
平成23年度下諏訪ｼﾞｭﾆｱ陸上競技大会
下諏訪町総合運動場　陸上競技場

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202040  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
06/27 小学１年女子  -1.1 小口 萌子(1) 12.2 臼田 麻花(1) 12.3 大久保 遙菜(1) 12.6 小林 梨瑚(1) 12.8 梶原 愛叶(1) 小学生･下諏訪南小 13.0 高木 菜歩(1) 13.3 雨宮 綾南(1) 13.4

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 篠原 梨沙(1) 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小
06/27 小学２年女子  -1.5 白藤 花乃音(2) 11.4 今井 咲(2) 小学生･下諏訪南小 11.6 小口 由紀子(2) 11.8 有賀 すづな(2) 11.9 中井 万結(2) 12.1 通﨑 夏帆(2) 12.2 高木 彩香(2) 12.4

60m 小学生･下諏訪南小 門輪 愛那(2) 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
06/27 小学３年女子   0.0 藤森 琉那(3) 10.8 堀内 聡子(3) 11.0 高橋 芽来(3) 小学生･下諏訪南小 11.2 小口 菜々美(3) 11.5 赤坂 歩(3) 11.9 上島 冴季(3) 12.0 平出 理菜(3) 12.2

60m 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小 林 風花(3) 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･下諏訪南小
06/27 小学４年女子  -0.3 小口 玲奈(4) 17.3 市澤 香奈(4) 小学生･下諏訪南小 18.2 宮澤 ありさ(4) 18.3 佐藤 鈴夏(4) 18.7 井口 真甫(4) 18.9 今井 理保子(4) 19.3 倉島 未奈(4) 19.5

100m 小学生･下諏訪南小 小口 沙希子(4) 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
06/27 市澤 香奈(4) 4,29.7 倉島 未奈(4) 4,42.5

1000m 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小
06/27 下諏訪南小(A)     1,12.4 下諏訪南小(B)     1,24.4

4×100mR 宮澤 ありさ(4) 井口 真甫(4)
小口 沙希子(4) 寺島 節七(4)
佐藤 鈴夏(4) 中村 真子(4)
小口 玲奈(4) 市澤 香奈(4)

06/27 小学５年女子  -1.2 徳竹 美友(5) 15.3 臼田 彩花(5) 16.6 吉田 楓(5) 16.7 細田 和佳奈(5) 16.8 臼田 悠花(5) 17.1 上島 実歩(5) 17.2 長田 真侑(5) 17.6 大久保 実南(5) 17.7
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 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･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小

06/27 中山 葵泉(5) 3,40.6 臼田 彩花(5) 3,51.6 上島 実歩(5) 3,57.4 臼田 悠花(5) 3,58.5 山田 里矢香(5) 4,42.0
1000m 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･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小

06/27 中山 葵泉(5) 1.10
走高跳 小学生･下諏訪南小

06/27 徳竹 美友(5) 3.40(0.0) 吉田 楓(5) 2.77(0.0) 今井 有香(5) 2.72(0.0) 大久保 実南(5) 2.46(0.0)
走幅跳 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

06/27 下諏訪南小(B)     1,05.3 下諏訪南小(A)     1,06.1
4×100mR 臼田 彩花(5) 臼田 悠花(5)

吉田 楓(5) 長田 真侑(5)
中山 葵泉(5) 細田 和佳奈(5)
徳竹 美友(5) 小松 香奈(5)

06/27 小学６年女子 徳永 依子(6) 2.71(0.0)
走幅跳 小学生･下諏訪南小

06/27 中学共通女子 工藤 琉菜(1) 5,44.7 岡村 智可(1) 5,47.2 小口 実夏(1) 6,25.3 上島 佑華(1) 6,38.0
1500m 中学生･下諏訪社中 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪社中

06/27 中学１年女子  -1.1 西本 茉衣(1) 16.2 上島 佑華(1) 16.6 小口 瑞貴(1) 17.8
100m 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪社中 中学生･下諏訪中

06/27 西本 茉衣(1) 3.40(0.0) 小口 瑞貴(1) 2.50(0.0)
走幅跳 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪中

06/27 中学２年女子  -1.1 大野 真琴(2) 14.4
100m 中学生･下諏訪中

06/27 大野 真琴(2) 3.65(-0.1)
走幅跳 中学生･下諏訪中



決勝 6月27日 10:05

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -1.8

 1 白藤 花乃音(2) 小学生     11.4 1 今井 咲(2) 小学生     11.6 
ｼﾗﾌｼﾞ ｶﾉﾝ 下諏訪南小 ｲﾏｲ ｻｷ 下諏訪南小

 2 門輪 愛那(2) 小学生     11.6 2 有賀 すづな(2) 小学生     11.9 
ｶﾄﾞﾜ ｱｲﾅ 下諏訪南小 ｱﾙｶﾞ ｽﾂﾞﾅ 下諏訪南小

 3 小口 由紀子(2) 小学生     11.8 3 中井 万結(2) 小学生     12.1 
ｵｸﾞﾁ ﾕｷｺ 下諏訪南小 ﾅｶｲ ﾏﾕ 下諏訪南小

 4 両角 夏子(2) 小学生     13.0 4 通﨑 夏帆(2) 小学生     12.2 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾅﾂｺ 下諏訪南小 ﾂｳｻﾞｷ ﾅﾂﾎ 下諏訪南小

 5 宮坂 唯菜(2) 小学生     13.3 5 高木 彩香(2) 小学生     12.4 
ﾐﾔｻｶ ﾕｲﾅ 下諏訪南小 ﾀｶｷﾞ ｱﾔｶ 下諏訪南小

小学２年女子

60m60m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77    74   74

66    69   69

55    75   75

44    72   72

33    78   78

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66    68   68

55    83   83

77    66   66

44    84   84

33    73   73



   1 白藤 花乃音(2) 小学生 下諏訪南小     11.4 (-1.5)  1  1
   2 今井 咲(2) 小学生 下諏訪南小     11.6 (-1.8)  2  1
   2 門輪 愛那(2) 小学生 下諏訪南小     11.6 (-1.5)  1  2
   4 小口 由紀子(2) 小学生 下諏訪南小     11.8 (-1.5)  1  3
   5 有賀 すづな(2) 小学生 下諏訪南小     11.9 (-1.8)  2  2
   6 中井 万結(2) 小学生 下諏訪南小     12.1 (-1.8)  2  3
   7 通﨑 夏帆(2) 小学生 下諏訪南小     12.2 (-1.8)  2  4
   8 高木 彩香(2) 小学生 下諏訪南小     12.4 (-1.8)  2  5
   9 両角 夏子(2) 小学生 下諏訪南小     13.0 (-1.5)  1  4
  10 宮坂 唯菜(2) 小学生 下諏訪南小     13.3 (-1.5)  1  5

小学２年女子小学２年女子

60m60m
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風） 備考備考 組組 順位順位
   74   74
   68   68
   69   69
   75   75
   83   83
   66   66

   78   78

   84   84
   73   73
   72   72



決勝 6月27日 10:00

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -3.0

 1 高橋 芽来(3) 小学生     11.2 1 藤森 琉那(3) 小学生     10.8 
ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞ 下諏訪南小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾙﾅ 下諏訪北小

 2 小口 菜々美(3) 小学生     11.5 2 堀内 聡子(3) 小学生     11.0 
ｵｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 下諏訪南小 ﾎﾘｳﾁ ｻﾄｺ 下諏訪南小

 3 上島 冴季(3) 小学生     12.0 3 林 風花(3) 小学生     11.2 
ｶﾐｼﾞﾏ ｻｷ 下諏訪北小 ﾊﾔｼ ﾌｳｶ 下諏訪南小

 4 平出 理菜(3) 小学生     12.2 4 赤坂 歩(3) 小学生     11.9 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾘﾅ 下諏訪南小 ｱｶｻｶ ｱﾕﾑ 下諏訪南小

5 芳澤 蘭(3) 小学生     12.3 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾗﾝ 下諏訪南小

小学３年女子

60m60m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55    64   64

66    56   56

44   210  210

33    89   89

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66   213  213

44    54   54

77    53   53

55    90   90

33    52   52



   1 藤森 琉那(3) 小学生 下諏訪北小     10.8 (-3.0)  2  1
   2 堀内 聡子(3) 小学生 下諏訪南小     11.0 (-3.0)  2  2
   3 高橋 芽来(3) 小学生 下諏訪南小     11.2 (0.0)  1  1
   3 林 風花(3) 小学生 下諏訪南小     11.2 (-3.0)  2  3
   5 小口 菜々美(3) 小学生 下諏訪南小     11.5 (0.0)  1  2
   6 赤坂 歩(3) 小学生 下諏訪南小     11.9 (-3.0)  2  4
   7 上島 冴季(3) 小学生 下諏訪北小     12.0 (0.0)  1  3
   8 平出 理菜(3) 小学生 下諏訪南小     12.2 (0.0)  1  4
   9 芳澤 蘭(3) 小学生 下諏訪南小     12.3 (-3.0)  2  5

小学３年女子小学３年女子

60m60m
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風） 備考備考 組組 順位順位
  213  213
   54   54
   64   64
   53   53
   56   56
   90   90
  210  210
   89   89
   52   52



決勝 6月27日 9:20

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -0.9

 1 市澤 香奈(4) 小学生     18.2 1 小口 沙希子(4) 小学生     18.2 
ｲﾁｻﾞﾜ ｶﾅ 下諏訪南小 ｵｸﾞﾁ ｻｷｺ 下諏訪南小

 2 佐藤 鈴夏(4) 小学生     18.7 2 井口 真甫(4) 小学生     18.9 
ｻﾄｳ ｽｽﾞｶ 下諏訪南小 ｲｸﾞﾁ ﾏﾎ 下諏訪南小

 3 今井 理保子(4) 小学生     19.3 3 寺島 節七(4) 小学生     19.9 
ｲﾏｲ ﾘﾎｺ 下諏訪北小 ﾃﾗｼﾏ ｾﾂﾅ 下諏訪南小

 4 倉島 未奈(4) 小学生     19.5 4 河西 美乃莉(4) 小学生     20.1 
ｸﾗｼﾏ ﾐﾅ 下諏訪北小 ｶｻｲ ﾐﾉﾘ 下諏訪北小

[ 3組] 風速 -2.5

 1 小口 玲奈(4) 小学生     17.3 
ｵｸﾞﾁ ﾚﾅ 下諏訪南小

 2 宮澤 ありさ(4) 小学生     18.3 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 下諏訪南小

 3 岡村 和樹(4) 小学生     21.6 
ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 下諏訪南小

小学４年女子

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55    26   26

33    48   48

44   217  217

66   219  219

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33    47   47

44   111  111

66    49   49

55   216  216

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55    30   30

44    40   40

66    46   46



   1 小口 玲奈(4) 小学生 下諏訪南小     17.3 (-2.5)  3  1
   2 市澤 香奈(4) 小学生 下諏訪南小     18.2 (-0.3)  1  1
   2 小口 沙希子(4) 小学生 下諏訪南小     18.2 (-0.9)  2  1
   4 宮澤 ありさ(4) 小学生 下諏訪南小     18.3 (-2.5)  3  2
   5 佐藤 鈴夏(4) 小学生 下諏訪南小     18.7 (-0.3)  1  2
   6 井口 真甫(4) 小学生 下諏訪南小     18.9 (-0.9)  2  2
   7 今井 理保子(4) 小学生 下諏訪北小     19.3 (-0.3)  1  3
   8 倉島 未奈(4) 小学生 下諏訪北小     19.5 (-0.3)  1  4
   9 寺島 節七(4) 小学生 下諏訪南小     19.9 (-0.9)  2  3
  10 河西 美乃莉(4) 小学生 下諏訪北小     20.1 (-0.9)  2  4
  11 岡村 和樹(4) 小学生 下諏訪南小     21.6 (-2.5)  3  3

小学４年女子小学４年女子

100m100m
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風） 備考備考 組組 順位順位
   30   30
   26   26
   47   47
   40   40
   48   48
  111  111

  216  216
   46   46

  217  217
  219  219
   49   49



決勝 6月27日 10:55

 1 市澤 香奈(4) 小学生   4,29.7 
ｲﾁｻﾞﾜ ｶﾅ 下諏訪南小

 2 倉島 未奈(4) 小学生   4,42.5 
ｸﾗｼﾏ ﾐﾅ 下諏訪北小

小学４年女子

1000m1000m

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11    26   26

44   219  219



決勝 6月27日 11:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 下諏訪南小(A)    40 宮澤 ありさ(4)   1,12.4 

ﾐﾅﾐｼｮｳA ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ
   47 小口 沙希子(4)

ｵｸﾞﾁ ｻｷｺ
   48 佐藤 鈴夏(4)

ｻﾄｳ ｽｽﾞｶ
   30 小口 玲奈(4)

ｵｸﾞﾁ ﾚﾅ
 2   3 下諏訪南小(B)   111 井口 真甫(4)   1,24.4 

ﾐﾅﾐｼｮｳB ｲｸﾞﾁ ﾏﾎ
   49 寺島 節七(4)

ﾃﾗｼﾏ ｾﾂﾅ
  117 中村 真子(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｺ
   26 市澤 香奈(4)

ｲﾁｻﾞﾜ ｶﾅ

小学４年女子

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝



決勝 6月27日 9:15

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -0.9

 1 徳竹 美友(5) 小学生     15.3 1 吉田 楓(5) 小学生     16.7 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 下諏訪南小 ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 下諏訪南小

 2 臼田 彩花(5) 小学生     16.6 2 細田 和佳奈(5) 小学生     16.8 
ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 下諏訪南小 ﾎｿﾀﾞ ﾜｶﾅ 下諏訪南小

 3 上島 実歩(5) 小学生     17.2 3 臼田 悠花(5) 小学生     17.1 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾎ 下諏訪北小 ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ 下諏訪南小

 4 長田 真侑(5) 小学生     17.6 4 今井 有香(5) 小学生     18.1 
ﾅｶﾞﾀ ﾏﾕ 下諏訪南小 ｲﾏｲ ﾕｶ 下諏訪南小

 5 大久保 実南(5) 小学生     17.7 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 下諏訪南小

小学５年女子

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33    22   22

55    20   20

44   222  222

77    15   15

66    13   13

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55    21   21

66    19   19

33    14   14

44    23   23



   1 徳竹 美友(5) 小学生 下諏訪南小     15.3 (-1.2)  1  1
   2 臼田 彩花(5) 小学生 下諏訪南小     16.6 (-1.2)  1  2
   3 吉田 楓(5) 小学生 下諏訪南小     16.7 (-0.9)  2  1
   4 細田 和佳奈(5) 小学生 下諏訪南小     16.8 (-0.9)  2  2
   5 臼田 悠花(5) 小学生 下諏訪南小     17.1 (-0.9)  2  3
   6 上島 実歩(5) 小学生 下諏訪北小     17.2 (-1.2)  1  3
   7 長田 真侑(5) 小学生 下諏訪南小     17.6 (-1.2)  1  4
   8 大久保 実南(5) 小学生 下諏訪南小     17.7 (-1.2)  1  5
   9 今井 有香(5) 小学生 下諏訪南小     18.1 (-0.9)  2  4

小学５年女子小学５年女子

100m100m
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風） 備考備考 組組 順位順位
   22   22
   20   20
   21   21
   19   19
   14   14
  222  222
   15   15
   13   13
   23   23



決勝 6月27日 10:55

 1 中山 葵泉(5) 小学生   3,40.6 
ﾅｶﾔﾏ ｱｵｲ 下諏訪南小

 2 臼田 彩花(5) 小学生   3,51.6 
ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 下諏訪南小

 3 上島 実歩(5) 小学生   3,57.4 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾎ 下諏訪北小

 4 臼田 悠花(5) 小学生   3,58.5 
ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ 下諏訪南小

 5 山田 里矢香(5) 小学生   4,42.0 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ 下諏訪南小

小学５年女子

1000m1000m

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66    50   50

33    20   20

44   222  222

77    14   14

55    16   16



決勝 6月27日 10:00

中山 葵泉(5) 小学生
ﾅｶﾔﾏ ｱｵｲ 下諏訪南小

小学５年女子

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録m90m90 m95m95 備考備考備考m80m80m80 m85m85m85 m90 m95 1m001m001m00 1m051m051m05 1m101m101m10 1m151m151m15
11 11    50   50

OO OO OO OO OO XXOXXO  1.10 1.10XXOXXO XXXXXX



決勝 6月27日 9:40

徳竹 美友(5) 小学生  3.40  3.21   X    3.40 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 下諏訪南小   0.0   0.0     0.0
吉田 楓(5) 小学生  2.76   X  2.77    2.77 
ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 下諏訪南小   0.0   0.0     0.0
今井 有香(5) 小学生  2.72  2.60  2.64    2.72 
ｲﾏｲ ﾕｶ 下諏訪南小   0.0   0.0   0.0     0.0
大久保 実南(5) 小学生   X  2.46  2.32    2.46 
ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾅﾐ 下諏訪南小   0.0  -0.2     0.0

小学５年女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 44    22   22

-5--5-

22 11    21   21

33 22    23   23

44 33    13   13



決勝 6月27日 11:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 下諏訪南小(B)    20 臼田 彩花(5)   1,05.3 

ﾐﾅﾐｼｮｳB ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ
   21 吉田 楓(5)

ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ
   50 中山 葵泉(5)

ﾅｶﾔﾏ ｱｵｲ
   22 徳竹 美友(5)

ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ
 2   6 下諏訪南小(A)    14 臼田 悠花(5)   1,06.1 

ﾐﾅﾐｼｮｳA ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ
   15 長田 真侑(5)

ﾅｶﾞﾀ ﾏﾕ
   19 細田 和佳奈(5)

ﾎｿﾀﾞ ﾜｶﾅ
  116 小松 香奈(5)

ｺﾏﾂ ｶﾅ

小学５年女子

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝



決勝 6月27日 9:40

徳永 依子(6) 小学生  2.54   X  2.71    2.71 
ﾄｸﾅｶﾞ ﾖﾘｺ 下諏訪南小   0.0   0.0     0.0

小学６年女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 11    11   11

-5--5-



決勝 6月27日 9:35

風速 -1.1

 1 西本 茉衣(1) 中学生     16.2 
ﾆｼﾓﾄ ﾏｲ 下諏訪中

 2 上島 佑華(1) 中学生     16.6 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾕｶ 下諏訪社中

 3 小口 瑞貴(1) 中学生     17.8 
ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 下諏訪中

中学１年女子

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33   317  317

44   402  402

55   316  316



決勝 6月27日 10:30

西本 茉衣(1) 中学生  3.32  3.40  3.31  2.88  3.03    X    3.40 
ﾆｼﾓﾄ ﾏｲ 下諏訪中   0.0   0.0   0.0   0.0  +0.1     0.0
小口 瑞貴(1) 中学生  2.43  2.38  2.50   X  2.33   2.24    2.50 
ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 下諏訪中   0.0   0.0   0.0  +0.1    0.0     0.0

中学１年女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 22   317  317

-5--5-

22 11   316  316



決勝 6月27日 9:35

風速 -1.1

 1 大野 真琴(2) 中学生     14.4 
ｵｵﾉ ﾏｺ 下諏訪中

中学２年女子

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66   313  313



決勝 6月27日 10:30

大野 真琴(2) 中学生  3.40   X  3.65  2.59  2.81    X    3.65 
ｵｵﾉ ﾏｺ 下諏訪中   0.0  -0.1   0.0   0.0    -0.1

中学２年女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 11   313  313

-5--5-



決勝 6月27日 9:35

風速

高野 麻梨香(3) 中学生
ﾀｶﾉ ﾏﾘｶ 下諏訪中

中学３年女子

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77   311  311

欠場欠場



決勝 6月27日 10:30

高野 麻梨香(3) 中学生 欠場
ﾀｶﾉ ﾏﾘｶ 下諏訪中

中学３年女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11   311  311

-5--5-
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