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　主　　　催： 諏訪市、富士見町教育委員会、諏訪市陸上競技協会、
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　総　　　務： 小林　初美
　審　判　長： 森山　高志
　記 録 主 任： 矢花　之宏

◆グランドコンディション
時刻 天候 風向 風速（ｍ/ｓ） 気温(℃) 湿度(％)

  09:00 雨 東 2.1 14.2 80.6
  10:00 曇り 東 2.9 14.7 78.7
  11:00 曇り 東南東 3.0 15.7 76.2
  12:00 曇り 東南東 2.2 16.7 73.9
  13:00 曇り 東 4.1 16.1 75.5
  14:00 雨 東 2.5 16.8 72.2

第２回諏訪市・富士見町陸上競技大会
（第７１回諏訪市スポーツ祭陸上競技大会・第４８回富士見町陸上競技選手権大会）

記 録 集



◆今大会で樹立された新記録（１）

記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名（学年） 所属 従来の記録

大会新 中学1年女子 100m 決勝 14"11(0.0) 伊藤 穂香(1) 諏訪西中 14"15
大会新 中学2,3年女子 100m 決勝 12"95(+1.5) 藤森 七海(3) 諏訪西中 13"45
大会新 中学１年男子 1500m 決勝 4'39"81 藤森 大和(1) 諏訪南中 4'50"56
大会新 中学2,3年男子 1500m 決勝 4'20"30 田所 夢太郎(3) 富士見中 4'23"11
大会新 一般･高校30歳未満 100m 決勝 12"29(-0.6) 岡田 遥人 松本国際高 12"78
大会新 一般･高校50歳未満 100m 決勝 11"71(-0.6) 矢澤 悠哉 諏訪市陸協 12"63
大会新 中学女子 砲丸投 決勝 6m66 池上 桃可(2) 諏訪南中 5m43
大会新 中学女子 砲丸投 決勝 6m05 岡田 葉音(2) 信大附属松本中 5m43
大会新 中学男子 砲丸投 決勝 6m83 上條 晄生(3) 上諏訪中 5m88
大会新 小学5年女子 100m 決勝 15"07(-1.3) 鈴木 紅彩(5) 四賀小 15"65
大会新 小学5年女子 100m 決勝 15"63(-1.6) 鎌倉 梨々華(5) 中洲小 15"65
大会新 小学3年男子 100m 決勝 16"10(+1.8) 平林 夢海(3) 中洲小 16"65
大会新 小学4年男子 100m 決勝 15"93(+0.2) 一之瀬 爽多(4) 中洲小 16"02
大会新 小学4年女子 走幅跳 決勝 3m29(+1.4) 海老原 千咲(4) 四賀小 2m84
大会新 小学4年女子 走幅跳 決勝 2m90(+0.2) 松本 菜々美(4) 富士見小 2m84
大会新 中学女子 走幅跳 決勝 4m53(+2.0) 小口 葉奈(3) 諏訪西中 4m51
大会新 中学女子 200m 決勝 27"03(=1.2) 中村 空夏(3) 諏訪南中 28"10
大会新 中学女子 200m 決勝 27"33(-1.2) 藤森 七海(3) 諏訪西中 28"10
大会新 中学男子 200m 決勝 23"86(+1.9) 漆戸 柊哉(3) 諏訪西中 24"24
大会新 中学男子 200m 決勝 24"16(+1.9) 宮坂 匠(3) 上諏訪中 24"24
大会新 小学6年女子 1000m 決勝 3'18"11 御子柴 清美(6) 城南小 3'37"71
大会新 小学4年男子 1000m 決勝 3'30"61 平林 陽真(4) 中洲小 3'42"03
大会新 小学5年男子 1000m 決勝 3'24"65 栗原 賢(5) 城南小 3'39"56
大会新 小学5年男子 1000m 決勝 3'30"28 蟹江 空紳(5) 湖南小 3'39"56
大会新 小学5年男子 1000m 決勝 3'37"09 林 陽史郎(5) 城南小 3'39"56



◆今大会で樹立された新記録（２）

記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名（学年） 所属 従来の記録

大会新 小学5年女子 4×100m 決勝 1'01"40

鈴木 紅彩(5)
松木 心音(5)

池上 かりん(5)
宮葉 ひかり(5)

四賀小 1'05"54

大会新 小学5年男子 4×100m 決勝 1'01"86

眞道 珠羽(5)
野口 海燕(5)
平林 來(5)

岡本 勢良(5)

富士見小 1'05"71

大会新 中学男子 4×100m 決勝 47"77

矢沢 佑真(3)
名取 勇人(3)
窪田 翔真(3)
小平 悟(3)

富士見中A 49"00

大会新 中学男子 4×100m 決勝 48"19

望月 翔太(3)
宮坂 匠(3)

上條 晄生(3)
原田 裕哉(3)

上諏訪中 49"00

大会新 中学男子 4×100m 決勝 48"52

金子 和優(2)
漆戸 柊哉(3)
小池 成羽(2)
宮下 和秀(2)

諏訪西中A 49"00

◆今大会で樹立されたタイ記録

記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名（学年） 所属 従来の記録

大会タイ 小学4年女子 走幅跳 決勝 2m84(+1.1) 武居 夏希(4) 富士見小 2m84
大会タイ 中学女子 走幅跳 決勝 4m51(-1.6) 小倉 歩華(3) 上諏訪中 4m51



第2回諏訪市・富士見町陸上競技大会 （19170718） ﾄﾗｯｸ審判長 森山　高志

（第71回諏訪市スポーツ祭陸上競技大会・第48回富士見町陸上競技選手権大会） 投てき審判長 森山　高志
主催：諏訪市、富士見町教育委員会、諏訪市陸上競技協会、NPO法人富士見町スポーツ協会陸上競技部、 跳躍審判長 森山　高志
【開催日】 令和元年6月15日（土）

【主催団体】 諏訪市、富士見町教育委員会　ほか 決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会ﾀｲ) 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

 6/15 中学1年女子 伊藤 穂香(1) 14.11 市川 紗菜(1) 14.63 飯嶋 咲南(1) 14.81 小池 萌恵(1) 15.14 石平 愛菜(1) 15.15 今井 優香(1) 15.19 羽布津 桃子(1) 15.49 矢﨑 梨奈(1) 15.85
100m 諏訪西中 GR 諏訪南中 諏訪南中 富士見中 諏訪中 清陵附属中 諏訪南中 諏訪南中

 6/15 中学2,3年女 藤森 七海(3) 12.95 小口 葉奈(3) 13.55 安田 莉穂(3) 13.88 小倉 歩華(3) 14.07 河西 真依(2) 14.22 小松 美沙季(2) 14.24 相馬 里瑠(2) 14.48 高林 あんり(3) 14.52
100m 諏訪西中 GR 諏訪西中 諏訪西中 上諏訪中 諏訪南中 諏訪西中 諏訪南中 清陵附属中

 6/15 中学共通女子 中村 空夏(3) 27.03 藤森 七海(3) 27.33 安田 莉穂(3) 28.86 伊藤 穂香(1) 29.80 齋藤 奏絵(2) 30.17 両角 みなみ(3) 30.22 小松 志緒(2) 30.72 五味 桜花(2) 30.95
200m 諏訪南中 GR 諏訪西中 GR 諏訪西中 諏訪西中 諏訪南中 上諏訪中 清陵附属中 清陵附属中

 6/15 齋藤 奏絵(2) 5:13.48 越川 えり(3) 5:18.67 小林 みさと(2) 5:25.93 両角 愛菜(1) 5:32.94 五味 桜花(2) 5:50.25 中山 結(3) 6:13.72
1500m 諏訪南中 富士見中 富士見中 諏訪市陸協 清陵附属中 諏訪南中

 6/15 小口 葉奈(3) 4.53(+2.0) 小倉 歩華(3) 4.51(-1.6) 相馬 里瑠(2) 4.34(-0.7) 高林 あんり(3) 4.31(+2.2) 河西 真依(2) 4.16(+0.8) 小池 理紗子(3) 4.09(+1.0) 小松 百萌(3) 4.04(+0.2) 小松 志緒(2) 3.98(+1.5)
走幅跳 諏訪西中 GR 上諏訪中 GT 諏訪南中 清陵附属中 諏訪南中 諏訪西中 諏訪南中 清陵附属中

 6/15 池上 桃可(2) 6.66 岡田 葉音(2) 6.05

砲丸投(2.721kg) 諏訪南中 GR 信大附属松本中 GR
 6/15 小学1年女子 増澤 依夢(1) 11.47 進藤 優花(1) 11.51 平林 愛華(1) 11.60 藤本 美千琉(1) 11.64 宮坂 幸葉(1) 12.07 梅垣 果鈴(1) 12.14 山本 梨紗(1) 豊田小 12.19

60m 豊田小 中洲小 中洲小 湖南小 湖南小 中洲小 平出 涼凪(1) 境小
 6/15 小学2年女子 水野 花音(2) 10.92 大蔵 琉愛(2) 11.14 木村 莉菜(2) 11.16 河野 恵子(2) 11.19 佐藤 和香(2) 11.24 金子 柚羽(2) 11.32 髙尾 美優(2) 城南小 11.36

60m 境小 中洲小 四賀小 豊田小 豊田小 湖南小 原 美結(2) 中洲小
中村 香枝(2) 四賀小

 6/15 小学3年女子 植松 澪(3) 17.33 遠藤 浬(3) 17.41 大門 知歩(3) 17.49 小林 いちご(3) 17.53 人形 麻瑳(3) 17.55 小溝 あい(3) 17.99 佐野 希桜(3) 18.05 平出 夏帆(3) 18.35
100m 本郷小 高島小 富士見小 湖南小 中洲小 城南小 中洲小 四賀小

 6/15 小学4年女子 河野 恭子(4) 16.37 小池 奈都(4) 16.45 鈴木 結衣奈(4) 16.62 山田 夏実(4) 16.80 石川 ﾒｲ(4) 17.40 小池 星雫(4) 17.92 大島 帆花(4) 18.01 中山 胡夏(4) 18.46
100m 豊田小 本郷小 城南小 豊田小 富士見小 本郷小 湖南小 中洲小

 6/15 飯嶋 結南(4) 3:49.97 名村 一乃(4) 4:05.26 両角 菜月(4) 4:19.28 中村 果歩(4) 4:22.04
1000m 中洲小 城南小 城南小 中洲小

 6/15 海老原 千咲(4) 3.29(+1.4) 松本 菜々美(4) 2.90(+0.2) 武居 夏希(4) 2.84(+1.1) 西谷 逢(4) 2.68(0.0)
走幅跳 四賀小 GR 富士見小 GR 富士見小 GT 城南小

 6/15 小学5年女子 鈴木 紅彩(5) 15.07 鎌倉 梨々華(5) 15.63 北原 凜佳(5) 15.89 金子 涼羽(5) 16.23 中山 桃(5) 16.40 五味 奏乃(5) 16.60 小池 結月(5) 16.61 石原 麗(5) 16.73
100m 四賀小 GR 中洲小 GR 高島小 湖南小 中洲小 本郷小 湖南小 富士見小

 6/15 鈴木 莉央(5) 3:39.52 平林 あずみ(5) 3:41.11 御子柴 直美(5) 3:44.93 五味 舞乃(5) 3:48.99 茅野 智奈(5) 4:09.27 植松 伊織里(5) 4:14.85
1000m 中洲小 中洲小 城南小 本郷小 城北小 本郷小

 6/15 松木 心音(5) 4.07(+0.9) 宮葉 ひかり(5) 3.18(+0.4) 池上 かりん(5) 3.09(+1.1) 新海 美桜(5) 2.96(+1.6) 伊藤 日葉(5) 2.94(+0.3) 大藪 菜々花(5) 2.92(-0.4) 後藤 妃萌果(5) 2.86(+0.1)
走幅跳 四賀小 四賀小 四賀小 中洲小 富士見小 富士見小 城北小

 6/15 小学6年女子  -1.6 進士 渚(6) 14.79 雨宮 ちとせ(6) 15.31 矢島 椎加(6) 15.46 小林 葵(6) 15.65
100m 中洲小 本郷小 高島小 本郷小

 6/15 御子柴 清美(6) 3:18.11
1000m 城南小 GR

 6/15 田村 夢(6) 2.71(+0.8)
走幅跳 湖南小



開催日 令和元年6月15日（土） リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 諏訪 [0] 競技会名 第2回諏訪市・富士見町陸上競技大会 ｺｰﾄﾞ  [19170718] ﾄﾗｯｸ審判長  森山　高志

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [173100] 記録主任    矢花　之宏

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
中学共通女子  6/15     1諏訪西中 安田 莉穂(3) 藤森 七海(3) 小松 美沙季(2) 小口 葉奈(3)       52.86           

    2諏訪南中A 池上 桃可(2) 中村 空夏(3) 相馬 里瑠(2) 河西 真依(2)       54.76           
    3上諏訪中 田口 澄香(2) 両角 みなみ(3) 中村 美沙稀(2) 小倉 歩華(3)       56.20           
    4清陵附属中 小松 志緒(2) 高林 あんり(3) 宮澤 ありさ(3) 五味 桜花(2)       56.88           
    5諏訪南中B 飯嶋 咲南(1) 市川 紗菜(1) 羽布津 桃子(1) 齋藤 奏絵(2)       57.84           
    6富士見中A 細川 美詩(2) 和田 咲菜(1) 小池 萌恵(1) 越川 えり(3)       59.29           
     富士見中B DNS       

小学4年女子  6/15     1富士見小 松本 菜々美(4) 窪田 凜々花(4) 武居 夏希(4) 石川 ﾒｲ(4)     1:10.50           
     城南小 両角 菜月(4) 名村 一乃(4) 西谷 逢(4) 鈴木 結衣奈(4) DNS       

小学5年女子  6/15     1四賀小 鈴木 紅彩(5) 松木 心音(5) 池上 かりん(5) 宮葉 ひかり(5)     1:01.40 大会新    
    2本郷小A 五味 舞乃(5) 小松原 咲和(5) 植松 伊織里(5) 五味 奏乃(5)     1:05.88           
    3富士見小 樋口 玲海(5) 伊藤 日葉(5) 大藪 菜々花(5) 石原 麗(5)     1:06.71           

小学6年女子  6/15     1本郷小B 植松 加奈未(6) 久保川 怜奈(6) 小林 葵(6) 雨宮 ちとせ(6)     1:02.52           

小学女子オープン 6/15     1城南小 鈴木 夢菜(2) 名村 一乃(4) 西谷 逢(4) 鈴木 結衣奈(4)     1:11.36           
4×100m

チーム名 競技者名１

4×100m

4×100m

4×100m

4×100m



決勝 6月15日 10:35

大会記録(GR)                    11.26 

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 +1.5

 1 進藤 優花(1)     11.51  1 増澤 依夢(1)     11.47 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｶ 中洲小 ﾏｽｻﾞﾜ ｴﾑ 豊田小

 2 宮坂 幸葉(1)     12.07  2 平林 愛華(1)     11.60 
ﾐﾔｻｶ ﾕｷﾊ 湖南小 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ 中洲小

 3 梅垣 果鈴(1)     12.14  3 藤本 美千琉(1)     11.64 
ｳﾒｶﾞｷ ｶﾘﾝ 中洲小 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐﾁﾙ 湖南小

 4 山本 梨紗(1)     12.19  4 平出 涼凪(1)     12.19 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ 豊田小 ﾋﾗｲﾃﾞ ｽｽﾞﾅ 境小

 5 熱海 柑奈(1)     13.38  5 藤森 咲来(1)     13.15 
ｱﾀﾐ ｶﾝﾅ 湖南小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾗ 湖南小

 6 井口 知紗希(1)     13.68  6 松澤 瑚々乃(1)     13.17 
ｲｸﾞﾁ ﾁｻｷ 豊田小 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾉ 豊田小

 7 窪田 史菜(1)     13.68  7 濱 陽和(1)     13.33 
ｸﾎﾞﾀ ﾌﾐﾅ 中洲小 ﾊﾏ ﾋﾖﾘ 四賀小

 8 五味 愛那(1)     14.21  8 小林 陽菜(1)     13.77 
ｺﾞﾐ ｱｲﾅ 富士見小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ 中洲小

  菊池 うらら(1)      
ｷｸﾁ ｳﾗﾗ 豊田小

   1 増澤 依夢(1) 豊田小     11.47 (+1.5)   2   1
   2 進藤 優花(1) 中洲小     11.51 (-1.2)   1   1
   3 平林 愛華(1) 中洲小     11.60 (+1.5)   2   2
   4 藤本 美千琉(1) 湖南小     11.64 (+1.5)   2   3
   5 宮坂 幸葉(1) 湖南小     12.07 (-1.2)   1   2
   6 梅垣 果鈴(1) 中洲小     12.14 (-1.2)   1   3
   7 山本 梨紗(1) 豊田小     12.19 (-1.2)   1   4
   7 平出 涼凪(1) 境小     12.19 (+1.5)   2   4
   9 藤森 咲来(1) 湖南小     13.15 (+1.5)   2   5
  10 松澤 瑚々乃(1) 豊田小     13.17 (+1.5)   2   6
  11 濱 陽和(1) 四賀小     13.33 (+1.5)   2   7
  12 熱海 柑奈(1) 湖南小     13.38 (-1.2)   1   5
  13 井口 知紗希(1) 豊田小     13.68 (-1.2)   1   6
  13 窪田 史菜(1) 中洲小     13.68 (-1.2)   1   7
  15 小林 陽菜(1) 中洲小     13.77 (+1.5)   2   8
  16 五味 愛那(1) 富士見小     14.21 (-1.2)   1   8
    菊池 うらら(1) 豊田小          (-1.2)DNS   1    

小学1年女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
7   171 3   247

ﾚｰﾝ No. 氏  名

8    40 7   154

9   158 6    18

1   294 2     1

6    17 4    20

2   265 9   251

  175

5   184 8    59

4   261
DNS

3   225 5

順位
  247
  171
  154

タイムレース

順位 No. 氏  名

   18
   40
  158
  294
    1

組都道府県 所属名 記録（風） 備考

  184
  175
  225
  261

   20
  251
   59
   17
  265



決勝 6月15日 10:45

大会記録(GR)                    10.83 

[ 1組] 風速 +0.0 [ 2組] 風速 -0.6

 1 大蔵 琉愛(2)     11.14  1 河野 恵子(2)     11.19 
ｵｵｸﾗ ﾘｱ 中洲小 ｺｳﾉ ｹｲｺ 豊田小

 2 木村 莉菜(2)     11.16  2 髙尾 美優(2)     11.36 
ｷﾑﾗ ﾘﾅ 四賀小 ﾀｶｵ ﾐﾕｳ 城南小

 3 金子 柚羽(2)     11.32  3 原 美結(2)     11.36 
ｶﾈｺ ﾕｽﾞﾊ 湖南小 ﾊﾗ ﾐﾕｳ 中洲小

 4 後藤 夏杷(2)     11.40  4 藤本 彩那(2)     11.40 
ｺﾞﾄｳ ﾅﾂﾊ 富士見小 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾅ 中洲小

 5 原 麻央(2)     11.57  5 千代 ちひろ(2)     11.71 
ﾊﾗ ﾏｵ 中洲小 ｾﾝﾀﾞｲ ﾁﾋﾛ 本郷小

 6 飯田 倖(2)     11.66  6 佐藤 希美(2)     12.02 
ｲｲﾀﾞ ｺｳ 豊田小 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 四賀小

 7 飯田 彩月(2)     13.81  7 土屋 凛華(2)     12.03 
ｲｲﾀﾞ ｱﾂﾞｷ 城南小 ﾂﾁﾔ ﾘﾝｶ 湖南小

  水野 綾乃(2)       8 城倉 椿(2)     12.11 
ﾐｽﾞﾉ ｱﾔﾉ 本郷小 ｼﾞｮｳｸﾗ ﾂﾊﾞｷ 豊田小

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +1.8

 1 水野 花音(2)     10.92  1 名取 ほのか(2)     11.47 
ﾐｽﾞﾉ ｶﾉﾝ 境小 ﾅﾄﾘ ﾎﾉｶ 富士見小

 2 佐藤 和香(2)     11.24  2 阿部 琴美(2)     11.50 
ｻﾄｳ ﾜｶ 豊田小 ｱﾍﾞ ｺﾄﾐ 境小

 3 中村 香枝(2)     11.36  3 藤森 友希乃(2)     11.68 
ﾅｶﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 四賀小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｷﾉ 豊田小

 4 岩波 愛奈(2)     11.38  4 向山 咲夏(2)     11.99 
ｲﾜﾅﾐ ｱｲﾅ 中洲小 ﾑｶｲﾔﾏ ｻｷｶ 中洲小

 5 屋良 帆乃(2)     11.66  5 里見 瑠夏(2)     12.14 
ﾔﾗ ﾎﾉ 湖南小 ｻﾄﾐ ﾙｶ 四賀小

 6 鈴木 夢菜(2)     11.74  6 藤森 杏理(2)     12.65 
ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾅ 城南小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾘ 湖南小

 7 大石 唯心(2)     11.92   青木 心愛(2)      
ｵｵｲｼ ﾕｲﾐ 中洲小 ｱｵｷ ｺｺｱ 四賀小

 8 立木 礼(2)     12.36 
ﾀﾂｷﾞ ﾚｲ 富士見小

   1 水野 花音(2) 境小     10.92 (+0.7)   3   1
   2 大蔵 琉愛(2) 中洲小     11.14 (+0.0)   1   1
   3 木村 莉菜(2) 四賀小     11.16 (+0.0)   1   2
   4 河野 恵子(2) 豊田小     11.19 (-0.6)   2   1
   5 佐藤 和香(2) 豊田小     11.24 (+0.7)   3   2
   6 金子 柚羽(2) 湖南小     11.32 (+0.0)   1   3
   7 髙尾 美優(2) 城南小     11.36 (-0.6)   2   2
   7 原 美結(2) 中洲小     11.36 (-0.6)   2   3
   7 中村 香枝(2) 四賀小     11.36 (+0.7)   3   3
  10 岩波 愛奈(2) 中洲小     11.38 (+0.7)   3   4
  11 後藤 夏杷(2) 富士見小     11.40 (+0.0)   1   4
  11 藤本 彩那(2) 中洲小     11.40 (-0.6)   2   4
  13 名取 ほのか(2) 富士見小     11.47 (+1.8)   4   1
  14 阿部 琴美(2) 境小     11.50 (+1.8)   4   2
  15 原 麻央(2) 中洲小     11.57 (+0.0)   1   5
  16 屋良 帆乃(2) 湖南小     11.66 (+0.7)   3   5
  16 飯田 倖(2) 豊田小     11.66 (+0.0)   1   6
  18 藤森 友希乃(2) 豊田小     11.68 (+1.8)   4   3
  19 千代 ちひろ(2) 本郷小     11.71 (-0.6)   2   5
  20 鈴木 夢菜(2) 城南小     11.74 (+0.7)   3   6
  21 大石 唯心(2) 中洲小     11.92 (+0.7)   3   7
  22 向山 咲夏(2) 中洲小     11.99 (+1.8)   4   4
  23 佐藤 希美(2) 四賀小     12.02 (-0.6)   2   6
  24 土屋 凛華(2) 湖南小     12.03 (-0.6)   2   7
  25 城倉 椿(2) 豊田小     12.11 (-0.6)   2   8
  26 里見 瑠夏(2) 四賀小     12.14 (+1.8)   4   5
  27 立木 礼(2) 富士見小     12.36 (+0.7)   3   8
  28 藤森 杏理(2) 湖南小     12.65 (+1.8)   4   6
  29 飯田 彩月(2) 城南小     13.81 (+0.0)   1   7
    水野 綾乃(2) 本郷小          (+0.0)DNS   1    
    青木 心愛(2) 四賀小          (+1.8)DNS   4    

小学2年女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 記録／備考
2   167 2   263

No. 氏  名

3    67 7    98

7    38 5   183

5   221 9   159

6   182 6   274

4   239 4    88

9   275 8   249

8   106 3    26

No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3   260 2    12

7     5 3   201

6    71 5   242

4   187 8   181

9    43 4    64

2    99 7    25

組 順位
    5

DNS
5   196

8   169 6    77

  167
   67

タイムレース

順位 No.

   71
  187
  221

氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

   12
  182
   43
  239
  242

  106

  159
  201

  263
  260
   38
   98
  183

  274
   99

  275
   77

   26
  249
   64
  196
   25

  169
  181
   88



決勝 6月15日 11:40

大会記録(GR)                    17.25 

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -2.5

 1 植松 澪(3)     17.33  1 梅垣 咲希(3)     18.60 
ｳｴﾏﾂ ｼｽﾞｸ 本郷小 ｳﾒｶﾞｷ ｻﾂｷ 中洲小

 2 矢島 陽美花(3)     18.52  2 細川 冴(3)     18.71 
ﾔｼﾞﾏ ﾋﾐｶ 四賀小 ﾎｿｶﾜ ｻｴ 富士見小

 3 林 優茉(3)     19.05  3 雨宮 凜奈(3)     19.05 
ﾊﾔｼ ﾕﾏ 湖南小 ｱﾒﾐﾔ ﾘﾝﾅ 本郷小

 4 藤森 胡安(3)     19.69  4 山嵜 未来(3)     19.83 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｱ 城南小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾗｲ 四賀小

 5 徳永 颯(3)     19.75  5 藤森 叶愛(3)     19.94 
ﾄｸﾅｶﾞ ｿﾖｶ 境小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾉｱ 湖南小

 6 岩附 沙衣(3)     19.76  6 井上 七虹(3)     21.18 
ｲﾜﾂｷ ｻｴ 中洲小 ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾐ 湖南小

  小松 もえ(3)       7 仙道 かのん(3)     24.11 
ｺﾏﾂ ﾓｴ 富士見小 ｾﾝﾄﾞｳ ｶﾉﾝ 四賀小

  浅川 咲綾(3)        長戸 一叶(3)      
ｱｻｶﾜ ｻｱﾔ 湖南小 ﾅｶﾞﾄ ｲﾁｶ 中洲小

  加治 衣紗奈(3)        岩本 陽茉莉(3)      
ｶｼﾞ ｲｻﾅ 四賀小 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾏﾘ 城南小

[ 3組] 風速 +1.1

 1 遠藤 浬(3)     17.41 
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲﾘ 高島小

 2 大門 知歩(3)     17.49 
ﾀﾞｲﾓﾝ ﾁﾎ 富士見小

 3 小林 いちご(3)     17.53 
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁｺﾞ 湖南小

 4 人形 麻瑳(3)     17.55 
ﾋﾄｶﾀ ﾏｱｻ 中洲小

 5 小溝 あい(3)     17.99 
ｺﾐｿﾞ ｱｲ 城南小

 6 佐野 希桜(3)     18.05 
ｻﾉ ｷｵ 中洲小

 7 平出 夏帆(3)     18.35 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｶﾎ 四賀小

 8 赤羽 聖莉(3)     18.98 
ｱｶﾊﾈ ｾﾘ 湖南小

 9 小平 穂乃(3)     19.10 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾎﾉ 中洲小

   1 植松 澪(3) 本郷小     17.33 (-0.8)   1   1
   2 遠藤 浬(3) 高島小     17.41 (+1.1)   3   1
   3 大門 知歩(3) 富士見小     17.49 (+1.1)   3   2
   4 小林 いちご(3) 湖南小     17.53 (+1.1)   3   3
   5 人形 麻瑳(3) 中洲小     17.55 (+1.1)   3   4
   6 小溝 あい(3) 城南小     17.99 (+1.1)   3   5
   7 佐野 希桜(3) 中洲小     18.05 (+1.1)   3   6
   8 平出 夏帆(3) 四賀小     18.35 (+1.1)   3   7
   9 矢島 陽美花(3) 四賀小     18.52 (-0.8)   1   2
  10 梅垣 咲希(3) 中洲小     18.60 (-2.5)   2   1
  11 細川 冴(3) 富士見小     18.71 (-2.5)   2   2
  12 赤羽 聖莉(3) 湖南小     18.98 (+1.1)   3   8
  13 林 優茉(3) 湖南小     19.05 (-0.8)   1   3
  13 雨宮 凜奈(3) 本郷小     19.05 (-2.5)   2   3
  15 小平 穂乃(3) 中洲小     19.10 (+1.1)   3   9
  16 藤森 胡安(3) 城南小     19.69 (-0.8)   1   4
  17 徳永 颯(3) 境小     19.75 (-0.8)   1   5
  18 岩附 沙衣(3) 中洲小     19.76 (-0.8)   1   6
  19 山嵜 未来(3) 四賀小     19.83 (-2.5)   2   4
  20 藤森 叶愛(3) 湖南小     19.94 (-2.5)   2   5
  21 井上 七虹(3) 湖南小     21.18 (-2.5)   2   6
  22 仙道 かのん(3) 四賀小     24.11 (-2.5)   2   7
    小松 もえ(3) 富士見小          (-0.8)DNS   1    
    浅川 咲綾(3) 湖南小          (-0.8)DNS   1    
    加治 衣紗奈(3) 四賀小          (-0.8)DNS   1    
    長戸 一叶(3) 中洲小          (-2.5)DNS   2    
    岩本 陽茉莉(3) 城南小          (-2.5)DNS   2    

小学3年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

2    66 4   220

所属名 記録／備考
8   276 1   157

ﾚｰﾝ No. 氏  名

4   108 8    86

5    13 6   290

7   186 5    45

9     2 7    22

3    30 3   161

1   219 2    76

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8    33

DNS

DNS DNS
6    92 9   126

DNS

3    58

5   211

DNS

9   170

4   119

7   180

2    69

6    31

1   177

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

  290
  177
  108

組 順位
  276
   58
  211
   33
  170

   69
   66
  157
  220
   31
   13

  119
  180

  161
  126

    2
  186
   86
   22
   45
   76
  219
   30
   92



決勝 6月15日 11:55

大会記録(GR)                    15.50 

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +0.7

 1 小池 奈都(4)     16.45  1 河野 恭子(4)     16.37 
ｺｲｹ ﾅﾂ 本郷小 ｺｳﾉ ｷｮｳｺ 豊田小

 2 山田 夏実(4)     16.80  2 鈴木 結衣奈(4)     16.62 
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂﾐ 豊田小 ｽｽﾞｷ ﾕｲﾅ 城南小

 3 石川 ﾒｲ(4)     17.40  3 小池 星雫(4)     17.92 
ｲｼｶﾜ ﾒｲ 富士見小 ｺｲｹ ｾｲﾅ 本郷小

 4 中山 胡夏(4)     18.46  4 大島 帆花(4)     18.01 
ﾅｶﾔﾏ ｺﾅﾂ 中洲小 ｵｵｼﾏ ﾎﾉｶ 湖南小

 5 窪田 凜々花(4)     18.90  5 小林 愛彩(4)     18.53 
ｸﾎﾞﾀ ﾘﾘｶ 富士見小 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｻ 富士見小

 6 茶木 野乃花(4)     19.16  6 小沼 星心(4)     18.85 
ﾁｬｷ ﾉﾉｶ 豊田小 ｵﾇﾏ ｾｲﾐ 豊田小

  名取 菫(4)      
ﾅﾄﾘ ｽﾐﾚ 高島小

   1 河野 恭子(4) 豊田小     16.37 (+0.7)   2   1
   2 小池 奈都(4) 本郷小     16.45 (+0.8)   1   1
   3 鈴木 結衣奈(4) 城南小     16.62 (+0.7)   2   2
   4 山田 夏実(4) 豊田小     16.80 (+0.8)   1   2
   5 石川 ﾒｲ(4) 富士見小     17.40 (+0.8)   1   3
   6 小池 星雫(4) 本郷小     17.92 (+0.7)   2   3
   7 大島 帆花(4) 湖南小     18.01 (+0.7)   2   4
   8 中山 胡夏(4) 中洲小     18.46 (+0.8)   1   4
   9 小林 愛彩(4) 富士見小     18.53 (+0.7)   2   5
  10 小沼 星心(4) 豊田小     18.85 (+0.7)   2   6
  11 窪田 凜々花(4) 富士見小     18.90 (+0.8)   1   5
  12 茶木 野乃花(4) 豊田小     19.16 (+0.8)   1   6
    名取 菫(4) 高島小          (+0.8)DNS   1    

小学4年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2   259 5   100

所属名 記録／備考
8   283 6   264

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7   166 3    28

6   245 4   255

3   212 2   284

組 順位

5   226 7   217

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

4    49
DNS

  264
  283
  100
  259
  212
  284
   28
  166
  217
  255
  226
  245
   49



決勝 6月15日 12:05

大会記録(GR)                    15.65 

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -1.6

 1 鈴木 紅彩(5)     15.07  1 鎌倉 梨々華(5)     15.63 
ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ 四賀小 ｶﾏｸﾗ ﾘﾘｶ 中洲小

 2 金子 涼羽(5)     16.23  2 北原 凜佳(5)     15.89 
ｶﾈｺ ｽｽﾞﾊ 湖南小 ｷﾀﾊﾗ ﾘﾝｶ 高島小

 3 中山 桃(5)     16.40  3 五味 奏乃(5)     16.60 
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 中洲小 ｺﾞﾐ ｶﾅﾉ 本郷小

 4 小松原 咲和(5)     16.89  4 小池 結月(5)     16.61 
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾜ 本郷小 ｺｲｹ ﾕﾂﾞｷ 湖南小

 5 三井 こころ(5)     16.98  5 石原 麗(5)     16.73 
ﾐﾂｲ ｺｺﾛ 城北小 ｲｼﾊﾗ ｳﾗﾗ 富士見小

 6 藤森 結女(5)     17.28  6 植松 瑠衣(5)     16.82 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕﾒ 湖南小 ｳｴﾏﾂ ﾙｲ 本郷小

 7 五味 優月(5)     17.95  7 徳武 煌(5)     17.26 
ｺﾞﾐ ﾕﾂﾞｷ 富士見小 ﾄｸﾀｹ ｷﾗ 豊田小

  飯田 結有(5)       8 小池 綾葉(5)     17.61 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳ 豊田小 ｺｲｹ ｱﾔﾊ 湖南小

  小林 千桜(5)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｵ 境小

   1 鈴木 紅彩(5) 四賀小     15.07 (-1.3)大会新   1   1
   2 鎌倉 梨々華(5) 中洲小     15.63 (-1.6)大会新   2   1
   3 北原 凜佳(5) 高島小     15.89 (-1.6)   2   2
   4 金子 涼羽(5) 湖南小     16.23 (-1.3)   1   2
   5 中山 桃(5) 中洲小     16.40 (-1.3)   1   3
   6 五味 奏乃(5) 本郷小     16.60 (-1.6)   2   3
   7 小池 結月(5) 湖南小     16.61 (-1.6)   2   4
   8 石原 麗(5) 富士見小     16.73 (-1.6)   2   5
   9 植松 瑠衣(5) 本郷小     16.82 (-1.6)   2   6
  10 小松原 咲和(5) 本郷小     16.89 (-1.3)   1   4
  11 三井 こころ(5) 城北小     16.98 (-1.3)   1   5
  12 徳武 煌(5) 豊田小     17.26 (-1.6)   2   7
  13 藤森 結女(5) 湖南小     17.28 (-1.3)   1   6
  14 小池 綾葉(5) 湖南小     17.61 (-1.6)   2   8
  15 五味 優月(5) 富士見小     17.95 (-1.3)   1   7
    飯田 結有(5) 豊田小          (-1.3)DNS   1    
    小林 千桜(5) 境小          (-1.3)DNS   1    

決勝 6月15日 12:15

大会記録(GR)                    13.86 

風速 -1.6

 1 進士 渚(6)     14.79 
ｼﾝｼﾞ ﾅｷﾞｻ 中洲小

 2 雨宮 ちとせ(6)     15.31 
ｱﾒﾐﾔ ﾁﾄｾ 本郷小

 3 矢島 椎加(6)     15.46 
ﾔｼﾞﾏ ｼｲｶ 高島小

 4 小林 葵(6)     15.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 本郷小

氏  名

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

小学5年女子

100m

大会新 大会新
1    37 3    51

所属名 記録／備考
6    62 4   189

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

7   285 5    34

5   164 2   288

9    21 7   277

2   240 9    35

3   133 8   213

組 順位

8   223 6   241

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

DNS
4     9

DNS

小学6年女子

   62
  189
   51
   37
  164
  288
   34
  213
  277

2   172

  285
  133
  241
   21
   35
  223
  240
    9

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   292

4    47

5   282



決勝 6月15日  9:30

大会記録(GR)                    14.15 

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +0.0

 1 羽布津 桃子(1)     15.49  1 伊藤 穂香(1)     14.11 
ﾊﾌﾞﾂ ﾓﾓｺ 諏訪南中 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 諏訪西中

 2 矢﨑 梨奈(1)     15.85  2 市川 紗菜(1)     14.63 
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 諏訪南中 ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南中

 3 櫻本 芽衣(1)     15.93  3 飯嶋 咲南(1)     14.81 
ｻｸﾗﾓﾄ ﾒｲ 富士見中 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 諏訪南中

 4 土橋 茉奈(1)     16.03  4 小池 萌恵(1)     15.14 
ﾂﾁﾊｼ ﾏﾅ 清陵附属中 ｺｲｹ ﾓｴ 富士見中

 5 小林 媛香(1)     16.51  5 石平 愛菜(1)     15.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｶ 諏訪南中 ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ 諏訪中

 6 小池 心都(1)     16.59  6 今井 優香(1)     15.19 
ｺｲｹ ｺﾄ 富士見中 ｲﾏｲ ﾕｳｶ 清陵附属中

 7 田村 凜(1)     16.74  7 和田 咲菜(1)     16.00 
ﾀﾑﾗ ﾘﾝ 諏訪南中 ﾜﾀﾞ ｻｷﾅ 富士見中

   1 伊藤 穂香(1) 諏訪西中     14.11 (+0.0)大会新   2   1
   2 市川 紗菜(1) 諏訪南中     14.63 (+0.0)   2   2
   3 飯嶋 咲南(1) 諏訪南中     14.81 (+0.0)   2   3
   4 小池 萌恵(1) 富士見中     15.14 (+0.0)   2   4
   5 石平 愛菜(1) 諏訪中     15.15 (+0.0)   2   5
   6 今井 優香(1) 清陵附属中     15.19 (+0.0)   2   6
   7 羽布津 桃子(1) 諏訪南中     15.49 (-0.2)   1   1
   8 矢﨑 梨奈(1) 諏訪南中     15.85 (-0.2)   1   2
   9 櫻本 芽衣(1) 富士見中     15.93 (-0.2)   1   3
  10 和田 咲菜(1) 富士見中     16.00 (+0.0)   2   7
  11 土橋 茉奈(1) 清陵附属中     16.03 (-0.2)   1   4
  12 小林 媛香(1) 諏訪南中     16.51 (-0.2)   1   5
  13 小池 心都(1) 富士見中     16.59 (-0.2)   1   6
  14 田村 凜(1) 諏訪南中     16.74 (-0.2)   1   7

 7920
 7921
 7947
 7773
 7923
 7771

 7774
 7922
 7732
 7946
 7777
 7776

記録（風） 備考 組 順位
 7748
 7775

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

8  7771 8  7921

3  7923 2  7946
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7  7920 7  7774

大会新
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中学1年女子

100m

決勝

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



決勝 6月15日  9:40

大会記録(GR)                    13.45 

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -2.1

 1 岡田 葉音(2)     14.63  1 高林 あんり(3)     14.52 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ 信大附属松本中 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属中

 2 北澤 遥香(2)     15.39  2 両角 みなみ(3)     14.70 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 諏訪西中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ 上諏訪中

 3 菅野 愛梨(3)     15.43  3 中村 美沙稀(2)     14.71 
ｶﾝﾉ ｱｲﾘ 諏訪南中 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 上諏訪中

 4 田口 澄香(2)     15.64  4 宮澤 ありさ(3)     14.71 
ﾀｸﾞﾁ ｽﾐｶ 上諏訪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中

 5 小林 みさと(2)     15.85  5 越川 えり(3)     14.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 富士見中 ｺｼｶﾜ ｴﾘ 富士見中

 6 細川 美詩(2)     16.23  6 池上 桃可(2)     15.17 
ﾎｿｶﾜ ﾐｳﾀ 富士見中 ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ 諏訪南中

 7 神谷 穂歌(3)     16.56   小松 夢來(3)      
ｶﾐﾔ ﾎﾉｶ 諏訪南中 ｺﾏﾂ ﾕﾗ 諏訪西中

  前島 梨那(2)        中澤 凛(2)      
ﾏｴｼﾏ ﾘﾅ 富士見中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘﾝ 諏訪西中

  上久保 花怜(2)        今井 夕夏(3)      
ｶﾐｸﾎﾞ ｶﾚﾝ 清陵附属中 ｲﾏｲ ﾕｳｶ 上諏訪中

[ 3組] 風速 +1.5

 1 藤森 七海(3)     12.95 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

 2 小口 葉奈(3)     13.55 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 諏訪西中

 3 安田 莉穂(3)     13.88 
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪西中

 4 小倉 歩華(3)     14.07 
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 上諏訪中

 5 河西 真依(2)     14.22 
ｶｻｲ ﾏｲ 諏訪南中

 6 小松 美沙季(2)     14.24 
ｺﾏﾂ ﾐｻｷ 諏訪西中

 7 相馬 里瑠(2)     14.48 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 諏訪南中

 8 小池 理紗子(3)     15.20 
ｺｲｹ ﾘｻｺ 諏訪西中

  中村 空夏(3)      
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪南中

   1 藤森 七海(3) 諏訪西中     12.95 (+1.5)大会新   3   1
   2 小口 葉奈(3) 諏訪西中     13.55 (+1.5)   3   2
   3 安田 莉穂(3) 諏訪西中     13.88 (+1.5)   3   3
   4 小倉 歩華(3) 上諏訪中     14.07 (+1.5)   3   4
   5 河西 真依(2) 諏訪南中     14.22 (+1.5)   3   5
   6 小松 美沙季(2) 諏訪西中     14.24 (+1.5)   3   6
   7 相馬 里瑠(2) 諏訪南中     14.48 (+1.5)   3   7
   8 高林 あんり(3) 清陵附属中     14.52 (-2.1)   2   1
   9 岡田 葉音(2) 信大附属松本中     14.63 (-1.1)   1   1
  10 両角 みなみ(3) 上諏訪中     14.70 (-2.1)   2   2
  11 中村 美沙稀(2) 上諏訪中     14.71 (-2.1)   2   3
  11 宮澤 ありさ(3) 清陵附属中     14.71 (-2.1)   2   4
  13 越川 えり(3) 富士見中     14.75 (-2.1)   2   5
  14 池上 桃可(2) 諏訪南中     15.17 (-2.1)   2   6
  15 小池 理紗子(3) 諏訪西中     15.20 (+1.5)   3   8
  16 北澤 遥香(2) 諏訪西中     15.39 (-1.1)   1   2
  17 菅野 愛梨(3) 諏訪南中     15.43 (-1.1)   1   3
  18 田口 澄香(2) 上諏訪中     15.64 (-1.1)   1   4
  19 小林 みさと(2) 富士見中     15.85 (-1.1)   1   5
  20 細川 美詩(2) 富士見中     16.23 (-1.1)   1   6
  21 神谷 穂歌(3) 諏訪南中     16.56 (-1.1)   1   7
    前島 梨那(2) 富士見中          (-1.1)DNS   1    
    上久保 花怜(2) 清陵附属中          (-1.1)DNS   1    
    小松 夢來(3) 諏訪西中          (-2.1)DNS   2    
    中澤 凛(2) 諏訪西中          (-2.1)DNS   2    
    今井 夕夏(3) 上諏訪中          (-2.1)DNS   2    
    中村 空夏(3) 諏訪南中          (+1.5)DNS   3    
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決勝 6月15日 13:20

大会記録(GR)                    28.10 

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -1.2

 1 齋藤 奏絵(2)     30.17  1 中村 空夏(3)     27.03 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 諏訪南中 ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪南中

 2 両角 みなみ(3)     30.22  2 藤森 七海(3)     27.33 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ 上諏訪中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

 3 小松 志緒(2)     30.72  3 安田 莉穂(3)     28.86 
ｺﾏﾂ ｼｵ 清陵附属中 ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪西中

 4 飯嶋 咲南(1)     30.97  4 伊藤 穂香(1)     29.80 
ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 諏訪南中 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 諏訪西中

 5 菅野 愛梨(3)     32.07  5 五味 桜花(2)     30.95 
ｶﾝﾉ ｱｲﾘ 諏訪南中 ｺﾞﾐ ｵｳｶ 清陵附属中

  中山 結(3)      
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 諏訪南中

   1 中村 空夏(3) 諏訪南中     27.03 (-1.2)大会新   2   1
   2 藤森 七海(3) 諏訪西中     27.33 (-1.2)大会新   2   2
   3 安田 莉穂(3) 諏訪西中     28.86 (-1.2)   2   3
   4 伊藤 穂香(1) 諏訪西中     29.80 (-1.2)   2   4
   5 齋藤 奏絵(2) 諏訪南中     30.17 (-1.0)   1   1
   6 両角 みなみ(3) 上諏訪中     30.22 (-1.0)   1   2
   7 小松 志緒(2) 清陵附属中     30.72 (-1.0)   1   3
   8 五味 桜花(2) 清陵附属中     30.95 (-1.2)   2   5
   9 飯嶋 咲南(1) 諏訪南中     30.97 (-1.0)   1   4
  10 菅野 愛梨(3) 諏訪南中     32.07 (-1.0)   1   5
    中山 結(3) 諏訪南中          (-1.0)DNS   1     7765
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 7717
 7944
 7945
 7774
 7778
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決勝 6月15日 13:40

大会記録(GR)                  3:48.77 

 1 飯嶋 結南(4)   3:49.97 
ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾅ 中洲小

 2 名村 一乃(4)   4:05.26 
ﾅﾑﾗ ｲﾁﾉ 城南小

 3 両角 菜月(4)   4:19.28 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾅﾂｷ 城南小

 4 中村 果歩(4)   4:22.04 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾎ 中洲小

決勝 6月15日 13:40

大会記録(GR)                  3:24.95 

 1 鈴木 莉央(5)   3:39.52 
ｽｽﾞｷ ﾘｵ 中洲小

 2 平林 あずみ(5)   3:41.11 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｽﾞﾐ 中洲小

 3 御子柴 直美(5)   3:44.93 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ 城南小

 4 五味 舞乃(5)   3:48.99 
ｺﾞﾐ ﾏｲﾉ 本郷小

 5 茅野 智奈(5)   4:09.27 
ﾁﾉ ﾄﾓﾅ 城北小

 6 植松 伊織里(5)   4:14.85 
ｳｴﾏﾂ ｲｵﾘ 本郷小

決勝 6月15日 13:40

大会記録(GR)                  3:37.71 

 1 御子柴 清美(6)   3:18.11 
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 城南小

決勝 6月15日  9:00

大会記録(GR)                  4:57.01 

 1 齋藤 奏絵(2)   5:13.48 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 諏訪南中

 2 越川 えり(3)   5:18.67 
ｺｼｶﾜ ｴﾘ 富士見中

 3 小林 みさと(2)   5:25.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 富士見中

 4 両角 愛菜(1)   5:32.94 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏﾅ 諏訪市陸協

 5 五味 桜花(2)   5:50.25 
ｺﾞﾐ ｵｳｶ 清陵附属中

 6 中山 結(3)   6:13.72 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 諏訪南中

  上久保 花怜(2)      
ｶﾐｸﾎﾞ ｶﾚﾝ 清陵附属中
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  162

4   156

3   104

1   102

2

10   148

5   155

小学5年女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

9   120

8   286

7   135

6   281

11   121
大会新

小学6年女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月15日 14:00

大会記録(GR)                  1:05.29 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 富士見小   214 松本 菜々美(4)   1:10.50 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ
  226 窪田 凜々花(4)

ｸﾎﾞﾀ ﾘﾘｶ
  207 武居 夏希(4)

ﾀｹｲ ﾅﾂｷ
  212 石川 ﾒｲ(4)

ｲｼｶﾜ ﾒｲ
    4 城南小   102 両角 菜月(4)      

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾅﾂｷ DNS
  104 名村 一乃(4)

ﾅﾑﾗ ｲﾁﾉ
  113 西谷 逢(4)

ﾆｼﾀﾆ ｱｲ
  100 鈴木 結衣奈(4)

ｽｽﾞｷ ﾕｲﾅ

決勝 6月15日 14:00

大会記録(GR)                  1:05.54 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 四賀小    62 鈴木 紅彩(5)   1:01.40 

ｼｶﾞｼｮｳ ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ 大会新
   79 松木 心音(5)

ﾏﾂｷ ｺｺﾈ
   73 池上 かりん(5)

ｲｹｶﾞﾐ ｶﾘﾝ
   89 宮葉 ひかり(5)

ﾐﾔﾊﾞ ﾋｶﾘ
 2   6 本郷小A   286 五味 舞乃(5)   1:05.88 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ｺﾞﾐﾏｲﾉ
  285 小松原 咲和(5)

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾜ
  281 植松 伊織里(5)

ｳｴﾏﾂｲｵﾘ
  288 五味 奏乃(5)

ｺﾞﾐ ｶﾅﾉ
 3   5 富士見小   208 樋口 玲海(5)   1:06.71 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ﾋｸﾞﾁ ﾚﾐ
  234 伊藤 日葉(5)

ｲﾄｳ ﾋﾖ
  210 大藪 菜々花(5)

ｵｵﾔﾌﾞ ﾅﾅｶ
  213 石原 麗(5)

ｲｼﾊﾗ ｳﾗﾗ

決勝 6月15日 14:00

大会記録(GR)                  1:01.87 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 本郷小B   280 植松 加奈未(6)   1:02.52 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ｳｴﾏﾂ ｶﾅﾐ
  289 久保川 怜奈(6)

ｸﾎﾞｶﾜ ﾚﾅ
  282 小林 葵(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ
  292 雨宮 ちとせ(6)

ｱﾒﾐﾔ ﾁﾄｾ

決勝

小学6年女子

4×100m

決勝

小学4年女子

4×100m

決勝

小学5年女子

4×100m



決勝 6月15日 14:10

大会記録(GR)                    52.29 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 諏訪西中  7744 安田 莉穂(3)     52.86 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ
 7743 藤森 七海(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ
 7745 小松 美沙季(2)

ｺﾏﾂ ﾐｻｷ
 7740 小口 葉奈(3)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ
 2   8 諏訪南中A  7768 池上 桃可(2)     54.76 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ
 7764 中村 空夏(3)

ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ
 7767 相馬 里瑠(2)

ｿｳﾏ ﾘﾙ
 7766 河西 真依(2)

ｶｻｲ ﾏｲ
 3   5 上諏訪中  7718 田口 澄香(2)     56.20 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾀｸﾞﾁ ｽﾐｶ
 7717 両角 みなみ(3)

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ
 7719 中村 美沙稀(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ
 7716 小倉 歩華(3)

ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ
 4   6 清陵附属中  7944 小松 志緒(2)     56.88 

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ｺﾏﾂ ｼｵ
 7940 高林 あんり(3)

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ
 7942 宮澤 ありさ(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ
 7945 五味 桜花(2)

ｺﾞﾐ ｵｳｶ
 5   4 諏訪南中B  7774 飯嶋 咲南(1)     57.84 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ
 7775 市川 紗菜(1)

ｲﾁｶﾜ ｻﾅ
 7777 羽布津 桃子(1)

ﾊﾌﾞﾂ ﾓﾓｺ
 7769 齋藤 奏絵(2)

ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ
 6   2 富士見中A  7937 細川 美詩(2)     59.29 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾎｿｶﾜ ﾐｳﾀ
 7921 和田 咲菜(1)

ﾜﾀﾞ ｻｷﾅ
 7922 小池 萌恵(1)

ｺｲｹ ﾓｴ
 7934 越川 えり(3)

ｺｼｶﾜ ｴﾘ
    7 富士見中B      

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ DNS

決勝 6月15日 14:00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 城南小    99 鈴木 夢菜(2)   1:11.36 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾅ
  104 名村 一乃(4)

ﾅﾑﾗ ｲﾁﾉ
  113 西谷 逢(4)

ﾆｼﾀﾆ ｱｲ
  100 鈴木 結衣奈(4)

ｽｽﾞｷ ﾕｲﾅ

決勝

中学共通女子

4×100m

決勝

小学女子オープン

4×100m



決勝 6月15日 12:00

大会記録(GR)                     2.84 

 ３回の
 最高記録

海老原 千咲(4)   3.29  2.66  3.14   3.29             3.29 大会新
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁｻｷ 四賀小   +1.4  -0.1  +0.7   +1.4                      +1.4
松本 菜々美(4)   2.90  2.63  2.81   2.90             2.90 大会新
ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅﾐ 富士見小   +0.2  -2.0  +2.8   +0.2                      +0.2
武居 夏希(4)   2.58  2.70  2.84   2.84             2.84 大会ﾀｲ
ﾀｹｲ ﾅﾂｷ 富士見小   -1.0  +1.6  +1.1   +1.1                      +1.1
西谷 逢(4)   2.59  2.68   x    2.68             2.68 
ﾆｼﾀﾆ ｱｲ 城南小   +0.7   0.0          0.0                       0.0
上原 藍果(4)    x    x    x                   NM
ｳｴﾊﾗ ｱｲｶ 豊田小                                                   
髙水間 月愛(4)                            DNS
ﾀｶﾐｽﾞﾏ ﾙﾉｱ 城北小                                                   

決勝 6月15日 12:00

大会記録(GR)                          

 ３回の
 最高記録

松木 心音(5)   4.07  3.68  3.86   4.07             4.07 
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 四賀小   +0.9  -0.2  +0.4   +0.9                      +0.9
宮葉 ひかり(5)   3.18  2.93  3.02   3.18             3.18 
ﾐﾔﾊﾞ ﾋｶﾘ 四賀小   +0.4  +0.1  +1.9   +0.4                      +0.4
池上 かりん(5)    x   3.09  3.01   3.09             3.09 
ｲｹｶﾞﾐ ｶﾘﾝ 四賀小         +1.1  -1.8   +1.1                      +1.1
新海 美桜(5)   2.96   x   2.61   2.96             2.96 
ｼﾝｶｲ ﾐｵ 中洲小   +1.6        -0.1   +1.6                      +1.6
伊藤 日葉(5)   2.94  2.82  2.90   2.94             2.94 
ｲﾄｳ ﾋﾖ 富士見小   +0.3  -0.1  +0.8   +0.3                      +0.3
大藪 菜々花(5)   2.92  2.83   x    2.92             2.92 
ｵｵﾔﾌﾞ ﾅﾅｶ 富士見小   -0.4  -0.3         -0.4                      -0.4
後藤 妃萌果(5)   2.51  2.86  2.42   2.86             2.86 
ｺﾞﾄｳ ﾋﾒｶ 城北小   -0.7  +0.1  -0.1   +0.1                      +0.1

決勝 6月15日 12:00

大会記録(GR)                     4.14 

 ３回の
 最高記録

田村 夢(6)   2.70   x   2.71   2.71             2.71 
ﾀﾑﾗ ﾕﾒ 湖南小   -0.2        +0.8   +0.8                      +0.8

記録 備考

小学4年女子

走幅跳

決勝

順位 試技

1 6    91

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

2 2   214

3 4   207

4 3   113

5   250

1   129

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学5年女子

走幅跳

決勝

順位 試技

1 13    79

2 7    89

  210

3 12    73

4 11   174

7 8   134

小学6年女子

走幅跳

5 9   234

6 10

-3- -4-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -5- -6- 記録 備考

1 14    27

所属名 -1- -2-



決勝 6月15日 12:00

大会記録(GR)                     4.51 

 ３回の
 最高記録

小口 葉奈(3)   4.39  4.38  4.53   4.53             4.53 大会新
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 諏訪西中   -0.4  -0.9  +2.0   +2.0                      +2.0
小倉 歩華(3)   4.29   x   4.51   4.51             4.51 大会ﾀｲ
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 上諏訪中   -1.2        -1.6   -1.6                      -1.6
相馬 里瑠(2)   4.22  4.17  4.34   4.34             4.34 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 諏訪南中   -0.9  +0.3  -0.7   -0.7                      -0.7
高林 あんり(3)    x   4.31  4.24   4.31             4.31 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属中         +2.2  +0.7   +2.2                      +2.2
河西 真依(2)   3.29  3.92  4.16   4.16             4.16 
ｶｻｲ ﾏｲ 諏訪南中   +2.5  +2.2  +0.8   +0.8                      +0.8
小池 理紗子(3)   3.42  3.88  4.09   4.09             4.09 
ｺｲｹ ﾘｻｺ 諏訪西中   +0.4  +2.1  +1.0   +1.0                      +1.0
小松 百萌(3)    x    x   4.04   4.04             4.04 
ｺﾏﾂ ﾓﾓ 諏訪南中               +0.2   +0.2                      +0.2
小松 志緒(2)   3.81  3.89  3.98   3.98             3.98 
ｺﾏﾂ ｼｵ 清陵附属中   +1.0   0.0  +1.5   +1.5                      +1.5
田口 澄香(2)    x   3.83  3.92   3.92             3.92 
ﾀｸﾞﾁ ｽﾐｶ 上諏訪中         -0.5  +1.5   +1.5                      +1.5
宮澤 ありさ(3)   3.57  3.70  3.43   3.70             3.70 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中   -0.2  -1.6  -3.8   -1.6                      -1.6
北澤 遥香(2)   3.49  3.09  3.09   3.49             3.49 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 諏訪西中   +1.3  +0.7  +0.8   +1.3                      +1.3
神谷 穂歌(3)   3.31  3.15  3.34   3.34             3.34 
ｶﾐﾔ ﾎﾉｶ 諏訪南中   -0.5  -0.9  +1.6   +1.6                      +1.6
今井 優香(1)   3.19  2.75  3.18   3.19             3.19 
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 清陵附属中   +1.5  +1.8   0.0   +1.5                      +1.5
土橋 茉奈(1)   3.05  3.14  3.11   3.14             3.14 
ﾂﾁﾊｼ ﾏﾅ 清陵附属中   +2.6  +0.1  +0.9   +0.1                      +0.1
市川 紗菜(1)    x    x    x                   NM
ｲﾁｶﾜ ｻﾅ 諏訪南中                                                   

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学共通女子

走幅跳

決勝

順位 試技

1 25  7740

2 28  7716

3 27  7767

4 24  7940

5 21  7766

6 23  7741

7 29  7763

8 22  7944

9 19  7718

10 20  7942

11 17  7746

12 18  7772

26  7775

13 16  7946

14 15  7947



決勝 6月15日 10:30

大会記録(GR)                     5.43 

 ３回の
 最高記録

池上 桃可(2) 大会新
ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ 諏訪南中
岡田 葉音(2) 大会新
ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ 信大附属松本中
細川 美詩(2) DNS
ﾎｿｶﾜ ﾐｳﾀ 富士見中
前島 梨那(2) DNS
ﾏｴｼﾏ ﾘﾅ 富士見中
今井 夕夏(3) DNS
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 上諏訪中

-5- -6- 記録 備考-4-

中学共通女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

1 4  7768   6.55  5.96

  6.05 

  6.66   6.66          

   

  6.66 

  6.05  5.85   6.05       2 2  7496   5.80

    

                

                   

5  7715       

    

3  7936    

1  7937       
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