
期日 平成29年6月18日（日）
会場 茅野市運動公園陸上競技場
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

総務 森山　高志
審判長 小林　初美
記録主任 葛城　光一

この大会で樹立された記録

項目 クラス 種目 氏名 所属 記録 従来の記録
大会新 小学女子 4年100m 御子柴 清美 城南小 15秒58 15秒64
大会新 中学女子 3年100m 前田 唯 上諏訪中 13秒62 14秒39
大会新 小学男子 4年100m 遠藤 晄 高島小 14秒80 15秒10
大会新 中学女子 200m 前田 唯 上諏訪中 28秒05 28秒24
大会新 小学女子 6年1000m 齋藤 奏絵 中洲小 3分26秒71 3分27秒59
大会新 小学男子 5年1000m 藤森 大和 中洲小 3分21秒15 3分23秒54
大会新 小学女子 6年走幅跳 増田　藍 中洲小 4ｍ03 3ｍ94
大会新 高校・一般男子（～29歳） 100ｍ 五十嵐　大樹 諏訪西中教員 12秒31 13秒47
大会新 高校・一般男子（～29歳） 1500ｍ 児玉　拓矢 諏訪二葉高校 4分05秒26 4分09秒52

グラウンドコンディション

時刻 天候 風向 風速(m/sec.) 気温(℃) 湿度(%)
 9:00 曇り ー 0  22.0 47.0
10:00 曇り 北 0.7  22.5 46.0
11:00 曇り 北東 0.3  23.0 45.0
12:00 曇り 北東 1.5  23.5 42.0
13:00 曇り 東南東 1.4  24.0 41.0
14:00 曇り 北東 0.5  23.7 43.0
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第68回諏訪市スポーツ祭陸上競技大会                                              

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ,JR: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
06/18 諏-小学1年女 人形 麻瑳(1) 11.69 加治 衣紗奈(1) 11.95 平出 夏帆(1) 11.96 小溝 あい(1) 12.23 梅垣 咲希(1) 12.37 真道 麻湖(1) 12.49 岩附 沙衣(1) 12.91 石田 佳緒(1) 12.93

60m 城南小 四賀小 四賀小 城南小 中洲小 四賀小 中洲小 四賀小
06/18 諏-小学2年女 山田 夏実(2) 11.15 河野 恭子(2) 11.16 矢﨑 すみれ(2) 11.27 飯嶋 結南(2) 11.45 大和 凛子(2) 11.47 西谷 逢(2) 11.60 両角 菜月(2) 11.64 後藤 栞琴(2) 11.81

60m 豊田小 豊田小 四賀小 中洲小 中洲小 城南小 城南小 城南小
06/18 諏-小学3年女 鎌倉 梨々華(3) 17.05 鈴木 紅彩(3) 17.25 鈴木 莉央(3) 17.39 御子柴 直美(3) 17.59 矢澤 芽生(3) 17.78 飯田 結有(3) 17.93 茅野 智奈(3) 18.16 北原 凜佳(3) 18.19

100m 中洲小 四賀小 中洲小 城南小 城南小 豊田小 城北小 高島小
06/18 松木 心音(3) 2.78(-0.9) 宮葉 ひかり(3)2.68(-0.2) 池上 かりん(3)2.56(+0.1) 河西 風花(3) 2.13(-0.5)

走幅跳 四賀小 四賀小 四賀小 四賀小
06/18 諏-小学4年女 御子柴 清美(4) 15.58 進士 渚(4) 16.49 笠原 結衣(4) 17.16 波多腰 絢乃(4) 17.37 矢島 椎加(4) 17.72 湯田坂 綺音(4) 17.86 寺尾 穗花(4) 17.90 伊藤 玲菜(4) 18.17

100m 城南小 GR 中洲小 湖南小 四賀小 高島小 中洲小 四賀小 四賀小
06/18 小倉 杏(4) 3,52.76 玉田 佑芙(4) 4,04.61 山本 優香(4) 4,08.94 山﨑 花凜(4) 4,26.66

1000m 湖南小 高島小 中洲小 湖南小
06/18 武田 紗矢子(4)2.31(+1.5)

走幅跳 四賀小
06/18 諏-小学5年女  -1.4伊藤 穂香(5) 15.02 石平 愛菜(5) 15.71 梅崎 陽菜(5) 16.09 河西 美結(5) 16.82 小穴 茉由(5) 17.03 飯嶋 咲南(5) 17.17 齊藤 百音(5) 17.33 石田 茉緒(5) 17.69

100m 湖南小 城南小 中洲小 高島小 中洲小 中洲小 湖南小 四賀小
06/18 両角 愛菜(5) 3,38.36 池田 汐里(5) 3,57.53 三井 優茉(5) 4,05.38 三井 芽実(5) 4,13.97

1000m 城南小 湖南小 四賀小 四賀小
06/18 市川 紗菜(5) 3.88(0.0) 矢﨑 梨奈(5) 3.48(+0.1) 伊藤 亜佳音(5)3.34(-1.1) 小山 ことみ(5)2.94(-0.3) 石田 莉緒(5) 2.80(-0.7)

走幅跳 四賀小 四賀小 四賀小 城北小 四賀小
06/18 城南小     1,02.95 四賀小(A)     1,03.56 中洲小     1,03.91 四賀小(B)     1,11.92

4x100m 両角 愛菜(5) 矢﨑 梨奈(5) 小穴 茉由(5) 三井 優茉(5)
レナハン 玲良(5) 市川 紗菜(5) 新村 音寧(5) 武田 紗矢子(4)
御子柴 清美(4) 石田 莉緒(5) 飯嶋 咲南(5) 三井 芽実(5)
石平 愛菜(5) 伊藤 亜佳音(5) 梅崎 陽菜(5) 波多腰 絢乃(4)

06/18 諏-小学6年女 河西 真依(6) 15.17 小松 美沙季(6) 15.28 相馬 里瑠(6) 15.46 古畑 美桜(6) 15.65 山本 香美羽(6) 15.82 増澤 爽(6) 16.15 田口 澄香(6) 16.21 池上 ふたば(6) 16.31
100m 中洲小 湖南小 四賀小 湖南小 高島小 四賀小 高島小 四賀小

06/18 齋藤 奏絵(6) 3,26.71 五味 奏(6) 4,54.16
1000m 中洲小 GR 四賀小

06/18 増田 藍(6) 4.03(0.0)
走幅跳 豊田小 GR 

06/18 湖南小     1,00.79 四賀小(B)     1,08.24
4x100m 池田 汐里(5) 五味 奏(6)

伊藤 穂香(5) 池上 ふたば(6)
古畑 美桜(6) 石田 茉緒(5)
小松 美沙季(6) 相馬 里瑠(6)

06/18 諏-中学1年女 藤森 七海(1) 14.01 安田 莉穂(1) 14.32 今井 夕夏(1) 14.88 両角 みなみ(1) 14.91 北原 伊織(1) 15.11 小松 夢來(1) 15.12 小口 葉奈(1) 15.22 管野 愛梨(1) 15.76
100m 諏訪西中 諏訪西中 上諏訪中 上諏訪中 諏訪中 諏訪西中 諏訪西中 諏訪南

06/18 諏-中学2年女  -0.4杉下 舞彩(2) 13.77 飯澤 優里(2) 14.04 原田 なな(2) 14.55 竹松 優(2) 14.88 関 結菜(2) 15.35 小池 愛心(2) 15.40
100m 清陵附属 清陵附属 諏訪西中 諏訪西中 諏訪西中 諏訪西中

06/18 諏-中学3年女  +0.1前田 唯(3) 13.62 中嶋 密(3) 14.77
100m 上諏訪中 GR 清陵附属

06/18 諏-中学女子  -0.2前田 唯(3) 28.05 飯澤 優里(2) 28.80 杉下 舞彩(2) 28.97 藤森 七海(1) 29.20 木村 妃杏(2) 30.90 中嶋 密(3) 31.06
200m 上諏訪中 GR 清陵附属 清陵附属 諏訪西中 上諏訪中 清陵附属

06/18 藤森 恵弥子(3) 5,14.12 宮下 綺実(3) 5,23.83 北原 伊織(1) 5,23.91 中山 結(1) 5,48.13
1500m 上諏訪中 諏訪西中 諏訪中 諏訪南

06/18 綱島 玲渚(2) 4.23(+0.1) 神澤 瑠依(2) 4.22(+0.5) 三村 紗唯(2) 4.09(-0.1) 柿澤 摩歩(2) 4.00(-0.3) 小口 葉奈(1) 3.89(-1.0) 志賀 美咲(2) 3.82(+0.2) 小松 百萌(1) 3.81(+0.2) 小林 蓮菜(1) 3.81(+0.6)
走幅跳 諏訪南 諏訪南 清陵附属 上諏訪中 諏訪西中 諏訪南 諏訪南 諏訪南



第68回諏訪市スポーツ祭陸上競技大会                                              

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ,JR: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
06/18 清陵附属       55.67 諏訪西中(B)       57.29 諏訪南(A)       58.92 諏訪南(B)       59.76 諏訪西中(C)     1,00.60

4x100m 三村 紗唯(2) 安田 莉穂(1) 木村 莉子(2) 中山 結(1) 関 結菜(2)
飯澤 優里(2) 藤森 七海(1) 志賀 美咲(2) 小林 蓮菜(1) 小松 夢來(1)
中嶋 密(3) 竹松 優(2) 神澤 瑠依(2) 小松 百萌(1) 小池 愛心(2)
杉下 舞彩(2) 小口 葉奈(1) 綱島 玲渚(2) 中村 空夏(1) 小池 理紗子(1)



決勝 6月18日 10:20

大会新  (GR )       10.99

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.7

 1 人形 麻瑳(1)     11.69  1 平出 夏帆(1)     11.96 
ﾋﾄｶﾀ ﾏｱｻ 城南小 ﾋﾗｲﾃﾞ ｶﾎ 四賀小

 2 加治 衣紗奈(1)     11.95  2 真道 麻湖(1)     12.49 
ｶｼﾞ ｲｻﾅ 四賀小 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｺ 四賀小

 3 小溝 あい(1)     12.23  3 石田 佳緒(1)     12.93 
ｺﾐｿﾞ ｱｲ 城南小 ｲｼﾀ ﾞｶｵ 四賀小

 4 梅垣 咲希(1)     12.37  4 藤森 胡安(1)     13.00 
ｳﾒｶﾞｷ ｻﾂｷ 中洲小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｱ 城南小

 5 岩附 沙衣(1)     12.91  5 唐澤 輝愛(1)     13.29 
ｲﾜﾂｷ ｻｴ 中洲小 ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾅ 中洲小

 6 赤羽 聖莉(1)     13.40  6 山嵜 未来(1)     13.43 
ｱｶﾊﾈ ｾﾘ 湖南小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾗｲ 四賀小

 7 濵 柚花(1)     13.59  7 北川 さくら(1)     14.37 
ﾊﾏ ﾕｽﾞﾊ 四賀小 ｷﾀｶﾞﾜ ｻｸﾗ 四賀小

   1 人形 麻瑳(1) 城南小     11.69 (+0.5)   1   1
   2 加治 衣紗奈(1) 四賀小     11.95 (+0.5)   1   2
   3 平出 夏帆(1) 四賀小     11.96 (+0.7)   2   1
   4 小溝 あい(1) 城南小     12.23 (+0.5)   1   3
   5 梅垣 咲希(1) 中洲小     12.37 (+0.5)   1   4
   6 真道 麻湖(1) 四賀小     12.49 (+0.7)   2   2
   7 岩附 沙衣(1) 中洲小     12.91 (+0.5)   1   5
   8 石田 佳緒(1) 四賀小     12.93 (+0.7)   2   3
   9 藤森 胡安(1) 城南小     13.00 (+0.7)   2   4
  10 唐澤 輝愛(1) 中洲小     13.29 (+0.7)   2   5
  11 赤羽 聖莉(1) 湖南小     13.40 (+0.5)   1   6
  12 山嵜 未来(1) 四賀小     13.43 (+0.7)   2   6
  13 濵 柚花(1) 四賀小     13.59 (+0.5)   1   7
  14 北川 さくら(1) 四賀小     14.37 (+0.7)   2   7
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諏-小学1年女子

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ



決勝 6月18日 10:35

大会新  (GR )       10.50

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -0.1

 1 矢﨑 すみれ(2)     11.27  1 山田 夏実(2)     11.15 
ﾔｻﾞｷ ｽﾐﾚ 四賀小 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂﾐ 豊田小

 2 飯嶋 結南(2)     11.45  2 河野 恭子(2)     11.16 
ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾅ 中洲小 ｺｳﾉ ｷｮｳｺ 豊田小

 3 西谷 逢(2)     11.60  3 大和 凛子(2)     11.47 
ﾆｼﾀﾆ ｱｲ 城南小 ｵｵﾜ ﾘｺ 中洲小

 4 両角 菜月(2)     11.64  4 後藤 栞琴(2)     11.81 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾅﾂｷ 城南小 ｺﾞﾄｳ ﾘﾄ 城南小

 5 中瀬 真優子(2)     11.84  5 新村 凰心(2)     12.30 
ﾅｶｾ ﾏﾕｺ 四賀小 ﾆｲﾑﾗ ｺｺ 中洲小

 6 大島 帆花(2)     11.99  6 菅野 芽生(2)     12.38 
ｵｵｼﾏ ﾎﾉｶ 湖南小 ｽｶﾞﾉ ﾒｲ 中洲小

 7 宮坂 悠菜(2)     12.03  7 小林 望愛(2)     12.48 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 中洲小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉｱ 四賀小

 8 上原 藍果(2)     15.64 
ｳｴﾊﾗ ｱｲｶ 豊田小

   1 山田 夏実(2) 豊田小     11.15 (-0.1)   2   1
   2 河野 恭子(2) 豊田小     11.16 (-0.1)   2   2
   3 矢﨑 すみれ(2) 四賀小     11.27 (+0.1)   1   1
   4 飯嶋 結南(2) 中洲小     11.45 (+0.1)   1   2
   5 大和 凛子(2) 中洲小     11.47 (-0.1)   2   3
   6 西谷 逢(2) 城南小     11.60 (+0.1)   1   3
   7 両角 菜月(2) 城南小     11.64 (+0.1)   1   4
   8 後藤 栞琴(2) 城南小     11.81 (-0.1)   2   4
   9 中瀬 真優子(2) 四賀小     11.84 (+0.1)   1   5
  10 大島 帆花(2) 湖南小     11.99 (+0.1)   1   6
  11 宮坂 悠菜(2) 中洲小     12.03 (+0.1)   1   7
  12 新村 凰心(2) 中洲小     12.30 (-0.1)   2   5
  13 菅野 芽生(2) 中洲小     12.38 (-0.1)   2   6
  14 小林 望愛(2) 四賀小     12.48 (-0.1)   2   7
  15 上原 藍果(2) 豊田小     15.64 (+0.1)   1   8

諏-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
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タイムレース
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決勝 6月18日 11:25

大会新  (GR )       16.09

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -0.9

 1 鈴木 紅彩(3)     17.25  1 飯田 結有(3)     17.93 
ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ 四賀小 ｲｲﾀﾞ ﾕｳ 豊田小

 2 鈴木 莉央(3)     17.39  2 小口 千夏(3)     18.54 
ｽｽﾞｷ ﾘｵ 中洲小 ｵｸﾞﾁ ﾁﾅﾂ 城南小

 3 矢澤 芽生(3)     17.78  3 青木 ののせ(3)     18.89 
ﾔｻﾞﾜ ﾒｲ 城南小 ｱｵｷ ﾉﾉｾ 城北小

 4 茅野 智奈(3)     18.16  4 藤森 結女(3)     20.89 
ﾁﾉ ﾄﾓﾅ 城北小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾒ 湖南小

 5 北原 凜佳(3)     18.19  5 北原 乃々香(3)     21.77 
ｷﾊﾀﾗ ﾘﾝｶ 高島小 ｷﾀﾊﾗ ﾉﾉｶ 中洲小

 6 小池 結月(3)     18.27  6 浜 絢菜(3)     23.81 
ｺｲｹ ﾕﾂﾞｷ 湖南小 ﾊﾏ ｱﾔﾅ 中洲小

 7 赤羽 美宇(3)     18.85 
ｱｶﾊﾈ ﾐｳ 中洲小

[ 3組] 風速 -0.6

 1 鎌倉 梨々華(3)     17.05 
ｶﾏｸﾗ ﾘﾘｶ 中洲小

 2 御子柴 直美(3)     17.59 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ 城南小

 3 三井 こころ(3)     18.20 
ﾐﾂｲ ｺｺﾛ 城北小

 4 新海 美桜(3)     18.25 
ｼﾝｶｲ ﾐｵ 中洲小

 5 前田 唯香(3)     18.41 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲｶ 湖南小

 6 飯田 優那(3)     19.76 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾅ 豊田小

   1 鎌倉 梨々華(3) 中洲小     17.05 (-0.6)   3   1
   2 鈴木 紅彩(3) 四賀小     17.25 (-0.3)   1   1
   3 鈴木 莉央(3) 中洲小     17.39 (-0.3)   1   2
   4 御子柴 直美(3) 城南小     17.59 (-0.6)   3   2
   5 矢澤 芽生(3) 城南小     17.78 (-0.3)   1   3
   6 飯田 結有(3) 豊田小     17.93 (-0.9)   2   1
   7 茅野 智奈(3) 城北小     18.16 (-0.3)   1   4
   8 北原 凜佳(3) 高島小     18.19 (-0.3)   1   5
   9 三井 こころ(3) 城北小     18.20 (-0.6)   3   3
  10 新海 美桜(3) 中洲小     18.25 (-0.6)   3   4
  11 小池 結月(3) 湖南小     18.27 (-0.3)   1   6
  12 前田 唯香(3) 湖南小     18.41 (-0.6)   3   5
  13 小口 千夏(3) 城南小     18.54 (-0.9)   2   2
  14 赤羽 美宇(3) 中洲小     18.85 (-0.3)   1   7
  15 青木 ののせ(3) 城北小     18.89 (-0.9)   2   3
  16 飯田 優那(3) 豊田小     19.76 (-0.6)   3   6
  17 藤森 結女(3) 湖南小     20.89 (-0.9)   2   4
  18 北原 乃々香(3) 中洲小     21.77 (-0.9)   2   5
  19 浜 絢菜(3) 中洲小     23.81 (-0.9)   2   6  410

  367
  432
  229
  414

  362
  388
  219
  224
  337
  396

  417
  334
  352
  431
  360
  255

順位
  374
  319

都道府県 所属名 記録（風） 備考

タイムレース

順位 No. 氏  名 組

6   224

2   432

4   362

3   388

7   374

5   334

2   410

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   229

4   414

3   337

6   367

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   431

6   396

順

7   219

8   360

3   255

2   352

5   319

4   417

諏-小学3年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ



決勝 6月18日 11:45

大会新  (GR )       15.64

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.7

 1 波多腰 絢乃(4)     17.37  1 御子柴 清美(4)     15.58 
ﾊﾀｺｼ ｱﾔﾉ 四賀小 ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 城南小

 2 矢島 椎加(4)     17.72  2 進士 渚(4)     16.49 
ﾔｼﾞﾏ ｼｲｶ 高島小 ｼﾝｼﾞ ﾅｷﾞｻ 中洲小

 3 湯田坂 綺音(4)     17.86  3 笠原 結衣(4)     17.16 
ﾕﾀﾞｻｶ ｱﾔﾈ 中洲小 ｶｻﾊﾗ ﾕｲ 湖南小

 4 小松 真緒(4)     18.25  4 寺尾 穗花(4)     17.90 
ｺﾏﾂ ﾏｵ 城南小 ﾃﾗｵ ﾎﾉｶ 四賀小

 5 原 万彩(4)     18.26  5 伊藤 玲菜(4)     18.17 
ﾊﾗ ｶｽﾞｻ 中洲小 ｲﾄｳ ﾚｲﾅ 四賀小

   1 御子柴 清美(4) 城南小     15.58 (+0.7) 大会新   2   1
   2 進士 渚(4) 中洲小     16.49 (+0.7)   2   2
   3 笠原 結衣(4) 湖南小     17.16 (+0.7)   2   3
   4 波多腰 絢乃(4) 四賀小     17.37 (+0.5)   1   1
   5 矢島 椎加(4) 高島小     17.72 (+0.5)   1   2
   6 湯田坂 綺音(4) 中洲小     17.86 (+0.5)   1   3
   7 寺尾 穗花(4) 四賀小     17.90 (+0.7)   2   4
   8 伊藤 玲菜(4) 四賀小     18.17 (+0.7)   2   5
   9 小松 真緒(4) 城南小     18.25 (+0.5)   1   4
  10 原 万彩(4) 中洲小     18.26 (+0.5)   1   5

決勝 6月18日 12:00

大会新  (GR )       14.81

風速 -1.4

 1 伊藤 穂香(5)     15.02 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 湖南小

 2 石平 愛菜(5)     15.71 
ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ 城南小

 3 梅崎 陽菜(5)     16.09 
ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾙﾅ 中洲小

 4 河西 美結(5)     16.82 
ｶｻｲ ﾐﾕ 高島小

 5 小穴 茉由(5)     17.03 
ｵｱﾅ ﾏﾕ 中洲小

 6 飯嶋 咲南(5)     17.17 
ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 中洲小

 7 齊藤 百音(5)     17.33 
ｻｲﾄｳ ﾓﾓﾈ 湖南小

 8 石田 茉緒(5)     17.69 
ｲｼﾀﾞ ﾏｵ 四賀小

 9 レナハン 玲良(5)     17.85 
ﾚﾅﾊﾝ ﾚｲﾗ 城南小

  260
  340
  381

  307
  257
  403
  277

順位
  333
  394
  204

所属名 記録（風） 備考 組

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

4   277

記録／備考
5   333

大会新
2   394

順 ﾚｰﾝ No.

3   204

所属名

6   403

6   260

4   340

2   381

3   307

5   257

諏-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

諏-小学5年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   407

8   200

6   345

9   409

1   240

3   383

4   323

2   236

7   289



決勝 6月18日 12:15

大会新  (GR )       14.34

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -1.5

 1 相馬 里瑠(6)     15.46  1 河西 真依(6)     15.17 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 四賀小 ｶｻｲ ﾏｲ 中洲小

 2 古畑 美桜(6)     15.65  2 小松 美沙季(6)     15.28 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵ 湖南小 ｺﾏﾂ ﾐｻｷ 湖南小

 3 田口 澄香(6)     16.21  3 山本 香美羽(6)     15.82 
ﾀｸﾞﾁ ｽﾐｶ 高島小 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾐｳ 高島小

 4 池上 ふたば(6)     16.31  4 増澤 爽(6)     16.15 
ｲｹｶﾞﾐ ﾌﾀﾊﾞ 四賀小 ﾏｽｻﾞﾜ ｻﾜ 四賀小

 5 今井 歩実(6)     17.25  5 柿崎 万帆(6)     16.99 
ｲﾏｲ ｱﾕﾐ 城南小 ｶｷｻﾞｷ ﾏﾎ 高島小

   1 河西 真依(6) 中洲小     15.17 (-1.5)   2   1
   2 小松 美沙季(6) 湖南小     15.28 (-1.5)   2   2
   3 相馬 里瑠(6) 四賀小     15.46 (-0.7)   1   1
   4 古畑 美桜(6) 湖南小     15.65 (-0.7)   1   2
   5 山本 香美羽(6) 高島小     15.82 (-1.5)   2   3
   6 増澤 爽(6) 四賀小     16.15 (-1.5)   2   4
   7 田口 澄香(6) 高島小     16.21 (-0.7)   1   3
   8 池上 ふたば(6) 四賀小     16.31 (-0.7)   1   4
   9 柿崎 万帆(6) 高島小     16.99 (-1.5)   2   5
  10 今井 歩実(6) 城南小     17.25 (-0.7)   1   5

諏-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

5   253

2   294

3   211

6   241

4   301

6   335

所属名 記録／備考
2   372

順 ﾚｰﾝ No.

5   297

3   216

4   247

順位 No. 氏  名 都道府県

タイムレース

順位組
  372
  216
  294

所属名 記録（風） 備考

  301
  241
  335

  211
  247
  297
  253



決勝 6月18日  9:40

大会新  (GR )       13.66

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -0.9

 1 藤森 七海(1)     14.01  1 安田 莉穂(1)     14.32 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中 ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪西中

 2 両角 みなみ(1)     14.91  2 今井 夕夏(1)     14.88 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ 上諏訪中 ｲﾏｲ ﾕｳｶ 上諏訪中

 3 小口 葉奈(1)     15.22  3 北原 伊織(1)     15.11 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 諏訪西中 ｷﾀﾊﾗ ｲｵﾘ 諏訪中

 4 神谷 穂歌(1)     17.74  4 小松 夢來(1)     15.12 
ｶﾐﾔ ﾎﾉｶ 諏訪南 ｺﾏﾂ ﾕﾗ 諏訪西中
高林 あんり(1)  5 管野 愛梨(1)     15.76 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属 ｶﾝﾉ ｱｲﾘ 諏訪南

   1 藤森 七海(1) 諏訪西中     14.01 (-1.1)   1   1
   2 安田 莉穂(1) 諏訪西中     14.32 (-0.9)   2   1
   3 今井 夕夏(1) 上諏訪中     14.88 (-0.9)   2   2
   4 両角 みなみ(1) 上諏訪中     14.91 (-1.1)   1   2
   5 北原 伊織(1) 諏訪中     15.11 (-0.9)   2   3
   6 小松 夢來(1) 諏訪西中     15.12 (-0.9)   2   4
   7 小口 葉奈(1) 諏訪西中     15.22 (-1.1)   1   3
   8 管野 愛梨(1) 諏訪南     15.76 (-0.9)   2   5
   9 神谷 穂歌(1) 諏訪南     17.74 (-1.1)   1   4

決勝 6月18日  9:50

大会新  (GR )       13.58

風速 -0.4

 1 杉下 舞彩(2)     13.77 
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 清陵附属

 2 飯澤 優里(2)     14.04 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 清陵附属

 3 原田 なな(2)     14.55 
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 諏訪西中

 4 竹松 優(2)     14.88 
ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ 諏訪西中

 5 関 結菜(2)     15.35 
ｾｷ ﾕｲﾅ 諏訪西中

 6 小池 愛心(2)     15.40 
ｺｲｹ ﾏﾅﾐ 諏訪西中
三村 紗唯(2)
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 清陵附属
柿澤 摩歩(2)
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 上諏訪中

決勝 6月18日  9:55

大会新  (GR )       14.39

風速 +0.1

 1 前田 唯(3)     13.62 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中

 2 中嶋 密(3)     14.77 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ 清陵附属
伊藤 桃香(3)
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西中
橋本 花甫(3)
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西中

  494
  502

  461
  489
  475
  474

順位
  483
  463
  446

所属名 記録（風） 備考 組

タイムレース

欠場

順位 No. 氏  名 都道府県

6   475

4   494

3

3   489

所属名 記録／備考
2   463

5   446

  502

4   508

5   461

6   474

No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
2   483

順 ﾚｰﾝ No.

欠場

2   464
欠場

諏-中学1年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ

5   455

3   512

4   469

諏-中学3年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

諏-中学2年女子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   470

2   511

6   514

7   477

5   481

9   465

欠場

4   509
欠場

8   442



決勝 6月18日 14:05

大会新  (GR )     3,27.59

 1 齋藤 奏絵(6)   3,26.71 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 中洲小

 2 五味 奏(6)   4,54.16 
ｺﾞﾐ ｶﾅﾃﾞ 四賀小

決勝 6月18日 14:05

大会新  (GR )     3,28.79

 1 両角 愛菜(5)   3,38.36 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏﾅ 城南小

 2 池田 汐里(5)   3,57.53 
ｲｹﾀﾞ ｼｵﾘ 湖南小

 3 三井 優茉(5)   4,05.38 
ﾐﾂｲ ﾕﾏ 四賀小

 4 三井 芽実(5)   4,13.97 
ﾐﾂｲ ﾒﾐ 四賀小

決勝 6月18日 14:05

大会新  (GR )     3,52.67

 1 小倉 杏(4)   3,52.76 
ｵｸﾞﾗ ｱﾝｽﾞ 湖南小

 2 玉田 佑芙(4)   4,04.61 
ﾀﾏﾀﾞ ﾕｳ 高島小

 3 山本 優香(4)   4,08.94 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｶ 中洲小

 4 山﨑 花凜(4)   4,26.66 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾘﾝ 湖南小

2   382

3   218

4   245

1   214

諏-小学4年女子

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

諏-小学6年女子

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

No. 氏  名 所属名 記録／備考

10   420
大会新

9   266

8   353

6   226

諏-小学5年女子

1000m               

決勝

順

5   271

7   272



決勝 6月18日 13:45

大会新  (GR )       28.24

風速 -0.2

 1 前田 唯(3)     28.05 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中

 2 飯澤 優里(2)     28.80 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 清陵附属

 3 杉下 舞彩(2)     28.97 
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 清陵附属

 4 藤森 七海(1)     29.20 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

 5 木村 妃杏(2)     30.90 
ｷﾑﾗ ﾋﾒｱ 上諏訪中

 6 中嶋 密(3)     31.06 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ 清陵附属
伊藤 桃香(3)
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西中
橋本 花甫(3)
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西中

決勝 6月18日  9:20

 1 藤森 恵弥子(3)   5,14.12 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 上諏訪中

 2 宮下 綺実(3)   5,23.83 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中

 3 北原 伊織(1)   5,23.91 
ｷﾀﾊﾗ ｲｵﾘ 諏訪中

 4 中山 結(1)   5,48.13 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 諏訪南

所属名 記録／備考
2   457

1   466

諏-中学女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名

4   504

3   489

諏-中学女子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   511

1   455
大会新

3   514

7   512

4   483

8   460

欠場

2   464
欠場

6   469



決勝 6月18日 14:30

大会新  (GR )       58.67

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 湖南小   226 池田 汐里(5)   1,00.79 

ｺﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ ｲｹﾀﾞ ｼｵﾘ
  200 伊藤 穂香(5)

ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
  211 古畑 美桜(6)

ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵ
  216 小松 美沙季(6)

ｺﾏﾂ ﾐｻｷ
 2   6 四賀小(B)   266 五味 奏(6)   1,08.24 

ｼｶﾞｼｮｳB ｺﾞﾐ ｶﾅﾃﾞ
  301 池上 ふたば(6)

ｲｹｶﾞﾐ ﾌﾀﾊﾞ
  289 石田 茉緒(5)

ｲｼﾀﾞ ﾏｵ
  294 相馬 里瑠(6)

ｿｳﾏ ﾘﾙ
  8 四賀小(A)   297 増澤 爽(6)

ｼｶﾞｼｮｳA ﾏｽｻﾞﾜ ｻﾜ 失格
  302 池上 桃可(6)

ｲｹｶﾞﾐﾓﾓｶ
  261 横溝 杏奈(6)

ﾖｺﾐｿﾞ ｱﾝﾅ
  258 芦川 舞奈(6)

ｱｼｶﾜ ﾏﾅ

決勝 6月18日 14:30

大会新  (GR )       57.98

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 城南小   353 両角 愛菜(5)   1,02.95 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏﾅ
  323 レナハン 玲良(5)

ﾚﾅﾊﾝ ﾚｲﾗ
  333 御子柴 清美(4)

ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ
  345 石平 愛菜(5)

ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ
 2   4 四賀小(A)   316 矢﨑 梨奈(5)   1,03.56 

ｼｶﾞｼｮｳA ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ
  276 市川 紗菜(5)

ｲﾁｶﾜ ｻﾅ
  290 石田 莉緒(5)

ｲｼﾀﾞ ﾘｵ
  259 伊藤 亜佳音(5)

ｲﾄｳ ｱｶﾈ
 3   5 中洲小   383 小穴 茉由(5)   1,03.91 

ﾅｶｽｼｮｳ ｵｱﾅ ﾏﾕ
  390 新村 音寧(5)

ﾆｲﾑﾗ ﾈﾈ
  409 飯嶋 咲南(5)

ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ
  407 梅崎 陽菜(5)

ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾙﾅ
 4   2 四賀小(B)   272 三井 優茉(5)   1,11.92 

ｼｶﾞｼｮｳB ﾐﾂｲ ﾕﾏ
  309 武田 紗矢子(4)

ﾀｹﾀﾞ ｻﾔｺ
  271 三井 芽実(5)

ﾐﾂｲ ﾒﾐ
  307 波多腰 絢乃(4)

ﾊﾀｺｼ ｱﾔﾉ

4x100m              

決勝

諏-小学6年女子

4x100m              

決勝

諏-小学5年女子



決勝 6月18日 14:45

大会新  (GR )       55.19

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 清陵附属   509 三村 紗唯(2)     55.67 

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸ ﾐﾑﾗ ｻﾕ
  514 飯澤 優里(2)

ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ
  512 中嶋 密(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ
  511 杉下 舞彩(2)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
 2   4 諏訪西中(B)   463 安田 莉穂(1)     57.29 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳB ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ
  483 藤森 七海(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ
  481 竹松 優(2)

ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ
  474 小口 葉奈(1)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ
 3   5 諏訪南(A)   506 木村 莉子(2)     58.92 

ｽﾜﾐﾅﾐA ｷﾑﾗ ﾘｺ
  498 志賀 美咲(2)

ｼｶﾞ ﾐｻｷ
  503 神澤 瑠依(2)

ｶﾝｻﾞﾜ ﾙｲ
  495 綱島 玲渚(2)

ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ
 4   3 諏訪南(B)   504 中山 結(1)     59.76 

ｽﾜﾐﾅﾐB ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ
  500 小林 蓮菜(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ
  499 小松 百萌(1)

ｺﾏﾂ ﾓﾓ
  505 中村 空夏(1)

ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ
 5   6 諏訪西中(C)   465 関 結菜(2)   1,00.60 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳC ｾｷ ﾕｲﾅ
  475 小松 夢來(1)

ｺﾏﾂ ﾕﾗ
  477 小池 愛心(2)

ｺｲｹ ﾏﾅﾐ
  478 小池 理紗子(1)

ｺｲｹ ﾘｻｺ
  7 諏訪西中(A)

ｽﾜﾆｼﾁｭｳA 欠場

諏-中学女子

4x100m              

決勝



決勝 6月18日 11:00

大会新  (GR )        4.35

綱島 玲渚(2)   4.21   4.23   4.12    4.23 
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 諏訪南   +0.1   +0.1    0.0    +0.1
神澤 瑠依(2)   3.92   4.00   4.22    4.22 
ｶﾝｻﾞﾜ ﾙｲ 諏訪南   +0.7   -0.2   +0.5    +0.5
三村 紗唯(2)   4.04   3.97   4.09    4.09 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 清陵附属    0.0   +1.1   -0.1    -0.1
柿澤 摩歩(2)    X    X   4.00    4.00 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 上諏訪中   -0.3    -0.3
小口 葉奈(1)   3.79   3.89   3.86    3.89 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 諏訪西中    0.0   -1.0    0.0    -1.0
志賀 美咲(2)   3.82   3.80    X    3.82 
ｼｶﾞ ﾐｻｷ 諏訪南   +0.2   -0.1    +0.2
小松 百萌(1)   3.60   3.78   3.81    3.81 
ｺﾏﾂ ﾓﾓ 諏訪南   -0.1   -0.5   +0.2    +0.2
小林 蓮菜(1)    X   3.81   3.66    3.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 諏訪南   +0.6   -0.6    +0.6
中村 空夏(1)   3.51   3.70   3.47    3.70 
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪南    0.0    0.0    0.0     0.0
木村 莉子(2)   3.47   3.61   3.59    3.61 
ｷﾑﾗ ﾘｺ 諏訪南    0.0   -0.1    0.0    -0.1
小池 理紗子(1)   3.29   3.34   3.33    3.34 
ｺｲｹ ﾘｻｺ 諏訪西中   -1.1   +1.0    0.0    +1.0

諏-中学女子

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 10   495

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

2 7   503

3 4   509

4 11   442

5 9   474

6 8   498

7 6   499

8 2   500

9 1   505

10 5   506

11 3   478



決勝 6月18日 11:00

大会新  (GR )        3.94

増田 藍(6)   4.00   3.97   4.03    4.03 大会新
ﾏｽﾀﾞ ｱｲ 豊田小   -0.2   -0.9    0.0     0.0

決勝 6月18日 11:00

大会新  (GR )        3.94

市川 紗菜(5)   3.88   3.54    X    3.88 
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 四賀小    0.0   -2.1     0.0
矢﨑 梨奈(5)    X   3.40   3.48    3.48 
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 四賀小   +0.4   +0.1    +0.1
伊藤 亜佳音(5)   3.05   3.34   3.29    3.34 
ｲﾄｳ ｱｶﾈ 四賀小   -0.5   -1.1    0.0    -1.1
小山 ことみ(5)   2.94   2.29    X    2.94 
ｺﾔﾏ ｺﾄﾐ 城北小   -0.3    0.0    -0.3
石田 莉緒(5)   2.80   2.76   2.77    2.80 
ｲｼﾀﾞ ﾘｵ 四賀小   -0.7    0.0    0.0    -0.7

決勝 6月18日 11:00

大会新  (GR )        3.28

武田 紗矢子(4)   2.27   2.15   2.31    2.31 
ﾀｹﾀﾞ ｻﾔｺ 四賀小   -1.0    0.0   +1.5    +1.5
髙木 夏美(4)    X    X    X 記録無し
ﾀｶｷﾞ ﾅﾂﾐ 中洲小

決勝 6月18日 11:00

大会新  (GR )        2.87

松木 心音(3)   2.50   2.63   2.78    2.78 
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 四賀小   -0.1    0.0   -0.9    -0.9
宮葉 ひかり(3)    X    X   2.68    2.68 
ﾐﾔﾊﾞ ﾋｶﾘ 四賀小   -0.2    -0.2
池上 かりん(3)    X   2.56    X    2.56 
ｲｹｶﾞﾐ ｶﾘﾝ 四賀小   +0.1    +0.1
河西 風花(3)   2.13    X    X    2.13 
ｶｻｲ ﾌｳｶ 四賀小   -0.5    -0.5

-2-

4 1   365

5 2   290

2 4   316

3 3   259

記録 備考
1 5   276

-3- -4- -5- -6--1-

-1- -2-

諏-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

-5- -6-

諏-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   422

記録 備考
1 2   309

-3- -4-

諏-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- -2- 記録 備考
1 4   282

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

4 2   264

2 1   265

3 3   300

諏-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 1   429

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


