
平成２９年度 

下諏訪町ジュニア陸上競技大会 
 

記 録 集 
 

期 日 ： 平成 29年 9月 9日(土)  

会 場 ： 下諏訪町総合運動場内陸上競技場（コード 174050） 
 

主  催   下諏訪町･特定非営利活動法人下諏訪町体育協会                                    

主  管   特定非営利活動法人下諏訪町体育協会 

後  援   下諏訪町教育委員会 
           

■この大会で樹立した記録 

種 目 氏 名 所 属 記 録 従来の記録 備 考 

小学男子 2年 60ｍ 小口 賢信 下諏訪南小 １０秒０８ 1０秒５ 大会新 

      〃 名取 泰我 下諏訪南小 １０秒３２ 〃 大会新 

小学女子３年 60ⅿ 山崎 那々 下諏訪南小 １０秒５８ １０秒７４ 大会新 

小学女子２年 60ⅿ 太田 紡希 下諏訪南小 １１秒０６ １１秒１ 大会新 

小学男子４年 1000ⅿ 門輪倖太朗 下諏訪南小 3分 34秒 35 3分 40秒 75 大会新 

     〃 ロバーツ舵安志 下諏訪南小 3分 38秒 21 〃 大会新 

小学生女子 1000ⅿ 志水口佳鈴 下諏訪南小 3分 25秒 70 3分 32秒 4 大会新 

 

 

■ グラウンドコンディション 

９月９日(日)                            

時 

刻 

天 

候 
気 温℃ 

湿 

度％ 
風 向 

風 速 

m/s 

9:00 晴れ ２２．０ ４５ 南南西 ０．１ 

10:00 晴れ ２５．０ ５８ 東 １．３ 

11:00 晴れ ２８．０ ３８ 東南東 １．２ 

      

 



決勝記録一覧表
女  子 【競技場】 174050  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 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
09/09 小学女子1年  +1.1 髙山 瑞希(1) 12.14 栗山 美羽(1) 12.36 田中里奈(1) 12.43 小松 梨乃(1) 12.53 小林 結菜(1) 12.63 野明 柚希(1) 12.65 栁澤 舞佳(1) 12.99 關 夏帆(1) 13.67

60m 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小
09/09 小学女子2年  +1.4 太田 紡希(2) 11.06 福田 博実(2) 11.16 中澤 保乃(2) 11.30 原 咲良(2) 11.86 松尾 美伶(2) 12.10 土田 咲良(2) 12.26 宮坂 美穂(2) 12.27 ローパー 紅(2) 12.46

60m 小学生･下諏訪南 大会新 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小
09/09 小学女子3年  +0.6 山﨑 那々(3) 10.58 武井 千佳(3) 11.03 新村 悠里(3) 11.07 巴 佳鈴(3) 11.08 久保田 瑠菜(3) 11.14 竹中 花歩(3) 11.26 中村 弥想乃(3) 11.51 成塚 萌果(3) 11.61

60m 小学生･下諏訪南 大会新 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪北小
09/09 小学女子4年 原 咲幸(4) 17.54 田中 紗月(4) 17.96

100m 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小
09/09 野明 芽衣(4) 4,01.36

1000m 小学生･下諏訪南小
09/09 小学女子5年  +1.3 宮下 絢菜(5) 16.63 窪田 ユカ(5) 16.83 鎌上 瑠奈(5) 16.95 樋口 日南(5) 18.54

100m 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪北小
09/09 蟹澤 望亜(5) 4,10.46 御子柴 知咲(5) 4,21.38 師田 穂(5) 4,32.29

1000m 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小
09/09 窪田 ユカ(5) 2.88(+0.5)

走幅跳 小学生･下諏訪北小
09/09 下諏訪北小  1,06.95 下諏訪南小  1,09.60

4×100mR 鎌上 瑠奈(5) 御子柴 知咲(5)
上野 遙(5) 蟹澤 望亜(5)
武川 満里奈(5) 師田 穂(5)
窪田 ユカ(5) 宮下 絢菜(5)

09/09 小学女子6年  +1.6 田村 あず(6) 15.71 渡邉 晴那(6) 16.14 笠原 華恋(6) 17.15
100m 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小

09/09 志水口 佳鈴(6) 3,25.70 小林 加奈(6) 3,59.85 松澤 亜弥(6) 4,14.25
1000m 小学生･下諏訪南 大会新 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小

09/09 田村 あず(6) 3.46(0.0) 笠原 華恋(6) 3.45(+0.2)
走幅跳 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小

09/09 下諏訪南小  1,03.73
4×100mR 田村 あず(6)

笠原 華恋(6)
小林 加奈(6)
渡邉 晴那(6)

09/09 中学女子共通 臼田 麻花(1) 5,19.06 野明 花菜(1) 5,48.23 杉浦 日菜(2) 6,26.28
1500m 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪社中

09/09 下諏訪中  1,01.24
4×100mR 有賀 すづな(2)

小野 綾音(1)
中村 友理子(2)
吉田 渚(2)

09/09 中学女子1年  +1.7 臼田 麻花(1) 15.01 小野 綾音(1) 15.69 岩田 和紗(1) 16.94
100m 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪中

09/09 中学女子2年  +1.1 有賀 すづな(2) 14.61 中村 友理子(2) 15.63 小池 由華(2) 15.86 吉田 渚(2) 15.89
100m 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪中

09/10 中学女子2年 小池 由華(2)   3.75(0.8）
走幅跳 中学生･下諏訪中



決勝 9月9日 10:25

大会新              11.9 

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +1.0

 1 栗山 美羽(1) 小学生     12.36  1 髙山 瑞希(1) 小学生     12.14 
ｸﾘﾔﾏ ﾐﾊﾈ 下諏訪南小 ﾀｶﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 下諏訪南小

 2 田中里奈(1) 小学生     12.43  2 小松 梨乃(1) 小学生     12.53 
ﾀﾅｶﾘﾅ 下諏訪南小 ｺﾏﾂ ﾘﾉ 下諏訪南小

 3 栁澤 舞佳(1) 小学生     12.99  3 小林 結菜(1) 小学生     12.63 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｲｶ 下諏訪南小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 下諏訪南小

 4 關 夏帆(1) 小学生     13.67  4 野明 柚希(1) 小学生     12.65 
ｾｷｶﾎ 下諏訪南小 ﾉｱｹ ﾕｽﾞｷ 下諏訪南小

 5 武井晶紀(1) 小学生     14.33  5 大代 美伶(1) 小学生     14.21 
ﾀｹｲｱｷ 下諏訪南小 ｵｵｼﾛ ﾐﾚｲ 下諏訪南小

   1 髙山 瑞希(1) 小学生 下諏訪南小     12.14 (+1.0)   2   1
   2 栗山 美羽(1) 小学生 下諏訪南小     12.36 (+1.1)   1   1
   3 田中里奈(1) 小学生 下諏訪南小     12.43 (+1.1)   1   2
   4 小松 梨乃(1) 小学生 下諏訪南小     12.53 (+1.0)   2   2
   5 小林 結菜(1) 小学生 下諏訪南小     12.63 (+1.0)   2   3
   6 野明 柚希(1) 小学生 下諏訪南小     12.65 (+1.0)   2   4
   7 栁澤 舞佳(1) 小学生 下諏訪南小     12.99 (+1.1)   1   3
   8 關 夏帆(1) 小学生 下諏訪南小     13.67 (+1.1)   1   4
   9 大代 美伶(1) 小学生 下諏訪南小     14.21 (+1.0)   2   5
  10 武井晶紀(1) 小学生 下諏訪南小     14.33 (+1.1)   1   5

決勝 9月9日 10:20

大会新              11.1 

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +1.1

 1 原 咲良(2) 小学生     11.86  1 太田 紡希(2) 小学生     11.06 
ﾊﾗ ｻｸﾗ 下諏訪南小 ｵｵﾀ ﾂﾑｷﾞ 下諏訪南小

 2 松尾 美伶(2) 小学生     12.10  2 福田 博実(2) 小学生     11.16 
ﾏﾂｵ ﾐﾚｲ 下諏訪北小 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾐ 下諏訪北小

 3 宮坂 美穂(2) 小学生     12.27  3 中澤 保乃(2) 小学生     11.30 
ﾐﾔｻｶ ﾐﾎ 下諏訪北小 ﾅｶｻﾞﾜ ﾎﾉ 下諏訪北小

 4 ローパー 紅(2) 小学生     12.46  4 土田 咲良(2) 小学生     12.26 
ﾛｰﾊﾟｰ ﾍﾞﾆ 下諏訪南小 ﾂﾁﾀﾞ ｻﾗ 下諏訪南小

 5 北原 つぐみ(2) 小学生     13.36  5 赤沼 莉子(2) 小学生     12.79 
ｷﾀﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ 下諏訪南小 ｱｶﾇﾏ ﾘｺ 下諏訪北小
宮澤 果楓(2) 小学生  6 師田 倖(2) 小学生     12.80 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｴﾃﾞ 下諏訪北小 ﾓﾛﾀ ｺｳ 下諏訪南小

小学女子2年

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

   23

4   205

1    31

2   207

No. 氏  名 所属名

6   209

5    33

3

3   210

1   206

記録／備考
2    22

ﾚｰﾝ

5   240

6    32

4    30

欠場

小学女子1年

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 記録／備考
5    14 6     5

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2     3 5    16

3    17 4    15

4     2 2     9

6     1 3     8

タイムレース

順位 No. 氏  名

小学女子1年

60m                 

組 順位
    5
   14

都道府県 所属名 記録（風） 備考

   17
    2
    8
    1

    3
   16
   15
    9



   1 太田 紡希(2) 小学生 下諏訪南小     11.06 (+1.1)   2   1
   2 福田 博実(2) 小学生 下諏訪北小     11.16 (+1.1)   2   2
   3 中澤 保乃(2) 小学生 下諏訪北小     11.30 (+1.1)   2   3
   4 原 咲良(2) 小学生 下諏訪南小     11.86 (+1.4)   1   1
   5 松尾 美伶(2) 小学生 下諏訪北小     12.10 (+1.4)   1   2
   6 土田 咲良(2) 小学生 下諏訪南小     12.26 (+1.1)   2   4
   7 宮坂 美穂(2) 小学生 下諏訪北小     12.27 (+1.4)   1   3
   8 ローパー 紅(2) 小学生 下諏訪南小     12.46 (+1.4)   1   4
   9 赤沼 莉子(2) 小学生 下諏訪北小     12.79 (+1.1)   2   5
  10 師田 倖(2) 小学生 下諏訪南小     12.80 (+1.1)   2   6
  11 北原 つぐみ(2) 小学生 下諏訪南小     13.36 (+1.4)   1   5

決勝 9月9日 10:10

大会新              10.74

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.9

 1 新村 悠里(3) 小学生     11.07  1 山﨑 那々(3) 小学生     10.58 
ﾆｲﾑﾗ ﾕｳﾘ 下諏訪南小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅ 下諏訪南小

 2 巴 佳鈴(3) 小学生     11.08  2 久保田 瑠菜(3) 小学生     11.14 
ﾄﾓｴ ｶﾘﾝ 下諏訪南小 ｸﾎﾞﾀ ﾙﾅ 下諏訪南小

 3 五味 桃花(3) 小学生     11.70  3 竹中 花歩(3) 小学生     11.26 
ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ 下諏訪北小 ﾀｹﾅｶ ｶﾎ 下諏訪北小

 4 白川 七海(3) 小学生     12.85  4 成塚 萌果(3) 小学生     11.61 
ｼﾗｶﾜ ﾅﾅﾐ 下諏訪北小 ﾅﾘﾂﾞｶ ﾓｶ 下諏訪北小
橋詰 彩奈(3) 小学生
ﾊｼﾂﾞﾒ ｱﾔﾅ 下諏訪南小

[ 3組] 風速 +0.7

 1 武井 千佳(3) 小学生     11.03 
ﾀｹｲ ﾁｶ 下諏訪南小

 2 中村 弥想乃(3) 小学生     11.51 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｿﾉ 下諏訪北小

 3 松田 亜実(3) 小学生     11.62 
ﾏﾂﾀﾞ ｱﾐ 下諏訪南小

 4 杉浦 梨心(3) 小学生     12.03 
ｽｷﾞｳﾗ ﾘｺ 下諏訪北小

   1 山﨑 那々(3) 小学生 下諏訪南小     10.58 (+0.9) 大会新   2   1
   2 武井 千佳(3) 小学生 下諏訪南小     11.03 (+0.7)   3   1
   3 新村 悠里(3) 小学生 下諏訪南小     11.07 (+0.6)   1   1
   4 巴 佳鈴(3) 小学生 下諏訪南小     11.08 (+0.6)   1   2
   5 久保田 瑠菜(3) 小学生 下諏訪南小     11.14 (+0.9)   2   2
   6 竹中 花歩(3) 小学生 下諏訪北小     11.26 (+0.9)   2   3
   7 中村 弥想乃(3) 小学生 下諏訪北小     11.51 (+0.7)   3   2
   8 成塚 萌果(3) 小学生 下諏訪北小     11.61 (+0.9)   2   4
   9 松田 亜実(3) 小学生 下諏訪南小     11.62 (+0.7)   3   3
  10 五味 桃花(3) 小学生 下諏訪北小     11.70 (+0.6)   1   3
  11 杉浦 梨心(3) 小学生 下諏訪北小     12.03 (+0.7)   3   4
  12 白川 七海(3) 小学生 下諏訪北小     12.85 (+0.6)   1   4

順位 No. 氏  名 都道府県

小学女子2年

60m                 
タイムレース

順位
   22
  210
  206

所属名 記録（風） 備考 組

   33
  240
   32
   23

   31
  207
   30
  205

小学女子3年

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 記録／備考
4    53 6    43

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

大会新
2    45 4    42

5   214 3   212

6    54

3   213 5   221

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    52

5   217

欠場

3   216

小学女子3年

6    44

60m                 
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

   53
   45
   42
  212

組 順位
   43
   52

  216
  213

  217
  221
   44
  214



決勝 9月9日  9:25

大会新              15.4 

風速

 1 原 咲幸(4) 小学生     17.54 
ﾊﾗ ｻﾕｷ 下諏訪南小

 2 田中 紗月(4) 小学生     17.96 
ﾀﾅｶ ｻﾂｷ 下諏訪南小
田村 るう(4) 小学生
ﾀﾑﾗ ﾙｳ 下諏訪南小

決勝 9月9日  9:20

大会新              14.8 

風速 +1.3

 1 宮下 絢菜(5) 小学生     16.63 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 下諏訪南小

 2 窪田 ユカ(5) 小学生     16.83 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｶ 下諏訪北小

 3 鎌上 瑠奈(5) 小学生     16.95 
ｶﾏｶﾞﾐ ﾙﾅ 下諏訪北小

 4 樋口 日南(5) 小学生     18.54 
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾅ 下諏訪北小

決勝 9月9日  9:15

大会新              14.3 

風速 +1.6

 1 田村 あず(6) 小学生     15.71 
ﾀﾑﾗ ｱｽﾞ 下諏訪南小

 2 渡邉 晴那(6) 小学生     16.14 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ 下諏訪南小

 3 笠原 華恋(6) 小学生     17.15 
ｶｻﾊﾗ ｶﾚﾝ 下諏訪南小

4    62
欠場

3    69

5    57

小学女子4年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学女子5年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   233

4    72

3   232

氏  名 所属名 記録／備考

6   231

小学女子6年

4    91

5    92

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

3    90



決勝 9月9日  9:35

大会新              13.7 

風速 +1.7

 1 臼田 麻花(1) 中学生     15.01 
ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 下諏訪中

 2 小野 綾音(1) 中学生     15.69 
ｵﾉ ｱﾔﾈ 下諏訪中

 3 岩田 和紗(1) 中学生     16.94 
ｲﾜﾀ ｶｽﾞｻ 下諏訪中

決勝 9月9日  9:35

大会新              13.2 

風速 +1.1

 1 有賀 すづな(2) 中学生     14.61 
ｱﾙｶﾞ ｽﾂﾞﾅ 下諏訪中

 2 中村 友理子(2) 中学生     15.63 
ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｺ 下諏訪中

 3 小池 由華(2) 中学生     15.86 
ｺｲｹ ﾕｲｶ 下諏訪中

 4 吉田 渚(2) 中学生     15.89 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 下諏訪中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   306

3   308

中学女子1年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ

No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   307

3   305

6   303

中学女子2年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ

4   304

5   302



決勝 9月9日 11:15

 1 野明 芽衣(4) 小学生   4,01.36 
ﾉｱｹ ﾒｲ 下諏訪南小
田村 るう(4) 小学生
ﾀﾑﾗ ﾙｳ 下諏訪南小

決勝 9月9日 11:15

 1 蟹澤 望亜(5) 小学生   4,10.46 
ｶﾆｻﾜ ﾉｱ 下諏訪南小

 2 御子柴 知咲(5) 小学生   4,21.38 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾁｻｷ 下諏訪南小

 3 師田 穂(5) 小学生   4,32.29 
ﾓﾛﾀ ﾐﾉﾘ 下諏訪南小

決勝 9月9日 11:15

 1 志水口 佳鈴(6) 小学生   3,25.70 
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 下諏訪南小

 2 小林 加奈(6) 小学生   3,59.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 下諏訪南小

 3 松澤 亜弥(6) 小学生   4,14.25 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾔ 下諏訪南小

欠場

1    61

2    62

小学女子4年

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学女子5年

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3    79

5    76

4    75

小学女子6年

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

7    88

6    86

8    87



決勝 9月9日 10:45

大会新            5,12.6 

 1 臼田 麻花(1) 中学生   5,19.06 
ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 下諏訪中

 2 野明 花菜(1) 中学生   5,48.23 
ﾉｱｹ ﾊﾅ 下諏訪中

 3 杉浦 日菜(2) 中学生   6,26.28 
ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾅ 下諏訪社中

中学女子共通

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   403

1   306

3   309



決勝 9月9日 11:35

大会新            1,02.0 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 下諏訪北小   233 鎌上 瑠奈(5)   1,06.95 

ｷﾀｼｮｳ ｶﾏｶﾞﾐ ﾙﾅ
  242 上野 遙(5)

ｳｴﾉ ﾊﾙｶ
  243 武川 満里奈(5)

ﾑｶﾜ ﾏﾘﾅ
  232 窪田 ユカ(5)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｶ
 2   4 下諏訪南小    75 御子柴 知咲(5)   1,09.60 

ﾐﾅﾐｼｮｳ ﾐｺｼﾊﾞ ﾁｻｷ
   76 蟹澤 望亜(5)

ｶﾆｻﾜ ﾉｱ
   79 師田 穂(5)

ﾓﾛﾀ ﾐﾉﾘ
   72 宮下 絢菜(5)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ

決勝 9月9日 11:35

大会新              59.6 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 下諏訪南小    91 田村 あず(6)   1,03.73 

ﾐﾅﾐｼｮｳ ﾀﾑﾗ ｱｽﾞ
   90 笠原 華恋(6)

ｶｻﾊﾗ ｶﾚﾝ
   87 小林 加奈(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
   92 渡邉 晴那(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ

決勝 9月9日 11:40

大会新              55.1 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 下諏訪中   305 有賀 すづな(2)   1,01.24 

ｼﾓﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ｽﾂﾞﾅ
  308 小野 綾音(1)

ｵﾉ ｱﾔﾈ
  303 中村 友理子(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｺ
  304 吉田 渚(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ

小学女子5年

4×100mR            

決勝

小学女子6年

決勝

4×100mR            

決勝

中学女子共通

4×100mR            



決勝 9月9日  9:00

大会新               3.85

窪田 ユカ(5) 小学生   2.18    X   2.88    2.88 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｶ 下諏訪北小    0.0   +0.5    +0.5

決勝 9月9日  9:00

大会新               4.00

田村 あず(6) 小学生   3.46   3.30    X    3.46 
ﾀﾑﾗ ｱｽﾞ 下諏訪南小    0.0   +0.5     0.0
笠原 華恋(6) 小学生   3.06    X   3.45    3.45 
ｶｻﾊﾗ ｶﾚﾝ 下諏訪南小    0.0   +0.2    +0.2

決勝 9月9日  9:00

大会新               4.75

小池 由華(2) 中学生    X   3.66   3.75   3.39   3.62   3.10   3.75
ｺｲｹ ﾕｲｶ 下諏訪中   +1.2   +0.8   +0.6   +0.8   +0.8    +0.8

-2- -3- 備考
1   302

-4- -5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

2 2    90

中学女子2年

走幅跳              

決勝

記録 備考
1 1    91

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

小学女子6年

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 1   232

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

小学女子5年

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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