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●この大会で樹立された記録

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
中学男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 小平 将斗(3) 長峰中 54m94 52m01

種目 決勝・予選 選手名（学年） 所属 記録 従来の記録
中学共通男子110mH 決勝 大嶋 利拓(3) 岡谷西部中 15秒43 15秒70

小学５年女100m 予選 矢島 柚那(5) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 14秒42 14秒72
小学５年女100m 決勝 矢島 柚那(5) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 14秒65 14秒72

中学男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 小平 将斗(3) 長峰中 54m94 43m29
小学女子4x100m 決勝 山下 心花(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 55秒87 56秒25

伊藤 穂香(6)
山田 聖来(6)

小倉 和香葉(6)
中学女子800m 決勝 小口 紗弥(3) 岡谷東部中 2分23秒32 2分23秒91

中学共通男子400m 決勝 岡田 遥人(3) 諏訪中 53秒31 54秒21

種目 決勝・予選 選手名（学年） 所属 記録 従来の記録
中学男子走高跳 決勝 小口 伸太郎(3) 岡谷東部中 1m80 1m80

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速(m/sec)
8:50 晴れ 15.0 48.0 西北西 0.1
9:00 晴れ 15.0 48.0 西北西 0.1
10:00 晴れ 17.0 38.0 南南西 1.3
11:00 晴れ 18.5 38.0 南西 1.7
12:00 晴れ 20.0 32.0 西北西 2.5
13:00 晴れ 21.0 34.0 南南東 1.9
14:00 晴れ 21.0 34.0 － 0.0
15:00 晴れ 20.5 32.0 西 2.4
16:00 晴れ 20.0 32.0 南 0.6

諏訪陸上競技協会

第37回諏訪地方ジュニア陸上競技大会

（競技会コード：18170504）

茅野市・茅野市教育委員会・諏訪陸上競技協会
岡谷市陸上競技協会・（特）下諏訪町陸上競技協会陸上部
諏訪市陸上競技協会・（特）茅野市体育協会
（特）富士見町体育協会陸上部・原村体育協会
諏訪中学校体育連盟・諏訪小中学校校長会

公式記録集

兼　第34回長野県小学校陸上競技大会・諏訪地区選考会

（一財）長野陸上競技協会

○大会タイ記録一覧

○大会新記録一覧

平成30年5月20（日）
茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）
小口　眞喜也

葛城　光一
森　安夫

○諏訪新記録



平成30年度第36回諏訪地方ジュニア陸上競技大会（35県小学生諏訪地区選考会）        
主催：茅野市・茅野市教育委員会・（特）茅野市体育協会・諏訪中学校体育連盟・諏訪小
　　　諏訪陸上競技協会・岡谷市陸上競技協会・下諏訪町体育協会陸上競技部・諏訪市陸
　　　茅野市陸上競技協会・富士見町体育協会陸上競技部・原村体育協会              

決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】173100  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
05/20 小学生混合 永明小B     1,00.46 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA    1,00.52 四賀小A     1,01.20 宮川小A     1,03.26 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB    1,03.66 四賀小B     1,03.80 諏訪FA     1,04.02 富士見小A     1,04.22

4x100m 足立 未彩(5) 柳平 紗希(4) 鈴木 紅彩(4) 澤本 麻央(5) 矢澤 芽生(4) 宮葉 ひかり(4) 鈴木 莉央(4) 石原 麗(4)
竹田 紅愛(5) 山田 怜来(4) 松木 心音(4) 前川 望未(5) 鎌倉 梨々華(4) 池上 かりん(4) 御子柴 直美(4) 名取 未羽(4)
石田 拓(5) 飯山 想斗(4) 名取 柊哉(5) 久保田 恭一朗(5) 小口 双葉(4) 松木 湧音(4) 栗原 賢(4) 野口 海燕(4)
清水 天暉(5) 小川 夏生(4) 松木 勇人(5) 小林 剛泰(5) 栗山 大翔(4) 増田 祐輝(4) 宮坂 悠(5) 岡本 勢良(4)

05/20 ｵｰﾌﾟﾝ小学男  -0.7柳澤 希海(4) 17.47 藤森 祐吏(4) 17.60
100m 北山小 諏訪FA

05/20 ｵｰﾌﾟﾝ小学女  +0.9北原 凜佳(4) 16.71 奥谷 心音(4) 16.99 藤森 芽衣(5) 17.47 林 れいな(4) 17.49
100m 諏訪FA 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 玉川小 北山小



決勝 5月20日 11:25

風速 -0.7

 1 柳澤 希海(4)     17.47 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾉｱ 北山小

 2 藤森 祐吏(4)     17.60 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾘ 諏訪FA

決勝 5月20日 11:30

風速 +0.9

 1 北原 凜佳(4)     16.71 
ｷﾀﾊﾗ ﾘﾝｶ 諏訪FA

 2 奥谷 心音(4)     16.99 
ｵｸﾀﾆ ﾐｵ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 藤森 芽衣(5)     17.47 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾒｲ 玉川小

 4 林 れいな(4)     17.49 
ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ 北山小

氏  名 所属名 記録／備考
3   272

2   228

No. 氏  名 所属名 記録／備考

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

3   231

2    64

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

4   275

5   104



決勝 5月20日 12:05

諏訪新(SR)          55.50
大会新(GR)          58.50

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB    72 矢澤 芽生(4)   1,03.66  1   2 宮川小A    80 澤本 麻央(5)   1,03.26 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔｻﾞﾜ ﾒｲ ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳ ｻﾜﾓﾄ ﾏｵ
   69 鎌倉 梨々華(4)    79 前川 望未(5)

ｶﾏｸﾗ ﾘﾘｶ ﾏｴｶﾜ ﾉｿﾞﾐ
   71 小口 双葉(4)    77 久保田 恭一朗(5)

ｵｸﾞﾁ ﾌﾀﾊﾞ ｸﾎﾞﾀ ｷｮｳｲﾁﾛｳ
   70 栗山 大翔(4)    78 小林 剛泰(5)

ｸﾘﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ
 2   7 四賀小B   180 宮葉 ひかり(4)   1,03.80  2   5 城北小   202 茅野 智奈(4)   1,07.19 

ｼｶﾞｼｮｳ ﾐﾔﾊﾞ ﾋｶﾘ ｼﾞｮｳﾎｸｼｮｳ ﾁﾉ ﾄﾓﾅ
  183 池上 かりん(4)   210 望月 陽奈(5)

ｲｹｶﾞﾐ ｶﾘﾝ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾅ
  181 松木 湧音(4)   209 望月 賢太(4)

ﾏﾂｷ ﾕｳﾄ ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾝﾀ
  182 増田 祐輝(4)   205 松田 龍汰(5)

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾀ
 3   3 湖東小   145 山下 恋花(4)   1,04.55  3   4 下諏訪南小    33 新村 悠里(4)   1,07.43 

ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾆｲﾑﾗ ﾕｳﾘ
  140 伊藤 ゆら(4)    25 久保田 瑠菜(4)

ｲﾄｳ ﾕﾗ ｸﾎﾞﾀ ﾙﾅ
  148 小田切 颯汰(4)    39 髙木 重暁(4)

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｿｳﾀ ﾀｶｷﾞ ｼｹﾞｱｷ
  146 篠原 龍我(4)    32 松倉 想太(4)

ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｶﾞ ﾏﾂｸﾗ ｿｳﾀ
 4   1 原小B   139 林 柊里(4)   1,04.57  4   1 富士見小B   261 折井 美音(4)   1,07.92 

ﾊﾗｼｮｳ ﾊﾔｼ ﾋﾏﾘ ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ｵﾘｲ ﾐｵ
  137 行田 楓(4)   262 樋口 玲海(4)

ｷﾞｮｳﾀ ｶｴﾃﾞ ﾋｸﾞﾁ ﾚﾐ
  138 中込 亮太(4)   263 平林 來(4)

ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳﾀ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾗｲ
  136 吉田 健広(4)   264 眞道 珠羽(4)

ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ ｼﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ
 5   8 湖南小B   157 長峯 茉夢(4)   1,07.22  5   7 原小A   132 鮎澤 花奏(4)   1,07.99 

ｺﾅﾐｼｮｳ ﾅｶﾞﾐﾈ ﾏﾑ ﾊﾗｼｮｳ ｱｲｻﾞﾜ ｶﾅﾃﾞ
  156 前田 唯香(4)   135 中村 未結(4)

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲｶ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ
  159 北原 暖人(4)   134 村上 誠太郎(4)

ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙﾄ ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾀﾛｳ
  152 蟹江 空紳(4)   133 岡戸 獅門(4)

ｶﾆｴ ｸｳｼﾝ ｵｶﾄﾞ ｼﾓﾝ
 6   5 諏訪ｼﾞｭﾆｱ   237 石田 凛(4)   1,07.86  6   3 湖南小A   155 小池 綾葉(4)   1,10.26 

ｽﾜｼﾞｭﾆｱ ｲｼﾀ ﾞﾘﾝ ｺﾅﾐｼｮｳ ｺｲｹ ｱﾔﾊ
  235 河西 風花(4)   151 伊藤 美月(4)

ｶｻｲ ﾌｳｶ ｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ
  236 荒木 慶(4)   158 藤森 一心(4)

ｱﾗｷ ｹｲ ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｼﾝ
  238 日達 玲(5)   153 金子 颯汰(4)

ﾋﾀﾁ ﾚｲ ｶﾈｺ ｿｳﾀ
 7   6 小井川小B   194 飯島 梓音(4)   1,09.19  7   6 永明小A     7 永田 美織(4)   1,11.10 

ｵｲｶﾜｼｮｳ ｲｲｼﾞﾏ ｼｵﾝ ｴｲﾒｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ ﾅｶﾞﾀ ﾐｵﾘ
  191 黒木 楓花(4)     9 大久保 碧依(4)

ｸﾛｷ ﾌｳｶ ｵｵｸﾎﾞ ｱｵｲ
  193 竹下 涼雅(4)    10 友原 瑞希(4)

ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳｶﾞ ﾄﾓﾊﾗ ﾐｽﾞｷ
  192 西濱 侑希(4)     8 蔵前 彰良(4)

ﾆｼﾊﾏ ﾕｳｷ ｸﾗﾏｴ ｱｷﾖｼ
  4 北山小  8   8 下諏訪北小    41 加藤 華   1,11.45 

ｷﾀﾔﾏｼｮｳ 欠場 ｼﾓｽﾜｷﾀｼｮｳ ｶﾄｳ ﾊﾅ
   50 平山 奈津美

ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾂﾐ
   47 中緒 涼太

ﾅｶｵ ﾘｮｳﾀ
   48 唐木 陽向

ｶﾗｷ ﾋﾅﾀ

小学生混合

4x100m

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 永明小B    13 足立 未彩(5)   1,00.46 

ｴｲﾒｲｼｮｳｶﾞｯｺｳ ｱﾀﾞﾁ ﾐｻ
   14 竹田 紅愛(5)

ﾀｹﾀﾞ ｸﾚｱ
   12 石田 拓(5)

ｲｼﾀﾞ ﾀｸ
   11 清水 天暉(5)

ｼﾐｽﾞ ﾀｶｷ
 2   5 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA    68 柳平 紗希(4)   1,00.52 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ
   65 山田 怜来(4)

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ
   67 飯山 想斗(4)

ｲｲﾔﾏ ｿｳﾄ
   66 小川 夏生(4)

ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ
 3   4 四賀小A   179 鈴木 紅彩(4)   1,01.20 

ｼｶﾞｼｮｳ ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ
  176 松木 心音(4)

ﾏﾂｷ ｺｺﾈ
  178 名取 柊哉(5)

ﾅﾄﾘ ｼｭｳﾔ
  177 松木 勇人(5)

ﾏﾂｷ ﾊﾔﾄ
 4   7 諏訪FA   234 鈴木 莉央(4)   1,04.02 

ｽﾜｴﾌｴｰ ｽｽﾞｷ ﾘｵ
  219 御子柴 直美(4)

ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ
  217 栗原 賢(4)

ｸﾘﾊﾗ ｹﾝ
  215 宮坂 悠(5)

ﾐﾔｻｶ ﾊﾙｶ
 5   6 富士見小A   258 石原 麗(4)   1,04.22 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ｲｼﾊﾗ ｳﾗﾗ
  259 名取 未羽(4)

ﾅﾄﾘ ﾐｳ
  260 野口 海燕(4)

ﾉｸﾞﾁ ｶｲｴﾝ
  257 岡本 勢良(4)

ｵｶﾓﾄ ｾﾗ
 6   2 宮川小B    82 宮武 なな香(5)   1,04.91 

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳ ﾐﾔﾀｹ ﾅﾅｶ
   83 赤羽 柚香(5)

ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ
   84 田村 祐一郎(5)

ﾀﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ
   81 河西 聖人(5)

ｶｻｲ ﾏｻﾄ
 7   8 小井川小A   188 宮阪 明香里(4)   1,07.47 

ｵｲｶﾜｼｮｳ ﾐﾔｻｶ ｱｶﾘ
  189 国奥 莉子(4)

ｸﾆｵｸ ﾘｺ
  190 松本 陸哉(4)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸﾔ
  187 井澤 優太(4)

ｲｻﾜ ﾕｳﾀ
 8   1 富士見本郷小   281 植松 伊織里(4)   1,08.07 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ｳｴﾏﾂ ｲｵﾘ
  279 五味 舞乃(4)

ｺﾞﾐ ﾏｲﾉ
  282 植松 翔(4)

ｳｴﾏﾂ ｶｹﾙ
  278 雨宮 伊吹(4)

ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ

小学生混合

4x100m



   1 永明小B   1,00.46 足立 未彩(5) 竹田 紅愛(5) 石田 拓(5) 清水 天暉(5)   3   1
   2 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA   1,00.52 柳平 紗希(4) 山田 怜来(4) 飯山 想斗(4) 小川 夏生(4)   3   2
   3 四賀小A   1,01.20 鈴木 紅彩(4) 松木 心音(4) 名取 柊哉(5) 松木 勇人(5)   3   3
   4 宮川小A   1,03.26 澤本 麻央(5) 前川 望未(5) 久保田 恭一朗(小林 剛泰(5)   2   1
   5 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB   1,03.66 矢澤 芽生(4) 鎌倉 梨々華(4)小口 双葉(4) 栗山 大翔(4)   1   1
   6 四賀小B   1,03.80 宮葉 ひかり(4)池上 かりん(4)松木 湧音(4) 増田 祐輝(4)   1   2
   7 諏訪FA   1,04.02 鈴木 莉央(4) 御子柴 直美(4)栗原 賢(4) 宮坂 悠(5)   3   4
   8 富士見小A   1,04.22 石原 麗(4) 名取 未羽(4) 野口 海燕(4) 岡本 勢良(4)   3   5
   9 湖東小   1,04.55 山下 恋花(4) 伊藤 ゆら(4) 小田切 颯汰(4)篠原 龍我(4)   1   3
  10 原小B   1,04.57 林 柊里(4) 行田 楓(4) 中込 亮太(4) 吉田 健広(4)   1   4
  11 宮川小B   1,04.91 宮武 なな香(5)赤羽 柚香(5) 田村 祐一郎(5)河西 聖人(5)   3   6
  12 城北小   1,07.19 茅野 智奈(4) 望月 陽奈(5) 望月 賢太(4) 松田 龍汰(5)   2   2
  13 湖南小B   1,07.22 長峯 茉夢(4) 前田 唯香(4) 北原 暖人(4) 蟹江 空紳(4)   1   5
  14 下諏訪南小   1,07.43 新村 悠里(4) 久保田 瑠菜(4)髙木 重暁(4) 松倉 想太(4)   2   3
  15 小井川小A   1,07.47 宮阪 明香里(4)国奥 莉子(4) 松本 陸哉(4) 井澤 優太(4)   3   7
  16 諏訪ｼﾞｭﾆｱ   1,07.86 石田 凛(4) 河西 風花(4) 荒木 慶(4) 日達 玲(5)   1   6
  17 富士見小B   1,07.92 折井 美音(4) 樋口 玲海(4) 平林 來(4) 眞道 珠羽(4)   2   4
  18 原小A   1,07.99 鮎澤 花奏(4) 中村 未結(4) 村上 誠太郎(4)岡戸 獅門(4)   2   5
  19 富士見本郷小   1,08.07 植松 伊織里(4)五味 舞乃(4) 植松 翔(4) 雨宮 伊吹(4)   3   8
  20 小井川小B   1,09.19 飯島 梓音(4) 黒木 楓花(4) 竹下 涼雅(4) 西濱 侑希(4)   1   7
  21 湖南小A   1,10.26 小池 綾葉(4) 伊藤 美月(4) 藤森 一心(4) 金子 颯汰(4)   2   6
  22 永明小A   1,11.10 永田 美織(4) 大久保 碧依(4)友原 瑞希(4) 蔵前 彰良(4)   2   7
  23 下諏訪北小   1,11.45 加藤 華 平山 奈津美 中緒 涼太 唐木 陽向   2   8
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