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決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 女  子 【競技場】201010  茅野市総合運動公園陸上競技場

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
09/29 30～39歳女子  +0.8吉村 さつき 18.98

100m 一般･諏訪西中教員
09/29 中学女子オー 中澤 毬乃(2) 3.86(-0.4)

走幅跳 中学生･諏訪南中
09/29 小学1年女子 石平 愛菜(1) 11.54 佐藤 藍子(1) 11.77 伊藤 穂香(1) 11.78 小穴 茉由(1) 11.86 真田 侑夏(1) 11.98 熊谷 凪紗(1) 小学生･城南小 12.09

60m 小学生･城南小 小学生･四賀小 小学生･湖南小 小学生･中洲小 小学生･中洲小 矢崎 梨奈(1) 小学生･四賀小
齊藤 百音(1) 小学生･湖南小

09/29 小学2年女子 河西 真依(2) 10.83 増田 藍(2) 11.01 増澤 爽(2) 11.04 伊藤 煌凜(2) 11.08 岩波 里央(2) 11.28 中島 帆乃夏(2) 11.31 小松 美沙季(2) 11.38 齋藤 奏絵(2) 11.41
60m 小学生･中洲小 小学生･城南小 小学生･四賀小 小学生･湖南小 小学生･中洲小 小学生･中洲小 小学生･湖南小 小学生･中洲小

09/29 小学3年女子 藤森 七海(3) 16.09 小松 夢來(3) 17.42 飯田 ほのか(3) 17.43 中村 空夏(3) 17.44 北沢 華穂(3) 17.71 北原 伊織(3) 17.92 菅野 愛梨(3) 18.11 齊藤 有香(3) 18.12
100m 小学生･湖南小 GR 小学生･湖南小 小学生･高島小 小学生･中洲小 小学生･湖南小 小学生･四賀小 小学生･中洲小 小学生･湖南小

09/29 小池 佑月(3) 2.74(+0.2) 中山 結(3) 2.72(-0.1)
走幅跳 小学生･城南小 小学生･中洲小

09/29 小学4年女子 小泉 春花(4) 16.73 柿澤 摩歩(4) 16.75 小倉 星来(4) 17.12 木村 妃杏(4) 17.16 原田 なな(4) 17.30 岩間 汐莉(4) 17.33 濱 和奏(4) 17.38 加藤 愛美(4) 17.49
100m 小学生･城南小 小学生･高島小 小学生･中洲小 小学生･高島小 小学生･湖南小 小学生･城南小 小学生･城北小 小学生･中洲小

09/29 岡崎 七海(4) 3,57.37 近藤 杏菜(4) 4,04.69
1000m 小学生･中洲小 小学生･中洲小

09/29 田中 珠未(4) 2.90(-2.1) 綱嶋 玲渚(4) 2.77(-1.7)
走幅跳 小学生･四賀小 小学生･中洲小

09/29 小学5年女子 前田 唯(5) 14.98 和田 彩花(5) 15.06 橋本 花甫(5) 15.50 山本 紗矢香(5) 15.70 花岡 愛梨(5) 15.91 河西 穂香(5) 15.95 松山 彩音(5) 15.96 宮下 綺実(5) 16.07
100m 小学生･高島小 小学生･四賀小 小学生･湖南小 小学生･高島小 小学生･高島小 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･湖南小

09/29 伊藤 めぐみ(5) 3,35.52 藤森 恵弥子(5) 3,36.47 小泉 智香(5) 3,44.36 藤森 理乎(5) 3,51.49
1000m 小学生･四賀小 GR 小学生･城北小 GR 小学生･豊田小 GR 小学生･豊田小

09/29 西條 沙羅(5) 3.46(0.0) 熊谷 桃花(5) 3.13(+0.9)
走幅跳 小学生･城南小 小学生･湖南小

09/29 高島小(A)     1,01.11 城南小(A)     1,02.65 湖南小     1,05.33 高島小(B)     1,06.01 四賀小     1,06.90
4x100m 花岡 愛梨(5) 藤森 萌恵(5) 伊藤 桃香(5) 木村 妃杏(4) 河西 穂香(5)

前田 唯(5) 小口 真由佳(5) 伊藤 姫日葵(5) 伊藤 里紗(5) 和田 彩花(5)
外川 柊(5) 伊藤 朱音(5) 宮下 綺実(5) 柿澤 摩歩(4) 田中 珠未(4)
山本 紗矢香(5) 西條 沙羅(5) 橋本 花甫(5) 小松 愛美(5) 松山 彩音(5)

09/29 小学6年女子  +1.2小山 風菜(6)小学生･豊田小 15.34 鮎澤ののか(6) 15.65 神澤 萌絵(6) 16.85
100m 菅野 凪紗(6)小学生･中洲小 小学生･高島小 小学生･湖南小

09/29 小倉 綾華(6) 4,12.41 藤森 奈月(6) 4,12.85
1000m 小学生･中洲小 小学生･湖南小

09/29 岩﨑 美羽(6) 3.48(+0.8) 田中 未佳(6) 2.80(-0.3)
走幅跳 小学生･城南小 小学生･四賀小

09/29 四賀小     1,01.25
4x100m 三井 陽奈(6)

伊藤 めぐみ(5)
石水 雅姫(6)
藤森 愛生香(6)

09/29 中学1年女子 瀬戸 真友香(1) 14.64 鵜飼 遥香(1) 14.89 金子 真菜(1) 15.22 牛山 世梨奈(1) 15.25 牛山 愛梨(1) 15.56 宮坂 さくら(1) 中学生･上諏訪中 15.65 門間ちさ穂(1) 15.74
100m 中学生･諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪南中 進藤 綺良々(1) 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪西中

09/29 中学2年女子 小林 みずほ(2) 13.96 中澤 毬乃(2) 14.22 矢澤 舞香(2) 14.35 長谷川 聖奈(2) 14.50 川上 由華(2) 14.51 前田 未央(2) 14.64 上原 萌花(2) 14.75 岩波 里奈(2) 15.44
100m 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪南中

09/29 中学3年女子  +0.8田邉 美森(3) 14.47
100m 中学生･上諏訪中

09/29 中学共通女子  -0.7矢澤 舞香(2) 29.48 中澤 毬乃(2) 29.50 小林 みずほ(2) 29.85 前田 未央(2) 29.92 長谷川 聖奈(2) 31.38 宮澤 里奈(1) 33.42
200m 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中

09/29 宮坂 さくら(1) 5,19.27 上原 萌花(2) 5,21.76 三井 咲良(2) 5,23.96 岩波 里奈(2) 5,43.49
1500m 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中

09/29 下山 甘夏(2) 3.94(-0.1) 牛山 世梨奈(1)3.90(0.0) 瀬戸 真友香(1)3.85(-0.3) 進藤 綺良々(1)3.74(-2.8) 門間ちさ穂(1)3.54(+0.6) 牛山 愛梨(1) 3.42(0.0) 鵜飼 遥香(1) 3.16(+1.4) 金子 真菜(1) 3.15(+0.5)
走幅跳 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪西中

09/29 諏訪南中(A)       55.54 諏訪南中(B)       59.34 上諏訪中(B)     1,01.46
4x100m 中澤 毬乃(2) 牛山 世梨奈(1) 宮澤 里奈(1)

矢澤 舞香(2) 牛山 愛梨(1) 三井 咲良(2)
前田 未央(2) 進藤 綺良々(1) 諏訪 春乃(2)
上原 萌花(2) 鵜飼 遥香(1) 宮坂 さくら(1)



決勝 9月29日 11:00

大会新  (GR )       10.99

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -2.1

 1 佐藤 藍子(1) 小学生     11.77  1 石平 愛菜(1) 小学生     11.54 
ｻﾄｳ ｱｲｺ 四賀小 ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ 城南小

 2 熊谷 凪紗(1) 小学生     12.09  2 伊藤 穂香(1) 小学生     11.78 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｷﾞｻ 城南小 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 湖南小

 2 矢崎 梨奈(1) 小学生     12.09  3 真田 侑夏(1) 小学生     11.98 
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 四賀小 ｻﾅﾀﾞ ﾕﾅ 中洲小

 4 齊藤 百音(1) 小学生     12.09  4 山﨑 結愛(1) 小学生     12.12 
ｻｲﾄｳ ﾓﾓﾈ 湖南小 ﾔﾏｻﾞｷﾕｳｱ 高島小

 5 鬼熊 心美(1) 小学生     12.16  5 藤森 このみ(1) 小学生     12.44 
ｵﾆｸﾏ ｺｺﾐ 豊田小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｺﾉﾐ 豊田小

 6 新村 音寧(1) 小学生     12.26  6 北原 雅(1) 小学生     12.58 
ﾆｲﾑﾗ ﾈﾈ 中洲小 ｷﾀﾊﾗ ﾐﾔﾋﾞ 四賀小

 7 土橋 なるみ(1) 小学生     12.36  7 井出 千陽(1) 小学生     13.20 
ﾂﾁﾊｼﾅﾙﾐ 高島小 ｲﾃﾞ ﾁﾊﾙ 城南小

 8 平澤 桃香(1) 小学生     13.24  8 櫻井 晴(1) 小学生     13.57 
ﾋﾗｻﾜ ﾓﾓｶ 中洲小 ｻｸﾗｲ ﾊﾙ 中洲小

[ 3組] 風速 -0.6

 1 小穴 茉由(1) 小学生     11.86 
ｵｱﾅ ﾏﾕ 中洲小

 2 飯嶋 咲南(1) 小学生     12.10 
ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 中洲小

 3 河西 美結(1) 小学生     12.23 
ｶｻｲﾐﾕ 高島小

 4 藤木 ひより(1) 小学生     12.85 
ﾌｼﾞｷ ﾋﾖﾘ 四賀小

 5 宮坂 慶子(1) 小学生     13.35 
ﾐﾔｻｶ ｹｲｺ 城南小

 6 花水 絢(1) 小学生     13.52 
ﾊﾅﾐｽﾞ ｱﾔ 城南小

 7 竹澤 汐織(1) 小学生     14.42 
ﾀｹｻﾞﾜ ｼｵﾘ 四賀小

   1 石平 愛菜(1) 小学生 城南小     11.54 (-2.1)   2   1
   2 佐藤 藍子(1) 小学生 四賀小     11.77 (+1.1)   1   1
   3 伊藤 穂香(1) 小学生 湖南小     11.78 (-2.1)   2   2
   4 小穴 茉由(1) 小学生 中洲小     11.86 (-0.6)   3   1
   5 真田 侑夏(1) 小学生 中洲小     11.98 (-2.1)   2   3
   6 熊谷 凪紗(1) 小学生 城南小     12.09 (+1.1)   1   2
   6 矢崎 梨奈(1) 小学生 四賀小     12.09 (+1.1)   1   2
   6 齊藤 百音(1) 小学生 湖南小     12.09 (+1.1)   1   4
   9 飯嶋 咲南(1) 小学生 中洲小     12.10 (-0.6)   3   2
  10 山﨑 結愛(1) 小学生 高島小     12.12 (-2.1)   2   4
  11 鬼熊 心美(1) 小学生 豊田小     12.16 (+1.1)   1   5
  12 河西 美結(1) 小学生 高島小     12.23 (-0.6)   3   3
  13 新村 音寧(1) 小学生 中洲小     12.26 (+1.1)   1   6
  14 土橋 なるみ(1) 小学生 高島小     12.36 (+1.1)   1   7
  15 藤森 このみ(1) 小学生 豊田小     12.44 (-2.1)   2   5
  16 北原 雅(1) 小学生 四賀小     12.58 (-2.1)   2   6
  17 藤木 ひより(1) 小学生 四賀小     12.85 (-0.6)   3   4
  18 井出 千陽(1) 小学生 城南小     13.20 (-2.1)   2   7
  19 平澤 桃香(1) 小学生 中洲小     13.24 (+1.1)   1   8
  20 宮坂 慶子(1) 小学生 城南小     13.35 (-0.6)   3   5
  21 花水 絢(1) 小学生 城南小     13.52 (-0.6)   3   6
  22 櫻井 晴(1) 小学生 中洲小     13.57 (-2.1)   2   8
  23 竹澤 汐織(1) 小学生 四賀小     14.42 (-0.6)   3   7
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決勝 9月29日 10:25

大会新  (GR )       10.59

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 増澤 爽(2) 小学生     11.04  1 河西 真依(2) 小学生     10.83 
ﾏｽｻﾞﾜ ｻﾜ 四賀小 ｶｻｲ ﾏｲ 中洲小

 2 岩波 里央(2) 小学生     11.28  2 伊藤 煌凜(2) 小学生     11.08 
ｲﾜﾅﾐ ﾘｵ 中洲小 ｲﾄｳ ｷﾗﾘ 湖南小

 3 小松 美沙季(2) 小学生     11.38  3 中島 帆乃夏(2) 小学生     11.31 
ｺﾏﾂ ﾐｻｷ 湖南小 ﾅｶｼﾏ ﾎﾉｶ 中洲小

 4 今井 歩実(2) 小学生     11.44  4 齋藤 奏絵(2) 小学生     11.41 
ｲﾏｲ ｱﾕﾐ 城南小 ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 中洲小

 5 平林 未来乃(2) 小学生     11.98  5 藤森 靖珠(2) 小学生     11.52 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾗﾉ 中洲小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｾｲｼﾞｭ 城南小

 6 坂本 彩弥(2) 小学生     12.09  6 長田 生多(2) 小学生     13.16 
ｻｶﾓﾄｱﾔ 高島小 ﾅｶﾞﾀ ｳﾀ 四賀小

 7 宮坂 夏実(2) 小学生     12.54 
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂﾐ 城南小

[ 3組] 風速 +0.5

 1 増田 藍(2) 小学生     11.01 
ﾏｽﾀﾞ ｱｲ 城南小

 2 矢澤 愛花(2) 小学生     11.47 
ﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 中洲小

 3 芦川 舞奈(2) 小学生     11.53 
ｱｼｶﾜ ﾏﾅ 四賀小

 4 小松 音(2) 小学生     11.88 
ｺﾏﾂ ﾉﾝ 中洲小

 5 伊藤 百伽(2) 小学生     12.27 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 中洲小

 6 ｿﾝﾀﾞｰｽ 理沙(2) 小学生     12.38 
ｿﾝﾀﾞｰｽ ﾘｻ 湖南小

   1 河西 真依(2) 小学生 中洲小     10.83 (0.0)   2   1
   2 増田 藍(2) 小学生 城南小     11.01 (+0.5)   3   1
   3 増澤 爽(2) 小学生 四賀小     11.04 (0.0)   1   1
   4 伊藤 煌凜(2) 小学生 湖南小     11.08 (0.0)   2   2
   5 岩波 里央(2) 小学生 中洲小     11.28 (0.0)   1   2
   6 中島 帆乃夏(2) 小学生 中洲小     11.31 (0.0)   2   3
   7 小松 美沙季(2) 小学生 湖南小     11.38 (0.0)   1   3
   8 齋藤 奏絵(2) 小学生 中洲小     11.41 (0.0)   2   4
   9 今井 歩実(2) 小学生 城南小     11.44 (0.0)   1   4
  10 矢澤 愛花(2) 小学生 中洲小     11.47 (+0.5)   3   2
  11 藤森 靖珠(2) 小学生 城南小     11.52 (0.0)   2   5
  12 芦川 舞奈(2) 小学生 四賀小     11.53 (+0.5)   3   3
  13 小松 音(2) 小学生 中洲小     11.88 (+0.5)   3   4
  14 平林 未来乃(2) 小学生 中洲小     11.98 (0.0)   1   5
  15 坂本 彩弥(2) 小学生 高島小     12.09 (0.0)   1   6
  16 伊藤 百伽(2) 小学生 中洲小     12.27 (+0.5)   3   5
  17 ｿﾝﾀﾞｰｽ 理沙(2) 小学生 湖南小     12.38 (+0.5)   3   6
  18 宮坂 夏実(2) 小学生 城南小     12.54 (0.0)   1   7
  19 長田 生多(2) 小学生 四賀小     13.16 (0.0)   2   6
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  141
  106
   52

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

3   257

6    57

2   131

5   232

4   141

7   191

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   137

3   104

2   209

4   182

所属名 記録／備考
6   250

5    52

6   165

順 ﾚｰﾝ No.

3   201

4    80

7    28

8   156

2   106

5   248

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



決勝 9月29日  9:00

大会新  (GR )       16.33

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.4

 1 小松 夢來(3) 小学生     17.42  1 藤森 七海(3) 小学生     16.09 
ｺﾏﾂ ﾕﾗ 湖南小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 湖南小

 2 飯田 ほのか(3) 小学生     17.43  2 中村 空夏(3) 小学生     17.44 
ｲｲﾀﾞﾎﾉｶ 高島小 ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 中洲小

 3 北沢 華穂(3) 小学生     17.71  3 阿部 結奈(3) 小学生     18.18 
ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾎ 湖南小 ｱﾍﾞ ﾕｲﾅ 豊田小

 4 菅野 愛梨(3) 小学生     18.11  4 矢島 幸(3) 小学生     18.47 
ｶﾝﾉ ｱｲﾘ 中洲小 ﾔｼﾞﾏ ﾐﾕｷ 中洲小

 5 木村 茉子(3) 小学生     18.30  5 一ノ瀬 百合(3) 小学生     18.82 
ｷﾑﾗ ﾏｺ 中洲小 ｲﾁﾉｾ ﾕﾘ 四賀小

 6 小口 葉奈(3) 小学生     18.33  6 高林 夏海(3) 小学生     19.29 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 豊田小 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 城南小

 7 牛山 瑠菜(3) 小学生     19.04  7 藤森 千乃(3) 小学生     19.55 
ｳｼﾔﾏ ﾙﾅ 四賀小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｷﾉ 豊田小

[ 3組] 風速 +0.1

 1 北原 伊織(3) 小学生     17.92 
ｷﾀﾊﾗ ｲｵﾘ 四賀小

 2 齊藤 有香(3) 小学生     18.12 
ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ 湖南小

 3 今井 桃果(3) 小学生     18.14 
ｲﾏｲ ﾓﾓｶ 城南小

 4 安田 莉穂(3) 小学生     18.16 
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 豊田小

 5 藤森 こころ(3) 小学生     19.38 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｺﾛ 四賀小

 6 真田 愛実(3) 小学生     19.60 
ｻﾅﾀﾞ ｱﾐ 中洲小

 7 今井 七望(3) 小学生     20.58 
ｲﾏｲ ﾅﾅﾐ 豊田小

   1 藤森 七海(3) 小学生 湖南小     16.09 (-0.4) 大会新   2   1
   2 小松 夢來(3) 小学生 湖南小     17.42 (0.0)   1   1
   3 飯田 ほのか(3) 小学生 高島小     17.43 (0.0)   1   2
   4 中村 空夏(3) 小学生 中洲小     17.44 (-0.4)   2   2
   5 北沢 華穂(3) 小学生 湖南小     17.71 (0.0)   1   3
   6 北原 伊織(3) 小学生 四賀小     17.92 (+0.1)   3   1
   7 菅野 愛梨(3) 小学生 中洲小     18.11 (0.0)   1   4
   8 齊藤 有香(3) 小学生 湖南小     18.12 (+0.1)   3   2
   9 今井 桃果(3) 小学生 城南小     18.14 (+0.1)   3   3
  10 安田 莉穂(3) 小学生 豊田小     18.16 (+0.1)   3   4
  11 阿部 結奈(3) 小学生 豊田小     18.18 (-0.4)   2   3
  12 木村 茉子(3) 小学生 中洲小     18.30 (0.0)   1   5
  13 小口 葉奈(3) 小学生 豊田小     18.33 (0.0)   1   6
  14 矢島 幸(3) 小学生 中洲小     18.47 (-0.4)   2   4
  15 一ノ瀬 百合(3) 小学生 四賀小     18.82 (-0.4)   2   5
  16 牛山 瑠菜(3) 小学生 四賀小     19.04 (0.0)   1   7
  17 高林 夏海(3) 小学生 城南小     19.29 (-0.4)   2   6
  18 藤森 こころ(3) 小学生 四賀小     19.38 (+0.1)   3   5
  19 藤森 千乃(3) 小学生 豊田小     19.55 (-0.4)   2   7
  20 真田 愛実(3) 小学生 中洲小     19.60 (+0.1)   3   6
  21 今井 七望(3) 小学生 豊田小     20.58 (+0.1)   3   7
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

5   279

タイムレース

4   101

7   224

6   157

3   282
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8     3

5   262

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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7   159

3   284

8   195

所属名 記録／備考
4    15

大会新
6   212

7   125

順 ﾚｰﾝ No.

3   197
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5   219
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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



決勝 9月29日  9:25

大会新  (GR )       15.77

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 +0.1

 1 小泉 春花(4) 小学生     16.73  1 木村 妃杏(4) 小学生     17.16 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 城南小 ｷﾑﾗﾋﾒｱ 高島小

 2 柿澤 摩歩(4) 小学生     16.75  2 原田 なな(4) 小学生     17.30 
ｶｷｻﾞﾜﾏﾎ 高島小 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 湖南小

 3 小倉 星来(4) 小学生     17.12  3 岩間 汐莉(4) 小学生     17.33 
ｵｸﾞﾗ ｾｲﾗ 中洲小 ｲﾜﾏ ｼｵﾘ 城南小

 4 水野 葵由(4) 小学生     17.83  4 濱 和奏(4) 小学生     17.38 
ﾐｽﾞﾉ ｷﾗﾘ 湖南小 ﾊﾏ ﾜｶﾅ 城北小

 5 三村 紗唯(4) 小学生     17.85  5 加藤 愛美(4) 小学生     17.49 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 湖南小 ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ 中洲小

 6 峯村 文菜(4) 小学生     18.54  6 岩橋 花夏(4) 小学生     17.74 
ﾐﾈﾑﾗｱﾔﾅ 高島小 ｲﾜﾊｼ ﾊﾙｶ 城南小

 7 宮坂 明莉(4) 小学生     19.36  7 平田 千晶(4) 小学生     17.87 
ﾐﾔｻｶ ｱｶﾘ 城南小 ﾋﾗﾀ ﾁｱｷ 中洲小

2   202

8   251

7   167

3   168

6   176

所属名 記録／備考
4    62

5    35

4   162

順 ﾚｰﾝ No.

3    33

8    64

5   230

7    20

2   149

6    82

小学4年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 小泉 春花(4) 小学生 城南小     16.73 (-2.4)   1   1
   2 柿澤 摩歩(4) 小学生 高島小     16.75 (-2.4)   1   2
   3 小倉 星来(4) 小学生 中洲小     17.12 (-2.4)   1   3
   4 木村 妃杏(4) 小学生 高島小     17.16 (+0.1)   2   1
   5 原田 なな(4) 小学生 湖南小     17.30 (+0.1)   2   2
   6 岩間 汐莉(4) 小学生 城南小     17.33 (+0.1)   2   3
   7 濱 和奏(4) 小学生 城北小     17.38 (+0.1)   2   4
   8 加藤 愛美(4) 小学生 中洲小     17.49 (+0.1)   2   5
   9 岩橋 花夏(4) 小学生 城南小     17.74 (+0.1)   2   6
  10 水野 葵由(4) 小学生 湖南小     17.83 (-2.4)   1   4
  11 三村 紗唯(4) 小学生 湖南小     17.85 (-2.4)   1   5
  12 平田 千晶(4) 小学生 中洲小     17.87 (+0.1)   2   7
  13 峯村 文菜(4) 小学生 高島小     18.54 (-2.4)   1   6
  14 宮坂 明莉(4) 小学生 城南小     19.36 (-2.4)   1   7
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記録（風） 備考 組 順位
  149
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タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

小学4年女子

100m                



決勝 9月29日 11:20

大会新  (GR )       14.93

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -0.8

 1 和田 彩花(5) 小学生     15.06  1 前田 唯(5) 小学生     14.98 
ﾜﾀ ﾞｱﾔｶ 四賀小 ﾏｴﾀﾞﾕｲ 高島小

 2 山本 紗矢香(5) 小学生     15.70  2 橋本 花甫(5) 小学生     15.50 
ﾔﾏﾓﾄｻﾔｶ 高島小 ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 湖南小

 3 花岡 愛梨(5) 小学生     15.91  3 松山 彩音(5) 小学生     15.96 
ﾊﾅｵｶｱｲﾘ 高島小 ﾏﾂﾔﾏ ｱﾔﾈ 四賀小

 4 河西 穂香(5) 小学生     15.95  4 宮下 綺実(5) 小学生     16.07 
ﾏｻｲ ﾎﾉｶ 四賀小 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 湖南小

 5 伊藤 桃香(5) 小学生     16.28  5 外川 柊(5) 小学生     16.25 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 湖南小 ﾄｶﾞﾜｼｭｳ 高島小

 6 平林 実華(5) 小学生     17.09  6 安田 満琳(5) 小学生     16.96 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 城南小 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾘﾝ 豊田小

 7 小松 愛美(5) 小学生     17.27  7 伊藤 里紗(5) 小学生     17.46 
ｺﾏﾂﾏﾅﾐ 高島小 ｲﾄｳﾘｻ 高島小

 8 伊藤 姫日葵(5) 小学生     17.58 
ｲﾄｳ ﾋﾏﾘ 湖南小

   1 前田 唯(5) 小学生 高島小     14.98 (-0.8)   2   1
   2 和田 彩花(5) 小学生 四賀小     15.06 (-0.6)   1   1
   3 橋本 花甫(5) 小学生 湖南小     15.50 (-0.8)   2   2
   4 山本 紗矢香(5) 小学生 高島小     15.70 (-0.6)   1   2
   5 花岡 愛梨(5) 小学生 高島小     15.91 (-0.6)   1   3
   6 河西 穂香(5) 小学生 四賀小     15.95 (-0.6)   1   4
   7 松山 彩音(5) 小学生 四賀小     15.96 (-0.8)   2   3
   8 宮下 綺実(5) 小学生 湖南小     16.07 (-0.8)   2   4
   9 外川 柊(5) 小学生 高島小     16.25 (-0.8)   2   5
  10 伊藤 桃香(5) 小学生 湖南小     16.28 (-0.6)   1   5
  11 安田 満琳(5) 小学生 豊田小     16.96 (-0.8)   2   6
  12 平林 実華(5) 小学生 城南小     17.09 (-0.6)   1   6
  13 小松 愛美(5) 小学生 高島小     17.27 (-0.6)   1   7
  14 伊藤 里紗(5) 小学生 高島小     17.46 (-0.8)   2   7
  15 伊藤 姫日葵(5) 小学生 湖南小     17.58 (-0.6)   1   8
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決勝 9月29日 11:35

大会新  (GR )       14.66

風速 +1.2

 1 小山 風菜(6) 小学生     15.34 
ｺﾔﾏ ﾌｳﾅ 豊田小

 1 菅野 凪紗(6) 小学生     15.34 
ｶﾝﾉ ﾅｷﾞｻ 中洲小

 3 鮎澤ののか(6) 小学生     15.65 
ｱﾕｻﾞﾜﾉﾉｶ 高島小

 4 神澤 萌絵(6) 小学生     16.85 
ｶﾝｻﾞﾜ ﾓｴ 湖南小

4    87

5    21

2   276

3   218

小学6年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月29日 12:10

大会新  (GR )     3,52.67

 1 岡崎 七海(4) 小学生   3,57.37 
ｵｶｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 中洲小

 2 近藤 杏菜(4) 小学生   4,04.69 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾝﾅ 中洲小

決勝 9月29日 12:10

大会新  (GR )     3,45.44

 1 伊藤 めぐみ(5) 小学生   3,35.52 
ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 四賀小

 2 藤森 恵弥子(5) 小学生   3,36.47 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 城北小

 3 小泉 智香(5) 小学生   3,44.36 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ 豊田小

 4 藤森 理乎(5) 小学生   3,51.49 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｺ 豊田小

決勝 9月29日 12:10

大会新  (GR )     3,29.87

 1 小倉 綾華(6) 小学生   4,12.41 
ｵｸﾞﾗ ｱﾔｶ 中洲小

 2 藤森 奈月(6) 小学生   4,12.85 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾂｷ 湖南小

7   231

8    10

小学6年女子

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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3   177
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1000m               

決勝
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小学4年女子
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順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11   253  253

22   246  246



決勝 9月29日 12:55

大会新  (GR )       57.98

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 高島小(A)    84 花岡 愛梨(5)   1,01.11 

ﾀｶｼﾏｼｮｳA ﾊﾅｵｶｱｲﾘ
   73 前田 唯(5)

ﾏｴﾀﾞﾕｲ
   83 外川 柊(5)

ﾄｶﾞﾜｼｭｳ
   78 山本 紗矢香(5)

ﾔﾏﾓﾄｻﾔｶ
 2   5 城南小(A)   138 藤森 萌恵(5)   1,02.65 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳA ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴ
  151 小口 真由佳(5)

ｵｸﾞﾁ ﾏﾕｶ
  175 伊藤 朱音(5)

ｲﾄｳ ｱｶﾈ
  143 西條 沙羅(5)

ﾆｼｼﾞｮｳ ｻﾗ
 3   3 湖南小    55 伊藤 桃香(5)   1,05.33 

ｺﾅﾐｼｮｳ ｲﾄｳ ﾓﾓｶ
   54 伊藤 姫日葵(5)

ｲﾄｳ ﾋﾏﾘ
   42 宮下 綺実(5)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ
   40 橋本 花甫(5)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 4   4 高島小(B)    62 木村 妃杏(4)   1,06.01 

ﾀｶｼﾏｼｮｳB ｷﾑﾗﾋﾒｱ
   86 伊藤 里紗(5)

ｲﾄｳﾘｻ
   82 柿澤 摩歩(4)

ｶｷｻﾞﾜﾏﾎ
   75 小松 愛美(5)

ｺﾏﾂﾏﾅﾐ
 5   6 四賀小   128 河西 穂香(5)   1,06.90 

ｼｶﾞｼｮｳ ﾏｻｲ ﾎﾉｶ
   88 和田 彩花(5)

ﾜﾀ ﾞｱﾔｶ
  103 田中 珠未(4)

ﾀﾅｶ ﾀﾏﾐ
  114 松山 彩音(5)

ﾏﾂﾔﾏ ｱﾔﾈ

決勝 9月29日 12:55

大会新  (GR )            

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 四賀小   122 三井 陽奈(6)   1,01.25 

ｼｶﾞｼｮｳ ﾐﾂｲ ﾊﾙﾅ
  130 伊藤 めぐみ(5)

ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ
  109 石水 雅姫(6)

ｲｼﾐｽﾞ ﾐﾔﾋﾞ
  100 藤森 愛生香(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲｶ

小学5年女子

4x100m              

決勝

小学6年女子

4x100m              

決勝



決勝 9月29日  9:00

大会新  (GR )        2.87

小池 佑月(3) 小学生   2.74    X    X    2.74 
ｺｲｹ ﾕﾂﾞｷ 城南小   +0.2    +0.2
中山 結(3) 小学生   2.56   2.59   2.72    2.72 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 中洲小   +0.1   -1.2   -0.1    -0.1

決勝 9月29日  9:00

大会新  (GR )        3.28

田中 珠未(4) 小学生   2.74   2.83   2.90    2.90 
ﾀﾅｶ ﾀﾏﾐ 四賀小   +0.6   +0.9   -2.1    -2.1
綱嶋 玲渚(4) 小学生   2.77    X    X    2.77 
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 中洲小   -1.7    -1.7
木村 莉子(4) 小学生    X    X    X 記録なし
ｷﾑﾗ ﾘｺ 中洲小

決勝 9月29日  9:00

大会新  (GR )        3.48

西條 沙羅(5) 小学生    X   3.13   3.46    3.46 
ﾆｼｼﾞｮｳ ｻﾗ 城南小   +0.8    0.0     0.0
熊谷 桃花(5) 小学生   2.96   3.13   3.02    3.13 
ｸﾏｶﾞｲ ﾓﾓｶ 湖南小   +0.7   +0.9   +0.4    +0.9

決勝 9月29日  9:00

大会新  (GR )        3.79

岩﨑 美羽(6) 小学生   3.39   3.14   3.48    3.48 
ｲﾜｻｷ ﾐｳ 城南小   +0.9   +1.1   +0.8    +0.8
田中 未佳(6) 小学生   2.80    X   2.79    2.80 
ﾀﾅｶ ﾐｶ 四賀小   -0.3   -1.5    -0.3

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 2   166

-5-

2 1   102

1 1   143
-5-

2 2    36

-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-

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- -5-

2 1   239

-6- 記録-2- -3- -4-

2   196

1 3   103

1 1   148
-5-

2 2   213

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

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-



決勝 9月29日 10:00

大会新  (GR )       13.66

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -0.5

 1 金子 真菜(1) 中学生     15.22  1 瀬戸 真友香(1) 中学生     14.64 
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪西中 ｾﾄ ﾏﾕｶ 諏訪中

 2 宮坂 さくら(1) 中学生     15.65  2 鵜飼 遥香(1) 中学生     14.89 
ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ 上諏訪中 ｳｶｲﾊﾙｶ 諏訪南中

 3 門間ちさ穂(1) 中学生     15.74  3 牛山 世梨奈(1) 中学生     15.25 
ﾓﾝﾏ ﾁｻﾎ 諏訪西中 ｳｼﾔﾏｾﾘﾅ 諏訪南中

 4 宮澤 里奈(1) 中学生     16.00  4 牛山 愛梨(1) 中学生     15.56 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ 上諏訪中 ｳｼﾔﾏｱｲﾘ 諏訪南中

 5 渡邉 瑞紀(1) 中学生     16.49  5 進藤 綺良々(1) 中学生     15.65 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 上諏訪中 ｼﾝﾄﾞｳｷﾗﾗ 諏訪南中

   1 瀬戸 真友香(1) 中学生 諏訪中     14.64 (-0.5)   2   1
   2 鵜飼 遥香(1) 中学生 諏訪南中     14.89 (-0.5)   2   2
   3 金子 真菜(1) 中学生 諏訪西中     15.22 (-0.6)   1   1
   4 牛山 世梨奈(1) 中学生 諏訪南中     15.25 (-0.5)   2   3
   5 牛山 愛梨(1) 中学生 諏訪南中     15.56 (-0.5)   2   4
   6 宮坂 さくら(1) 中学生 上諏訪中     15.65 (-0.6)   1   2
   6 進藤 綺良々(1) 中学生 諏訪南中     15.65 (-0.5)   2   5
   8 門間ちさ穂(1) 中学生 諏訪西中     15.74 (-0.6)   1   3
   9 宮澤 里奈(1) 中学生 上諏訪中     16.00 (-0.6)   1   4
  10 渡邉 瑞紀(1) 中学生 上諏訪中     16.49 (-0.6)   1   5

決勝 9月29日 10:05

大会新  (GR )       13.58

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +0.8

 1 長谷川 聖奈(2) 中学生     14.50  1 小林 みずほ(2) 中学生     13.96 
ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 上諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中

 2 上原 萌花(2) 中学生     14.75  2 中澤 毬乃(2) 中学生     14.22 
ｳｴﾊﾗﾓｴｶ 諏訪南中 ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ 諏訪南中

 3 岩波 里奈(2) 中学生     15.44  3 矢澤 舞香(2) 中学生     14.35 
ｲﾜﾅﾐﾘﾅ 諏訪南中 ﾔｻﾞﾜﾏｲｶ 諏訪南中

 4 下山 甘夏(2) 中学生     15.52  4 川上 由華(2) 中学生     14.51 
ｼﾓﾔﾏ ｶﾝﾅ 諏訪西中 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中

 5 三井 咲良(2) 中学生     16.00  5 前田 未央(2) 中学生     14.64 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中 ﾏｴﾀﾞﾐｵ 諏訪南中

 6 諏訪 春乃(2) 中学生     17.01 
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中

   1 小林 みずほ(2) 中学生 上諏訪中     13.96 (+0.8)   2   1
   2 中澤 毬乃(2) 中学生 諏訪南中     14.22 (+0.8)   2   2
   3 矢澤 舞香(2) 中学生 諏訪南中     14.35 (+0.8)   2   3
   4 長谷川 聖奈(2) 中学生 上諏訪中     14.50 (-0.2)   1   1
   5 川上 由華(2) 中学生 諏訪中     14.51 (+0.8)   2   4
   6 前田 未央(2) 中学生 諏訪南中     14.64 (+0.8)   2   5
   7 上原 萌花(2) 中学生 諏訪南中     14.75 (-0.2)   1   2
   8 岩波 里奈(2) 中学生 諏訪南中     15.44 (-0.2)   1   3
   9 下山 甘夏(2) 中学生 諏訪西中     15.52 (-0.2)   1   4
  10 三井 咲良(2) 中学生 上諏訪中     16.00 (-0.2)   1   5
  11 諏訪 春乃(2) 中学生 上諏訪中     17.01 (-0.2)   1   6

中学2年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
6   289

5   331

3   340

7   314

2   298

4   294

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   296

6   327

4   325

5   322

2   328

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
  296
  327
  325
  289
  322
  328

  298
  294

  331
  340
  314

  312
  338
  339
  303

  287

  330
  306
  301

記録（風） 備考 組 順位
  323
  342

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

4   330

3   338

2   339

所属名 記録／備考
5   323

6   342

4   287

順 ﾚｰﾝ No.

5   306

2   301

3   312

6   303

中学1年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 9月29日 10:05

大会新  (GR )       14.39

風速 +0.8

 1 田邉 美森(3) 中学生     14.47 
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中

決勝 9月29日 11:50

大会新  (GR )       28.24

風速 -0.7

 1 矢澤 舞香(2) 中学生     29.48 
ﾔｻﾞﾜﾏｲｶ 諏訪南中

 2 中澤 毬乃(2) 中学生     29.50 
ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ 諏訪南中

 3 小林 みずほ(2) 中学生     29.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中

 4 前田 未央(2) 中学生     29.92 
ﾏｴﾀﾞﾐｵ 諏訪南中

 5 長谷川 聖奈(2) 中学生     31.38 
ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 上諏訪中

 6 宮澤 里奈(1) 中学生     33.42 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ 上諏訪中
後藤 紗希(1) 中学生
ｺﾞﾄｳ ｻｷ 上諏訪中
川上 由華(2) 中学生
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中

決勝 9月29日 12:25

大会新  (GR )     5,08.25

 1 宮坂 さくら(1) 中学生   5,19.27 
ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ 上諏訪中

 2 上原 萌花(2) 中学生   5,21.76 
ｳｴﾊﾗﾓｴｶ 諏訪南中

 3 三井 咲良(2) 中学生   5,23.96 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

 4 岩波 里奈(2) 中学生   5,43.49 
ｲﾜﾅﾐﾘﾅ 諏訪南中
河原 里紗(3) 中学生
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中
後藤 紗希(1) 中学生
ｺﾞﾄｳ ｻｷ 上諏訪中
渡邉 瑞紀(1) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 上諏訪中

決勝 9月29日 10:05

風速 +0.8

 1 吉村 さつき 一般     18.98 
ﾖｼﾑﾗ ｻﾂｷ 諏訪西中教員

中学共通女子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   303

4   331

2   298

6   340

7   287
欠場

3   304
欠場

5   300
欠場

中学共通女子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   328

2   325

6   327

欠場
8   322

欠場

3   289

5   301

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   300

1   296

7   288

8   347

30～39歳女子

100m

決勝

順

中学3年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月29日 13:10

大会新  (GR )       55.19

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 諏訪南中(A)   327 中澤 毬乃(2)     55.54 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳA ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ
  325 矢澤 舞香(2)

ﾔｻﾞﾜﾏｲｶ
  328 前田 未央(2)

ﾏｴﾀﾞﾐｵ
  331 上原 萌花(2)

ｳｴﾊﾗﾓｴｶ
 2   2 諏訪南中(B)   338 牛山 世梨奈(1)     59.34 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳB ｳｼﾔﾏｾﾘﾅ
  339 牛山 愛梨(1)

ｳｼﾔﾏｱｲﾘ
  330 進藤 綺良々(1)

ｼﾝﾄﾞｳｷﾗﾗ
  342 鵜飼 遥香(1)

ｳｶｲﾊﾙｶ
 3   5 上諏訪中(B)   301 宮澤 里奈(1)   1,01.46 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳB ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ
  298 三井 咲良(2)

ﾐﾂｲ ｻｸﾗ
  294 諏訪 春乃(2)

ｽﾜ ﾊﾙﾉ
  303 宮坂 さくら(1)

ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ
  3 上諏訪中(A)

ｶﾐｽﾜﾁｭｳA 欠場

中学共通女子

4x100m              

決勝



決勝 9月29日 11:30

大会新  (GR )        4.35

下山 甘夏(2) 中学生   3.59   3.94   3.86   3.73   3.79   3.20    3.94 
ｼﾓﾔﾏ ｶﾝﾅ 諏訪西中   -0.6   -0.1   -1.6   -1.6   -1.1   +0.3    -0.1
牛山 世梨奈(1) 中学生   3.90    X    X   3.70   3.79   3.84    3.90 
ｳｼﾔﾏｾﾘﾅ 諏訪南中    0.0   -2.6   +0.4   -1.5     0.0
瀬戸 真友香(1) 中学生   3.76   3.64   3.71   3.59   3.66   3.85    3.85 
ｾﾄ ﾏﾕｶ 諏訪中    0.0   -0.2   -0.2   -0.1   -0.6   -0.3    -0.3
進藤 綺良々(1) 中学生   3.51   3.72   3.67   3.58   3.74   3.44    3.74 
ｼﾝﾄﾞｳｷﾗﾗ 諏訪南中   -0.7   -0.6   -0.4   +0.4   -2.8   +0.3    -2.8
門間ちさ穂(1) 中学生   3.53   3.54   3.26   3.40   3.45   3.27    3.54 
ﾓﾝﾏ ﾁｻﾎ 諏訪西中   +0.9   +0.6   +0.7   +0.4   +2.3   -0.1    +0.6
牛山 愛梨(1) 中学生   3.26   2.70   3.15   3.16   3.30   3.42    3.42 
ｳｼﾔﾏｱｲﾘ 諏訪南中   -0.4   +0.8    0.0   +0.1    0.0    0.0     0.0
鵜飼 遥香(1) 中学生   3.16   3.07   3.12   2.92    X   3.07    3.16 
ｳｶｲﾊﾙｶ 諏訪南中   +1.4   +0.8   +0.7   +0.3    0.0    +1.4
金子 真菜(1) 中学生   3.15   2.91   3.15    X   3.11   2.90    3.15 
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪西中   +0.5   +0.8   -1.1   +0.2    0.0    +0.5

決勝 9月29日 11:30

中澤 毬乃(2) 中学生    -    -   3.43   3.73   3.86   3.65    3.86 
ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ 諏訪南中   +0.1   -1.7   -0.4   -0.9    -0.4

備考

中学女子オープ

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
1 1   327

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

7 5   342

8 2   312

5 6   306

6 1   339

3 4   323

4 3   330

1 8   314
-5-

2 7   338

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

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-
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