
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
後援：㈱長野日報社 諏訪市民新聞社 エルシーブイ株式会社

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】203100  茅野市陸上競技場

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
09/30 4年女子ｵｰﾌﾟﾝ 高島小     1,02.60

4x100m 古谷 裕美(4)
前田 唯(4)
外川 柊(4)
山本 紗矢香(4)

09/30 小学1年女子 河西 真依(1) 11.50 増田 藍(1) 11.54 伊藤 煌凛(1) 11.70 増沢 爽(1) 11.73 藤森 靖珠(1) 11.76 今井 歩実(1) 12.04 芦川 舞奈(1) 12.14 代田 みう(1) 12.29
60m 小学生･中洲小 小学生･城南小 小学生･湖南小 小学生･四賀小 小学生･城南小 小学生･城南小 小学生･四賀小 小学生･中洲小

09/30 小学2年女子 藤森 七海(2) 10.74 飯田 ほのか(2) 11.09 中村 空夏(2) 11.10 小倉 歩華(2) 11.12 今井 夕夏(2) 11.19 小松 夢來(2) 小学生･湖南小 11.27 牛山 瑠菜(2) 11.43
60m 小学生･湖南小 小学生･高島小 小学生･中洲小 小学生･城北小 小学生･湖南小 小池 佑月(2) 小学生･城南小 小学生･四賀小

09/30 小学3年女子 小泉 春花(3) 17.45 岩波 ひかる(3) 17.46 小倉 星来(3) 17.58 柿澤 摩歩(3) 17.67 加藤 愛美(3) 17.88 原田 なな(3) 17.91 三村 紗唯(3) 18.22 代田 かのん(3) 18.28
100m 小学生･城南小 小学生･城南小 小学生･中洲小 小学生･高島小 小学生･中洲小 小学生･湖南小 小学生･湖南小 小学生･中洲小

09/30 岡崎 七海(3) 2.62(+0.3) 近藤 杏菜(3) 2.42(+0.8)
走幅跳 小学生･中洲小 小学生･中洲小

09/30 小学4年女子 古谷 裕美(4) 15.77 藤森 恵弥子(4) 16.01 橋本 花甫(4) 16.05 前田 唯(4) 16.11 宮下 綺実(4) 16.66 松山 彩音(4) 16.67 河西 穂香(4) 16.86 外川 柊(4) 16.87
100m 小学生･高島小 GR 小学生･城北小 GR 小学生･湖南小 GR 小学生･高島小 GR 小学生･湖南小 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･高島小

09/30 小泉 智香(4) 3,52.67 伊藤 朱音(4) 3,53.77 小口 真由佳(4) 3,56.39
1000m 小学生･豊田小 小学生･城南小 小学生･城南小

09/30 山本 紗矢香(4)3.28(+1.1) 西條 沙羅(4) 3.15(+1.2)
走幅跳 小学生･高島小 GR 小学生･城南小

09/30 小学5年女子 菅野 凪紗(5) 15.81 小山 風菜(5) 16.14 山崎 美優(5) 16.21 鮎澤 ののか(5) 16.50 神澤 萌絵(5) 16.53 石水 雅姫(5) 16.56 藤森 愛生香(5) 16.69 大槻 美奈海(5) 17.35
100m 小学生･中洲小 小学生･豊田小 小学生･四賀小 小学生･高島小 小学生･湖南小 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･中洲小

09/30 伊藤 有里彩(5)3.03(-0.6) 藤森 未己(5) 2.82(0.0)
走幅跳 小学生･湖南小 小学生･城南小

09/30 小学6年女子 瀬戸 真友香(6) 15.67 牛山 愛梨(6) 16.03 鵜飼 遥香(6) 16.08 山田 伽那(6) 16.18 伊藤 なな葉(6) 16.41 大島 舞華(6) 16.51 牛山 世梨奈(6) 16.61 松田 捺(6) 16.71
100m 小学生･城南小 小学生･中洲小 小学生･中洲小 小学生･豊田小 小学生･豊田小 小学生･湖南小 小学生･四賀小 小学生･豊田小

09/30 宮坂 さくら(6) 3,40.42 村山 彩佳(6) 3,46.81
1000m 小学生･高島小 小学生･城南小

09/30 小松 瑠維子(6)3.79(-0.3) 山崎 楓(6) 3.75(+1.7) 進藤 綺良々(6)3.49(+2.2) 飯島 澄香(6) 3.18(+1.3) 鈴木 岳葉(6) 2.95(-1.8) 加納 留惟(6) 2.80(+0.4) 小口 祐香(6) 2.64(0.0)
走幅跳 小学生･城南小 GR 小学生･四賀小 GR 小学生･中洲小 小学生･城北小 小学生･城北小 小学生･城北小 小学生･城北小

09/30 中洲小     1,02.97 城北小     1,03.56 豊田小     1,03.78 城南小(A)     1,03.88 湖南小(A)     1,04.65
4x100m 菅野 凪紗(5) 加納 留惟(6) 松田 捺(6) 大山 彩音(6) 中山 優衣(6)

鵜飼 遥香(6) 小口 祐香(6) 三石 沙季(6) 小松 瑠維子(6) 大島 舞華(6)
牛山 愛梨(6) 飯島 澄香(6) 伊藤 なな葉(6) 村山 彩佳(6) 金子 真菜(6)
進藤 綺良々(6) 鈴木 岳葉(6) 山田 伽那(6) 増澤 りこ(6) 伊藤 有里彩(5)

09/30 中学1年女子  -0.4 川上 由華(1) 13.81 小林 みずほ(1) 14.22 長谷川 聖奈(1) 14.34 中澤 毬乃(1) 14.51 前田 未央(1) 14.64
100m 中学生･諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪南中

09/30 中学2年女子  -1.0 田邉 美森(2) 14.67 小池 梨華(2) 15.91 平林 梨沙(2) 16.11
100m 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪西中

09/30 中学3年女子  -1.0 長谷川 流奈(3) 14.39 河西 綾香(3) 14.85
100m 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中

09/30 中学共通女子  -0.5 川上 由華(1) 28.24 長谷川 流奈(3) 29.79 田邉 美森(2) 30.37 河西 綾香(3) 31.05 長谷川 聖奈(1) 31.52
200m 中学生･諏訪中 GR 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中

09/30 河原 里紗(2) 5,08.25 矢澤 茉璃奈(2) 5,12.19 上原 萌花(1) 5,28.07 三井 咲良(1) 5,29.25 岩波 里奈(1) 5,42.22 山田 紗椰(2) 6,03.39 諏訪 春乃(1) 6,17.63
1500m 中学生･上諏訪中 GR 中学生･山梨甲陵中 GR 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪西中 中学生･上諏訪中

09/30 小林 みずほ(1)4.10(+0.3) 山田 紗帆(2) 3.95(+1.6) 中澤 毬乃(1) 3.95(-0.7) 本間 菜月(2) 3.87(+0.5) 小池 梨華(2) 3.35(+0.7)
走幅跳 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪西中

09/30 上諏訪中       55.19
4x100m 河原 里紗(2) GR

小林 みずほ(1)
長谷川 聖奈(1)
田邉 美森(2)



決勝 9月30日 10:50

大会記録(GR)          10.99

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 +1.1

 1 藤森 靖珠(1) 小学生     11.76  1 河西 真依(1) 小学生     11.50 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｾｲｼﾞｭ 城南小 ｶｻｲ ﾏｲ 中洲小

 2 代田 みう(1) 小学生     12.29  2 増田 藍(1) 小学生     11.54 
ｼﾛﾀ ﾐｳ 中洲小 ﾏｽﾀﾞ ｱｲ 城南小

 3 齋藤 奏絵(1) 小学生     12.51  3 伊藤 煌凛(1) 小学生     11.70 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 中洲小 ｲﾄｳ ｷﾗﾘ 湖南小

 4 山嵜 碧衣(1) 小学生     12.51  4 増沢 爽(1) 小学生     11.73 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｵｲ 豊田小 ﾏｽｻﾞﾜ ｻﾜ 四賀小

 5 有賀 優(1) 小学生     12.96  5 今井 歩実(1) 小学生     12.04 
ｱﾙｶﾞ ﾕｳ 湖南小 ｲﾏｲ ｱﾕﾐ 城南小

 6 金子 姫和(1) 小学生     13.20  6 芦川 舞奈(1) 小学生     12.14 
ｶﾈｺ ﾋﾖﾘ 中洲小 ｱｼｶﾜ ﾏﾅ 四賀小

 7 長田 生多(1) 小学生     13.28  7 平林 未来乃(1) 小学生     12.32 
ﾅｶﾞﾀ ｳﾀ 四賀小 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾗﾉ 中洲小

 8 岡田 葉音(1) 小学生     13.30  8 ソンダース 理沙(1小学生     12.94 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ 城南小 ｿﾝﾀﾞｰｽ ﾘｻ 湖南小

 9 伊藤 百伽(1) 小学生     13.36  9 竹田 うらら(1) 小学生     13.21 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 中洲小 ﾀｹﾀﾞ ｳﾗﾗ 高島小

   1 河西 真依(1) 小学生 中洲小     11.50 (+1.1)   2   1
   2 増田 藍(1) 小学生 城南小     11.54 (+1.1)   2   2
   3 伊藤 煌凛(1) 小学生 湖南小     11.70 (+1.1)   2   3
   4 増沢 爽(1) 小学生 四賀小     11.73 (+1.1)   2   4
   5 藤森 靖珠(1) 小学生 城南小     11.76 (-1.8)   1   1
   6 今井 歩実(1) 小学生 城南小     12.04 (+1.1)   2   5
   7 芦川 舞奈(1) 小学生 四賀小     12.14 (+1.1)   2   6
   8 代田 みう(1) 小学生 中洲小     12.29 (-1.8)   1   2
   9 平林 未来乃(1) 小学生 中洲小     12.32 (+1.1)   2   7
  10 齋藤 奏絵(1) 小学生 中洲小     12.51 (-1.8)   1   3
  10 山嵜 碧衣(1) 小学生 豊田小     12.51 (-1.8)   1   4
  12 ソンダース 理沙(1) 小学生 湖南小     12.94 (+1.1)   2   8
  13 有賀 優(1) 小学生 湖南小     12.96 (-1.8)   1   5
  14 金子 姫和(1) 小学生 中洲小     13.20 (-1.8)   1   6
  15 竹田 うらら(1) 小学生 高島小     13.21 (+1.1)   2   9
  16 長田 生多(1) 小学生 四賀小     13.28 (-1.8)   1   7
  17 岡田 葉音(1) 小学生 城南小     13.30 (-1.8)   1   8
  18 伊藤 百伽(1) 小学生 中洲小     13.36 (-1.8)   1   9

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
6   179

5   280

1   262

2   342

  219

3     5

7   306

9   321

順 ﾚｰﾝ No.

4   113

8

所属名 記録／備考
8   315

6   189

7    57

3   115

   61

2   207

1   143

9    84

4   271

5

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  315
  189
   57
  115
  179
  207
  143
  280

   84
  113
  219
  321

  271
  262
  342
   61
    5
  306



決勝 9月30日 10:20

大会記録(GR)          10.59

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -1.4

 1 藤森 七海(2) 小学生     10.74  1 飯田 ほのか(2) 小学生     11.09 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 湖南小 ｲｲﾀﾞ ﾎﾉｶ 高島小

 2 小倉 歩華(2) 小学生     11.12  2 中村 空夏(2) 小学生     11.10 
ｵｸﾞﾗ  ｱﾕｶ 城北小 ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 中洲小

 3 今井 夕夏(2) 小学生     11.19  3 齊藤 有香(2) 小学生     11.72 
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 湖南小 ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ 湖南小

 4 小池 佑月(2) 小学生     11.27  4 安田 莉穂(2) 小学生     11.75 
ｺｲｹ ﾕﾂﾞｷ 城南小 ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 豊田小

 5 北原 伊織(2) 小学生     11.54  5 岩橋 美月(2) 小学生     11.84 
ｷﾀﾊﾗ ｲｵﾘ 四賀小 ｲﾜﾊｼ ﾐﾂﾞｷ 城南小

 6 百瀬 さくら(2) 小学生     11.68  6 新井 李生(2) 小学生     12.67 
ﾓﾓｾ ｻｸﾗ 四賀小 ｱﾗｲ ﾘｵ 中洲小

 7 茅野 瑠夏(2) 小学生     11.70  7 小松 茉菜(2) 小学生     12.73 
ﾁﾉ ﾙｶ 高島小 ｺﾏﾂ ﾏﾅ 四賀小

 8 大島 愛美(2) 小学生     11.81 
ｵｵｼﾏ ｱﾐ 中洲小

 9 菅野 愛梨(2) 小学生     11.91 
ｶﾝﾉ ｱｲﾘ 中洲小

[ 3組] 風速 -1.5

 1 小松 夢來(2) 小学生     11.27 
ｺﾏﾂ ﾕﾗ 湖南小

 2 牛山 瑠菜(2) 小学生     11.43 
ｳｼﾔﾏ ﾙﾅ 四賀小

 3 今井 桃果(2) 小学生     11.47 
ｲﾏｲ ﾓﾓｶ 城南小

 4 高林 夏海(2) 小学生     11.53 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 四賀小

 5 新井 花奈(2) 小学生     11.68 
ｱﾗｲ ﾊﾅ 中洲小

 6 浜 弥月(2) 小学生     11.70 
ﾊﾏ ﾐﾂﾞｷ 城南小

 7 小口 葉奈(2) 小学生     11.80 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 豊田小

 8 小口 香苗(2) 小学生     12.01 
ｵｸﾞﾁ ｶﾅｴ 高島小

   1 藤森 七海(2) 小学生 湖南小     10.74 (-1.3)   1   1
   2 飯田 ほのか(2) 小学生 高島小     11.09 (-1.4)   2   1
   3 中村 空夏(2) 小学生 中洲小     11.10 (-1.4)   2   2
   4 小倉 歩華(2) 小学生 城北小     11.12 (-1.3)   1   2
   5 今井 夕夏(2) 小学生 湖南小     11.19 (-1.3)   1   3
   6 小松 夢來(2) 小学生 湖南小     11.27 (-1.5)   3   1
   6 小池 佑月(2) 小学生 城南小     11.27 (-1.3)   1   4
   8 牛山 瑠菜(2) 小学生 四賀小     11.43 (-1.5)   3   2
   9 今井 桃果(2) 小学生 城南小     11.47 (-1.5)   3   3
  10 高林 夏海(2) 小学生 四賀小     11.53 (-1.5)   3   4
  11 北原 伊織(2) 小学生 四賀小     11.54 (-1.3)   1   5
  12 新井 花奈(2) 小学生 中洲小     11.68 (-1.5)   3   5
  12 百瀬 さくら(2) 小学生 四賀小     11.68 (-1.3)   1   6
  14 浜 弥月(2) 小学生 城南小     11.70 (-1.5)   3   6
  14 茅野 瑠夏(2) 小学生 高島小     11.70 (-1.3)   1   7
  16 齊藤 有香(2) 小学生 湖南小     11.72 (-1.4)   2   3
  17 安田 莉穂(2) 小学生 豊田小     11.75 (-1.4)   2   4
  18 小口 葉奈(2) 小学生 豊田小     11.80 (-1.5)   3   7
  19 大島 愛美(2) 小学生 中洲小     11.81 (-1.3)   1   8
  20 岩橋 美月(2) 小学生 城南小     11.84 (-1.4)   2   5
  21 菅野 愛梨(2) 小学生 中洲小     11.91 (-1.3)   1   9
  22 小口 香苗(2) 小学生 高島小     12.01 (-1.5)   3   8
  23 新井 李生(2) 小学生 中洲小     12.67 (-1.4)   2   6
  24 小松 茉菜(2) 小学生 四賀小     12.73 (-1.4)   2   7

小学2年女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
2    14

8   228

4    41

6   200

  278

3   107

9   108

7   287

順 ﾚｰﾝ No.

5    95

1

所属名 記録／備考
2    72

7   277

3     3

5   349

6   212

8   290

4   124

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    36

6   137

3   208

4   135

5   291

7   174

9   341

2    89

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   14
   72
  277
  228
   41
   36
  200
  137
  208
  135
  107
  291
  108
  174
   95
    3

  290
  124

  349
  341
  278
  212
  287
   89



決勝 9月30日  9:05

大会記録(GR)          16.33

[ 1組] 風速 -2.7 [ 2組] 風速 +0.3

 1 柿澤 摩歩(3) 小学生     17.67  1 小泉 春花(3) 小学生     17.45 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 高島小 ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 城南小

 2 竹松 優(3) 小学生     18.36  2 加藤 愛美(3) 小学生     17.88 
ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ 豊田小 ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ 中洲小

 3 坂本 心羽(3) 小学生     18.81  3 原田 なな(3) 小学生     17.91 
ｻｶﾓﾄ   ｺｳ 城北小 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 湖南小

 4 岩間 汐莉(3) 小学生     18.91  4 代田 かのん(3) 小学生     18.28 
ｲﾜﾏ ｼｵﾘ 城南小 ｼﾛﾀ ｶﾉﾝ 中洲小

 5 木下 嘉乃(3) 小学生     19.12  5 濱 和奏(3) 小学生     18.34 
ｷﾉｼﾀ ｶﾉ 湖南小 ﾊﾏ   ﾜｶﾅ 城北小

 6 小木曽 ななみ(3) 小学生     20.01  6 角田 心菜(3) 小学生     18.38 
ｵｷﾞｿ ﾅﾅﾐ 四賀小 ｶｸﾀ ｺｺﾅ 四賀小

 7 桃澤 結菜(3) 小学生     20.50  7 平田 千晶(3) 小学生     18.72 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾕｲﾅ 湖南小 ﾋﾗﾀ ﾁｱｷ 中洲小

 8 綱嶋 玲渚(3) 小学生     20.72 峯村 文菜(3) 小学生
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 中洲小 ﾐﾈﾑﾗ ｱﾔﾅ 高島小

[ 3組] 風速  0.0

 1 岩波 ひかる(3) 小学生     17.46 
ｲﾜﾅﾐ ﾋｶﾙ 城南小

 2 小倉 星来(3) 小学生     17.58 
ｵｸﾞﾗ ｾｲﾗ 中洲小

 3 三村 紗唯(3) 小学生     18.22 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 湖南小

 4 木村 妃杏(3) 小学生     18.57 
ｷﾑﾗ ﾋﾒｱ 高島小

 5 田中 珠未(3) 小学生     18.64 
ﾀﾅｶ ﾀﾏﾐ 四賀小

 6 岩橋 花夏(3) 小学生     18.65 
ｲﾜﾊｼ ﾊﾙｶ 城南小

 7 水野 葵由(3) 小学生     18.71 
ﾐｽﾞﾉ ｷﾗﾘ 湖南小

   1 小泉 春花(3) 小学生 城南小     17.45 (+0.3)   2   1
   2 岩波 ひかる(3) 小学生 城南小     17.46 (0.0)   3   1
   3 小倉 星来(3) 小学生 中洲小     17.58 (0.0)   3   2
   4 柿澤 摩歩(3) 小学生 高島小     17.67 (-2.7)   1   1
   5 加藤 愛美(3) 小学生 中洲小     17.88 (+0.3)   2   2
   6 原田 なな(3) 小学生 湖南小     17.91 (+0.3)   2   3
   7 三村 紗唯(3) 小学生 湖南小     18.22 (0.0)   3   3
   8 代田 かのん(3) 小学生 中洲小     18.28 (+0.3)   2   4
   9 濱 和奏(3) 小学生 城北小     18.34 (+0.3)   2   5
  10 竹松 優(3) 小学生 豊田小     18.36 (-2.7)   1   2
  11 角田 心菜(3) 小学生 四賀小     18.38 (+0.3)   2   6
  12 木村 妃杏(3) 小学生 高島小     18.57 (0.0)   3   4
  13 田中 珠未(3) 小学生 四賀小     18.64 (0.0)   3   5
  14 岩橋 花夏(3) 小学生 城南小     18.65 (0.0)   3   6
  15 水野 葵由(3) 小学生 湖南小     18.71 (0.0)   3   7
  16 平田 千晶(3) 小学生 中洲小     18.72 (+0.3)   2   7
  17 坂本 心羽(3) 小学生 城北小     18.81 (-2.7)   1   3
  18 岩間 汐莉(3) 小学生 城南小     18.91 (-2.7)   1   4
  19 木下 嘉乃(3) 小学生 湖南小     19.12 (-2.7)   1   5
  20 小木曽 ななみ(3) 小学生 四賀小     20.01 (-2.7)   1   6
  21 桃澤 結菜(3) 小学生 湖南小     20.50 (-2.7)   1   7
  22 綱嶋 玲渚(3) 小学生 中洲小     20.72 (-2.7)   1   8

小学3年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
9    97

3   330

6   230

5   215

8     8

7   122

2    16

4   302

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   201

9   316

2    43

3   281

5   222

6   140

7   272

4    68
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   211

2   296

4    40

7    67

8   112

5   213

6    26

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  201
  211
  296
   97
  316
   43
   40
  281
  222
  330
  140
   67
  112
  213
   26
  272
  230
  215

  302

    8
  122
   16



決勝 9月30日  9:30

大会記録(GR)          16.23

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.2

 1 橋本 花甫(4) 小学生     16.05  1 古谷 裕美(4) 小学生     15.77 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 湖南小 ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ 高島小

 2 前田 唯(4) 小学生     16.11  2 藤森 恵弥子(4) 小学生     16.01 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 高島小 ﾌｼﾞﾓﾘ   ｴﾐｺ 城北小

 3 河西 穂香(4) 小学生     16.86  3 宮下 綺実(4) 小学生     16.66 
ｶｻｲ ﾎﾉｶ 四賀小 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 湖南小

 4 外川 柊(4) 小学生     16.87  4 松山 彩音(4) 小学生     16.67 
ﾄｶﾞﾜ ｼｭｳ 高島小 ﾏﾂﾔﾏ ｱﾔﾈ 四賀小

 5 伊藤 桃香(4) 小学生     17.11  5 花岡 愛梨(4) 小学生     16.97 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 湖南小 ﾊﾅｵｶ ｱｲﾘ 高島小

 6 小山 涼菜(4) 小学生     17.29  6 伊藤 姫日葵(4) 小学生     17.90 
ｺﾔﾏ ﾘｮｳﾅ 豊田小 ｲﾄｳ ﾋﾏﾘ 湖南小

 7 坂下 未紗(4) 小学生     18.01 安田 満林(4) 小学生
ｻｶｼﾀ ﾐｻ 豊田小 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾘﾝ 豊田小

   1 古谷 裕美(4) 小学生 高島小     15.77 (+0.2) 大会新   2   1
   2 藤森 恵弥子(4) 小学生 城北小     16.01 (+0.2) 大会新   2   2
   3 橋本 花甫(4) 小学生 湖南小     16.05 (+1.0) 大会新   1   1
   4 前田 唯(4) 小学生 高島小     16.11 (+1.0) 大会新   1   2
   5 宮下 綺実(4) 小学生 湖南小     16.66 (+0.2)   2   3
   6 松山 彩音(4) 小学生 四賀小     16.67 (+0.2)   2   4
   7 河西 穂香(4) 小学生 四賀小     16.86 (+1.0)   1   3
   8 外川 柊(4) 小学生 高島小     16.87 (+1.0)   1   4
   9 花岡 愛梨(4) 小学生 高島小     16.97 (+0.2)   2   5
  10 伊藤 桃香(4) 小学生 湖南小     17.11 (+1.0)   1   5
  11 小山 涼菜(4) 小学生 豊田小     17.29 (+1.0)   1   6
  12 伊藤 姫日葵(4) 小学生 湖南小     17.90 (+0.2)   2   6
  13 坂下 未紗(4) 小学生 豊田小     18.01 (+1.0)   1   7

記録／備考 氏  名

   86
大会新

小学4年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6   339

3   142

8    98

順 ﾚｰﾝ No.

7    60

5    50
大会新

2

所属名 記録／備考
6    91

大会新
3   226

大会新
5    52

4   119

8    99

7    59

2   350
欠場

タイムレース

4   346

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   91
  226
   50

  346

   60
  339
   59

   86
   52
  119
  142
   98
   99



決勝 9月30日 11:15

大会記録(GR)          14.93

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -1.5

 1 菅野 凪紗(5) 小学生     15.81  1 小山 風菜(5) 小学生     16.14 
ｶﾝﾉ ﾅｷﾞｻ 中洲小 ｺﾔﾏ ﾌｳﾅ 豊田小

 2 鮎澤 ののか(5) 小学生     16.50  2 山崎 美優(5) 小学生     16.21 
ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 高島小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕｳ 四賀小

 3 神澤 萌絵(5) 小学生     16.53  3 藤森 愛生香(5) 小学生     16.69 
ｶﾝｻﾞﾜ ﾓｴ 湖南小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲｶ 四賀小

 4 石水 雅姫(5) 小学生     16.56  4 大槻 美奈海(5) 小学生     17.35 
ｲｼﾐｽﾞ ﾐﾔﾋﾞ 四賀小 ｵｵﾂｷ ﾐﾅﾐ 中洲小
今井 美玖(5) 小学生  5 岩波 玲優(5) 小学生     17.37 
ｲﾏｲ ﾐｸ 四賀小 ｲﾜﾅﾐ ﾚｲﾕ 中洲小

   1 菅野 凪紗(5) 小学生 中洲小     15.81 (-0.8)   1   1
   2 小山 風菜(5) 小学生 豊田小     16.14 (-1.5)   2   1
   3 山崎 美優(5) 小学生 四賀小     16.21 (-1.5)   2   2
   4 鮎澤 ののか(5) 小学生 高島小     16.50 (-0.8)   1   2
   5 神澤 萌絵(5) 小学生 湖南小     16.53 (-0.8)   1   3
   6 石水 雅姫(5) 小学生 四賀小     16.56 (-0.8)   1   4
   7 藤森 愛生香(5) 小学生 四賀小     16.69 (-1.5)   2   3
   8 大槻 美奈海(5) 小学生 中洲小     17.35 (-1.5)   2   4
   9 岩波 玲優(5) 小学生 中洲小     17.37 (-1.5)   2   5

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

4   116

5   286

6   100

順 ﾚｰﾝ No.

3    27

所属名 記録／備考
6   340

4   131

2   111

3   279

5   313

タイムレース

2   133
欠場

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  286
  340
  131
  100
   27
  116
  111
  279
  313



決勝 9月30日 11:30

大会記録(GR)          14.66

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.2

 1 鵜飼 遥香(6) 小学生     16.08  1 瀬戸 真友香(6) 小学生     15.67 
ｳｶｲ ﾊﾙｶ 中洲小 ｾﾄ ﾏﾕｶ 城南小

 2 大島 舞華(6) 小学生     16.51  2 牛山 愛梨(6) 小学生     16.03 
ｵｵｼﾏ ﾏｲｶ 湖南小 ｳｼﾔﾏ ｱｲﾘ 中洲小

 3 松田 捺(6) 小学生     16.71  3 山田 伽那(6) 小学生     16.18 
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾂ 豊田小 ﾔﾏﾀﾞ ｷｬﾅ 豊田小

 4 増澤 りこ(6) 小学生     16.90  4 伊藤 なな葉(6) 小学生     16.41 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｺ 城南小 ｲﾄｳ ﾅﾅﾊ 豊田小

 5 宮澤 里奈(6) 小学生     16.98  5 牛山 世梨奈(6) 小学生     16.61 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ 高島小 ｳｼﾔﾏ ｾﾘﾅ 四賀小

 6 三石 沙季(6) 小学生     17.40 
ﾐﾂｲｼ ｻｷ 豊田小

小学6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5   319

2    21

7   336

6   188

4    92

3   345

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   196

4   311

6   344

3   348

2   138



   1 瀬戸 真友香(6) 小学生 城南小     15.67 (-0.2)   2   1
   2 牛山 愛梨(6) 小学生 中洲小     16.03 (-0.2)   2   2
   3 鵜飼 遥香(6) 小学生 中洲小     16.08 (0.0)   1   1
   4 山田 伽那(6) 小学生 豊田小     16.18 (-0.2)   2   3
   5 伊藤 なな葉(6) 小学生 豊田小     16.41 (-0.2)   2   4
   6 大島 舞華(6) 小学生 湖南小     16.51 (0.0)   1   2
   7 牛山 世梨奈(6) 小学生 四賀小     16.61 (-0.2)   2   5
   8 松田 捺(6) 小学生 豊田小     16.71 (0.0)   1   3
   9 増澤 りこ(6) 小学生 城南小     16.90 (0.0)   1   4
  10 宮澤 里奈(6) 小学生 高島小     16.98 (0.0)   1   5
  11 三石 沙季(6) 小学生 豊田小     17.40 (0.0)   1   6

小学6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 組 順位
  196
  311
  319
  344
  348
   21

   92
  345

  138
  336
  188



決勝 9月30日 12:05

 1 小泉 智香(4) 小学生   3,52.67 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ 豊田小

 2 伊藤 朱音(4) 小学生   3,53.77 
ｲﾄｳ ｱｶﾈ 城南小

 3 小口 真由佳(4) 小学生   3,56.39 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾕｶ 城南小

決勝 9月30日 12:05

大会記録(GR)        3,29.87

 1 宮坂 さくら(6) 小学生   3,40.42 
ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ 高島小

 2 村山 彩佳(6) 小学生   3,46.81 
ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ 城南小

1   203

2   337

3   221

小学4年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学6年女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    93

5   187



決勝 9月30日 11:45

大会記録(GR)          29.04

風速 -0.5

 1 川上 由華(1) 中学生     28.24 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中

 2 長谷川 流奈(3) 中学生     29.79 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾙﾅ 上諏訪中

 3 田邉 美森(2) 中学生     30.37 
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中

 4 河西 綾香(3) 中学生     31.05 
ｶｻｲ ｱﾔｶ 上諏訪中

 5 長谷川 聖奈(1) 中学生     31.52 
ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 上諏訪中
両角 若菜(2) 中学生
ﾓﾛｽﾞﾐﾜｶﾅ 諏訪南中
矢澤 茉璃奈(2) 中学生
ﾔｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 山梨甲陵中

決勝 9月30日 12:20

大会記録(GR)        5,21.96

 1 河原 里紗(2) 中学生   5,08.25 
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中

 2 矢澤 茉璃奈(2) 中学生   5,12.19 
ﾔｻﾞﾜ ﾏﾘﾅ 山梨甲陵中

 3 上原 萌花(1) 中学生   5,28.07 
ｳｴﾊﾗﾓｴｶ 諏訪南中

 4 三井 咲良(1) 中学生   5,29.25 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

 5 岩波 里奈(1) 中学生   5,42.22 
ｲﾜﾅﾐﾘﾅ 諏訪南中

 6 山田 紗椰(2) 中学生   6,03.39 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ 諏訪西中

 7 諏訪 春乃(1) 中学生   6,17.63 
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中
宮坂 季恵(3) 中学生
ﾐﾔｻｶ ｷｴ 上諏訪中

中学共通女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   401

大会新
6   147

2   146

4   165

8   148

3   245
欠場

7    62
欠場

中学共通女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   166

大会新
4    62

大会新
8   253

3   156

2   258

6   241

1   152

5   163
欠場



決勝 9月30日 13:05

大会記録(GR)          57.98

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  2 四賀小   111 藤森 愛生香(5)

ｼｶﾞｼｮｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲｶ 失格
  131 山崎 美優(5)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕｳ
  116 石水 雅姫(5)

ｲｼﾐｽﾞ ﾐﾔﾋﾞ
  142 河西 穂香(4)

ｶｻｲ ﾎﾉｶ

決勝 9月30日 13:05

大会記録(GR)          58.67

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 中洲小   286 菅野 凪紗(5)   1,02.97 

ﾅｶｽｼｮｳ ｶﾝﾉ ﾅｷﾞｻ
  319 鵜飼 遥香(6)

ｳｶｲ ﾊﾙｶ
  311 牛山 愛梨(6)

ｳｼﾔﾏ ｱｲﾘ
  289 進藤 綺良々(6)

ｼﾝﾄﾞｳ ｷﾗﾗ
 2   8 城北小   233 加納 留惟(6)   1,03.56 

ｼﾞｮｳﾎｸｼｮｳ ｶﾉｳ   ﾙｲ
  229 小口 祐香(6)

ｵｸﾞﾁ  ﾕｶ
  225 飯島 澄香(6)

ｲｲｼﾞﾏ ｽﾐｶ
  223 鈴木 岳葉(6)

ｽｽﾞｷ ﾀｹﾊ
 3   6 豊田小   336 松田 捺(6)   1,03.78 

ﾄﾖﾀﾞｼｮｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾂ
  345 三石 沙季(6)

ﾐﾂｲｼ ｻｷ
  348 伊藤 なな葉(6)

ｲﾄｳ ﾅﾅﾊ
  344 山田 伽那(6)

ﾔﾏﾀﾞ ｷｬﾅ
 4   4 城南小(A)   185 大山 彩音(6)   1,03.88 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳA ｵｵﾔﾏ ｱﾔﾈ
  202 小松 瑠維子(6)

ｺﾏﾂ ﾙｲｺ
  187 村山 彩佳(6)

ﾑﾗﾔﾏ ｱﾔｶ
  188 増澤 りこ(6)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｺ
 5   7 湖南小(A)    19 中山 優衣(6)   1,04.65 

ｺﾅﾐｼｮｳA ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ
   21 大島 舞華(6)

ｵｵｼﾏ ﾏｲｶ
   49 金子 真菜(6)

ｶﾈｺ ﾏﾅ
   58 伊藤 有里彩(5)

ｲﾄｳ ﾕﾘｱ

小学5年女子

4x100m

決勝

小学6年女子

4x100m

決勝



決勝 9月30日 13:20

大会記録(GR)          56.07

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 上諏訪中   166 河原 里紗(2)     55.19 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 大会新
  154 小林 みずほ(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ
  148 長谷川 聖奈(1)

ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ
  146 田邉 美森(2)

ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ
  4 諏訪南中   249 中澤 毬乃(1)

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ 失格
  250 前田 未央(1)

ﾏｴﾀﾞﾐｵ
  258 岩波 里奈(1)

ｲﾜﾅﾐﾘﾅ
  253 上原 萌花(1)

ｳｴﾊﾗﾓｴｶ

中学共通女子

4x100m

決勝



決勝 9月30日  9:00

大会記録(GR)           3.63

小松 瑠維子(6) 小学生   3.61   3.79   3.74    3.79 大会新
ｺﾏﾂ ﾙｲｺ 城南小   -1.1   -0.3   +1.2    -0.3
山崎 楓(6) 小学生   3.65    X   3.75    3.75 大会新
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｴﾃﾞ 四賀小   -2.9   +1.7    +1.7
進藤 綺良々(6) 小学生   3.24   3.49    X    3.49 
ｼﾝﾄﾞｳ ｷﾗﾗ 中洲小   +1.6   +2.2    +2.2
飯島 澄香(6) 小学生   3.18    X   3.16    3.18 
ｲｲｼﾞﾏ ｽﾐｶ 城北小   +1.3   -1.0    +1.3
鈴木 岳葉(6) 小学生   2.30   2.34   2.95    2.95 
ｽｽﾞｷ ﾀｹﾊ 城北小   +1.2    0.0   -1.8    -1.8
加納 留惟(6) 小学生   2.74   2.80   2.72    2.80 
ｶﾉｳ   ﾙｲ 城北小   +0.8   +0.4   +0.7    +0.4
小口 祐香(6) 小学生   2.47   2.31   2.64    2.64 
ｵｸﾞﾁ  ﾕｶ 城北小   +1.8   -0.1    0.0     0.0

決勝 9月30日  9:00

大会記録(GR)           3.48

伊藤 有里彩(5) 小学生   2.63   2.67   3.03    3.03 
ｲﾄｳ ﾕﾘｱ 湖南小   +0.5   -0.5   -0.6    -0.6
藤森 未己(5) 小学生   2.82    X    X    2.82 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐｷ 城南小    0.0     0.0

決勝 9月30日  9:00

大会記録(GR)           3.27

山本 紗矢香(4) 小学生   3.21   3.28   2.93    3.28 大会新
ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 高島小   -0.4   +1.1   +1.0    +1.1
西條 沙羅(4) 小学生   3.15   3.14   3.04    3.15 
ﾆｼｼﾞｮｳ ｻﾗ 城南小   +1.2   -1.4   +1.5    +1.2

決勝 9月30日  9:00

大会記録(GR)           2.87

岡崎 七海(3) 小学生   2.27    X   2.62    2.62 
ｵｶｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 中洲小   -0.1   +0.3    +0.3
近藤 杏菜(3) 小学生   2.42   2.24   2.24    2.42 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾝﾅ 中洲小   +0.8    0.0   -1.1    +0.8

2 1   310

記録-2- -3- 備考
1 2   317

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

2 2   191

小学3年女子

走幅跳

決勝

記録-2- -3- 備考
1 1    90

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

2 1   180

小学4年女子

走幅跳

決勝

記録-2- -3- 備考
1 2    58

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

氏  名 所属名 -1-

小学5年女子

走幅跳

決勝

記録-2- -3- 備考

小学6年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1 6   202

2 7   130

3 5   289

4 4   225

7 1   229

5 2   223

6 3   233



決勝 9月30日 11:30

大会記録(GR)           4.35

小林 みずほ(1) 中学生   3.74   3.35   3.41   3.88   4.10   3.86    4.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中   -0.2   -1.8   +0.8   +0.4   +0.3   +1.6    +0.3
山田 紗帆(2) 中学生   3.80    X   3.95   3.82   3.92    X    3.95 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾎ 諏訪西中   +1.6   +1.6    0.0    0.0    +1.6
中澤 毬乃(1) 中学生   3.60   3.95   3.74   3.68   3.91   3.81    3.95 
ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ 諏訪南中   -0.2   -0.7   +0.9   -1.5   +2.0   +0.6    -0.7
本間 菜月(2) 中学生    X   3.75   3.87   3.81   3.72   3.85    3.87 
ﾎﾝﾏ ﾅﾂｷ 諏訪西中   +0.2   +0.5   -0.8    0.0   +0.6    +0.5
小池 梨華(2) 中学生   3.16   3.32   3.35   3.06   3.30   2.98    3.35 
ｺｲｹ ﾘｶ 諏訪西中   +1.2   -0.3   +0.7   +0.1   +0.3   +1.3    +0.7
後藤 愛莉(1) 中学生 欠場
ｺﾞﾄｳｱｲﾘ 諏訪南中
小林 紗弥香(3) 中学生 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾔｶ 上諏訪中
宮田 かりん(1) 中学生 欠場
ﾐﾔﾀ ｶﾘﾝ 上諏訪中

中学共通女子

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 8   154

-5-

2 5   240

3 6   249

4 3   235

5 2   238

1   255

4   153

7   161
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