾔﾀ ｶﾘﾝ 城北小   +0.1   +2.4    +0.1
柴田 美空(6)   2.94   3.28    X    3.28 
ｼﾊﾞﾀ ﾐｸ 湖南小   -0.5   +1.8    +1.8
日野原 佳奈(6)   2.53   2.87   2.90    2.90 
ﾋﾉﾊﾗ ｶﾅ 城南小   -0.4   +0.4   +2.7    +2.7

決勝 10月2日  9:00

大会新               3.27

横山 陽南(4)   2.62   2.53   2.61    2.62 
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾅ 湖南小   +0.2   +0.4   +1.0    +0.2

決勝 10月2日  9:00

大会新               2.51

熊谷 桃花(3)   2.87   2.67   2.50    2.87 大会新
ｸﾏｶﾞｲ ﾓﾓｶ 湖南小   +0.2   +1.1   +1.8    +0.2
小口 真由佳(3)    X   2.52   2.78    2.78 大会新
ｵｸﾞﾁ ﾏﾕｶ 城南小   +0.1   +1.5    +1.5
山本紗矢香(3)   2.65   2.73   2.67    2.73 大会新
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 高島小    0.0   +0.6   +0.8    +0.6
小松 永恋(3)    X    X   2.40    2.40 
ｺﾏﾂ ｴﾚﾝ 城北小   +1.3    +1.3
赤澤 唯衣奈(3)   2.00    X    X    2.00 
ｱｶｻﾞﾜ ﾕｲﾅ 城北小   +0.5    +0.5

備考

小学4年女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
1 1   162

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

小学3年女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 4   148

-5-

2 1    42

5 5   505

3 3   228

4 2   508

小学6年女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 5   111

-5-

2 3   312

5 4    16

3 2   512

4 1   134

1 1   428
-5-

2 2   118

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学5年女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 10月2日 11:50

大会新              13.66

風速 -0.1

 1 田邉 美森(1)     14.61 
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中

 2 金井 李瑚(1)     16.33 
ｶﾅｲﾘｺ 諏訪南中

 3 平林 梨沙(1)     16.67 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｻ 諏訪西中

 4 角坂 朱音(1)     16.74 
ｶｸｻｶｱﾔﾈ 諏訪南中

 5 宮澤 果歩(1)     16.92 
ﾐﾔｻﾞﾜｶﾎ 諏訪南中
本間 菜月(1)
ﾎﾝﾏ ﾅﾂｷ 諏訪西中

決勝 10月2日 12:00

大会新              13.58

[ 1組] 風速 -4.7 [ 2組] 風速 -3.6

 1 河西 綾香(2)     15.05  1 神澤 智世(2)     15.02 
ｶｻｲ ｱﾔｶ 上諏訪中 ｶﾝｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ 諏訪西中

 2 小池 夢羅(2)     16.29  2 藤森 有香(2)     15.91 
ｺｲｹ ﾕﾗ 諏訪西中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｶ 諏訪西中

 3 藤森 遥香(2)     16.30  3 河西 七海(2)     19.63 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｶ 諏訪西中 ｶｻｲ ﾅﾅﾐ 上諏訪中

 4 美齊津七海(2)     16.69 伊藤 美奈(2)
ﾐｻｲﾂﾞ ﾅﾅﾐ 諏訪西中 ｲﾄｳﾐﾅ 諏訪南中
藤森 郁実(2) 野村 早希(2)
ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｸﾐ 諏訪西中 ﾉﾑﾗ ｻｷ 諏訪西中
長谷川 流奈(2) 柳澤 明歩(2)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ 上諏訪中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾎ 諏訪西中

   1 神澤 智世(2) 諏訪西中     15.02 (-3.6)   2   1
   2 河西 綾香(2) 上諏訪中     15.05 (-4.7)   1   1
   3 藤森 有香(2) 諏訪西中     15.91 (-3.6)   2   2
   4 小池 夢羅(2) 諏訪西中     16.29 (-4.7)   1   2
   5 藤森 遥香(2) 諏訪西中     16.30 (-4.7)   1   3
   6 美齊津七海(2) 諏訪西中     16.69 (-4.7)   1   4
   7 河西 七海(2) 上諏訪中     19.63 (-3.6)   2   3

中学2女子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5   822

2   843

4   836

3   835

6   840
欠場

7   803
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   841

4   837

7   820

3   862
欠場

5   829
欠場

6   827
欠場

中学2女子

１００ｍ            

備考 組 順位
  841
  822

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

  837

  820

  843
  836
  835

記録（風）所属名

4   859

1   831
欠場

3   834

2   861

5   801

6   858

中学1女子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月2日 12:15

大会新              29.04

風速 -1.7

 1 宮坂 千夏(2)     29.36 
ﾐﾔｻｶ ﾁﾅﾂ 上諏訪中

 2 笠原 絵梨(2)     36.82 
ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 諏訪西中
両角 若菜(1)
ﾓﾛｽﾞﾐﾜｶﾅ 諏訪南中
小口 珠緒(2)
ｵｸﾞﾁ ﾀﾏｵ 上諏訪中

決勝 10月2日 12:55

大会新            5,32.91

 1 河原 里紗(1)   5,21.96 
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中

 2 矢澤 茉璃奈(1)   5,23.04 
ﾔｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 甲陵中

 3 宮坂 季恵(2)   5,40.89 
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 上諏訪中

 4 山田 佳奈(2)   6,17.03 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 諏訪西中

 5 中村 遥(1)   7,11.49 
ﾅｶﾑﾗﾊﾙｶ 諏訪南中
中村 夕陽(1)
ﾅｶﾑﾗﾕｳﾋ 諏訪南中

決勝 10月2日 11:30

伊藤 瑞季(2)   4.35   4.10   4.20   4.20   4.26    X    4.35 
ｲﾄｳﾐｽﾞｷ 諏訪南中   +3.9   +2.3   +1.0   +1.9   +3.1    +3.9
木下 萌(2)   4.08   3.86   3.38   3.82   3.85   4.04    4.08 
ｷﾉｼﾀ ﾓｴ 諏訪西中   +5.0   +1.4   +2.5   +4.9   +2.8   +2.0    +5.0
山田 紗帆(1)   3.60    X    X   3.50   3.92    X    3.92 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾎ 諏訪西中   +3.2   +2.9   +2.4    +2.4
小林 紗弥香(2)   3.56   3.64   3.54    X   3.71   3.45    3.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上諏訪中   +2.1   +2.3   +1.6   +2.2   +2.1    +2.2
小池 梨華(1)   3.28   3.21   2.32   2.87   2.88    X    3.28 
ｺｲｹ ﾘｶ 諏訪西中   +3.1   +1.9   +1.7   +5.7   +2.2    +3.1

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 5   863

-5-

2 4   830

5 1   842

3 2   844

4 3   811

中学女子

１５００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   823

大会新
1   800

大会新
5   819

2   845

4   853

6   854
欠場

2   852
欠場

3   812
欠場

5   818

4   850

中学女子

２００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月2日 13:45

大会新              56.13

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 上諏訪中   801 田邉 美森(1)     56.07 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 大会新
  820 河西 七海(2)

ｶｻｲ ﾅﾅﾐ
  822 河西 綾香(2)

ｶｻｲ ｱﾔｶ
  818 宮坂 千夏(2)

ﾐﾔｻｶ ﾁﾅﾂ
 2   6 諏訪西中(A)   830 木下 萌(2)   1,00.03 

ｽﾜﾆｼA ｷﾉｼﾀ ﾓｴ
  837 藤森 有香(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｶ
  836 藤森 遥香(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｶ
  841 神澤 智世(2)

ｶﾝｻﾞﾜ ﾄﾓﾖ
 3   2 諏訪西中(B)   843 小池 夢羅(2)   1,05.45 

ｽﾜﾆｼB ｺｲｹ ﾕﾗ
  835 美齊津七海(2)

ﾐｻｲﾂﾞ ﾅﾅﾐ
  840 藤森 郁実(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｸﾐ
  850 笠原 絵梨(2)

ｶｻﾊﾗ ｴﾘ
 4   3 諏訪南中(B)   859 宮澤 果歩(1)   1,07.58 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳB ﾐﾔｻﾞﾜｶﾎ
  861 角坂 朱音(1)

ｶｸｻｶｱﾔﾈ
  858 金井 李瑚(1)

ｶﾅｲﾘｺ
  853 中村 遥(1)

ﾅｶﾑﾗﾊﾙｶ
  5 諏訪南中(A)

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳA 欠場

中学女子

４×１００ｍＲ      

決勝
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