
主　催：

主　管：

後　援：

日　時：
会　場：

トラック審判長：
フィールド審判長：

総　務：
記録主任：

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
招待男子400ｍ 落合 華七斗 堀金中3 49.54 49.92

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
男子400ｍ 決勝 二見　優輝 諏訪清陵高2 49.04 49.43
男子5000ｍ 決勝 牛山　純一 ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ 14,53.31 14,57.12

男子4×100ｍ 決勝 東海大諏訪

河野 統徳
遠山 龍之介
川口 祥延
市川 凌大

43.08 43.70

中学男子棒高跳 決勝 安部 桂史郎 原中3 4ｍ20 4ｍ10
男子砲丸投(6.000kg) 決勝 永田　智哉 諏訪二葉高2 11ｍ98 11ｍ49

決勝 中村　空夏 諏訪南中3 26.21
予選 中村　空夏 諏訪南中3 26.40
決勝 藤森　七海 諏訪西中3 26.80
予選 藤森　七海 諏訪西中3 27.09

女子800ｍ 決勝 小林　舞香 東海大諏訪高2 2,15.98 2,22.5
女子棒高跳 決勝 小林　由衣 下諏訪向陽高2 3ｍ30 3ｍ10

中学女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 中村　杏 茅野北部中2
38ｍ57

（諏訪新）
32ｍ95

◆気象状況
時刻 天候 風向 風速（m/sec.） 気温(℃) 湿度(%)
8:45 曇り 南西    0.4    23.0  69.0
9:00 曇り 北西    0.1    23.0  69.0
10:00 曇り 西北西    0.9    24.0  66.8
11:00 曇り 北西    0.5    25.0  65.0
12:00 曇り    0.0    25.6  63.8
13:00 曇り 南南西    0.4    26.4  60.9
14:00 曇り 北北西    0.8    26.9  58.2
15:00 曇り    0.0    26.3  59.6

県中学新記録一覧

大会新記録一覧

女子200ｍ 27.15
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第70回記念諏訪地方陸上競技選手権大会 記録主任 矢沢翔吾

主催　諏訪地方市町村教育委員会連絡協議会　ほか ﾄﾗｯｸ審判長 小口眞喜也
主管　諏訪陸上競技協会 跳躍審判長 森安夫
【開催日】 2019年　9月　1日　（日） 投てき審判長 森安夫

【主催団体】 諏訪陸協 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】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

 9/ 1 女子  +0.5 伊藤桃香(2) 12.98 小林千紘(1) 13.38 田中 凛(1) 13.46 飯澤 優里(1) 13.50 山田 茉優(2) 13.56 杉下 舞彩(1) 13.68 竹内里桜(1) 13.78 塚間 友香(1) 14.22
100m 諏訪二葉高 諏訪二葉高 東海大諏訪 諏訪清陵高 東海大諏訪 諏訪清陵高 諏訪二葉高 岡谷南高

 9/ 1  +0.5 伊藤桃香(2) 26.86 中原 希空(1) 27.29 飯澤 優里(1) 28.26 杉下 舞彩(1) 28.69 塚間 友香(1) 29.48 小林 穂々光(1) 32.76
200m 諏訪二葉高 東海大諏訪 諏訪清陵高 諏訪清陵高 岡谷南高 下諏訪向陽

 9/ 1 小林 舞香(2) 2:15.98 髙野夏来(1) 2:25.07 宮下綺実(2) 2:36.82 栁沢 愛莉(1) 2:44.55 小林 穂々光(1) 2:49.66 黒澤 萌(1) 2:59.83
800m 東海大諏訪 GR 諏訪二葉高 諏訪二葉高 岡谷南高 下諏訪向陽 岡谷東高

 9/ 1 川口 ののは(1) 4:55.82 髙野夏来(1) 5:02.46 小池嶺花(1) 5:35.25 松崎紫月(2) 5:49.38
1500m 東海大諏訪 諏訪二葉高 諏訪二葉高 諏訪二葉高

 9/ 1 大槻 美亜(3) 11:13.15 宮下綺実(2) 11:38.96 小池嶺花(1) 11:41.22 稲垣 和奏(3) 11:49.33
3000m 東海大諏訪 諏訪二葉高 諏訪二葉高 東海大諏訪

 9/ 1  +1.3 竹内里桜(1) 16.12 吉川 円香(2) 16.98 牛山 珠莉(1) 18.13
100mH(0.838m) 諏訪二葉高 諏訪清陵高 東海大諏訪

 9/ 1 長田 美羽(2) 1.53 田村 明日香(2) 1.50 吉川 円香(2) 1.45
走高跳 諏訪清陵高 諏訪清陵高 諏訪清陵高

 9/ 1 小林 由依(2) 3.30
棒高跳 下諏訪向陽 GR

 9/ 1 吉村 葵(2) 4.97(+0.9) 篠原 さくら(2) 4.85(-0.4) 柿澤 摩歩(1) 4.52(+0.5) 綱島 玲渚(1) 4.39(0.0) 三村 紗唯(1) 4.11(+0.7) 脇阪 有梨那(1) 3.59(+0.5)
走幅跳 岡谷東高 岡谷東高 岡谷東高 下諏訪向陽 諏訪清陵高 岡谷東高

 9/ 1 有賀 琳瑚(2) 30.61 牛山 珠莉(1) 23.07
やり投(600g) 岡谷東高 東海大諏訪

 9/ 1 東海大諏訪       51.05 岡谷東高       52.41 諏訪清陵高       54.10
4×100m 中原 希空(1) 有賀 琳瑚(2) 三村 紗唯(1)

小林 舞香(2) 吉村 葵(2) 杉下 舞彩(1)
山田 茉優(2) 篠原 さくら(2) 吉川 円香(2)
田中 凛(1) 柿澤 摩歩(1) 長田 美羽(2)

 9/ 1 中学女子  +0.8 小松 未唯奈(3) 12.95 藤森 七海(3) 12.99 畔上 陽菜(2) 13.66 山田 聖来(1) 13.74 小口 葉奈(3) 13.76 田村 あず(2) 13.78 伊藤 結衣(1) 13.92 山本 香菜美(2) 14.10
100m 長峰中 諏訪西中 長峰中 永明中 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野東部中 茅野東部中

 9/ 1  +0.2 中村 空夏(3) 26.21 藤森 七海(3) 26.80 小松 未唯奈(3) 27.81 山田 聖来(1) 28.48 山本 香菜美(2) 29.22 今井 優香(1) 30.43 藤島 沙由希(3) 31.10 加納 環(2) 31.69
200m 諏訪南中 GR 諏訪西中 GR 長峰中 永明中 茅野東部中 清陵附属中 長峰中 岡谷西部中

 9/ 1 臼田 麻花(3) 2:28.15 増沢 結(2) 2:30.35 小林 心渚(2) 2:38.95 岡本 千織(2) 2:42.55 長門 里奈(1) 2:42.86 田村 凜(1) 2:43.52 五味 桜花(2) 2:45.62 中山 結(3) 2:47.40
800m 下諏訪中 岡谷東部中 長峰中 岡谷東部中 岡谷東部中 諏訪南中 清陵附属中 諏訪南中

 9/ 1 臼田 麻花(3) 5:07.42 齋藤 奏絵(2) 5:12.97 増沢 結(2) 5:15.23 小林 みさと(2) 5:23.07 宮澤 明日香(2) 5:26.87 小池 瑠美嶺(1) 5:36.98 宮澤 心音(2) 5:56.19 小池 依真(2) 6:07.90
1500m 下諏訪中 諏訪南中 岡谷東部中 富士見中 岡谷西部中 原中 岡谷東部中 永明中

 9/ 1 名和 夏乃子(2) 10:35.14 篠原 さら(3) 11:24.19
3000m 岡谷南部中 茅野東部中

 9/ 1  -0.1 小口 葉奈(3) 15.77 小平 奏重(3) 16.25 千葉 琉莉(2) 16.88 飯嶋 咲南(1) 17.42 林 海音(2) 17.88 加納 環(2) 18.44 岡本 千織(2) 18.55 黒澤 美月(3) 20.08
100mH(0.762-

8.0m) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 永明中 岡谷東部中 諏訪南中 岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中 長峰中
 9/ 1 千葉 琉莉(2) 1.52 田村 優衣(2) 1.46 小平 奏重(3) 1.35 山科 志帆(2) 1.35 ﾗｺﾏｲｿｿ莉南(1) 1.35 石倉 ゆうび(2) 1.30 池上 桃可(2) 1.25 刈間 彩也子(2) 1.25

走高跳 岡谷東部中 茅野東部中 永明中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 諏訪南中 永明中
 9/ 1 長濱 愛里咲(2) 2.30 柏原 ひな(2) 2.20 舩坂 來実(2) 2.10 日達 美心(1) 2.10 北田 紗由季(2) 2.00 小嶋 楓來(3) 1.60

棒高跳 原中 原中 岡谷東部中 原中 岡谷東部中 原中
 9/ 1 丸茂 花愛(2) 4.60(+0.7) 箱田 真奈美(2) 4.49(+0.9) 高林 あんり(3) 4.48(0.0) 小倉 和香葉(1) 4.48(+1.4) 市川 紗菜(1) 4.42(+0.9) 小松 百萌(3) 4.26(+0.3) 田村 あず(2) 4.23(+0.1) 大和 由奈(1) 4.09(+0.9)

走幅跳 茅野東部中 長峰中 清陵附属中 茅野東部中 諏訪南中 諏訪南中 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 長峰中
 9/ 1 小池 明日美(2) 9.64 黒澤 美月(3) 9.33 山下 心花(1) 7.51 矢﨑 梨奈(1) 6.70 北田 紗由季(2) 6.42 千葉 菜摘(2) 6.42

砲丸投(2.721kg) 長峰中 長峰中 茅野北部中 諏訪南中 岡谷東部中 原中
 9/ 1 長濱 愛里咲(2) 11.85

円盤投(1.000kg) 原中
 9/ 1 中村 杏(2) 38.57 日達 美心(1) 31.27 千葉 菜摘(2) 21.18 青木 音乃(2) 19.81 舩坂 來実(2) 19.37 三島 きらり(1) 16.35 石倉 ゆうび(2) 14.98

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 茅野東部中 GR 原中 原中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中



第70回記念諏訪地方陸上競技選手権大会 記録主任 矢沢翔吾

主催　諏訪地方市町村教育委員会連絡協議会　ほか ﾄﾗｯｸ審判長 小口眞喜也
主管　諏訪陸上競技協会 跳躍審判長 森安夫
【開催日】 2019年　9月　1日　（日） 投てき審判長 森安夫

【主催団体】 諏訪陸協 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】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

 9/ 1 茅野東部中       53.56 岡谷東部中       54.72 諏訪南中       55.90 清陵附属中       57.11 岡谷南部中       58.64 岡谷西部中     1:00.20 永明中     1:00.33 岡谷北部中     1:00.44
4×100m 小倉 和香葉(1) 林 海音(2) 飯嶋 咲南(1) 今井 優香(1) 神田 美羽(1) 花岡 澄珠(2) 小池 依真(2) 高澤 菜月(1)

山本 香菜美(2) 蔭山 羽音(2) 市川 紗菜(1) 小松 志緒(2) 岡田 成美(2) 加納 環(2) 刈間 彩也子(2) 高野 晴愛(1)
丸茂 花愛(2) 石倉 ゆうび(2) 相馬 里瑠(2) 上久保 花怜(2) 辰野 陽和(2) 川倉 薫子(2) 五味 すみれ(2) 中野 友愛(1)
伊藤 結衣(1) 千葉 琉莉(2) 池上 桃可(2) 五味 桜花(2) 足助 唯菜(1) 倉坪 佑衣(2) 五味 あやめ(2) 武居 言実(1)

 9/ 1 招待女子  +0.8 宮澤 けい(2) 12.91
100m 赤穂中

 9/ 1  +0.2 三澤 百佳(3) 26.14
200m 開成中

 9/ 1  -1.1 唐澤 さくら(2) 14.84 小林 柑南(2) 15.13 宮澤 けい(2) 16.24 佐野 涼楓(2) 17.47
100mH(0.762-

8.0m) 箕輪中 三郷中 赤穂中 赤穂中
 9/ 1 倉田 紗優加(3) 13.16

砲丸投(2.721kg) 南箕輪中
 9/ 1 倉田 紗優加(3) 53.43

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 南箕輪中
 9/ 1 赤穂中       51.50

4×100m 山田 優芽(3)
佐野 涼楓(2)
宮澤 けい(2)
鎮西 花(3)



予選 9月1日 11:20
決勝 9月1日 13:50

大会記録(GR)                    12.40 

[ 1組] 風速 +0.0 [ 2組] 風速 -1.0

 1 山田 茉優(2)     13.56 q  1 伊藤桃香(2)     13.09 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 東海大諏訪 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

 2 飯澤 優里(1)     13.62 q  2 小林千紘(1)     13.41 q
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 諏訪清陵高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高

 3 竹内里桜(1)     13.73 q  3 田中 凛(1)     13.51 q
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉高 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 東海大諏訪

 4 塚間 友香(1)     14.18 q  4 杉下 舞彩(1)     13.77 q
ﾂｶﾏ ﾕｶ 岡谷南高 ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 諏訪清陵高

 5 三村 紗唯(1)     15.02   綱島 玲渚(1)      
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 諏訪清陵高 ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 下諏訪向陽

  北原小遥(1)        柿澤 摩歩(1)      
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉高 ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 岡谷東高

風速 +0.5

 1 伊藤桃香(2)     12.98 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

 2 小林千紘(1)     13.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高

 3 田中 凛(1)     13.46 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 東海大諏訪

 4 飯澤 優里(1)     13.50 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 諏訪清陵高

 5 山田 茉優(2)     13.56 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 東海大諏訪

 6 杉下 舞彩(1)     13.68 
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 諏訪清陵高

 7 竹内里桜(1)     13.78 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉高

 8 塚間 友香(1)     14.22 
ﾂｶﾏ ﾕｶ 岡谷南高

9   101

2   166

7    30

3  2047

4    32

8  2046

6    98

5   103

DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

DNS
6   102 7   146

7  2048 3   117

3   166 4  2047

4   101 5    32

5  2046 8   103

所属名 記録／備考
8    30 6    98

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



予選 9月1日 11:25
決勝 9月1日 13:45

大会記録(GR)                    12.84 

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -0.4

 1 畔上 陽菜(2)     13.78 q  1 藤森 七海(3)     13.20 q
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 長峰中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

 2 宮澤 ありさ(3)     14.85  2 太田 結衣(1)     14.44 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中 ｵｵﾀ ﾕｲ 永明中

 3 篠原 さら(3)     15.12  3 辰野 陽和(2)     14.84 
ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ 茅野東部中 ﾀﾂﾉ ﾋﾖﾘ 岡谷南部中

 4 栁澤 千夏(1)     15.39  4 今井 優香(1)     15.03 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾅﾂ 永明中 ｲﾏｲ ﾕｳｶ 清陵附属中

 5 池田 ゆりな(1)     15.69  5 宮下 絢菜(1)     15.07 
ｲｹﾀﾞ ﾕﾘﾅ 長峰中 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾅ 下諏訪中

 6 吉田 晶(1)     15.86  6 勝野 真碧(1)     15.28 
ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 茅野北部中 ｶﾂﾉ ﾏｵ 原中

 7 岡田 なみき(1)     16.05  7 加納 瑠璃菜(1)     15.33 
ｵｶﾀﾞ ﾅﾐｷ 岡谷西部中 ｶﾉｳ ﾙﾘﾅ 長峰中

 8 小池 瑠美嶺(1)     16.45  8 赤羽 沙恵花(1)     16.70 
ｺｲｹ ﾙﾐﾈ 原中 ｱｶﾊﾈ ｻｴｶ 岡谷西部中

  安田 莉穂(3)       9 原 千惺(1)     17.02 
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪西中 ﾊﾗ ﾁｻﾄ 茅野東部中

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 +0.1

 1 田村 あず(2)     13.97 q  1 小松 未唯奈(3)     13.11 q
ﾀﾑﾗ ｱｽﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中

 2 伊藤 結衣(1)     14.00 q  2 岡田 成美(2)     14.97 
ｲﾄｳ ﾕｲ 茅野東部中 ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ 岡谷南部中

 3 田中 絆(2)     15.25  3 上久保 花怜(2)     15.24 
ﾀﾅｶ ｷｽﾞﾅ 岡谷東部中 ｶﾐｸﾎﾞ ｶﾚﾝ 清陵附属中

 4 北澤 遥香(2)     15.37  4 林 優花(1)     15.49 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 諏訪西中 ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 茅野東部中

 5 小泉 結亜(1)     15.53  5 小松 夢來(3)     15.64 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｱ 永明中 ｺﾏﾂ ﾕﾗ 諏訪西中

 6 中井 綺香(1)     15.74  6 大久保 結葉(2)     16.13 
ﾅｶｲ ｱﾔｶ 茅野北部中 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾊ 長峰中

 7 山浦 花杏(1)     15.92   河西 真依(2)      
ﾔﾏｳﾗ ｶﾅﾝ 長峰中 ｶｻｲ ﾏｲ 諏訪南中

 8 上田 柚希(1)     17.07   中村 美沙稀(2)      
ｳｴﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 岡谷西部中 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 上諏訪中

  小池 心都(1)        濵 さくら(1)      
ｺｲｹ ｺﾄ 富士見中 ﾊﾏ ｻｸﾗ 岡谷西部中

[ 5組] 風速 +0.1 [ 6組] 風速 +0.5

 1 山田 聖来(1)     13.66 q  1 小口 葉奈(3)     13.70 q
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明中 ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 小倉 和香葉(1)     14.29  2 市川 紗菜(1)     14.24 
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 茅野東部中 ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南中

 3 小松 志緒(2)     14.72  3 小池 萌恵(1)     14.82 
ｺﾏﾂ ｼｵ 清陵附属中 ｺｲｹ ﾓｴ 富士見中

 4 相馬 里瑠(2)     14.91  4 小松 美沙季(2)     15.19 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 諏訪南中 ｺﾏﾂ ﾐｻｷ 諏訪西中

 5 外山 優(2)     15.51  5 小池 明日美(2)     15.25 
ﾄﾔﾏ ﾕｳ 岡谷西部中 ｺｲｹ ｱｽﾐ 長峰中

 6 高澤 菜月(1)     15.97  6 花岡 澄珠(2)     15.28 
ﾀｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 岡谷北部中 ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ 岡谷西部中

  小林 心渚(2)       7 前澤 ほのみ(1)     15.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾅ 長峰中 ﾏｴｻﾞﾜ ﾎﾉﾐ 茅野東部中

  櫻本 芽衣(1)       8 田口 澄香(2)     15.77 
ｻｸﾗﾓﾄ ﾒｲ 富士見中 ﾀｸﾞﾁ ｽﾐｶ 上諏訪中

  髙橋 優乃(3)        大久保 瑠依(1)      
ﾀｶﾊｼ ﾕﾉ 原中 ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ 永明中
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[ 7組] 風速 -0.1 [ 8組] 風速 -0.4

 1 蔭山 羽音(2)     14.26  1 山本 香菜美(2)     13.81 q
ｶｹﾞﾔﾏ ﾊｵﾄ 岡谷東部中 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 茅野東部中

 2 伊藤 穂香(1)     14.35  2 箱田 真奈美(2)     14.09 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 諏訪西中 ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 長峰中

 3 田村 優衣(2)     14.71  3 飯嶋 咲南(1)     14.46 
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 茅野東部中 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 諏訪南中

 4 加納 萌瑛菜(1)     14.77  4 高林 あんり(3)     14.62 
ｶﾉｳ ﾓｴﾅ 長峰中 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属中

 5 高野 晴愛(1)     15.55  5 川倉 薫子(2)     15.11 
ﾀｶﾉ ﾊﾙ 岡谷北部中 ｶﾜｸﾗ ｶｵﾙｺ 岡谷西部中

 6 羽布津 桃子(1)     15.92  6 山﨑 星奈(1)     15.42 
ﾊﾌﾞﾂ ﾓﾓｺ 諏訪南中 ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲﾅ 永明中

 7 岸本 珠吏(1)     16.12  7 中島 美佳(1)     15.47 
ｷｼﾓﾄ ｼｭﾘ 岡谷西部中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｶ 岡谷東部中

  土橋 茉奈(1)       8 柏原 ひな(2)     15.87 
ﾂﾁﾊｼ ﾏﾅ 清陵附属中 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾋﾅ 原中

風速 +0.8

 1 小松 未唯奈(3)     12.95 
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中

 2 藤森 七海(3)     12.99 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

 3 畔上 陽菜(2)     13.66 
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 長峰中

 4 山田 聖来(1)     13.74 
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明中

 5 小口 葉奈(3)     13.76 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 田村 あず(2)     13.78 
ﾀﾑﾗ ｱｽﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 伊藤 結衣(1)     13.92 
ｲﾄｳ ﾕｲ 茅野東部中

 8 山本 香菜美(2)     14.10 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 茅野東部中

決勝 9月1日 13:45

風速 +0.8

 1 宮澤 けい(2)     12.91 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 赤穂中
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決勝 9月1日 12:50

大会記録(GR)                    25.23 

風速 +0.5

 1 伊藤桃香(2)     26.86 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪二葉高

 2 中原 希空(1)     27.29 
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪

 3 飯澤 優里(1)     28.26 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 諏訪清陵高

 4 杉下 舞彩(1)     28.69 
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 諏訪清陵高

 5 塚間 友香(1)     29.48 
ﾂｶﾏ ﾕｶ 岡谷南高

 6 小林 穂々光(1)     32.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 下諏訪向陽

  長田 美羽(2)      
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 諏訪清陵高

予選 9月1日  9:50
決勝 9月1日 12:45

大会記録(GR)                    27.15 

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.3

 1 藤島 沙由希(3)     31.09 Q  1 今井 優香(1)     30.80 Q
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中 ｲﾏｲ ﾕｳｶ 清陵附属中

 2 加納 萌瑛菜(1)     31.53  2 中村 杏(2)     31.29 
ｶﾉｳ ﾓｴﾅ 長峰中 ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 茅野東部中

 3 菅野 愛莉(3)     32.25  3 川倉 薫子(2)     31.66 
ｶﾝﾉ ｱｲﾘ 諏訪南中 ｶﾜｸﾗ ｶｵﾙｺ 岡谷西部中

 4 上久保 花怜(2)     32.25  4 田中 望愛(1)     36.14 
ｶﾐｸﾎﾞ ｶﾚﾝ 清陵附属中 ﾀﾅｶ ﾉｱ 岡谷南部中

 5 春日 円花(1)     32.78  5 笠原 惺々楽(1)     36.38 
ｶｽｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 岡谷東部中 ｶｻﾊﾗ ｾｾﾗ 岡谷南部中

 6 倉坪 佑衣(2)     32.94   濵 さくら(1)      
ｸﾗﾂﾎﾞ ﾕｲ 岡谷西部中 ﾊﾏ ｻｸﾗ 岡谷西部中

 7 岸本 珠吏(1)     32.96   畔上 陽菜(2)      
ｷｼﾓﾄ ｼｭﾘ 岡谷西部中 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 長峰中

  小原 瑚雪(1)      
ｵﾊﾗ ｺﾕｷ 岡谷南部中

[ 3組] 風速 +1.3 [ 4組] 風速 +0.2

 1 加納 環(2)     31.33 Q  1 中村 空夏(3)     26.40 Q
ｶﾉｳ ﾀﾏｷ 岡谷西部中 ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪南中

 2 五味 あやめ(2)     32.04  2 藤森 七海(3)     27.09 q
ｺﾞﾐ ｱﾔﾒ 永明中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

 3 加納 瑠璃菜(1)     32.60  3 小松 未唯奈(3)     27.49 q
ｶﾉｳ ﾙﾘﾅ 長峰中 ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中

 4 神田 美羽(1)     33.01  4 山本 香菜美(2)     28.67 q
ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ 岡谷南部中 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 茅野東部中

 5 赤羽 沙恵花(1)     34.86  5 山田 聖来(1)     29.01 q
ｱｶﾊﾈ ｻｴｶ 岡谷西部中 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明中

  安田 莉穂(3)       6 伊藤 結衣(1)     29.16 
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪西中 ｲﾄｳ ﾕｲ 茅野東部中

  大久保 瑠依(1)        林 海音(2)      
ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ 永明中 ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ 岡谷東部中

風速 +0.2

 1 中村 空夏(3)     26.21 
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪南中

 2 藤森 七海(3)     26.80 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

 3 小松 未唯奈(3)     27.81 
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中

 4 山田 聖来(1)     28.48 
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明中

 5 山本 香菜美(2)     29.22 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 茅野東部中

 6 今井 優香(1)     30.43 
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 清陵附属中

 7 藤島 沙由希(3)     31.10 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中

 8 加納 環(2)     31.69 
ｶﾉｳ ﾀﾏｷ 岡谷西部中
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決勝 9月1日  9:50

風速 +0.2

三澤 百佳(3)     26.14 
ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 開成中

決勝 9月1日 10:55

大会記録(GR)                  2:22.5 

 1 小林 舞香(2)   2:15.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 東海大諏訪

 2 髙野夏来(1)   2:25.07 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 諏訪二葉高

 3 宮下綺実(2)   2:36.82 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪二葉高

 4 栁沢 愛莉(1)   2:44.55 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 岡谷南高

 5 小林 穂々光(1)   2:49.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 下諏訪向陽

 6 黒澤 萌(1)   2:59.83 
ｸﾛｻﾜ ﾓｴ 岡谷東高

  中原 希空(1)      
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪

決勝 9月1日 10:45

大会記録(GR)                  2:21.72 

[ 1組] [ 2組]

 1 臼田 麻花(3)   2:28.15  1 大和 由奈(1)   2:49.05 
ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 下諏訪中 ｵｵﾜ ﾕﾅ 長峰中

 2 増沢 結(2)   2:30.35  2 武居 言実(1)   2:54.16 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ 岡谷東部中 ﾀｹｲ ｺﾄﾐ 岡谷北部中

 3 小林 心渚(2)   2:38.95  3 和田 咲菜(1)   2:54.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾅ 長峰中 ﾜﾀﾞ ｻｷﾅ 富士見中

 4 岡本 千織(2)   2:42.55  4 小池 心都(1)   2:56.13 
ｵｶﾓﾄ ﾁｵﾘ 岡谷東部中 ｺｲｹ ｺﾄ 富士見中

 5 長門 里奈(1)   2:42.86  5 冨田 樹里(1)   2:56.86 
ﾅｶﾞﾄ ﾘﾅ 岡谷東部中 ﾄﾐﾀ ｼﾞｭﾘ 茅野東部中

 6 田村 凜(1)   2:43.52  6 池田 ゆりな(1)   2:58.60 
ﾀﾑﾗ ﾘﾝ 諏訪南中 ｲｹﾀﾞ ﾕﾘﾅ 長峰中

 7 五味 桜花(2)   2:45.62  7 山田 恵蓮(1)   3:00.36 
ｺﾞﾐ ｵｳｶ 清陵附属中 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾚﾝ 岡谷南部中

 8 中山 結(3)   2:47.40  8 細川 美詩(2)   3:02.95 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 諏訪南中 ﾎｿｶﾜ ﾐｳﾀ 富士見中

 9 小林 加奈(2)   2:52.05  9 中野 友愛(1)   3:07.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ 下諏訪中 ﾅｶﾉ ﾕﾅ 岡谷北部中

10 小松 夢來(3)   3:09.24 10 原 千惺(1)   3:07.87 
ｺﾏﾂ ﾕﾗ 諏訪西中 ﾊﾗ ﾁｻﾄ 茅野東部中

  小嶋 楓來(3)      11 五味 すみれ(2)   3:11.79 
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 原中 ｺﾞﾐ ｽﾐﾚ 永明中

  刈間 彩也子(2)        土橋 茉奈(1)      
ｶﾘﾏ ｻﾔｺ 永明中 ﾂﾁﾊｼ ﾏﾅ 清陵附属中 DNSDNS

DNS
12  7807 11  7947

7  8687 7  7803

2  7742 5  7883

11  7688 1  7609

9  7765 4  7937

3  7945 12  7630

1  7771 10  7860

10  7649 3  7873

4  7660 8  7923

8  7848 6  7921

6  7636 9  7608

所属名 記録／備考
5  7683 2  7861

ﾚｰﾝ No. 氏  名

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

DNS

8   116

2   149

中学女子

800m

  104

4   100

7   167

3    33

招待女子

200m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

女子

800m

記録／備考
5  9043

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    28

大会新
6



   1 臼田 麻花(3) 下諏訪中     2:28.15   1   1
   2 増沢 結(2) 岡谷東部中     2:30.35   1   2
   3 小林 心渚(2) 長峰中     2:38.95   1   3
   4 岡本 千織(2) 岡谷東部中     2:42.55   1   4
   5 長門 里奈(1) 岡谷東部中     2:42.86   1   5
   6 田村 凜(1) 諏訪南中     2:43.52   1   6
   7 五味 桜花(2) 清陵附属中     2:45.62   1   7
   8 中山 結(3) 諏訪南中     2:47.40   1   8
   9 大和 由奈(1) 長峰中     2:49.05   2   1
  10 小林 加奈(2) 下諏訪中     2:52.05   1   9
  11 武居 言実(1) 岡谷北部中     2:54.16   2   2
  12 和田 咲菜(1) 富士見中     2:54.27   2   3
  13 小池 心都(1) 富士見中     2:56.13   2   4
  14 冨田 樹里(1) 茅野東部中     2:56.86   2   5
  15 池田 ゆりな(1) 長峰中     2:58.60   2   6
  16 山田 恵蓮(1) 岡谷南部中     3:00.36   2   7
  17 細川 美詩(2) 富士見中     3:02.95   2   8
  18 中野 友愛(1) 岡谷北部中     3:07.65   2   9
  19 原 千惺(1) 茅野東部中     3:07.87   2  10
  20 小松 夢來(3) 諏訪西中     3:09.24   1  10
  21 五味 すみれ(2) 永明中     3:11.79   2  11
    小嶋 楓來(3) 原中 DNS   1    
    刈間 彩也子(2) 永明中 DNS   1    
    土橋 茉奈(1) 清陵附属中 DNS   2    

決勝 9月1日 14:15

大会記録(GR)                  4:39.42 

 1 川口 ののは(1)   4:55.82 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 東海大諏訪

 2 髙野夏来(1)   5:02.46 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 諏訪二葉高

 3 小池嶺花(1)   5:35.25 
ｺｲｹ ﾚｲｶ 諏訪二葉高

 4 松崎紫月(2)   5:49.38 
ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾂﾞﾞｷ 諏訪二葉高

決勝 9月1日 14:15

大会記録(GR)                  4:53.03 

 1 臼田 麻花(3)   5:07.42 
ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 下諏訪中

 2 齋藤 奏絵(2)   5:12.97 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 諏訪南中

 3 増沢 結(2)   5:15.23 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｲ 岡谷東部中

 4 小林 みさと(2)   5:23.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 富士見中

 5 宮澤 明日香(2)   5:26.87 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｽｶ 岡谷西部中

 6 小池 瑠美嶺(1)   5:36.98 
ｺｲｹ ﾙﾐﾈ 原中

 7 宮澤 心音(2)   5:56.19 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｺﾈ 岡谷東部中

 8 小池 依真(2)   6:07.90 
ｺｲｹ ｴﾏ 永明中

 9 渡邊 紗優奈(2)   6:23.79 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾕﾅ 富士見中

  髙橋 優乃(3)      
ﾀｶﾊｼ ﾕﾉ 原中

 7883
 7742
 7803
 8687
 7807
 7947

 7609

 7683
 7636
 7848
 7660
 7649
 7771
 7945

 7688
 7608
 7921
 7923
 7873
 7860

中学女子

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名

 7630
 7937

都道府県 所属名 記録 備考 組 順位

 7765
 7861

DNS

9  7938

10  8688

1

7  7935

 7665

8  7805

2  7565

4  7891

6  7769

中学女子

1500m

決勝

順 ORD

3  7636

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7683

12   105

14    99

13    34

11   104

女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月1日  9:00

大会記録(GR)                 10:15.90 

 1 大槻 美亜(3)  11:13.15 
ｵｵﾂｷ ﾐｱ 東海大諏訪

 2 宮下綺実(2)  11:38.96 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪二葉高

 3 小池嶺花(1)  11:41.22 
ｺｲｹ ﾚｲｶ 諏訪二葉高

 4 稲垣 和奏(3)  11:49.33 
ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶﾅ 東海大諏訪

決勝 9月1日  9:00

大会記録(GR)                 10:32.39 

 1 名和 夏乃子(2)  10:35.14 
ﾅﾜ ｶﾉｺ 岡谷南部中

 2 篠原 さら(3)  11:24.19 
ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ 茅野東部中

決勝 9月1日 13:15

大会記録(GR)                    16.10 

風速 +1.3

 1 竹内里桜(1)     16.12 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 諏訪二葉高

 2 吉川 円香(2)     16.98 
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵高

 3 牛山 珠莉(1)     18.13 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪

100mH(0.838m)
女子

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   101

決勝

4   100

女子

3000m

決勝

順 ORD

中学女子

3000m

決勝

No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   105

1    26

3    27

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7623

6  7882

4    31

5    77



予選 9月1日 10:20
決勝 9月1日 13:10

大会記録(GR)                    15.44 

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 +1.1

 1 黒澤 美月(3)     19.46 q  1 飯嶋 咲南(1)     17.34 q
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 長峰中 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 諏訪南中

 2 藤島 沙由希(3)     19.59  2 加納 環(2)     18.40 q
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中 ｶﾉｳ ﾀﾏｷ 岡谷西部中

 3 杉村 風華(1)     20.01  3 岡本 千織(2)     18.61 q
ｽｷﾞﾑﾗ ﾌｳｶ 岡谷東部中 ｵｶﾓﾄ ﾁｵﾘ 岡谷東部中

 4 黒瀬 ひまり(1)     38.28  4 山下 心花(1)     19.55 
ｸﾛｾ ﾋﾏﾘ 岡谷西部中 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野北部中

  丸茂 花愛(2)       5 山科 志帆(2)     20.60 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 茅野東部中 ﾔﾏｼﾅ ｼﾎ 岡谷東部中

  河西 真依(2)       6 大久保 結葉(2)     21.07 
ｶｻｲ ﾏｲ 諏訪南中 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾊ 長峰中

[ 3組] 風速 -1.1

 1 小口 葉奈(3)     16.21 q
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 小平 奏重(3)     16.85 q
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 永明中

 3 千葉 琉莉(2)     17.11 q
ﾁﾊﾞ ﾙﾘ 岡谷東部中

 4 林 海音(2)     17.98 q
ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ 岡谷東部中

風速 -0.1

 1 小口 葉奈(3)     15.77 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 小平 奏重(3)     16.25 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 永明中

 3 千葉 琉莉(2)     16.88 
ﾁﾊﾞ ﾙﾘ 岡谷東部中

 4 飯嶋 咲南(1)     17.42 
ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 諏訪南中

 5 林 海音(2)     17.88 
ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ 岡谷東部中

 6 加納 環(2)     18.44 
ｶﾉｳ ﾀﾏｷ 岡谷西部中

 7 岡本 千織(2)     18.55 
ｵｶﾓﾄ ﾁｵﾘ 岡谷東部中

 8 黒澤 美月(3)     20.08 
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 長峰中

決勝 9月1日 10:30

風速 -1.1

唐澤 さくら(2)     14.84 
ｶﾗｻﾜ ｻｸﾗ 箕輪中
小林 柑南(2)     15.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 三郷中
宮澤 けい(2)     16.24 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ 赤穂中
佐野 涼楓(2)     17.47 
ｻﾉ ｽｽﾞｶ 赤穂中

中学女子

100mH(0.762-8.0m)

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  7857 6  7774

4  7869 3  7560

8  7646 8  7660

3  7568 7  8850

5  7872 4  7666
DNS

7  7766 5  7843
DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  7740

8  7798

9  7663

2  7664

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7740

4  7798

6  7663

5  7774

2  7857

9  7664

8  7560

3  7660

招待女子

100mH(0.762-8.0m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9038

4  9030

7  9032

5  9021



決勝 9月1日 14:55

大会記録(GR)                    49.52 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 東海大諏訪    33 中原 希空(1)     51.05 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ
   28 小林 舞香(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
   30 山田 茉優(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ
   32 田中 凛(1)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ
 2   4 岡谷東高   143 有賀 琳瑚(2)     52.41 

ｵｶﾔﾋｶﾞｼｺｳｺｳ ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ
  144 吉村 葵(2)

ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ
  142 篠原 さくら(2)

ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ
  146 柿澤 摩歩(1)

ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ
 3   5 諏訪清陵高  2048 三村 紗唯(1)     54.10 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ ﾐﾑﾗ ｻﾕ
 2047 杉下 舞彩(1)

ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
   77 吉川 円香(2)

ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ
   81 長田 美羽(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ
    6 諏訪二葉高      

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ DNS

女子

4×100m

決勝



決勝 9月1日 14:35

大会記録(GR)                    52.93 

[ 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   6 諏訪南中  7774 飯嶋 咲南(1)     55.90  1   5 茅野東部中  7876 小倉 和香葉(1)     53.56 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ
 7775 市川 紗菜(1)  7877 山本 香菜美(2)

ｲﾁｶﾜ ｻﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ
 7767 相馬 里瑠(2)  7872 丸茂 花愛(2)

ｿｳﾏ ﾘﾙ ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
 7768 池上 桃可(2)  7875 伊藤 結衣(1)

ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ ｲﾄｳ ﾕｲ
 2   5 岡谷西部中  7564 花岡 澄珠(2)   1:00.20  2   6 岡谷東部中  7664 林 海音(2)     54.72 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ
 7560 加納 環(2)  7661 蔭山 羽音(2)

ｶﾉｳ ﾀﾏｷ ｶｹﾞﾔﾏ ﾊｵﾄ
 7561 川倉 薫子(2)  7637 石倉 ゆうび(2)

ｶﾜｸﾗ ｶｵﾙｺ ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ
 7562 倉坪 佑衣(2)  7663 千葉 琉莉(2)

ｸﾗﾂﾎﾞ ﾕｲ ﾁﾊﾞ ﾙﾘ
 3   3 永明中  7805 小池 依真(2)   1:00.33  3   3 清陵附属中  7946 今井 優香(1)     57.11 

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｺｲｹ ｴﾏ ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ｲﾏｲ ﾕｳｶ
 7807 刈間 彩也子(2)  7944 小松 志緒(2)

ｶﾘﾏ ｻﾔｺ ｺﾏﾂ ｼｵ
 7803 五味 すみれ(2)  7943 上久保 花怜(2)

ｺﾞﾐ ｽﾐﾚ ｶﾐｸﾎﾞ ｶﾚﾝ
 7806 五味 あやめ(2)  7945 五味 桜花(2)

ｺﾞﾐ ｱﾔﾒ ｺﾞﾐ ｵｳｶ
 4   4 岡谷北部中  7606 高澤 菜月(1)   1:00.44  4   7 岡谷南部中  7626 神田 美羽(1)     58.64 

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾀｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞﾁｭｳ ｶﾝﾀﾞ ﾐｳ
 7607 高野 晴愛(1)  7621 岡田 成美(2)

ﾀｶﾉ ﾊﾙ ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ
 7609 中野 友愛(1)  7622 辰野 陽和(2)

ﾅｶﾉ ﾕﾅ ﾀﾂﾉ ﾋﾖﾘ
 7608 武居 言実(1)  7624 足助 唯菜(1)

ﾀｹｲ ｺﾄﾐ ｱｽｹ ﾕｲﾅ
    7 長峰中  7862 加納 萌瑛菜(1)          2 富士見中      

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｶﾉｳ ﾓｴﾅ DQ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ DNS
 7847 箱田 真奈美(2) oz(2-3)

ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ
 7852 畔上 陽菜(2)

ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ
 7848 小林 心渚(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾅ

   1 茅野東部中     53.56 小倉 和香葉(1)山本 香菜美(2)丸茂 花愛(2) 伊藤 結衣(1)   2   1
   2 岡谷東部中     54.72 林 海音(2) 蔭山 羽音(2) 石倉 ゆうび(2)千葉 琉莉(2)   2   2
   3 諏訪南中     55.90 飯嶋 咲南(1) 市川 紗菜(1) 相馬 里瑠(2) 池上 桃可(2)   1   1
   4 清陵附属中     57.11 今井 優香(1) 小松 志緒(2) 上久保 花怜(2)五味 桜花(2)   2   3
   5 岡谷南部中     58.64 神田 美羽(1) 岡田 成美(2) 辰野 陽和(2) 足助 唯菜(1)   2   4
   6 岡谷西部中   1:00.20 花岡 澄珠(2) 加納 環(2) 川倉 薫子(2) 倉坪 佑衣(2)   1   2
   7 永明中   1:00.33 小池 依真(2) 刈間 彩也子(2)五味 すみれ(2)五味 あやめ(2)  1   3
   8 岡谷北部中   1:00.44 高澤 菜月(1) 高野 晴愛(1) 中野 友愛(1) 武居 言実(1)   1   4
    長峰中          DQ 加納 萌瑛菜(1)箱田 真奈美(2)畔上 陽菜(2) 小林 心渚(2)   1    
    富士見中          DNS   2    

決勝 9月1日 14:35

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 赤穂中  9033 山田 優芽(3)     51.50 

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
 9032 佐野 涼楓(2)

ｻﾉ ｽｽﾞｶ
 9030 宮澤 けい(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲ
 9034 鎮西 花(3)

ﾁﾝｾﾞｲ ﾊﾅ

招待女子

4×100m

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

中学女子

4×100m

決勝

組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4



決勝 9月1日 11:40

大会記録(GR)                     1.70 

長田 美羽(2)
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 諏訪清陵高
田村 明日香(2)
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 諏訪清陵高
吉川 円香(2)
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵高

決勝 9月1日 11:40

大会記録(GR)                     1.53 

1m49 1m52 1m55
千葉 琉莉(2) - - - - - o o o o o
ﾁﾊﾞ ﾙﾘ 岡谷東部中 o xxo xxx
田村 優衣(2) - - - - - o o xxo o xxo
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 茅野東部中 xxx
小平 奏重(3) - - - - - o o xxx
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 永明中
山科 志帆(2) - - - o o xo xxo xxx
ﾔﾏｼﾅ ｼﾎ 岡谷東部中
ﾗｺﾏｲｿｿ莉南(1) - - xo o o xo xxo xxx
ﾗｺﾏｲｿｿ ﾘﾅ 岡谷東部中
石倉 ゆうび(2) - - o xo xxo xo xxx
ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ 岡谷東部中
池上 桃可(2) - - - - o xxx
ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ 諏訪南中
刈間 彩也子(2) - xo o xo xo xxx
ｶﾘﾏ ｻﾔｺ 永明中
長門 里奈(1) - o o o xxo xxx
ﾅｶﾞﾄ ﾘﾅ 岡谷東部中
奥原 緒美(3) - - - o xxx
ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ 長峰中
上原 美善(2) - o xo xxo xxx
ｳｴﾊﾗ ﾋﾞｾﾞﾝ 永明中
春日 円花(1) - o o xxx
ｶｽｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 岡谷東部中
成田 未桜(1) - o o xxx
ﾅﾘﾀ ﾐｵ 永明中
前澤 ほのみ(1) - o xo xxx
ﾏｴｻﾞﾜ ﾎﾉﾐ 茅野東部中
矢﨑 梨奈(1) - xo xo xxx
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 諏訪南中
押田 夏音(1) - o xxx
ｵｼﾀﾞ ｶﾉﾝ 岡谷東部中
山浦 花杏(1) xo o xxx
ﾔﾏｳﾗ ｶﾅﾝ 長峰中
北澤 遥香(2) o xo xxx
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 諏訪西中
林 優花(1) o xxx
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 茅野東部中
勝野 真碧(1) DNS
ｶﾂﾉ ﾏｵ 原中

備考
1m10 1m15 1m20 1m25 1m46

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技

1 20  7663  1.52

1m30 1m35 1m40 1m43
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1m05
記録

4 17  7666  1.35

5 14  7659  1.35

2 15  7870  1.46

3 19  7798  1.35

8 9  7807  1.25

9 10  7649  1.25

6 12  7637  1.30

7 16  7768  1.25

12 7  7645  1.15

12 11  7784  1.15

10 18  7856  1.20

11 13  7804  1.20

16 5  7644  1.10

17 6  7864  1.10

14 1  7884  1.15

15 4  7776  1.15

2  7897      

18 8  7746
 1.10

19 3  7887  1.05

女子

走高跳

決勝

順位 試技 1m45 1m50ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m30 1m35 1m40

1    80 - -

記録 備考
1 3    81 - - o xo xxo xo xxx  1.53

1m53 1m56 1m59

 1.45

 1.50

3 2    77 xo o o xo xx-

o o o xxx2



決勝 9月1日 10:30

大会記録(GR)                     3.10 

小林 由依(2) 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 下諏訪向陽

決勝 9月1日 10:30

大会記録(GR)                     3.35 

長濱 愛里咲(2)
ﾅｶﾞﾊﾏ ｱﾘｻ 原中
柏原 ひな(2)
ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾋﾅ 原中
舩坂 來実(2)
ﾌﾅｻｶ ｸﾙﾐ 岡谷東部中
日達 美心(1)
ﾋﾀﾁ ﾐｺ 原中
北田 紗由季(2)
ｷﾀﾀﾞ ｻﾕｷ 岡谷東部中
小嶋 楓來(3)
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 原中

決勝 9月1日  8:50

大会記録(GR)                     5.40 

 ３回の
 最高記録

吉村 葵(2)   4.97  4.78   x    4.97   4.75  4.92  4.81   4.97 
ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 岡谷東高   +0.9  +0.3         +0.9   +0.7   0.0  -0.6   +0.9
篠原 さくら(2)   4.72  4.44  4.85   4.85   4.74  4.63   x    4.85 
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東高   +0.5  +0.4  -0.4   -0.4   +0.5  +0.4         -0.4
柿澤 摩歩(1)   4.38  4.08  4.26   4.38   4.38  4.52   x    4.52 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 岡谷東高   +1.0  -0.1  +0.3   +1.0   +0.2  +0.5         +0.5
綱島 玲渚(1)   4.19  4.24  4.31   4.31   4.39  4.22  2.37   4.39 
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 下諏訪向陽   +0.5  +0.4  -0.4   -0.4    0.0  +0.4  +0.6    0.0
三村 紗唯(1)   4.11  3.80  3.99   4.11   3.98   x   3.95   4.11 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 諏訪清陵高   +0.7  -0.4  +0.7   +0.7    0.0        +0.4   +0.7
脇阪 有梨那(1)   3.28   x    x    3.28   3.10  3.59  3.35   3.59 
ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 岡谷東高   +0.6               +0.6   +0.3  +0.5  +0.5   +0.5
小林千紘(1)                            DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高                                                   
北原小遥(1)                            DNS
ｷﾀﾊﾗ ｺﾊﾙ 諏訪二葉高                                                   

 3.30

記録 備考
1 1   131 o o o o xxx

3m10 3m20

女子

棒高跳

決勝

順位 試技

中学女子

棒高跳

決勝

順位 試技

3m30 3m40

2m00 2m10ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m60 1m80 1m90

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 3m00

2m20 2m30 2m40 2m50 記録 備考
1 6  8692 - - - o xo o o xxx  2.30

2 5  8694 - o o o xo xo

3 2  7643 - o o o xo xxx

xxx  2.20

 2.10

4 4  8696 - o o o xxo xxx

5 3  7639 - o xo o xxx

 2.10

 2.00

 1.606 1  8687 xo xxx

-4- -5- -6- 記録 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

3 3   146

4 4   117

1 7   144

2 5   142

6   103

8   102

5 2  2048

6 1   150



決勝 9月1日  8:50

大会記録(GR)                     5.31 

 ３回の
 最高記録

丸茂 花愛(2)   4.60  4.53  4.50   4.60    x   4.43  4.25   4.60 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 茅野東部中   +0.7  +0.1  +0.2   +0.7         +0.1  +1.0   +0.7
箱田 真奈美(2)   4.34   x    x    4.34   4.37  4.43  4.49   4.49 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 長峰中   +0.3               +0.3   +0.5   0.0  +0.9   +0.9
高林 あんり(3)   4.28  4.24  4.48   4.48   4.37  4.33  4.45   4.48 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属中   +0.6  +0.5   0.0    0.0   +0.2   0.0  +0.2    0.0
小倉 和香葉(1)    x   4.38  4.44   4.44   3.32  4.42  4.48   4.48 
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 茅野東部中          0.0  +1.4   +1.4   +0.1  +0.3  +1.4   +1.4
市川 紗菜(1)    x   4.31  4.16   4.31   4.42  4.30   x    4.42 
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南中          0.0  +0.8    0.0   +0.9  +0.4         +0.9
小松 百萌(3)   4.02  4.11  4.20   4.20   4.26  4.20  4.11   4.26 
ｺﾏﾂ ﾓﾓ 諏訪南中   +0.3  +0.1  +0.3   +0.3   +0.3  +0.1  +0.4   +0.3
田村 あず(2)   4.15  4.08  4.10   4.15   4.00  4.23  4.23   4.23 
ﾀﾑﾗ ｱｽﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    0.0   0.0   0.0    0.0   +0.5  +0.8  +0.1   +0.1
大和 由奈(1)   3.91  4.04  3.84   4.04   3.89  4.09  4.08   4.09 
ｵｵﾜ ﾕﾅ 長峰中   +0.9  +0.5  +0.1   +0.5   +1.1  +0.9  +0.5   +0.9
相馬 里瑠(2)   4.01  4.03  4.00   4.03             4.03 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 諏訪南中   +0.3  +0.2  +0.4   +0.2                      +0.2
小松 志緒(2)   3.87  3.88  3.84   3.88             3.88 
ｺﾏﾂ ｼｵ 清陵附属中   +1.0  +0.6  +0.4   +0.6                      +0.6
田口 澄香(2)   3.82  3.83  3.76   3.83             3.83 
ﾀｸﾞﾁ ｽﾐｶ 上諏訪中   +0.4  +0.5  +0.1   +0.5                      +0.5
宮澤 ありさ(3)   3.64  3.66  3.75   3.75             3.75 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中    0.0  +0.2  -0.5   -0.5                      -0.5
前島 梨那(2)   3.56  3.59  3.75   3.75             3.75 
ﾏｴｼﾏ ﾘﾅ 富士見中   +0.1   0.0  +0.3   +0.3                      +0.3
外山 優(2)    x   3.72   x    3.72             3.72 
ﾄﾔﾏ ﾕｳ 岡谷西部中         -0.2         -0.2                      -0.2
青木 音乃(2)   3.70  3.71  3.57   3.71             3.71 
ｱｵｷ ﾉﾉ 岡谷東部中   +0.4  +0.2  +0.2   +0.2                      +0.2
小島 彩奈(3)   3.68  3.61   x    3.68             3.68 
ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 長峰中   +0.3  -0.1         +0.3                      +0.3
田中 絆(2)   3.53  3.65  3.48   3.65             3.65 
ﾀﾅｶ ｷｽﾞﾅ 岡谷東部中   +0.8  +0.2  -0.1   +0.2                      +0.2
篠原 夏帆(1)    x   3.48  3.63   3.63             3.63 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾎ 岡谷東部中         +0.4  -0.4   -0.4                      -0.4
花岡 澄珠(2)   3.62  3.58  3.50   3.62             3.62 
ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ 岡谷西部中   +0.3  +0.1  +0.1   +0.3                      +0.3
吉田 晶(1)   3.56   x   3.41   3.56             3.56 
ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 茅野北部中   +0.6         0.0   +0.6                      +0.6
蔭山 羽音(2)    x    x   3.55   3.55             3.55 
ｶｹﾞﾔﾏ ﾊｵﾄ 岡谷東部中               -0.1   -0.1                      -0.1
神谷 穂歌(3)   3.16  3.09  3.49   3.49             3.49 
ｶﾐﾔ ﾎﾉｶ 諏訪南中   +0.5  +0.6  +0.6   +0.6                      +0.6
林 舞羽(1)   2.72  3.21  3.03   3.21             3.21 
ﾊﾔｼ ﾏｲﾊ 岡谷東部中   +0.6  +0.2  +0.4   +0.2                      +0.2
冨田 樹里(1)    x    x   3.03   3.03             3.03 
ﾄﾐﾀ ｼﾞｭﾘ 茅野東部中               +0.3   +0.3                      +0.3
上田 柚希(1)    x    x   2.96   2.96             2.96 
ｳｴﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 岡谷西部中                0.0    0.0                       0.0
山﨑 彩菜(1)    x   2.53  2.30   2.53             2.53 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾅ 岡谷南部中         +0.1   0.0   +0.1                      +0.1
足助 唯菜(1)   2.18  2.22  2.27   2.27             2.27 
ｱｽｹ ﾕｲﾅ 岡谷南部中   +0.1  +0.5  +0.5   +0.5                      +0.5
櫻本 芽衣(1)                            DNS
ｻｸﾗﾓﾄ ﾒｲ 富士見中                                                   
中村 美沙稀(2)                            DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 上諏訪中                                                   

6  7719

24 10  7873

25 9  7571

26

27 3  7624

5  7920

1  7627

21 12  7661

22 4  7772

23 7  7650

18 2  7647

19 11  7564

20 8  8853

17 15  7662

12 13  7942

13 18  7936

14

15 20  7638

16 21  7840

19  7563

9 26  7767

10 17  7944

11 16  7718

6 24  7763

7 22  9015

8 14  7861

5 28  7775

-4- -5- -6-

3 27  7940

4 29  7876

記録 備考

1 25  7872

2 23  7847

-3-

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-



決勝 9月1日  8:50

大会記録(GR)                    12.63 

 ３回の
 最高記録

小池 明日美(2)
ｺｲｹ ｱｽﾐ 長峰中
黒澤 美月(3)
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 長峰中
山下 心花(1)
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野北部中
矢﨑 梨奈(1)
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 諏訪南中
北田 紗由季(2)
ｷﾀﾀﾞ ｻﾕｷ 岡谷東部中
千葉 菜摘(2)
ﾁﾊﾞ ﾅﾂﾐ 原中

決勝 9月1日  8:50

 ３回の
 最高記録

倉田 紗優加(3)
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪中

決勝 9月1日 11:00

大会記録(GR)                    19.28 

 ３回の
 最高記録

長濱 愛里咲(2)
ﾅｶﾞﾊﾏ ｱﾘｻ 原中

  5.78  6.42 

  5.98   6.42   6.03  6.38   -   6.42 

6 2  8695   6.42  6.35  6.34   6.42   6.36  6.03

5 5  7639   6.42  5.42

4 1  7776   6.37   6.70 

  6.97   7.14   7.51  6.83  7.22

  6.22  6.23   6.37   5.99  6.70  6.51

   9.64

-3-

  8.42

3 3  8850   6.75  7.14

  9.64 

2 4  7857   9.17  8.88  9.24   9.24

  7.51 

-5- -6- 記録 備考

招待女子

砲丸投(2.721kg)

順位 試技

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 6  7844   9.64   x

氏  名 所属名 -1- -2-

  9.42

-5- -6- 記録 備考-4-

  9.33 

   x   9.20  8.55

  8.42  9.33

備考

中学女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位

-4-氏  名 所属名 -1- -2-

 13.16  12.97  12.97  12.93   x

ﾅﾝﾊﾞｰ

1  9037  11.58 12.52

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

-3-

1 1  8692    x

 13.16

-3- -5- -6-

 11.85    x   11.85    o    o    o 11.85

-4-氏  名 所属名 -1- -2- 記録



決勝 9月1日 12:20

大会記録(GR)                    35.08 

 ３回の
 最高記録

有賀 琳瑚(2)
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷東高
牛山 珠莉(1)
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪

決勝 9月1日 12:20

大会記録(GR)                    32.95 

 ３回の
 最高記録

中村 杏(2) 大会新
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 茅野東部中
日達 美心(1)
ﾋﾀﾁ ﾐｺ 原中
千葉 菜摘(2)
ﾁﾊﾞ ﾅﾂﾐ 原中
青木 音乃(2)
ｱｵｷ ﾉﾉ 岡谷東部中
舩坂 來実(2)
ﾌﾅｻｶ ｸﾙﾐ 岡谷東部中
三島 きらり(1)
ﾐｼﾏ ｷﾗﾘ 岡谷東部中
石倉 ゆうび(2)
ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ 岡谷東部中

決勝 9月1日 12:20

長野県中学記録(CR)              56.73 倉田 紗優加                  南箕輪           2019/6/09   

 ３回の
 最高記録

倉田 紗優加(3)
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪中

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 2   143  30.61   o

氏  名 所属名 -1- -2-

   o   30.61

-3-

-5- -6- 記録 備考

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位

   x    o  23.07  23.07    x    x

-5- -6- 記録 備考-4-

   o  23.07 

   o    o    o  30.61 

2 1    31

-4-氏  名 所属名 -1- -2-試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -3-

1 7  7871    o  38.57 

2 6  8696    o    o  25.30  25.30    o  31.27   o  31.27 

   o   38.57    o    o    o 38.57

 21.18 

4 2  7638  18.67   o    o   18.67    o  19.81   o  19.81 

   o   21.18    o    o    o3 4  8695    o  21.18

 19.37 

6 1  7652    o    o  16.35  16.35    o    o    o  16.35 

   o   19.37    o    o    o5 5  7643    o  19.37

備考

招待女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技

 14.98    x   14.98    x    x    x7 3  7637  14.98   o

ﾅﾝﾊﾞｰ

 53.43    o   53.43    o    o

記録

1 1  9037    o  53.43

-3- -5- -6-

   o

-4-氏  名 所属名 -1- -2-
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