
主　催：

主　管：
日　時：
会　場：
審判長：

記録主任：

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
小学４年
女子100ｍ

決勝 増田　藍 豊田小 15.64 15.77

中学3年
男子100ｍ

決勝 松本　陸 上諏訪中3 12.37 12.80

小学6年
女子走幅跳

決勝 柿澤　摩歩 高島小 3ｍ94 3ｍ79

中学共通
男子走幅跳

決勝 松本　陸 上諏訪中3 6ｍ38 5ｍ90

小学5年
男子100ｍ

決勝 伊藤　陽斗 中州小 14.41 14.58

小学5年
女子100ｍ

決勝 藤森　七海 湖南小 14.81 14.93

小泉　春花 城南小 3,27.59
岡崎　七海 中州小 3,28.20
小林　季生 諏訪市陸協 4,09.52
湯澤　亮太 信濃むつみ 4,09.54
金澤　拓則 諏訪市陸協 4,12.15

50歳以上
男子1500ｍ

決勝 谷川　秀樹 諏訪市陸協 5,01.23 5,24.75

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
8:30 曇 23.0 67.0 0.0m/sec.
9:00 曇 23.0 52.0 南東 1.5m/sec.
10:00 曇 24.0 53.0 南東 0.1m/sec.
11:00 曇 24.5 60.0 南 2.2m/sec.
12:00 曇 23.0 63.0 南西 0.8m/sec.
13:00 晴 23.0 59.0 南西 1.0m/sec.

大会新記録一覧

平成27年6月14日（日）
茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100）
倉田　圭二
森　安夫

諏訪市陸上競技協会

第67回諏訪市スポーツ祭　陸上競技大会

諏訪市
諏訪市教育委員会
諏訪市体育連盟

公式記録集

小学6年
女子1000ｍ

決勝 3.29.87

高校一般男子
15～29歳1500

ｍ
決勝 4,43.41



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                                    

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】203100  茅野市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
06/14 16～29歳女子 市川 絢(1) 6,37.39

1500m 一般･松本秀峰高
06/14 小学1年女子 新海 美桜(1) 11.62 鈴木 紅彩(1) 12.14 矢澤 芽生(1) 12.18 茅野 智奈(1) 12.32 小菅 和奏(1) 12.35 小口 千夏(1) 12.38 小池 結月(1) 12.44 三井 こころ(1) 12.45

60m 小学生･中洲小 小学生･四賀小 小学生･城南小 小学生･城北小 小学生･四賀小 小学生･城南小 小学生･湖南小 小学生･城北小
06/14 小学2年女子 波多腰 絢乃(2) 10.97 金子 結香(2) 11.24 進士 渚(2) 11.38 寺尾 穗花(2) 11.48 小松 真緒(2) 11.54 原 万彩(2) 11.55 山本 優香(2) 11.62 友野 利娃(2) 11.64

60m 小学生･四賀小 小学生･湖南小 小学生･中洲小 小学生･四賀小 小学生･城南小 小学生･中洲小 小学生･中洲小 小学生･湖南小
06/14 小学3年女子 伊藤 穂香(3) 17.26 石平 愛菜(3) 17.28 両角 愛菜(3) 17.57 梅﨑 陽菜(3) 17.93 山崎結愛(3) 17.96 齊藤 百音(3) 18.03 小穴 茉由(3) 18.09 岡田 美咲希(3) 18.20

100m 小学生･湖南小 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･湖南小 小学生･中洲小 小学生･城南小
06/14 矢﨑 梨奈(3) 2.48(+0.3) 石田 莉緒(3) 2.40(-0.2) 市川 紗菜(3) 2.40(0.0) 伊藤 亜佳音(3)2.15(-0.5) 北原 雅(3) 2.11(+0.6) 石田 茉緒(3) 2.05(0.0)

走幅跳 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･四賀小
06/14 小学4年女子 増田 藍(4) 15.64 河西 真依(4) 16.31 伊藤 朱璃(4) 17.10 小松 美沙季(4) 17.10 伊藤 煌凜(4) 17.11 増澤 爽(4) 17.16 芦川 舞奈(4) 17.37 矢澤 愛花(4) 17.76

100m 小学生･豊田小 GR 小学生･中洲小 小学生･四賀小 小学生･湖南小 小学生･湖南小 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･中洲小
06/14 古畑 美桜(4) 4,07.01 齋藤 奏絵(4) 4,23.13 相馬 里瑠(4) 4,47.81

1000m 小学生･湖南小 小学生･中洲小 小学生･四賀小
06/14 小学5年女子 藤森 七海(5) 14.81 両角みなみ(5) 15.58 中村 空夏(5) 15.71 大内愛稀(5) 16.19 安田 里穂(5) 小学生･豊田小 16.30 大島 愛美(5) 16.32 小口香苗(5) 16.58

100m 小学生･湖南小 GR 小学生･高島小 小学生･中洲小 小学生･高島小 濱 弥月(5) 小学生･城南小 小学生･中洲小 小学生･高島小
06/14 小松 夢來(5) 3,36.16 中山 結(5) 3,46.61

1000m 小学生･湖南小 小学生･中洲小
06/14 新井 花奈(5) 2.91(-1.1)

走幅跳 小学生･中洲小
06/14 中洲小     1,02.95 高島小     1,03.15 湖南小     1,03.29

4x100m 矢島 幸(5) 両角みなみ(5) 伊藤 煌凜(4)
大島 愛美(5) 鮎澤夢(5) 齊藤 有香(5)
中山 結(5) 大内愛稀(5) 小松 夢來(5)
中村 空夏(5) 飯田ほのか(5) 藤森 七海(5)

06/14 小学6年女子  -0.5三村　紗唯(6) 15.67 小倉 星来(6) 15.96 増田 遥(6) 16.35 原田 なな(6) 16.43 福田 侑河(6) 16.50 加藤 愛美(6) 16.51 木下 嘉乃(6) 16.77
100m 小学生･湖南小 小学生･中洲小 小学生･豊田小 小学生･湖南小 小学生･中洲小 小学生･中洲小 小学生･湖南小

06/14 小泉 春花(6) 3,27.59 岡崎 七海(6) 3,28.20 木村妃杏(6) 3,37.63
1000m 小学生･城南小 GR 小学生･中洲小 GR 小学生･高島小

06/14 柿澤摩歩(6) 3.94(+0.1) 武井 紗英(6) 3.25(0.0) 近藤 杏菜(6) 3.07(0.0) 綱島 玲渚(6) 3.06(0.0)
走幅跳 小学生･高島小 GR 小学生･湖南小 小学生･中洲小 小学生･中洲小

06/14 中洲小     1,02.77 湖南小     1,03.18
4x100m 岡崎 七海(6) 三村　紗唯(6)

福田 侑河(6) 原田 なな(6)
小倉 星来(6) 武井 紗英(6)
加藤 愛美(6) 木下 嘉乃(6)

06/14 中学1年女子  -1.7前田 唯(1) 14.46
100m 中学生･上諏訪中

06/14 中学2年女子  -1.7鮎澤 ののか(2) 14.83
100m 中学生･上諏訪中

06/14 中学3年女子  -1.7瀬戸 真友香(3) 14.60
100m 中学生･諏訪中

06/14 中学共通女子  -0.9前田 唯(1) 29.53 宮下 綺実(1) 30.46
200m 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪西中

06/14 宮坂 さくら(3) 5,10.78 藤森 恵弥子(1) 5,19.79 宮下 綺実(1) 5,41.46 市川 結(2) 5,51.96
1500m 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪西中 中学生･松本秀峰中

06/14 瀬戸 真友香(3)4.03(-0.8)
走幅跳 中学生･諏訪中



決勝 6月14日 12:00

 1 市川 絢(1) 一般   6,37.39 
ｲﾁｶﾜ ｱﾔ 松本秀峰高

5   303

16～29歳女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月14日  9:45

大会新(GR)    14.39

風速 -1.7

 1 瀬戸 真友香(3) 中学生     14.60 
ｾﾄ ﾏﾕｶ 諏訪中

決勝 6月14日  9:45

大会新(GR)    13.58

風速 -1.7

 1 鮎澤 ののか(2) 中学生     14.83 
ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 上諏訪中

決勝 6月14日  9:45

大会新(GR)    13.66

風速 -1.7

 1 前田 唯(1) 中学生     14.46 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中

決勝 6月14日 11:25

大会新(GR)    28.24

風速 -0.9

 1 前田 唯(1) 中学生     29.53 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中

 2 宮下 綺実(1) 中学生     30.46 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中

決勝 6月14日 12:00

大会新(GR)    5,08.25

 1 宮坂 さくら(3) 中学生   5,10.78 
ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ 上諏訪中

 2 藤森 恵弥子(1) 中学生   5,19.79 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 上諏訪中

 3 宮下 綺実(1) 中学生   5,41.46 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中

 4 市川 結(2) 中学生   5,51.96 
ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 松本秀峰中

中学共通女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   285

3   295

4   292

2   282

中学共通女子

1500m

決勝

順

1   280

3   295

中学3年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   296

2   285

3   294

中学2年女子

100m

決勝

順

中学1年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

所属名 記録／備考



決勝 6月14日 11:15

大会新(GR)    14.66

風速 -0.5

 1 三村　紗唯(6) 小学生     15.67 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 湖南小

 2 小倉 星来(6) 小学生     15.96 
ｵｸﾞﾗ ｾｲﾗ 中洲小

 3 増田 遥(6) 小学生     16.35 
ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙｶ 豊田小

 4 原田 なな(6) 小学生     16.43 
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 湖南小

 5 福田 侑河(6) 小学生     16.50 
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 中洲小

 6 加藤 愛美(6) 小学生     16.51 
ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ 中洲小

 7 木下 嘉乃(6) 小学生     16.77 
ｷﾉｼﾀ ｶﾉ 湖南小

決勝 6月14日 11:10

大会新(GR)    14.93

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -1.5

 1 中村 空夏(5) 小学生     15.71  1 藤森 七海(5) 小学生     14.81 
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 中洲小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 湖南小

 2 大内愛稀(5) 小学生     16.19  2 両角みなみ(5) 小学生     15.58 
ｵｵｳﾁｱｲｷ 高島小 ﾓﾛｽﾞﾐﾐﾅﾐ 高島小

 3 安田 里穂(5) 小学生     16.30  3 飯田ほのか(5) 小学生     16.59 
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 豊田小 ｲｲﾀﾞﾎﾉｶ 高島小

 4 濱 弥月(5) 小学生     16.30  4 小口 葉奈(5) 小学生     16.70 
ﾊﾏ ﾐﾂﾞｷ 城南小 ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 豊田小

 5 大島 愛美(5) 小学生     16.32  5 菅野 愛梨(5) 小学生     16.80 
ｵｵｼﾏ ｱﾐ 中洲小 ｶﾝﾉ ｱｲﾘ 中洲小

 6 小口香苗(5) 小学生     16.58  6 北原 伊織(5) 小学生     16.95 
ｵｸﾞﾁｶﾅｴ 高島小 ｷﾀﾊﾗ ｲｵﾘ 四賀小

 7 山田 舞(5) 小学生     17.10  7 矢島 幸(5) 小学生     17.24 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 城南小 ﾔｼﾞﾏ ﾐﾕｷ 中洲小

 8 齊藤 有香(5) 小学生     17.65  8 鮎澤夢(5) 小学生     17.35 
ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ 湖南小 ｱｲｻﾞﾜﾕﾒ 高島小

   1 藤森 七海(5) 小学生 湖南小     14.81 (-1.5) 大会新   2   1
   2 両角みなみ(5) 小学生 高島小     15.58 (-1.5)   2   2
   3 中村 空夏(5) 小学生 中洲小     15.71 (+0.2)   1   1
   4 大内愛稀(5) 小学生 高島小     16.19 (+0.2)   1   2
   5 安田 里穂(5) 小学生 豊田小     16.30 (+0.2)   1   3
   5 濱 弥月(5) 小学生 城南小     16.30 (+0.2)   1   4
   7 大島 愛美(5) 小学生 中洲小     16.32 (+0.2)   1   5
   8 小口香苗(5) 小学生 高島小     16.58 (+0.2)   1   6
   9 飯田ほのか(5) 小学生 高島小     16.59 (-1.5)   2   3
  10 小口 葉奈(5) 小学生 豊田小     16.70 (-1.5)   2   4
  11 菅野 愛梨(5) 小学生 中洲小     16.80 (-1.5)   2   5
  12 北原 伊織(5) 小学生 四賀小     16.95 (-1.5)   2   6
  13 山田 舞(5) 小学生 城南小     17.10 (+0.2)   1   7
  14 矢島 幸(5) 小学生 中洲小     17.24 (-1.5)   2   7
  15 鮎澤夢(5) 小学生 高島小     17.35 (-1.5)   2   8
  16 齊藤 有香(5) 小学生 湖南小     17.65 (+0.2)   1   8

   74
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  228
   82
  166
  206

  279
  130
  220
   61
   57
  273

組 順位
   15
   51
  218
   60

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

2    82

3    74

9   273

所属名 記録／備考
8    15

大会新
7    51

順 ﾚｰﾝ No.

5    57

6   228

4   2069   166

2     1

8   220

3    61

6   279

7   130

記録／備考 氏  名
4   218

5    60

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学5年女子

100m

3    34

2   239

小学6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

7    38

8   209

6   272

5     8

4   258



決勝 6月14日  9:30

大会新(GR)    15.77

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -0.7

 1 増田 藍(4) 小学生     15.64  1 河西 真依(4) 小学生     16.31 
ﾏｽﾀﾞ ｱｲ 豊田小 ｶｻｲ ﾏｲ 中洲小

 2 伊藤 煌凜(4) 小学生     17.11  2 伊藤 朱璃(4) 小学生     17.10 
ｲﾄｳ ｷﾗﾘ 湖南小 ｲﾄｳ ｼｭﾘ 四賀小

 3 芦川 舞奈(4) 小学生     17.37  3 小松 美沙季(4) 小学生     17.10 
ｱｼｶﾜ ﾏﾅ 四賀小 ｺﾏﾂ ﾐｻｷ 湖南小

 4 矢澤 愛花(4) 小学生     17.76  4 増澤 爽(4) 小学生     17.16 
ﾔｻﾞﾜ ﾏﾅｶ 中洲小 ﾏｽｻﾞﾜ ｻﾜ 四賀小

 5 平林 未来乃(4) 小学生     17.83  5 池上 ふたば(4) 小学生     17.81 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾗﾉ 中洲小 ｲｹｶﾞﾐ ﾌﾀﾊﾞ 四賀小

 6 坂本彩弥(4) 小学生     18.38  6 江本 亜耶奈(4) 小学生     17.88 
ｻｶﾓﾄｱﾔ 高島小 ｴﾓﾄ ｱﾔﾅ 城南小

 7 藤森 靖珠(4) 小学生     18.62  7 百瀬 陽菜(4) 小学生     18.90 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｾｲｼﾞｭ 城南小 ﾓﾓｾ ﾋﾅ 豊田小

 8 山崎 夏祭(4) 小学生     19.55 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂﾘ 四賀小

   1 増田 藍(4) 小学生 豊田小     15.64 (+0.1) 大会新   1   1
   2 河西 真依(4) 小学生 中洲小     16.31 (-0.7)   2   1
   3 伊藤 朱璃(4) 小学生 四賀小     17.10 (-0.7)   2   2
   4 小松 美沙季(4) 小学生 湖南小     17.10 (-0.7)   2   2
   5 伊藤 煌凜(4) 小学生 湖南小     17.11 (+0.1)   1   2
   6 増澤 爽(4) 小学生 四賀小     17.16 (-0.7)   2   4
   7 芦川 舞奈(4) 小学生 四賀小     17.37 (+0.1)   1   3
   8 矢澤 愛花(4) 小学生 中洲小     17.76 (+0.1)   1   4
   9 池上 ふたば(4) 小学生 四賀小     17.81 (-0.7)   2   5
  10 平林 未来乃(4) 小学生 中洲小     17.83 (+0.1)   1   5
  11 江本 亜耶奈(4) 小学生 城南小     17.88 (-0.7)   2   6
  12 坂本彩弥(4) 小学生 高島小     18.38 (+0.1)   1   6
  13 藤森 靖珠(4) 小学生 城南小     18.62 (+0.1)   1   7
  14 百瀬 陽菜(4) 小学生 豊田小     18.90 (-0.7)   2   7
  15 山崎 夏祭(4) 小学生 四賀小     19.55 (+0.1)   1   8  113
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決勝 6月14日  9:05

大会新(GR)          16.09

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.5

 1 伊藤 穂香(3) 小学生     17.26  1 梅﨑 陽菜(3) 小学生     17.93 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 湖南小 ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾙﾅ 中洲小

 2 石平 愛菜(3) 小学生     17.28  2 飯嶋 咲南(3) 小学生     18.49 
ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ 城南小 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 中洲小

 3 両角 愛菜(3) 小学生     17.57  3 宮坂 慶子(3) 小学生     19.26 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏﾅ 城南小 ﾐﾔｻｶ ｹｲｺ 城南小

 4 岡田 美咲希(3) 小学生     18.20  4 土橋 なるみ(3) 小学生     19.41 
ｵｶﾀﾞ ﾐｻｷ 城南小 ﾂﾁﾊｼ ﾅﾙﾐ 高島小

 5 河西美結(3) 小学生     18.32  5 今井 彩遥(3) 小学生     19.42 
ｶｻｲﾐﾕ 高島小 ｲﾏｲ ｱｽﾐ 豊田小

 6 新村 音寧(3) 小学生     18.37  6 福島 彩里(3) 小学生     19.47 
ﾆｲﾑﾗ ﾈﾈ 中洲小 ﾌｸｼﾏ ｲﾛﾘ 城南小

 7 御厨 心美(3) 小学生     19.11  7 木下 舞乙(3) 小学生     19.56 
ﾐｸﾘﾔ ｺｺﾐ 豊田小 ｷﾉｼﾀ ﾏｵ 湖南小

 8 五味 暖歌(3) 小学生     19.49  8 花水 絢(3) 小学生     19.57 
ｺﾞﾐ ﾎﾉｶ 城北小 ﾊﾅﾐｽﾞ ｱﾔ 城南小

 9 小林 愛奈(3) 小学生     19.56  9 里見 あかり(3) 小学生     20.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾅ 四賀小 ｻﾄﾐ ｱｶﾘ 四賀小

[ 3組] 風速 +0.2

 1 山崎結愛(3) 小学生     17.96 
ﾔﾏｻﾞｷﾕｳｱ 高島小

 2 齊藤 百音(3) 小学生     18.03 
ｻｲﾄｳ ﾓﾓﾈ 湖南小

 3 小穴 茉由(3) 小学生     18.09 
ｵｱﾅ ﾏﾕ 中洲小

 4 中島 春香(3) 小学生     18.76 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 豊田小

 5 佐藤 藍子(3) 小学生     19.08 
ｻﾄｳ ｱｲｺ 四賀小

 6 井出 千陽(3) 小学生     20.10 
ｲﾃﾞ ﾁﾊﾙ 城南小

 7 上野 南美(3) 小学生     20.20 
ｳｴﾉ ﾐﾅﾐ 城南小

 8 小山 ことみ(3) 小学生     20.24 
ｺﾔﾏ ｺﾄﾐ 城北小

   1 伊藤 穂香(3) 小学生 湖南小     17.26 (-0.7)   1   1
   2 石平 愛菜(3) 小学生 城南小     17.28 (-0.7)   1   2
   3 両角 愛菜(3) 小学生 城南小     17.57 (-0.7)   1   3
   4 梅﨑 陽菜(3) 小学生 中洲小     17.93 (-0.5)   2   1
   5 山崎結愛(3) 小学生 高島小     17.96 (+0.2)   3   1
   6 齊藤 百音(3) 小学生 湖南小     18.03 (+0.2)   3   2
   7 小穴 茉由(3) 小学生 中洲小     18.09 (+0.2)   3   3
   8 岡田 美咲希(3) 小学生 城南小     18.20 (-0.7)   1   4
   9 河西美結(3) 小学生 高島小     18.32 (-0.7)   1   5
  10 新村 音寧(3) 小学生 中洲小     18.37 (-0.7)   1   6
  11 飯嶋 咲南(3) 小学生 中洲小     18.49 (-0.5)   2   2
  12 中島 春香(3) 小学生 豊田小     18.76 (+0.2)   3   4
  13 佐藤 藍子(3) 小学生 四賀小     19.08 (+0.2)   3   5
  14 御厨 心美(3) 小学生 豊田小     19.11 (-0.7)   1   7
  15 宮坂 慶子(3) 小学生 城南小     19.26 (-0.5)   2   3
  16 土橋 なるみ(3) 小学生 高島小     19.41 (-0.5)   2   4
  17 今井 彩遥(3) 小学生 豊田小     19.42 (-0.5)   2   5
  18 福島 彩里(3) 小学生 城南小     19.47 (-0.5)   2   6
  19 五味 暖歌(3) 小学生 城北小     19.49 (-0.7)   1   8
  20 木下 舞乙(3) 小学生 湖南小     19.56 (-0.5)   2   7
  20 小林 愛奈(3) 小学生 四賀小     19.56 (-0.7)   1   9
  22 花水 絢(3) 小学生 城南小     19.57 (-0.5)   2   8
  23 井出 千陽(3) 小学生 城南小     20.10 (+0.2)   3   6
  24 里見 あかり(3) 小学生 四賀小     20.12 (-0.5)   2   9
  25 上野 南美(3) 小学生 城南小     20.20 (+0.2)   3   7
  26 小山 ことみ(3) 小学生 城北小     20.24 (+0.2)   3   8  189
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決勝 6月14日 10:10

大会新(GR)    10.59

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +0.7

 1 波多腰 絢乃(2) 小学生     10.97  1 進士 渚(2) 小学生     11.38 
ﾊﾀｺｼ ｱﾔﾉ 四賀小 ｼﾝｼﾞ ﾅｷﾞｻ 中洲小

 2 金子 結香(2) 小学生     11.24  2 原 万彩(2) 小学生     11.55 
ｶﾈｺ ﾕｳｶ 湖南小 ﾊﾗ ｶｽﾞｻ 中洲小

 3 小松 真緒(2) 小学生     11.54  3 玉田佑芙(2) 小学生     11.79 
ｺﾏﾂ ﾏｵ 城南小 ﾀﾏﾀﾞﾕｳ 高島小

 4 友野 利娃(2) 小学生     11.64  4 伊藤 玲菜(2) 小学生     11.83 
ﾄﾓﾉ ﾘﾉｱ 湖南小 ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 四賀小

 5 坂口 椿(2) 小学生     12.39  5 山内 優佳(2) 小学生     12.12 
ｻｶｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｷ 中洲小 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｶ 城南小

 6 安永 結愛(2) 小学生     12.63  6 花岡 千咲(2) 小学生     12.31 
ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｲﾅ 中洲小 ﾊﾅｵｶ ﾁｻｷ 豊田小

 7 飯田 笑満(2) 小学生     13.05  7 藤森 優月(2) 小学生     12.66 
ｲｲﾀﾞ ｴﾏ 豊田小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾂﾞｷ 湖南小

[ 3組] 風速 -0.4

 1 寺尾 穗花(2) 小学生     11.48 
ﾃﾗｵ ﾎﾉｶ 四賀小

 2 山本 優香(2) 小学生     11.62 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 中洲小

 3 田村 夢(2) 小学生     12.04 
ﾀﾑﾗ ﾕﾒ 湖南小

 4 種山 菜南(2) 小学生     12.31 
ﾀﾈﾔﾏ ﾅﾅﾐ 城南小

 5 坂本彩恵(2) 小学生     12.66 
ｻｶﾓﾄｻｴ 高島小

 6 髙木 夏美(2) 小学生     13.38 
ﾀｶｷﾞ ﾅﾂﾐ 中洲小

   1 波多腰 絢乃(2) 小学生 四賀小     10.97 (-0.1)   1   1
   2 金子 結香(2) 小学生 湖南小     11.24 (-0.1)   1   2
   3 進士 渚(2) 小学生 中洲小     11.38 (+0.7)   2   1
   4 寺尾 穗花(2) 小学生 四賀小     11.48 (-0.4)   3   1
   5 小松 真緒(2) 小学生 城南小     11.54 (-0.1)   1   3
   6 原 万彩(2) 小学生 中洲小     11.55 (+0.7)   2   2
   7 山本 優香(2) 小学生 中洲小     11.62 (-0.4)   3   2
   8 友野 利娃(2) 小学生 湖南小     11.64 (-0.1)   1   4
   9 玉田佑芙(2) 小学生 高島小     11.79 (+0.7)   2   3
  10 伊藤 玲菜(2) 小学生 四賀小     11.83 (+0.7)   2   4
  11 田村 夢(2) 小学生 湖南小     12.04 (-0.4)   3   3
  12 山内 優佳(2) 小学生 城南小     12.12 (+0.7)   2   5
  13 種山 菜南(2) 小学生 城南小     12.31 (-0.4)   3   4
  13 花岡 千咲(2) 小学生 豊田小     12.31 (+0.7)   2   6
  15 坂口 椿(2) 小学生 中洲小     12.39 (-0.1)   1   5
  16 安永 結愛(2) 小学生 中洲小     12.63 (-0.1)   1   6
  17 坂本彩恵(2) 小学生 高島小     12.66 (-0.4)   3   5
  17 藤森 優月(2) 小学生 湖南小     12.66 (+0.7)   2   7
  19 飯田 笑満(2) 小学生 豊田小     13.05 (-0.1)   1   7
  20 髙木 夏美(2) 小学生 中洲小     13.38 (-0.4)   3   6
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決勝 6月14日 10:40

大会新(GR)    10.99

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 +1.2

 1 新海 美桜(1) 小学生     11.62  1 鈴木 紅彩(1) 小学生     12.14 
ｼﾝｶｲ ﾐｵ 中洲小 ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ 四賀小

 2 矢澤 芽生(1) 小学生     12.18  2 茅野 智奈(1) 小学生     12.32 
ﾔｻﾞﾜ ﾒｲ 城南小 ﾁﾉ ﾄﾓﾅ 城北小

 3 小菅 和奏(1) 小学生     12.35  3 小口 千夏(1) 小学生     12.38 
ｺｽｹﾞ ﾜｶﾅ 四賀小 ｵｸﾞﾁ ﾁﾅﾂ 城南小

 4 三井 こころ(1) 小学生     12.45  4 小池 結月(1) 小学生     12.44 
ﾐﾂｲ ｺｺﾛ 城北小 ｺｲｹ ﾕﾂﾞｷ 湖南小

 5 五味 柚希(1) 小学生     12.56  5 今井 優奈(1) 小学生     12.58 
ｺﾞﾐ ﾕｽﾞｷ 城南小 ｲﾏｲ ﾕｳﾅ 城南小

 6 田中 愛美(1) 小学生     13.03  6 北原 凜佳(1) 小学生     12.59 
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 中洲小 ｷﾀﾊﾗﾘﾝｶ 高島小

 7 矢島 茉夢(1) 小学生     13.17  7 両角 優月(1) 小学生     13.03 
ﾔｼﾞﾏ ﾏﾑ 湖南小 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕﾂﾞｷ 中洲小

 8 濱 絢菜(1) 小学生     13.89  8 池上 かりん(1) 小学生     13.06 
ﾊﾏ ｱﾔﾅ 中洲小 ｲｹｶﾞﾐ ｶﾘﾝ 四賀小
矢澤 倖妃乃(1) 小学生  9 赤羽 美宇(1) 小学生     13.06 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｷﾉ 中洲小 ｱｶﾊﾈ ﾐｳ 中洲小

   1 新海 美桜(1) 小学生 中洲小     11.62 (-0.5)   1   1
   2 鈴木 紅彩(1) 小学生 四賀小     12.14 (+1.2)   2   1
   3 矢澤 芽生(1) 小学生 城南小     12.18 (-0.5)   1   2
   4 茅野 智奈(1) 小学生 城北小     12.32 (+1.2)   2   2
   5 小菅 和奏(1) 小学生 四賀小     12.35 (-0.5)   1   3
   6 小口 千夏(1) 小学生 城南小     12.38 (+1.2)   2   3
   7 小池 結月(1) 小学生 湖南小     12.44 (+1.2)   2   4
   8 三井 こころ(1) 小学生 城北小     12.45 (-0.5)   1   4
   9 五味 柚希(1) 小学生 城南小     12.56 (-0.5)   1   5
  10 今井 優奈(1) 小学生 城南小     12.58 (+1.2)   2   5
  11 北原 凜佳(1) 小学生 高島小     12.59 (+1.2)   2   6
  12 田中 愛美(1) 小学生 中洲小     13.03 (-0.5)   1   6
  12 両角 優月(1) 小学生 中洲小     13.03 (+1.2)   2   7
  14 池上 かりん(1) 小学生 四賀小     13.06 (+1.2)   2   8
  14 赤羽 美宇(1) 小学生 中洲小     13.06 (+1.2)   2   9
  16 矢島 茉夢(1) 小学生 湖南小     13.17 (-0.5)   1   7
  17 濱 絢菜(1) 小学生 中洲小     13.89 (-0.5)   1   8
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決勝 6月14日 11:45

大会新(GR)    3,29.87

 1 小泉 春花(6) 小学生   3,27.59 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 城南小

 2 岡崎 七海(6) 小学生   3,28.20 
ｵｶｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 中洲小

 3 木村妃杏(6) 小学生   3,37.63 
ｷﾑﾗﾋﾒｱ 高島小

決勝 6月14日 11:45

大会新(GR)        3,35.52

 1 小松 夢來(5) 小学生   3,36.16 
ｺﾏﾂ ﾕﾗ 湖南小

 2 中山 結(5) 小学生   3,46.61 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 中洲小

決勝 6月14日 11:45

大会新(GR)    3,52.67

 1 古畑 美桜(4) 小学生   4,07.01 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵ 湖南小

 2 齋藤 奏絵(4) 小学生   4,23.13 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 中洲小

 3 相馬 里瑠(4) 小学生   4,47.81 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 四賀小
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1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

大会新
7    53

6   153
大会新

8   260



決勝 6月14日 12:30

大会新(GR)          58.67

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 中洲小   260 岡崎 七海(6)   1,02.77 

ﾅｶｽｼｮｳ ｵｶｻﾞｷ ﾅﾅﾐ
  209 福田 侑河(6)

ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｶﾞ
  239 小倉 星来(6)

ｵｸﾞﾗ ｾｲﾗ
  258 加藤 愛美(6)

ｶﾄｳ ﾏﾅﾐ
 2   6 湖南小    34 三村　紗唯(6)   1,03.18 

ｺﾅﾐｼｮｳ ﾐﾑﾗ ｻﾕ
   38 原田 なな(6)

ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ
    9 武井 紗英(6)

ﾀｹｲ ｻｴ
    8 木下 嘉乃(6)

ｷﾉｼﾀ ｶﾉ

決勝 6月14日 12:30

大会新(GR)    57.98

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 中洲小   206 矢島 幸(5)   1,02.95 

ﾅｶｽｼｮｳ ﾔｼﾞﾏ ﾐﾕｷ
  220 大島 愛美(5)

ｵｵｼﾏ ｱﾐ
  219 中山 結(5)

ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ
  218 中村 空夏(5)

ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ
 2   3 高島小    51 両角みなみ(5)   1,03.15 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾓﾛｽﾞﾐﾐﾅﾐ
   74 鮎澤夢(5)

ｱｲｻﾞﾜﾕﾒ
   60 大内愛稀(5)

ｵｵｳﾁｱｲｷ
   57 飯田ほのか(5)

ｲｲﾀﾞﾎﾉｶ
 3   4 湖南小    47 伊藤 煌凜(4)   1,03.29 

ｺﾅﾐｼｮｳ ｲﾄｳ ｷﾗﾘ
    1 齊藤 有香(5)

ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ
   28 小松 夢來(5)

ｺﾏﾂ ﾕﾗ
   15 藤森 七海(5)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ

4x100m

決勝

小学6年女子

4x100m

決勝

小学5年女子



決勝 6月14日 11:30

大会新(GR)    4.35

瀬戸 真友香(3) 中学生   4.03   4.01   3.97    4.03 
ｾﾄ ﾏﾕｶ 諏訪中   -0.8   -1.3   -0.7    -0.8

決勝 6月14日  9:00

大会新(GR)    3.79

柿澤摩歩(6) 小学生   3.94    X   3.70    3.94 大会新
ｶｷｻﾞﾜﾏﾎ 高島小   +0.1   -0.5    +0.1
武井 紗英(6) 小学生   3.25   2.98   3.13    3.25 
ﾀｹｲ ｻｴ 湖南小    0.0   +0.6   +0.6     0.0
近藤 杏菜(6) 小学生   3.03    X   3.07    3.07 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾝﾅ 中洲小   +0.3    0.0     0.0
綱島 玲渚(6) 小学生   2.90   3.06   2.95    3.06 
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 中洲小    0.0    0.0    0.0     0.0

決勝 6月14日  9:00

大会新(GR)    3.48

新井 花奈(5) 小学生   2.20   2.91   2.50    2.91 
ｱﾗｲ ﾊﾅ 中洲小   -0.4   -1.1   -0.1    -1.1
今井 夕夏(5) 小学生 欠場
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 湖南小

決勝 6月14日  9:00

大会新(GR)    2.87

矢﨑 梨奈(3) 小学生    X   2.48    X    2.48 
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 四賀小   +0.3    +0.3
石田 莉緒(3) 小学生   2.40   2.23   2.16    2.40 
ｲｼﾀﾞ ﾘｵ 四賀小   -0.2   -0.1   -0.2    -0.2
市川 紗菜(3) 小学生    X    X   2.40    2.40 
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 四賀小    0.0     0.0
伊藤 亜佳音(3) 小学生    X    X   2.15    2.15 
ｲﾄｳ ｱｶﾈ 四賀小   -0.5    -0.5
北原 雅(3) 小学生    X   2.11    X    2.11 
ｷﾀﾊﾗ ﾐﾔﾋﾞ 四賀小   +0.6    +0.6
石田 茉緒(3) 小学生    X   2.05   2.02    2.05 
ｲｼﾀﾞ ﾏｵ 四賀小    0.0    0.0     0.0
三井 芽実(3) 小学生    X    X    X 記録なし
ﾐﾂｲ ﾒﾐ 四賀小
三井 優茉(3) 小学生    X    X    X 記録なし
ﾐﾂｲ ﾕﾏ 四賀小

記録 備考
1 1   296

-3- -4- -5- -6-

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- -2-

4   114

6 5    99

2   115

4 1   124

5 7    80

-6-

2 3    98

3 8   111

-1- -2- 記録 備考
1 6    79

-3- -4- -5-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

2    35

記録

小学3年女子

走幅跳

備考
1 1   306

-3- -4- -5- -6-

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- -2-

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- -2- 記録 備考
1 3    70

-3- -4- -5- -6-

4 4   305

2 1     9

3 2   252
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